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Book 一: 真の神 True God

番便利だと考えられたのです。神様は無形で
あるだけに、存在世界を思いどおりに突き抜
けてきたとしても少しも支障を感じません。

第一章 神様の本体

皆さんは体がありますが、神様が来て思いど

一 神様は無形の主体であられる

おりに過ぎたとしても皆さんには分からない

一) 無形でおられる神様

のです。神様がこくりこくりと居眠りしてい
る皆さんの体を思いのままに踏んでいったと

神様はどんな形態ももっていらっしゃいませ

しても分からないのです。それでどんなに便

ん。大きいと言えば無限大です。小さいと言

利でしょう。ですから神様は考えた末に見え

えば無限に小さい方です。

ない神様としているのが一番便利だろうと思
い、見えない神様になったという論理は妥当

神様は果たしていらっしゃるのでしょうか。

な論理です。

誰かがつねって「あっ」と叫ぶことよりも、
おなかがすいて御飯を食べるよりも、もっと

私たちは空気が通っていることが分かりませ

事実的に感じることができる神様がいるので

ん。空気が通っているのにそれを感じられま

しょうか。問題はそこにあります。本当に神

せん。空気が通っているのを感じられないの

様がいらっしゃるとするならば、問題はすべ

に、神様が通っているのが分かるのかという

て解決されます。

のです。神様は無形の神としていらっしゃる
のが最高の便利な方法です。そうしながら、

人間には心があります。心は見えないので、

この大きな宇宙をふろしきで包んでも余りあ

ないようですが、あります。心はどこにある

る、そのような神様でなければならないので

のでしょうか。頭にあるのでしょうか、心臓

す。無形の神様ですが、神様の心はこの宇宙

の中にあるのでしょうか。心は、私の体の中

よりも大きいものを要求しているのです。

のどこにでもあります。私の体の中にないと
ころはありません。同じように神様がいらっ

皆さん！ 愛をもっていますか。生命をもっ

しゃるならば、神様もこの世界が神様の体の

ていますか。皆さんの血統を継ぐことができ

ようなものなので、この世界のどこにでもい

る精子と卵子をみなもっているでしょう。良

らっしゃいます。

心ももっていますか。それでは愛を見たこと
がありますか。生命、血統、良心を見ました

神様を見ることはできません。皆さん、力が見

か。その存在の現象は知っていますが、触る

えますか。神様はエネルギーの本体であるので、

ことも見ることもできないことを知らなけれ

霊界に行っても見ることができません。

ばなりません。ただ心で感じてこそ知ること
ができるのです。同じ論理で神様がいるのか

知恵の神様、全知全能なる神様は、中央で思

いないのかと言う時、または神様を見たのか

いどおりに振る舞うことができる無形な存在

見なかったのかと尋ねる時、見なかったと言

としていらっしゃいながら主管することが一

うことができないのです。
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心の中に神様が入ってきて、いらっしゃれば

く、私が今までたどってきた経歴報告のよう

心が分かります。神様が心の中に入ってくれ

な話です。

ば壁も突き通して見ることができ、じっと座
って何千年前に死んだ聖人たちを運行させる

もしこの世界に空気が一升しか残っていない

こともできます。永遠なる神様が心の中に入

とすればどうなるでしょうか。神様が意地悪

ってくればそのようにすることができます。

い方ならば、世界統一は問題ありません。多

永遠を時間ではとらえることはできませんが、

分五分以内に統一されるでしょう。神様が空

永遠の中に時間があります。ですから神様は

気をすべてもっていって「お前たち統一する

見えなくても心は分かるのです。

のか、しないのか」と言えば、世界人類が合
唱して「統一します」と言うのです。そのよ
うにすれば一遍に統一することができますが、

神様はどのように愛するのかと言う時に、答

神様が空気をもってそのようにされないこと

えるのが大変でしょう。神様は無形の神なの

は有り難いことです。空気がなければ私たち

でどこでも通ることができることを知らなけ

は生きることができません。このように空気

ればなりません。若奥様の目の中に入って心

は生命に絶対に必要な要素です。ところが空

臓の中にも入って……。どこにでも行かない

気に対して有り難く思いもせずにどろぼうみ

ところがないのです。すべてに通じるのです。

たいに使っています。*

それでは、神様はどこに住んでいるのでしょ
うか。神様の住んでいる家は私たちの心の真

天宙の大主宰なる神様が人間の目に見えるよ

ん中です。男性の心には神様の男性的心情が

うになれば、神様をお互いが奪い合おうとし

とどまり、女性の心には女性的心情が入って

てけんかをするでしょうか、しないでしょう

生きるというのです。

か。このけんかを防ぐ道がないのです。神様
が見えなくて良かったのです。もし神様が見

全知全能なる神様、すべての天下を料理され

えたとしたらアメリカとソ連がお互いに自分

る神様がここにいるとしましょう。力で言え

の神様だと争うでしょうか、争わないでしょ

ば太白山も吹き飛ばし、地球にも穴を開ける

うか。争うのです。その争いを誰が止めるこ

ことができる能力の神様なのですが、そのよ

とができますか。神様は全知であられ、こん

うな神様を皆さんの目で見ながら生きるとし

な争いが起こるかもしれないので無形でいら

たら生活することができると思いますか。神

っしゃるのです。神様が見えることを願うの

様が見えなくて良かったというのです。見え

はばかげた行為なのです。見えなくて良かっ

れば皆さんは神経が衰弱して一時間も我慢で

たのです。

きないのです。ですから神様が見えないこと
を有り難く思わなければなりません。これは

この宇宙は神秘に包まれています。その大き

笑い話ではありません。今までの話は私がそ

さが二百十億光年にもなる大宇宙です。一光

のような問題を中心として深刻に通過してき

年とは光が一年間かかって行く距離を言いま

た経験談です。他人のことを言ったのではな

す。一秒間に地球を七周半も回ることができ
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る光ですが、この光が一年間かかって行くの

です。そうでなければ回らないのです。また、

が一光年です。それではこのように大きい宇

人は自分の体より見えない心と神様をもっと

宙を支配することができる主人はどれほど大

重要視しなければならないのです。

きいでしょうか。背が高いとすればどれほど
大きいでしょうか。神様がそれほど大きけれ

二) 本来は自然に分かるようになっていた

ば神様自身が足手まといな体を引きずって歩
き回ることができるでしょうか。ずるずると

人類が堕落しないで本性の善なる父母を通じ

歩き回るとすればどれほど大変でしょうか。

て生まれていたならば、神様がいるのかいな

一度動けば、宇宙が全部驚き倒れるのです。

いのかという弁論は必要ではなかったはずで

神様は知恵深い方です。それで「見えない主

す。生まれながらにして自然に分かるという

人になろう」と考えたのです。

のです。赤ちゃんがおなかの中でお乳を飲む
方法を習ってから生まれますか。生まれてす

それでは神様がどれほど重いですか。それを

ぐに目の前にお乳があれば吸うようになって

考えたことがありますか。神様がどれほど重

いるのです。自動的に分かるようになってい

いですか。斤数で量れば何斤になるでしょう

るのです。人類が堕落しなかったならば、神

か。何億万トンになるでしょうか。重ければ

様との関係を自動的に知り、自動的に解決し、

その体で歩き回るのは大変ですが、神様は無

自動的に行かなければならない立場であるこ

形でいらっしゃるので理想的です。財布に入

とを知るようになっていたはずです。ところ

れて歩いても重くありません。また、無形な

が堕落することにより全部忘れ去ってしまっ

のでどんなに狭い針の穴も通り抜けることが

たのです。それで神様がいるのかいないのか

できます。思いどおりに運行できるのです。

を疑う、結果の世界になったのです。これは

大きいと言えば大きいのに、小さいと言えば

悲惨な事実です。

無限に小さく、この宇宙どこにでも思いどお
りに運行することができるのです。

人はこの宇宙の被造万物の中の傑作品です。
どのくらい傑作品かというと、皆さんが察す

一番貴重な物があったとしたら、いつも持ち歩

ることのできないくらい大きく素晴らしい傑

きながら、一時もその物と離れたくないのです。

作品です。それでは絶対的な神様がいらっし

それでは最高の宝物といえる神様を持っている

ゃって、人を造られたとしたら神様自身が言

とすれば、その方をどこにしまっておきたいで

うこと、見ること、感じることを人間には分

しょうか。安全にしまっておくことができる倉

からないように造られるでしょうか。*

庫があるとしたらどこでしょうか。その倉庫が
私たちの心です。人間の心が神様を安全にしま

神様に似たアダムとエバが人類の父と母にな

っておくことができる倉庫です。

ったならば、その姿を通じていつも神様がい
らっしゃることを歴史を通じて認知できるは

神様は無形なので、有形の存在を自分より重

ずでした。もしそのようになったとすれば神

要視しなければならないという結論が出るの

様に対して疑うようなことはできなくなるの
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です。堕落しなかったならば、いつでも見る

恤の感度、感じる度数、その量いかんがその

ことができ、呼べばすぐ現れるようになって

人の信仰基準になり得るのです。そのような

いたのです。そのような基準になったならば、

愛の心情をもったならばどこかに行って「私

誰が神様は存在しないと否認するでしょうか。

がこれをしなければならない」という時は、

否認することができないのです。

「天よ、共にいてくださるように」と言う前
に既に神様は共にいるのです。このようなこ

「神様がいる、神様がいる」というのは言葉

とを皆さんが感じれば、「有り難い神様」と

だけではないのです。原理を通じて主体と対

言うようになるのです。

象の関係を中心として見る時に、神様は不可
避的にいなければならないという立場ではな

統一教会の原理は、神様は無形の絶対的主体

く、神様は私が考える前にいたのです。私の

として、二性性相の中和的主体としていらっ

すべての感覚、私の一切を主管する天ではな

しゃる方だと言います。二性性相であられる

いかという立場なのです。それを認識するこ

神様自身の分性的実体としてアダムとエバを

とが何よりも重要な問題です。知って認識す

造り、彼らが成長して愛を中心として横的に

るのが原則ではなく、認識して知るようにな

連結されるとき、縦的な立場で中心になろう

っているのです。

とされたのです。それは何のことかと言えば、

私たちは寒ければ寒いというのを知って感じ

アダムとエバが成熟すれば神様の男性性相は

るのではなく、寒いことを感じて知るのでは

アダムの心の中に、神様の女性性相はエバの

ないですか。これと同じように神がいらっし

心の中に入っていくということです。だから

ゃるなら神がいらっしゃることを皆さんが感

といって神様が分かれるのではありません。

じなければなりません。細胞で感じなければ

そのような二性性相の主体としていらっしゃ

なりません。その境地が問題なのです。言い換

る神様なので、アダムとエバの心の中に臨在

えれば体恤的立場をどのように私たちが確定す

することができるというのです。

るのかという問題、これが問題なのです。

神様は二性性相の中和的存在だというでしょ
皆さんが寝ていても「お父様」と言うことが

う。中和的立場で愛を中心とした統一的存在

でき、独り言でも「お父様」と言えなければ

ということは今まで話さなかったのです。そ

なりません。御飯を食べるのも忘れ、寝るの

こに愛を中心とした統一的存在だということ

も忘れながらその生活の裏面で父に対する懐

をつけ加えなければならないのです。

かしさをもって「お父様」と言えば、父の手
に捕まるようになるのです。夢のような事実
が起こるのです。「お父様」と言えば父の懐

二 無形の神様は体が必要

一) 体をもつためにアダムとエバを創造

に抱かれるのです。このような表現的圏にお
いて体恤的感情をどのように体得するのかと

神様はどうしてアダムとエバのような形を必

いうことは信仰生活で何よりも貴いというこ

要とするのでしょうか。万物は形状的な形を

とを知らなければなりません。そのような体

もっていますが、神様は無形の存在です。神
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様はどのような形ももっていません。大きい

軸をもった垂直の父で面積がないので、面を

と言えば無限大です。小さいと言えば無限に

もとうということです。

小さい方です。そのような方がどんな標準的
な形を形成し、形体を現したとしても実体を

霊界に行っても神様を見ることができません。

もった万物はその神様に直接主管されません。

神様は見えないのです。皆さん、力が見える

ですから実体をもった被造世界においては、

でしょうか、力が見えますか。神様はエネル

実体をもった主人的人格と形を備えた存在が

ギーの本体なので、霊界に行っても見ること

なければならないのです。神様は地上万物の

ができません。体がないのです。ですから実

主管だけではなく、無限な霊界も主管しなけ

体世界を指導して主管するためには実体をも

ればなりません。天使長や様々な形体をもっ

たなければならないのです。神様はどのよう

た実体、そして無形の実体までも主管するに

な神様ですか。アダムが堕落しないで完成し

はその中心的タイプ、すなわち形状が必要で

て地上で暮らし、天上に行くようになれば、

す。それで神様はアダムを創造されたのです。

アダムの形状をもった神様になるのです。そ
れで見えない神様と見えるアダムが一つにな

アダムを中心に霊肉両面の世界、無形実体世

るのです。そのようになればアダムが「はは

界と有形実体世界を主管されようとするのが

は」と笑うのは神様が「ははは」と笑うこと

神様の人間創造の目的です。したがって一つ

になるので、それはすなわち宇宙が「はは

の人格的実体と関係を結ばなければならない

は」と笑うことだというのです。何のことか

ので、アダム完成とともに神様の形状完成、

分かりましたか。

すなわち形が完成するのです。神様はアダム
を造られる時、彼の形態、人相、人格などが

無形の神としていらっしゃる神様では、この

無形世界の中心にいらっしゃる神様のような

宇宙を相手に刺激を感じることができないの

姿にならなければならない、という考えをも

です。心自体だけをもってしては、どんなに

ってアダムを造り出されたのです。形がなけ

刺激しても感動しないのです。無形では、同

れば形の世界を主管できないのです。

じなので刺激が来ないのです。これが互いに
相反するもの、熱いお湯と冷水が合わされば

神様はなぜアダムとエバを造られたのでしょ

爆発するでしょう。そのような刺激が必要だ

うか。神様は無形でいらっしゃる方なので、

というのです。

実体の形状をもった父母になれなければ形状
の子女を愛することができないので、体を着

神様は霊界でも無形です。形がありません。

るためなのです。アダムとエバの創造目的は

それで姿をもった人間の父母になるためには、

第一に、アダムの体を無形の神様が着ること

姿をもたなければ中心になることができない

であり、二番目は、体を着ることによって震

のです。

動的な衝撃が来るようにするためです。言葉
だけでは駄目なのです。この衝動的な刺激に

神様の最後の創造目的は体をもつことです。

喜びを感じるのです。三つ目は、神様は中心

実体世界を主管するためには無形の神様では
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駄目なので万民の父母として体をもって現れ

結局、神様は無形で形体が見えないので、形

なければならないのです。感覚器官をもって

体を得て現れるのです。また、形体をもって

刺激を感じることができる主体と対象として

いる人間と万物を主管するために神様がアダ

立つためには、体を着なければなりません。

ムとエバの形体を着て現れます。そのように
なればアダムとエバは神様と一体となるので、
神様はアダムとエバの心のような方になるの

実体世界を造られた神様が無形であっては、

です。アダムとエバの心の位置に神様が臨在

実体世界を支配することはできません。それ

して一つになったので、結局はアダムの内的

で体が必要なのです。（アダム・エバが）創

な主人、内的なアダムのような方が神様だと

造された目的は、神様も実体をもって実体の

いうことを知らなければなりません。

父母になるためです。その実体がアダム、エ
バです。アダム、エバが完成したならば神様

なぜ人を創造したのでしょうか。この宇宙は

は、アダム、エバの心の位置に入って神様を

実体があるので、実体の主人であるアダムと

中心とした王権を成すのです。王権が成立す

エバを中心として管理主導することができる

るとともに父母権が成立するのです。父母権

立場に立つためです。神様は霊界で無形でい

とともに本然のアダムは長子権をもつのです。

らっしゃるので支配することができません。
それで実体の仮面をかぶり、実体の体をもつ

今日、次子権は必要ないのです。アダム自体

ことによって、あの世で、地球で生産されて

が長子中の長子で、エバも長女中の長女でし

くる自分の息子、娘となる子孫を実体をもっ

ょう。そのようになれば二人の息子、娘は、

て支配することができる王になるために人を

人類の父母中の父母になるのです。父母であ

造ったのです。その王の顔がアダムの顔です。

ると同時に、永遠な世界の王になるのです。

王を造ったので、王妃が必要なのです。王妃
とは誰ですか。エバが王妃にならなければな

なぜ神様が人に体をもたせたのでしょうか。

らないのです。アダムとエバは地上の祖先で

体のない神様がいたならどれほどいいかとい

あると同時に、天上世界の祖先になるのです。

うのです。神様が一人でいればいいのに、問
題となるような体をなぜ造られたのかという

二) アダムは宗の祖先、有形の神様

のです。神様自身は無形の神です。無形の神
様が体をもった人間の先祖になることができ

神様は第一に、体を着るためにアダムとエバ

ないのです。体をもった息子、娘に対そうと

を創造され、第二に、愛を完成するために創

するので、体をもった神様の立場へ出ていか

造されたのです。このようなアダム、エバが

なければならないのです。それでアダムの体

完成し二人が一つとなることができる愛の実

が神様の体のようになるのです。しかし神様

体になれば神様が臨在し、人類の前に愛の父

は、アダムの心のような位置より一層次元が

母となるのです。そうして、神様の形状的実

高い世界の段階に上がっていくのです。何の

体の父母になったアダムとエバが実体の子女

ことか、分かりましたか。

を繁殖することによって理想世界ができるの
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です。そのようになれば、人間を通じて霊界

とができなければならないのです。このよう

と地上世界が連結されるのです。その目的も

な人間と同じ体を着なければならないので、

あって人間を造られたのです。それで神様が

体をもつために仕方なくアダムとエバを二重

愛を中心としてアダムとエバに臨在されるこ

的存在として造らざるを得なかったというこ

とによって人類の真の父母、実体の父母とし

とを知らなければなりません。

ていらっしゃってから、アダムとエバがあの
世へ行けば、霊界でもアダムとエバの形状で

体をもった父になることで、見えない無形と

体をもって父母の位置に顕現することができ

有形が一つになるのです。それは宇宙が一つ

るのです。

になることを象徴します。ですから神様の形
状に似たそのような体をもつことができる姿

実体をかぶった、神様の体で造ったアダムが、

として、アダムとエバを造ったのです。そう

人間の先祖になるのです。言い換えれば、ア

してアダムとエバを天の国の王宮に、王座へ

ダムは実体の神様です。無形の神様が実体の

上がらせ、その王と王妃の心の中に神様がい

世界を主管するためには実体の体がなければ

らっしゃり地上世界と無形世界を統治するの

なりません。それがあってこそ見たり聞いた

です。神様の王国を造るのです。王国は愛の

りできるので、神様が実体の体として造られ

王国だというのです。愛の王国。愛を中心と

たのがアダムだというのです。それでは、エ

してのみ霊と肉が合わさるようになっている

バとは誰ですか。エバはアダムの妻です。実

のであって、他のものをもってしては合わさ

体の妻です。それゆえアダムが実体をもった

ることができないのです。

神様ならば、エバは実体をもった神様の妻で
す。神聖な神様が妻を得るというので驚くか
もしれませんが、アダムは実体をもった神様

エバは未来において、神様の王女です。王女

の体です。エバは実体をもった神様の妻とし

であると同時に、将来の神様の相対でした。

て創造されたのです。

エバを愛の相対にしようとしたのです。神様
の夫人となるのです。なぜそうなのかと言え

神様がアダムとエバを必要とするのには二つ

ば、愛を分かち合うためには体が必要です。

の目的があります。一つは、愛の理想を成就

体が必要なのです。あの世へ行ってみれば神

しようとすることです。もう一つは、無形の

様は無形です。空中で太陽のような光が二十

神様が形状をもって現れるためなのです。で

四時間いつも浮かんでいるのです。空中から

すから、無形の神様が有形の形状をもって有

神様がみな無形で管理しているのです。その

形世界と関係を結ぶことができるその基礎、

無形の神様が、実体をもった人間の愛の対象

その核心がアダムとエバなのです。

ではむなしいのです。ですからアダムとエバ
は無形の神様の愛の理想の絶対作品です。パ

天の国に無形の神様が一人でいて何をします

ートナーとして体をもったアダムとエバを造

か。見えない神様では何の意味もないのです。

ったのです。神様は誰の姿かと言えば、アダ

人間の父母になるには、体をもって感じるこ

ムとエバの姿です。一つは内的な父であり、
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一つは外的な父なのです。一つは内的な父母

究極的に神様は霊的で無形なので、人間は直

であり、一つは外的な父母だというのです。

接神様から教えを受けたり重生の体験をする
ことができません。それで神様は中心人物を

神様は愛を共にするために天地を創造したの

立てて、人間が彼を通じて教えを受け重生を

です。ですから男性と女性を、無形の神様が

体験することができるようにされました。こ

永遠の愛の実体として登場させるのです。愛

の方が正に有形、無形の真の父母です。

の中心の実体として登場させるのが人類の善
なる真の先祖、真の父母なのです。皆さんは
真の父母をもてませんでした。しかし今日、

神様がアダムとエバを造った目的はどこにあ

統一教会には真の父母の教理があります。

るのでしょうか。私たち人間の形状を見なさ
い。体をもっているのです。しかし無形の神

神様はアダム、エバをなぜ造ったのでしょう

様は体がありません。体を着なければ、体を

か。無形の神をもってしては実体世界を主管

もたずしては霊界世界や地上世界を治めるこ

できないからです。無形の神をもってしては、

とができないのです。それで神様がいらっし

見えない神をもってしては、この見える世界、

ゃったとしても、神様が人間の父母として現

創造物、宇宙世界を支配することができないの

れるためには体を着なければならないのです

です。ですから神様は、愛を中心として体を着

が、その体を着た代表が誰かと言えば、アダ

なければならないのです。それで創造をしたの

ムとエバだというのです。堕落していないア

です。愛を中心として体を着れば、内外共に刺

ダムとエバの体をもって現れるのです。そう

激が起こるのです。刺激が起こるのです。

することでアダムとエバは人類の始祖である
と同時に、天地を主宰する神様になるのです。

無形の神様は実体がないのでその形体を身代
わりしたのが真の父母だというのです。真の

実体をもった神様、すなわち永遠な無形世界

父母は個人的な父母、家庭的な父母、氏族的

の神様の形状を代わりに着て現れた立場で、

な父母、民族的な父母、国家的な父母であり、

父母の立場で世界を統治する責任がアダムと

霊界に行ってもこれからは真の父母の形状で

エバにあったのです。

神様が現れるのです。統一教会が偉大なのは
それです。レバレンド・ムーンが偉大なのは

神様は、神様と人間が主体と対象として縦的

何かと言えば、レバレンド・ムーンの形状を

な愛の関係を完成することだけを目標にされ

神様が使うというのです。何の話か分かりま

てはいませんでした。縦的な愛を完成し、ア

すか。

ダムとエバの横的愛の結実をもたらそうとさ
れたのです。その瞬間が正に、内的父母であ

神様は、無形の神様なのです。無形の神様が、

られる神様が外的父母であるアダムとエバと

有形の神様として現れようというのです。有

完全一体を成すために臨在される、愛の理想

形の神様とは何ですか。堕落していない、私

の成就の瞬間です。無形の父母であられる神

たちが言う真の父母です。

様が、アダムとエバの形状を使って有形世界
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に永存される父母になるのです。この時アダ

き、神様はどんな方ですか。私のような方だ

ムとエバは、真の父母、真の先祖となるのです。

と言えば、さっと入ってくるのです。

神様は誰に似たのでしょうか。神様の必要と
するものが愛ならば、神様が愛するのに、神

三 神様は人格的な神

様に似たものを愛するでしょうか、神様と似

一) 神様は知情意をもった人格神

ていない動物の子を愛するでしょうか。神様
今日、多くのキリスト教信者たちは、神様は

は喜ぶことができ、愛を分かち合うことがで

唯一無二のお方であり、絶対的な方であり、

きる相対的なものを必要とするのです。です

創造主であり、至高至善の位置にいらっしゃ

から人間がそのような相対ならば、人間を中

るので、被造人間すなわち被造物と創造主は

心として見る時、神は人格的神でなければな

関係をもつことができないと考えます。被造

らないという結論が出てくるのです。そうで

物は俗なるものであり、創造主は絶対的で神

ありながら、人間とはすべての要素が一〇〇

聖な方であると見ます。しかし愛の概念を中

パーセント和合しなければなりません。体と

心として見る時、至高至善の神様であり、ど

心の素性において、すべてが和合することが

んなに低俗な被造物だとしても愛の関係を結

できる神でなければなりません。ですから神

ぶためには人格的内容が同じでなければなり

様は、知情意をもった神でなければならない

ません。心情的内容が同じでなければなりま

のです。

せん。人格を備えた人間と性稟が同じでなけ
神様がいらっしゃるのならば、人間とはどん

ればならないのです。

な関係なのでしょうか。神様が人間と関係を
神様は、どんな神なのでしょうか。人格的な

もつためには、人格的神でなければならない

神です。知情意を合わせた内容をもった人格

のです。人格的神になるには、人間と同じで

的な神です。そのような人格的な神が最高に

ならなければならないのです。人間には心が

願うのが愛なので、その愛の対象として私た

あり体があるのと同じように、このような素

ち人間を造ったというのです。これは驚くべ

性がある人間を造られた神様も、人間と共に

き事実です。

共同目的をもつことができるその本体ならば、
人間に似なければならないというのです。二

神様は第一原因的存在ですが、人間をどのよ

性性相という概念はここから出てくるのです。

うに造ったのでしょうか。神様と同じように
造ったというのです。神様と同じように造る

さあ、それでは、神様も人間のような人格を

のに、神様の形状をかたどって、形状どおり

もっていますか。人と同じならば神様は男性

に造りました。その言葉は何を意味するかと

でしょうか、女性でしょうか。それでは男性

言えば、私が父に似ると同時に父は誰に似ま

と同じようにぶら下がったものがあるでしょ

したか。私に似たというのです。それで答え

うか、ないでしょうか。神様は何性相と言い

になります。ですから神様を模索してみると

ましたか。二性性相の主体なのですが、凹凸
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があるでしょうか、ないでしょうか。それを

と言いますか。神様が必要なものとは何です

考えたことがありますか。

か。神様も人格的神ならば口があるでしょう。
鼻もあり、目もあり、耳もあり、手足もあり、

神様が笑うでしょうか、笑わないでしょうか。

心もあり、心情もあるでしょう。人格的神な

神様が笑うのを見ましたか。神様も目がある

らばです。

でしょうか、鼻があるでしょうか、口がある
でしょうか、耳があるでしょうか、体がある

神様はいったいどんな方なのでしょうか。全

でしょうか。既成教会の信者たちをよく見て

知全能で、遍在され、ただ一言で世界を殺し

みると、でたらめです。神様に目があるのか、

たり生かしたりする……。そのような神様を

ということも知りません。目を本当に見たか

私たちは必要としません。私たちの本心は、

と言えば、知らないのです。神様は誰に似ま

どんな神様を願うでしょうか。「愛をもって、

したか。誰に似たのでしょうか。神様に似た

私のお母さん、お父さん以上の愛で愛さざる

と言うのです。そんな答えがどこにあります

を得ない方なのだな。我が国に義なる国王が

か。神様は誰に似たのですか。息子、娘に似

いるとすれば、義なる大統領がいるとすれば、

たのです。それで神様は人格的神でなければ

その国王以上、その大統領以上の方なのだ

なりません。人格的神として神様が、私に人

な」と、こんな方を願います。大統領は四年

格的最高の基準を要求するのです。人格的最

ごとに変わるので慌ただしくて、別に尊敬す

高の基準とは何ですか。それはお金でもなく、

るほどでもありませんが……。

権力でもなく、愛なのです。
今日、この世界を探し求めてこられた神様が
神様がいらっしゃるのならば、神様も人格的

いらっしゃるとしたら、その神様は知情意を

神でなければなりません。人と同じでなけれ

備えた神様であることに違いありません。な

ばなりません。人格的神だということは、知

ぜでしょうか。人間がそうだからです。それ

情意を備え、感情とか、またはみ旨を中心と

は人類を中心とした知情意ではなく、天倫を

して目標とか、そのようなすべてのものが具

中心とした知情意です。

体的でなければならないのです。
絶対的神様は、悲しむことができるでしょう
神様は、知らないものがありません。知識の

か、できないでしょうか。全知全能なる神様

大王であられ、能力の大王であられ、全知全

は、悲しみの場を避けることができるでしょ

能であられるというのです。また、遍在され

うか、できないでしょうか。その悲しみとか

ます。いらっしゃらない所がありません。こ

かわることができるでしょうか、できないで

の方が必要なものとは何ですか。ダイヤモン

しょうか。これは深刻な問題です。私たちの

ドですか。それはいつでもつくることができ

ような人間は、それをそのまま通り過ぎるこ

ます。黄金ですか。宝石ですか。神様が必要

とはできません。絶対的である神様は絶対的

なものは愛です。神様が一人でいて「ああ、

に悲しみがあってはならないと言うならば、

愛があってとてもいい」と言い、「ひひひ」

その神様は知情意をもった、喜怒哀楽の感情
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をもった人間の父となることはできないので

い、神様の事情、神様の心情と通じることが

す。論理的に矛盾します。ですから神様は、

できるのです。

私たち人間よりももっと喜怒哀楽を感じるこ
とができる主体とならなければなりません。

愛を論じるならば、人格的神でなければなり
ません。情緒と、人格的に人と同じ素性をも

神様に対して正しく証した宗教団体はありま

った神でなければならないのですが、そのよ

せん。仏教でも儒教でも、みな同じだという

うな神を提示した宗教はキリスト教以外には

のです。神様と言えば、すぐにあぜんとして

ないのです。神様を父と言ったのは偉大な発

物が言えなくなります。彼らは人格的な神様、

見だというのです。神様を父だと言ったので

知情意を兼ね備えた神様を知らないのです。

す。神様を父だと発見したという事実は今先

しかし統一教会は、神人一体を主張している

生が話す、神様を内的父と外的父と見て実体

のです。それが偉大だというのです。

に一致する愛によって統一的な権限をつくろ
うとするその基準、確実にこの基準までは発

統一教会が誇ることができるのは、神様をよ

見できませんでしたが、そんな内容を暗々裡

く知っているということです。神様をはっき

に解明することができる標題を掲げたという

りと知っているというのです。神様は、知情

事実は驚くべきものです。そして唯一神を論

意を備えた人格的神であると同時に、愛の主

じました。ですからこの宗教は世界的宗教で

体だというのです。それを私たちははっきり

あり、世界がこの宗教を中心としてまとまる

知っています。その愛の神は、天情が中心な

ことができるというのです。この宗教によっ

のです。天情の中心位置は行ったり来たりで

て世界が一つになることができる道を立てて

きないのです。

いくと、このように見るのです。

今日、数多くの道がありますが、心情を通過
することができる一つの道が歴史路程におい

二) 神人一体の人格神を要求

て現れませんでした。そのような道は必ず現
神様も知情意をもった方であられるだけに、

れなければなりません。もしそれが現れない

神様にも願いがあり、事情があり、心情があ

とするならば、神様はいらっしゃらないので

ります。神様の願いは何で、神様の心情が何

す。人間が守らなければならない社会的倫理

で、神様の事情とは何でしょうか。人間の事

と道徳を教えてくれる道もあり、無限な霊界

情よりも先に知らなければならないこととし

を教えてくれる道もありますが、倫理道徳と

て、これさえ知ればいいのです。これさえ知

無形世界に対する教えを統合し、一つの心情

れば、自然に人の願いが何であるか一遍に分

の骨子の上にあげられた宗教がなければなり

かるのです。なぜでしょうか。人間の目的は

ません。そんな宗教を探してみると、キリス

神様であり、神様の目的は人間なので釣り合

ト教だったというのです。キリスト教は心情

うのです。人間の事情をよく知って、願いを

の宗教です。人間は堕落することによって神

よく知って、心情をよく知る人は、神様の願

様を失ってしまい、神様が私たちの父だとい
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うことが分からなくなったのです。実体をも

人格的な神がいるとすれば、その神を中心と

った真の父母を失いましたが、キリスト教はそ

して何が連結されなければならないでしょう

の真の父母を紹介することができる宗教です。

か。皆さん、神様と言えば高いところにいら
っしゃると言うでしょう。そこに私の体が連

哲学の最後の終着点は、神様を発見すること

結されるでしょうか。違います。心が連結さ

です。その神様はどんな神でしょうか。絶対

れるのです。人格的な神であり第一原因なる

的な神、不変の神、唯一の神です。神様を発

存在の神様を中心として人生を生きていくの

見することにおいて、その神様は私たち人間

に、垂直のような心を中心として生きていく

に必要な人格的神でなければなりません。私

のであり、地球星が太陽系を中心として角度

たち人間と関係を結ぶためには、私たち人間

を合わせて軸を成して公転しながら一日、二

が考えるすべての内外を備え、意志を備え、

日、三百六十五日と回るのと同じように、回

理想を備えた人格的神でなければならないと

りながら生きていくのです。このように見な

いうのです。すべての面で通じることができ

ければなりません。

る、情緒面やみ旨的な面や、または知識的面
で私たち人間と通じることができる、完全に

神様がいらっしゃるならば、神様の摂理を通

関係を結ぶことができる神様でなければ、ど

して行かなければ、世界が未来に希望を残す

んなに神様がいると言っても私たちとは完全

何ものもないという、論理的な結果として結

にかかわることができないのです。このよう

論を下すことになりました。ここにおいて統

に見るとき哲学は、人格的神にならなければ

一教会が出てきて、神様がいるという実存性

ならないという標題のもとであがめ尊んでこ

と、知情意の完成基準に立った人格的神を認

なかったのです。

定し、心情圏を中心とした理想世界を実現し
ようとしたのです。統一教会が初めて、神と

神様は誰に似ましたか。息子、娘に似ました。

人間の関係を確実にしたというのです。

皆さんは誰ですか。神様の息子、娘です。神
様に似たのです。そして神様は人格的な神で

四 神様は父であられる

す。神様がつまらない神様でいいでしょうか。

一) 神様と人間は父子の関係

キリスト教の驚くべきことは、人格、愛を中
心として、知情意を中心として情緒的な人格

神様と人間は父子の関係ですが、どのよう

的神を論じたということです。これが偉大で

にしてそのような関係が結ばれたのでしょう

す。そして唯一神を論じました。

か。神秘の境地に入ってこの宇宙の中心が何

神様が人格的神ならば、神様に愛が必要でし

であるかと尋ねると、父子の関係だという答

ょうか、必要ないでしょうか。私たち人間が

えを得るのです。宇宙の中心とは何でしょう

神様の息子、娘として生まれ、神様に対して

か。一言で、父子の関係です。

父だと言うなら、父が必要なように私も必要

天地の中心と宇宙の根本とは何ですかと、

なのです。私も必要なように父も私が必要な

神様に祈祷してみれば、父と息子、娘の関係、

のです。

父子の関係だと言います。分からない人は、
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肉親の父、母、息子、娘との関係だと思うで

うか。愛です。神様も愛の中に入って僕にな

しょうが、神様との根本関係を言っているの

ってもいいというのです。父は愛する息子が

です。

自分の食卓の上に上がってうんこをしても、
それを眺めて喜びを感じるのです。愛は法を

神様がなぜ人間を創造されたのかといえば、

超越します。

一人でいれば刺激がないからです。喜びとは
相対関係によってわきいずるものです。一人

神様が今まで人間に愛を与えたからといっ

では喜びの刺激を得ることができません。神

て、「私は完全にすべて与えたのに、お前た

様の相対的位置に立って初めて最高の愛を得

ちはなぜくれないのか」と、このように言え

ることができるのです。そのようになれば、

ますか。絶対的な愛をもった神様は、今でも

神様の性相がそのまま実体化されます。神様

与えたい愛をすべて与えられずに、もどかし

が悲しくなれば人間も悲しくならざるを得ま

がっています。自己を主張することができな

せん。ですから人間と神様の関係は離そうと

い神様です。完全な愛を与えようとしたのが

しても離すことのできない不可分の関係です。

神様の人間創造の目的ならば、神様は今まで

どんなに研究してみても、ここに到達するよ

完全な愛を与えられなかったので、人間世界

うになるのです。

に対して愛を与えたがる神様です。そのよう
な神様なので、考えるほどいいのです。「私

神様と人間が父子の関係だと言いましたが、

はすべて与えたので、これからはお前たちがも

父子の関係がもつ特定内容とは何でしょうか。

ってこい」と言う神様ならば必要ないのです。

父と息子が出会うことができる最高の場は、
愛が交差するその中心、生命が交差するその

神様は人間の父であり、人間は神様の息子、

中心、理想が交差するその中心です。そのよ

娘です。神様の骨の中の骨、肉の中の肉、骨

うになれば愛と生命と理想は一つの場所にあ

髄の中の骨髄をすべて投入して創造した人間

ります。その場所に行けば神様も愛であり、

なので、神様を引っ張れば引かれてこざるを

私も愛であり、神様も生命であり、私も生命

得ないのです。

であり、神様も理想であり、私も理想です。
それを決定することができる最初の因縁が、
父子の関係です。

神様は愛のために創造しました。愛ゆえに
創造したので、男性と女性が愛し合うのを見
るのがもっといいのです。それゆえ、神様は

神様は私たちに愛を与えるとき、どれくら
い与えたがるのでしょうか。神様の愛はこれ

存在世界の前に現れるとき、愛の本質として
現れます。

くらいならいいだろうという限界を引いて与
える、そんな愛ではありません。無限に与え

子供は、お母さんとお父さんの愛の実現体

ようとする愛です。神様はすべて与えても、

であり、投入体です。お母さん、お父さんの

「お前によって、お前の中で生きたい」と言

生命の延長体です。またお母さん、お父さん

います。そのようにさせる本質とは何でしょ

の理想の具現体です。子供はお母さん、お父

13 * 十三

천성경

天聖經
Cheon Seong Gyeong
さんの愛と生命と理想の基盤から生まれるの

神様が私たちの父ならば息子、娘を造るの

で、父母はその子を見れば見るほど愛らしく、

に、いい加減に造り、駄目なものを造りたく

見れば見るほど生命が躍動し、見れば見るほ

なかったのは間違いないことです。神様は人

ど理想的な相対なのです。

間を全知全能なる神様のような同等の位置、
同位の立場に立つことができるように造られ
たので、私たちの良心は最高のものを希望す

神様と人間は、絶対的な相対として愛の関

るのです。

係を中心として生まれた存在です。その位置
が、神様は父となり、私たちは息子、娘とな

神様が絶対的な方であられるのなら、その

る位置です。もしそれ以上の位置があるなら

絶対的な方がなぜ人間を造られたのかという

ば、人間の欲望はまたその位置を占有しよう

のです。お金のために造ったのでもなく、知

とするのです。人間の欲望は最高を追求する

識のために造ったのでもなく、権力のために

ので、それ以上のものがあったとしたら私た

造ったのでもなく、神様の愛を感じることが

ち人間に与えなければならないのです。この

できるただ一つの道のために人間を造られま

ような点から見るとき、当然神様は人類の父

した。このような観点から見るとき、神様は

であり、人間は神様の息子、娘です。

父であり人間は息子、娘だというのが一つの
軸を成すのです。この軸がもし連結されてい

神様が人間を造るとき、無価値に造ったの

たならば、人間と神様が愛によって一体にな

ではないことを知ることができます。無価値

った関係に、何が作用しても絶対に離すこと

に造ったのならば、神様は異常な神様です。

はできないのです。

神様は絶対的な方なので、何でもすべて知っ
ています。それなのにそれを知らずに造った

神様は人間を創造するとき、完全に投入す

ならば、その神様は不完全な神様です。神様

ることによって、より価値があり理想的な完

は絶対的な方なので、私たち人間を造るとき

全な形で展開しました。神様はアダムとエバ

も絶対的な相対として造りました。

を造られて、彼らのために生きるというので
す。神様のためにではありません。自分のた
めに生きていたときから、相手のために生き

天地を創造した神様はどんな方でしょうか。

るときに展開されました。理想的な存在は自

極めて善なる方であり、すべての万物の根本

分を中心としません。理想的な存在は、人の

となる方であり、愛の主体です。ですから神

ために生きるところに、対象のために生きる

様は天地万物を創造したのち、全宇宙の貴い

ところにあります。この原則が宇宙の根本で

すべてのものを人間に与えたかったのです。

す。

神様は自分が本当に信じることができ、愛す
ることができ、すべてのものを任せることの

神様がどんなに素晴らしく、どんなに絶対

できる人がいれば、一番貴いものをそっくり

者であられ、全知全能な方であったとしても、

そのまま与えたいのです。

お一人ではうれしいはずがありません。「幸
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福」という名詞、あるいは「うれしい」とい

全体中の全体を投入したので希望の対象とす

う言葉は一人では成立しない言葉です。必ず、

るのです。

相対的な関係を備えた立場においてこそ「う
れしい」、「幸福だ」という言葉を語ること

神様は、創造の理想的出発点をどこに置い

ができます。一人でいて「幸福だ」と言う人

たのでしょうか。神様の前にすべて「ため」

がいますか。どんなに全知全能な神様であっ

に生きよ、というのではありません。「お前、

ても、お一人でいては幸福ではありません。

私の所に来てくっつけ」という吸収ではあり

歌が上手な声楽家が、誰もいないところで歌

ません。投入です。「くっつけ」ではなく投

を歌ったとしましょう。それで幸福ですか。

入です。その言葉を振り返れば、「ために存

そこには相対がいなければなりません。与え

在する原則」に理想的出発点を置いています。

たり、受けたりすることができてこそ、うれ

ですから神様は、人間のために投入しました。

しいのです。それゆえ、神様も喜ばれるため

神様自身は人間のために存在します。

には、必ず対象がいなければなりません。
神様が「私は愛である」と言いましたが、
それは何でしょうか。夜も喜び、昼も喜び、
神様は完全に投入して愛の対象を創造しま

働きながらも喜び、休みながらも喜び、踊り

した。そのようにしたのは神様も愛の対象が

ながらも喜び、泣きながらも喜ぶということ

必要だったからです。ところが愛は一人では

です。それで「私には愛がある。すべてあ

できません。どんなに絶対者であっても、そ

る」と言ったのです。「すべて」という言葉

の絶対者の前に愛の対象がいてこそ愛するこ

は、その中に全部入っているということです。

とができるので、その愛の対象として人間を

愛が一番好きな方は誰かと言えば、神様です。

造りました。それで人間を造るとき、いい加

そんな愛をすべてもっている神様なので、そ

減に造ったのではありません。聖書にみ言で

の愛の味を占めれば死んでも離せないのです。

造ったとありますが、いい加減ではありませ
んでした。千辛万苦を経て、自分の一二〇パ
ーセント、何百倍を投入して造ったのです。

神様は全知全能で、遍在されるお方として、
惜しむものがなく、もっていないものがあり
ません。すべてのものをもっていますが、そ

神様の天地創造を考えるとき、既成教会の

の全部の価値よりも貴く立てて誇りたいもの

信者たちは「神様は全知全能なのでみ言で造

があるとすれば、それは何でしょうか。神様

られた」と信じています。しかし魔法を使う

は、ただ愛のほかは必要ないというのです。

ように、そのように造ったのではありません。

愛以外は必要ないというのです。

知性の限りを尽くし、自分の身を全部投入し
て息子、娘を創造しました。ですから愛する

創造理想完成はどこから始まるのでしょう

のです。私たちも精誠を尽くさず、血と肉を

か。創造理想完成は神様から始まるのではな

投入しないものは愛しません。私の骨の中の

く、人間から始まるのです。創造理想完成な

骨、肉の中の肉、私の思想の中の思想、私の

ので創造物から始まります。創造物の中心は
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人間です。ゆえに人間の完成がない限り、神

るのです。「私が主体なので、客体に与えて

様の完成はあり得ません。神人一体なのでそ

も残ってこそ主体だ。お前たち客体である人

うなのです。

間に与えても余ってこそ主体としての神様で
あって、そうでなければ神様になれない。私

神に一致することができる、神のみ旨に一

がそうなのだ！」と言われるのです。「私か

致することができる、神のみ旨を中心として

ら愛を盗んで神様の愛の発電所のように限り

は過程的み旨ではなく、完成的み旨の中心の

なく与えたいならば、いくらでも補給してあ

核と一致することができるそれとは何でしょ

げよう」。それで「これが全部なくなれば私

うか。それが神様の全知全能なのでしょうか。

はまたもっていきたいのですが、神様の愛の

全能性をもってしても駄目なのです。全権で

パイプに私を連結したらどうでしょうか」と

しょうか。違うというのです。それでは遍在

言う時、「そうしたければしなさい」と言う

する素性でしょうか。それも違います。それ

のです。

は何でなければならないのでしょうか。神様
自身も生きて生活するのは、もちろん霊界が

二) 神様は一番近くにいらっしゃる方

あって時空の関係を超越したところで生きて
いくのです。生きていくには何を中心として

真理中の最高の真理とは何でしょうか。そ

生きていくのでしょうか。無限な力がある、

れは父母であり、夫婦であり、子女です。そ

遍在する、全権的権限がある、それではあり

れ以上はないのです。それでは真理の中心と

ません。神様も愛を中心として生きていく、

は何でしょうか。愛です。このような原則を

このように見るのです。生きていくには始ま

中心として見るとき、最高の真理の中心とは

りもそうで、過程もそうで、永遠にそうなの

何なのでしょうか。神様は真理の本体であり、

です。神様も真なる愛の対象をもつようにな

善の本体であり、愛の本体であり、生命の本

れば喜ぶからです。

体だと言うのですが、それは何を意味します
か。みな同じ言葉です。真理が成立するには

神様は絶対的であり、全知全能なので、愛

愛と生命がなくてはならないのです。ですか

をひたすら与え与えて、また分け与えても限

ら最も核心である生命の本体、愛の本体、真

りなく補充することができる愛の倉庫をもっ

理の本体は神様ですが、神様はどんな方でし

ています。それでは、神様の倉庫から愛を多

ょうか。私たち人間の父であると同時に母で

く盗んで、夜も昼も限りなく愛を取って分け

す。核心は父母です。このように見れば、神

与え分け与えるとき、神様が「やあ、こい

様は簡単な方であられます。

つ！ 盗人、愛どろぼう！」と言って処罰す
るでしょうか。全知全能な神様なので、「そ

神様は白い髭が生えているでしょう。それ

のようにしろ、してもいい。いくらでもやっ

が似合うのです。さあ、神様が髭をそっと触

てみろ。お前が永遠にやってみろ。お前が入

るとき、息子が「僕は長い髭が好きだ」と言

ってきても余る。それで私が神様だ。だから

えばその髭は長くなり、「短い髭が好きだ」

私が主体だ！」と、神様がそのように言われ

と言えば短い髭になるのです。そうなるはず
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です。全知全能な神様なので、神様の顔は男

多い方ですが、どんなにそうだとしても愛の

性に対するときは粗雑で乱暴に見え、男性格

因縁をもって孝子の立場に立った息子が尋ね

が好きなアダムには男性のように見え、エバ

もしないで胸をかき分けるからと言って「お

のような女性には女性が喜ぶことのできる姿

い！ やあ！ お前、いつ見たというのか」

を見せるのです。

と言いますか。いつ見たのかと言ったとして
も知らないふりをして幾度も胸をかき分けて、

神様は天地創造の以前からいたでしょうか、

昔、自分のお父さんの乳を触ったようにこう

いなかったでしょうか。それでは神様の年は

して……。「私は昔、うちのお父さんの乳を

何歳でしょうか。そう、七十しか知らない人

触ったように触りたくてそうしたのです」と

は七十だと言ってもいいです。そのような人

言えばどうしますか。気分を悪くするでしょ

には神様は「ほほ、私は七十だ」と言うので

うか。お父さんが本当に幸福を感じるでしょ

す。五つしか知らない人が「神様何歳です

う。だんだん大きくなれば自分のもとを離れ、

か」と言えば「ほほ、五つだ」と言うのです。

壁を越え、川を越え、山を越えて、消えよう

それ以上知らないからです。数がどんなに多

としていたのが、越えていった息子が、壁を

くても、その数で数えられるような神様では

越え、門を越え、服を越え、昔のように自分

ありません。私たちの神様がそうだというの

の乳を触ろうとする時、お父さんは気分はい

です。

いでしょうか、悪いでしょうか。もうすぐ死
にそうなおじいさんも、「早くここに来て触

神様も冗談が本当に好きです。ユーモアが
好きです。ユーモアの大王は誰でしょうか。

れ、早く！」と、気分が良くてそうするでし
ょう。

誰かと言うと、神様です。全知全能なのでユ
ーモアも多いのです。笑うときもにこにこ笑

神様は創造主ですが、つけ足すものがどこ

い、おなかをよじりながら笑い、転げ回って

にあり、引っ張るものがどこにありますか。

笑わせることができる大王とは誰ですか。神

大きくなろうとすれば吸収して引っ張るとか、

様です。そんな大王が神様だというのです。

誰かがつけ足してくれるとかしなければなら
ないのです。自分が吸収するか、第三者の存

神様は外的に男性に似たとするならば、内

在がもってきてつけ足してくれるかしなけれ

的には女性に似たのです。神様は、強く、全

ばなりません。ところが神様自身において、

知全能でもありますが、お釈迦様のほほえみ

つけるものもなく引っ張るものもないのに、

に花を添えることができる慈悲の心もあると

自体がどのように大きくなることができる概

いうのです。女性の中の女性のような心もな

念を立てるのかというのです。これが重要な

ければなりません。そうしてこそ両面がみな

問題です。私がこれを話せば皆さんがむやみ

生きるのです。

に話して困るので話さないのです。研究して
みてください。宿題を出すので研究してみて

神様が宇宙の大主宰であり全知全能であら
れて、もっていないものはないくらい能力が
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本来、絶対者なる神様はどのように始まっ

どうしてですか。全知全能なる神様なので神

たのでしょうか。一度にさっと出てきて生ま

様と同じ、もう一つの神様を造るだろうと、

れたのでしょうか。それが気になりませんか。

それも可能だと思いますが、神様がそのよう

そんなことを言えば既成教会の信者たちは、

に造ればどうなりますか。同じ神様が御飯を

「ううー、創造主は聖なる方なのに、その冒

食べるとき、一緒に御飯を食べ、手入れをす

も普通の冒 ではない。ばかげたことはや

るときは一緒に手入れをして、立つときは一

めなさい！」と言うのです。神様が生まれて

緒に立ってついて回りながら、神様が座れば

出てきたのでしょうか。ただそのままいたの

一緒に座り、このように億千万年一緒に行動

でしょうか。気になりませんか。その問題に

するならば生きていけますか。考えてみなさ

対するには、論理的背景を備えなければなり

い。どんなに気が遠くなるでしょうか。一日

ません。尹博士。どのように出てきましたか。

もたたないで目が回ってひっくり返ってしま

物理学の博士様がそれを知らなければならな

います。また、話はどうしますか。話をすれ

いではないですか。博士様がそのように顔を

ば何日話すと思いますか。三日間ですか。

隠せば恥ずかしいではないですか。統一教会

「あれ、あの、同じではないか！ 死にそう

員も仕方なく「自然にいらっしゃる？」と言

だ」と言うでしょう。

うでしょうが、違うのです。神様も発展して
いかなければならないのです。そのように言

宗教の中心とは何でしょうか。神です。神
様です。もちろん神に対する名前はたくさん

えば正しいのです。

あります。しかし名前が問題ではありません。
調和の無限な力をもっているのは何ですか。

その神は二人になることができないのです。

神様も研究したことでしょう。神様が人格的

根源は一つなので、一つの神です。一つの神

神として人と同じならば、全知全能なるその

について話すとき、各国の言語が違うので一

方もそれに対するとき、その中に行って安息

つの神を表す名詞は違っていますが、その本

の睡眠を取りたいのです。神様がいつも目を

体は一つなのです。

大きく開いて「こいつ、昼夜休まずに蕩減復
帰をしろ」と、このように言うことができま

天と地自体も自ら存在したくて存在するよ

せん。神様も道理がそうではないですか。息

うになったのではなく、必ず存在するように

をする道理と同じです。息を吐けば吸わなけ

なった動機と根源を通じて、ある力の源泉に

ればなりません。神様も働けば、休まなけれ

立脚して生まれたということを考えるとき、

ばなりません。神様が働くのもすべて、休む

ここからももっと上がって必ず中心的な主体

喜びを感じようとするからなのです。神様も

を備えて天地を動かすとか、あるいはここに

そのすべてのものが、相対的授受関係の因縁

創造するという力の作用体、根本の作用体が

になっています。

いなければならないのです。このような立場

神様が愛することができる相対は、私たち

にいるその方を私たちは神様と言いますが、

人間しかいません。被造物の中で、神様自身

民族が違い、言語が違うからといって、違う

がまた別の神様を造ることはできないのです。

表現をするその名詞が問題ではありません。
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いずれにせよ、この宇宙の中心がなければな

神様は全知全能なる方なのに、力がなぜ必

らないのです。その中心は全体、この存在世

要でしょうか。宇宙を動かすことができる主

界の前において、存在が作用し移動するとし

体であられるのに、そうではないですか。力

ても、その移動するのに従って移動するので

の大王だから力は必要ないのです。歴史上の英

はなく、この動く相対的な世界の中心におい

雄豪傑が偉いと言っても、歴史において大国を

て億千万年動かない中心的な本体がなければ

統治した君王、帝王たちが過ぎ去りましたが、

ならないのです。

彼らはみんな神様の権威のもとで踊りを踊って
いった人たちです。神様は、私たち人間が必要
とするお金も知識も必要ありません。

五

法度の中での全知全能である
一) 原則的基盤の上での全知全能である

神様自身は絶対的な存在です。全知全能な
る方です。遍在されます。その方には知らな
いものがなく、できないこともありません。

神様が天地万物を創造するようになった動

そのようにすべてのものを備えた主体として

機とは何でしょうか。根本に入っていくので

絶対的な位置にいらっしゃる神様において、

す。神様はお金が必要ありません。お金のた

何が必要でしょうか。神様が絶対的な主体だ

めでもありません。知識のためでもありませ

としても、主体自体が主体となると同時に相

ん。知りたくて造ったのではありません。何

対となりたい心もなければならないのです。

かの権力のためではありません。全知全能で

なぜそうでなければならないのでしょうか。

遍在されるその方は、知らないことがありま

人には東だけ必要なのではありません。東が

せん。知恵の王であり、能力の王であり、黄

あれば西が必要であり、東西があれば南北が

金の王ではないですか。ダイヤモンドもいく

必要であり、南北があれば前後、上下が必要

らでもつくることができるでしょう。神様に

であり、一つの球形を成すことを願うのです。

はダイヤモンドが必要ありません。いつもあ

ですから宇宙は球形を標準にして動くのです。

るのにそれが必要ですか。ないから必要なの
でしょう。また知識というのは……。この宇

さあ、あの星の国にはどんなものがあるで

宙のすべての原理原則を中心として運動し作

しょうか。ダイヤモンドの星があるでしょう

用する一つの構成体を全部コントロールする

か、ないでしょうか。全知全能なる神様が宇

ことができる法理、法度を造られたその知識

宙を造ったのならば、ダイヤモンドの星一つ

に比べれば、今日の科学者たちがどんなに研

だけ造ったでしょうか。

究しても、自然界の法則一つ発見してそれで
もって博士になったと威張ったりして、そん

そう、神様が一番好きなものは何ですか。

なものは何でもありません。芸術もそうなの

学者、有名な学者ですか。有名な学者も大し

です。芸術というものが他のところにあるの

たことはありません。自分が何を研究して何

ではなく、全部自然から学んできたものです。

をどうしたとしても、神様が造ったすべての

自然にはないものがないのです。

自然界のある公式とか原則を発表しただけで
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あって、それ自体を造ったのではありません。

今日、キリスト教で「父なる神様、全知全

神様は、学者も好きではないというのです。

能の神様」と言いますが、全知全能なる神様

その次は大統領ですか。レーガン・アメリカ

も原則的基盤の上での全知全能であって、無

大統領を神様が好まれますか。世界大統領で

原則的基盤の上での全知全能ではありません。

すか。宇宙大統領なる方が神様です。全知全

自分勝手にする神様ではありません。自分が

能なる絶対者なのに何が必要でしょうか。権

法を立てたならば、永遠なる方が制定した法

力も神様は好まれません。その次には何です

は永遠なものです。自分が立てたものを自分

か。お金ですか。口にもするなというのです。

勝手にしないのです。それに順応して越えて
いこうとするその神様の権威、それが驚くべ

神様は全知全能なる方です。憤って一度地

きことなのです。公義を立てるにおいては、

面をけられるならば、めちゃくちゃにすべて

すべて天理の原則にかなう公法を立てるにお

が崩壊してしまうのです。大統領や世界の偉

いては、絶対に神様がまず踏んで越えていっ

大な人たちも、一度叫んだならば、もれなく

たのちに万民が従うようになっており、宇宙

すべて流れていってしまうでしょう。その方

が従うようになっているのであって、それを

に権力が必要でしょうか。神様の前には権力

二番目にすることはできないのです。そのよ

は必要ありません。それはちんぴらが好むも

うな人間創造の理想的基準があるのです。

のです。誰が好むのかと言えば、悪魔が好む
神様一人ではできないのです。今日、既成

のです。

教会の牧師は「全知全能の神様が、創造能力
をもった神様がいつでも思いどおりにできる
神様は、天地創造をなぜしたのでしょうか。

でしょう」と言うかもしれませんが、とんで

「力を誇ろうと、全知全能性を誇るために一

もありません。天地すべての存在物は法則、

度造ってみたのだ」と言えばすてきですか。

大原則によって作用するのです。いくら神様

そのようなとき、力によって生まれたものた

でもこの法則を破壊して行動することができ

ちが「神様ありがとう。力でもって造ってく

ないのです。この国の大統領でも憲法を中心

ださって！」と、このように有り難いと言う

として制定したすべての法、立法を通じて制

でしょうか。神様が知恵が多くてお前を造っ

定した法を重要視しなければならないのです。

たのだと言うとき、気分はいいですか。能力

そのようにしていないので、今騒いでいるの

が多くてお前をこのように造ったのだと言う

ではないですか。

とき、気分はいいですか。能力や知恵で造っ
たならば私の喜びと何の関係があるでしょう

このように言えば少しおかしいですが、神

か。それが神様の能力でしょう、私の能力で

様が愛をしたいならばつくればいいでしょう、

すか。神様の知恵でしょう、私の知恵ですか。

なぜ愛をつくれなかったのでしょうか。それ

私を見れば無気力この上もない私なのに……。

は思いどおりにつくったならば神様が立つ位

このように考えるのです。それで問題になる

置がなくなるからです。それでつくらないの

のです。

です。それはつくれないのと同じなのです。
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何のことか分かりますか。「ええ！ 神様は

法も存続するというのです。それで神様は人

全知全能なのにつくれないとは……」。そう

間創造をなぜしたのかといえば、愛が恋しく

なると二元論や多神論という結果に陥ってし

てです。一人でじっとしていればいいのに、

まうのに……。しかし、疑えばそうです。

何のためでしょうか。刺激的で衝動的な愛が
必要だからです。

最近人々は神様の属性について、神様は絶
二) 愛のみが絶対基準である

対的であり、全知全能であり、遍在し、唯一
無二であり、その次に永遠不変だと言うので
す。しかし、絶対的で何をするのですか。唯

神様が一つだけどうすることもできないも

一だとして何をするのですか。神様が唯一な

のがあります。神様は全知全能でしょう。全

のと私たちとは何の関係がありますか。大き

知全能ですが一つだけ思いどおりにできない

な問題です。全知全能ならば何をしますか。

ものがあるのです。それは何だと思いますか。

何の関係があるのかというのです。永遠不変

金がつくれないでしょうか、ダイヤモンドが

ならば何をしますか。神様自身にはいいです

つくれないでしょうか。力がないでしょうか。

が、私たち人間には何ら関係がないならば、

全知全能なる方が一つだけつくれないものが

それは邪悪なことになるのです。必要ないの

あるというのです。それは何ですか。愛だと

です。盲目的な信仰をすることができないと

いうのです。愛です。先生の心にも愛があり

いうのです。このようなことを全部分別して

ますか。あると思いますか。皆さんの心にも

あげなければなりません。

愛がありますか。あることはあるのです。あ
ることはありますが、自分一人で「私の愛す

神様は知らないものがありません。全知全
能であられ、全権者であられ、遍在されると

る人、私一人の愛、私の恋人！」と言ってい
れば気違いになるのです。

いうのです。それが私と何の関係があります
神様一人で愛を成すことができますか。全

か。私と何の関係があるのかというのです。

知全能であられ、唯一無二であられる神様一
「ああ、全権があるので私を支配するのにい

人で、「ああ、気分がいい！」と、そう言い

いですね、どこにでも遍在しているので私を

ますか。そうすれば神様も気が狂ったと言う

監視するのにいいですね、知らないものがな

しかありません。レバレンド・ムーンも愛を

いので私をすべて精密に分析して身動きでき

感じることができるものをもっているからと

ないように造ったのですね」と、神様が私を

いって一人で「ああ、うれしいな！ ああ、

全知全能で支配されるとすればいいことがあ

私の愛する人よ！」と、こう言うならば、そ

るでしょうか。

れは気の狂ったやつだと言われるのではない
ですか。しかし、相対となる紙のかけらでも、

神様は天地を何をもって主管しますか。法

このような手拭いを中心としても「愛するお

で主管しますが、その法も愛で治める法です。

前、手拭いよ！」と言うならば、誰が悪口を

そして治める方向を後押しするために宇宙の

言いますか。宇宙に代わって登場することが
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できる相対的価値と権威は、愛の世界でのみ

神様はもちろん自分のために造ったと見るこ

可能なのです。

とはできますが、相対を重要視することにす
べての創造の基準をおいたということを知ら

どんなに絶対者の神様だとしても、一人で

なければなりません。その相対の主体が誰か

は愛をもつことはできないのです。愛は必ず

と言えば人間です。人間を中心として、すべ

相対的関係でのみ見つけられるものなので、

ての人間の幸福を中心として考えたのです。

どんなに全知全能なる方だと言っても愛だけ

神様自身こそ全知全能な方ではないですか。

は一人で所有することができないのです。も
ちろん愛の素性をもっていますが、愛の刺激と

神様は絶対的であり、また全知全能で遍在

愛の信号は相対を通じてのみ再現されるのであ

する神様ですが、神様も愛だけは思いどおり

って、自体だけでは顕現することができません。

にできないのです。神様も愛の支配を受けま

これが愛だというのです。愛の力です。

す。それでは神様は何ですか。神様は全知全
能ではないのではないでしょうか。「神様、

寡婦と男やもめをかわいそうだと言います

あなたは全能ではないのではありませんか」

が、なぜかわいそうだと言いますか。愛はそ

と言えば、「私は全能だが、愛には全能では

の中にありますが、発動する何かがないから

ない」と言われるのです。神様がなぜそうな

です。神様がいくら全知全能で遍在する神様

のですか。

だとしても、相手がいないときは愛が作用し
ないのです。天宙を造られた神様は、誰を中

神様一人では神様の本分を尽くせないので

心として相対したいのでしょうか。アダムと

す。それは何のおもしろ味がありますか。食

エバを中心として愛の作用をしたいのです。

べ物が心配ですか。寝るのが心配ですか。着
るものが心配ですか。思いどおりに供給を受

神様は愛が好きですが、神様が一番好きな

けることができるのです。飛行機に乗って空

愛はどんな愛でしょうか。真の愛です。とこ

中を回るとしても、一時間も回ったらおもし

ろで真の愛ですが、どのようなものが真の愛

ろくないのです。どんなに全知全能なる神様

ですか。真の愛というのは愛の根をどこにお

であり、どんなに威張った神様でもおもしろ

いて言いますか。その根を神様においていな

くないのです。私たち人間と同じなのです。

いのです。それはおかしな話でしょう。全知

それで神様も仕方がないのです。自分が努力

全能の神様が真の愛の主人公なのにもかかわ

して貴いとするものを創造しておいて、行っ

らず、その愛の根は神様から始めたくないと

てみるおもしろ味がなければならないのです。

いうのです。その愛の対象になることができ

このようになるのです。

る人に根を植えたいと考えるのです。
神様は、何が恋しくて創造したのでしょう
神様が天地を創造するとき、誰のためにし

か。絶対的なのに神様は何が恋しくて創造を

たのでしょうか。神様自身のためにしたのか、

したのかというのです。その方は黄金も必要

相対的な創造物のためにしたのでしょうか。

なく、知識も必要ない全知全能なる方なのに、
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備えていないものがない方なのに、何が必要

るための起源とは何でしょうか。全知全能で

で人を造ったのかというのです。創造の根本

すか。絶対的権限ですか。絶対的権限があれ

動機とは何でしょうか。権力でもなく知識で

ば何をするのですか。一人でいるのに、一人

もなく、所有物でもないというのです。神様

でいる両班が絶対的権限があって何をするの

に何がないでしょうか。愛の基盤がなかった

ですか。誰もいないのに。一人で絶対者にな

のです。神様もやはり一人でいては愛を成せ

っていれば知識があって何をするのですか。

ないのです。ですから天地創造の動機、アル

神様の本質が何かという問題が重要な問題で

ファ的起源も愛だというのです。

す。それが愛です。「ため」になれという愛
ではなく、「ため」になろうとする愛です。

神様に何の愛が必要なのでしょうか。神様も

全知全能なる神様も、真の愛の前にはどう

愛をもっていますが、相対がいなければ愛せな
いというのです。皆さん、愛をもっていますか。

することもできません。大韓民国の大統領が

ところが一人で「ああ、いいな！

ああ、私の

どんなに素晴らしいとしても、真の愛の場で

愛する人よ！」と、それがいいですか。愛とい

はどうすることもできません。妻を本当に愛

うのは相対が現れなければ作用しないのです。

するというときは、妻の前に敬拝したいです

これが宇宙の原則です。どんなに全知全能なる

か、したくないですか。敬拝しても足りませ

神様でも、愛の相対がいなくなれば孤独な神様

ん。宇宙の中で偶然にも、私がこうして心か

であり、悲しい神様なのです。

ら愛してやまない妻がどこから来たのでしょ

神様がどんなに素晴らしく、どんなに絶対

うか。その人がいないと考えたら、四肢がす

者であられ、全知全能な方だとしても、一人

べて麻痺します。実際にいないと考えるとき

ではいいことはあり得ません。「幸福」とい

は大変です。しかし、いるのでどんなにいい

う名詞、あるいは「良い」という名詞は、一

ですか。いいので大統領でも仕方なくお尻を

人でいて設定される言葉ではありません。必

天にして「思慕する人よ、愛し給え！ 愛し

ず相対的関係をもった位置にいてこそいいの

ます！」と言います。そんなとき、小柄な女

であって、そうでなければ幸福という言葉は

性が座って見るとき、気分がいいでしょうか、

あり得ません。どんなに全知全能なる神様だ

悪いでしょうか。

としても、一人でじっとしていてみよという
のです。それが幸福でしょうか。歌が上手な

神様がどんなに全知全能だとしても、愛を

音楽家が一人で歌を歌ったとしましょう。そ

一人で思いどおりにできません。「全知全能

れが幸福ですか。相手がいなければなりませ

だから愛も思いどおりにできるだろう」と言

ん。授受するものがあってこそいいのです。

うかもしれませんが、それなら問題が大きい

それと同じです。神様が喜ぶためには、神様

のです。愛の対象が必要ないという論理に逢

が一人でいてはならないのです。

着するのです。ですから神様も絶対的な中心
存在として自分自身の愛、神様的愛に対する

神様自身を存在させる起源とは何ですか。
何から生まれたのでしょうか。神様が存在す

刺激と喜びを感じるためには、愛の対象が必
要なのです。
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神様自身も相対が必要なのです。神様も愛

す。愛の鼻です。愛には偉大な力があるとい

を一人では成せません。私が人もいないのに

うのです。ですから神様も、愛の前にはどう

一人で立って、「ああ、きょうは本当にいい

することもできません。

な」と、このように熱烈に語るならば、気が
狂ったと言われるのではないですか。しかし

能力が多く全知全能なる神様がいらっしゃる

相手がいて熱心に語ったなら、それが筋道に

ならば、神様はどんなものを好まれるのでしょ

合い環境与件にかなうようになっているでし

うか。神様は人間より優れているので、愛を好

ょう。どんなに全知全能なる神様でも、一人

まざるを得ないという結論が最も理論的に妥当

で「うれしい、うれしい、ああ、私の愛がい

なのです。それでは神様の愛とはいったい何で

い！」と踊りを踊れば、それは何ですか。そ

しょうか。永遠の昔から永遠に「ため」に生き

れを知らなければなりません。神様も愛を成

る愛をもっておられ、そのような愛をしようと

すためには一人では駄目です。相対を立てて

する方が神様だというのです。

おかなければ刺激的な愛を感じることができ
ません。これが問題です、これが。

皆さんは神様を中心として息子にならなけ
ればなりません。神様を中心として息子にな

世の中に存在するものの中で神様と相対に

るには何を中心としてなりたいですか。お金

なる力はありません。神様は全知全能であり、

ですか。神様が「私が全知全能なる神様なの

絶対的だからです。または永遠不滅の自存の

で、大きい権力を中心とします。父子の関係

方が神様です。そのような神様が願われるも

にならなければ」と言いますか。知識ですか。

のがあるとすれば何だと思いますか。お金で

それはすべて付録です。神様は愛を中心とし

もなく、知識でもなく、権力でもない、その

て、その愛と私は一つにならなければならな

何を願っていらっしゃるのかというのです。

いのです。「その愛だけが最高だ」。そうで

神様が絶対に必要とするものがただ一つあり

なければなりません。この愛を完全に占領す

ます。それは人間に絶対に必要なものである

る日には、天下にどんなに権能が多い神様で

と同時に、神様にも絶対に必要なもので、真

も「うん、うん」と言うのです。

の愛です。
いくら神様が全知全能だとしても、男性、
三) 神様も愛の前には絶対服従である

女性は愛に絶対服従だと命令することができ
ますか。「私も真の愛には絶対服従するから、

神様も愛が好きなので、神様も愛に及ぶこ

私のようにお前たちも真の愛に服従しろ！」

とができるでしょうか。天地を造られた全知

と、こうすればこそ父なる神様として堂々た

全能なる素晴らしい神様が？ 神様が愛に及

る神様になるのであって、神様は守らずに

ぶことができるでしょうか。家の中で虎みた

「おい！ 息子、娘、お前たちは愛に絶対服

いなおじいさんが、小柄なおばあさんにどう

従しろ！」と言えば、それは話になりません。

することもできないこともあるのです。それ

先生の位置にいる神様が、独裁者の神様にな

は何の鼻をつままれてそうなのかというので

るのです。神様も同じように「私が真の愛に
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永遠に永遠に絶対服従するように、息子、娘

もこのように生きなければならない」という

も真の愛を中心として永遠に服従すべき

教育をすることができるのです。

だ！」と言うとき、息子、娘が「アーメ
絶対的な神様も「ああ、私が絶対的で全知

ン！」と言うのです。そうでないときには
「父は自分勝手にして、私たちだけに服従し

全能で遍在するのですべてをもっているが、

ろと言うのでしょうか。ふん！」と言うので

私もその何かに順従して生きることができた

す。問題になります。このように見るとき、

らいい」と言うのです。神様も「ため」に尽

神様も真の愛には絶対服従するという論理を

くしたい心があるのです。そんな神様なので、

立てなければならないのです。

私のために尽くせという愛をしないのです。
「ため」に尽くせという愛はいけないのです。

どんなに全知全能なる神様でも、真の愛の
前には絶対服従するのです。どうですか。こ

神様が全知全能だと言ったので、全知性を

の言葉を聞くのはいいですか、悪いですか。

中心としてですか。知識を中心としてですか。

その真の愛は東から聞けば良く、西から聞け

違います。それでは何を中心としてですか。

ば悪いでしょうか。西から聞いても良く、南

力でもってですか。力をもってしても駄目で

から聞いても良く、北から聞いても良く、上

す。どんなに春に力があるとしても、花を咲

から聞いても良く、下から聞いても良いので

かせる環境を越えることはできません。どん

す。夜も昼も四季も越えて、青年時代と老年

なに夏に力があるとしても、生い茂らせるこ

時代を越えて、真の愛は永遠に聞いても悪く

とができるそんな時期を越えることはできま

ないというのです。

せん。秋を迎えれば、それが全部枯れてしま
うのです。秋がどんなに結実の時期だとして

絶対的な力を主張する神様も、愛が定着で

も、冬を克服できないのです。これを克服す

きるところ、愛が立つことができるところを

るためには、いつも太陽を中心に仕えていな

探されるのです。神様も愛を中心として絶対

ければなりません。そこで春夏秋冬を克服す

に好まれるのです。絶対に好まれますが、ど

ることができます、それ以外はできません。

のくらい好まれますか。絶対的、全知全能、

それは何のことかと言えば、息子、娘、姉、

遍在されるよりも好まれるのです。神様はす

弟、兄弟同士けんかしている場面において、

べてのものを捨てたとしても、愛を中心とし

父母の伝統であられる神様がそこに入ってき

て絶対服従しようとするのです。そうしてこ

て、中心となり「このようにしろ！」と言う

そ話が通じるのです。神様は人類の父である

とき、統一ができないでしょうか。「統一で

と言うでしょう。それでは、父自身が愛を中

きない」と言う者は狂った者です。

心として生きずに、「子供たちよ、お前たち
は愛に絶対服従して生きろ」と言うことがで

今日、現代神学が滅びざるを得ない内容と

きますか。根源がなければ駄目なのです。そ

は何かと言えば「神様は全知全能なる神様な

れゆえ神様自身も愛に絶対服従して生きると

ので、その方は愛も思いどおりにすることが

き、「私がこのように生きるので、お前たち

できる」と考えることです。自分一人で思い
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どおりに愛することができますか。うちの奥

ようとする神様ならばどうなりますか。千な

さんなくして、できますか。できると言う者

らば千、万ならば万、数多くの人類、多分数

は狂った者です。それでは神様一人で愛する

千億になるでしょうが、その人類が集まって

ことができますか。

住むそのような霊界があるとすれば、霊界に
おいて神様が「ああ、私は全知全能の方で、

神様は全知全能ですが、神様のように全知

絶対的な存在なので、お前たちは絶対的に私

全能なものがもう一つあって、二つの全知全

のために生きよ」と、このように言われたら

能なものが愛するようになれば、その世界は

どうでしょう。全部神様だけのために尽くさ

どんなものだと思いますか。これがバランス

なければならない立場に立ったならばどうな

が合わないで、かえって逃げてしまうという

りますか。私たち人間の良心の本質から見る

のです。その二人の中で引っ掛かって、行く

とき、それを永遠に歓迎することができない

こともできないし、来ることもできないので

のです。それは必ず相反するのです。皆さん

す。横に外れてしまうのです。弱いものは強

の心は相反するしかないのです。いつでも、

いものに行き、強いものは弱いものに入って

そうではないですか。

いってこそ、ちょうど真ん中にはさまれて身
動きがとれないのです。
六 愛によって遍在される
一) 愛だけが境界を出入りする

弱いものは強いものを、強いものは弱いも
のを願います。女みたいな男が好きな女は、
死んでしまえというのです。女のような男を
愛するという女は、死んでしまってもいいと

神様の心は神様のみ言の中だけにあるので

いうのです。女が女の手を触れば気分がいい

はなく、神様が造られた万物の中にもあるの

ですか。女同士で手を握ると気分がいいです

です。天地のどこに行ってもそこに神様の心

か。ソフトな女性の手がソフトな手を握れば、

があるというのです。ですから天はいらっし

それはどれだけ気分が悪いでしょうか。二つ

ゃらないところがないのです。すなわち遍在

のソフトな手の感じが、どれだけ気分が悪い

すると言いました。神様の心の中にいること

ですか。それは死ぬよりももっと嫌なのです。

を願うのなら、皆さんが眺める物の中に神様

だから死んでしまえというのです。

の心があるので、その物を自分の物として、
天地のすべての存在物を私の物として抱こう

神様がいらっしゃると言うとき、その神様

とする心をもたなければなりません。それが

はいったいどんなお方でしょうか。全知全能

天の心です。最高の道に通じた人がいたとす

な方、遍在される方、それもいいです。全知

れば神様の心に所有された人です。自分が鳥

全能で遍在され、できないことがない方……。

一羽、香りを放つ花一束を見ても、永遠を歌

しかしどんなにできないことがない力をもっ

うことができる境地に入る心をもった人は、

ていて、どんなにすべてのものより優れた立

万物の中にあるのではなく、神様の心の中に

場に立ったとしても、自分だけのためにさせ

あるのです。
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それでは神様の遍在性をどのように感じる

もいないところがないのです。それは愛だけ

のでしょうか。空気を神様の息吹のように感

が可能です。愛だけがその息子を完全に支配

じなさい。台風が吹いてきたら、それを神様

することができるのです。全能な権限はそこ

がこの世界のために受難の道を克服してこら

に該当するのです。このようになっています。

れながら流された汗のように感じなさいとい
うのです。太陽を眺めれば、その太陽がこの

愛には偉大な属性があります。神様の絶対

宇宙全体の生命の要因を象徴していることを

的な愛、不変的な真の愛と一致した立場に立

知って、神様の愛を太陽に学ぶのです。神様

つようになれば、神様がいらっしゃるところ

の心情を体恤する一つの教本であり、教材と

に私が加勢することができ、いつでも同居す

して展開させたもの、愛する息子、娘を喜ば

ることができる権限をもつようになります。

せるための教材として立てられたのが自然で

そのようになれば私が目をつぶらなくても神

す。木の葉を見て自分の息子、娘のように思

様に出会い、神様の悲痛な心情を体恤した者

って一人つぶやくことができる人がいれば、

は道を歩いていても立ち止まって痛哭する、

彼は聖人に近いのです。

そのような体恤的世界があるのです。堕落し
た世の中でも母の愛は、もし息子が外地で不

神様が遍在されるので私たちも遍在するも

慮の事故に遭ったとしたら第六感で分かる場

のに似たいし、神様が全知全能なので私たち

合が少なくありませんか。寝ていたとしても

も全知全能になりたいし、神様が唯一無二な

「あっ！ 誰々よ」と叫んで起きるのです。

ので私たちも唯一無二を願うのです。これが
似ました。私自身が神様に似たので、私を神

動脈が偉大か、静脈が偉大か、どちらが偉大

様に似るようにつくりたいのです。私自身が

ですか。同じです。それでは神様が偉大か、人

すべての天下を治めたいのです。これがすべ

間が偉大か、同じです。愛を中心として見れば、

て同じように神様に似たのです。

神様が動脈的だとしたら私たち人間は静脈的な
存在なので、神様と対等になることができるそ

愛を通じて体恤的な生活をしなければなら

のような特権をもった人間の価値があるのです。

ないのです。それで神様が悲しまれるときに

「天上天下唯我独尊であり、全知全能であり、

私が悲しみを感じ、神様が喜ばれるときに我

遍在し、私を通じないものはない」。それは何

知らずうれしくなるのです。孝子は千里万里

を中心としてですか。愛を中心として、それが

離れていたとしても、父母の愛はいつもその

理解できるのです。

孝子のそばにあるのです。神様の遍在性にお
いて神様はどこにいるのでしょうか。知識的

神様はどんなお方でしょうか。神様は欲張り

内容に存在するのではありません。しかし、

の中でも大王の欲張りです。いらっしゃらない

愛はそうではありません。極と極を越えて遍

ところがない、遍在される神様です。いらっし

在を妥当に、可能にするのが子供を愛する父

ゃらないところがない神様なので、どれほど欲

母の心、子供に向かう父母の心です。愛を通

張りですか。欲張り者とか欲張りと言ってはい

じるその道に父母の愛は遍在します。どこで

けませんが、ともかく欲が多いのです。
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神様の愛は宇宙を抱いても余りあるのです。

神様は絶対服従できる道があるでしょうか、
ないでしょうか。絶対主管しようとするその

中心的な基盤をもっています。最も大きい基

ような絶対、独裁者的な性格をもった神様が、

盤を包容する愛の中心者が神様です。もし神

絶対服従できなくなるときには、高いものは

様が動くという場合には、小さいものも全部

主管することができても、低いものは主管す

ついて動かなければなりません。一つの大き

ることができません。遍在性という言葉自体

な円の中に全部入っているでしょう。それで

が、矛盾した言葉になります。神様も私たち

神様が全世界、全宇宙をカバーすると言って

に似たので……。母、父が自分の息子、娘に

も理論的な言葉になるのです。

似ているでしょう。そうではないですか。神
様を私たちの父だと言います。神様も絶対服
神様がいなくなるときは、宇宙がすべて空

従して生きたいのです。そういう道がないと
いうときは、神様はどれだけ孤独でしょうか。

になるのです。空みたいなのです。しかし神
様がいるようになれば、宇宙はいっぱいに満

自分が描いた作品を持って、夜も昼も酔い、

ちているのです。なぜですか。愛があるから。

眺めて涙を流し感嘆する人がいれば、それを

ですから私が一人でいても神様がいることを

描いた画家は気分が悪いでしょうか。そのよ

知れば、宇宙はいっぱいに満ちるのです。ど

うな人がいれば連れてきて、部屋に招待し

こにでもいらっしゃるのです。どこにでもい

「どうしたのですか」と言いながら、その理

らっしゃることを感じるようになるのです。

由を話させるのではないですか。「ああ、と

それで遍在の感動を知ることができるのです。

てもいい。ああ懐かしい。ああ、一緒にいた

愛の中にいて……。しかし私が神様を分から

い」と言ったからといって、狂ったと言うで

なくなるときは、すべてのものが空になるの

しょうか。皆さんは神様を知らなくても、神

です。ないのです。同じだというのです。

様が全宇宙にいっぱいに満ちている遍在性を
知識的な主体としておられるよりも、愛とし
ておられるので「私がどのように同感権を各

愛の主体がいなければ、何もないように感

分野で体恤することができるのか」という立

じます。しかし愛の主体がいれば、すべての

場で神様を再認識し、再発見しなさいという

ものが満ちるのです。愛がいっぱいに満ちて

のです。

こそすべてのものが満ちるので、無限に与え
ることができるし、真実に与えることができ
るという結論が出てきます。授受することは

二) 宇宙には愛がない所がない

理想の実現です、理想の繁殖です。愛の世界
神様は絶対的な神様ですが、なぜ絶対的な

は距離を超越します。愛がどれほど速いのか

のでしょうか。愛に絶対服従するからです。

といえば、光もついて行くことができません。

気分がいいですか。悪いですか。また神様は

一番速いのが愛です。一番明るいのも愛です。

遍在します。遍在。神様の愛がない所があり

一番完全なものも愛です。一番完全に満ちる

ません。

のも愛です。
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愛とは何でしょうか。回ることができる潤

「神様が全知、全能、遍在し、至善、至美で、

滑作用と軌道作用をしてくれるものです。愛

愛であり、審判の主であり、人類の父などと

なくしては潤滑作用ができません。自動車も

表現しますが、そうだということをどうやっ

動かそうとすれば油を入れなければなりませ

て知ることができますか」。「じっとしてい

ん。運動するのに潤滑作用がなければなりま

てもいいはずの神様が、なぜ宇宙を創造した

せん。何でも運動しようとすれば潤滑作用を

のでしょうか」。「神様の創造の目的は何な

しなければなりません。ですから最高の喜び

のか」。「創造には方法があったであろうが、

の潤滑作用をするものは愛しかありません。

その方法は何なのか」。「絶対的な神様が創

それは根が遍在する神様なので、なくなるこ

造した世界に、なぜ弱肉強食という現状が起

とはありません。

こっているのか」。「人間が堕落して罪の世
界ができたと言うが、完全な神様が創造した

愛は神経のようなものです。私たちが髪の
毛一本を引っ張れば体全体が引っ張られるの

人間がなぜ堕落するようになったのか」など
がそれです。

と同じように、愛さえ引っ張れば宇宙が引っ

神様は問題が多いのです。全知全能だと言

張られ、愛が動けば宇宙がすべて和して回る

いながら、なぜイエス様を十字架に架けるよ

ようになります。

うにしたのでしょうか。十字架の道理でなく
ては救援することができませんか。それにど

この宇宙にすべての人々の心を満たしてく

うやって答えるのですか。全知全能だと言い

れる一つの主体があるとすれば、それはどん

ながら、十字架上のイエス様を救うことがで

な主体でしょうか。絶対的な一つの中心者で

きないのなら、そんな神様は残忍な神様です。

ないわけにはいかないのです。どのような心

人間の前から追放しなければならない神様で

の位置にも愛をいっぱいに満たすことができ

す。信じるとは、何を信じますか。

る絶対者がいなければなりません。ですから
彼は無限な絶対者でなければなりません。今

神様は人間を堕落するようにしておいて、

日、数十億になる人類の心をすべて満たして

なぜ悲しまれるのかという根源を暴いて、人

あげなければならない神様のその愛の量が、

間と神様との関係がどのようになっており、

どれほどでしょうか。それは絶対的でなけれ

また全知全能だという神様が、なぜこのよう

ばなりません。全知全能で遍在という言葉が、

に無能な神様になっているのか、ということ

だから必要なのです。その言葉は神様に必要

を知ろうとした人がいませんでした。

な単語だというのです。これは理論的です。
今まで神学者たちや霊界に通じる数多くの
七

人たちは、サタンがいることは知っていまし

既存神観の問題点

たが、全知全能なる神様の前に反対するサタ

一) 既存神観は二律背反的である

ンをなぜ防御できなかったのかという問題は
宗教の教えに対する反問にはいろいろあり

分かりませんでした。これが霊界に通じても

ます。「神様は果たしているのでしょうか」。

問題です。いつでも神側に行こうとすれば、
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必ずサタンが妨害するようになっているので

方だ、このように考えているのです。それで神

す。多方面から、一方ではなく八方から反対

様は苦痛とか悲しみとかそのような概念と関係

するようになっているのですが、それをなぜ

ない方だ、このように考えています。そう言い

神様が干渉できず制裁できないのでしょうか。

ながらキリスト教では神様をどのような方と言

このような問題が今でも謎です。霊界に通じ

うかといえば、天のお父様だ、とこのように呼

ても、これだけは分からないのです。

ぶのです。そしてお父様と呼ぶすべての信者は
罪悪の世の中で悔い改めなければならず、信仰

全知全能なる神様が、今まで数万年の歴史

をしなければならないと言います。父子の関係

を通じて人類を導いてきましたが、どうして

にあるのに、神様と人間がこのように二律背反

善の目的を成すことができる世界に導くこと

しているというのです。

ができず、しまいにはこのような失望と絶望
の世界に向かわなければならなくなったので
しょうか。これは深刻な問題です。神がいな

今日、キリスト教で「神様は聖なる方であ

いと断定することができる内容にもなるので

り、全知全能なる方として、公義の審判主と

す。神がいないならば、私たち人間が願う理

して宝座に座って万民を審判する審判長だ」

想とか、あるいは平和な世界、人間が追求し

と言うのですが、皆さん、裁判長がいいです

ていくユートピア的な内容が、未来に可能な

か。裁判長を十年したら病気にかかって死に

ものとして人間の前に到来するのでしょうか。

ます。死ぬと言うより病気になってのけぞっ

今まで長い歴史路程を通じて考える人、ある

て倒れます。病気にならなければ偽物です。

いは無数の哲人たちがそのような世界を追求

人の命を奪う死刑宣告を下したりもしただろ

したのにもかかわらず、それにまだ到達でき

うに、自分が下した判決が、絶対的ではあり

ず、現在にとどまっているという事実を見る

得ないというのです。論法、解説法はいろい

とき、私たちの未来にそのような希望の世界

ろな方向があるのに、自分の判決によってそ

をもたらしてくれるとは考えることができな

の人の生死の問題を決定するようなことをし

いのです。

たので、そうだというのです。それは深刻な
問題です。宇宙の公法に照らしてみるとき、

全知全能の神様が、なぜサタンをそのまま

法は絶対的ではあり得ません。ですから考え

にほっておくのでしょうか。それをなぜほっ

る人であれば、十年判事をしたら病気になら

ておくのですか。一朝にして首を切って処断

ないといけないというのです。

してしまえばいいのに、なぜほっておくので
しょうか。それが宗教において一番の難問題

さあ、それではこの天地の大主宰なる神様

なのですが、それは簡単な内容でしょうか。

がいるならば一度尋ねてみましょう。神様を
中心として、今日既成教会ではこの宝座に座

今、数多くの宗教人たちは「神様」と言えば、

って全知全能なる神様、審判主として来られ

栄光の宝座に座って、全知全能であられ、遍在

て、悪いやつは地獄へ送り、善い者は天国へ

される方、また絶対的な権限をもっておられる

送り……。それを見て喜ぶ神様ならば狂った
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神様でしょう。神様は善悪を超越した絶対善

係なのでしょうか。今日、キリスト教では

の立場にいらっしゃいます。

「父なる神」と言っていますが、その父とい
う言葉はどのような意味で呼ぶ父なのでしょ

既成教会の牧師たちは、神様は宝座に座っ

うか。ただ名詞を尊重するために呼ぶ漠然と

て、全知全能であり、遍在者と言いますが、

した父なのか、そうでなければ本当にそのよ

それのどこがおもしろいのでしょうか。宝座

うな内容をもっている父なのでしょうか。そ

に、王座に何万年もただ座っていたとしたな

の内容はどのようなものかという問題は考え

ら、お尻が全部ぶよぶよになるのではないで

もしないでいるのです。父ならば、どのよう

すか。皆さん、座っているのが好きなら、三

な父なのでしょうか。私たちが肉体を通じて

日間だけ座っていてみなさい。それで神様は

生まれたその父母と神様とは、どのような関

何をしているのですか。キリスト教で言えば

係なのでしょうか。これが漠然としているの

神様は宝座に座って永遠に栄光の中で……。

です。

一人座っていて何が栄光でしょうか。永遠の
以前から今日まで一箇所に座っていて、「お

堕落していなかったらどのようになるので

お、私の権力はすごいな。私のこの全知全能

しょうか。今日、既成教会では神様は全知全

で重大な……」。それが何ですか。ぺっ、と

能で、聖なる方であり、我々人間は俗なる者

つばを吐きます。神様も愛を中心として、今

だと言いますが、間違っています。あの世に

でも生きているのです。このような論理を否

行ってみなさい。今日、この世で自分たちも

定することはできません。

「天のお父様」と言っていますが、この父と
いうのは何なのでしょうか。神々しく相対で

神様が自分勝手にするようであれば、今日

きない関係から父という言葉が出てきますか。

までの数万年の歴史、人類歴史を言えば、八

それは既に初めから論理的矛盾だということ

十五万年、百五十万年と見てきましたが、そ

です。矛盾だらけです。しかし文総裁が言う

のように長久なる歳月の間、なぜ人間をこの

ことは事理にかなっています。

ような姿に造ってきたのでしょうか。もしそ
私がこのような話をなぜするのでしょうか。

うであれば、神様がいないという結論を出す
ことができるのです。全知全能なる神様とい

神様が始めて人間を息子、娘として造られた

う言葉も使えません。これはみな荒唐無稽な

のですが、この息子、娘が神様を褒めたたえ

論法です。なぜできないのかというのです。

ながら歌い踊る、そのようなことを見たでし

なぜできないのですか。条件に引っ掛かった

ょうか、見れなかったでしょうか。人間が堕

からです。

落して追い出されたので、いまだにこのよう
な日を迎えることができないのです。このよ

神様はどんな方かと尋ねてみると、キリス

うな神様であるということを既成教会の人た

ト教の人たちは、「絶対者であり、唯一無二

ちは知りません。神様が栄光の中にいながら

であり、全知全能な方だ」と言います。それ

全知全能であり、何でもすべてできる神様だ

ではそのような方と人間との関係はどんな関

と思っているのですが、このような神様なら
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ば、なぜ数千年の間このように人間を救うこ

観に対するすべてのものを再検討する時が来

とができなかったのかというのです。それを

た」と言います。今までの神学思潮は「聖な

どのように答弁するのですか。それは人間が

る創造主と被造物は対等な立場に立てない」

罪を犯したからです。人間が罪を犯したので、

ということでした。それでは愛はどのように

罪の清算も人間がしなければならないのです。

しますか。神様一人で愛しますか。平和だ幸
福だというものは、何ですか。神様一人でし

それでは神様は御自身において一つになっ
たのは何のためでしょうか。神様の心が絶対

ますか、と尋ねたら、答えはどのようにしま
すか。対象がいなくてはいけません。

に願うことは何でしょうか。これが問題にな
るのです。神様が願うことは何ですか。神様

キリスト教では絶対的神さえ信じれば何で

の体が絶対的に願うことは何でしょうか。能

もできると言います。ですから独裁国家が出

力ですか。今日、既成教会の既成神学では神

てきたし、血を流したのです。愛という論理

様は全知全能であられるので、公義の審判主

を見いだせません。神のみが第一だとする前

として来られ、善なる人は天国に送り、悪な

提のもとでは、どんなに行っても愛の神のお

る人は地獄に送ると言います。そんな裁判長

尻について回らなくてはならないのではあり

がいいのですか。裁判長が好きですか。意地

ませんか。愛というものは対等な概念から始

悪な神様になって地獄へ送り、天国へ送るよ

まるものですが、そのような概念では水平に

うに造りましたか。論理的に全部不当な仕打

ならずしては垂直を探すことはできません。

ちだという結論になるのです。

独裁の歴史が現れて流血の歴史がキリスト教
を背負って出てきたのも、神のみを絶対視し

既成神学では創造主なる神様は聖なる方で

たからです。「私が神の代わりに刀を持った

あり、神様から創造された被造物は俗なるも

のも神の僕だからだ」と言うのです。

のであるという論理をもって出てきます。こ

しかし統一教会が偉大なことは、それを越え

れは宇宙生成の本性的原理に違反する論理で

て、神も絶対者ですが、絶対者として絶対愛

す。キリスト教の伝統的主流思想が愛だと言

の前に屈服することができることを論ずると

ったのに、俗なる罪人と聖なる神とはどのよ

いう事実、もう一つの世界を創造できる念願

うに一つになることができますか。理論的根

があるという事実をもっているということで

拠を出してみなさいというのです。理論を提

す。ですから神様も、愛に絶対服従すること

示できないならむなしいことです。偽物です。

を喜ぶというのです。

ですから神様にも絶対的な神自身が絶対服従
して、絶対者である神の生命を捨てでも「た

この被造世界が生まれるようになった動機

め」に尽くしたい相対がいなければならない

とは何でしょうか。神様も愛が必要で天地を

というのです。

創造したというのです。このような事実を知
らない今日の既成神学の神観は、それで間違

今日、既成神学者が言うには、「信仰全体

っているというのです。絶対的な力の神、力

を我々は批判する時だ。今までの神観、人生

さえもてば何でもできるというふうにです。
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ですからキリスト教文化が通過するところは

これをはっきりさせるところから、初めて新

血を流してきたのです。西洋文明がキリスト

たな平和と新たな幸福の世界を私たちは迎え

教に従って発展してきましたが、これからは

ることができると見るのです。

キリスト教文化は終末世界に破綻的結果をも
たらすだろうということを、このような論理
から予測できるのです。

宗教紛争の根本原因もやはり本体論の曖昧
さにあります。絶対者はただ一つであって、
二つも三つもあり得ないにもかかわらず、各

歴史は科学の時代に来ています。すべての

宗教の指導者たちは自分の絶対者だけが正し

根源を把握して種の起源を探究し、根本を追

い神であり、それ以外の神は真の神ではない

求する科学の発展時代が来ることによって、

と見ているので、結局宗教ごとに絶対者がい

宗教もそこに歩調を合わせざるを得ないので

ることになり、絶対者が多数いるという背理

す。そこに主体的な観をもって、世界がどう

が成立します。したがってすべての宗教の神

であり創造の内容がどうだということを説明

は相対的な神にすぎないという結論になり、

して、神様を立証できる宗教が現れなければ

各宗教を通じて立てようとした絶対的価値観、

ならないのに、そのような宗教がないので、

すなわち神の愛と真理に関する理論は相対的

神が生きている限りそのような宗教の内容を

なものにとどまっています。すなわちこれま

準備しなければならないのです。

での宗教は、混乱を収拾することができる絶
対的価値観を立てることができなかったとい

人間が絶対者によって創造され、絶対者の

う結論になるのです。これはすべての宗教が

愛を実践するように造られたならば、人間の

絶対者に対する正確な解明をすることができ

創造に動機と目的があったことは明らかです。

なかったので生じた必然的な結果だと言わざ

その動機と目的が明されるためには、絶対者

るを得ません。

がどんな方なのかという問題、すなわち正し
い神観がまず立てられなければなりません。
各宗教ごとにその教理が成立する根拠とし

正しい神観が立てられることによって、その方
の創造の目的と動機が明らかになるでしょうし、

ての絶対者がいます。ユダヤ教の絶対者は主

したがって平和のために絶対愛を実践しなけれ

なる神です。キリスト教の絶対者は God、す

ばならない理由も明白になるでしょう。

なわち神様です。イスラム教の絶対者はアラ
ーの神です。儒教や仏教は絶対者を明確にし

絶対的であり、永遠であり、唯一であり、

ていませんが、儒教の徳目の根本である

不変の神様がおられるならば、そのような神

「仁」は天命と連結しているので「天」が儒

様によって新しい見地から真なる愛、真なる

教の絶対者だと見ることができるし、仏教で

理想、真なる平和、真なる幸福の起源を要求

は諸法は常に変化しており真理は諸法の背後

せざるを得ないのです。このような立場から

にある「真如」から探し出すことができると

見るとき、神様自身から見る神観、神様自身

しているので、真如が仏教の絶対者だと見る

から見る人生観、神様自身から見る物質観、

ことができるのです。

33 * 三十三

천성경

天聖經
Cheon Seong Gyeong
新しい宗教のための本体論は、従来のすべ

科学者は、宇宙は力で形成されており、こ

ての絶対者が各々別個の神ではなく、同一な

の力によって宇宙が発生したと言います。し

一つの神であることを明かさなければなりま

かしそうではありません。電気は、先に力が

せん。それと同時にこの神の属性の一部を把

あって作用するのではなく、作用を通して電

握したのが各宗教の神観であったことと、そ

気が生じます。そして作用する前に、プラス

の神の全貌を正しく把握して、すべての宗教

とマイナス、すなわち主体と対象がなければ

は神様から立てられた兄弟的宗教であること

なりません。作用は一人ではできないので、

を明らかにすることができなければなりませ

作用するためには必ず、主体と対象がなけれ

ん。それだけではなくその本体論は、神様の

ばなりません。結局プラスとマイナスがあっ

属性とともに創造の動機と創造の目的と法則

てこそ作用し、その作用を通して電気が生じ

を明らかにし、その目的と法則が宇宙万物の

ます。同じように力も主体と対象が作用をし

運動を支配しているということと人間が守ら

て初めて生じます。ですから今日、学者が言

なければならない規範も結局この宇宙の法則、

っているように力から宇宙が発生したのでは

すなわち天道と一致することを解明しなけれ

ありません。また、力が先なのではなく作用

ばならないのです。

が先です。

統一教会の原理が偉大なのは何かと言えば、
創造性が具体的だということです。創造がど

愛が先でしょうか、生命が先でしょうか。

のようにされたのかということが分かるよう

愛が先です。地球が神様の生命から出たから

になっているのです。その次にどのように堕

といって、生命が一番だとは言いません。愛

落したのかという実質的な論理があります。

が一番だと言います。神様は天地創造をする

その次には歴史観があります。歴史時代にお

時、まず生命からしたといっても、その生命

いて神が堕落した人間を放置したままにしな

の発源地、動機は愛です。生命が生じたのは

いで、再創造するためにどれほど苦労された

愛のゆえです。

のかということがはっきりしているというの
です。そうして過程を通して目的の世界に到
神様がなぜ天地を創造したのでしょうか。

達するということを理論的に一目瞭然に明ら

いくら絶対者だと言っても、一人で喜びを感

かにしたのです。

じることはできず、たとえ喜んだとしても喜
びの刺激を感じることができないので創造を

第二章 神様と創造の役事
一

神様の創造の動機は愛

しました。絶対者がたとえ「私は絶対者だ。

一) 創造の役事は完全投入

私は愛の主人公である。生命の主人公だ」と
言ったとしても、絶対者一人では愛の刺激を

神様の天地創造は生命の接着を目的とした

感じることができないのであり、天地が私の

ものではありません。愛の理想を同化させる

体の中にあるという生命の刺激を感じること

ためのものです。

ができないのです。
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神様が御自身だけを思ったとするならば、

ネルギーを投入したということであり、エネ

天地創造をしたでしょうか。創造とは力の投

ルギーを投入したということは自分の本質の

入を意味します。芸術家は最高の作品を作る

減少を意味します。対象世界の創造は愛によ

ことが願いです。芸術家は傑作品を作るため

ってなされたのですが、神様はそのみ旨をな

に、ありとあらゆる精誠を投入します。すべ

すために自己を投入しました。投入したその

てを投入したところからのみ完全な傑作品が

ものが自分に実るようにしたのではなく、相

出てきます。これ以上できないというときに

対に実るようにしました。投入することによ

初めて傑作品が生まれるのです。

って神様が疎遠さを感じるのではなく満足を
感じるのです。それは愛によって造ったから

創造は自分を投入するところから始まりま

です。

す。力を投入してこそ創造が可能です。力を
私たちが朝食を食べて重労働をすれば空腹

投入せずしては、いかなるものも生じません。
完全に投入するところに完全な対象が成立す

になります。そしてすぐ疲れます。なぜでし

るという原則を考えると、神様は主体として

ょうか。力を投入すると消耗するからです。

対象を造るために完全に投入しました。神様

世の中の万事において、損をして喜ぶという

自身が、御自身のためではなく対象のために

ことはありません。プラスとなってこそ良い

存在しようと運動を始めたのが創造です。

のです。それゆえ神様も天地万物を造ったの
は、良しとするために、必ずプラスとなり得

創造するとは力の投入のことを意味します。

る何かがなければなりません。それでは神様

投入をしたのですが、どれだけ投入したので

はプラスとなり得るものをいつ得ることがで

しょうか。神様がみ言によって造るときに、

きるのでしょうか。ここに被造物の完成とい

「こうなれ、ああなれ」といたずらに創造し

う標準があります。「この時まで投入すれば、

たかのように考えられています。違います。

その時からはかえってくる」というものがあ

ここには真の生命を完全に投入し、真の愛を

ります。同じことです。何かをしようという

完全に投入し、真の理想を完全に投入しまし

望みをもって努力し、その限界点を乗り越え

た。私たちも、精誠を尽くさず、血と肉を投

ると、必ず結果がかえってきます。これが宇

入していないものは愛しません。

宙の法則です。

それゆえ創造する前と創造した後では違いま
す。創造する前は自分のことを考えたのです

神様も同じです。人を造ったのは神様の力

が、創造を始めてからは対象のためを思いま

を投入したということです。力を投入しまし

した。私が存在するのは私のためではなく、

た。自分自身を消耗しました。ところが投入

相対のためであり、息子、娘のためである、

できるものを完全に投入して人を創造したと

このようになっています。

するならば、その完成した人はどこかに逃げ
るわけではありません。完成すればその次に

神様が天地を創造するということは、御自

は神様に戻ってきます。戻ってくるにあたっ

身の本質を投入するということです。結局エ

て、百を投入したときに、百よりも小さい価
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値をもつものとして戻ってくるのではなく、
神様の創造の価値を加えて戻ってくるのです。

神様の創造理想を中心として投入、投入、
投入しなさいというのです。投入すれば回り
に回るのです。空気を例に挙げれば、絶対低

宇宙はどのように出発したのでしょうか。

気圧と絶対高気圧があればその中間の気圧が

神様を見てみると、すべてが「ため」に生き

生じます。誰が呼ばずとも天が降りてくるの

るところから、投入するところから出発した

です。それゆえ一〇〇パーセント以上投入し

のです。自己を消耗するところから始まった

たがる人は、いつも天が満たしてくれるので

のです。では、自己を消耗して相対を造って、

す。宇宙の原則がそうなっています。完全に

何をしようというのでしょうか。二者共に消

投入して忘れるところには永遠な運動が連結

耗するのですが、消耗して得るのが愛です。

するために、その基準において永生の論理が

愛さえ得るならば、いくら消耗してもいいと

出てくるのです。永生、永遠な生命、そうで

いうのです。そのような概念が愛であるゆえ

なければ統一の原則をどこから引き出してく

に、愛を中心として神様が創造を始めたので

るのですか。「ため」に生きればぐるぐる回

す。神様が損をするようなことをしたのでは

ります。ぐるぐる回ってどこに行くのでしょ

ありません。投入することは損になりますが、

うか。だんだん小さくなって上がっていきま

神様はなぜそうしたのでしょうか。愛はすべ

す。上がっていくのです。ぐるぐる回って広

てを満たしても余りある力をもっているがゆ

がれば下りていきますが、だんだんすうっと

えに、消耗して投入しましたが、その代わり

上がっていくので、神様は自動的にアダムと

に愛を得るのです。愛は投入すればするほど

エバの肩の上に両足を置くしかありません。

だんだん小さくなるのではなく、動けば動く

何のことか分かりますか。

ほど大きくなっていくのです。そうではなく
て、真の愛が小さくなるという原理であれば、
神様自体が投入して消耗するのです。反対に

それでは神様が天地万物をなぜ造ったので

なります。真の愛は投入すれば投入するほど

しょうか。造ったという事実は力を投入した

大きくなっていくのです。

ということです。力の投入です。力の投入と
いうのは自体の消耗を意味します。いくら全

愛には創造の能力があるゆえに、くたびれる
ことはありません。愛の心をもてばいくら投入

知全能の神様でも、力をすっかり引き出した
のにそれが戻ってこなければ消耗するのです。

しても、消耗したエネルギー以上にいつでも補
充することのできる愛の力があるがゆえ、疲れ
果てることがないのです。ですから困難で苦痛

神様は万物と人間を創造するためにあらゆる

でも嫌ではないのです。それが嫌だとすればど

力を投入されました。全部を投入し、また投入

うしますか。愛のための道には永遠に嫌だとい

されました。他のものは投入すれば全部消耗し

う心はあり得ません。神様の本質には怨讐とい

ますが、真の愛だけは投入すれば投入するほど

う概念はありません。悪の概念がありません。

より栄え、生産するのです。真の愛は百を投入

真の愛の中にあるからです。

すれば百二十が戻ってきます。それゆえ真の愛
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無限なる神様の愛が目的を中心として愛す

を実践する者は滅びるようでも滅びることなく、

ることのできる本心の根本、これが正に心情

永遠に栄えて永生するのです。

です。その価値は変わることのないものです。
神様がなぜ存在されるのでしょうか。何ゆ

神様の存在の価値を論じようとするならば、

えにおられようとするのでしょうか。愛ゆえ

この愛について論じなければなりません。価

におられようとするのです。それゆえ愛の相

値というものは相対的与件ができた中で決定

対が必要なのです。ですから全知全能なる神

されるものです。

様は、愛の相対を創造しなければならなかっ
たのです。創造の本質的理想を、愛を中心と
して創造を始めたということをこれまで私た

喜びというのは神様の心情から出発するも

ちは知らなかったのです。愛ゆえにすべての

のです。その目的はどこで遂げられるかとい

被造世界が創造されたのです。

うと人間によって遂げられるのです。見えな
い神様の心情が目に見える人間の心情で顕現

神様の願いは真に与えることのできる世界

するのです。そのような心情をもった人間が

的な足場をもつことです。神様は与えること

横的に広がって家庭を築けば、その家庭が世

において誰も讒訴することはできず、受ける

界的に広がって世界の中心になるのです。そ

ことにおいても誰も条件を提示することがで

のような家庭を築くよう、神様はアダムとエ

きない、自由で平和で幸福な場を望んでいま

バに、生育せよ、繁殖せよと祝福されたので

す。そのような立場を世界的に広げて、万民

す。天宙主義は生育し繁殖して万物を主管す

をそこで生きるようにすることが、神様の得

るという根本の上に成立するのです。

ようとされる所期の目的です。

神様はなぜ被造世界を創造されたのでしょ
うか。神様は被造世界を通して喜びを享受さ

二) 愛を通じた創造理想の実現

れようとしたのです。神様がいくら絶体者だ
とは言っても、喜びを一人で感じることはで
愛の実現のためにこの世を創造された神様

きません。喜びは相手がいてこそ生じるから

でした。人間と万物が神様の愛を中心として

です。神様が必要とされるのは知識でもなく、

一つとなり、和気あいあいとした愛の世界を

お金でもなく、権力でもありません。神様自

築くのを見て喜ぶために、そして人間が神様

身が絶対的であり、全知全能であられるがゆ

の愛を中心として真の夫婦の因縁を結び、真

えに、そのようなものは必要とはされません。

の愛の家庭と氏族、民族、世界を築くのを見

科学がいくら発達しても、神様が造られたも

て喜ぶために、そしてそのような人間と愛に

のに追いつき、越えることはできません。膨

よって一つとなることで愛の喜びを味わうた

大な宇宙は、秩序の中で法度に従って運行し

めに被造世界を創造した神様でした。正にこ

ています。人間の考えや科学が及ぶことので

れが神様の創造の理想だったのです。

きない宇宙を神様が創造し、また運行してお
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私たち人間が寝て朝起きたとき、その心に

られるということを考えると、神様は絶対的

願うことは何でしょうか。朝食を取ることが

な科学者でもあられます。

問題ではなく、仕事に出掛けることが問題で
神様の本然の愛に綱を結んでその愛の味を

はなく、全世界のことを気遣うのが問題では

味わった人が離れるようなことがあるでしょ

なく、愛の心を夜も昼も春夏秋冬変わること

うか。蜜を吸っている蜂のお尻を引っ張ると、

なく、一生の間変わらずにもつことを願うの

その蜂はお尻が取れても蜜から口を離しませ

です。そのような男性、そのような女性が完

ん。皆さんがその味を感じたとするならばど

全に水平線をなして、縦的な神様と共に九〇

うでしょうか。行っても途中で戻ってきて再

度に連結され、人情と天情が合わさることの

びそこにくっつこうとすることでしょう。

できるそのような立場の愛、そのような愛の
理想境、そのために神様は天地を創造された
のです。

神様の愛は統一教会の原理によれば、四位
基台の完成という結論になります。だとすれ
ば四位基台の完成とは何でしょうか。父母の

神様が創造するにあたって、愛のために投入

愛は子女たちに伝達されて感じるようになっ

し、投入し、忘れるという本質から出発したが

ています。四位基台の中心は、父母の愛を中

ゆえに、相対もそれを受けるためには共に投入

心に子女と一つとなり、男女の愛が一つとな

しなければならないのです。上から投入し、下

り、最後に神様の愛と一つとなるのが四位基

から投入するのと同じです。こうして天地が合

台なのです。

徳、一つとなるのです。天地を抱いて動かすこ
とのできる愛を中心として一つとなるのです。

アダムは神様と一つとならなければなりま

そこに偉大なる力が来るのです。

せん。これを結びつけるものは愛です。存在
世界の平面的な代表者は人間であり、立体的
な代表者は神様です。これを永遠に結びつけ
る中心点がすなわち愛という絆です。肉体を

愛を占領しようとするならば、投入しては

もった人間が神様と一体となれば、その心情

忘れ、投入しては忘れなければなりません。

と感情は無限な体恤境と幸福感に酔うように

なぜそのような愛をもたなければならないの

なります。結局愛によって神様と人間は一つ

でしょうか。愛は動けば動くほど大きくなる

となるのです。愛によって人間と世界が一つ

ものだからです。力学の世界での自然現象は、

となり、神様の創造目的である理想世界の実

動かせば動かすほど、作用すれば作用するほ

現はここから出発するのです。

ど小さくなります。自然世界は動けば動くほ
ど小さくなりますが、真の愛の世界は動けば

神様を中心とした新たな愛、すなわち創造

動くほど大きくなっていくのです。神様はそ

法度による愛が決定されたところから初めて

れを知っていたので、真の愛を中心に創造を

神様の理想が出発します。

始めることができたのです。
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は、プラスとマイナスのような二性性相の形
二

人間を創造された目的

態が必要です。その形態というのは、主体の

一) 神様の愛の対象として造った

性稟とは反対の形態ではありません。すべて
の性稟の相対性を備えて、愛という本質にぴ

神様は人間を愛ゆえに造りました。人間は
なぜ造られたのでしょうか。愛ゆえに造られ

ったりと合わさる相対的形態のことをいうの
です。

ました。人間が万物と違うのは、神様の息子、
娘として造られたことです。神様の直系の愛

これが相対存在なのですが、それは他のもの

を受けることのできる対象者として造られた

には合いません。愛にだけ合うようになって

のです。これが人間の特権です。

いるのです。神様には知識といったものや他
のものは必要ありません。愛が必要なのです。

完全なプラスである神様は、完全なマイナ

人間がこの宇宙の中心だというのは、愛の理

スを創造するようになっているのです。それ

想を果たすために被造世界を造ったからです。

では宇宙の主体の立場に立たれた神様の対象

愛の神様に代わって、主人の前に最初に中心

は誰でしょうか。これが問題です。神様はな

の位置に立って愛されるという特権をもって

ぜ人を造ったのでしょうか。人は神様の無形

いるがゆえに「人間は万物の霊長である」と

の内的な相対的実体存在だということです。

いう言葉が成立するのです。

少し難しい言葉です。
神様はなぜ人間を創造したのでしょうか。
人を創造して育てて、天宙の主人である神

息子、娘の生命を見るために創造したのでは

様の代わりに愛をもった者として、自分より

ありません。その息子、娘と共に愛をするた

も高い座につくようにして、主人にしてやろ

めに人間を創造したのです。いくら考えても

うということなのです。

そうとしか考えられません。人間を創造した
目的は愛のゆえです。神様の愛を中心として、

万有の中心は誰でしょうか。人なのです。そ

その基盤の上で生命が創造されたのであり、

の人というのは、どのような存在なのでしょう

生命を造って愛を誘発したのではないのです。

か。全知全能なる神様の前に相対的価値として

言い換えれば、本来神様の心に愛が芽生え始

登場したのが人間だ、と見るのです。人間は万

めて生命が始まります。その生命は愛から始

有の愛の表象体として、一つの灯台のように光

まったので結果も愛にならなければなりませ

を放つことのできる一つの中心として現れた存

ん。それゆえ愛を除けば私たち人間は不幸な

在です。そのような存在が人です。

のです。

人とは何ですか。神様の愛の対象存在とし

神様はなぜ人を造ったのでしょうか。全知

て造られました。神様が二性性相であるだけ

全能なる神様、遍在される神様が何が足りな

に、プラスとマイナスの二性性相の主体であ

くて人を造ったのでしょうか。キリスト教式

るだけに、その主体の前に対象となるために

にただ造りたいから造ったのだといえば簡単
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です。しかし、それでは通じません。神様は

神様がなぜ人を造ったのでしょうか。それ

何が必要でしょうか。神様がお金が必要であ

は愛を完成するためです。その愛は神様から

り、金塊が必要であり、ダイヤモンドが必要

始まるのではありません。相対から求め得ら

でしょうか。そのようなものはいくらでもあ

れるものです。相対がなければ見いだされる

ります。また、神様は知識が必要でしょうか。

ことはありません。神様が最高に貴いものを

必要ありません。知識の王なのですから、知

成就させるためには相対が必要なのです。神

識はいくらでもあります。全知全能なる神様

様も相対がなければならないのです。それで

には権力は必要ありません。あればあったで、

相対を造ったのです。神様御自身も、相対か

なければなかったで済みます。そのようなも

ら絶対的な愛をつくりあげることができるよ

のは「ある」と言ってもいいし「ない」と言

うに相対を求めていくのです。それゆえ神様

ってもいいのです。大した違いはありません。

も愛のためにおられるのです。愛のために存
在されるのです。愛の驚くべきところはここ

神様に必要なものは何でしょうか。神様は

なのです。

生命も必要ではありません。生命の主体であ
るのに、そのようなものがどうして必要でし

人は神様のためにあり、神様も人のために

ょうか。それでは何が必要でしょうか。愛が

あるのです。それゆえ真の愛というものは

必要なのです。なぜ神様に愛が必要なのでし

「ため」に生きるところから始まるのです。

ょうか。愛というのは相対的関係から成立す

本来人間はどこから生まれたのでしょうか。

るものだからです。神様も愛を必要とする神

神様も愛から始まったのです。愛ゆえに生ま

様にならなければ、この創造世界や人間世界

れたのです。愛が起源なのです。

と関係を結ぶことができません。それで愛を
もって尋ねてこなければ存在世界と関係を結

神様御自身が愛するための愛の対象が必要

ぶことができないという結論になるので、神

で人を造ったのです。一人で愛することはで

様は愛を標準に定めてきたのです。

きません。対象圏がなければ愛は成り立ちま
せん。神様も愛が絶対必要なので被造万物を

神様は人を最も貴いものと思っていますが、

造り、被造万物を代表した万物の霊長として

なぜ貴いものと考えるのでしょうか。神様は

人を造ったのです。人が絶対的に必要である

愛の相対を必要とするので最も貴く思うので

がゆえに、絶対的愛の対象圏の価値を与えた

す。いくら神様が愛をもっていたとしても愛

のです。愛を共有するために、その対象的存

する対象がいなければ愛を感じることができ

在として造ったのが人間なのです。ですから

ないのです。相対的関係においてのみ愛を感

人間自体が神様の体です。神様の体となった

じるのです。神様が人を最も貴く思うのは、

アダムとエバの二人が夫婦になったというこ

人間は神様が愛することのできる対象の位置

とは、神様が夫婦になることなのです。そう

に、愛の対象の位置にいるからです。神様が

なれば天上世界に行ってアダムとエバの姿で

最も貴く思うのは正に人間なのです。

神様が人類の祖先となり、霊界と地上世界を
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治めるようになっているのです。そのように

ないのです。神様はこのような因縁の中で、

なったのです。

内容と目的が一致する人間として造られたの
です。もし、そのように造った人を見て神様

神様はなぜ人を造ったのでしょうか。好き

が賛美するみ言や詩があるとすれば、それは

で造ったのでしょうか。違います。見るため

この世のいかなる詩人や文人にも表現するこ

に造ったのでもありません。愛を求め得るた

とのできない最高の作品となることでしょう。

めに造ったのです。それが分からなければな

その対象は神様でもなく、万物でもなく、唯

りません。

一万物を代表した人間なのです。

神様が被造万物の中で神様の愛の対象とな

二) 愛と生命の核心をすべて投入

ることのできるその存在が我々人間です。神
神様はあらゆる万物を造り、その万物の主

様は愛の対象を造るために全心全力を尽くし

人公として人間始祖をエデンの園に造られま

て自己のすべてを投入したのです。神様はこ

した。人間を造るのに、神様がいたずらに造

のように御自身の全体を投入して何をしよう

られたのではありませんでした。趣味で造ら

というのでしょうか。宇宙の愛の核を設定し

れたのではありませんでした。人間を造り、

ようというのです。それが創造理想でした。

万物を代表する中心として立てるまでの神様
の苦労と精誠は、言葉では到底表すことがで

愛について語るとき、神様にはそのような

きないという事実を私たちは知らなければな

ものはありません。神様が造られた創造物に

りません。神様が人間を造るとき、ありとあ

はありますが、神様にはそのようなものはあ

らゆる精誠を尽くし、心血と、御自身の生命

りません。あったとしても心の中に内的にあ

の核心をすべて注いで造り、愛と心情をそっ

るのであり、形として表れることはありませ

くりそのまま注いで造られました。どんな力

ん。それで何をするのでしょうか。それが誰

をもっても離すことができず、離れようにも

にあるのかというと、人間であるアダムにあ

離れることのできない因縁の中で造られたの

り、エバにあります。ですから神様よりも、

です。このように造られた人間であるゆえ、

もっと貴いものを人間がもっているというこ

その人間を見つめられる神様に初めて平和が

とを知らなければなりません。

宿るのであり、すべての情と幸福はその人間
神様は自分の愛の相対が自分に優ることを

を通してのみ宿ることができるのです。

願って創造を始めました。今日の私たちもそ
神様は人間の父であり、人間は神様の息子、

こから出発したので、自分の愛の相対は自分

娘です。神様が骨の中の骨、肉の中の肉、骨

に優ることを願うのです。皆さんもそうでし

髄の中の骨髄をそっくり注いで造った人間で

ょう。神様も同じです。

あるゆえに、このような人間が神様を引っ張
れば、引っ張られるしかないのであり、また

神様が御自身の愛の対象として人間を創造

神様が人間を引っ張れば、引っ張られるしか

するとき、自分に優ることを願う立場で一〇
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〇パーセント、一〇〇〇パーセント以上を投

様には体がありません。体をまとわずして、

入しようとしたのです。投入しては忘れ、ま

体をもたずして霊界や地上世界を治めること

た投入し、より貴いものを与えようとしたの

はできません。それゆえ神様が人間の父母と

です。

して現れるためには体を着なければならない
のですが、その体を着た代表がアダムとエバ

神様が人間を創造するとき、御自身よりも

ということです。アダムとエバは人類の始祖

立派な愛の相対を造ろうとしたので、神様の

であると同時に、天地を主宰する神様の実体

すべての要素、目に見えない無形の要素を一

なのです。実体をもった神様、すなわち永遠

〇〇パーセント実体化させるために投入し、

な無形世界の神様の形状を代わりに着て現れ

また投入しようとしたのです。それはどうい

た立場で、父母の立場で世界を統治する責任

うことでしょうか。投入して忘れることので

がアダムとエバにあったのです。実体世界を

きるところにだけ、真の愛の起源を発見する

造った以上、実体世界の中心がアダムとエバ

ことができるからです。簡単な内容です。こ

なので、アダムとエバの形状に倣って霊界と

れが宇宙の根本原理です。

肉界を連合させようとしたのです。そういう
意味でアダムとエバを造ったのです。

人間の欲望の最終着点、人間は欲望の最大
の完成基準に向かうことのできる方向性があ

神様はなぜアダムとエバを必要としたので

るのですが、それが私たちに作用していると

しょうか。二つの目的があります。一つは愛

いう事実を発見しなければなりません。聖書

の理想を成就しようということです。二つ目

には「私たちの体は神様の聖殿である」とあ

は無形の神様が形状を着て現れるためです。

ります。それがどういうことなのか解釈でき

それゆえ無形の神様が有形の形状をまとって

ずにいるのです。たとえ神様でも、神様と私

有形世界と関係を結ぶためのその基礎、その

が愛をささやくことのできる愛の対象圏とな

核心がアダムとエバなのです。それでアダム

り、その愛の対象圏と一つとなれば、宇宙を

とエバが完成して霊界に行けば、アダムとエ

相続することのできる権限が生じるからです。

バは神様の体のようであり、神様はアダムと

愛という原則基盤を通して神様の造った世界、

エバの心と同じ位置に御座されるのです。一

霊界、無形世界、実体世界、このすべて、宇

人の人、一人の霊的世界で完成した人を、実

宙の相続権を獲得することができるのです。

体世界の体と心のような一つの結果としよう

この驚くべき事実を知らずにいるのです。

としたのが、神様がアダムとエバを創造され

三 アダムとエバを通じた愛の理想

た目的です。

無形の神様が実体をもった神様として登場

一) アダムは無形の神様の体として造った

するというのがアダムとエバの創造なのです。
神様がアダムとエバを造った目的はどこに

アダムとエバを創造したのは、無形の神が実

あるのでしょうか。我々人間の形状を見てく

体の神様として登場するためなのです。それ

ださい。体をもっています。しかし無形の神

はどういうことでしょうか。南極と北極のよ
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うな極を描いてこそ一つの磁石となることが

を立てなければなりません。そうせずしてあ

できるのです。それゆえ目に見えない神様と

の世に現れればその形状が神様と一つとなら

目に見える神様が調和を成すことのできるこ

ないのです。実体的王権をもった父母が無形

のような原理が現れるのです。そうして初め

の父母である神様と一体となって永遠な天上

てこれが回る作用をすることができるのです。

世界に体をもった王権を顕現させるために、

上が下の位置へ行き、下が上の位置へ行き、

アダムとエバを二重構造に造りました。神様

内的が外的に、外的が内的に回って一つとな

もアダムとエバに連結しなければ世の中と関

ることができるようにしなければなりません。

係を結ぶ道がないのです。アダムとエバと関

何によってするのでしょうか。愛です。

係を結んでこそアダムとエバの息子、娘と関
係が結ばれるのです。そのようになるのです。

霊界と肉界は何を中心としたものでしょう
か。霊界の代表は神様であり、地上の代表は

神様が人を造った理由は同じ父母の位置に

アダムとエバなのですが、これが連合しなけ

立てるためであり、体を着るためなのです。

ればならないのです。ゆえにアダムが生きて

ですから外的な神様はアダムとエバであり、

いる間アダムがもっている形態は、地上にお

神様は内的な神様なのです。体的な神様がア

いて地上の国の王であり、永遠な王権をもっ

ダムとエバであり、心的な神様が無形の神様

て現れたものです。エバは誰かというと、皇

です。その神様が人類の父母です。本来の父

后です。永遠な皇后権を代表する皇后として

母です。その父母が何人もいるのではありま

登場するのです。そしてその永遠な王権を代

せん。一人です。一人なので、その一人の方

表した夫婦がそのまま霊界へ行って神様に代

が入ることのできるアダムとエバ、男性と女

わる役割をするのです。

性の二性性相をもった分聖殿のようにしてお
いて神様がそこに入るのです。神様が臨在し

天の国に無形の神様が一人でいて何をする

て作用してこそアダムとエバの二人が理想的

というのでしょうか。見えない神様だけでは

作用をするのであって、神様が作用しなけれ

どうすることもできないのです。私たち人間

ば神様のみ旨も何も分からないのです。

の父母となるためには、体をもって感じるこ
とができなければなりません。人間のような

神様は父の位置、父母の位置に立ったお方

体を着なければならないので、体をまとうた

です。人間を地の神様として立て、創造主で

めに、仕方なくアダムとエバを二重的存在と

ある神様は天の神様として縦的な神様として

して造らざるを得なかったということを知ら

立てて、これが天地合徳し、こうして愛によ

なければなりません。

って生きようというのです。神様も一人では
寂しいのです。

なぜアダムとエバを二重構造に造るしかな
かったのでしょうか。無形の神様と同じくな

創造主は縦的な真の愛を中心とした縦的な

るには、心と体が一生を通じて生きながらあ

父であり、堕落していない本然の人間祖先で

の世に行くまでに、一つとなったという基準

あるアダムとエバは、完全に九〇度で一つと
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なることのできる位置に立った完成した父母、

というのが創造の絶対法であることを知らな

横的な体の父母なのです。創造主は真の愛を

ければなりません。

中心とした心の父母であり、アダムとエバは
横的な体の父母なのですが、この二つが合わ

神様がなぜ人間を創造したのでしょうか。

さって天の父母と地の父母が一つとなり、天

男性は東であり、女性は西なのですが、縦的

と人が合わさって息子、娘が生まれたならば、

な神様を中心として東西四方、平面が必要で

この地に生まれるすべての人々に宗教は必要

す。そこでは三六〇度なので無限な面がある

ないのです。そのままで神様の国へ行くので

のです。その面を通して何をしようというの

す。堕落ゆえにこのような複雑な問題が生じ

でしょうか。天国の民を生産する工場、出発

たのです。そうなっていたならば私たちの体

地がこの地球です。それゆえ天国の民は、こ

と心が分かれるということはなかったことで

の地球で生きてから行った人です。行ってみ

しょう。

てください。地球星のほかに国はありません。
宇宙に人がいるなどと言っていますが、いっ

神様が男性と女性を造られた目的は、二人
が愛し合って一つとならしめるためでした。

たい何が住んでいるというのでしょうか。宇
宙はすべて人ゆえに造られたものです。

アダムはアダムのために、エバはエバのため
に造ったのではありません。アダムはエバの

私たち人間は、神様より優れているでしょ

ために、エバはアダムのために造られたので

うか、劣っているでしょうか。神様が人間を

す。また、神様御自身の愛と喜びのためにア

創造するとき、縦的なアダムとエバしか造る

ダムとエバを造られたのです。神様がアダム

ことができませんでした。しかしながら私た

とエバを造ったのは、知識、金、権力などが

ちは息子、娘を生めば二十人以上も生むこと

必要だからではなく、唯一愛が必要だったか

ができます。それは神様にはできないことで

らです。

す。神様はアダムとエバしか造れませんでし
た。なぜでしょうか。縦的なものは絶対的な

神様がアダムとエバを造ったのは、知識を
与えるためでもなく、権力を与えるためでも

基準が一つなので、絶対的男性一人、絶対的
女性一人しか造れないのです。

なく、たくさんの財物を与えて裕福に暮らさ
アダムとエバは神様の息子、娘として生ま

せるためでもありません。彼らを創造した目
的は愛の実体として立てるためだったのです。

れましたが、神様の中にあった双胎が実体と
して現れたものです。無形の男性、女性の双

神様が人間を創造した目的は、家庭を通し

胎が有形の男性、女性の実体として現れたの

て愛の基盤をつくろうとしたのです。愛のな

がアダムとエバでした。神様の息子、娘がこ

い被造世界は地獄であり、神様御自身もまた

のように始まったのです。神様の無形の心情

存在価値が無意味なものとなるからです。神

圏の内容を実体心情圏として完成させて、無

様が人間を創造された目的は愛のためだった

形と有形が一つとなるためのものが創造理想
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です。創造理想は愛を中心として対象圏を成

平面の世の中で感じることができるのです。

そうというものです。

それゆえ自分の妻は息子、娘のようでなけれ
ばなりません。息子、娘と兄弟の立場を合わ

アダムとは何でしょうか。神様の内在的性

せたものです。ですから分かれることができ

稟の半分を実体として展開した表示体です。

ません。愛はそういい加減にはできていませ

エバは何でしょうか。女性の性稟を実体とし

ん。息子、娘を生んでこそ神様が本来の創造

て展開した表示体であり、表した存在です。

理想として願った本然的基準に到達するので

表したと言うとき、表したということは実体

す。それゆえ家庭が天国の基盤です。

をもっている、表示体であるということです。
表れる前に、表れていない動機があって表れ

このように夫婦が息子、娘を生んで父母の

たということです。その表れていない動機が

位置に上がることによって、神様の位置で神

何であるかというと、私たち統一教会では無

様が人間を創造するときに、どれほど喜ばれ

形の実体である神様です。このように見るの

たかを体恤するのです。天地の大主体であら

です。

れる神様の権限のすべてを相続することので
きる位置に入り得る体恤的環境をもって、体

一男一女は無形であられる神様の実体対象

恤的内容として伝授してあげるのが息子、娘

として表れた息子、娘です。男性は神様のプ

を生産することです。息子、娘を生産して大

ラス（＋）性稟を、女性は神様のマイナス

切に育てて結婚させるまでが母親と父親の責

（－）性稟を表した実体対象です。創造の理

任です。神様がアダムとエバを育てて結婚さ

念は、両性の中和体としておられる神様の性

せなければならなかったのですが、できなか

相を二性に分立したのちに、再び神様の本性

ったのです。アダムとエバも息子、娘を生ん

相に似た姿に合性一体化することです。一人

で結婚させることができませんでした。この

の男性と一人の女性は、それぞれ神様の一性

恨を解かなければなりません。これが教育の

に似て出てきました。したがってこれらの一

原論になるのです。結論は簡単です。

男一女の結合は神様のプラス（＋）性稟とマ
イナス（－）性稟が一つとなることです。す

人間は横的な父母の立場に立つのです。ア

なわち神様に似た中和体となるのです。それ

ダムとエバは子供であると同時に兄弟です。

ゆえ人間二人、すなわち夫婦は神様の全体を

兄弟であると同時に夫婦であり、夫婦である

表象する結合体なのです。

と同時にのちに息子、娘を生むことによって
神様の位置に上がるのです。息子、娘を生ん
で愛するということは、神様が人間を創造し

二) 夫婦は第二創造主の位置

て喜んだすべてを相続することなのです。
夫婦が一つとなって息子、娘を生むことに
よって永続することができます。ですから創

神様がアダムとエバを創造したのと同じよ

造した創造主の位置に上がって息子、娘を生

うに、創造主の立場でその喜びを感じさせる

んでみることによって神様が創造した喜びを

ためのものが子女なのです。子女はアダムと
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エバによる第二創造物です。無形の神様は有

神様はなぜ人を造ったのでしょうか。愛の

形の実体としてアダムとエバを造りました。

相対が必要なので、横的な繁殖の基盤として

アダムとエバが完成すれば、神様の有形実体

人を創造したのです。

の完成として愛の中心代表となります。その
神様がアダムとエバを創造して喜びを感じた

アダムとエバが神様のように愛してこそ、

のと同じように、実体的に神様の創造の喜び

そこに神様が臨在するのであり、アダムが勝

を感じることができるように、体験させるた

手に、エバが勝手にしてはならないのです。

めに与えたのが子女だというのです。

完全に一つとなってこそ無形の神様がここに
往来するのです。そうして神様の愛の冠を、
愛のふろしきをかぶせようとするのです。そ

神様が理想的な宇宙の円満な家庭理想を完

れが理想です。そうしてこそ神様がにおいを

成しようと、子女と兄弟と夫婦と父母の立場

かぎ当てるのです。神様はどこへ行ってもく

を備えて自分の愛を相続させようとされるの

んくんとにおいをかぐのです。

です。愛をもっているがゆえに私を第二の創
それでは神様も口づけするのを好むでしょ

造主の立場に立てるのです。それが息子、娘

うか。無形の神様は二つが一緒に合わさって

です。息子、娘はそれほど貴いのです。

いるので刺激を感じません。愛も一つとなっ
たり離れたりします。夫と妻が最初、死ぬか
女性が子供を妊娠すれば新しい世の中が生

生きるかというほど愛しているときは、雷が

じるのです。その子供が活動を始めるとたく

鳴り、稲妻が光るように愛するのです。次は

さんの夢を見ます。女性はそうでなければな

雨ののちに雲が晴れるように、愛が一度燃え

りません。神様が創造されていたその夢、夢

たのち、再びゼロに戻るのです。そうですね。

は多いのです。「将来この子が大きくなって

一度燃えてからゼロに戻るではないですか。

こうなったらいいのに」というのは、神様が

結婚生活をしたことがないのですか。どうし

創造しながらアダムとエバを準備したその思

て笑うのですか。

いに似たものです。女性の立体的夢はそのよ
うなものです。「私一人ではない。天下が私

神様は二性性相の中和体であると同時に、

の息子、娘の手の中にあり、私の懐で育つの

格としては男性格をもっています。神様の父

だ」このように考えながら愛を中心として天

格の愛に対し、相対的立場にあるのが男性で

下を呼吸しているのです。

あるがゆえ、これは垂直関係です。垂直関係。
女性は垂直関係ではありません。女性は何で

子供を生む立場は、結婚から上弦世界を占

しょうか。垂直の相対となる横的関係なので

領するのです。神様の位置に上がることによ

す。神様の人格を中心として格に従って見る

って子女を愛することは、神様が創造以後に

とき、男性は縦的関係である上下関係であり、

人間をいかばかり愛したかという内縁を体恤

女性は左右関係である横的関係です。それで

させることです。

は縦が先でしょうか、横が先でしょうか。縦
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が先なので先の位置に近づこうとするのが、

がこの世界五十億人類が愛する夜に、目を閉

すべての自然の道理が追求して求める道なの

じるでしょうか、どうでしょうか。見ている

です。それゆえ神様の愛を中心とすると、娘

とすると、気分はどうでしょうか。善い婦人、

よりも息子なのです。こうしてこそすべて整

善い夫がどれほど多いでしょうか。考えてみ

理されるのです。

てください。あらゆることが繰り広げられる
でしょうに、仕方なく妻の役割をして、仕方

女性には一カ月に一度ずつ生理があります

なく引かれていって、仕方なく機嫌をとって、

ね。誰のためですか。子孫がどれほど貴いか

そのように暮らすものではありません。それ

を知らなければなりません。アダムとエバを

がどうして愛といえるでしょうか。それが人

造った目的は天国の民を生産することです。

生ですか。世の中がすべて神様の願った創造

霊界では生産ということがありません。神様

理想どおりに、花の香りが漂うエデンの園の

は縦的な愛の主人であるがゆえに、縦的なこ

ように蝶と蜂が飛び回り、天地が和動しなが

とにおいて軸が一つしかありません。一点し

ら暮らすことのできる環境となり、神様がそ

かないのです。一点では生産することができ

こに酔って眠ることができたらどんなにいい

ないので、横的な面積が必要なのです。それ

ことでしょうか。そう考えたことはあります

で人間と一つとなって天国の民をたくさん繁殖

か。一度そのように暮らしてみてください。

して移譲するというのが神様の創造目的です。
このようなことを聞くのも初めてでしょう。

神様は夫婦の立場に至ることができず、父
天国の民の生産者が夫婦であるということ

母の立場に至ることができませんでした。こ

を知らなければなりません。それゆえ人間を

れを復帰しなければなりません。そのために

創造しないわけにはいかないのです。これが

は真の父母が来なければなりません。真の父

天国の息子、娘、神様の息子、娘です。結ば

母が来て、縦的な父母と横的な父母となって

れ得る天の皇族を中心とした連結を拡大して

初めて神様が創造当時に理想的子女を繁殖し

天国の民を、この地上に私たち人類始祖の肉

たのと同じように、そのすべてがここで実る

身を通じて天国の民を生産するための基地だ

のです。神様は縦的創造だけをしましたが、

ったということを誰が知っているでしょうか。

霊肉の実体が完成した位置にあるアダムは、
横的創造をすることができます。神様は息子、

アダムとエバの二人が愛するのを御覧にな

娘の二人しか創造できませんでしたが、神様

った神様は孤独な存在ではありませんでした。

に代わって実体の父母の立場に立った人間は、

御自身の中に内在した愛の素性というものが、

アダムとエバを無数に生むことができるので

こんなにまで強力なものだったのかと相対的

す。十人生むこともできれば、二十人生むこ

な喜びを感じるのです。

ともできるのです。しかし神様はそうするこ
とはできません。このように横的な拡大の道

皆さんが愛するのを神様が見るでしょうか、
見ないでしょうか。天下時空を超越する神様

を中心として多くの民が生まれて、天国の民
として移っていくのです。
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真の御父母様は数多くの宗教の結実です。

に、女性的な愛を合わせて愛されました。ま

神様の創造の偉業を代表することのできる結

た、娘であるエバを愛するときも、男性的な

実です。歴史の終着点であり、宗教の目的で

愛を合わせて愛されたのです。このように分

あり、人類の最高の希望です。すべてがここ

立した二人が一つとなるので第三の出発の起

に帰結するのです。ここは自由です。個人解

源が生じるのです。それが子女です。それゆ

放、天上天下がすべてここで解放されるので

え子女は、より新しい希望を触発してくれる

す。これらすべては愛から統一天下が繰り広

愛の対象だというのです。

げられるのです。
アダムとエバは神様の愛と父母の愛を代表
四

した実体として生まれました。したがってそ

愛の理想は家庭を中心に完成する

の息子、娘を神様も好み、アダムも好み、エ

一) 神様の創造理想は四位基台完成

バも好むのです。皆さんは三対象目的という
神様の創造目的は何でしようか。アダムと
エバを造って、ただ見るためではありません。

ことを知っています。その三対象目的はこの
ようにして完成するのです。

男性と女性を造ったのは、男性は男性なりに、
女性は女性なりに老いて死ぬようにするため

人間に対する神様のみ旨は、創造目的を完

ではありません。息子が成長し、互いに異性

成して創造理想を実現することです。創造理

に対する相対的な心情を通して神様を中心と

想の実現とは、男女が結婚して愛で一つとな

した真の地上天国を建設するためでした。神

ることで終わるのではありません。その次に

様を中心とした愛の巣をつくるようにするた

は息子、娘がいなければなりません。なぜそ

めだったのです。ここで男性であるアダムは

うなのかというと、天地の道理は上下、前後

天を代表し、女性のエバは地を代表します。

の関係が連結することであるためです。きの

天地です。それゆえ彼らは二人ですが、彼ら

うがあればきょうがあり、きょうがあればあ

が横的に一つとなれば天と地が統一されるの

すがあるのです。連結しなければなりません。

です。神様の愛を中心として二人が統一され

それゆえ夫婦だけではきょうはあっても、あ

れば天宙は自動的に統一されるのです。

すはありません。あすがなければすべてが終
わるのです。夫婦が上ならば下（子女）がい

神様はアダムとエバを創造されたその当時

なければなりません。下がなければ終わるの

よりも、彼らを通して繰り広げられる未来に、

です。それゆえ天地の道理は、上下があって

より大きなみ旨を置かれました。最も貴いも

こそ左右があるのです。

のが来るようにしました。それは創造目的を
父母はその息子、娘を結婚させて初めて自

完成することです。愛を中心とした四位基台

分の責任を果たしたと言えます。夫婦である

を完成するのです。
神様は個体の性稟を中心としてプラス的性

父母と、息子、娘が結婚してこそ上下関係と

稟の代表として息子のアダムを造り、その息

なるのです。上下関係ができてこそ理想がか

子を最高に愛されました。息子を愛するとき

なうのです。左右として夫と妻が合わさり、
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上下関係の父母と子女がいてこそ縦横が連結

家庭は永久不変の起源であり、礎です。こ

して、この宇宙の理想的球形世界を実現する

れは父親も変えることはできず、兄弟も変え

ことができます。また、ここに兄弟姉妹がい

ることはできず、いかなる国のいかなる制度

て初めて球形が繰り広げられるのです。それ

によっても変えることはできません。また世

で理想実現が完成すれば、横的に縦的に連結

界的にも変えることはできず、天地も、神様

する十字的円形を描かなければなりません。

も変えることはできません。それゆえ家庭と

その二つの理想実現圏を男性と女性が感じる

いうものには革命という名詞は永遠に必要な

とき、初めて自ら理想的な立場で暮らしてい

いのです。

るということができます。それが統一教会で
人間には父子関係がなければならず、夫婦

いう四位基台です。それゆえ創造理想完成は

関係、兄弟関係がなければなりません。すな

四位基台完成であるというのです。

わちこの三つの関係が一点になければなりま
人は自分だけにとどまっていてはなりませ

せん。その中心点は一つです。上下、左右、

ん。自分から始まって三段階を経ていかなけ

前後の中心が異なってはならないのです。こ

ればなりません。これが私と相対と子女なの

の中心点が異なれば、上下、左右、前後関係

です。神様を中心とした私と相対と子女の関

の均衡がすべて崩れるのです。それで結局、

係、これが四位基台です。そしてこの四位基

上、下、左、右、前、後ろ、そして一つの中

台を完成することが神様の創造目的なのです。

心点まで合わせて七数となるのです。このよ
うに七数となるのは、すなわち神様を中心と

四位基台を造成するためには、まず夫婦の

して完全な真の愛で一つとなり、このすべて

心情を経なければなりません。そうしてこそ

が完全に球形を成して、調和と統一を成す家

子女の心情をもつことができ、父母の心情を

庭になるということです。

もつことができます。
父母と子女、夫婦、そして兄弟姉妹がみな、
真の愛を中心として合わさることを願うとこ
二) 創造理想は家庭完成によってなされる

ろが私たちの理想家庭です。ここから永遠な
世界的平準化が始まることによって地上天国

人間祖先を通じた神様の理想は、男性と女
性が結合して理想的な家庭を築くことでした。

が出発するのであり、また地上天国も自動的
に築かれるのです。

そうなれば理想的な家庭の中心は男性でもな
く女性でもありません。家庭というのは父母

神様は真の愛の本体なので、真の愛と連結

と子女、夫婦の結合からなる一つのまとまり

されればすべてが同じ体となります。父母は

なのですが、その結ばれた中心がすなわち神

神様に代わる生きた神様であり、夫と妻はお

様の愛です。神様の愛を中心として家庭を完

互いにもう一方の神様であり、息子、娘は、

成することが神様のみ旨であるという結論が

もう一つの小さい神様です。このように三代

出てきます。

が真の愛を中心としてつくられた家庭組織が
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天国の基盤です。そのような基盤をつくらず

「家和万事成」という言葉があります。そ

しては天国が築かれません。家庭というのは

の家庭が平和であれば万事がうまくいくとい

宇宙の中心です。家庭完成は宇宙完成の基礎

う意味です。完成した家庭は平和の家庭であ

であるがゆえに、家庭で愛するように宇宙を

り、これは天国の基礎です。家庭の原動力は

愛すればどこでも無事通過です。このような

真の愛です。私よりも神様を、そして対象を

場合神様は、宇宙全体の父母として愛の複合

生命のように愛する純粋で美しい愛、これが

的な中心におられます。

真の愛です。神様はこの宇宙に、真の愛の力
よりも大きい力を創造されませんでした。真

神様を中心とした創造本然の家庭的基台に

の愛は神様の愛です。

は、男性の愛、女性の愛、息子の愛、娘の愛、
父母の愛、神様の愛がすべて含まれています。
このように消化された位置において父母を愛

この地球上に神様のみ旨が成し遂げられた

し、夫を愛し、息子、娘を愛すれば誰でも天

ならば、アダムを中心とした単一文化圏が形

国生活をすることができます。

成されたことでしょう。今日のように多くの
民族がそれぞれ異なった文化と文明を形成す
るのではなく、アダムを中心として一つの単

一つの家庭は社会の倫理的基盤であり、人

一文化、単一思想、単一文明をもった世界と

間世界において最も根本となり、根源的であ

なったことでしょう。そのようになったとす

り、一次的な組織です。このような家庭にお

れば、文化、歴史、風習、言語、伝統などが

いて、愛が最善の価値基準となるのです。

すべて統一されていたことでしょう。

人の一生で最も重要な時はいつかというと、
生まれる時、結婚する時、死ぬ時です。それ
では生まれる時はどのように生まれるべきで

神様の愛圏の中で理想的な家庭を築き、氏

しょうか。良く生まれなければなりません。

族を築き、民族と国家を形成し、さらに拡大

次には結婚する時です。結婚というのは生き

されて、アダムの理想が実現された一つの理

るためにするものです。すなわち四位基台の

想的世界を築いたことでしょう。木の根、幹、

造成のためにするのです。このような宇宙の

葉が一つの生命につながっているように、愛

公法を地球上に立ててこそ神様のみ旨が完成

を中心として上には神様を父をして侍り、下

し、人間の志が遂げられるのです。このよう

には万民を兄弟のごとく一つの生命体、愛の

な宇宙の法度が指向する内容を備え、その形

生命体となるようにして、神様を中心とした

態を備えるためのものが家庭です。

永遠な理想世界を築くことこそが、神様のみ
旨から見た世界観です。このような世界の人

神様の創造理想は、人間始祖であるアダム

間には救いは必要でなく、メシヤも必要あり

とエバが、善なる子女を繁殖して神様を中心

ません。なぜならば、その世界に暮らす人間

とした一つの世界をつくり上げることでした。

は神様の善なる息子、娘だからです。
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れて動くのです。小さいものは大きなものに

五 神様が万物世界を造られた目的

吸収されその材料となり、一つの要素となり、

一) 万物を造られた目的

大理念を中心として一つの目的に向かうので
本来、神様は天地万物を遊び道具として造

す。歴史はこのように進展していくのであり、

られたのではありません。趣味で造られたの

存在世界は天倫という原則の軌道に沿って一

ではありません。目的も方向もなく、何らの

つの目的のために動くという事実を否定する

理念的な内容もなく、ただ造られたのではあ

ことはできません。

りません。それは大きな目的と大宇宙の理念
をもって造られました。それゆえ極めて微少

なぜ神様は万物を造ったのでしょうか。御

な物から宇宙に至るまで、すべての存在物に

自身が愛する対象を、対象者をもつためです。

は、神様の心情を通じた理念が宿っていると

御自身が愛する対象圏を造るためです。その

いうことを私たちは否定することができませ

対象が食べて生きたのちに、自分の本然の世

ん。それではこのような理念をもって造られ

界に戻ってきて、永遠な神様の愛の本国に来

た目的は何なのでしょうか。神様の愛を中心

て生きるようにするためです。それが分から

とした理念の世界、すなわち愛とともに通じ、

なければなりません。

愛とともに喜び、愛とともに生き、愛ととも
聖書には天地創造したことが簡単に述べら

に死ぬという世界を目的とされたに違いない

れています。み言によって天地万物を創造し

のです。

たというのです。「星ができよ」と言うと星
私たちが眠りから覚めて目を開ければ、目

が生じ、「地球ができよ」と言うと地球がで

の前に広がった万象が見えます。見えるその

きたということになっています。しかしなが

万象を通して何か分からないけれども間接的

らそこには無限な秩序と法度に従って前進的

な印象を受け、その反応する感覚で生活にお

な原則を継承させ、小さなものから大きなも

ける感覚を高めていくのです。私たちの周辺

のへと発展させてきたことを私たちは知らな

にある極めて微少な物でも、必ず私たちと因

ければならないのです。そうしてこのすべて

縁が結ばれており、関係しています。私たち

の万物を造って、万物の精髄として集約した

が無視しても、その万物はその日その日、天

のがアダムとエバ、人類の祖先です。

倫の理念によって存在の価値を示して人間と
今日のキリスト教信者が考えるところでは、

関係を結んでいるのです。なぜそうなのでし
ょうか。極めて小さい存在から、万物を主管

神様は全知全能なので一言「このような天地

することのできる万物の霊長である人間に至

となれ」と言って、このようになったと言い

るまで、その存在目的を中心として見れば、

ます。しかしそうではありません。神様がす

神様の大宇宙の理念に通じることのできる愛

べてを投入したのです。もてる精力をすべて

の理念圏内に入っているからです。それゆえ

投入したのです。もてる愛の力をすべて投入

小さなものは大宇宙の目的を達成するにあた

して未来に自分の愛する息子、娘、自分の愛

って、大きな分野を担っているものに吸収さ

する家庭のための礼物として、贈り物として
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すべての物を造ったのです。それゆえ私たち

をもって「良し、良し」と重ねて言われたそ

はそのような観念をもって万物を見なければ

のみ言は、誰に向かってのみ言なのでしょう

ならないのです。

か。万物に向かって言われたみ言だったので
す。万物に向かってそれほどに懇切な気持ち

創造するとき、何をもってしたのでしょう
か。初めに神様のみ旨がありました。神様の

を抱いて言われたということを私たちは知ら
なければなりません。

考えがありました。神様の考えとともに計画
がありました。人間を創造してこういう人間
神様が被造世界を造るとき、そこには喜び

世界を造ろうという本来の神様のみ旨と計画

がありました。造ってから見て、良しと言わ

があったということが分かります。

れました。喜びがあったということです。喜
一つ知らなければならないことは、神様が

びとは何ですか。ある目的を成し遂げたとき

世の中を造るとき、環境を先に創造したとい

に感じるものです。造られた万物に神様の目

うことです。環境の創造を先にしたのです。

的意識が内在していたがゆえに、創造された

これを知らなければなりません。そこは必ず

万物に神様は喜びを感じられたのです。それ

主体、対象を中心として作用する世界です。

では復帰の世界とはどのような世界なのでし

結果がそのようになっているのです。主体、

ょうか。一言で言えば、森羅万象の個体個体

対象が合わさって作用する現象の世界として

を見て神様を賛美することのできる心情的な

自然界は展開されています。そのとおりにな

因縁を立体的に備えた人々が住む世界です。

るのです。

天から見た人格の価値はそこにあります。そ
れゆえ昔、聖フランシスのような人が、動物

天地創造の道理を見れば、核心を先に造っ

を見て、あるいは鳥を見て説教したというの

てから相対を造るのではありません。核心を

も、うそではありません。夢のような話です。

造る前に、相対的な条件を造るのです。人を

しかし夢ではなく事実です。

造るために土を造っておいて……。外的なも
のを基盤として内的なものを立てていくので

愛は一人でいるときにもありますが、愛の

す。それが天地創造の道理なのです。現在の

作用は相手がいなければ生じません。神様で

ものよりも大きいもの、無価値なところから、

もどうすることもできません。神様が最も好

より価値のあるものを求めていくのです。道

む愛なのですが、その愛は一人では完成しま

理がそうなのです。今日、人間創造を考える

せん。一人では愛の喜びを感じることができ

と、人間を造るときに体を先に造っておいて

ず、愛の衝動を感じることはできません。そ

から霊を造ったのです。

のような理由から神様が宇宙を造ることにな
りました。神様が愛し、喜ぶことのできる相

神様が六日間造った万物を御覧になって誇

対として宇宙を創造したのです。そうして宇

りたかったのです。すべての被造物を御覧に

宙を創造してから、その宇宙の主人としてア

なって無限に喜ばれたのです。その喜びの心

ダムとエバを創造しました。
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て出発した光が、何億光年になってもまだ到

二) 神秘の宇宙、その規模と構造

達できないほど大きい宇宙です。グリニッジ
被造世界のすべての物は、神様の愛する息

天文台では今まで百億光年離れた世界の星ま

子、娘が愛の理想を見つけていくことができ

ですべて発見しましたが、今では百五十億光

るように、教材として造ったものです。それ

年離れた世界の星も見ることのできる時代と

ゆえ相対的な構造になっています。鉱物も主

なり、それ以上の時代となってきているので

体と対象の関係によって作用し、原子も陽子

す。
この宇宙がどれほど大きいかというと、今

と電子が主体と対象の関係で作用するのです。
作用しなければ存続することができないので

何と言いましたか。ざっと百億、それも原理

す。運動しなければ永続、存続できません。

的な数です。二百十億光年、それほど大きい

それゆえ宇宙は人間を中心としてその中心点

のです。それがどういうことかと言うと、光

に到達することができるように創造された世

がここから出発して、それが一日かかるのを

界なのです。

一光日、一月であれば一光月、複雑で分かり
ません。皆さんが自分で考えてください。さ

宇宙とは何でしょうか。神様の体のような

て、これが出発して一秒間に三億メートル、

ものです。目に見える体と同じようなもので

光の速度で三億メートル行きます。距離でい

す。神様の分身です。ですから私が本当に愛

えば地球の七回り半にもなる距離です。あっ

することができるという観念が成立するので

という間に七回半も回ります。

す。宇宙を愛するということの実感がわくの
それほど速い光が一日かかっただけでも、

です。皆さんの頭もこうやってなでてやった
りするでしょう。服にも何かがついていれば、

腰が曲がって考えも鈍くなり「私には分から

取り除くでしょう。それはなぜですか。私の

ない」ということになるでしょうに、それが

ものだから、私と一緒にあるから、このよう

百年でもなく、百の何万倍でしょうか。百の

な観念があるのです。皆さんが今後どうすべ

何万倍ですか。百の千万倍が億です。そうで

きかというと、心の中に神様を迎え、心が一

しょう。百の千万倍ですか。百の百万倍、そ

つとなり、体が一つとなり、万物が一つとな

れが一億ですが、一億光年。出発して一億光

る、そのような統一の世界を築かなければな

年。行っている途中なのに、人が百歳まで生

りません。

きるとすれば百万人が死んでいくのです。一
億光年にです。

この宇宙がどれほど大きいかというと、何
億光年です。光は一秒間に三十万キロメート

一億光年ですから、百人が生まれて、百年生

ル進みます。その三十万キロメートルとはど

きては死ぬのを続けて、百万人が死ぬときに

れほどかというと、地球を七回半回ることの

なってもまだ続くのです。それでは二百十億

できる距離です。その距離を一秒間に走る光

光年ならばどれほどでしょうか。皆さんが計

が、一年かかって進む距離を、天文学では一

算してください。人がずらっと並んで生きて

光年といいます。そのような光年を単位とし

は死に、また生きて、百歳まで生きて、この
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ように二億百万人が生きてそれほど行ったの

ければ耳輪、鼻にかければ鼻輪（韓国の諺：

にまだ続くのです。その遠い距離は直線では

解釈によってどうとでもとれるということ）

ありません。これがぐるぐると回っているの

なのです。現実を逃避するための方便です。

です。このような宇宙なのです。

ですから事実の内容を判断して前後の事情を明
らかにするのは難しいので、聖書よりも神様の

宇宙の完成とはいったい何でしょうか。宇

造られた自然の世界が一番だというのです。

宙を完成するには私が完成しなければなりま
せん。いくら宇宙が完成したといっても私が

因縁というのは極めて小さいところから結

完成できなければ何の関係もないのです。世

ばれるものです。皆さんの個体も百兆個もの

の中がいくら良くても、外的世界が良くて踊

細胞で因縁が結ばれた生命体です。神様の愛

りを踊るとしても自分が今苦痛にさいなまれ

を中心とした創造理念世界、すなわち大宇宙

ているとすれば、その外的世界の喜ぶべき環

のすべての存在物はどれ一つをとってみても、

境もすべて、自分と関係のないものであると

神様の心情の外で生じたものはありません。

いうことを私たちは知っています。

このようなことを感じる詩人がいたとすれば
偉大な詩人です。一枚の木の葉が揺れるのを

宇宙の完成は、外的な世界も良いのですが、

見て天宙的な心情を感じ、それを表現できる

内的な私自身、私にとっても良くなければな

詩人がいたとすれば、それは宇宙的な詩人だ

りません。私の細胞、すべての細胞にとって

といえます。

良くなければなりません。目の細胞と足の裏
の細胞とでは異なります。異なるのですが、

私たちの周囲で無意識のうちに繰り広げら

その細胞がみな喜び、手の細胞も喜び、すべ

れている天下万象は、神様の愛と共に存在す

ての細胞が喜び、体と心、どれ一つ残らず全

るものであるという事実を知りませんでした。

体が喜ぶものが、離れているのではなく、一

神霊な境地に入ると、小さな一粒の砂にも宇

つに連結されて連帯的な内容を中心として、

宙の道理があり、原子一つにも無窮無尽な宇

共鳴的な愛の喜びを感じることのできる、そ

宙の調和があるということを知ることができ

のような世界となってこそ宇宙が完成される

ます。存在するものすべては、はっきりとは

のです。

分からないけれども、ある複合的な力を通じ
て現れた結果だということを否定することは

三) 自然は愛の理想を教えてくれる教材

できません。分子を経て原子、原子を経て素
粒子……。このようなものが無意識的に存在

祈祷する人は、自然は第一の聖書だと言い

するのではなく、ある意識と目的を備えて存

ました。第二ではありません。イスラエルの

在するのです。それゆえ存在するすべての物

歴史をつづってきた聖書を見ても、内容を確

は、神様の愛の手を経てできたものであり、

実に知ることはできません。その内容を見て、

必ず神様と心情的な関係を結んで存在してい

先生がどれほど頭を振ったことか、分かりま

るという事実を、徹底的に知らなければなり

すか。それは占い師の占いのように、耳にか

ません。
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修道者とはどのような人なのでしょうか。

ですべては相対構造になっています。鉱物も

一株の草をつかんでも「神様！」と言うこと

主体と対象の関係によって作用します。物質

のできる心情で、自分の価値と同等にその価

の構成単位である原子も、陽子と電子が主体

値を認識することのできる人が最高の修道者

と対象の関係で作用します。作用しなければ

だと言えます。そのように、その価値をうた

存続することができません。運動せずしては

うことのできる人が最高の芸術家だと言うこ

永続し存続することができません。ですから

とができます。様々に存在する万象を見て、

作用しなければなりません。

神様の様々な愛と心情の妙味を発見し、それ
らと友となり、共に楽しむことのできる感情
人間は成長しながら自然を見て習得します。

をもった人がいるとするならば、そのような
感情で細胞の一つ一つが動く人がいるとする

「昆虫の世界はこうなのだなあ」と学ぶので

ならば、その人は全宇宙を代表することので

す。月が照らし、星が光る秋の夜にじっと耳

きる人だと言えます。そのような人が万物の

を澄ますと、昆虫たちの鳴き声が一つのオー

霊長です。ところが食べること以外に能のな

ケストラの演奏として聞こえます。なぜ昆虫

い人が万物の霊長と言えるでしょうか。

たちはそのように鳴くのでしょうか。それは
相手を求めて理想を歌うのです。愛をささや

子供たちを見れば、子犬だとか、何かの虫

くのです。鳥やその他の動物たちも悲しい声、

だとか、飛ぶもの、動物といった、動くもの

喜びの声を何で示すかというと、愛という共

を中心に好みます。それはどうしてでしょう

通分母に従って声を出します。級は低く、軸

か。本来、人はそのようになっているのです。

から離れていますが、その軸を中心として平

それがどういうことかと言うと、人間は、自

衡線をとって回っています。すべての存在は

然世界や、この地球の動きを見て興味をもつ

そのようになっています。

ということです。もちろん相対基準は違うか
もしれませんが、それを鑑賞することに人間
はおもしろさを感じ、興味をもつのです。そ

鳥たちの歌には三つの種類があります。一つ

うすることで自分自身の愛の属性をすべて学

は空腹の信号の歌であり、次は愛する相手のた

ぶのです。虫たちが生き、昆虫が生き、また

めの歌であり、次は危険なときの歌があります。

動物たちが生きるのを見ると、すべてがつが

それらはみな異なります。私たちには、普通の

いになっているのが分かります。このように

人には分かりませんが、鳥たちの世界ではみな

考えると、自然とは何かというと、人間一つ

分かるのです。空腹で鳴けば、すぐに分かるの

を愛の対象として相対理想を教育するために

です。毎日の生活は何を中心としているでしょ

展開させた教材、博物館なのです。

うか。空腹なのは一度食事をすれば解決します。
だからといって毎日のように危険な場にいるの

神様は宇宙を、被造世界のすべての物を愛

でもありません。大部分の歌は何を中心として

する息子、娘が愛の理想を求めていくことが

いるかというと、相手と授け受ける関係で歌が

できるように、教材として造りました。それ

行き来するのです。
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人間は主体と対象、すなわち相対的な双と

アダムとエバは成熟するに従って「ああ、

して造られ、また、人間のためにある万物世

あんなふうに愛するのだなあ」と分かるよう

界もすべて愛の原理のもとに調和をなし、人

になります。神様は万物世界を人間の愛の理

間の愛によって生命と理想を実現するように

想を成熟させるための教材として展開してお

なっています。万物世界は人間にとって、特

きました。それを学んでいくのです。だんだ

に、成長するアダムとエバにとっては愛の教

ん大きくなるに従って「ああ、昔は妹のよう

材であり、愛の真髄が無尽蔵に陳列された博

に、兄さんのように暮らしたけれど、こうし

物館なのです。

てみると……」このように感情が変化してく
るのです。「ああ、そうか」と学んでいくの

すべての鳥や動物はつがいになっています。

です。それで「お前と私は死んでも会わなけ

互いに愛を中心として和動します。花と蝶は

ればならない。他へは行けない」と平衡線で

極と極ですが、互いに和合します。これは天

直行しつつぶつかるようになるのです。

地の調和です。宇宙の極と極が愛を中心とし
て和動するようになります。渡り鳥も同じで

最初は神様の子女として生を受けたアダム

す。南にいた鳥が北に飛んでいき、北にいた

とエバも、神様の保護圏内で幼いときから成

鳥が南に飛んでいって地域を越えて愛します。

長するに従ってだんだん大きくなっていくの

愛を中心として永遠に回ります。人間はこの

です。そうして知能が発達するので神様がな

ような愛を、神様の造った博物館の教材を通

ぜ被造世界を造ったのかを知るようになり、

じて学びます。

その被造世界を通して教育を受けるのです。
被造世界の動くものすべては、私たち人間始
祖、本来の祖先となるべきアダムとエバが生

人間と神様が好きで愛すれば、天下のすべ

活するためのすべてのことを教えてくれる教

ての万物はそこに調子を合わせて和動します。

材でした。完成したアダムとエバではなかっ

神様が愛し喜べば、天使世界も喜び、このす

たので、理想生活をしていくにあたっての標

べての被造世界が喜んで拍手を送り、賛美を

本であり、一つの博物館であったという事実

送ります。歌を歌うことのできる鳥は歌を歌

を知らなければなりません。

って賛美し、美しい花は香りを漂わせて賛美

四) 自然に対する私たちの姿勢

します。最高の愛の主人公たちが楽しむこと
のできる香りの雰囲気を拡張するためのもの
が、この被造世界です。見た目には気持ちの

朝、目を覚まして自然を見れば、その自然

悪いひきがえるも愛するときには「ウッウッ

が、かすかに私の本性と絆を結び新しい理想

ウッ」と言います。どれほど素晴らしいこと

の感情を芽生えさせます。しかし人間の世の

でしょうか。足を打ちつけて後ろ足を上げた

中を見れば見るほど、絶望と悲しみの感情が

り下げたりしながら愛するその姿は、どんな

高まるという事実がよく分かることでしょう。

に素晴らしいことでしょうか。それは最高の

本来、堕落していない本然の人間が住む世の

芸術です。

中というのは、人間の価値はそのように見る
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人をして悲しみを感じさせるようなものでは

どれほど寂しかったことか」と言いながらで

ないのです。一株の草や一輪の花、一本の木

す。ここで話をしているこの私はたくさん泣

程度の価値のものとして造られた人間ではな

きました。岩につかまって泣きもしたし、風

いのです。いかなる被造万物とも替えること

が吹くのを見ても泣いたことがあります。な

のできない高貴な人間であり、その何ものと

ぜそうでなければならないのか、み言を聞い

も比較することのできない価値ある姿で天上

たので、もう理解できることでしょう。

に代わって出てくるべき人間でした。
「神様が造られた価値ある万物が、神様と
神様の愛が宿っている自然を見て、「この世

永遠の因縁を結んだ貴い万物が、今日どこか

の王や有名な人がもっている立派だと言われる

の王宮で国宝だの宝物だのと、貴く思われて

物に比べることができるであろうか。骨董品と

いる物ほどの扱いも受けていない悲しみを私

比べられるであろうか。有名な婦人が着ている

が分かってあげなければ、私だけは分かって

豪華な服と比べ物になろうか」という思いをも

あげなければならない」と考えてきました。

たなければなりません。それができなければ私

「この地で暮らす世界人類が誰も分かってや

たちは自然世界の前に我知らず罪を犯している

らなかったとしても、私は分かってやらなけ

のです。一つの生命体を見て「人間がつくった

れば」という思いを皆さんがもったならば、

物と比べることがでようか。どんなに立派な人

その民族は今後、世界人類を支配し得る新し

でも神様よりも立派であるはずはない」と、神

い民族となることでしょう。これは観念では

様が心情を注いで造られた万物にすがって何よ

なく事実です。どこの誰が万物を、代々受け

りも貴く感じる者がいるとするならば、その人

継がれてきた自分の家門の宝物よりも、この

は天の息子、娘に違いありません。このような

世で最も貴い宝石といわれるダイヤモンドよ

人には祈祷が必要ありません。神様のように生

りも貴く思い、しっかりとつかんで離すまい

きる人です。天は人間をそのような位置にまで

とするでしょうか。そのような人はどこにい

押し出すのです。

ますか。神様は御自身が造られたものを心情
的に分かってくれて、それにすがって涙する

人間は自分の愛する人のものは何でも好み、

人を見て「よしよし」といわれるのです。

かわいがります。それなのに、最も愛すべき
自然とは何でしょうか。神様が私のために、

神様の造られた万物をかわいがらないのです。
このような人々が神様の息子、娘でしょうか。

「ため」に生きる愛をもった息子、娘が生ま

嘆息する万物の恨を解怨すべき責任を負った

れたときに、「ため」になる万物として、プ

皆さんは、一本の木、一株の草からも六千年

レゼントとして下さった展示品です。鳥の声

前、それらを造られたときの神様の心情と創

一つ、一株の草さえも、愛の息子、娘たちの

造のみ手を体恤しなければなりません。その

生活の美化のために造られた装飾品なのです。

ような心をもたなければなりません。それゆ

道に転がっている岩も、息子、娘が国を治め

え道の途中で一株の草を見ても、涙すること

る主人になることを知って、その国の装飾品

ができなければなりません。「主人を失って

として造ったのです。流れる水も同じです。
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無味乾燥として単調だといけないので、この

ることができないということを知らなければ

上なく調和した和合の園、愛のための世界を

なりません。万物は神様の象徴的存在であり、

見てそれを相続することのできる夢の王子、

人間は実体的存在であるゆえに、万物と人間

希望の王子とするために創造したのです。そ

を愛することのできる人は、神様を愛するよ

れゆえ万物を通して学ぶのです。雄と雌がチ

うになるのです。

ュンチュン鳴くときには、これは主人である
おばさんも学べというのです。お互いに「た

いつも自然を愛さなければなりません。自

め」に生きる世界に向かって自分の人生を、

然を愛さなければならないのです。また、人

命を懸けて生きる本然の被造世界の美しさを

間を愛さなければなりません。人間の中でも

賛美できなければなりません。そうなればそ

五色人種をみな愛さなければなりません。

の家の垣には小鳥もやってきて住もうとする

「私は白人だけがいい」。神様はそうでしょ

のです。ひなを産もうとするのです。どうい

うか。それならばみな白い衣服ばかり着なけ

うことか分かりますか。

ればなりません。色のついた服は全部捨てな
ければなりません。黒い服をなぜ着るのです

博物館のある作品がいくら貴重だといって
も、生きている作品に優るでしょうか。神様

か。色のついた服をなぜ着るのですか。矛盾
しています。

の作品であるこの地球の万物博物館を、誰が
神様以上に愛したでしょうか。自分の国の博

元素も微物もすべて愛の道を行くのです。

物館以上に愛したかというのです。道端で踏

神様と一体となることのできる愛と直接に接

みつけられる一輪のたんぽぽを、博物館にあ

することのできる細胞を求めていくのです。

る新羅時代の金の冠に比べることができるで

それが人間です。ですから、愛のためには犠

しょうか。神様が直接造られたものであるの

牲にならなければならないのです。投入しな

に。そのような神様の心情をもって「神様の

ければなりません。生命と財産をすべて投入

ための本然の王の立場から、愛を受けていた

した伝統があるがゆえに、低級のものはより

その立場からお前を愛することのできない私

高級なところへ自分のすべてを投入しようと

が申し訳ない。恥ずかしい」と言うことので

するのです。それゆえダーウィンの進化論で

きる心をもって「ため」に生きるそんな王が

はなく、愛を中心として吸収する論理です。

いたとするならば、一株の草もその王に従っ

第二の価値的な内容を創造するときに創造要

て永遠不変に一緒にいたがるのです。そのよ

素として適用されるならば、微物としてより

うに生きるべき人間なのです。

もどれほど価値的な内容が上がるかというの
です。
神様の造られたすべての存在を愛の対象と

五) 自然を愛し、人を愛しなさい

して感じなければなりません。すべての微物
自然を愛し、人を愛することができなけれ

まで愛し、人はもちろんのこと、天にあるも

ばなりません。人を愛することができず、自

のまですべて、無形のもの、有形のものを愛

然を愛することのできない人は、神様を愛す

することができ、愛されることのできる皆さ
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んにならなければなりません。朝、鳥がチュ

落ちたのですから、再び上がらなければなら

ンチュン鳴くならば「このすずめめ、ゆっく

ないのです。それゆえ僕の僕の道理から始め

り寝ようと思ったのにどうしてチュンチュン

て、僕の道理、養子、庶子、こうして直系子

鳴くのか」と言うのではなく、「ああ、有り

女まで、次に母を通じてアダム（父）の位置

難い。私を起こしに来てくれたんだ。大事な

に戻らなければならないのです。復帰です。

お客さんが私を迎えに来るのをお前が知らせ

救いの摂理とは病気になる前の健康だった基

てくれるのか」と考えなければなりません。

準に再び戻すのと同じです。病んでいなかっ

思想が違うのです。これが偉大なのです。こ

た位置に戻らなければならないのです。それ

れが。

ゆえ救いの摂理は復帰摂理です。復帰摂理は
むやみにするものではありません。とにかく

神様は人間世界を造ると同時に天使世界を
造りました。それでは天使世界とはどのよう

「信じれば救われる」そのようにはなってい
ません。

な世界でしょうか。人間が一つの結実のため
に、花のような存在としての美を備え、香り

人間は堕落しましたが神様に背くことはで

を放ち現れるときに、初めて愛の巣が完成す

きないので、僕の僕の立場から上がっていか

るのです。それゆえすべての生命力はそこか

なければなりません。それでは「僕の僕」と

ら出発するようになり、すべての生命の因縁

いうのは何を意味しているのでしょうか。主

をもった存在がそこから和動できるようにな

人がいないということです。堕落した人間は

るのです。このように和動できるようになる

「僕の僕」の立場から神様に忠誠を尽くさな

起源が正に人間なのです。

ければなりません。サタンは天使長だったの

そのような人間を中心として、天にいる天軍

であり、神様の僕でした。その僕の前に引か

天使たちが人間と、蝶と蜂のように互いに授

れていった人間であるがゆえ、人間が神様の

け受けることができる和動の主体圏を成すよ

前に戻ってくるには「僕の僕」の立場から神

うになったなら、それこそ神様が喜ばれ、人

様の前に忠誠を尽くしたという基準を立てな

間が喜び、天使が喜び、全被造万物が愛に浸

ければならないのです。

る和動の花園になったことでしょう。また春
旧約時代は祭物を犠牲にして、神様が僕と

の宴が始まったことでしょう。

して使うことのできる人を探し求める時代で
す。それが旧約時代です。人を失ったので反

第三章 復帰摂理歴史と神観の変化
旧約時代、神様は天使であった

対になったのです。人が万物よりも低くなり

一) 旧約時代は僕の時代であった

ました。人が万物よりも悪くなったので、神

二)

様の前により近い万物を二つに裂いて、お前

一

人間が堕落することで無原理圏内に落ちま

の所有物、私の所有物として分けたのです。

した。どの程度落ちたのでしょうか。神様の

このように分別的な祭物を立てなければなら

僕である天使にも劣る世界に落ちました。主

なかった事実は誰のせいかというと、神様の

人となるべき、王子王女が僕にも劣る位置に

せいではなく、サタンのせいでもありません。
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人間が責任分担を果たせなかったからです。

を立てることができませんでした。それゆえ

それを知らなければなりません。サタンの血

神様はノアやアブラハムなどの中心人物を立

統を受け継いだのは、人間が責任分担を果た

てて四千年という歴史を導いてきながら多く

せなかったからなのです。

の犠牲を払われました。

摂理的に見ると、旧約時代前、ヤコブ以前

旧約時代は何をしたのでしょうか。この世

は僕の僕の時代であり、ヤコブからイエス様

がサタン世界となったので万物を犠牲にして

までは僕の時代であり、イエス様以後は養子

天の側の人を立て、僕を求めました。神様の

の時代であり、再臨の時期は息子の時代です。

僕。養子を探すこともできません。僕の僕を

息子の時代が来るので、息子に父母がいなけ

探し出すのです。サタン世界の人々はみんな

ればなりません。それゆえ父母の時代を経て

サタンの息子、娘となっているのに、それを

神様のもとに帰るのです。

奪ってくることができるでしょうか。ですか
らサタン世界で落胆した人を集めて引っ張っ

旧約時代は僕の時代でした。僕の僕の位置

てくるのです。惨めです。廃品を収拾してき

にいる人間を僕の位置に復帰してくる時代で

ます。廃品を収拾してくるので、そのままで

した。それゆえアブラハムも僕であり、息子

はできません。犠牲にならなければなりませ

にはなれませんでした。神様は僕の僕を立て

ん。祭物の過程を経なければなりません。

て、忠誠の道理を立てられました。そしてこ
の歴史的な世界人類を引っ張って糾合させて、

天はサタン世界の僕の子にも劣る人間を連

世界的な悪の舞台を天の側に占領しながら神

れてきて、神様の世界の僕の僕にしようとい

様の摂理を発展させてきたのです。ヤコブも

うのです。それが旧約の役事です。ヤコブと

神様の息子として勝利したのではなく、僕の

エサウを闘わせたのもそれです。ノアもそれ

立場で勝利したのです。神様がこのように僕

です。遠い異国に連れていって、隔離された

の僕から、僕の位置に復帰し、僕の位置から

位置に、疲れ果てたところに天はサタン世界

養子の位置へと復帰しながら摂理してこられ

の僕の僕の子を連れてきて神様の僕にするの

たのです。

です。

歴史的な復帰路程を総括的に見ると、神様

神様がサタンの僕にも劣る人間を御自身の

は今まで蘇生、長成、完成の三段階を通して

僕として立てようとされたのが、旧約時代の

摂理してこられたということが分かります。

摂理でした。

旧約時代の僕の時代、新約時代の養子の時代、
成約時代の真の子女の時代を越えて、真の父

サタンは一方では人間を怨讐のように扱い

母の時代になるという復帰路程なのです。旧

ます。人間はサタンの僕にもなれません。こ

約時代の全人類に対する救いの摂理は僕の立

のような人間を神様の僕にする役事をしたの

場での救いでした。それゆえこの時代は、初

が旧約時代です。ここから再び僕を養子に、

めから終わりまで残って勝利することができ

養子を直系子女に、子女を兄弟に、兄弟を新

る中心を立てなければ、僕としての復帰基台

郎新婦として祝福して、真の父母の位置にま
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で行くようにしようというのです。神様を中

二) 旧約時代は天使が神様に代わって役事した

心とした真の家庭を失ったので、これを取り
戻すのが復帰です。イエス様を真の父母の位
置に登場させるのが小羊の宴です。

神様は汚された地を再び回復しようと、天
使たちを通じて人間と関係を結ぶ救いの摂理
をしてこられました。堕落によって神様に背

神様は僕を立てて、私がお前の父だと教え

いた立場にいる人間、万物とも比べられない

てやりました。僕を遣わし、天使を遣わして

ほどに落ちに落ちた人間に、神様が再び対す

教えてあげました。次に息子に役事させまし

るために救いの摂理をしてこられたのです。

た。その時代が新約時代です。その次は聖霊

サタンが支配し、サタンが讒訴する人間を神

に役事させてきました。

様が主管するために、橋を架けて役事してこ
られたのが、旧約時代を経て新約時代を経て
今まできています。

今まで神様の願いは、人間が万物と因縁を
結び、神様と因縁を結ぶことでした。それゆ

旧約時代には本来、神様が直々に役事しな

え神様は堕落した人間を僕の立場から始めて

ければならず、神様の栄光で人間に対すべき

養子の位置を経て、子女の位置、そして父母

時代でした。ところが堕落によって摂理が完

の位置まで引っ張り上げるということをして

成しなかったので、悲しみを抱いて、第二次

こられました。それは嘆かわしい堕落の因縁

として天使を通じて人間に対する道を開拓し

を切り捨てて万物と人間と神様が、一体の因

てきたのが旧約時代なのです。天は天使に役

縁を結んで神様の喜びが人間の喜びであり、

事させる基準を立てられました。天使も神的

人間の喜びが万物の喜びになるようにしよう

な存在なので、イエス様が来るまでの方便と

というのです。神様は息子、娘のために生き、

して人間に神様のように現れて、仲保の使命

息子、娘を万物世界と天使世界にまで誇り、

をなしたのです。

見せてやりたかったのです。
旧約時代を見ると、天使たちをみ使いとし
て立てて、神様の自由の園、解放の天国を建
考えてみてください。旧約時代はイエス様

設してきました。僕の立場から神様の息子へ

が来るまでの四千年です。当時、祝福という

と解放される恩賜圏に入るには、命を失って

言葉がありましたか。神様の名で家庭を祝福

も喜ぶことができなければなりません。その

することができましたか。僕の時代だったの

ような自由の心情をもった人だけが、僕の位

で僕である天使長圏内にいるのです。天使長

置を越えて息子の位置を取り戻して入ってい

は結婚することができないのです。独身生活

くことができたということを、皆さんは知ら

をしなければなりません。独身生活です。神

なければなりません。

様が家庭をもつことができず、神様の息子、

皆さん、聖書を見てください。神様は今ま

娘が結婚できないのに、僕が結婚することが

で霊界にいる天使長に、息子に、聖霊に役事

できますか。そんなことができますか。

させてきました。神様が直接心情を接続させ
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る役事ではありませんでした。旧約時代は天

べきなのに、天使を遣わしてヤボク川で「お

使に役事させ、新約時代は息子に役事させま

い、この息子！」と闘いをさせたのです。こ

した。旧約時代は天的に見ると、民を収拾す

こで天使に負けようものなら、二十一年間の

るための時代であり、新約時代は子女を収拾

苦労が水の泡になるのです。それでヤコブが

するための時代でした。

天使にしがみついて、勝つまで離さないと言
ったのです。腕が折れても離せないと言った

皆さん、見てください。イスラエル民族を

のです。どんなに執念深いでしょうか。

立てるために、天上世界の天使たちが来て働
きました。僕が来て働きました。次に息子が

イサクの手を通じて祝福してくださった神

来て働きました。今は父が来ます。皆さん、

様、すべてを捨てて故郷に帰るように命じた

来たるべき主は父として来られます。真の父

神様が、ヤコブの行く道を案内し、平坦にし

母として来られ、真の子女を率いて愛するの

てやることができず、さらには、ヤボク川で

ですが、その時にはどうなることでしょうか。

夜を徹して切ない思いで天に訴えるヤコブに

皆さんは一人を前にしても夜を明かすことで

勧告のみ言を下さるどころか、むしろ天使を

しょう。神様はアブラハム一人を全人類以上

遣わしてヤコブを打たせるという、こんな非

に愛し、イエス様一人を全人類以上に愛され

情な環境を準備されたのです。

ました。それゆえ皆さんは神様の愛する息子、
旧約時代に生まれて死んでいった私たちの

娘の一人がどれほど貴いかを知らなければな

信仰の先祖たちは、どのような人々だったの

りません。

でしょうか。神様は無形の神なので現れても
アブラハムに現れた主なる神も天使の姿で

分からないので、神様の形状として、神様に

現れました。本来、神様は無形の神様であり、

代わって、その時代時代に合うように、その

目に見えない神様なのですが、創世記では三

歴史の因縁を再現して因縁を結ぶために送ら

人が神様として現れ、二人はソドム、ゴモラ

れた人々でした。それゆえ私たちが神様の養

の審判をするために行き、残る一人は神様と

子の位置にまで上がるためには、多くの人の

なってアブラハムと対話する場面が出てきま

歴史的因縁を連結して、個人的世界代表、家

す（創世記一八・一～一八）しかし、彼らも

庭的な世界代表、また、氏族的な世界代表、

神様の遣わした天使であり、天使を立てて方

民族的な世界代表、国家的な世界代表、この

便として神様のように摂理されたのです。そ

ような多くの数を経て、終着点を代表する一

れを知らなかったのです。

つの代表者としてすべて結束させなければな
らないのです。

ヤコブが二十一年間修道して、一日の願い
三) 天使がなぜ人間の救いに加担するのか

を成し遂げるためにセイルの地、兄のいる故
郷の山河を訪ねていくのですが、二十一年間、
その一日を待ちわびていたのですから、神様

天使はどのような存在なのでしょうか。僕

は喜んで「行きなさい、行きなさい」と言う

の立場で神様の前に忠誠の道理を尽くして、
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アダムとエバの囲いとなってやるべき存在で

まで大切に、傷つかないように管理指導して

す。万世に天の世界に栄光の雰囲気をつくっ

教育すべき責任が天使長にあったのです。そ

て、神様の愛を中心としてアダムとエバと共

の原則に統一教会も従わなければ蕩減復帰完

に幸福に暮らすべきだったのです。言い換え

成ができないので、私は三十六家庭を立てて

れば、天使長はアダムとエバのために創造さ

自分の息子以上に愛しました。

れたのです。アダムとエバの父である神様が
神様は生命の母体です。父母はその子供の

天使を創造した目的は、アダムとエバのため

生命を育ててくれるというのです。生命の母

だったのです。

体であり、愛の母体であり、保護の母体です。
天使長が堕落してアダムとエバ、人類世界

生命を保護してくれ、育ててくれ、愛してく

をこのようにめちゃくちゃにしたので、天使

れるというのです。それゆえ、幸福はどこか

がその仕事を代行しているというのです。天

ら出てくるのでしょうか。保護圏が成立しな

使世界がその仕事を代行しているのです。し

ければ命が危機にさらされるのです。命が危

たがって天使世界がサタンと対決していると

機にさらされると愛も成立しないのです。今

いうのです。悪なるサタンと善なる天使が対

死ぬというのに愛が成立することができるで

決しているのです。その闘いで善なる天使側

しょうか。できないのです。それゆえに保護

が勝利してこそ一歩前進するのです。何の話

圏がなければならないのです。それで保護圏

か分かりますか。神様の思いどおりにするこ

を造りましたが、保護するのは誰かというと

とができないというのです。原理がそうだと

天使長だというのです。アダムとエバは生命

いうのです。

の起源であられる神様から生命を受けて、天
使長の保護を受けて愛の教育を受けている途

神様が堕落していないアダムとエバの前に

中だったのです。

僕として三人の天使長を造りました。誰にア
二

ダムとエバを保育させ、保護して育てさせた

主なる神の正体
一) 主なる神の属性

かというと、天使長に任せました。なぜそう
しなければならないのでしょうか。主体と対

モーセが愛の神様を紹介することができず、

象の関係です。地上が主体で天使世界が相対
となる主体と対象関係です。二重的な環境を

全能の神様、能力の神様、審判の神様を紹介

中心として神様の真の愛の前に平衡的な相対

した理由は、イスラエルの民に律法を与え、

圏を拡大させることが、天上天下を創造した

律法によって天の民を保育するためであり、

神様の理想だったのです。

乳と蜜の流れるカナンの地に連れていくため
の復帰のみ旨を成就することに、その目的が

アダムは誰が教育しなければならないので

あったということを知らなければなりません。

しょうか。神様が教育するのではありません。
天使長たちが教育しなければなりません。保

乳と蜜の流れるカナンは荒野で十戒と律法

護育成しなければなりません。結婚するとき

を受けて契約の箱を担いだ生まれ変わった人
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だけが行くところです。神様は出エジプトを

を与えました。今日までモーセの前に現れた

したイスラエル民族に、神様の民として再創

主なる神が天使であるとは知らずにいますが、

造するためのみ言を下さったのですが、彼ら

新約聖書の使徒行伝第七章を隅々まで見ると、

がみ言どおりに行わなければ、むちで打ち、

天使だと記録されています。「四十年たった

怖い刑罰を加える恐ろしい神として現れたの

時、シナイ山の荒野において、み使が柴の燃

です。

える炎の中でモーセに現れた。あなた方は、
み使いたちによって伝えられた律法を受けた

サタンが王になっていた旧約時代は、メシ

のに、それを守ることをしなかった」。この

ヤが現れるまで悪魔が権勢を握る時代なので

ように旧約に現れた主なる神とは天使であっ

す。モーセにとって主なる神は恐ろしい恐怖

て、神様そのものではありません。旧約時代

の神、復讐の神、嫉妬の神として現れ、僕の

は僕の時代です。息子ではない僕に、父とし

僕となった人間を律法でむち打ち、法度に反

て神様が現れることはできないのです。

すれば容赦なく刑罰を加えた時代が旧約時代
です。旧約の主なる神の属性を見ると、嫉妬

主なる神は、モーセが神様の名を尋ねたと

心の強い神として「私」以外の他の神に仕え

き、神様は「わたしは、有って有る者」だと

るならば恐ろしく嫉妬される神様であり、イ

答えて、主なる神だと名を教えます。しかし

スラエル民族にカナン七族を残らず滅ぼせと

民族の前に出たモーセは、先祖の神、すなわ

命じた残忍な神様であり、律法と法度に反し

ちアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神

たイスラエルの民を目の前で倒した無慈悲な

と、主なる神は先祖の神様であることを強調

神様です。宇宙を創造された愛の神様である

します。主なる神とは天使です。旧約は僕の

のに、このように嫉妬と復讐と恐怖心とカナ

時代だったので、神様の本当の姿を現すこと

ン七族を無慈悲にも滅ぼすという、こんな性

ができない時代です。

稟があっていいのでしょうか。旧約時代は天
さて、旧約聖書を見ると、神様が闘えと言

使が仲保となって神様に代わった時代だから

いましたか、闘うなと言いましたか。サウル

です。

王が戦争に勝利したのち、女と子供だけ残し
命には命で、目には目で、歯には歯、手に

て、男はすべて殺せと言われたのに、殺さな

は手、足には足、やけどにはやけど、傷には

かったので罰を受けたことを知っていますか。

傷、殴ったことには殴ることで返せという復

どうしてそうなったか、考えてみましたか。

讐に満ちた律法主義は、創造主神様の性稟で

サタンの男を生かしておけば、サタン世界が

あるはずはありません。神様は愛であり、許

再び侵犯するので、そのようにさせたのです。

しの神様です。

サタンの男がいれば、自分の妻を連れていっ
て思いどおりにするので、男さえ脈を断って

モーセの前にも神様は何度か現れます。ホ

しまえば、子供と女は天の側に属することに

レブ山で柴の中の炎のうちに現れモーセを召

なり、その制度がなくなるのでそうさせたの

命し、シナイ山の頂でも現れてモーセに十戒

です。そうしなかったことによって、異邦の
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神をあがめ、あらゆる異邦の淫乱な風俗が入

としてもすべて天使長圏に属します。多くの

ってきて、天の国が侵犯されたので、サウル

宗教がありますが、それを大きく分けると四

が罰せられたのです。

大宗教です。その中心はキリスト教ですが、
キリスト教の主たる思想は新婦の思想です。

二) 宗教には新婦宗教と天使長宗教がある
神様が真の神であり、その他の存在は神的
神様がアダムを造る前に天使を造ったので、

存在の天使たちです。唯一神と多神に対する

今日の宗教は何かというと、天使世界圏を地上

確実な区分をしようとするならば、多神教は

に造ったものです。それが宗教世界です。その

神的な存在、天使たちが立てたものです。こ

宗教世界圏内で何をすべきなのでしょうか。ア

れらの宗教の中で、善なる天使たちが人間の

ダムを造り出すということをしなければならな

神霊と精神を高揚するために誕生したものが

いのです。それでは宗教の中で世界的中心は何

あるのですが、これらが高等宗教であり、神

でしょうか。それはユダヤ教です。このように

様はこの善なる宗教を通じて人類の心を開墾

なるのです。そのユダヤ教は何をする宗教でし

してきたということを知らなければなりませ

ょうか。新郎を紹介する宗教です。それがメシ

ん。

ヤ思想であり、救い主思想です。

天使長宗教は根本が明確ではありません。
神様がアダムとエバを創造するまでは、そ

神様が何か分からないのです。終末にどうな

の伝統的思想を誰が受け継ぐかというと、天

るか分からないのです。ただ外的な遂行概念

地長の立場にある方々が受け継ぐのです。そ

だけを中心として指導してきたのです。それ

うしてアダムとエバが生活するための新しい

ゆえ終末になると、ふろしきをまとめて主人

風潮と伝統を誰が教えてやるべきかというと、

の家に世話をしに行かざるを得ないという立

神様が教える前に、僕である天使長が「主人

場になるのです。明白な伝統がないからです。

の息子、娘はこのようにしなければならな
い」と教えてやらなければならないのです。

旧約時代に神様のみ旨に従った人と、新約

主人の息子、娘が過ちを犯すのを制止して、

時代に神様のみ旨に従った人を考えてみまし

正しく歩むように先頭に立って教えてやるの

ょう。旧約時代は原始的な宗教形態をもち、

が、年上の僕の責任ではないでしょうか。

新約時代は時代的な宗教をもっていました。
すなわち、新約時代は近代の二十世紀文明ま

堕落した人間を救うために、神様は宗教を

で連結されてきた宗教時代なのです。統一教

立てました。その宗教とは何でしょうか。エ

会は何の宗教でしょうか。統一教会は原始的

バの宗教と、天使長の宗教を世界に造ったの

宗教、時代的宗教よりも新たな次元の未来的

です。エバと天使長ゆえに堕落したので、人

な宗教になるべきだと考えるのです。

類をエバと天使長の宗教をもって復帰するの
です。その道を通じて復帰されるのです。宗
教は天使長圏の宗教です。百個、千個あった
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イスラエルという名を得たヤコブが勝利し

養子は直系の息子とは違います。養子は、

たというのは、神様の息子として勝利したの

もし直系の息子が来れば、夜でも昼でもいつ

ではなく、神様の前に僕として勝利したとい

でもすぐに自分のすべての所有物を直系の息

うことです。こうして僕の僕から僕の立場に

子にあげることができなければなりません。

復帰し、僕の立場から新約時代には養子に復

その所有物は自分のものではないからです。

帰するのです。ローマ人への手紙第八章二十

養子の立場に立っても、養子に定められたと

三節には「御霊の最初の実を持っているわた

しても直系の息子が生まれたときに「こいつ、

したち自身も、心の内でうめきながら、子た

どうして生まれたんだ」と言ってはなりませ

る身分を授けられること、すなわち、からだ

ん。これはサタンの本性です。神様がアダム

のあがなわれることを待ち望んでいる」とあ

を造ったとき、天使長がそのアダムを見て喜

ります。アバ、父と呼ぶことのできる養子と

ばなければならないのです。喜ぶべきなのに、

なることを待ち望んでいるとあります。新約

「どうして生まれたのか」と言ってはなりま

時代にいくらよく仕え、よく信じていた信仰

せん。養子はこれを知らなければなりません。

者たちも、牧師、長老、学士、博士はもちろ

養子は息子を保護しなければならないのです。

ん、みな神様の前では養子です。養子なので

直系の息子が腹中にいるときも「ああ、生ま

す。正直な話です。養子は養子です。養子と

れなければいい……」と言ってはなりません。

いうのは血統が違います。血統が違うのです。
それでは養子になるにはどうしなければな
らないのでしょうか。僕よりも優れていなけ
イエス様は何によって一段階上がるのでし

ればなりません。神側の僕よりも良く、サタ

ょうか。この地上には人間の堕落によって人

ンよりも良くなければなりません。なぜそう

類の先祖がいないので、先祖の位置に上がれ

でなければならないのでしょうか。サタンは

ばイスラエル民族は養子の立場で接ぎ木され、

本来、天使長だったのですが、その天使長は

神様の前で相続圏に対することのできる息子

僕だったので、その僕にも劣る人は養子にな

の名分をもつようになります。それゆえロー

ることができません。これは原理的です。そ

マ人への手紙第八章を見てください。「御霊

れではその養子と言っても、どのような養子

の最初の実を持っているわたしたち自身も、

にならなければならないでしょうか。私が神

心の内でうめきながら、子たる身分を授けら

様から相続を受けたとしても、それは私のも

れること、すなわち、からだのあがなわれる

のではなく、神様の本来の息子、娘の前に返

ことを待ち望んでいる」とあり、「あなたが

すべき相続だという思想をもった養子になら

たは再び恐れをいだかせる奴隷の霊を受けた

なければなりません。そのような養子をつく

のではなく、子たる身分を授ける霊を受けた

らなければならないのです。

のである。アバ、父よと呼ぶのである」と書
かれています。養子にしかなれないのです。

養子というのはのちに来る息子、娘のために、

今のキリスト教信者は養子です。養子は血統

自分が死んでも命を尽くし、自分のすべてを

が違います。

犠牲にしても、神様の願われる直系の息子、
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娘が生まれることを願い、そのために準備す

願ってきたのであり、それがイスラエルの選

る心をいつももっていなければならないので

民思想でした。

す。養子の名を立てなければ、息子と関係を
もつことはできません。天使長よりも一段階

万物から養子的勝利圏を経て、息子の勝利

高い中間的な存在として生まれたのが養子だ

圏を経て、父母の立場で復帰して上がらなけ

ということを皆さんは念頭に置かなければな

ればなりません。ですから新約時代はいくら

りません。

良く信じても神様の息子には絶対なれません。

養子というのは血統が異なります。元来、
新約の出発において、養子として立てられた

今までの歴史を見れば、旧約時代は万物を

のは誰かというと洗礼ヨハネでした。洗礼ヨ

祭物視しました。万物を犠牲にしました。万

ハネは天使長の代表でした。神様の息子であ

物を犠牲にした目的は、人間の解放のため、

るアダムの前で反対した天使長ではなく、最

人間の復活を助けるためでした。万物を犠牲

後までアダムのために生きる天使長側の地上

にして人を取り戻したのです。言い換えれば、

の代表者として立てられたのが、洗礼ヨハネ

万物を犠牲にするのは神様の子女を取り戻す

でした。ところがこの洗礼ヨハネがイエス様

ためです。旧約時代は万物を祭物とし、新約

に従うことができず、イエス様と一つとなれ

時代は神様の子女たちが血を流して、この世

なかったので、悲運の歴史が繰り広げられた

界の復活圏に向かっていくのです。それがキ

のです。

リスト教を中心とした歴史でした。キリスト教
の歴史はイエス様、そしてイエス様に従うすべ
ての個人、家庭、民族、国家が今まで犠牲とな

旧約時代と新約時代が連結される歴史だと

りながら祭物的過程を経てきたものです。

いうことを知らなければなりません。旧約を
信じてきた人は、僕として養子の恵沢を受け

旧約時代はモーセに能力の神様を証させま

ることを願うのですが、それがメシヤが来る

した。能力の神様として信じなければ罰を下

ことを望む理由です。すなわちメシヤによっ

しました。次に、イエス時代には慈悲の神様

て僕の悲しい身の上を乗り越えて、養子圏の

を紹介しました。イエス様が病人を治さなか

立場に進むことが彼らの願いです。養子の立

ったならば追い詰められて死ぬことはなかっ

場は、直系の息子、娘がいない場合に父母か

たのです。神様がこの天下を統一して、万国

ら相続を受けることのできる因縁が成立する

を救う指導者を養成しなければならないのに

立場です。ですから、僕の立場を超越し、神

……。病気になって死ぬのは、この世の先祖

様のみ旨を迎えることのできる恵沢を受ける

たちが過ちを犯したので、その罪の代価とし

のを望むようにしたのが、僕の旧約時代を指

て死ぬのです。それをどうして生かしておく

導してこられた神様のみ旨です。それゆえ、

のですか。統一教会の文先生が病気を治した

彼らは僕の立場を免れて、神様の相続を受け

とすれば、数十万の病人を治したことでしょ

得る圏内に入ることのできる特権的な一時を

う。病気を治さなくても私たちのみ言を聞い
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て喜べば、らい病が治らないでしょうか。ど

代の律法は消え去り、イエス様によって怨讐

んな病気でも治るのです。

を愛し、兄弟の過ちを七回ではなく、七十回
まででも許される愛の真の姿を現すのです。
父がどうして子の過ちを許さないことがある

二) 養子は父と呼ぶことができる

でしょうか。
旧約時代を経て新約の新しい朝を迎え、イ
エス様は神様を父であると宣言し、堕落人間

神様は目に見える存在ではありません。そ

を養子の位置に上げ、神様と父子の関係をつ

の見えない神様が、目に見える神様として現

くってくださいました。養子は血筋が違いま

れた存在がイエス様です。ですからイエス様

す。しかし来られたイエス様に接ぎ木される

はヨハネによる福音書で「わたしが父におり、

ことによって、息子の名分をもって神様を父

父がわたしにおられる。わたしを見た者は、

と呼ぶことができるのです。神様との父子関

父を見たのである。どうして、わたしたちに

係の成立は、イエス様以外には誰にもできな

父を示してほしい、と言うのか」と、神様と

い天の秘密だということを知らなければなり

の一体を主張しました。

ません。
ですからパウロも「わたしは確信する。死
イエス様が神様を父と呼ぶとき、当時、旧

も生も、天使も支配者も、現在のものも将来

約の観念に浸っていた祭司長やパリサイ人は、

のものも、力あるものも、高いものも深いも

神様を冒 するけしからぬ言葉として聞いた

のも、その他どんな被造物も、わたしたちの

のです。それほどイエス様の父としての神観

主キリスト・イエスにおける神の愛から、わ

は革命的な神観だったということを知らなけ

たしたちを引き離すことはできないのであ

ればなりません。

る」（ローマ八・三八、三九）と言いました。
イエス様も神様の愛のために来られたのです。

イエス様は一段階高めて神様の愛を紹介し
ました。旧約時代には、モーセが愛の神様を

イエス様がヨルダン川で洗礼を受けて天が

紹介できず、権能の神様、能力の神様、審判

開けた時から昇天するまで、三年という短い

の神様だけを紹介しました。しかしイエス様

歳月だったことを知らなければなりません。

は、愛を紹介しました。愛の神様を紹介し、

イエス様が父子の関係の神観を明らかにしな

愛のイエス様であることを紹介したのですが、

がら、具体的な内容をすべて語れずに逝かれ

当時の人間は受け入れませんでした。

たという事実を知らなければなりません。

旧約時代は僕の時代だったので、神様の正

ユダヤ教のメシヤとして来て、世界的メシ

しい姿を現すことができない時代です。神様

ヤ路程を開拓しようとしている途中で死んだ

は父であり、愛の存在です。神様は愛そのも

というのです。そうするとユダヤ教はどうな

のなので、すべての罪悪を許される愛の父で

るのでしょうか。ユダヤ教のためだけの神様

す。目には目で、歯には歯で復讐した旧約時

として仕える、そのような神様であってはな
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りません。イエス様がこの地上に来て教える

した地上の子孫が家庭基盤と通じて、霊界の

べきことは何でしょうか。旧約聖書で教えて

先祖と地上の子孫が縦的に一つとなるだけで

くれた神様をそのまま教えてはなりません。

はなく、このような家庭基盤を起点として東

新約時代の神様として教えてあげなければな

洋と西洋がつながるのです。

りません。「国家的次元の時代を越えて、今
は世界的次元の時代に入っていくので、世界

私たち人間は血統的にサタンの血統を受け

を吸収するためには世界のために精魂を込め

ているので、自分では天の前に戻ることがで

る基台を築かねばならない」。このように教

きません。ですからメシヤが絶対血統を復帰

えるべきなのがイスラエルの国家的メシヤと

して、サタンが汚した血統を改造しなければ

して来たイエス様の使命だったのです。そう

なりません。これを転換しなければなりませ

して生涯を捧げて世界的メシヤの権威を取り

ん。それゆえメシヤは必ず来なければならな

戻すことができるようにすることが、イエス

いのです。メシヤが来なければ血統復帰がな

様の生涯になすべきことでした。

されません。血統復帰をしなければなりませ
ん。

四

成約完成時代は神人一体の時代
真の父母は何をしなければならないのでし

真の子女は血統転換、

ょうか。サタン世界の根である間違った血統

重生を経なければならない

を正し、間違った生命を取り戻し、間違った
復帰途上で僕の僕時代から僕の時代を経て、

愛の道を正しく開かなければなりません。聖

養子の時代、直系の時代へと上がっていかな

書に「死なんとすれば生き、生きんとすれば

ければならないのです。それでは完全に僕の

死なん」とありますが、そのような逆説的な

僕時代を経て、僕の時代、養子の時代を経て

論理がどうして出てくるのでしょうか。サタ

直系時代と因縁を結ぶことができるでしょう

ン世界は死ななければならないからです。

か。直系の時代と因縁を結ぶには、そのまま
神様が創造当時に理想とされていた真の愛、

では結べません。必ず原理によって信仰基台
を立て、実体基台を立て、メシヤを迎えなけ

偉大なる愛を中心として人間との愛の関係を

ればならないのです。メシヤは神様の真の息

結び、一つとなることのできる神人愛一体の

子です。養子と真の息子は血統的な関係が異

理想を完成したならば、今日の私たちは天国

なります。それゆえ血統転換が必要なのです。

だとか地獄だとか心配することなく、皆その
ままで天国に行くようになるのです。

エデンの園で過った結婚をしたのが堕落な
ので、今真の父母が正しく結婚させることに

人類歴史を見ると、旧約時代、新約時代、

よってひっくり返すのです。偽りの父母が犯

成約時代、このように三時代があります。と

したことを、真の父母が清算することによっ

ころで旧約時代とはどんな時代ですか。祭物

て地獄を撤廃し、数千億の霊界の先祖まで結

を犠牲にして子女を救う時代です。神様の息

婚させるようになるのです。真の愛を中心と

子が来る準備をするのです。新約時代はイエ
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ス様が祭物となって父母を迎える時代です。

の使命は何でしょうか。旧約時代は万物を犠

それゆえ、再臨時代を迎えて新郎新婦を立て、

牲にして息子、娘を取り戻す時代です。分か

父母を迎えるための準備をしてきました。成

りますか。新約時代は息子、娘を犠牲にして

約時代に先生が中心となり、真の父母という

父母が来る道を築くのです。父母が来て、こ

名をもって今まで四十余年間苦労してきたの

の地で何をするのでしょうか。神様が来るこ

は、神様を地上に迎えるためです。そうして

とのできる道を築くのです。縦的父の水平世

神人一体となるのです。

界を、万民世界を越えてつくらなければなら
ないのが真の父母の使命です。それゆえこの

神様と皆さんは元来父子の関係です。新約

水平の父の心情圏が造られれば、縦的な父の

時代には、人間は神様の養子でした。しかし

心情圏は自然にここに来て定着します。そう

今は父子の関係なので、息子のすることは父

して縦的、横的な愛を抱くことのできる位置

のすることであり、父のすることは息子のす

に行けば、ついに世界を越えて神様は核の位

ることです。一緒にすることになるのです。

置に行って、本然の理想の権限を再び編成す

父のものは息子のものであり、息子のものは

ることによって「すべて完成した」と言うこ

父のものです。統一教会が恐ろしいのは、こ

とのできる時代になるのです。どういうこと

のような父子の因縁を教えるからです。これ

か分かりますか。

が最も恐ろしいことなのです。
堕落した人間が神様の前に出るための方法は、

金博士、博士を売ってこんなもの買います

時代によって異なっていました。すなわち、旧

か。なぜ笑うのですか。博士が問題ではあり

約時代は祭物を捧げることによって、新約時代

ません。自分の物は旧約時代、息子は新約時

は神様の息子であるイエス様を信じることによ

代、自分たち夫婦は成約時代なのですが、こ

って、成約時代は真の父母に侍ることによって

の三時代を捧げても手に入れたいのです。旧

神様の前に出ることができるのです。

約時代に物質を犠牲にしたのは、真の息子が
来ることのできる道を築くためです。イエス

皆さんの息子、娘は今後、同じ国の人同士

様は息子として来て犠牲になりましたが、そ

結婚させることができません。神様は三代を

れは父母様が来ることのできる道を築くため

見ているのです。今はこうですが、三代以後

です。父母様が平面上に来て受難の道を行く

に一つにしようというのです。その中の一つ

のは、神様を迎えるためです。どこにですか。

が旧約時代です。ですから皆さんの結婚は旧

本然の垂直の位置にです。天地の大道の起源

約時代です。旧約時代。その次が新約時代と

がここで切れたので、この根本の根を是正し

成約時代です。皆さんの息子、娘である二世

ない限り平和の起源はないのです。これは絶

が結婚して生んだ三代になって、伝統ができ

対的です。

ることでしょう。

文総裁のことを皆さんが「ああ、私たちと

成約時代は真の父母が犠牲になることによっ

同じ人間だ」と考えてはなりません。文総裁

て縦的な神様を地上に迎えるのです。それが最
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五

後です。神様は人類の前に真の愛を中心とした

創世以来初めて神様が顕現
初めて神様が姿を現される

縦的な父であり、真の父母は真の愛を中心とし
てその縦的な父の前に横的に九〇度を合わせた
横的な父母です。それゆえ縦横の愛を中心とし

統一教会時代は父母の時代です。神様が地に

て初めて神様の愛と神様の生命が激動するので

臨むことができ、神様が来ることのできる道を

す。神人合徳が激動して、真の父母の愛を中心

つくるのです。それで神様が来られて、侍るこ

として新たな血族が広がるのです。そうなるこ

とによって救われるという言葉が成立するので

とによって、人類歴史の中で初めて本然的原理

す。歴史はそのように発展するのです。

基準を中心として、神様の愛の中で出発した生

最後に残るものは何でしょうか。神様プラ

命の種が地上に顕現するのです。これが分から

ス人間、神人、神人の生きる道、神人の生活

なければなりません。

観です。人生観も同じように、神人人生観、
神人世界観です。それは漠然と神様のことを
これからは所有権を復帰しなければなりま

人が知ることのできる程度の位置ではなく、

せん。旧約時代は万物を犠牲にし、新約時代

人が永遠に離れようにも離れることのできな

は息子を犠牲にし、成約時代は父母を犠牲に

い位置です。なぜでしょうか。神様と人は本

して神様を迎えたので、今は何をすべきでし

来離れることのできない位置で離れたので、

ょうか。皆さんが母、父に代わってその立場

離れることのできなかったその位置以上の位

に立たなければなりません。息子、娘は新約

置に到達しなければなりません。そのような

時代であり、万物は旧約時代です。この旧約

位置で神人が一つとなった生活的な舞台、世

時代、新約時代、成約時代が一遍に真の愛を

界的な舞台を要求していかなければならない

中心として抜け出すことで、サタンが主人と

のです。

なっていたものをすべて蕩減して本然の主人
神様は宇宙の中心存在なので、その近くに

に戻り、これを捧げなければなりません。捧

行けば、千年万年主管されてももっと主管さ

げなければならないのです。

れたいのです。神様を中心とした侍る道理が
そのようになっているために、今日私たち人
成約時代は成就する時代です。個人的に完

間もそうした立場で主管されればそれ以上の

成し、家庭的に完成し、氏族、民族、国家、

幸福はないという事実を私たちは想像すらで

世界的に完成するのです。何を中心としてで

きませんでした。

しょうか。神様の愛と神様の生命と神様の血
統を中心として連結されるのです。単一の血

これから皆さんは侍る生活をすべきです。

統、単一の愛、単一の生命の伝統です。この

今までの信仰生活は信じることによって救い

ようになればサタンは離れざるを得ません。

を得ましたが、今後は侍ることによって救い

接ぎ木することによってサタンの血統的因縁

を得ます。本来、堕落しなかったならば神様

がなくなるのです。

に侍ることによって私たちが行くべき道を行
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神様がアダムとエバを造った目的はどこに

くのです。侍るには皆さんの生活と心で共に

あるのでしょうか。私たち人間の形状を見て

侍らなければなりません。

ください。体をもっています。しかし無形の
神様は絶対的な父であり、絶対的な真の父

神様には体がありません。体を着なければ、

母、唯一なる真の父、不変なる真の父、永遠

体をもたなければ霊界世界や地上世界を治め

なる真の父なのです。そのような父は絶対的

ることができないのです。ですから神様がい

な息子、唯一、不変、永遠の息子を探します。

らっしゃるにしても、神様が人間の父母とし

そのような息子、娘たちは絶対的な夫婦、唯

て現れるためには体をまとわなければならな

一なる夫婦、不変なる夫婦、永遠の夫婦を成

いのですが、その体を着た代表が誰かという

さなければなりません。それで彼らが安着す

とアダムとエバなのです。堕落していないア

るための家庭は、絶対家庭、唯一の家庭、一

ダムとエバの体をもって現れるのです。それ

つしかないのです。その次には不変なる家庭、

ゆえアダムとエバは人類の始祖であると同時

永遠の家庭です。そのような家庭が神様と共

に、天地を主宰する神様となるのです。実体

に暮らせる地上天国の永遠の基地です。

をもった神様、すなわち永遠な無形世界の神
様の形状を代わりに着て現れた立場で、父母

侍義というのは生活化天国時代を言います。
それで侍義を掲げてきたのです。復帰歴史は

の立場で世界を統治する責任がアダムとエバ
にあったのです。

何かと言えば神様の創造理想を再現すること
無形の神様には実体がないので、その形体

です。

を表したのが真の父母です。真の父母は個人
神様を心の中に迎え、私たち人間が体の立

的な父母であり、家庭的な父母であり、氏族

場で完全に一つとなることのできる起源をつ

的な父母であり、民族的な父母であり、国家

くらなければ、この悪魔の世界を清算する道

的な父母であって、霊界に行ったのちも、真

はありません。このような観点から、侍る時

の父母の形状で神様が現れるのです。統一教

代、侍義の救援時代と考えるのです。侍るこ

会が偉大なのはそれです。レバレンド・ムー

とによって救われるのです。神様はあの空中

ンが偉大なのは何かというと、レバレンド・

に遠く離れた神様ではありません。私たちの

ムーンの形状を神様が使おうとしていること

生活圏内の主体者としての神様に侍らなけれ

です。どういうことか分かりますか。

ばなりません。
その父母というのはどのような父母でしょ
神様は、妄想的で観念的な神様ではありま

うか。何億もの人間の父母が一度に生き返っ

せん。抽象的な神様ではありません。生活的

たとしても、今日皆さんの言う真の父母の栄

な主体性を備えて、常に私たちの暮らしてい

光を備えた父母はいないのです。千万代の先

る生活の主人として共にいるのです。侍られ

祖がみな復活して、復活した栄光をたたえた

るだけではありません。共同的な愛を中心と

としても、それは堕落圏から抜け出していな

して共同的な生活をしている神様なのです。

い栄光であり、称賛です。しかし今日統一教
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会で言う真の父母という言葉は、皆さんの立

最後の心情の世界を連結させることのでき

場が悲惨でも、幾千万の先祖と共に、この地

る宗教があるとすれば、それは神様が最もか

に勝利をもたらして、万民解放圏を備えた栄

わいそうだということを詳しく教えてくれる

光の立場で称賛する以上に価値のある、誇る

宗教であると言うことができます。神様は善

べき言葉だという事実を知らなければなりま

くて、素晴らしいというだけではありません。

せん。父母様に出会った中で、神様に出会う

悔しい神様、憤りと恨に満ちた神様です。こ

ことのできる道がつながるのであり、統一教

れを詳しく教えてくれる宗教が現れなければ

会に巡り会ったこの場は、近い将来、神様の国

なりません。そうしてこそ孝子となることが

と父母様の願われる祖国を取り戻すための道に

できるのです。

つながっているという事実を知るべきです。

神様がどれほど悔しいかというと、王の座
成約の侍義時代は、生活の中で直接神様に

を怨讐に奪われたのです。神様が極光の神様

侍って暮らす時代です。その時が神様の幕屋

となることができず、悲しみの歴史をもって

が人間にある時であり、天にある新しいエル

いらっしゃるという事実を知らなければなり

サレムが地上に降りてくるので、その時初め

ません。御自身の国の王として、宇宙の王と

て真の神様の姿が人間の前に現れることでし

していらっしゃるにもかかわらず、王が生き

ょう。創世以来、初めてです。今までアダム

ているのに王は死んだとさげすまれているの

の堕落以後、未完成級の歴史上では神様は現

です。御自身の理想を奪い取られ、御自身の

れることができないのです。

愛する息子、娘を奪われ、完全に怨讐の籠絡
の場としての地球となってしまいました。

今まで神様が主管することのできる統一さ

第四章 真のお父様の見た神様
一

れた民族や主権国家がなかったがゆえに、全

歴史的な恨、苦痛の神様
一) 人間の堕落により父母の立場を失う

知全能の神様はその威信ゆえに来られなかっ
たのです。その神様の怨恨を解いてさしあげ

私たちの本当の父親は神様なのですが、サ

るのが統一家の息子、娘の道理であり、統一

タンが父親に成り済ましています。それでヨ

家の孝子の道理であり、統一家の忠臣の道理

ハネによる福音書第十八章四十四節でイエス

であり、烈女の道理であることをはっきりと

様は「その父の欲望どおりを行おうと思って

知らなければなりません。真理を知っている

いる」ととがめられたのです。サタンの血を

ので、真理があなた方を自由にしてくれるで

受けたという悔しい事実を知ったならば、憤

しょう。知る人は解放されるのです。これを

りの思いがほとばしり、自分の体を刃物で刺

はっきりと教えてあげるのです。

し、汚れた偽りの血を出してしまいたいとい
う義侠心が生じるべきです。そのように感じ

皆さんは神様のためにどれほど涙を流した

たことがありますか。「この肉の塊め」と体

でしょうか。神様の御苦労の前に、神様に代

を打ちながら憤りを覚える人は天の忠臣です。

わって苦労するために、四肢が裂けるような
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道でも行こうともがいたことがあるでしょう

イエス様が七十回ずつ七回許すとすれば、神

か。ないのです。皆さんが「子女」というそ

様は七十回ずつ七千回以上許すはずです。神

の立場を追求するためには、公的な涙を流さ

様の心はそうなのです。

なければなりません。そうして父なる神様に
まみえ、「父よ、あなたの息子である私を、

神様の救いの摂理は復帰摂理ですが、復帰

そして私たちの先祖を失ったとき、あなたの

摂理の出発はアダムとエバからでした。アダ

心はどれほど悲しみに痛んだことでしょうか。

ムとエバは堕落したのです。先生が現れるま

その子孫を通じて今まで歴史過程において受

でアダム復帰はできないのです。これを復帰

けた屈辱と苦痛と苦難が、どれほど大きかっ

するために、全知全能であられ、この宇宙を

たことでしょうか」と慰労してさしあげなが

創造された神様が、一人の男性を探すために

ら、限りなく涙を流すことができなければな

数千万年間、今まで被造世界に顔を現すこと

りません。

ができなかった神様の事情と恨を皆さんは知
らなければなりません。

全知全能の権限で全世界とサタンまでも審
神様のみ旨が何かというと、創造理想の完

判してしまうことのできる神様でありながら、
能力をもっていながらも、今までひどく苦労

成なのですが、創造理想とは、私たち人間世

する立場に立ち、手をつけようにもつけられ

界に三対象圏理想を実現することです。その

ず、神様御自身がもつべき環境をもてないま

愛を中心として理想が実現するとき、神様は

ま孤独単身でサタンの前に讒訴され、サタン

「ああ幸せだ」とおっしゃることでしょう。

世界で足場をすべて奪われて呻吟する神様の

神様が何をもって幸せだと言えるでしょうか。

立場を考えると、言葉も出ません。このよう

今日のキリスト教信者はみ座にいらっしゃる

な神様の立場に同情しながらどれだけ涙を流し

万軍の主は全知全能であられるので、「お

たでしょうか。問題はここに帰結するのです。

い」と言えば「ははあっ」と万事が通じると
考えていますが、いつも惨めで一人の神様は

この世の親も自分の息子、娘が罪を犯して

どれほど悲惨でしょうか。

絞首刑に処されることになったとき、その子
が死ぬことを願う親はいません。自分の思い

愛する息子をそのように死なせるしかなか

どおりに子を助けることができるとすれば、

った神様の痛ましい事情を誰が知るでしょう

百回でも千回でも助けてやりたいのが父母の

か。それは聖書にはありませんが、息子を死

心です。母親の気持ちはなおさらのことでし

なせるほどの事情があったのではないでしょ

ょう。堕落した世界の女性の心もそうである

うか。キリスト教のイエス様を信じると言っ

のに、全知全能なる神様がいったい何ゆえに

てあのように集まるのも悲惨だし、すべての

終わりの日になって審判をしなければならな

選民の味方になるべき神様なのにこれを知っ

いのでしょうか。どうして神様が許してくだ

ているのか知らないのか……。行く所々で血

さることができないのでしょうか。これです。

を流し、首が落ち、煮えたぎる油に入れられ

神様はどれほど愛しておられるでしょうか。

て死に……。
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このような運命にぶつかるのを見て、「神様

今日、既成教会では「神様が栄光の中にあ

がこれを防ぐことができるのではないか」と

る審判主として、地獄へ送り、天国に送る」

言うかもしれませんが、全知全能であられな

と言います。この世で最もかわいそうなお方

がらその忍び難きを忍ばねばならない神様は、

が神様です。最も悲痛で身もだえしながらも

どれほど恨がしこりとなっていることでしょ

光明の天地が暗黒の地獄へと落ちるかもしれ

うか。そのように考えたことがありますか。

ないのを克服して、そこで身を持ち直し、目

それなのにどうして神様が最も高いところに

を開けて意識を確かにもって、死にはしたが、

いらっしゃることができるでしょうか。いつ

この子らを生き返らせようという心をもった

かきれいに清算できたらいいと思います。

方が神様です。創造主の能力、絶体者の力が
あったのでそれが可能だと考えるのであり、

自分の愛する人は命を投入してでも保護し

そうでなければおしまいなのです。

たいものです。本来創造理想がそうなってい
ます。神様御自身も、息子、娘を愛するがゆ

それでは神様はどのようなお方なのでしょ

えに、自分の命までも投入しなければならな

うか。神様は本然的真の父母の立場にあるお

い悲しみの神様となったのです。

方です。ところが真の父母となるべき神様が
父母の立場を奪われてしまったので、創造理

堕落しなかったならば、神様は創造主とし

想の本然的基準にはなかったことが生じたの

て永遠な主人になるはずであったのに、堕落

です。この創造的世界にはあり得ないことが

することによってサタンが主人になりました。

生じたのに対し、創造主であられる神様は干

そうなるしかありませんでした。いくら官吏

渉することもできず、それに責任を負って消

の屋敷の中の箱入り娘だとしても、その町の

化することのできる立場にも立てないのです。

やくざ者に強姦され愛の関係を結んだとすれ
ば、その娘は誰のものになるでしょうか。や
二) 復帰の恨、子女を訪ねて六千年

くざ者のものとなります。全く同じ道理です。
天国の王となることのできるアダムであり、
天国の王妃となることのできるエバでした。

私たち統一教会では原罪とは何だと言って

これを復帰するには、創造の原理原則を中

いますか。誤って愛したことです。神様の愛

心としてなさなければなりません。本来アダ

と神様の生命と神様の血統が連結されなけれ

ムとエバを中心として永遠な愛の法度を立て

ばならないのに、悪魔の愛と悪魔の生命と悪

たので、その法度に従わなければならないの

魔の血統が連結されてしまったのです。アダ

です。その法度を否定するならば、天理を破

ムとエバが悪魔の生命体になって悪魔の血筋

壊することになるのです。それゆえ人間はも

を残したので、今まで恨めしい歴史となった

ちろん、神様自体まで否定される立場になる

のです。それでは神様のように全知全能で天

ので、仕方なく再創造過程を通して収拾して

地を根本から創造し、すべての自主的な権限

きたのです。そのように恨多き歴史路程を誰

を所有しておられる方がどうして悪魔の前に、

が知るでしょうか。

歴史を通して人間をこんな姿、このようにし
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たのでしょうか。ですから神はいないという

になり、傷つき、悲痛な傷跡のある神様の心

結論は当然なものです。

を大きく開いても余りある余裕満々の純潔な
愛が滝の水のように流れ出て、神様が彼を抱

過ぎし日にはいろいろなことがありました。

き万事を忘れ、むしろ堕落があったことでよ

悔しく、無念な内容が多くありました。私の

り幸福だったと言うことのできる場はないの

性格では我慢できないようなことが多くあり

でしょうか。男ならば誰でもそうでなければ

ましたが、舌をかみ、カインの世界を占領し

なりません。分かりますか。

なければならなかったのです。カインの個人
ではなく、カインの家庭ではありません。カ

悪魔が神様に対して、「あなたの創造理想

インの世界を消化しなければなりませんでし

を中心として愛の絶対圏理想である真の単一

た。苦い、どれほど苦いことでしょうか。氷

氏族圏をつくるための愛の血統圏がこのよう

山くらいの苦いものを口に入れて、解かさな

に滅び、破壊状態になったにもかかわらず、

ければなりません。神様を滅ぼし、人類を駄

今も創造理想的論理が適用されるというので

目にした億千万世怨恨の大怨讐の悪魔、この

すか」とあざ笑うのです。そういうとき神様

悪魔を黙って屈服させなければなりません。

は何と答えられるでしょうか。どれほど息の
詰まるようなことでしょうか。本来、主人の

堕落した人類の始祖は悪魔が父となりまし

息子となるべきであるにもかかわらず、怨讐

た。サタンの愛、サタンの生命を受けたがゆ

の息子となり、抜け出そうにも抜け出すこと

えに、救いの歴史は困難です。キリスト教で

のできない塗炭の苦しみの中に陥った人類を

は全知全能だと言う神様が、なぜ無力な神様

見つめられる神様がどれほど悲嘆にくれてお

のようになり、人類が滅びていくのに手をつ

られるかを、はっきりと知る既成教会の人々

けられずにいるのでしょうか。死んだ神様の

はいるのでしょうか。

立場にあるのです。人間が罪を犯したがゆえ
に、人間がそれを解決することのできる解放

人類の父母としてこられたのに、父母とし

圏を備えなければ、神様は解放してやること

て侍ることができずに、自分のために血を流

ができません。解放してやれるものならば、

して死ぬために来たという父母がいったいい

初めからエデンの園からアダムとエバを追放

るでしょうか。愛の祝宴を催して「私の息子

しなかったはずです。神様が思いどおりにで

よ、私の娘よ、家庭よ、国よ」と、天下がす

きるのならば、エデンの園からアダムとエバ

べて和合するときに一つの平和と栄光の一日を

を追い出しませんでした。しかし追い出さざ

たたえるべき立場に立っている父母が、失った

るを得なかったのです。

子に出会うべきであるのに、会ってみると、子
女の手によって刃物で刺され、死んでいったと

神様の求める真の心をもたなければなりま

は……。考えてみてください、イエス様がどれ

せん。神様は真の愛を訪ねてこられます。救

ほど悲痛か。無知な人類に向かって教えてやる

援摂理歴史、復帰摂理歴史の前線から探し求

ことのできない事情の中に埋もれた神様の心情

めてきた真の息子として、今まであかまみれ

はいかばかりであったでしょうか。
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悔しい歴史的恨が先生にはあります。しか

人間は全宇宙を渡しても替えることのできない

し、私の恨は何でもありません。神様が神様

愛の基地を目指して、成熟し、平衡線上で縦横

の本分を果たせずにいます。このような多く

が結合する一つの軸をつくらなければなりませ

の事情を残した歴史過程に、神様の骨髄が溶

んでした。そうなったならば、それが基準とな

けるような悲痛な涙と流された血の跡がこの

り天地のあらゆる存在、あらゆる万物の測定基

地から喚声をあげているという事実を知らな

準になれたのではないでしょうか。その愛と因

ければなりません。神様を解怨成就しなけれ

縁を結んだすべての物はどこにでも合うように

ばならない使命が残っているということを知

なっています。どこにでも。

っているがゆえに、私は今までこのようなこ
とをしているのです。

悪魔は四代を蹂躙しました。まず皇后、そ
の上は何ですか、皇太后、その次は王の祖母、

堕落した世界に責任を負って復帰してこられ

次には娘、このように四代がみな生きている

た神様は、高く、貴く、聖なるきれいなところ

のを、王の目前で真昼に裸にさせて蹂躙して

にだけおられる神様ではありません。人間には

しまうのです。娘まで蹂躙してしまうのです。

想像もできない、形容することもできない悲惨

次にはみな殴り殺します。どれほどの怨讐で

で悲痛で残酷な背後をもっているのです。

しょうか。これを処断することのできない神

皆さんは自分よりも悔しい立場にいる人に慰

様の悲痛な事情を知らなければなりません。

労されれば慰められます。しかしながら神様は
誰よりも悲痛さを感じておられるがゆえに、神
様を慰労することのできる立場にいる人は一人

では、神様にとって悔しいことは何でしょ

としていないのです。始まりも神様御自身であ

うか。偽りの血筋を受け継ぐことです。偽り

り、終わりも神様御自身なので、その心の中に

の血統を皆さんは受け継ぎました。起源はサ

しこりとなった怨恨をいかにして解くかという

タンです。サタンという存在は被造物をすべ

ことが、今までの神様の内情的な事情なのです。

て滅ぼすことを願っています。そのような宇

神様はこのような事情を抱いて、今まで復帰摂

宙、そのような所有権、そのような血筋が皆

理をしてこられたのです。

さんにつながっているのです。見て、考えて、
においをかいで、話し、触る、五感のすべて

神様に会いたくて泣いたことがありますか。

の根がサタン側にあります。皆さんの先祖は

涙、鼻水を流しながら口蓋垂が垂れ下がるほ

とても悪い父母の実です。そのようなものを

ど泣いたことがありますか。それほど涙の出

神様が救おうというのですから、神様は本当

るような悔しく、悲痛な立場に立ったことが

にかわいそうです。（堕落した）アダムとエ

ありますか。これはすべて心情世界を越える

バを片づけてしまって、アダムとエバを再び

においての一つの峠となるのです。

造ることができないのはなぜでしょうか。造

人間と永遠に共にいるべき神様が、人間と引

ることはできても、本来、永遠の真の愛を中

き裂かれるときのその悲痛さと悔しさと憤りと

心として永遠の因縁で造ったがゆえに、そう

悲しさは、どれほどのものであったでしょうか。

できないのです。
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神様の悲惨さ、悔しい立場に立っておられ

て悲しかったことでしょう。極めて、極めて

るということを皆さんは知らなければなりま

悲痛だったことでしょう。その内容が深く価

せん。「私が造らなかったならば、あのよう

値的な内容であればあるほど、悲惨中の悲惨

にはならなかったものを。愛を求めて栄光の

だというのです。そのような父なる神様が失

天国を願ったことがこのようになるとは」と

った子を再び探し出すために復帰の道をたど

言われるのです。なぜでしょうか。悪魔の血

っていかれたのです。

肉を受けたからです。悪魔の愛が注がれ、悪
魔の生命、悪魔の血統がそこにあるので、こ

父母が愛する子をそれほどまでに信じてい

れを取り除かなければ神様が所有することが

るのに、子が裏切ったならば、信じていたの

できないのですが、それを取り除けば死んで

に比例して父母の受ける衝撃と苦衷、そして

しまいます。ですからそこに徐々に新しい血

悲惨さは、言葉ではとても表現できません。

管と生命と愛を注入して第二の創造物、救援

また、命を懸けて互いに愛し合っていた人が

物として神様のような代身者を探して立てな

裏切り、排斥し、不信するならば、やはり言

ければならないのです。その怨讐を愛してや

葉にはできないほど悲惨です。そのような立

らなければなりません。その怨讐を我慢して

場で身もだえしながら受ける苦痛は、経験し

愛さなければならないのです。とんでもない

た人でなければ分かりません。言葉だけでは

ことです、全く。

理解できません。このことは世の中のことを
見れば分かります。それでは神様はどうして

神様が、日が昇ったと言っては休み、気候

悲惨になったのでしょうか。神様は漠然とし

が良く、季節が良いといっては休むことがあ

た神様ではなく、具体的な神様です。私たち

るでしょうか。皆さんも同じです。怨讐を愛

人間とは最高の関係をもった神様です。神様

さなければなりません。この世の天地の背後

が喜ぶことがあったとすれば、それは人間と

にいたサタンを愛していかなければなりませ

共に喜びで出発し、終わりのない永遠に向か

ん。神様の息子の聖なることを私がたたえ、

って進み続けることのできる出発の起点をも

驚くべき価値をもっていることを知っている

つことです。ところがその出発の起点を人間

とするならば、その価値の前に悲惨でつらく、

ゆえに失いました。それがアダムとエバの堕

恨めしくとも行かねばならない道があり、そ

落です。

れが大怨讐を愛するということなのです。
この世でも、父母が還暦を過ぎてから生ま
二

れた七代続きの一人息子が死ぬことを考えれ

息子を失った衝撃、悲しみの神様

ば、絶望中の絶望だといえます。若ければま

一) 永遠のひとり子を失った神様

た生むこともできますが、年を取ってから生
純粋な本質的愛をもった神様の前に、理想

まれた七代続きの一人息子が死んだとすれば、

的対象として描いていたアダムとエバが堕落

七代圏を継承しようとしていた先祖たちの心

して落ちたとき、神様の心はどれほど悲しか

はいかばかりでしょうか。先祖たちは自分の

ったことでしょうか。どんな人間よりも極め

子孫、自分の血統を通して世界にまたとない
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万福を受けたいのです。ですから子が死んだ

対象である私たちを死の場に立たせることが

とすれば父母は後を追って死にたいのです。

できないのです。全知全能の神様であるなら

アダムは七代続きの一人息子どころか、永遠

ば、理想的な世界を造って復活させなければ

の一人息子です。一人しかいないアダムをし

ならないのです。父母の愛というものを考え

て家庭を築かせ、創造の大業を果たした立場

れば、それは十二分に可能です。神様がおら

に立たせようとしたのに、そのアダムが死ん

れるとすれば、神様は必ずそうすることので

だのですから神様の心はいかばかりであった

きる立場におられるでしょうから、私たちを

でしょうか。このように、よじれたのですか

そのような理想的な復活圏へと移してくださ

らどうしたらいいのでしょうか。神様はアダ

らなければならないという結論になるのです。

ムとエバの堕落によって六千年間、衝撃から

神様は、私たち人間に住まわせようとして、

抜け出せずにいらっしゃいます。

死ぬようなところ、悲惨なところに置いたの
ではなく、私たち人間を高次元的な世界に連

元来、創造原則から見ると、愛の一体理想

れていくための一つの関門として、そのよう

圏内に入れば、永遠な所有主が、愛を中心と

なところに置いたとするならば、それは素晴

した主体者が中心となるのです。ところが神

らしいことではないかというのです。

様がそのような中心となるべきであったのに、
サタンが中心となったのです。天地が地天と

創造主の威信までも、全知全能であられる

なり、すべてが反対になったのです。神様御

神様の威信までも、あまねく臨在される神様

自身が真の理想として願った愛の理想、真の

の実存性までも忘れるような心情で、アダム

愛を中心として一体となり、一つの体となっ

とエバを愛したかったのです。そのような立

たものは分かれてはならないものです。その

場で堕落したアダムとエバを見つめられる神

血統も神様の直系子女となるべきであるのに、

様の心はいかばかりであったか、これを知ら

それが妨げられて反対となったのです。

なければなりません。

人間の悲惨な姿を毎日毎日、時々に見つめ

今日、私たち人間は神様の息子、娘ではあり

られる神様のその心情はいかばかりでしょう

ません。神様がいくら泣いても見て見ないふり

か。自分の息子が不具者となり、王子、王女

をします。いくら悲しんでも見て見ないふりを

の栄光をたたえるべき存在が、肥だめのよう

します。それは人間がサタンの血肉を受け継い

になり地獄に逆さまに落ちたとするならば、

で生まれたからです。むしろ神様が悲しむのを

全知全能だという神様の威信はどうなるでし

見て賛美しています。滅びるのを見れば、喜ん

ょうか。絶対的な神様の威信はどうなります

で笑うのです。神様がこのような人間を指導し、

か。顔を上げることができるでしょうか。

開拓の方向を教えてやろうというのですから、
どれほど御苦労なことでしょうか。神様に、

息子が犠牲になったとすれば、その父親は

「ため」に生きようという心、憐れみの心がな

息子が死ぬようにほっておくでしょうか。こ

かったならば、今まで摂理歴史を支えてくるこ

のような観点から考えると、愛の神様は愛の

とができたでしょうか。
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に、どれほど身もだえしたでしょうか。身も

二) 神様の歴史的に悲惨な姿

だえした基準に比例して皆さんの人格の基準
神様が天から見下ろしているとするならば、

が測られるのです。

どれほど憤慨されるでしょうか。この万民は
御自身の血統的子孫であるべきなのに、悪魔
が悲惨な境地に追い込んで「あなたの子孫は

私たちは全知全能であられるそのお方に対

このように凄惨な立場に処している」と、神

することのできる何らの内容も持ち合わせて

様に向かって嘲笑しています。サタンがまた

いません。しかも堕落した人間として生まれ

「全知全能の神様なのだから、この環境をど

た私たち、私たちの目は俗なるものです。私

のように収拾するのですか」と言えば、神様

たちの五感の感情はすべて俗なるものです。

は沈黙を続けるしかないのです。聞いても聞

神様に対することのできるものは一つとして

こえないふりをし、においをかいでもかがな

ありません。一つもなく、公義の法をもって

いふりをし、感じながらも感じないふりをし

は相対することのできる内容が絶対にないの

なければならない神様の歴史的に悲惨な姿を

ですが、愛の法をもってのみ対することがで

皆さんは考えたことがありますか。

きるという唯一の道があるのです。したがっ

今日の既成教会で信じているように、全知

て皆さんが信仰生活において年を経るほどに

全能で栄光のみ座におられる神様であるとす

愛の哲学をもって暮らし、愛の哲学をもって

れば、御自身の息子、娘が死んでいくのに、

すべてのことを分別しながら生活する信仰者

み座から「ここに上がってこい。私が座を離

にならなければならないのです。そのような

れることはできない」と言うでしょうか。み

人は十年が過ぎ、二十年、三十年の生を経れ

座でも何でも投げ出して下りていくでしょう

ば、自動的に神様の必要とする人になってい

か。どちらでしょうか。そのままでおられる

くのです。

でしょうか、下りていかれるでしょうか。王
冠を脱いで急いで下りていくでしょうか。ど
うされるか考えてみてください。それではキ

神様が数千年の間復帰摂理をされながら受

リスト教の信仰は正しいでしょうか、間違っ

難の道を経てきたのは、神様が善なる心をも

ているでしょうか。

っていたので耐えてきたのでしょうか。神様
が今まで人類歴史の数万年の間救いの摂理を

神様が泣き叫びながら「私の息子よ、私の

してきながらも、いまだに疲れ果てることな

娘よ」と何万年、何十万年、何百万年も呼び

く続けてきた原因はどこにあるのでしょうか。

続けてこられたという事実を知らなければな

全知全能であられるからですか。そうではあ

りません。そのような神様の前で「父よー」

りません。愛の道を求めてきたがゆえ、愛の

と声がかすれるほど呼んだことがありますか。

息子、娘を探し求めているからです。それゆ

舌が乾き、息が詰まり、目がつぶれて開けら

え千年を一日のごとく受難の道を越えに越え

れないほどに、切に父を呼んだことがありま

ることのできた偉大な力は愛であった。そう

すか。生命の主体であるその価値を抱くため

でしょうか。そのとおりなのです。
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神様がかわいそうです。かわいそうではあ

を拭って、そうだとすれば通じますが、そう

りませんか。全知全能の神様がどうしてかわ

でないとすれば死んだ息子の霊が「これが父

いそうなのかと言うかもしれませんが、いく

親だなんて……。父親ではなかったのだ」と

ら全知全能だとしても愛する息子、娘を失っ

言うことでしょう。死んだ霊が活動するとす

た衝撃から抜け出すことができないのです。

れば、その父親に協助するでしょうか、反対

その衝撃から抜け出すための道が神様御自身

するでしょうか。世界の大統領でも誰でも、

にあるならば、神様は今まで六千年の歴史路

自分の愛する子供が死んだならば涙を流さな

程を経ながら苦労される必要はないのです。

ければなりません。

人間が罪を犯したからといって「お前、な

人間の創造本然の特権的な価値を喪失し、

ぜ罪を犯したのか」とおっしゃるばかりの神

堕落のうじとなってあえぐ無価値な人生を見

様ではありません。罪を犯した事情をよく知

つめる神様の内情的心情は、どれほど悲惨な

っていらっしゃる神様です。御自身の事情は

ことでしょうか。あの者たちは本来、私の愛

考えずに、人間の事情を知ってくださろうと

と私の生命と私の血統を通して直系の子とな

する神様です。悲しい者には悲しい事情をも

り、天国の栄光を占めたであろうに、敗者の

って訪ねてこられ、苦痛を受けている者には

仮面をつけ、呻吟と苦痛と絶望の中であえぎ

苦痛の事情をもって訪ねてこられ、悔しくや

ながら命を絶つ場にいるのです。ですから、

るせない者には悔しくやるせない事情をもっ

それを見つめる神様の心はどれほど悲痛でし

て訪ねてこられました。皆さんは神様とどれ

ょうか。そのように神様が悲しみの神様であ

だけ事情を通じたことがありますか。神様は

ることを知らずにいました。それゆえ文総裁

私たちの生活環境の中にもそのように訪ねて

は神様を知ってから何日も何週間も痛哭しま

こられました。それだけではなく、心情をも

した。統一教会の出発には、そのような深い

って訪ねてこられました。お前が私を裏切っ

ものがあるということを知らなければなりま

たとしても、私はお前の父親だという心があ

せん。

ったがゆえに、六千年という歳月を訪ねてこ
られたのです。
神様の心の中に苦痛があるとは誰も知らな
統一教会とは何でしょうか。神様の心情を

いのです。歴史上に現れ、今ここに先生を通

論じています。神様を解放しようとしていま

して現れて、その深い使命を明らかにしたの

す。既成教会は、私たちがそのようなことを

で知ることができるのであり、そうでなけれ

言うと言っては私たちを異端だと言います。

ば分からないのです。どれほど驚くべき事実

皆さん、立派な大統領でも自分の子が今死ん

でしょうか。イエス様もそれを知らなかった

だとすれば、その死んだ子の前で大統領の権

し、知っていたとしても心の中にあることを

威をもって「子供は死んだけれども、大統領

語ることができなかったのです。また、宗教

は涙を流すことはできない」と言うでしょう

指導者の中で誰一人としてそのような隠され

か。陰で鼻を打ちつけ、痛哭し、人前では顔

た宇宙の秘密を知る人はいませんでした。歴
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悔しい神様、神様がなぜ悔しいのでしょう

史上初めて世界の前に先生が現れ、宇宙の秘

か。人間世界では青春時代に苦労すれば必ず

密が明らかにされたのです。

未来に希望が保証されるのですが、神様は歴
三

拘束された神様、囹圄(れいご)の神様

史始まって以来今まで苦労しているのに、い
つ希望があるのでしょうか。いつ神様の希望

一) 神様が立つ瀬を失った

が成し遂げられるのでしょうか。神様は若い
私の恨は何でもありません。神様が神様の

神様でしょうか。今は年老いた神様なのでし

本分を果たせずいます。このような多くの事

ょうか。神様は何歳だと思いますか。神様は

情を残した歴史過程で、神様の骨髄が溶ける

宇宙の外にいるので年齢もありません。神様

ような悲痛な涙と流した血の跡がこの地で喚

は地球のように太陽系を一年に一度ずつ回る

声を上げているという事実を知らなければな

でしょうか。その外側にいるので数えられま

りません。このような神様の恨を解怨成就す

せん。計算する必要がありますか。

る使命があるということを知っているがゆえ、
神様がどれほど悔しいかといえば、王座を

私が今までこうしているのです。

奪われました。王座を怨讐に奪われたのです。
神様を解放しなければなりません。神様は

神様が神様となれず、悲しみの歴史をもって

今愛を中心として拘束されています。監獄に

いらっしゃるという事実を知らなければなり

閉じ込められているのと同じです。解放され

ません。自国の王、宇宙の王であるのに、王

ていないのです。全知全能の神様、宇宙を創

が生きているのにもかかわらず、王は死んだ

造された神様が人間ゆえに愛を中心として築

とさげすまれているのです。御自身の理想を

こうとされた理想世界をサタンに奪われたの

奪われ、御自身の愛する息子、娘をすべて奪

で、神様も心情的に解放されないのです。神

われ、完全に怨讐のもてあそぶ地球となって

様の心情的解放基盤がこの宇宙にできないの

しまいました。

です。神様も拘束されました。愛する子供が
万民が嘆息圏を抜け出さない限り、父母の

死んだのに父母が安らかでいられるでしょう

立場に立った神様は嘆息圏内から抜け出すこ

か。いられないのです。

とができないのです。愛する子供が悩んでい
神様を私の手で解放しようというのです。

るのに父母が安らかな立場に立つことはでき

神様は解放された神様ではありません。拘束

ないのです。このような立場に神様がおられ

された神様です。息子、娘を失った父母、な

るがゆえに、神様を解放してさしあげなけれ

おのこと孝行息子が死んだのちの父母の心を

ばなりません。何によって神様を解放してさ

解くためには、その孝行息子以上にすべての

しあげなければならないのでしょうか。神様

面を備え、十倍以上功を尽くして孝行しても、

は万民を愛することのできない拘束圏内にあ

その本来の心を解放することはできません。

るので、万民を自由に愛することのできる解

レバレンド・ムーンがそのような神様を解放

放圏を神様の前に取り戻してさしあげるべき

しようというのです。

責任があるのです。堕落した人へと落ちぶれ
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たので、堕落線を越えて勝利した息子、娘と

ければなりません。最後には人類を解放し、

なって解放してさしあげなければなりません。

霊界を解放し、神様を解放しなければなりま
せん。このような話を聞くのは初めてのこと

人間が堕落することによって何がどうなりま

でしょう。神様が私たちを解放してくれるも

したか。神様が自由な神様になれませんでした。

のと思っていたのに、私たちが神様を解放し

拘束の神様となりました。次に人類始祖が拘束

なければならないのです。心情的には神様が

されてしまいました。その次には天使世界まで

拘束されているということを知らなければな

拘束されてしまったのです。それだけではなく、

りません。

歴史的に多くの宗教人が拘束圏内であがいてい

愛する父母の前に親不孝者がいるとすれば、

ます。人類もやはり同じです。

その親不孝者が父母の願う基準、解放される
親不孝者をもった親は、その親不孝者によ

位置まで上がってくるのを見なければ、その

って拘束されるということを知らなければな

父母の心情の解放圏はできないのです。同じ

りません。その親を解放するためには、親不

ように神様においても最高の愛の相対として

孝をした以上の孝行を尽くさなければなりま

造ったアダムとエバは、神様の愛の相対であ

せん。それだけでなく、大衆の前で公認され

ると同時に縦的な面では父子の関係であり、

なければなりません。そうして初めて過去の

横的な面では夫婦的な縁となるようになって

罪を洗い流すことができるのです。これが天

いたので、彼らを中心として天地のあらゆる

理です。同じ道理です。「先生だけのために

愛の理想を実践しようとしたのです。ところ

……」というのは必要ありません。

が堕落によってそのすべてを失ったのです。

隣人とこの国、この民族はかわいそうな群れ

神様までも拘束の神様となってしまったので

です。五千年間「わらぶきの三間の家を建て、

す。

両親に侍って、千年万年……」（韓国の童謡
の歌詞）。両親に侍るという言葉は有り難い

天国を築いて生きる人でなければ天国へ行

のですが、千年万年わらぶきの三間の家に住

くことはできません。私が監獄に入って手錠

むのですか。かわいそうな民族です。このか

をかけられて暮らす立場に立ったとしても、

わいそうな民族を正しく指導しなければなり

「私」を拘束することのできない愛があるの

ません。お金も何もないこの民族が、神様の

です。私が腰を曲げ、眠ることのできない立

恵みまで受けられなければ、どこに行って暮

場にあるときに、夜に起きると手が光を放っ

らしますか。

ていたのです。なぜ光るのでしょうか。神様
が抱いてくださっているからです。それが分

二) 神様が神様の本分を果たせずにいる

かったのです。ですから暗い部屋でも光を放
ったのです。

統一教会はいつまで残るのでしょうか。地
球を解放し、霊界を解放し、のちに神様を愛

私がうめき声と泣き声を聞きながら監房の隅

の心情で解放するときまで統一教会は行かな

で粛然としていると、次の日の朝には、皆は
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ったい粉の包みを私に持ってきてくれたもの

様の探している母、父に会ったことがありま

です。通りを越えて「どこどこの監房の何号

すか。神様の探している妻、夫に会ったこと

のところに、お前がこれを持っていかなけれ

がありますか。神様の探している息子、娘に

ば、この監房全体が安らかではなく、お前の

会ったことがありますか。この恨みをどのよ

家が安らかではないので持っていってやれ」

うに解くのでしょうか。この心情の拘束の鉄

と言うのです。私の神様は愛の神様なので、

条網を誰が切るのでしょうか。それは神様の

このような神様を冷遇する恩知らずの統一教

愛以外にはありません。神様の本質的愛以外

会の群れとなってはなりません。

にはありません。

「人類のゆえに神様が拘束を受けているの

神様はあらゆる面において自由自在にでき

だ。私ゆえに神様が拘束されているのだ。私

るお方であるのに、非法的な愛という条件ゆ

という一個体のために神様がサタンの讒訴を

えに手をつけることができないという恨めし

受けているのだ。私のゆえにイエス様も死ん

く悲しい神様の心、気が遠くなるほど嫌気が

だのだ。私ゆえに聖霊が血のにじむ闘争の歴

さすのを誰が知るでしょうか。

史を抱いて身もだえしてきたのだ。神様、私
に力をお与えください。お父様を安息させ、

既成教会では「聖なる、聖なる神よ、栄光

解放の座に移してさしあげます」と言うこと

の神よ、私に恵みを下さい」と言うのですが、

のできる、信仰に飢える者、希望に飢える者、

神様はそんな神様ではありません。悲惨な神

愛に燃える者を神様が六千年間求めてこられ

様です。拘束された中にある神様です。良い

たのです。このような事実を私たちは知らな

息子を生んで解放されるべき神様であられる

ければなりません。

ので、神様の運命は哀れな運命です。ですか
ら皆さんは神様を解放してさしあげなければ

神様とサタンが闘ったとすれば、止めるこ

なりません。そうせずしては天道が正しく定

とのできる者はいるでしょうか。そのままで

められないので、この地上に理想世界は現れ

闘いが終わるでしょうか。神様の前に孝子は

ることができないのです。これを正すための

なく、神様の前に忠臣の道理、聖人の道理、

歴史が統一教会の歴史であり、使命です。

聖子の道理、聖者の道理、天国を守ることの
できる主流の愛の体制がなくなったので、神

統一教会のみ言、統一教会の内容、耳で聞

様の立つ瀬がないのです。今まで囹圄の身で

く内容の中には何があるのでしょうか。心情

軟禁状態にある神様となったのです。天国は

的に拘束されている神様を解放することので

完全に廃虚となり空になっています。そのよ

きる内容をもっているのです。人間が堕落す

うな痛みをもっているのが神様です。

ることによって神様は嘆息されたと言われて
います。嘆息の歴史は出発から世界的なもの

では、神様の探し求めるおじいさん、おば

となったのであり、世界的になったがゆえに

あさんに会ったことがありますか。堕落した

パウロは「人類が嘆息し、私たちの先祖も嘆

がゆえに、会うことができませんでした。神

息し、全人類までもが嘆息している」と言い
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ました。そうして神様の多くの息子、娘が現

使長である悪魔サタンまでも自然屈服させな

れることを願っていると言ったのです。それ

ければならないのです。神様はいてもいない

は嘆息圏から逃れることを、より分けていく

と同様の立場に立って、絶対的な神様の権威

ことを願ったからです。

を立てなければならないのです。神様は先に
打つことができません。神様が悪なるサタン
を打つことはできません。善なる神様が悪な

四 サタンを処断できない理由

るサタンを打つことはできないのです。

一) サタンが讒訴する理由

全知全能の神様がどうしてサタンを一息に

今日、神学的な立場でも、もともと悪魔サ
タンがいたのか、いなかったのかということ

片づけてしまうことができないのでしょうか。

が問題となります。もし、もともとサタンが

それを片づけようとするならば、アダムとエ

いたとするならば問題は大きいのです。全知

バ、創造したものまですべて片づけなければ

全能の神様の摂理に対し、六千年間反抗して

ならないという、愛の理想圏を爆破しなけれ

はそれを遮ってきた巧妙なサタンが初めから

ばならないという結論になるので、そうする

いたとするならば、このサタンを退治し、取

ことができないのです。絶対的な主人には、

り除くことのできる人があり得るでしょうか。

一度しようとしたことは絶対的に完成させる

問題となります。

べき責任があるのです。それゆえ、よこしま
な悪魔がいくら攻撃し、いくら迫害したとし

サタンはどこから生じたのかと考えるとき

ても、立てられた道理を回復するために、歴

に、もともといたという人がいます。全知全

史を抱いていかれる主人が神様であるという

能の神様に反対し、本然の人類始祖を堕落さ

ことを誰も知らなかったのです。

せたサタンがもともといてこのような結果を
招いたとするならば、サタンがいる限り、私

ところで、全知全能で絶対的な神様は、な

たち人間が救われるのを願うことはできませ

ぜ今まで人類がサタンに侵犯され、サタンの

ん。そうなれば結局、世界は二元論となり、

足の下で犠牲になりながらも、神様がいるの

二つの目的をもって世界は永遠に続くという

かいないのか分からないほどに、何も行使で

結論が出てくるのです。

きずにいる神様となったのでしょうか。これ
は深刻な問題です。それは神様が治めること

本来、神様のみ旨として立てられた創造理

のできる国がなく、神様が治めることのでき

想世界は、堕落することによって築くことが

る民がなく、神様が治めることのできる氏族

できませんでした。しかし神様は絶対的な権

がなく、神様が治めることのできる家庭がな

限をもった方であるがゆえに、外的な世の中

く、神様が絶対的に公認することのできる個

がすべて変化したとしても、御自身は絶対的

人がいなかったからです。その個人が成立し、

に変わることができないのです。悪魔にアダ

その家庭が成立し、その氏族が成立し、その

ムとエバを奪われ、万物をすべて譲り渡しま

民族が成立し、その国家主権が成立すれば、

したが、神様は絶対的なお方なので本来、天

一時に悪なる国、悪なる国民、悪なる氏族、
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悪なる家庭、悪なる個人を処理することがで

あられるのだから、あなたの設定した法を中

きるのです。そうしてこそ善となるのです。

心として実践すべきではないのか」と言うの

そうしてこそ神様の権威が立つのです。

です。

皆さん、サタンに勝つことができますか。

なぜ怨讐を愛さなければ私たちの道を越え

知恵の王であられる神様もサタンの讒訴にか

ていくことができないのか説明します。これ

かればどうすることもできません。一国の大

は原理の本にはありませんが、とても重要な

統領もそうです。ある条件に引っ掛かって国

ことなので知っておかなければなりません。

民がわあわあとデモをすればどうなりますか。

堕落した天使長が神様を讒訴しても、神様で

首を切られるかもしれません。条件に引っ掛

あられるがゆえに、たとえ天使長は堕落した

かれば全知全能の神様もどうすることもでき

としても神様が立てられた法度を遵守せざる

ません。大臣も条件に引っ掛かろうものなら、

を得ないのです。神様は絶対者であられます。

夕方には首が飛びます。ですから条件防御を

それゆえ天使長が堕落したとしても、神様は

しなければなりません。いかにして条件防御

被造物を御自身の立てられた法則、規則に従

をするかという問題が信仰生活における極め

って主管せざるを得ません。これは、神様が

て難しい問題です。ここに生死の問題がかか

堕落以前の天使長になさろうとされたことが

っています。

何であろうと、堕落したのちもそうせざるを
得ないということを意味します。それゆえ天

私たち人間はサタンの愛を中心としてサタ

使長は神様に「神様、あなたは私を完成期ま

ンの生命、サタンの血統につながってきまし

で、完成期ののちまでも愛されることになっ

た。これが問題です。このような位置には神

ています」というのです。

様がいることができません。神様が干渉する
ことができません。今まで歴史において全知

アダムになろうとすれば、三人の天使長を

全能な神様がなぜ無能な神様となってきたの

治めなければなりません。天使長は絶対服従

でしょうか。怨讐となる立場にサタンが立ち、

しなければなりません。絶対服従して絶対に

その怨讐は何を奪っていったでしょうか。神

愛さなければならないのです。神様に絶対順

様の愛を奪っていきました。神様の愛の圏、

従せず、絶対服従できないサタンは、絶対服

神様の生命圏、神様の血統圏を蹂躙したので

従すべき天理原則が残っている限り、原理原

す。この概念を常にもたなければなりません。

則が残っている限り、その原理原則をサタン
の勝手にすることはできません。その原理原

本来サタンは天使長でした。ところがその

則に順応するしかないということをサタン自

天使長が「私は堕落してサタンになったが、

身が知っています。神様が全知全能であって

神様は全知全能の絶対者であるから、あなた

も原理原則に反すれば除去されるのです。大

の立てた法度を中心として解決しなければな

統領でも憲法を通してこそ行使できるのと同

らないのではないか。私は法に背いてサタン

じです。憲法になければ大統領も勝手にでき

になったとしても神様は全知全能な絶対者で

ないようになっています。

86 * 八十六

천성경

天聖經
Cheon Seong Gyeong
二) 神様は法度を守られる

統一教会の文先生という人は深刻な人です。
深刻でした。神様がいるのか、いないのか。
神様は全知全能であられるのに、なぜ悪魔を

神様はどんなお方ですか。宇宙の心のよう

ほっておくのでしょうか。一日で清算してし

なお方です。この宇宙は体のようなものなの

まわずにいるのです。ヨブ記を見てください。

ですが、その体の真ん中には誰が入っている

あれほど無力な神様はどこにいるでしょうか。

かというと、悪魔が入っているのです。空中

そのようなことが理解できなければなりませ

の権勢をつかんだサタンがこの宇宙を支配し

ん。ですからどれほど深刻でしょうか。死ぬ

ているのです。これを消化するために神様は

か生きるかで身を投げ捨てて、一身を絞首台

どうしなければならないでしょうか。力ずく

に差し出し、闘ってより分けて取り戻したの

で打ってしまうことはできないのです。宇宙

です。自分の本然の生命を取り戻さなければ

の創造の本質は愛であり、宇宙の歴史的伝統

なりません。

が愛を通じたものであったので、誤った者が
いたとしても、神様はその原則の立場に立た

ヨブ記を見ても、神様はどうして悪魔の願い

ざるを得ないのです。それゆえ神様が堕落し

を聞き入れるのでしょうか。「ため」に生きる

たこの宇宙を回復するためには、今まで本質

愛をもった本体であるので、悪魔までも、悪魔

的愛を中心として創造された真の愛の理念を

に対しても悪魔の行動をもって対することはで

実現するために投入した本然的基準を永遠に

きないのです。ですから真だというのです。

続けなければ、絶体者である神様の権威を取
り戻すことができないのです。ですから神様

神様は神様の神秘的な創造力を活用して、

はいかばかり大変なことでしょうか。

サタンを屈服させるのではありません。自然
屈服です。
堕落とは何でしょうか。サタンを中心とし
現在、悪魔は世の中が神様のところに戻る

た愛の因縁を父母の立場で結んだことです。

ことができないようにめちゃくちゃにしまし

堕落論だの、善悪の実の話は必要もないので

た。フリーセックスやら何やら……。アメリ

す。否定することはできません。ですからサ

カでは近親相姦がどれほど多いか知れません。

タンの愛、サタンの生命、サタンの血統を受

父親が三人娘であれば三姉妹と連れ合って暮

け継いだ血族が今まで残ってつながってきた

らします。そのようなのがぞろぞろとしてい

のです。サタンは愛の怨讐です。神様が創造

ます。フリーセックスなので叔父が母親とも

理想として万年夢見てきた事実を破綻させた

一つになり、息子が自分の母親とも一つにな

のです。官吏の家門の一人娘を僕が蹂躙した

り、そういった具合です。獣と変わりありま

とすれば、その家の主人の娘だと言うことが

せん。ですからサタンが神様に「こんなとこ

できるでしょうか。追い出されるしかありま

ろで神様の創造理想である愛の理想を立てる

せん。天地の大道の軌道を離れたということ

ことができるのか、神様。ハハハ」と笑って

は、愛において過ちを犯したということです。

いるのです。

これは否定することができません。
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悪魔の子を自分の愛する息子、娘以上に愛

あなたはあなたの立てた本来の理想基準とい

さなければ、神様の本然の創造理想を実現す

うものを実践すべき責任があります。だから

ることができないのです。悪魔は「私は堕落

私を、このあなたのみ旨を成し遂げてしてい

してこうなったのであり、私の血族が神様を

く理想の門まで……。その世界に入っても、

裏切ったとしても、神様だけは、天理の道理

そこに住むことができなかったとしても、入

を守ってこそ神様といえるのではないか」と

っても自分で出てこれます。そこでは生きら

提唱するのです。ここで引っ掛かっているの

れないので出てこなければなりません」と言

です。

うのです。これがサタンの主張です。すると
神様は「お前の言うことはもっともだ」とい

サタンが神様に向かって、「あなたは永遠

うのです。

不滅の主体であられる神様であり、天地創造
悪魔サタンは私たち人間が一つでも罪を犯

の大主宰であられることを私は知っています。
真理の本体であり、愛の本体であり、原則の

そうものなら神様の前に讒訴します。「この

本体であるがゆえ、あなたはその法則、原則

者は罪を犯したので地獄に行かなければなり

どおり、変わることはできません。ゆえに私

ません」と即座に讒訴します。神様の前に人

は堕落したとしても、あなたはあなたの立て

間の罪を讒訴するこのサタンは、罪を犯した

た原則を実行すべきではないですか。そのた

ことに違いないのですが、この悪魔サタンの

めにはあなたは原則的な存在として、堕落し

罪を神様の前に告訴した人はいまだにいませ

た天使を愛さずしては本然の世界に息子、娘

ん。「絶対的な神様、あなたの権限を中心と

を連れていくことはできません。あなたが私

して考えると、悪魔サタンは、私たち人類の

を愛し、あなたの息子までが私を愛さなけれ

前に許されざる悪なる罪を犯し、神様の前に

ば天国へ行くことができないというのが、堕

許されざる悪なる罪を犯したので罰してくだ

落前の天使長に対してあなたが立てた計画で

さい」と言うことのできる人さえ現れたなら

すから、私が堕落したとしても、あなたはそ

ば、罪を犯したサタンを除去する道があるの

の原則を守らなければなりません。ですから

です。そのようにしてもサタンを除去できな

私を愛さなければなりません。そうでなけれ

いとすれば、神様は全知全能の神様ではない

ば真の神様になることができず、真の息子、

と言うしかありません。神様は人間の側の神

娘になることができません」と讒訴し、食い

様ではなく、サタン側の神様だということに

下がるのです。

なります。

悪魔が言うには「神様、私は変わる悪魔の

サタンは天使長なので、アダムとエバが完

親玉として変わり得る先祖になっているが、

成して天国に入るときには天使長もアダムと

あなたは天地の大主宰であり、真理の本体で

エバについて天国に入るのです。天使長が神

あり、不変の主人公ではないか。生命の不変

様の愛を受け、アダムとエバの愛を受けたの

の原則を備えた愛をもったお方ではないか。

ちに、共に天国に行くことができるというの

私は堕落してならず者となってしまったが、

が原理であり、創造の原則です。サタンは途
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中で失敗しましたが、サタンが「私は僕とし

れば全知全能の神様の前に、サタンを引っ張

て裏切り者となったのですが、主人であるあ

っていって「神様、悪魔サタンがこのような

なたは、天理の道理を定めた上で本質的伝統

罪を犯したのになぜ審判してしまわれないの

を立てました。あなたの立てた原則の上で、

ですか」と告訴することのできる人が現れな

完成したアダムと天使長を愛してこそ天国に

ければならないのです。

入ることができるというのが原則なのだから、
あなたはその原則を捨てることができないの

今まで私たちはサタンに主管されて引きずら

ではないですか」と言うならば、引っ掛かる

れてきたので、反対に私たちがサタンを捕らえ

のです。「お前の言うことは正しい」と言う

て、神様の前にサタンを引っ張っていって讒訴

のです。「私はこのようになったとしても神

しなければならないのです。ところが今日この

様は私と同じというわけにはいかないのでは

世では、サタンがいるということは知っていて

ないですか」と、サタンはこのように引っ掛

も、サタンがどんな罪を犯したのかは知りませ

けてくるのです。

ん。いまだに全知全能な神様の前で「神様、こ
の罪を犯したサタンをあなたの全知全能の権限

悪魔は天使長なので「本来、天国に入るこ
とのできる息子、娘は私を愛さなければなら

でもって処断してください」と讒訴した人は誰
一人としていないのです。

ないのではないか。神様も、アダム自身も私
を愛してから天国に入るのが本来の創造原理

それでは神様は全知全能であられるのに、

ではないか」と言います。悪魔はまた「その

なぜ天使長を打ち捕らえることができないの

ようにならない限り私の讒訴条件を逃れるこ

でしょうか。なぜサタン悪魔をやっつけるこ

とはできません。あなたは私を愛し、あなた

とができないのかというのです。サタンを打

の息子であるアダムも私を愛したという条件

ち捕らえられないのは、神様もサタンを愛さ

を立てなければなりません」と言うのです。

なければならないからです。絶対者であられ

このような問題を中心として怨讐を愛せよと

る神様が立てた天使長が悪魔になったとして

いう言葉が宗教人の中から出てきたのです。

も、神様は、天使長を本来の堕落していない
立場で考えてやることのできる基準をいつも

神様と父子の関係になれば、息子が痛哭す

もって歩まなければならないのです。ですか

る立場において父なる神様も痛哭するように

ら天使長を愛さなければなりません。神様の

なっています。そうなればサタンはびっくり

前に造られたアダムとエバは、神様の体です。

仰天して逃げていくのです。その場にいられ

ですから神様のみならず、アダムとエバもサ

ないのです。

タンを愛さなければなりません。

人間として自分の本然の権威を取り戻すこ

神様が六千年間、愛する息子、娘の首を数

とのできる人、すなわち悪魔サタンよりも上

千万回も切り落としてきたサタンを追及でき

になる人が現れなければ、この世の中を天側

ないのは、天使長の立場において彼を完全に

に取り戻すことができないのです。言い換え

愛してやれなかった責任があるからです。で
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すから今まで誰かが過ちを犯せば、「神様、

判することができなかったのです。このよう

あの者がこのようなことをしようとしていま

な問題は神学的に見て大きな問題です。なぜ

す」と讒訴するサタンの仕業が背後にあった

処理できなかったのでしょうか。全知全能の

のです。このような内容は今日統一教会が現

神様がなぜ悪魔を処理できないのかというの

れたので分かるのであって、誰も知らなかっ

です。

た内容です。
神様は闘いには関心がありません。神様の
もし悪魔サタンを引っ張っていって神様の

創造理想圏、その理想圏内には戦争、闘争と

前に訴えるならば、神様が「お前、そうする

いう概念はありません。闘争の概念があると

ものではない」とおっしゃられるでしょうか、

するならば二元論に陥るのです。根本的にこ

喜ばれるでしょうか。神様は間違いなく「お

れが一つの理想世界、絶対的な平和の世界と

お、私の息子よ、たった一人の我が息子よ」

は関係ないところに落ちることになるので、

と万世の前に立てて祝福してやりたいことで

神様の創造世界圏内には闘争という概念はな

しょう。そうしたい神様の内情がどれほど懇

いということを知らなければなりません。

切で、それをどれほど願っておられるかとい
うことを私たちは推し量ることができます。
神様は絶対的な神様であり、全知全能の神様

サタンがどのようにして落ちたのでしょうか。

であり、公義の審判主であられるがゆえに、

それをはっきりと知らなければなりません。サ

もし悪魔サタンを告訴し、讒訴する人が現れ

タンは大きいもの、下がっていったものをすべ

たならば、神様はサタンを審判することがで

て裂きましたが、天は小さいもの、下がってい

きるのです。

ったものをすべて合わせて大きくするのです。
反対の道です。宇宙の原則、宇宙の生成の原則

アダムとエバは罪を犯したので、神様が思

からすればどのようになっているかというと、

いのままにできないのです。自分の息子、娘

真の愛を求めようとする宇宙の根本に立脚して

が殺人をしたからといって、母親が変わりに

みて、この根本に順応することにおいてサタン

責任を負うことができ、兄弟が代わりに責任

は根本的に反対したので落ちていくのです。全

を負うということができるでしょうか。でき

知全能で唯一無二であり、永遠であられる神様

ません。それが天の法です。アダムとエバが

の本性はすべて一〇〇パーセント「ため」に生

罪を犯したがゆえに、神様も思いのままにす

きるということです。

ることができません。そしてまた誰と罪を犯
したでしょうか。サタンと罪を犯しました。

全知全能の神様も歴史を通じて愛の怨讐に

アダムが罪を犯したのですが、サタンがどう

報いるにおいて、力と権能であだを討つので

で、アダムとエバがどうだということについ

はなく、愛の法度を通して屈服させるのです。

て神様はいまだに審判していません。追い出

怨讐が自ら神様の前に完全に屈服して、僕の

しはしましたが、神様が今でも救いの摂理を

立場で世界人類の審判を受けても感謝するこ

しているので、サタンに讒訴されながらも審

とのできる立場、怨讐をそのような立場にま
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で引っ張っていこうとされるのです。そうで

す。愛の原則条件が結びついていなければ解

なければその罪を蕩減することができません。

放されないのです。

お父様が愛され、そのお父様が求めようとさ

五 神様を解放してさしあげよう

れる国を考えてみたことがありますか。監獄の

一) 神様は囹圄(れいご)の立場

道をもいとわずに行けば何らかの道があります。
その生死の岐路を開拓してきたのが、民族が進

誰が悪霊と善霊の闘いを終わらせることが

むことのできる道であり、暗黒の淵を越えて希

できるのでしょうか。それは神様でもなく、

望ある道であるということを知る人はいません。

サタンでもありません。それでは誰でしょう

世界万民を解放するためのトンネルを貫通する

か。真の愛から出発して真の愛をもっていく、

ために、そのような事情を抱いて苦労したとい

世界万民がついていくことのできる愛の主人

うことを知る人はいないのです。神様に忠誠を

公が現れなければ、神様の闘いとサタンの闘

尽くし私がこの道を行くということは、中心を

いを終わらせることはできないのです。この闘

お迎えした中で細心の注意を払って暮らしなが

いから解放されない限り、人間歴史世界におい

ら、愛を貴く抱いて侍るべきお方だということ

て平和という言葉は妄想的なものです。理想と

をわきまえていくということです。この道は時

いう言葉は抽象的で感傷的な言葉にすぎません。

が移り、歳月が変わっても万世に変わることの

それで神様はこの代表者を遣わすのですが、そ

ない、たった一つの道であると考えて生きてい

の主流思想をメシヤ思想というのです。救世主

くことです。

思想、救世主は人間だけではなく、神様までも
解放する人のことを言います。悪を処断するこ

神様を解放しなければなりません。私が神

とを意味します。神様解放と悪を決算するため

様を救わなければならないのです。私が救わ

の総責任者が救世主です。

れようとするのではなく、神様を解放しなけ
ればなりません。これが救いの摂理の総決算

救世主の使命は神様を解放することであり、

です。

サタンを処断することです。あれほど人間に
統一教会は神様解放のための解放軍です。

食いついては讒訴した怨恨のこの元凶を誰が
清算するのでしょうか。神様にはできません。

世界解放ではありません。世界解放は容易で

唯一メシヤが、救世主だけができるのです。

す。人間が団結すれば世界解放はできますが、
神様の解放は心情圏を団結させなければなり

私たちの願う統一教会とは何でしょうか。

ません。愛の圏を団結させることのできる原

父母の宗教を求めていこうということです。

理と思想体系を備えなければなりません。そ

甘い生活を求めるのではありません。道義的

うして霊界を解放し、地上に心情圏の橋を架

な関係ではありません。真の父母を中心とし

けなければなりません。どんな革命よりも恐

て真の愛の道理の道を求めていこうというの

ろしい革命です。困難な革命です。ですから

です。そうして神様を解放しようというので

人類の解放は容易でも、神様の解放は困難な
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のです。世界にまたとない困難なその仕事を

旨であるにもかかわらず、それに背き反対の

レバレンド・ムーンが旗手となり、今日摂理

立場に立ったのでアメリカ自体もまっさかさ

史の総決算という表題を掲げて進み出たとい

まに落ちるのです。家庭が崩れ、教会が崩れ、

うことは驚くべき事実です。

国が崩れ、すべてがめちゃめちゃです。すべ
てが病んでいます。

今日の宗教指導者はひれ伏して祈祷をして
神様と真の父母を解放し、世界を救うため

恵みを受けようとしますが、私は恵みを与え
てくださいと祈祷したことはありません。

に進み、地獄を貫かなければなりません。地

「私一人が祭物となって神様を解放しよう」

獄の底を貫いていけば天国です。これを知ら

と祈祷したのです。旧約時代は万物を立てて

なければなりません。それが近いのです。地

神様の人を探し求めるための時代であり、新

獄の底を貫くのです。ですから犠牲になり、

約時代は息子、娘を犠牲にして父母を探し求

奉仕せよというのです。「私が救われるため

めるための時代であり、成約時代は今まで父

に統一教会を信じる。この道を行く」という

母様の家庭を犠牲にして神様を解放するため

のでは零点です。それでは絶対に世界舞台に

の時代です。本然の父母をこの地上にお迎え

は立てません。「神様を解放し、真の父母を

し、共に千年万年暮らし……。韓国の童謡の

解放し、世界を救うために私はこの道を行

中に「月よ、月よ、明るい月よ、李太白が遊

く」と言わなければなりません。分かりまし

んでいた月よ……」というのがあります。月

たか。内容が違うのです。

桂の木が植えられているのでどうこう、両親
をお迎えして千年万年生きたいものだと、こ

死んでも生きてもこの道を正さずしては行

れはみな韓民族の啓示的なものです。天の父

けません。これを知っているがゆえに先生は、

母をお迎えして千年万年生きたいものだ、私

一生の間このようなことをするのです。はっ

はこの歌を思うたびに胸に熱く込み上げるも

きりと知らなければなりません。迫害を受け、

のがあります。

あちこちの監獄に入りながらもこの荷を背負
っていくのです。監獄に入るのが良くて入る

神様がアメリカに二百年間世界的な祝福を

のでしょうか。神様のため、神様の解放のた

すべて与えたのですが、これをすべて自分た

めに行くのです。人類の解放のため、サタン

ちのための福だと思い、自分たちキリスト教

世界を解放するために行くのです。蕩減復帰

の福だと思い、アメリカだけの祝福だと思っ

の道を行かずしては解放圏ができないのです。

ているのです。アメリカとキリスト教を犠牲

安逸な中ではサタンを分立することができな

にして、世界万民を解放し、万民の福祉を建

いので蕩減復帰の道を行くのです。

設すべき責任を忘れて、アメリカ第一主義、
アメリカ単一主義、個国主義に陥ってしまっ

責任分担解放圏というのは心情の解放圏の

たのです。世界主義的アメリカのために、自

ことを意味します。神様が解放されなければ

分の一国を犠牲にし、一キリスト教を犠牲に

ならず、父母様が解放されなければなりませ

してでも世界的基盤版図を築くのが神様のみ

ん。悪なる父母が現れたので、それに対さざ
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るを得ない立場に立った神様はどれほど苦痛

神様御自身は解放されているのです。人間が

なことでしょうか。ですから父母の解放、神

解放されていないので、人間を解放するにあ

様の解放をしなければなりません。そのよう

たって神様が解放条件に引っ掛かっているだ

な孝子とならなければならないのです。父母

けであって、神様御自身は解放されないお方

様がいまだに苦労をしており……。天の父母

ではないのです。人間にかかっているのです。

に苦痛を受けさせておいて、自分は楽に暮ら
そうというのですか。自分の息子、娘には良

キリスト教思想は再臨思想です。イエス様

いものを食べさせ楽に暮らそうというのです

が再臨して何をなさるのでしょうか。今日の

か。そのようにしたり、そのように考えるこ

キリスト教信者の中にはとんでもないことを

とができるのでしょうか。

言う人が多くいます。雲に乗って空中に上っ
て千年の祝宴をするのですか。よく知ってみ

神様を解放してさしあげるべき私たちの生

ると、それは全く根拠のないことを信じてい

活路程において、摂理のみ旨に対する神様を

るのです。イエス様が来て何をするのでしょ

呼ぶときには、胸が締めつけられ痛哭する心

うか。イエス様が来て誇れることは何でしょ

情をもたずしては呼ぶことのできない神様で

うか。神様の前に不義を立ててくれと抗拒す

あることを知らなければなりません。ですか

るサタン、そのサタンを切ってしまわなけれ

ら洗礼ヨハネも荒野で「悔い改めよ、天国は

ば神様はその永遠な抗拒を避けられないので

近づいた」と叫んだのです。イエス様も「悔

す。

い改めなさい。天国が近くまで来ている」と

この地に再臨主が来てすることは何でしょう

言ったのです。悔い改めなければならないの

か。キリスト教信者、その数億人にすぎない

です。皆さんが摂理のみ旨に向かう立場でど

人々に良い暮らしをさせるための再臨主では

れほど無礼であり、どれほど厚かましかった

ありません。神様を解放しなければなりませ

かというのです。世界において解放できなか

ん。公義の道理の前に立って神様を解放する

ったとしても、自分だけでも神様を苦痛から

という責任を果たす主役として来られる方が、

解放してあげなければならないのです。

再臨主でなければならないのです。

二) 神様の解放は人間がしなければならい

世界を統一するにはどうすべきであり、解
放はどのようにするのでしょうか。サタン圏
を統一することのできる神様のような能力を

世界を解放するには、まず神様を解放しな

もった人が現れれば、霊界と肉界に分かれた

ければなりません。神様が解放されてこそ世

ものが一つになるのです。解放されるのです。

界を解放できるのではないでしょうか。神様

サタンを主管することのできる人さえいれば、

を解放してから世界を解放しようというので

霊界も解放され、肉界も解放されます。神様

す。ですから統一教会を地の果てまで伝播し

に解放が必要でしょうか。神様は既に解放さ

て心情的絆を結んでくいを打ち、世の中すべ

れています。神様に解放が必要だというのは、

てを愛でもって溶かそうというのです。その

人間を解放するために必要だということです。

闘いをするのです。分かりましたか。
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神様を解放することのできるその位置まで行

様にあるということが分かりました。ですか

くべきことを知り、父母様の行く最後の終着点

ら「神様が好まれるものと言ってもたくさん

を目指して同調する群れが雲集するようにしな

あるでしょうが、最も好まれるものは何でし

ければなりません。そうすることによって個人

ょうか」と言うと、「私が一番好きなのは解

から家庭がつながり、家庭から氏族がつながっ

放である」と言うのです。答えは簡単です。

ていくことでしょう。氏族と民族、国家が犠牲

「私が一番好きなのは解放だ」と言うのです。

となった祭物的価値を相対的世界、第二次の父

それで「では、なぜ解放ができないのです

母様を迎えた世界に再現させることによって、

か」と言ったところ、「一人ではできない」

歴史的に犠牲となったすべての聖人たちを、復

と言うのです。それが病気なのです。神様一

活圏の実体として代わりに蕩減復帰しなければ

人ではできないというのです。

なりません。そうせずしてはこの地を離れるこ
とができないのが人間の運命であるがゆえに、
死んでもこれをなさなければならず、この溝を

国を愛しましたか。息子、娘を愛しました

埋めなければならないのです。これは宿命なの

か。息子、娘の道を開いてから民族を愛しま

で誰もが行かざるを得ません。早く行かなけれ

したか。世界が行く道を開いておいて、世界

ばならないのです。

を愛しましたか。天に行くことのできる道を
開いておいて……。そのようにできるところ

神様を解放しなければなりません。この地

にだけ完全な解放の夜明けが訪れるのです。

の隅々まで神様が訪ねてこられて「私の創造

夜が明けるとき、その陽光は谷間にまでさし

理想が夜も昼も、歴史を通して成し遂げられ

込み、死の中に閉ざされ拘束されていたすべ

たのだ。感謝であり、驚くべきことだ」とた

ての人間を完全に解放するのです。平和を謳

たえることができると同時に、どこへ行って

歌し、解放とともに統一の世界が私たちの前

も神様が愛さざるを得ないこの世界の舞台と

に来たと言い、千年の歴史をすべて無視して

なり、宇宙となり、霊界や肉界も同じように

解放の王子となり、統一の旗手となり、神様

ならなければならないのに、そのようにはな

の前に褒められるのみならず、神様の愛の懐

っていないのです。いまだに天のみ座の下ま

に抱かれて、永遠無窮の幸福を享受すべし、

でサタンの闇の権勢が占領しているのです。

ということになるのです。そのようにする自

ですから神様を解放するためには霊界を解放

信がありますか。

しなければなりません。闇の世界から。
人類の解放も必要ですが、人類の解放より
「私」という人は解放というのを本当に好

も先に、神様を解放しなければなりません。

む人です。また、統一ということを好みます。

そうしてこそ人類の解放につながるという事

どれほど好きでしょうか。生きられないほど、

実を考えている人はいません。既成教会の牧

死ぬほどに好きです。統一の門、解放の門は

師も、神様は栄光の中にいる審判の神様だと

この文という人にあるのではありません。よ

考えているのです。誤った考えをもっている

く知ってみると、万有の大主宰であられる神

のです。私の知っている神様はそうではあり
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ません。神様を死亡圏から解放しなければな

そのようなことをしているということを知っ

りません。

てほしいと思います。

旧約時代、新約時代、成約時代、その次は

先生は何でもありません。人類歴史は百五

完成時代です。完成というのは愛を中心とし

十万年だと言われていますが、永い歴史過程

た完成です。完成は父母の解放、子女の解放、

において自分の威信と権威とすべてを忘れて、

万物の解放、神様の解放です。それが一度に

失った子を探し求めて身もだえするかわいそ

なされなければなりません。堕落した父母に

うな父母の身の上を誰に訴えるのでしょうか。

よって一遍に地獄に行ったものが、天と地を

子が現れてそれを解いてさしあげるまでは、

かけて一度に成し遂げられるのです。

その胸の内にしこりとなった恨を解くことも
できないし、打ち込まれた釘を取り除くこと

民族的背景と民族を代表した人、または団

もできません。釘を取り除いて愛の涙で、血

体が現れるとするならば、それはどんな人で

肉で、それが肉となるように解いてさしあげ

あり、どんな団体でしょうか。民族の歴史的

なければならない神様の怨恨の心情を、誰が

伝統をもち、時代相を代表して世界へと進ん

解放してさしあげるのでしょうか。私の解放

でいくことのできる時代的な使命を、未来的

よりも先に、神様が解放されるべきであると

な使命につなげることのできる、そのような

いうことを知らなければなりません。これが

団体と個人でなければなりません。それがレ

宗教人の追求する究極的な解放の道だという

バレンド・ムーンと統一教会だということを

ことを知らなければなりません。

皆さんは知らなければなりません。それゆえ
統一教会の真理には侵略性がないのです。反

幸福の種がどこにあるのか知らなければな

対に救ってあげようというのです。解放しな

りません。堕落して失ったのでそれを取り戻

ければならないのです。万民をすべて解放し

さなければなりません。ですから統一教会を

なければなりません。解放をもって進むので

中心として真の神様を求めていこうというの

す。霊界と肉界が合わさって神様を解放しよ

です。今までの神様は復帰の神様です。本来

うというのです。

の神様ではありません。怨恨の神様、かわい
そうな神様です。喜びの神様ではありません。
落胆の神様です。それゆえ元どおりにするた

私が称賛され歓迎されるということは夢に

めには、復帰の神様を解放してあげなければ

も思っていません。祈祷してみてください。

なりません。お金でするのではありません。

統一教会の思想は、統一教会を犠牲にして人

権力でするのでもありません。ある人によっ

類を救い、世界の人類を救って天と地を解放

てするのでもありません。真の愛でしなけれ

し、その次には神様を解放するのです。神様

ばなりません。

は御自身が回収したものすべてを再び投入し
て、完全に堕落のない次元の高い別の世界、

苦労によって出発したので、苦労によって

天国大移動の局面を願われることでしょう。

終着点を目指していこうと思います。「レバ
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レンド・ムーンの名は悲惨であった」という

ません。そうしてこそ「アーメン」です。言

結論を出そうと決心した人物です。私にはお

ってみてください。「アーメン」。

金が必要ありません。名誉も必要ありません。
六

唯一神様を解放し、人類を解放し、サタンま

神様の解怨と孝子の道
一) 真のお父様が歩み来られた復帰の道

でも解放して永遠なる愛の基地をつくるのが、
新しい祖国を訪ねいく希望峰なのです。皆さ
んはそれを知って、行く手を険しい山々がは

神様のみ旨を成し遂げてさしあげようと決

ばんでも、朝食を忘れ、昼食を忘れ、夕食を

意したことを私はよく知っています。神様の

忘れ、昼と夜を忘れながらもその道を行こう

愛がこのようなものであるということを知り、

と身もだえしなければなりません。そのよう

ひざまずいて感謝し、許しの道を行かなけれ

な生涯が長ければ長いほど天の怨恨を越えた

ばならないということをよく知っている人物

神様の理想的愛が、皆さんと共に、皆さんの

です。血が吹き出しても解放の道を行かざる

家庭と共に、皆さんの一族と共に、皆さんの

を得ない怨恨の神様だということを知る者は

国と共にあるというのが天理の原則であると

いません。私は拷問を受け、倒れそうな立場

いうことを知って、そのように生きてくれる

にあっても神様の前に祈祷をしませんでした。

ことを願うのです。
私は追い回されましたが、私を助けてくださ
いと、神様の前に私の行く手を守ってくださ
偉大だというのは顔が偉大なのではなく、

いと、私を救ってくださいと祈祷するような

体が偉大なのではなく、思想が偉大なのです。

人ではありません。私は男としての自分の余

神様までも動かざるを得ず、神様までも私に

力をもっており、自分の気概をもっており、

ついてこざるを得ないという精神、それが偉

闘うことのできる自体力をもっている人間で

大なのです。愛の目的を達成できていない神

す。私の力が足りなくて意識を失い倒れたな

様を、私が愛をもって解放することを主張す

らば助けてくれるであろうから、それまでは

るのです。愛の目的を成就できなかったとい

自分の力で……。私が行く前に神様が先に準

う恨をもっている神様が、今日レバレンド・

備して待っているということを知っているの

ムーンに出会って解放されたというのは理論

です。

によるものです。妄想ではありません。体系
統一教会に神様がおられます。神様がおら

的な理論、科学的なデータによる実証的結果

れるのです。もし私が「あいつ！」と憤りを

によってこれを主張するのです。

こらえられずに口を閉じて「今に見ていろ。
神様を解放するのです。そうすれば終わり

何カ月かたったときには」と考えようものな

です。神様が思いどおりにすることができる

ら、めちゃめちゃになるのです。それを見る

のですから全知全能の神様の全権全能を行使

と不思議です。ですから私は舌をかんで我慢

する時代が来るので、そこは泰平王国となら

するのです。私の口で呪うことはできません。

ざるを得ないということを知らなければなり

真の父母の名をもった私が自分の口で呪うこ

96 * 九十六

천성경

天聖經
Cheon Seong Gyeong
とができずに唇をかんでいると、天がその怨

界はなおのこと有り難く思うことでしょう。

恨をすべて解いてくれるのです。それを見る

そこを目指して前進すべし！

と、神様が愛しているということが分かるで
しょうか。

西大門刑務所で……。統一教会に死を覚悟し
て通っていたのに、私がひいきしてあげないの

主人としての国権をもって、アジアの五千

で出ていった女性伝道師がいたのですが、その

年文化を誇ることのできる、白衣の単一民族

婦人が「ざまあみろ。神様の息子があのざま

の権威をもって主権国家の大統領となり、国

だ」と言いました。私は「監獄で消えるような

会議員となった人は一人としていないのでは

男ではない。私は解放の世界に向けて跳躍する

ないでしょうか。解放後に。私はそのような

であろう」と言いました。その人の顔が忘れら

国会議員を立て、そのような大統領を立てよ

れません。以前悲惨に死んだというのを聞いて

うと考えています。これは私一人の願いにと

かわいそうに思いました。私はそのように生き

どまるのではなく、神様がそれを願っている

ている人なのです。この心に染み込んだ怨恨…

ということを知らなければなりません。そう

…。五大主権者が私にどのように対したか、み

なったときアジアは私たちの手中に収まるの

な知っています。しかしながら知らないふりを

です。世界は私の指示どおりに、神様の目指

します。復讐しようとはしません。知らないか

されるところに向かわなければならないとい

らです。私が一度会って教えてやらなければな

うことは間違いないということを信じてくだ

らないのです。すべて話してから清算しなけれ

さい。

ばならないのです。

それでは先生自身は、この地に来るときに
怨恨の種を抱いている私に安息ということ

どんな立場に立つのでしょうか。神様の怨恨

がどこにあるでしょうか。行く道は急がれて

の心情をもって、残った息子として完成した

いるのです。千年史をすべて解いていかなけ

愛で愛することができなかったこと、兄弟と

ればならない道は忙しいのです。私は四十年

して完成した愛で愛することができなかった

の生涯、涙の道を逃れられない歩みをしてき

こと、夫婦として完成した愛で愛することが

た人物です。今も同じです。北の地が神様の

できなかったこと、父母として完成した愛で

新しい愛の園を迎えて、そこに神様をたたえ

愛することができなかったことを、愛するこ

ることのできる若者たちの芽が出なければな

とによってその恨の峠を蕩減して解いてあげ

らないのに……。神様に背いた芽として染ま

る立場に立っているのです。

っているのを御覧になって神様は顔をそむけ
られたのですが、その顔を振り向かせること

利他的なものでなければなりません。神様

ができるようにしなければなりません。私が

が利他的な創造理想を中心として投入、投入、

神様に侍ってそれを再び正常に回復しようと

投入して真の愛を繁殖するようになっている

いう思想をもっているので、そのようなこと

のです。こうすることによって天下をカバー

を共産世界も有り難く思うのであり、民主世

して本郷の地へと帰らなければならないので
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す。帰る時には怨讐だからといって足でけ飛

らないことを考えざるを得ませんでした。神

ばすのではありません。これを愛することに

様が有史以来、何十万、何百万年をかけても

よって自然屈服させなければならないのです。

成し遂げることができなかった、人類歴史を

自然屈服しなければ神様が定着することがで

終結させることができるという事実をはっき

きません。それゆえ文総裁が……。私が手段、

りと知っていた立場から見るとき、どれほど

方法を使えば誰にも負けません。しかしそれ

悲痛だったでしょうか。

を知っているがゆえに耐えてきたのです。火
のような性格で今まで四十年我慢するのはど

私は雨が降り雪が降るのも知らずに、夜を

れほど大変だったでしょうか。神様は私以上

朝のように早朝のように感じながら、食事を

であろうに、いかばかりのことでしょうか。

するのも忘れてこのようなことをしてきた人
です。安楽に考えることができません。神様

私が後ろを振り返ってみると、神様が私を

を知っているからです。神様を知った罪、誰

抱き締めながら涙を流されたことがあります。

よりも悲痛な神様であることを知ったがゆえ

「あなたは私の愛の中心です。私はあなたに

に、私という一身がばらばらに裂かれること

服従します。あなたに絶対に従っていきま

があったとしても、粉になって吹き飛ばされ

す」と祈りつつ、振り返ると、そのように私

ることがあったとしても、この飛んでいく細

を抱き締められるのです。その立場はどれほ

胞は神様の一点の細胞であると泣き叫ぶこと

ど偉大な立場でしょうか。神様が私にそのよ

ができるならば、男として生まれて価値のあ

うな神様の立場を与えてくださるように、今、

る死だと言いながら、死の道を訪ねてもがい

私もそれと同じ神様の立場を皆さんに与える

ているのです。もがいて滅びると思ったら、

のです。何のことか分かりますか。

なくなると思ったらこのようになりました。

考えてみてください。歴史を振り返ってみ

天と地に染み込んだ怨恨がどれほど大きい

るとき、四十年前、先生は国に追われ、既成

かを知っているがゆえに、血を吐く立場にあ

教会に追われ、すべてに追われて、荒野に追

っても神様を慰めなければならないのです。

い出された孤児のような立場にありました。

「私は死にそうです、神様、助けてくださ

このような立場から歴史的な基準を再び取り

い」という祈祷をすることのできない真の父

戻し、世界的な版図をつくらなければならな

母の立場に立たねばならない悲痛な事情を、

いみ旨を前にして、このみ旨を成し遂げなけ

誰が知っているでしょうか。知る人は誰一人

ればならない先生の立場はどんなに悲惨であ

いません。唯一神様だけが、神様だけが……。

ったことでしょうか。第二次世界大戦以後に、

いくら統一教会に従う人が多かったとしても、

神側として確定しておいた勝利的キリスト教

レバレンド・ムーンの思想に一つとなってい

文化圏と、自由世界を統治するアメリカの基

ません。このようなことを皆さんは知らなけ

盤をすべて失ってしまった立場だったのです。

ればなりません。統一家というものは、今日、

主人となった立場からこれを失ってしまった

解放圏に立った統一家というものは安っぽい

悲痛さと、再び四十年蕩減復帰しなければな

ものではありません。祝福を受けたという者
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たちが動くその挙動が今日、悪魔のいとこの

り、父母が反対しても切り、国が反対し、四

立場に立っているということを私は知ってい

千万、六千万が反対する道を歩んだ人です。

ます。
時間が余りにも短いのです。一生において
「私の闘いがまだ足らなくて、私が涙を流

これを直し、満たすためには時間がないので

す資格が足らないと感じ、私が悲しめばお父

す。先生の生涯がそうなのです。ですから世

様が涙されることを案じながら、私が打たれ

俗的に見れば先生の生涯はかわいそうなもの

て耐え難い悲痛な立場に立てば、天が悲惨な

です。神様に「先生はどんなお方ですか」と

立場に立つのではないかと案じる私の悲痛さ

聞いてみてください。先生は痛哭するしかな

は何でもありません。私の悲しみは何でもな

い痛みを感じながら、心臓をえぐり出すよう

く、私の悲しみは何でもありません」と歯を

な痛みをもって身もだえするような悲痛さを

食いしばって私が涙をこぼせば、天が涙をこ

体恤しています。先生は地上では悲惨な男で

ぼすのではないかと案じ、泣き叫んで怨讐に

す。そのような苦労を誰も知りません。皆、

報いる途上に立ち、先鋒将として勝利の旗を

自分が立派な人だと偉そうに威張っているだ

掲げて勇み立つ勇士がいるとするならば、そ

けで、先生の苦労を知りません。お母様も知

の勇士の前に神様は百倍謝礼するのです。

りません。

「お前の名を忠臣としようか、お前の名を孝
神様が六千年間苦労して残された功績をす

子としようか、お前の名を烈女としようか。
地上の歴史上にたとえ貴い者がいたとしても、

べて失い、興南収容所へ行った先生の悲痛な

お前ほど貴い者はいないであろう」と神様御

事情を皆さんは知りません。故郷を離れるこ

自身が頭を下げて謝礼するのです。

とが問題ではありません。妻子が問題ではあ
りません。天と地の未来の希望として解放の
民族が、私を歓迎しようとしていたその群れ

私文総裁は今まで個人的に孤独な道を歩ん

が、雲の中の地獄へと消えていく、暗黒世界

できた人です。孤独でも誰よりも神様をよく

に去っていくのを見て、痛哭しながら再び会

知っている人です。歴史時代に孤独な立場で

おうと叫んだのがきのうのようです。「お前

悲痛な神様の心情を中心としてそれを呪いつ

たちは消えていったが、私は再び私の行くべ

つ自分に恵みを与えてくれという人は多くい

き道を歩み、光明の朝日を抱いてお前たちを

ますが、私はそのようには考えません。「神

再び探し出して解放しよう」と宣言したのが

様、心配しないでください」と言いました。

きのうのようです。手錠をかけられ叫んだそ

そこが違うのです。私は個人的な試練ゆえに

の声を忘れることはありませんでした。困難

後退するような男ではありません。世界の試

なとき、いつも祈祷したその姿を忘れること

練を越え、神様を解放して死のうという男が、

ができません。

個人的な過程で降伏することはできません。
卑怯者にはなれません。自分の妻が反対して

「神様、あなたはこのようなお方ですね。

も切ってしまったのです。子が反対しても切

私の知っている神様はこのようなお方です」
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と言うと、神様は手を握って痛哭し「お前に

私が悔しいとすればどれほど悔しいでしょ

はそれが分かったのか。我が息子よ」と言う

うか。歴史上で私以上に悔しい人はいないで

ことになります。その言葉を聞けば、神様は

しょう。痛哭せよというとき、私以上に痛哭

痛哭するのです。大声で痛哭するその声はど

する人はいません。この地上で千年歴史を抱

れほど大きいでしょうか。その因縁は千年歴

き、失った悲しみを抱いて痛哭する痛哭、文

史に延長させることができないということを

総裁が心から流れ出る神様の心情を感じなが

神様は知っているので、涙を拭き痛哭をやめ

ら痛哭するその痛哭には及びません。そのよ

て「我が息子よ」と言うのです。それができ

うな根の上に意地を張って座り、そこで自分

る息子が必要であり、娘が必要な神様の立場

がよく食べ、楽に暮らすのですか。そんな者

を知らなければなりません。

がくたばって死んだ死体は犬も食いません。
はっきりと知らなければなりません。

「私は神様の真の勇士となろう。神様のた
めの戦場がどんなに悲惨であろうとも私はそ

いつも気分のいい男の姿をして困難な蕩減

の前線に参与しよう」というのが先生の精神

の峠を平気で越え、神様に侍り続け、神様を

です。いくら世界の迫害が押し寄せても、孤

慰労しながら峠を越えなければ平和の地上天

独単身で迫害を受ける立場、苦痛の立場にあ

国はできません。その代表者、公的な人は孤

っても私は神様に一度も不平を言ったことが

独な人です。ある一人の人が立ち上がって

ありません。これがレバレンド・ムーンの誇

「文先生はこのようなことをされ……」と一

りです。

言言えば、先生は痛哭する心情をもっていま
す。年を取って涙が渇れる七十のおじいさん

絶対的に神様を信じなさい。左にも信じる

なのに、誰もその悲しみの涙が流れるのを止め

ことができず、右にも信じることができず、

られない寂しさをもっています。そのような父

東西南北、前後左右、全部信じることができ

母がいるということを忘れてはなりません。

ません。絶対的に信じれば中央線に行くので
す。絶対的に信じれば一つの位置を求めてい

皆さん、考えてみてください。私は監獄生

くのです。絶対的な位置、神様がいらっしゃ

活をたくさんしました。五年以上監獄生活を

るところを求めていくのです。そこからすべ

しましたが、雨が降って軒先から落ちる水滴

てが解かれるのです。それゆえに信仰には独

が岩に穴を開けるということを思い、「私の

裁性が多いのです。話し合うことができませ

愛の涙の粒が神様の胸の中にしこりとなった

ん。ねじれているので強制的にでも角度を合

恨の岩を貫通することができるならば、そう

わせなければなりません。ですから神様がど

できれば……」と思いながら、その水滴を見

れほど苦痛で、私たち人類がどれほど苦痛な

て痛哭した事情が皆さんには分からないこと

ことでしょうか。

でしょう。流れていく水を見て、この水の流
れが神様をお迎えして神様が来られて沐浴す

二) 神様の解放のための生涯

ることのできる澄んだ水の流れとなったらど
れほど良いでしょうか。そのような愛の巣、
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安息所を、人間として神様に準備してさしあ

のです。心は一つです。精誠も一つです。先

げることのできる子となったらどれほど良い

生がどんな方かと、神様に祈祷してみてくだ

でしょうか。そのような心情の深い世界を皆

さい。痛哭されます。舌が出て戻らないほど

さんが体験できないとすれば、神様と関係が

痛哭されるのです。そのような事情をもって

ないのです。

暮らす先生だということを知らなければなり
ません。

憤りをどれほど堪えてきたことか知れませ
ん。息が詰まり、この五感すべてが一度に詰

堕落した人間の側では救世主ですが、神様

まって痛哭したことがどれほどたくさんあっ

の側から見れば初めに失った真の愛の創造理

たことでしょうか。皆さんに会うためではあ

想を完成する真の息子であり、真の父母です。

りません。人類の主権者たちを屈服させるた

救世主は堕落によってもたらされた神様の恨

めです。どういうことか分かりますか。こん

を解いてさしあげるために生涯を捧げて犠牲

棒や銃剣によってではありません。愛の血統

の道を開拓してきた方です。栄光としてだけ

を通して彼らを感化して自然屈服させなけれ

いらっしゃるお方ではありません。常に神様

ば、天地に神様の願う平和の園ができません。

の心情と共に痛哭し、サタンを屈服させるた

平和の王国建設は不可能です。

めに心を痛め気をもむお方です。

この世で生きるのにどれほど困難なことが

誰の神様にするのですか。アメリカの神様

多いでしょうか。今日歩いていてどうなるか

にするのですか、大韓民国の神様にするので

分かりません。その恐怖の環境から抜け出す

すか。私の神様にするのですか。どれですか。

ことができないかわいそうな人生です。この

欲張りですね。そうするには民族以上に神様

恐怖の環境と混乱の中に立っている私に教え

のために努力すべきです。神様が文総裁が好

てくれる師は誰でしょうか。師がいません。

きだとしても、文総裁以上のことをすれば神

ここに立っている私はそのような問題のゆえ

様は間違いなく文総裁以上に皆さんを好きに

に痛哭し、身もだえしました。神様がいるな

なることでしょう。それは間違いない公式で

らば、なぜ師の役目を果たせないのでしょう

はないですか。そこには異議がありません。

か。知ってみれば神様は愛を原則とした師だ

私は、私以上に神様を慰め、神様のみ旨のた

ったのです。これを知らずに神様を恨みまし

めにより奉仕し、功労を立てることのできる

た。愛を中心とした師なのです。

人を求めるのです。もし自分より劣る人を望
むとすればそれは独裁者です。

最近は朝起きて顔を洗い、髭を剃りますが、
夕方疲れて帰ってきて一時間ほど寝たことが

マラソンの選手がスタートラインから八〇

ありました。少し横になったのです。それか

パーセントのところまで来た所で、百メート

ら出ていって顔を洗い、髭を剃っていると、

ル、千メートル前に出ているとすればどうし

それを見て「どうしたのですか」と、朝では

ますか。そこで転べばおしまいです。マラソ

ないと言って笑うのです。そのように暮らす

ンのチャンピオンが走るときに観衆は「ゆっ
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くり走れ」と言うでしょうか。「速く走れ、

のです。胸が張り裂けるほど痛哭せざるを得

速く」と倒れるまでそう言うことでしょう。

ないのです。「ありがとう、私が数千年の歴

同じです。記録を作らなければなりません。

史をこのようにしてきた」と言うのです。人

レバレンド・ムーンが最高記録をもっていて

類創造歴史が何千万年です。六千年ではあり

こそ、神様は最高の賞を下さるときに堂々と

ません。それを聖書では文化史を中心として

下さることができるのです。その時まで、そ

言っているのであり、救いの摂理に着手する

の時まで押すのです。

ためのみ旨を中心としていえば、事実何千万
年にもなるのです。

出発において誤ったのです。あきれて言葉
が出ません。出生において過ちがあったとは、

自分の欲心を中心として統一教会を利用し

大きくなって分かったのですが、養子といっ

ようという人、ありとあらゆることをした人

ても乞食の中から、孤児院から乞食を連れて

を歴史上見かけても、知っていてもだまされ

きて育てたというのです。これは乞食よりも

たふりをしてやりました。なぜだまされてや

っとひどいのです。幼いときは自分の両親だ

るのでしょうか。神様が今までそのようにし

と思っていたのに、大きくなってから自分が

てだまされてきました。裏切り、背を向ける

乞食の息子だったということが分かったので

姿を見るたびにあきれ驚いて「あいつ、雷を

す。乞食の出だということが分かればその家

落として首を、日本刀があったら一気に首を

はどうなるでしょうか。ひっくり返るのです。

落としてやりたい」という憤慨と悔しい思い

痛哭してひっくり返るのです。育ててくれた

が爆発するのですが、彼らが帰ってくること

両親を自分の本当の両親だと思っていたのに

を願っている天の心があることを思うと、そ

孤児院で育った息子だという事実を知ったな

うはできないのです。かわいそうな神様にす

らば、どれほど驚くでしょうか。私たち人間

がって許そうという心をもってきたところ、

世界でもこれほど大変なことなのに、天はそ

そのたびに節ができます。分かりますか。統

れ以上なのです。神様の王権、天国の王宮の

一教会の一つの節ができるのです。竹に節が

皇太子が野良犬と関係をもってこのようにな

あるように、節ができるのです。そうして家

るとは。地獄の王になるとは。

庭的節目、氏族的節目、民族的節目を刻んで
いくのです。

文総裁と統一教会の夫婦の理念は、神様の
血統を受け継いで生まれた息子、娘として千

歴史的師が生きた苦痛、神様の歴史的苦痛

年万年、永遠な父母に侍り、永遠に我が息子、

を流し去ってしまってはならないのです。私

我が娘とたたえることのできる息子の資格、

の心の深い愛を大切にしまい、あの世に行っ

娘の資格をもつことです。その立場を通過し

て出会ったら首を抱いて「あなたが悲しかっ

てこそ神様の心の中に残っている堕落の傷を

た事情をみな知り、その度数に合わせて生き

解くことができるのです。そのように神様に

ようとしましたが、及びませんでした。これ

すがって「お父様、どれほど苦労されました

を許してください」と言いながら涙をのんで

か」と言えば、その一言に神様が痛哭をする

痛哭する心が先立つときは、神様にすがって
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痛哭するとしても神様も共に泣きながらかき

哀れにも私という人を知らなかったならば、

抱いてくださるのです。そのような日をもて

そんなことにはならなかったのに。国境を越

ずしては解放できないと考えている人です。

えに越え、一度も会ったこともない師に従っ

妻の愛がどんなに大きいとしてもその立場に

て歩み、最後に東方の韓国に向かって「私は

及ばず、父母の愛がどんなに大きいとしても

行きます」と両手を合わせて祈り、最後の道

その立場に及ばないのです。それを知ってい

を行く彼らを、かき抱いてあげることもでき

るので、解放のためによそ見も寄り道もでき

ず、助けてあげることができない心情を皆さ

ずに歩んできたのです。

んは分かりますか。悪魔の前に受難を受け、
苦痛を受けて捕虜となっている彼らを哀れに

また会うときまで昼夜を分かたず、御飯が

思う天の心情を知りながらも、昼夜を分かたず

食べたければ先生のことを思い、御飯を食べ

前進しなければならないと追い立てたのです。

ないでみ旨のために先生がしていることをし
なければならず、眠たくなったら眠らない先

私は統一教会の教主になろうとは夢にも思

生を思ってみ旨のために闘っていかなければ

いませんでした。今もそうです。私は教主と

なりません。非難を受けながらも弁解せずに

いう観念をもっていません。平民なのです。

忍耐してきた師を考えなければなりません。

きょうも洋服を着ないでネクタイも結びませ

それ以上の心をもち、あすの勝利に対する欲

んでした。一つでも不足な装いをしてこそ気

望をもって、自然屈服する怨讐の群れを見る

持ちが楽なのです。なぜでしょうか。統一教

ために自らの実績をもって行こうという心を

会の食口たちは全世界に広まって、この時間

もたなければなりません。そうした努力をし

にも雨降る軒下でぬれた服を着て先生を慕い

てこそ、皆さんが生きる道があり、この民族

ながら、「先生が御安泰であられるように」

が生きることができるのです。

と敬拝していることを知っているからです。
福を祈っている立場を蹂躙してはなりません。

ある時には、死刑宣告を受けたという連絡

それで目さえ開けば眠れずに、このような罪

を受けたこともありました。そのようなとき

人のような教主の生活をしているのです。そ

に統一教会の教主であるこの私が、どうして

れゆえに統一教会の教会員たちが文総裁を無

涙なしに夜を明かすことができるでしょうか。

視できないのです。
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Book 二: 真の父母 True Parents

と関係ない、創造理想を立てようとした真な
る父母と関係ない、血統的な因縁を残したと
いうことです。すなわち、過った血筋を受け
継ぐようになったということです。

一、真の父母とは
一）真の父母という言葉の意味

それゆえ、真の父母という言葉は、人類始祖
我々統一教会員たちが平素使う言葉のうち、

から歴史的にすべての人間が過った血統の中

「真の父母」という言葉があります。その言

に生きることを清算してしまい、神様を中心

葉は簡単な言葉ですが、その内容は実に驚く

として、新しい本然的な根を中心とした、愛

べきことです。歴史以来、どんな図書館にも

と生命と血統がつながるという意味を中心と

ありません。真の父母という言葉は、最も易

して言う言葉です。これは本当に驚くべき言

しい言葉ですが、その言葉は我々だけが持っ

葉です。（二〇一・六〇）

ている言葉であり、我々だけが使う言葉です。

皆さん、考えてみなさい。キリスト教が二千

二）真の起源

年の歴史を経てきながら、人類の先祖が堕落
したとしたら堕落した父母は偽りの父母、悪

「真」とは

い父母で、堕落しない父母は善の父母であり、
真の父母ということがいっぺんに分かるのに、

この天地間に真なる方がいるなら、その方は

それを今まで発表できなかったのです。それ

誰でしょうか？

は、発表できる、この時を待ってきたのです。

今日我々の韓国語で言うと「お一人しかいな

絶対者です。この絶対者を、

いご主人様」ということです。一人（韓国語
過去の歴史時代に、真の父母ということを考

でハナ）しかいないご主人様をもっと縮めて

えた人がいるかもしれませんが、その背後が

言うと、神様（ハナニム）になります。お一

どうだということまでは解く道理がなかった

人しかいないご主人様が、神様だということ

のです。統一教会の膨大な原理の全体の内容

です。

を備えずしては、それを確実に解けないので、
誰も簡単に真の父母という言葉を言うことが

では、神様はどんな方か？ 神様は、地上の

できませんでした。原理のみ言、あるいは、

良い人も好きで、悪い人も好きです。罪を犯

我々が知っている統一教会の歴史観、また、

して死刑場に出て死ぬようになる死刑囚も

人類の本然的な根源に対する事実を明らかに

「神様！ 私をかわいそうに思って下さいま

したということは、驚くべき事実です。

せ。私はあなたが好きです」と言って死ぬで
しょう？ そうですか、違いますか？（そう

真の父母という言葉を確実に知ることによっ

です）。「神様、私は死ぬ！ あなたが私を

て、何が分かるでしょうか？ 我々人類の始

こうなるようにした！」（笑い） そう言い

祖の堕落が不倫な関係によってなされ、神様

ますか？（言いません！）
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では、どうして神様の前では、悪いことをし
て死んでいく立場にある人も、良い心で犠牲

それで、私を憎む人も好もうというのです。

になって再出発に希望を誓いながら、その神

私を憎む人を私が好めば、その人が嫌がりま

様の前に最高に寄与し、また頼り、彼ととも

すか？（好みます）。好むのです。私を憎む

にいたがり、内心では父母を離れ、兄弟を離

人に私が三回以上良く接してあげたら、彼が

れ、誰よりも切に近くで事情を通じたがるか

頭を下げるようになるのです。三回だけ良く

というのです。これは、神様が偽りだからそ

してやれば、頭を下げます。そうか、そうで

うですか、真だからそうですか？（真だから

ないか、一度やってみなさい。人には良心が

です）。真であるためにそう言うのです。

あって、自分が過ったのかよくやったのか分
かるのです。（三九・三〇二）

真なる方は好きな者だけ好むのではなく、自
分を殺せと言う怨讐までも好まなければなり

皆さん、我が国には良い人が多いでしょう？

ません。彼の前には、すべてを任せることが

世の中には立派な人がたくさんいます。偉人

でき、すべてを相談したくもあり、すべてを

もいます。それなら、大韓民国の偉人は誰で

願うこともできる立場にある人であってこそ、

すか？ 大韓民国の「偉人」と言えば、大概

真なる人です。分かりますか？ もう真なる

誰を言いますか？（李舜臣将軍です）。そう

人が分かったでしょう？（はい！）

ですか。李舜臣将軍！ 李舜臣将軍も偉人で
す。皆さん、李舜臣将軍が好きですか、嫌い
ですか？（好きです）。全部好きですか？

では、お嬢さんたち、今まで育ってきた過程

（はい）。

で、憎い人がいましたか、いませんでした
か？（いました）。では、憎い人がいる人は、

では、李舜臣将軍が真なる人ですか、そうで

真なる人ですか、偽りの人ですか？（偽りの

はないですか？（分かりません）。分からな

人です）。ここの男たちも憎い人がいる人は、

いでしょう。分からないのに好きだというの

真なる人ですか、偽りの人ですか？（偽りの

です。ですが、先生はそのように好きではあ

人です）。間違いなく偽りの人です。では、

りません。私がこう言うから「おかしい。あ

この世界には偽りの人が多いですか、真なる

の方はなぜああ言うか？ 我が国の忠臣を嫌

人が多いですか？（いつわりの人が多いで

うとは。では、あの人は共産党か、民族反逆

す）。偽りの人が多いでしょう？（はい）。

者か？」と言うかもしれませんが、私は李舜

これをはっきりと知らなければなりません。

臣将軍が嫌いです。なぜ嫌いか知りたいでし
ょう？ 答えてあげましょう。（笑い）

真なる人になろうとする人なら、両面を備え
ているべきです。統一教会の輩たちが、私を

「李舜臣将軍」と言えば、韓国人すべてが、

好きな人はとても好きで、私を憎む人は積極

忠臣として知っています。しかし、日本人は

的に憎んだら、良い輩ですか、悪い輩です

どう思っていますか？ 怨讐ではありません

か？（悪い輩です）。

か、怨讐？ 日本人は、李舜臣将軍を怨讐と
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思うのです。これは、日本の歴史の本にも明

ものです。最高を皆好むのです。皆好むとい

らかにされています。李舜臣将軍は、日本人

うことは、良い人も好むのであり、悪い人も

の前には怨讐であり、韓国人の前には忠臣だ

好むということです。そうでしょう？（は

ということです。それで、先生は彼が好きで

い）。

ないのです。
それゆえ、悪い人だといって嫌ったら真では
「真」ということは、英国に行っても真であ

ありません。悪い人も最高に好み、良い人も

り、ドイツに行っても真であり、アメリカに

最高に好むべきなのです。これが真なる人の

行っても真であり、韓国に来ても真であり、

定義です。真なる人とは、悪い人もいちばん

アフリカに行っても？（真です！）日本に行

好み、良い人もいちばん好む人です。そのよ

っても？（真です）。真になるべきなのです。

うな者がいれば、その方が真なる方です。こ

ですから、真は怨讐がないのです。真は好き

こに異議がありますか？ ないでしょう？

でない人がいないのです。一方では好きで、

（はい）。（三九・三〇一）

他の一方では嫌うのは、完全な真になれない
のです。そうでしょう？

・ 真の起源

李舜臣将軍が、完全な「真なる人」であるな

真ということは、個人に限ってあるのではあ

ら、日本人も韓国人とともに偉人として、真

りません。全体を越えに越えて、適用され、

の人であれば真の人として崇拝すべきです。

全体を越えに越えて価値的な因縁を結ぼうと

しかし、真なる人の基準で見ると、李舜臣将

するのが真なのです。真は誰もが好み、誰も

軍は完全な真ではないということです。少し

が探すものであるために、どこにでもなけれ

は真になれますがね。大韓民国を中心として

ばならないということです。（六三・八九）

見ると真ですが、日本を中心としてはそうで
はないのです。ここに異議がありますか？

我々は個人の目的のために集まったのではな

異議がありますか、ありませんか？（ありま

く、全体の目的のために集まりました。それ

せん）。私は真なる人を願うので、李舜臣将

ゆえ、自分個人より家庭のために、家庭より

軍のように真になりきれない人は好きではな

民族、民族より国家、国家よりまず世界のた

いのです。

めであるべきです。また、自分個人が真にな
る前に、家庭が真になるべきであり、さらに

では、この世の中で真なる人はどんな人か？

は国家、世界が真になるべきです。

前で言ったのと同様に、悪い人も好み、良い
人も好む人です。良い人がいちばん好きな人

人間は、自分個体としては、すべての福が動

を、悪い人はいちばん憎むべきですか？ 悪

機になりえない復帰路程に立っています。で

い人もいちばん好きな人でなければなりませ

は、その動機は何か？ 真です。人間が真な

ん。ここには良い人と悪い人が混ざっていま

る姿を成すには、すべて生死禍福の根源であ

すが、願って希望することは、すべて最高の

られる神様と関係を結ぶべきです。その関係
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を結ばなければ、人間個体内では真なる姿を

我々は、祈るとき、「真なる神様、天におら

成しえません。

れる聖なる神様」という言葉を漠然と習慣に
よって言う場合がたくさんあります。しかし、

真は、必ず神様が中心となるべきです。それ

本当の意味での真は、今までありませんでし

で、人間は、全体的に収拾して主管しうる決

た。それがなかったので、真として連結しう

定的な基盤を持つようになるとき、真が成さ

る起源は、人間たちが歩んできた歴史の背景

れるのです。その基盤を持てなければ「真」

にあるのではなく、これを超越した位置にあ

という名詞は成立しえないということを知る

るのです。そこから出発するのです。すなわ

べきです。

ち、その起源は、環境を超越した位置から追
求しなければいけないので、宗教は人を中心

真の起源は、神様であられます。神様がおら

として信じていくのではありません。

れることによって、真が成されます。神様が
離れるようになるとき、真も離れるようにな

もちろん、教祖を中心として信仰の標準を立

ります。そこには真ではない、悪の起源が生

てておいていく人たちもいます。しかし、そ

まれるのです。

れを超越した立場から、神様を介在させ、真
を追求してくる人たちもいるのです。これを
見るとき、歴史過程を経てきた数多くの人間

真があってこそ、真なる結果をもたらすこと

の生活路程においてや、現実社会においても、

ができます。言い換えれば、神様がおられる

真の起源を持てなかったということです。

ことによって、神様の願いが成されうるとい
うことです。それゆえ、真だ、善だという名

人間自体に連結された位置からは、真の起源

詞は、人間を主にして立てられたのではなく、

を備えることはできません。真は、必ず絶対

神様を主にして立てられたのです。

的基準です。それゆえ、神様、あるいは絶対
者、神という問題がここに登場せざるをえま
せん。それはなぜそうなのか？ 今まで地上

このような観点から見ても、真は人間が勝手

に真の愛がなかったためです。それゆえ、真

に考えることができるものではありません。

を指向しながら生きる人自体としては、真の

すなわち、堕落した人間が勝手に管理する、

動機になりえません。その動機は、神様でな

そのような位置に従属しているのではなく、

ければなりません。必ず宗教や、人類歴史上

真が我々を主管しているということを知るべ

において、最後の重要な分岐点に行っては、

きです。それゆえ、我々は、いつも真の前に

神が登場します。絶対者が必ず必要になるの

屈服すべきです。真を立てて、そこに順応す

です。

べきです。皆さんの現実的な生活や、あるい
は良心生活を推し量っても、真は完全に天に

哲学が追求する目標、すなわち、真理を通じ

属しているという事実を否定する道理がない

て最後の目標について追求していったり、あ

でしょう。

るいは、存在の起源を掘り下げていっても、
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必ずここには神という問題、超越者、絶対者

我々の心の基礎を分析してみると、知情意に

という名詞が介在するのです。それはなぜそ

なっています。その中でも、どこにとどまる

うなのか？ 絶対者と関係を結ばなくては、

か？ 知情意のうち、何が根本であるかとい

すべての学問や、すべての存在価値の起源が

うとき、意でもなく、知でもない、情です。

解決できないからです。それで、人間たちが、
深刻な場では必ず真を通じて解決しようとし

皆さんは、自分にいちばん貴いものがあった

たのです。

ら、それをどこに置きたいですか？ 自分だ
けが知っている所に置きたいでしょう。そこ

このような事実を、我々は否定することがで

は誰も触れられず、関与できない、すなわち

きません。それゆえ、真の起源は、人間だけ

自分だけが絶対的に管理しうる所です。そこ

でなるのではなく、必ず絶対者、神様が介在

がどこでしょうか？ 心の深い所です。心の

すべきなのです。真を主張する宗教は、神様

深い所に埋めておくのです。ここであれば安

を離れては考えることができません。真を主

心だと言える所に置くのです。すなわち、

張する人倫道徳も、神を否定できません。

人々がよく貴重品を入れておくタンスのよう
な所に置くようになるのです。このような点
から見るとき、真がとどまりうる所は、自分

ですから、孔子も「順天者は興り、逆天者は

の心の深い位置です。（二四・三一七）

滅ぶ」と言ったのです。天を中心として言っ
た言葉です。必ず天を介在させなければなり

三）真の原器

ません。その興亡盛衰の起源が、人間自体に
あるのではなく、天から左右されるのです。

真なる心は、変わりません。それゆえ、それ

このような事実について見るとき、天が動機に

がなくては、皆さんが基準を立てられません。

なりうる起源が備えられなくては真になりえな

こうだああだと評価できないのです。宇宙の

いので、この地に生きている人類の中で、真な

核ととともに、絶対的な基準に公証されうる

る人がいるかということが問題になります。

内容の根を持てないのです。そうであると、
そこに及びえないために、その及びえない基
準から評価されたその存在は、流れていって

では、真が止まりうる場所はどこか？

勿論、

しまうのです。

天が起源になって真の位置を地上に立てよう
とされるでしょう。これは、神様の願いです。

メーターのようなものも、その原器がありま

それで、人間のどこにとどまるかということ

す。それを中心として違っているのではない

が問題になります。我々の生活の周辺にとど

かということを判定することができるのです。

まるのです。それでイエス様も「天国は汝の

全部問題が起きるなら、ここに合わせてみる

中にある」と言われたのです。真なる国の天

ようになるとき、ピッタリ合えば、それは万

国は、心の中にあるのです。何らの邪心がな

世に不平を言っていた人も一時に皆離れてい

い、深々とした谷に位置しているのです。

くのです。（一八六・六六）
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愛には革命もなく、変化もないのです。変わ

地球にも緯度、経度において零点基準があり

るものには貴いものがありません。ダイアモ

ます。それが英国のグリニッジ天文台を中心

ンドは、堅さにおいて変わらないためにそれ

として、零点になっています。いくら変わら

が宝物扱いを受けるのであり、黄金は黄色い

せても、変わらないのです。零点に照準を合

色が変わらない特異な権威を持ったために、

わせたその基準、緯度・経度が会うことがで

その色が変わらないところにおいて貴いので

きるｻの基準が、九〇度で交差していくとい

す。真珠は、調和した色、優雅な色を持って

うときに、その基準があるべではありません

いますが、それが変わらないために貴いので

か？ それがなければ、秩序の世界が形成さ

す。貴いという宝物を、なぜ変わらない特性

れないのです。

を中心として策定したか？ それが宇宙の万
物の存在価値を比較できる基準であるからです。

この宇宙で測定しうる永遠不変のすべての存
在が比重を合わせて、その等差位置を決定し

では、この宇宙の測定で、全体を測定しうる

たいその本来のもの、神様もそこに従うこと

価値基準、いちばん最初の基準が何になる

ができ、全体がそこに従わざるをえない一つ

か？ それが問題です。金でしょうか、ダイ

の基準が何かという問題について見るときに、

アモンドでしょうか？

お金？ 黄金の固まり？ ダイアモンド？

それは変わらない愛、

壊れない愛です。壊れるようですが、壊れま

それは神様が創ることができます。神様が一

せん。勝手にできるようですが、勝手にでき

人で勝手にできるものです。

ないのです。そこに自分が含まれるのです。
そこに策定されるのであって、自分が策定で

愛も勿論神様が創ることができると見ますが、

きないのです。

その愛を所有するということは、一人ではで
きません。二人、二人、二人が所有すべきで

この宇宙において、そのような原因中の原因

す。愛は神様も一人では見出せないのです。

になりうる度量衡や原器が何かという問に対
して考えるとき、それはある測定器の原器で

それゆえ、その基準、測定原器が何か？ 宇

はなく、変わらない本来の物ではありません

宙万象の存在世界、永遠の世界で測定しうる

でした。

絶対的に一つしかないその原器が何だろう
か？ 根本問題です。それが愛というもので

神様もその標準を変更させることができず、

す。それで、愛は春夏秋冬、季節の変化に影

人間も変更させることができません。永遠不

響を受けません。（一三七・二三五）

変的でありながら、内外のその宝の価値を持
ち、地の果てや、地獄や、天上世界や、どこ

皆さんは、距離を測る尺度があるのを知って

でも昼夜を克服し、地域を克服し、距離を克

いるでしょう。もし、一センチメートル単位

服し、時空を克服して、その絶対的測定の基

なら、そのモデルというものは絶対的です。

準になりうる、比較の基準になりうるものが

それは一つしかありません。そこに比較して、

何だろうか？

同じならそれは皆正しいというのです。しか
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し、いくら自分がいちばんだと言っても、そ

べてが同様です。変わりがありません。それ

のオリジナル・フォーム（original form；原

が真理です。

型）ときっちりと比較してみるとき、合わな
皆さん、真理が何ですか？ 真です。真が何

ければ不合格者なのです。

か？ それ以上基準として数えられないとい
また、一センチメートルは一〇ミリメートル

う、その位置に立ったものを真理と言います。

です。そこから一ミリメートルというものも

ここに物理学博士も来ていますがね。物理学

絶対的です。それが一〇であれば一センチメ

を勉強するには、自然世界のすべての動きを

ートルになり、百であれば一〇センチメート

知らなければなりません。その動くものが、

ルになり、このように上がっていくのです。

漠然と動きません。

それでこそ、それが連結して、どこへでもそ
れは共通的であり、統一的な内容を持ちます。

皆さん、考えてみなさい。この地球がどれほ
ど大きいですか？ この膨大な地球が、一年
に一回ずつ太陽系を巡回するのに、それが一

では、人の世界には、そのようなものがない

分も差異がありません。一秒も差異がないの

か？ 人の世界が統一されるには、原則的な

です。ピッタリ合うのです。それが差異があ

基準から体と心が闘わず、一つになったその

れば、大変なことになります。差異があれば、

ようなフォーム（form；形態、形）が、「こ

どんどん小さくなるか、どんどん大きくなる

うであるべき」というフォームがあるでしょ

かという問題が起こるのです。そうなれば、

う。（一二八・七八）

陸地と海が全部分かれるのです。

皆さん、メートルがあれば、そのメートルが

地球の年齢は四五億年として決めるではない

一メートル、一〇〇メートル、いくら大きく

ですか？ 四五億年の間を動くのにおいて、

てもそれが問題ではありません。そのメート

異常なく公式的基準で、単位を中心とした公

ルの基本単位が何か？

式基準の上に連結された運動と作動をしてき

一ミリメートルです。

一ミリメートルはあまりにも小さいから、大

たのです。そこには何かの原理というもの、

概一センチメートルで言います。

公式というもの、公理というものを中心とし
て、測定する単位を必要とするのです。同様

いくら億万でも、その単位は一ミリメートル

に、真というものが何か？

真というものは、

から全部合わなければなりません。これが合

一つにも合いますが、千万を合わせてもきっ

って、億万の数が全部きっちりと合って、一

ちりと合うのです。

つも残らないですべてが一ミリメートルだっ
たと言うようになるとき、それを今日我々は

金の中で純金を言うときは、二四金です。二

世界のものとして使用するのです。それは、

四金は、真の金です。そうでしょう？ 二五

アメリカの一ミリメートル、韓国の一ミリメ

金はありませんか？ 二六金はありません

ートル、あるいは英国の一ミリメートル、す

か？
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中央に立てて、均衡になりうるそのような位

うでしょう。ある基準に合格した共通的な決

置を最小単位に、我々が視覚的なところにお

議基盤が世界的舞台に立つようになるとき、

いて最小単位として帰るとき、それに垂直的

そのようなものを真理と言うのです。

な平衡線上に合いうる…。これが垂直なら、
これが平衡になるのに、このようになっては

真理の中には、何があるか？

いけません。このようなものは、真ではあり

必ず東西四方があるのです。真理があるとき

ません。

は、必ず環境があるのです。では、環境が先
か、真理が先か？

それでも、二四金までは、これを入れればこ

真理の中には、

これが問題となるのです。

環境が先なのです。

れが直線になるのです。そのような基準圏内
に立っているために、二四金が真だと言うの

我々人間を見るようになるときどうですか？

です。そこは垂直を持って合わせても、縦的

そのような存在的な人間を中心として見ると

基準の前に持って合わせても全部合うのです。

き、真なる人間がどのような人間かというの

宇宙的な縦の前に平行線として立ち、宇宙的

です。縦横の標準、「縦に見ても合う。ペチ

な横の前にも平行線を成すのです。

ャンコにならなかった。横に見ても合う」と
言える、その基準にならなければならないの

宇宙の大運動、大運勢、それが漠然と動くの

です。

ではありません。みな法度を中心として、主
体と対象関係の循環法度運動をするところは、

縦横が一致してこそ、公式的法度上において、

必ず垂直です。

前後・左右・上下が差異がありません。同じ
です。この同じものを、どこに持っていって

その垂直が、二四時間変更されるものは、飛

合わせてもきっちりと合うというのです。東

んでいってしまいます。流れていってしまう

でも合い、西でも合い、北でも合い、南でも

のです。壊れてしまうのです。垂直がピッタ

合い、地上世界でも合い、霊界でも合う、と

リと位置をつかんでこそ、そこで空間世界に

いうとき「真である！」というのです。

自分の位置をつかんで存続の基盤を持つのが
常なのです。このような言葉は、少し難しい

ところで、いくら大きくても、ミリメートル

でしょう。

で測定してみたら、残ったものが半ミリメー
トルにもならなかったとしても、その全部は

同様に、我々人のはかりが何か？ 人もはか

否定するようになります。不完全なのです。

りがなければならないでしょう。そうではな

それはごみ箱に入るべきです。そのような何

いですか？ 数学を解くには、世界的に共通

かがなければならないのではないですか？

の数理的基準を設定しておいたその基盤で

測定する基準がなければならないのです。

「一つ」と言えば世界も「一つ正しい」と言

（一八〇・一四）

い、「二つ」と言うとき「二つ」、「三つ」
と言うとき「三つ」と言いながら正しいと言

四）真と真の愛
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皆さん、真、トゥルー（true）という言葉は

一〇進法のようなものなどがあります。それ

何の言葉ですか？ それが丸いものか、角張

が小さいですが、形態は皆ピッタリ合うので

ったものか、平たいものか？ それの定義が

す。そうでなくては、これが回っていかない

何か？

のです。全体が回っていかないのです。ある

そして、真に対する定義を下すのに、

何を中心としてその定義を下すのだろうか？

部分では合いますが、全体が合わないように

それが問題なのです。

なるときには、これが成立しないのです。全
体存在の成立が喪失されるということを知る

皆さんが「真の人」と言うとき、その真の人

べきです。

はどのような人ですか？ 真の人も目が二つ
あって、鼻があって、簡単なのです。目、鼻、

それは、人間世界も同様です。真なる人が何

口、体が皆ある人です。

か？ 人間が生きていくのにおいては、スケ
ール（scale）とメジャー（measure）のよう

では、トゥルー（true）ということは、真と

なものがあって、力を連結させて、世界に拡

いうことは、ある一定の場所の制限を受ける

大していくのです。それが全部均衡に合うよ

ことを言いますか、一定の場所を超越するこ

うに拡大するということです。

とを言いますか？（超越することを言いま
す）。それがどのように？ 何を持って？

人間の人生は、人間が生きていく道にも、そ
のような公式的な道がなければならないとい

どうしてその制限線を超えなければならない

う言葉が出てくるようになるのです。（一三

か？ それは何を言うのか？ すべてを代表

三・九）

して測りうる内容を持たなければならないこ
皆さん、今人間世界には、五〇億の人類が暮

とを、我々は分かります。

らしますが、この世界の地球村に暮らす人た
皆さん、数学なら数学では公式を言い、物理

ちの先祖たちは、どれほど多く地上で生きて

なら物理では公理を言い、定義を言うのに、

は死んだﾅしょうか？ それを考えてみまし

その定義がどのようなものか？ 公式という

たか？ 少なくとも現在に暮らしている人の

ものは、それが小さなものですか？ 公式の

何百倍、何千倍生きて死んだでしょう。では、

単位というものは、簡単なものですが、その

その人たちの中で、人類が願う真なる人が何

公式的というものは、すべての物を比較でき

人いただろうか？ 真なるということは、千

る主体性を持つべきです。それでこそ公式や

年前も、今も、いつでも真です。

単位の基準が設定されます。これを知るべき
なのです。それが違えば、全体、小さい論理

「純金」と言うようになれば二四金でしょ

を策定して計算したのが、膨大な宇宙にピッ

う？ それは地形的距離や、時空に従って変

タリ合わないのです。

わりません。どんな立場に処しても、変わら

我々が、このすべてのメジャー（measure；

ないというのです。その姿は、王の手に行っ

尺度）のようなものを見ても、一二進法とか

ても、どんな不良の手に行っても、どんな変
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化無双の環境に行っても、変わりえないので

五）真の父母は何か

す。そのようなときに、黄金色を真なる色だ
と言うのです。分かりますか？（はい）。

・ 二つの石板と真の父母
イスラエル民族を荒野で導くとき、火の柱と

黄金色好きでしょう？ 色というものが何に

雲の柱があったでしょう？ 昼に導くのが雲

似ているか？ 黄金色に似たのです。そうで

の柱で、夜に導くのが火の柱でした。それは

はないですか？ 明るい色は、黄金色に近い

何を意味するか？ 男女を代表して終わりの

色です。太陽の光も白い光ですか、黄金色が

日に父母が来て、イスラエル民族から侍られ

多いですか？（黄金色です）。夕焼けは、も

るのを象徴的に見せてくれたのです。この火

っとそうです。

の柱と雲の柱の導きに従わない人は、皆滅亡
するのです。

それゆえ、我々人間において、千年、万年、
億万年変わりえない色を持った、そのような

また、イスラエル民族が荒野に出て四〇年さ

真なる男がいるか？ これが問題です。真な

すらい、方向をつかめないので滅亡するのを

る女がいるか？ どう思いますか？

心配して、モーセをシナイ山に呼び上げて、
四〇日断食をさせて与えた二つの石板が何か

宗教界では、人間は堕落したと見ています。

というと、アダム・エバ、真の父母を象徴し

もちろん、背景が異なる宗教もありますが、

たという事実を知るべきなのです。

全部救いを受けるために、価値のある新しい
人間を探していっています。その言葉は、ど

契約の箱の中にどうして二つの石板を入れた

ういう意味か？ 真なる本然の人間、真なる

かというと、二つの石板は、神様のみ旨を終

本然の人間像に及ばなかったために、それを

結することができる中心本部としてアダム・

いつも追求するのです。それは、千年前も、

エバを象徴したのです。それで、契約の箱の

何億年前も、今も、今以後の人類が存続する

中に入れたのです。（一三四・一七四）

どんな環境でも、どんな時代も問わず、それ
を追求するようになっています。それを知る

我々の願いが何か？ 神様は縦的な父母であ

べきです。

り、アダム・エバは横的な父母ですが、縦横
の父母が一つになって喜びうる場で、愛され

皆さんたちも、その真なる人を探しているの

うる息子娘になるのです。ところで、そのよ

です。真なる男、真なる女を探しているので

うにできなかったのが恨です。そうでしょ

す。歴史時代に生命を持って生まれた男女た

う？ そのような愛を一度受けてみたらとい

ちは、自他を問わずそこに首をかけて考える

う熱望を皆持っているというのです。宗教も

ようになっています。それゆえ、部落で暮ら

全部そのようなものです。

すようになれば、その部落でいちばん進んだ
真なる人になろうというのです。（一七七・

縦的な神様と横的な面で一つになって、愛す

一〇〇）

ることのできる父母がこの地上にいたか？
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いませんでした。堕落したために偽りの父母

教です。それゆえ、神様の前において「私は

になりました。偽りの父母になったために、

ひとり子」だとイエス様が言われたのです。

そのような父母がいませんでした。それで、
真の父母が出て来なければならなりません。真

ひとり子が出てきたのに、ひとり子が一人で

の父母が歴史上に出て来なければなりません。

暮らしたら大変なことです。ひとり女がいな
ければなりません。それで、ひとり女を探し
て、神様を中心として、ひとり子とひとり女

そのような歴史的指名を代行する一つの名詞

が互いに好む場で結婚しなければならないの

を被せて呼ぶその存在が誰か？ これが救世

です。結婚して、神様が縦的な父母として喜

主という存在であり、メシアという存在です。

び、横的な父母として喜びうる新郎新婦にな

救ってあげるには、何を救ってあげるか？

り、地上で息子娘を産まなければなりません。

体を救ってあげるのではなく、理想的な愛の

そうしてこそ初めて、一族が広がり始めるの

願いを成してくれるのです。

です。そういうことではないですか？

そうするには、どのようにしなければならな

それゆえ、イエス様においてイスラエルの国

いか？ その救いを成してあげるには、メシ

に背いてでも、ユダヤ教に背いてでもいちば

アはどんな存在として来なければならない

ん必要としたのがありますが、それが何か？

か？ 間違いなく、真の父母として来なけれ

再び探しうる主体的動機が何か？ まさに女

ばなりません。メシアは、真の父母として来

です。男の前に女がなくてはいけません。

なければなりません。イエスという方を、キ
リスト教ではメシアと信ずるのです。救世主

イエス様は、そのみ旨を成せなかったために

として信じます。

死んでいきながら「私は新郎であり、あなた
がたは新婦だ」と言ったのです。こうして、

真の父母として来るには、どのように来なけ

キリスト教では二千年間新郎であられるイエ

ればならないか？ 一人ではだめなのです。

ス様を待ち、キリスト教信者たちが新婦にな

真なる父に代わりうる一人の男として出てこ

ろうと、もがいてきているのです。

なｯればならないのです。今まで、数多くの
宗教は、一人の男を探してきたのです。男の

その標準が何か？ それがメシアですが、真

中でも、生活をよくする男を探してきたのが、

なる父母の位置を持って合わせるのです。そ

儒教の教えと見ることができ、霊界を主にし

れが子羊の婚宴です、子羊の婚宴。（五八・

た男を探してきたのが、仏教の教えと見るこ

二一八）

とができるのです。
・ 真の父母の定義
では、キリスト教は何か？ 神様の息子にな
って、愛する家庭を作ろうというのです。も

統一教会で言う真の父母は何か？ これが問

っと具体的な内容を持って来たのがキリスト

題です。堕落しなかったらどのようになる
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か？ 堕落しなかったら、神様が縦的な愛と

が、まさに我々の先祖の血統の根です。分か

なり、アダム・エバは何かといえば、神様の

りますか？（はい）。そこが、我々先祖の血

体になるのです。神様の体と同じなのです。

統です。そこから全人類が生じるのです。

神様は骨のようであり、アダム・エバは体の
ようなものだというのです。神様も心があり、

堕落のために、男の愛、女の愛、神様の愛が

体があります。分かりますか？（はい）。

皆分かれました。堕落によって、男の愛、女
の愛、神様の愛が結ばれませんでした。

そう、皆さんは、誰に似ましたか？（神様に
似ました）。神様と？（真の父母に似まし

堕落しなかったら、自動的に結ばれます。男

た）。真の人。神様とトゥルーマン（true

女は愛で結ばれます、自動的に。なぜ、男女

man；真の人）に似ました。そうだといって、

が一つになろうとしますか？

アメリカ大統領のトゥルーマンではありませ

うです。愛で一つになった後に、何をしようと

んよ。（笑い）

言いますか？

愛のためにそ

神様の祝福を受けようというの

です。それが目的です。（一八四・七一）

神様は、内的な場で内的な父母になり、アダ
ム・エバは、外的な場で外的な父母になりま

摂理の時代を見れば、復帰摂理は終わりの日

す。内的外的父母が一つになったその場が愛

を通じて成されるのです。始まりから終わり

で綴られて、内的父母に侍るようになり、外

に近づけば近づくほど、宗教の目的が成され

的父母を持つようになります。神様と人間と

る時代が来るのです。その宗教の目的が成さ

の愛の結託により、真の父母、完成した人間

れうる最後の時が、父母様が現れる時だとい

が成就されるのであったというのです。愛と

うのです。

結託されないなら、完成人間がいないのです。
その父母は、真の父母ですが、真の父母とい
それが何かというと、本然の我々の先祖であ

う方はどんな方か？ これが問題です。真の

るのです。神様が創造された本然の人間です。

父母という方は、我々の原理で教えてくれて

そのような人から我々が生まれるのです。そ

いるように、原理結果主管圏と直接主管圏、

のような神性を持った人により、我々が生ま

すなわち間接主管圏と直接主管圏を皆経て、

れなければならないのです。それゆえ、我々

責任分担を完成した位置で、神様の愛を中心

は神性を帯びた神様の性稟も持ち、人性を帯

として一体の理想を成した父母です。歴史上

びた、神様の前の縦的な父母の性稟も持つの

初めて、神様と人間が愛を中心として一体の

です。

理想を成して、神様の愛の理想が、初めて地
上に真の父母の家庭を中心として着陸し始め

ですから、アダム・エバの完成は、神様の愛

たのです。

に結ばれてこそ完成が出てくるのであって、
これが結ばれなければだめのです。神様の縦

堕落することによって、この真の父母の理想

的な愛と横的な肉的愛が、一点で結ばれたの

が壊れてしまったのです。アダム・エバが責
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任分担という使命を前にして原理結果主管圏、

統一教会で言う「真の父母」という言葉は何

すなわち間接主管圏から直接主管圏に橋を置

ですか？ トゥルー・ペアレンツ（true

いて、これを皆完結しなければならなかった

parents；真の父母）が何ですか？（神様が真

のに、そうできなかったのです。それによっ

の父母を指名されたのです）。神様が真の父

て、サタンがこの間接主管圏内を侵害し始め

母を指名した、それはどういう意味ですか？

たのです。これを知らなければなりません。

それが何かというと、神様の愛が初めて人間

これを知らなければ、あの世へ行って登録で

世界に着陸したということです。真の父母が

きないのです。（一四三・七六）

起点だということです。それを知るべきです。

真なる父母が一体何ですか？（愛の中心で
す）。何ですか？ この宇宙が生じて以来初

では、着陸した真の父母がレバレンド・ムー

めて、真なる愛が、理想的愛がスパーク

ンなら、レバレンド・ムーンがアメリカに来

（spark；誘発する）しうる出発点というの

て、真の父母になりましたか？ どこで真の

です。これを知るべきです。それで真なる父

父母になりましたか？ どこで、どこで？

母というのです。

（韓国です）。何が？（韓国です！）韓国を
誰が知ってくれますか？ ですが、知ってく

では、真なる父母の前には、何の息子娘がい

れても、知らなくても、砂漠でも木の枝でも、

なければならないか？（真なる子女です）。

岩の塊でも、神様の初愛が着陸した所は、貴

では、真なる子女は、何のために真なる子女

い所になるのです。（一三〇・一一一）

ですか？ その真なる父母の最初の愛を受け
るのに十分な内外の美を持った息子娘という

真の父母が何か？ 神様の愛を核としたその

のです。（一二五・一六六）

愛を中心として、アダム・エバが完全に絶対
的に一つになって、出発しうる最初の我々人

トゥルー・ペアレンツ（true parents；真の父

間先祖だったのです。それをはっきりと知る

母）、トゥルーマン（true man；真の男）、

べきです。真の父母を知らなければ、真の子

トゥルーウーマン（true woman；真の女）は

女ということは分からないという結論が出て

何で、トゥルーチルドレン（true children；真

くるのです。（一三五・一六一）

の息子娘）が何か？ 全部「トゥルー」を出
して入ってこなければならないのです。根を
神様を中心として連結しなければなりません。

歴史的な核心になり、時代的な核心になり、
未来の核心になる人は何か？

言い換えれば、

愛を持って、上にいる神様が下に行くとき、

歴史について見るときは、歴史的な実であり、

愛は直短距離に行くために、その道は一つし

時代について見るときは、時代的中心であり、

かありません。バーチカルライン（vertical

未来について見るときは、未来的な起源にな

line；垂直線）は、一つしかないという結論

りうる、世界主義思想の中心は何であろう

が出てくるのです。（一八九・一九八）

か？ それは、真なる男と、真なる女です。
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では、その真なる男と真なる女の生活観は何

を中心として、本然の血統が始まり、真の父

であろうか？ 世界のために甲斐を持って生

母を中心として、本然の人格が始まり、真の

きるのです。二人が愛するのは、世界のため

父母を中心として言語が本来の位置に帰り、

に愛するのであり、息子娘を産むのも世界を

真の父母を中心として生活が本然の形態に帰

もっと愛しうる動機を作るため産むのです。

り。真の父母を中心として本然の国家形成が
起こり、真の父母を中心として本然の世界が

このような思想が、我々が今主張している思

成されるのです。

想です。このような内容を皆さんが細密に知
っているかわかりませんが、私が知っている

では、この全体を総集約した核心的な母体が

立場で見るとき、横的なすべての立体的な世

何か？ 真の父母です。真の父母ひと方によ

界を中心として見ても、縦的な世界歴史全般

って、すべてが決定されるのです。それゆえ、

を中心として見ても、必ず歴史はその基準で

その方のすべての思想を自分が全部引き継が

解明されなければいけないのです。それは、

なければいけません。その心情、その人格、

自動的な結論として出てくるのです。（二

その生活観、その国家観、その世界観を全部

五・一四七）

引き継がなくては、中心となる位置に立てな
いのです。（二八・二四八）

堕落の起源がどこですか？ アダム・エバ、
すなわち一つの父母から始まりました。アダ

真の父母を抜いては、教育もあってはならず、

ム・エバが堕落して、偽りの父母になったこ

生活の基盤もあってはなりません。分かりま

とによって、すべて問題が起きるようになっ

すか？ 真の父母と完全に一つにならなけれ

たのです。このために、心情問題、血統問題、

ばならないのです。

人格問題、言語問題、生活問題、国家問題、
一つになることは、何かというと、「真の父

世界問題が生じたのです。

母の生活が私の生活であり、真の父母の理念
では、これを一度に蓄積させることができ、

が私の理念であり、真の父母の仕事が私の仕

このすべてを総合することができる真なる基

事であり、真の父母の愛の圏が私の愛の圏で

準は、どこから始まるのか？ これは、ある

ある」このようにならなければならないので

宗族圏内で成されるのではなく、社会圏内と

す。皆さんはそうですか？（四四・一四五）

か、国家圏内で成されるのでもありません。

・ 真の父母は人格の実体

世界圏内でも絶対不ﾂ能なものです。すべて
の問題の起源が、偽りの父母から始まったた

歴史上の聖賢たちの中で「私は人類歴史にお

めに、真なる父母の因縁を中心としてのみ、

いて、人間たちを代表して、体と心が闘わず

復帰されうるのです。

完全に統一を成したので、私を見習え」と言
う人がいましたか？ 学校の教育で見れば、

真の父母という名詞を中心としてこそ、初め

倫理生活について責任を受け持たれた教授た

て神様の心情と一致しうるのです。真の父母

ちも多いのに、何が重要かというのです。
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体が重要か、心が重要か？ 心も重要で、体

生じれば、プラスの愛は自動的に生じるよう

も重要です。もっと重要なことは、私の体と

になっています。それがペア（pair；双）に

心の統一圏です。それが重要なことです。そ

なっています。

れがだめな人は、いくら世界が統一されたと
しても間違った人です。（一四二・三二五）

作用するこの世界には、必ず対応と反作用が
あるのです。互いに対応し、互いに作用する

今皆さんは、体が違い、心が違います。では、

反面に、反作用があるのです。一般の人たち

これがいつ一つになるだろうか？ 今、人類

は、この反作用が対応する力の作用に反対す

歴史路程において、体と心が闘うのを自分が

ると見ますが、そうではありません。反作用

統一させると、体と心が闘うこれを統一させ

というのは、対応した存在を保護するために

ると言える人は出てこなかったのです。

作用します。こうしてこそ、理論的に善悪の
すべてが解決するのです。善を中心として悪

パウロのような人も嘆息したでしょう。「心

というものに対して保護すべきであるという

の法と体の法、二つの法があって闘うので、

論理を見出さずには、歴史時代の善悪対決の

私はなんとみじめな人か。この死の法から誰

歴史を処理する方法がないのです。

が私を解放するだろうか？ そこにはただイ
エス・キリスト、神の愛で…」まさにそう思

神様はどこを通じて往来するか？ 縦的な愛

ったのです。主イエス・キリストの中にいる

が設定されなければなりません。その縦的な

神様の愛によって解放されるのです。（一六

愛が縦的価値を持つためには、横的な基盤が

四・四一）

築かれて入ってこなければなりません。

心と体が一つになれない原因がどこにある

男女もそうではないですか？ 皆さんが分別

か？ 神様はどんな方かといえば、この宇宙

のないときは、何も分かりませんが、大きく

の根本となる縦的な愛の主体です。その重り

なると女も世界を持とうとし、男も世界を持

が地に降りてくるようになるときに、神様一

とうとします。ですから、そのような世界を

人ではだめです。いくら神様といっても、愛

持とうとするときは、どのようになるか？

を下すには水平線でこの基準を引き出すこと

このように行ってはいけません。どこへ行っ

ができる力が必要です。

て会わなければならないか？ すっかり大き
くなって、成熟して、会わなければならない

電気が強いと、マイナス電気が地上に近くに

のです。そうするには、世界が自分のもので

来るようになると、近い所で雷が落ちるので

あると言える位置まで出なければなりません。

す。そうではないですか？ 降りてこなけれ
ばなりません。高い所にあっても、降りてこ

「これを占領しなければならないな」と言い

なければなりません。同様に、高い愛が降り

ますが、占領するには、自分の力をもってし

てくるには、地上にマイナスの愛が、まず生

てはできません。愛でなければだめなのです。

じなければなりません。マイナスの愛がまず

その愛の力があるために、男にも女にも世界
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征服のための理想と夢があるのです。皆さん、

我々の心的な人格、体的な人格が本来一つに

世界全部を自分のものとしたいでしょう？

なりうる原則的モデルに似たのが私個人であ

天があれば、見えない世界があれば、その見

るために、原則的根本を訪ねてみるときに、

えない無限の世界までも自分のものとしたい

体のような父がいなければならず、心のよう

でしょう？

な父がいなければならないのです。そこで、

なぜそうですか？

縦的な欲望、

心的父の位置が神様の位置であり、体的父の

横的な欲望があるためです。

位置が人類の始祖になるのです。
横的な欲望は、横的な世界である地球星全体
を自分のものにしようとし、縦的な欲望は、

では、人類の始祖と心的父である神様が、ど

この宇宙を自分のものにしようとします。分

こで一つになるのか？ どこで一つになりま

かりますか？ 体は制限されています。地球

すか？ 真の愛を中心として、愛の球形の中

星の限界線を脱することができません。しか

で核の位置で一つになるべきなのです。縦的

し、縦的な世界は、いくらでも大きくなります。

なものを中心として男女は訪ねていくのです。
（一七七・三三七）

そのようなことを見るとき、心の位置を代表
しうる父が神様であり、体の位置を代表しう

六）我々が知るべき「真の父母」の語義

る父が、堕落しなかった真の愛を中心とした
人類の始祖であったということです。体の位

・ 真の父母という言葉は貴い

置を代表する父が人類の始祖になるべきなの
皆さんは、真の父母という言葉がどれほど重

だ！ 分かりますか？（はい）。

要な言葉であり、どれほど貴い言葉であるか
統一教会では、歴史時代に分からなかった事

ということを知るべきです。皆さんの国と大

実を探って、このような自体を対置して対応

統領、先生、父母、兄弟は信じられなくても、

しうる名詞として聞いて使う言葉が真の父母

真の父母だけは信ずべき義務があるのです。

というのだ！（アーメン！）ですから、横的

分かりますか、何のことか？（はい）。真の

な真の父母の位置が本来創造した理想観とし

父母という観念の中には、地獄とか、悪なる

て見る神様の息子娘の位置であったというの

サタン世界を救う、救いの観念がこもってい

です。アダム・エバの位置であったというこ

るという事実を知るべきです。

とです。ですから、神様は何ですか？ 体の
ようなものがアダム・エバなら、縦的な心の

これを考えなさい。皆さんが、サタン世界で

ような父の位置にいるのが神様です。

死ぬしかない立場にいるのに、父母がいて皆
さんの死の前に盾となりうる力となってあげ

心のような神様と、体のようなこの方が一つ

ることで、天地が公認し、歴史が公認しうる

になるには、何で一つになるか？ 力ではな

としたら、それはどれほど誇るべきことです

く、知識でもなく、権力でもありません。何

か？ 神様が保障し、歴史が保障する真の父

ですか？（愛です）。愛です。

母！ みなさん、そうですか？ 真の父母と
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いう言葉がどのように出たきたか、それを知

皆さんは、その堕落圏を蹴って出て、今日の

るべきなのです。

勝利を先祖たちとともに、自分の一族ととも
に、未来の後孫の前に誇り高く褒めたたえう

レバレンド・ムーンが真の父母になるんだと、

る、勝利の栄光を褒めたたえうる、愛の祖国

このことを始めたのではないのです。レバレ

を探すべきです。その愛の祖国の中で、愛の

ンド・ムーンを持たずしては仕事ができない

父母を持つことができ、それだけでなく、祖

から、仕方なくこの仕事をしているのです。

国の中心である神様がおられるなら、神様に

分かりますか？（はい）。（一一六・一一三）

侍ることのできる位置だと言うときは、それ
以上の栄光の位置はないというのです。皆さ

真の父母という言葉は誇るべきでありとてつ

んはそれを知るべきです。（一三八・一〇六）

もない
メシアは何か？ 神様の愛を完成したアダム
今まで我々継代の立場は、我々千万代の先祖

格であるために、本然の父の資格として来る

たちが皆復活して、その復活した栄光を褒め

のです。

たたえるとしても、それは堕落圏を脱しえな
い栄光であり、褒めたたえでした。

それゆえ、その父を中心として、母がセンタ
ーとして、神様の本然の愛を中心としたその

しかし、今日統一教会で言う真の父母という

基盤を中心として、個人、家庭、氏族、民族、

その言葉は、皆さんの立場は悲惨であっても、

国家基準までの所有権が、真の愛を中心とし

数限りない先祖たちとともに、あるいはこの

てメシアのものとなった後に、国家のもので

地に勝利をもたらして万民解放圏を持った栄

あり、国民のものであり、家庭のものであり、

光の位置で褒めたたえる以上の価値を持った、

個人のものであるという所有権版図が広がら

誇るべき言葉であるという事実を皆さんは知

なければならないのです。

るべきです。父母様に会った中で、神様に会
うことができる道が連結するのであり、統一

ですから、メシア本然の愛が、初めて個人か

教会に出会ったこの位置は、遠くない将来に、

ら国家まで形成されて、ローマと世界までそ

神の国と父母様の願う祖国を探しうる道が連

の波紋が伝播されていたら、今日の再臨思想

結しているという事実を知るべきです。

はありえなかったのです。

このように見るとき、アメリカが神様の愛の
今まで人類は、生まれた国が違い、文化背景

圏に属した国か？ どうですか？（違いま

が違い、国境を異にして自分たちの祖国だと

す）。ご覧なさい。この地球上に、そのよう

言いながら、歴史的な先祖たちが暮らしてき

な過程を通過した国があるか？（ありませ

て、今の我々も暮らし、後孫たちも暮らすで

ん）。そうなのです。キリスト教を中心とし

しょうが、それは全部が堕落圏であることに

た数多くの教会が、このような神様の愛の原

間違いないのです。

則に一致した所有権に属しているかというと
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き、どうですか？（いいえ）。絶対的にあり

真の父母が生まれたのは、恐ろしくも驚くべ

ません。天国が地上にはないのです。

き事件であることを知るべきです。

このように考えるとき、歴史を通じて真の愛、

皆さんが故郷に行こうとするのは、そこに父

真の父母という言葉がどれほど偉大で、どれ

母がいて、兄弟がいるためです。父母を中心

ほどとてつもないかを知るべきです。

として連結した人がいる所であるために、故
郷をしのぶのです。そのような故郷を抱いて

これだけが堕落圏内を貫いて、サタン世界を

いる国、そのような故郷の人が連結しうるそ

貫いて、上がっていくことができる一つの基

の国を、人々は自分の祖国だと言っています。

地です。ですから、その真の父母という言葉

一般的に祖国というのはそのようなものです。

をありがたく思うべきものであり、それ自体
はさておいて、言葉だけ千回聞いて、万回聞

そのような面で、本然の人を中心として見る

いて感謝して余りうる内容だということを知

とき、我々には故郷もなく、祖国もないので

るべきなのです。（一二九・一九四）

す。過去にもなく、現在もないのです。ある
といっても、それは悪であって、我々とは何
らの関係もないものです。真とは関係ないの

真の父母という言葉は驚くべき言葉

です。（六七・二二七）
皆さんが知るべきことは、我々は堕落したこ
とによって、我々の故郷を失ってしまったと

統一教会の真の父母という言葉は驚くべき言

いうことです。また、国を失ってしまい、世

葉です。偽りの父母は、サタンの愛を中心と

界を失ってしまったのです。もっと進んでは、

して、落ちた愛でしたが、真の父母は神様の

神様まで失ってしまい。神様の愛までも失っ

愛を中心として上がるので、愛の世界に前進

てしまったのです。このような膨大でとてつ

していくのです。分かりますか、分かりませ

もないすべてを、再び探しうる一つの起源が

んか？（分かります！）

何かというと、真の父母という驚くべき名詞
では、なぜ我々がその愛を探そうとするの

なのです。

か？ 愛というものは、偉大なもﾌです。永
神様から見れば、今まで歴史的に願ってこら

遠に平等なものです。愛という名前だけ聞け

れた摂理の目的が何か？ この（真の父母）

ば、いくら高い位置にでも一度に同参するこ

基準です。人類が堕落した以後、今まで蕩減

とができる資格をもつのです。女が字を一字

歴史をしてきたのは、何をするためか？ こ

も知らず、男が世界の大学者でも…。（一四

れ（真の父母）を探すためです。数多くのキ

四・二四一）

リスト教徒たちが、今まで一日の願いを持っ
て再臨の日を待つのもこのためであり、数多

統一教会では、真の父母という言葉を言って

くの宗教が、全部この一日を願っているのも

います。これは驚くべき言葉です。真の父母

このためです。このような事実を考えるとき、

が何ですか？ 偽りの父母が生まれたので、

122 * 百二十二

천성경

天聖經
Cheon Seong Gyeong
真の父母が出てこなければなりません。真の

統一教会での恐ろしい一つの教えが何か？

父母は何をすべきか？ サタン世界の根とな

それは「真の父母」という言葉です。この言

る過った血統を正すべきであり、過った生命

葉は、神様も恐がる言葉であり、サタンも恐

を取り返すべきであり、過った愛の道をまさ

がる言葉です。我々人間は、サタン圏内にい

に開かなければなりません。

る人間であるために、真の父母を中心として
見るときに、彼に従っている人たちは、彼の

聖書に「死なんとする者は生き、生かんとす

み言によって審判を受けるのです。

る者は死ぬ」とありますが、そのような逆説
的な論理がなぜ出てこなければならないかと

このような方が出てこなかったらいいのに、

いうのです。サタン世界では死ななければな

出てきたために審判しなければいけない立場

りません。（一六九・三九）

に立つので、神様がその方の言葉を聞いてあ
げるのです。また、サタンがなぜ真の父母と
いう言葉を恐れるか？ この言葉を信じて従

先生がハンサムではありませんがね、変わら

おうものなら、自分のすべてが破壊されてし

ない希望があるなら、神様のみ旨を追求しよ

まい、破綻してしまうためです。それで、彼

うとすることです。その理想的な目的の基準、

には極めて恐ろしい言葉になるのです。

その定着点が何かといえば、真の父母です、
真の父母。分かりますか？ 真の父母です。

サタンは、いつも真の父母の行く道を妨げ、
倒れるのを願い、悪くなるのを願う立場にい

では、神様のみ旨の完成が何か？ 創造理想

ます。ですから、皆さんがこの道に従って行

完成が何か？ アダム・エバが愛の理想を成

くのに、どれほど信じて従うかというのが問

して、直接主管圏内で父母の位置に立ちうる

題になるのです。皆さんが、そのような先端

ことが、理想的基準ではないかというのです。

に立ったなら、一歩一歩、行動一つを千年以

み旨の完成の位置ではないかというのです。

上の精誠を尽くして、感激しながら行こうと
しないといけないのです、それが今日皆さん

皆さんは、先生がこの地上に真の父母という

の行くべき道であることを知るべきです。

名前を持って来たことが、どれほど驚くべき

（六五・二七七）

ことかを知るべきです。分かりますか？ 真
の父母という言葉。世の中の言葉の中でいち

私は、真の父母の名前がどれほど恐ろしいか

ばん福となる言葉が、堕落した人間において

ということをよく知っています。私は平穏な

はその国を失って捜すことよりも、世界を失

位置を探すために生きる道を取ったのではな

って捜すことよりも、真の父母という言葉で

く、このみ旨の使命を完結させるために、今

す。それは天地の何よりも貴いということを

まで闘ってきました。

知るべきです。（一二七・二二一）
過去を回想すれば、事情も多く、無念なこと
真の父母という言葉は恐ろしい言葉

もたくさんありましたが、あなたの事情、あ
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なたの無念さに比べられないことが分かった

ていくのです。七〇パーセントになれば下っ

ので、ひざまづいて涙をあなたの前に見せら

ていきます。七千年の歴史を中心として蕩減

れない、恥ずかしい姿であることが分かるの

するのです。

でございます。そのようなことを感じる私の
心をお分かりになり、この日を期して天上世

この七千年が問題です。第一次世界大戦も、

界と地上世界の門を開いてくださいませ。

七〇パーセントをドイツが勝ったのです。日

（一三四・一一六）

本が大東亜戦争と言った第二次大戦も、七〇
パーセント以上勝利しました。そうなれば、

問題は何か？ 真ということ、すなわち真の

そこから下り始めるのです。このように、皆

父母ということです。真の父母が何か？ 真

原則的な公式を通じて、歴史も発展するとい

の父母という言葉がそんなに簡単な言葉では

うことを知らないでしょう。

ありません。いちばん恐ろしい言葉です。そ
の言葉がどれほど恐ろしい言葉か分かりません。

このように、偽りの父母として生まれたので、
これは曲折が過ったのです。その上に、父母

この真の父母という言葉一言のために、歴史

を中心として、このようになるべきなのに、

が左右されます。この言葉を見つけ出すため

このようになったからこれを解かなければな

に、今まで数多くの先烈たちが犠牲の道を行

りません。個人的に解かなければならず、家

きました。連続的な血の闘争を経て、身悶え

庭的に解かなければならず、氏族的に解かな

し、絶叫しながら希望を抱いて探し出した名

ければならず、民族的に解かなければならず、

前が、真の父母という聖なる名前です。

国家的に解かなければならず、世界的に解か

真の父母の前には、真の子女がいなければな

なければならず、天宙的に解かなければなら

りません。それで、皆さんが真の子女になり

ないのです。（二一一・三一〇）

ましたか？ 考えてみて下さい。皆さんが真
真とは、過去にも現在にも未

今日、我々が暮らすこの世界に、真の父母を

来にも変わらないものです。（三三・一〇九）

迎えましたが、この地には真の父母の息子娘

の子女ですか？

だけが暮らしているのではなく、堕落した父
二、メシアと真の父母

母の息子娘も暮らしています。本来は、真の

一）歴史と真の父母

父母の血肉を通して神様の愛する息子娘にな
るはずだったのが、堕落によって堕落した息
子娘になってしまいました。それで、我々人

・ 堕落と真の父母

類始祖が過ったことを解怨成就してあげるた
今、歴史時代に人類の終末時代が来ています

めに、再び来られる父母が再臨主であり、救

が、これが何かというと、民主と共産が交差

世主というものです。

するのです。サタン世界の全権時代が来て、
全世界に澎湃していたのが、皆狂うようにな

彼が来ては、前もって産んでおいた長子を復

れば、行く所がありません。そうなれば下っ

帰しなければなりません。その長子が庶子の
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ようになりました。血筋が変わりました。本

ら受け継いだ愛の結実であり、生命の結実で

然的愛から神様の血統を受け取っただろうに、

あり、血統の結実だというのです。

堕落することによって他の血筋を受け継ぎま
した。そうだといって神様は捨てることはで

それが何かというと、サタンの愛と、サタン

きません。

の生命と、サタンの血を受け、神様の怨讐に
なりうるこのような立場に立ったその愛を受

これは、庶子のようです。野生のオリーブの

け継いだということです。これを振り切って

木です。この野生のオリーブの木の畑を悪魔

脱ぎ捨てなければ、地上の平和はやってくる

が支配するので、神様が野生のオリーブの木

ことができないのです。それで、レバレン

を自分の所有にしなければいけないのです。

ド・ムーンが真の父母の理想を持って出てき

これを強制的に強奪するのではありません。

たのです。

銃剣でするのではありません。自然屈服でき
る環境を中心として、冷遇されて打たれ、一

トゥルー・ペアレンツ（true parents；真の父

つ、二つずつ奪ってくるのです。

母）は、何をするか？ この偽りの愛をきれ
いに清算して、個人が分立し、家庭が分立し、

今日キリスト教が世界的な版図を成すまで、

氏族・民族・国家が分立しうるよう平和と反

どれほど犠牲の代価を払ったかしれません。

対の悪魔の要素をきれいに清算するために闘

殉教の祭壇に絶えず犠牲にさせることで、悲

争したのです。（二一七・一八五）

惨なその喊声が地球上に響きわたり、その泣
き声が聞こえない所がないほど、そのような

・ 歴史の願い

歴史を経てきたのです。その血の祭壇が連続

我々統一教会では、真の父母という言葉を使

し、今日目前にまで到達した歴史的な恨がも

っているのです、真の父母。皆さんが今、こ

つれているということを知るべきです。これ

の堕落した世界歴史について見るとき、この

を受け継いで解怨すべき厳粛な歴史的課題を

世界には堕落した父母が生まれた、堕落した

抱いている我々は、神様を解放し、キリスト

父母が生まれて堕落した世界を成した、とい

教を再度解放しなければなりません。（二一

うことが分かるでしょう。

〇・三六〇）
この世界は、どんな世界かというと、堕落し
堕落が何かというと、悪魔の偽りの愛と、偽

た父母と因縁づけられた世界であって、真の

りの生命と、偽りの血統を蒔いておいたもの

父母、神様が理想とした本然の世界とは関係

だというのです。この男たち！ 男の中で愛

のない世界です。それゆえ、長い人類歴史を

がありますか、ないですか？（あります）。

経てきながら、この世に多くの人たちが生き

生命がありますか、ないですか？ 血筋、先

ては死にましたが、彼らが幸福を歌いつつ

祖から受け継いだものでしょう？ では、こ

「ああ、私は人間として生まれてやはり幸せ

の男がジェントルマンなら、歴史以来先祖か

で、人間として成功した人だ。すべての面に
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おいて成功した一人だった」と宇宙の前に誇

そのような非正常的な歴史的現象が起こって

って暮らしていった人は一人もいないのです。

きたのです。

それで、人間の歴史は苦海と同じだ、悲哀の

歴史が願いつつ訪ね来たことが何かというと、

歴史だ、戦争の歴史だ、疾病の歴史だという

真の父母に会うことです。宗教が出てきたの

のです。なぜこのようになったのかというと、

も、真の父母に会うためです。世界が出てき

堕落の結果によってこのようになったのです。

たのも、真の父母を探すため、国が出てきた
のも、真の父母を探すためです。真の父母の

今、人類の希望は何か？ 人間がどのように

道を備えるために出てきたのです。（五一・

完成した人になるかということです、完成し

三五四）

た人。神がいるなら、その神の前に、完全な
絶対者がいるなら、その絶対者の前に、完全

歴史と真の父母

でありうる人をどこで探し、どこで成すかと
今まで宗教は何をしてきたか？ 真なる息子

いうことです。

一人に会うための努力をしてきたのです。神
それで、今まですべての哲学を通じて、宗教

様は、真なる息子一人をお探しになるために、

を通じて、人間たちはそれを探しに探しまし

今まで苦労されたのです。それゆえ、宗教の

たが、その解決点を皆見れず、今はすべて放

教祖たちの中には女がいません。

棄状態に至ったのです、それが現世の人間の

皆さん、宗教の教祖の中に女がいますか、い

立場だというのです。（一三七・八一）

ませんか？ いないでしょう？ 全部男でし
ょう？ これは、真なる息子一人を作るため

今まで人間たちの歴史的な願いが何かという

に、つないできたということを意味します。

と、真の父母に侍ることです。真の父母を迎

一段階、二段階、三段階、百段階…。このよ

えるためのものなのです。神様がイスラエル

うに上がって、最後のバトンを受け継いで勝

の国とユダヤ教を立てられたのは、メシアを

敗を決定しうる一人の主人公、息子を探して

迎えるためなのです。メシアが誰かというと、

きたのです。これが今までの歴史です。（四

真の父母です。また、キリスト教とキリスト

一・二八）

教文化圏を作ったのは、再臨主を迎えるため
なのです。再臨主は誰かというと、第三次ア

神様が宗教を作って何をするのだろうか？

ダムとして来られる真の父母です。

何をしようというのか？ 神様が宗教をなぜ
作ったのか？ 世界のぼろきれ、大きなぼろ

真の父母が来られる時になれば、世界のすべ

の版図を作るためのものではありません。目

ての痩ﾆが兄弟の因縁を持つので、第二次世

的は簡単です。神様が真なる愛で愛すること

界大戦後に、戦勝国家が敗戦国家を全部解放

ができる人を探すためなのです。その一人を

させるということが起こったのです。これは、

探すために、愛の環境的要件の中で、神様が

兄さんの立場から弟を叩いて捕まえたので、

守って、相対的な一人を探せばおしまいです。
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愛が、二つ、三つ必要ですか？ 同様です。

しなければならない方です。真の父母にはそ

（一七三・三四）

のような使命があります。

神様の復帰歴史は、真の父母を立てるための

それで、神様は堕落した世の中を復帰なさる

歴史であるとも見ることができます。それゆ

ために、万物から人間、天までつながった一

え、カイン・アベルから今日に至るまで、天

つの世界を復帰するため、今まで真の父母を

は内的に真の父母を復帰するため、摂理して

送りうる道を築いてこられたのです。

こられました。誰でもこの目的を成すための
根本摂理に敵対したり、妨害したりすれば、

我々は、復帰原理を通じて真の父母が現れる

彼は天道の前に捨てられるようになり、結局

ためには、真なる息子娘がいなければならず、

滅びるしかありません。（九・一〇）

真なる息子娘が現れるためには、真なる僕が
いなければならないということを習いました。

歴史に通じるものは何か？ 神様の解放は、

そして、神様の復帰歴史を見ると、僕の時代

真の父母と一つになって、地上のすべての祭

を経て、子女の時代を経て、父母の日を迎え

物を捧げることができるサタンの讒訴条件を

ることができるように、神様が役事してこら

清算しなければなりません。それを清算しな

れたことが分かります。また、僕の時代から、

ければ、皆さんが行くことができません。皆

養子の時代、子女の時代を経て、父母の時代

さんがどのように神様の心情的所有権に逢着

まで復帰してくる間、霊界にいる霊人たちも

するか？

協助してきたということを、我々は原理を通
じて習いました。

皆さんの父母とみなさんと万物が、平行線上

外的に一国家の基準を超えて、世界的な基盤

で神様の所有であると決定しうる場を持つこ

が備わる前には、真の父母はこの地に来るこ

とができなかったのです。これを蕩減復帰す

とができません。それで、神様は、ノアとア

べきです。（一三七・二六九）

ブラハムを経る二千年の摂理歴史期間があっ
た後、ヤコブをして初めてイ X ラエル民族

復帰摂理歴史は真の父母を探すための歴史

を形成しうる基盤を築くようになさいました。
そして、その民族を通じて国家を形成するよう

神様のみ旨に代わって、この地上に現れるべ

になさいました。そうするまで、数多くの歴史

き真の父母はどんな方か？

路程を経てきながら、ご苦労されたのです。

万物に代わって、サタン世界と闘い、万物を

そうするためには、個人の立場で神様に代わ

主管しうる立場を収拾して、人間に代わって

ってサタンと対決して勝たなければならず、

人間世界を主管しているサタンを壊滅させな

養子の立場で神様に代わってサタンと戦って

ければならず、霊界とも対決して、数多くの

勝たなければならず、直系の息子娘の立場で

霊人たちまで主管できる絶対的な位置を構築

も神様に代わってサタン世界と戦って勝たな
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ければなりません。そうでなければ、真の父

この世界的な時代を迎えて、天は必ず約束さ

母を迎えることができません。それゆえ、摂

れたように、終わりの日になれば、新郎とな

理歴史は旧約時代から新約時代を経て、今ま

られる主を送ってくださるでしょう。それで、

で長い歴史を経てきているのです。

新婦を選ばれ、真なる勝利の基盤をお築きに
なるでしょう。真の父母の位置は、本然の創

このように、僕の立場を復帰し、養子の立場

造目的の位置であるために、そのような位置

を復帰した基盤の上で、直系の息子娘の立場

を築くため、神様は今まで六千年間闘ってこ

を復帰し、すなわち勝利の基盤を築いておい

られたというのです。

た後に、真の父母の因縁を立てようとなさる
のが、神様がこの地上にメシアをお送りにな

それゆえ、六千年復帰摂理歴史は、この真の父

った目的でした。

母を迎えるための歴史だと言っても過言ではあ
りません。その真の父母は、六千年摂理史全体

イスラエル民族の不信で、神様が四千年間準備

に代わる方です。それで、その真の父母を探せ

なさった僕の基盤が崩れ、養子の基盤も崩れま

なかったことが、人類の全体の悲しみに代わり、

した。それで、二千年前に来られたイエス様は、

全体の苦痛に代わり、全体の悲哀に代わるとい

僕の立場で戦って勝利され、養子の立場で戦っ

うことを、我々は知るべきです。

て勝利され、直系の息子の立場で進まなければ
なりませんでした。これがイエス様の立場であ

人類歴史は何の歴史かといえば、真の父母復

ったことを我々は知っています。

帰歴史であると言うことができます。真の父
母を復帰せずには、真なる子女が存在しえず、

養子の立場と直系の息子の立場を経た後、イ

真なる子女の因縁を立てる前に、真なる家庭

スラエル民族を基盤として、真の父母の因縁

と真なる氏族と真なる民族・国家・世界・天

を立てておいて行くのが、神様がイエス様を

宙が存在することができません。神様は、今

送られた目的でした。また、それをイエス様

までこの基準を立てるため、六千年という長

がこの地に来てなさるべき使命でした。とこ

い歳月を苦労してこられました。

ろで、イエス様が十字架にかかって亡くなら
れることによって、全体的な基準で勝利の基

今から二千年前に来られたイエス様は、この

盤を築くことができず、霊界を中心として真

地上に初めて真の父母の栄光として来られた

の父母の因縁を開拓してこられたのです。

方でした。ところで、イエス様が真の父母と
して現れるためには、すなわち真の父母は、

ところで、まだ個人的な位置、家庭的な位置、

歴史的な結実体であるので、イエス様が歴史

民族、国家的な位置をつかめずにいます。た

的な結実体として立たれるためには、一面的

だ、天のみ旨に対する個人と家庭と民族と国

な勝利だけしてはいけないのです。息子の使

家を立てて、今まで回りに回ってきたという

命だけ果たしてもいけないのです。父母の使

ことを、み旨を知った我々は知っています。

命を果たさなければならなかったのです。
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イエス様は、この地上で肉的には息子の立場

イエス様は地上ではなく、霊界で摂理してこ

を復帰する路程を経ていかなければならず、

られたために、キリスト教を信じる人たちは、

霊的には父母の立場を復帰する路程を経てい

全部霊的父母と因縁を結んできたのです。

かなければなりませんでした。このように、
両面的な立場で責任を果たして、神様と一つ

この地に再び来られる主は、イエス様が洗礼

になりうる起点を立てなければなりませんで

ヨハネからすべての祝福を相続されたのと同

した。

様に、イエス様からイエス様が霊界で築いて
おかれた霊的な個人・家庭・国家・世界的な

そうするとき初めて、その起点は、個人的イ

基盤を相続しなければなりません。そのよう

スラエルの基盤になり、家庭的イスラエルの

な立場を経ずしては、真の父母の因縁をこの

基盤になるのです。民族的イスラエルの基盤

地に立てることができないのです。

になり、国家的イスラエルの基盤になり、こ
のようになっていたら、霊的肉的に真の父母

地上で霊的な相続の基準を立てるのが原則で

の基準を立てることができたのに、イスラエ

す。これは、地上のキリスト教徒たちが、イ

ル民族がイエス様を不信することによって、

エス様が再び来られる主に霊的な基盤を相続

その基準を立てることができませんでした。

されるようになるとき、一つになれば、地上
で相続の基準が築くことができたのですが、
今までキリスト教徒たちがこのような基準を

本来、真の父母は、創造原理を見れば、霊的

立てておけなかったために、霊的な勝利の基

肉的に神様の祝福を受けた人でなければなら

盤が、来られる真の父母の前にそっくりその

ないのです。ところで、イエス様はイスラエ

まま移されることができなかったのです。

ル民族の不信によって、真の父母になれませ
んでした。イエス様は、霊界に行かれても、

それによって、再び来られる真の御父母様は、

真の父母を迎えることができる基盤を築いて

再度霊的相続の基準を復帰し、肉的な相続の

こられたのです。

基準を復帰する闘争歴史を経ていかなくては
ならなかったのです。

この言葉は、どういう意味か？ この地に再
び来られる主は、霊的な父母の立場を復帰し

本来、神様が六千年間摂理されたことは、来

なければならず、肉的な父母の立場を復帰し

られる真の父母の基盤を備えて、当代に勝利

なければなりません。これをご存知のイエス

の基盤を築かせるためだったのに、この地上

様は、それで今まで二千年間、霊界に行かれ

にいる聖徒たちが霊的父母の命令に一致団結

て何をなされたのかというと、再び来られる

して従うことができなかったことによって、

主が霊界から迫害を受けないで、蹂躙されえ

その命令に歩調を合わせられなかったことに

ない基盤を築かれました。イエス様を中心と

よって、今までイエス様が築いておいた霊的

した霊的な社会、国家、世界的な基盤を築か

基盤を、再び来られる主が相続する基準が立

れました。

てられなかったのです。
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それで、再び来られる主は、真の父母となら

史上に残っている信仰が、結実しうるのであ

れる方は、再び霊的な世界から、個人的試練

り、希望が結実しうるのであり、愛が結実し

から、家庭、氏族、民族、国家、世界的な試

うるのです。

練を受けなければなりません。その試練に勝
たずしては、内的勝利の基準を立てずしては、

そうでなければ、信仰と希望と愛が結実する

地上に実体的な勝利の基準を立てられないの

ことができません。その方が言う言葉は、個

で、内的な闘いをしてこざるをえないのです。

人的な言葉ではありません。皆さんもそんな

（一三・二八一）

信念を持って叫ぶようになるとき、その言葉
は個人の口から出てくる言葉ですが、世界史

神様が復帰摂理をなぜなさるのか？ 本然の

的な内容と因縁を備えた言葉になるというこ

父母、すなわち真の父母の因縁を立てるため

とを知るべきです。

です。では、真の父母はどんな方か？ 真の
父母は、神様が臨在しうる実体聖殿です。皆

知恵深い人とは、どのような人か？ 世界的

さんは、これが実際に実感できますか？ そ

な時を、希望の時をまず区別するすべを知る

の価値がどれほど大きいでしょうか？ 皆さ

知覚を持った人です。それを予め知って、分

んの家ぐらいになりますか？ でなければ、

析して、批判して、実践して、自分のものに

皆さんの体、皆さんの息子娘、皆さんが暮ら

する責任を負うことのできる立場に立ってい

している国、世界と同じですか？

る人が、知恵深い人です。

ところが、神様を知るのに、自分の家のタン
スの中に入っている廃物よりも劣ると思って

メシアがこの地上に来られるとき、彼は個人

いる人がいるのです。そのような人たちが、

として来られますが、個人ではありません。

神様に「福を下さいませ！」と言っています。

その方の価値は、全世界の人類が信じている

そのような人たちを通じて、神様のみ旨が成

信仰の結実体であり、全世界の人類が願って

されうるでしょうか？ 神様のみ旨が成され

いる希望の結実体であり、全世界が願ってい

うるかというのです。皆さんは、それを知る

る愛の結実体です。

べきです。（二二・四四）
その結実体には、すべての歴史路程がつなが
っています。すなわち、過去、現在、未来が

二）メシアは真の父母

皆つながっています。そして、個人から家庭、
氏族、民族、国家、世界が全部つながってお

・ メシアは真の父母である

り、天と地がすべてつながっているのです。
来られるメシアは、どのような方か？ 個人

（一三・一四三）

はもちろんであり、家庭、氏族、民族、国家、
世界、天宙全部をかけておいて、信仰と希望

メシアは真の父母である。我々は真の子女で

と愛の実体として立ちうる方です。その方が、

ある。同じ運命圏に立って、そこに加わらな

このような場に立ってこそ、初めて人類の歴

ければいけない。（五五・九九）
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は、国を持ったために、その国を中心として

メシアの顕現過程

個人的にも天を叩き、家庭的にも天を叩き、
今まで宗教が出てきていますが、使命は何か

氏族的にも天を叩き、民族的にも天を叩いた

というと、一人を探そうということです。数

のです。いつもこの国を中心として、天が築

多くの宗教が救いを得て何がどうだと言いま

いてきた道をいつも妨害してきたのです。

すが、世界的によりすぐって、最高の位置に
上がりうる人、その位置を超えたその一人を

結局、反対されて迫害されるのは、劣ってい

探そうというのです。その一人を立てようと

るためであって、勝っているならかえって迫

いうのです。

害することができ、支配することができるの
です。人間が堕落したことによって、この世

このように、すべての宗教の中心は、一人で

界はサタン世界になったために、この世界に

すが、その存在が誰かというと、メシアとい

はサタン側の個人もいくらでもいるのであり、

うものです。言い換えれば、すべての宗教が

家庭もいくらでもいるのであり、氏族もいく

一人を探してくるのに、その一人、中心存在

らでもいるのであり、国家もいくらでもある

が誰かといえば、メシア、救世主というもの

のです。ですが、天の側はいないのです。個

です。

人はいますが、その基準に上がった家庭や、
氏族や、民族や、国家がないのです。

メシアが来る所には、その場に一度に来るの
ではありません。七年路程を経なければなり

結局、メシア個人として家庭に勝ち、メシア

ません。メシアは男です。そのメシアが来て、

個人として氏族に勝ち、メシア個人として国

サタン世界で血統的な関係を超越して、サタ

家に勝ちうる基盤がなくては、一般の人が上

ンに勝たなければなりません。

がる道がないということです。

勝ったその男を中心として、家庭的に勝たな

それで、神様は、この地上にメシアが来るよ

ければならず、氏族的に勝たなければならず、

うになれば、メシアに従って共に上がりうる

民族的に勝たなければならず、国家的に勝っ

圏を、個人から家庭を経て準備しておきまし

た基盤を作っておかなければならないのです。

たが、それがイスラエル民族です。そして、

男一人だけをもってしてはいけません。すな

その思想が選民思想なのです。

わち、サタン世界よりもましにならなければ
なりません。サタン世界に属した家庭より優

しかし、イスラエルの国は、まだここに上が

位に立たなくては、メシアは彼らを率いるこ

れませでした。線に引っかかったのと同じで

とができる立場になれないのです。

す。それゆえ、選民の希望が何かというと、
この線を越えることです。この線を越えるべ

サタン世界の最高の基準が何かというと、国

きであって、越えなければ大変なことになる

家というものです、国家。サタンは、いつも

のです。ですが、この線を越えようとしても、

国家を中心として反対してきました。サタン

自分たちだけでは越える道がありません。
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ですから、神様はイスラエル民族にメシア、

ないという立場で、我々を接ぎ木して再び産

すなわち救世主を送るという約束をしたので

んでくれるということです。

す。神様がこれを国家的に越えるために、数
千年間準備されたのがメシアです。メシアを

第三は何かというと、メシアは我々人間を、

送るという約束をされたのです。

サタン悪魔を僕の奴にして、僕として使うこ
とのできる人に作り上げるということです。

それで、イスラエル民族の前にメシアが来る

すなわち、我々人間たちの前にメシアが来て、

ようになれば、そのメシアを中心として死ぬ

我々をしてサタンを屈服させて僕にしうる、

としても共に死のうという立場になって、サ

サタンを屈服させて彼を処断しうる資格者に

タンが離そうとしても離すことができないよ

してくれるということです。

うに完全に一つになれば、そこから個人的に
接ぎ木して、家庭的に接ぎ木して、氏族的に

結局、人間が堕落したために、第一は、父母

接ぎ木して、民族的に接ぎ木して、国家的に

を失い、第二は、サタンの血を受け、第三は、

接ぎ木して、彼らを一時に皆ここまで引き上

サタンの支配を受けるようになったのです。

げあることができるのです。

ですから、それを復帰するためには、逆さま
に上がっていかなければなりません。

それゆえ、この世界には、選民思想がなけれ

原理を見ると、信仰基台があり、実体基台が

ばなりません。そうして、神様が選んだ民族

あります。信仰基台を成して実体基台を成し

を中心として、神様が選びうる国家を形成し

てこそ、メシアを迎えることができるように

なければならないのです。選民がいるという

なっているのです。これが原理なのです。そ

その言葉自体は、神様がいるという事実を証

れゆえ、信仰基台と実体基台まで成そうとい

すものなのです。メシアを送るという預言が

うのです、外的に。（五四・一八六）

あるということは、このような原則で見ると
メシアは、それ自体が信仰の目的体であり、

き、神様がいることを証すものです。

希望の目的体であり、愛の目的体です。信仰
では、我々がメシアを必要とするようになっ

と希望が成された目的体です。では、メシア

たのは、何の目的があってか？ それが問題

を主として、目的を完成したそのときには、

です。堕落することによって、我々は偽りの

何だけが残るだろうか？ 目的が皆達成した

父母を持ちました。神様と一つになった父母

ので、愛だけ残るしかありません。

がなくなったということです。神様と一つに
なりうる父母の位置を、我々に持ってきてく

それゆえに、最後に残るのは愛であると言い

れる方がメシアです。これが第一です。

ました。その愛は、信仰の完成実体を通じた
愛であり、希望の完成実体を通じた愛です。

第二は何かというと、我々を再び産んでくれ

その愛一つを主にした代表者として来られる

るのです。結局は、我々の体にサタンの血が

方が、メシアだということを我々は知ってい

あるから、その血を抜いてサタンの息子娘で

ます。（一三・一四一）
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真の愛から出発して、真の愛を持って行く、

メシアの使命

世界万民がついていくことができる愛の主人
メシアのみ旨は何か？ 縦的な基盤完結を見

公にならなくては、神様とサタンの戦いを終

て、横的基盤の出現を成立させることです。

えることができないのです。この戦いから解

そうであるなら、メシアは何か？ 天倫のす

放されない限り、人間の歴史世界において、

べてを、神様と人類が行くべき公の目的を縦

平和という言葉は妄想的な言葉になるのです。

的基準に一致させて、個人的な縦的完成標準、

理想という言葉は、抽象的であり感傷的な言

家庭的な縦的完成標準、国家的な縦的完成標

葉に過ぎません。

準、世界的な縦的完成標準を完成させるため
に、その内的計画を全部掌握して来られる方

では、誰がこの戦いを解決できるかというの

が再臨主だというのです。（七一・八〇）

です。それで神様は、この代表者を送りまし
たが、その主流の思想をメシア思想というの
です。分かりますか？（はい）。救世主思想。

宇宙をじっと見ると、偉いという存在が二つ

救世主は、人間だけでなく、神様まで解冾ｷ

あります。神様とサタンしかないのです。

る人を言います。悪を処断することを言いま

（笑い）そうではないですか？ 善悪の主人

す。神様解放と悪を決算するための総責任者

が戦っているのです。人間を中心として善悪

が救世主です。

の闘争であるのです。
救世主の「世」というのは、この世の中を言
サタンがどれほど偉いですか？ 今までの人

うのです。神様がこの世を愛されてひとり子

間の歴史を人類学で見るなら、一五〇万年が

を下さったのであって、キリスト教を愛され

どうだこうだと言いますが、悪の闘争をする

てひとり子を下さいましたか？ ヨハネ福音

総大将として、神様までひどい目にあわせて

書三章一六節をすらすらとよく覚えるキリス

きて、びくともできないようにして、神様も

ト教徒たち！ 神様がキリスト教会を愛され

足を持ち上げられてどうしようもできなくす

てひとり子を送られたので、誰もが私を信じ

るサタンが、どれほど偉いかというのです。

れば滅びず救いを受けると言いましたか？
「神様が世の中をこのように愛されて」とい

この戦いを誰が終えなければならないか？

ったこの言葉を取ってしまって。

神様もその戦いを終えられず、サタンも終え
られません。このような言葉は、初めて聞く

救世主の使命は何か？

のです。悪神と善神の戦いを誰が終わらせて

あり、サタンを処断することです。そのように

あげることができるか？ それは、神様でも

人間に食いついて、さっさと処理しながら讒訴

なく、サタンでもありません。では誰が？

していた怨恨の元凶を誰が清算するか？

人間が。どんな人間？（真なる人間！）真な

はできません。神様はできないのです。救世主

る人間。

だけができます。（一三六・二二〇）
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メシアが来て何をするのか？ 初めて、歴史

第三は、国家が行く道を築くべきであり、

上において一つの国の主権と国土と民を探し、
それを基盤として、横的な世界を奪うための

第四は、世界が行く道を築くべきです。

戦いをコーチする司令官として来るのです。
それがメシアの使命です。分かりますか？

個人的に勝った次には、世界的なサタンが動

（はい）。これを知るべきなのです。

員して、国家と民主世界が合わさり、攻撃を
してきても、それと戦って勝たなければなら
ないのです。家庭的にも全世界的にそうしな

サタンを屈服させるには、国家だけ屈服させ

ければなりません。言い換えれば、ヤコブが

てはいけません。サタンは、世界的な主権を

天使と戦って勝ったのと同じであり、アベル

持っているために、世界主権まで追放しなけ

がカインに勝ったことと同様に勝たなければ

ればなりません。そうしてこそ初めて、この

なりません。これは、一対一の戦いなのです。

地球星に解放圏が生じるようになるのです。
ですが、今のときは、カインのサタン世界全

分かりますか？（はい）。

体を打たなければならないのに、そうするに
地球星のどこに行っても、サタンが反対する

は、そうすることのできる最も先端の代表的

陰があっては、神様が自由と平和の園として

な国がなければなりません。そこが韓国です。

創ったエデンの園の理想が実現されません。

（五四・一九八）

地球星に、サタンが反対しうる影がなくなっ
てこそ、地上天国が完成するのです。地上で

三）イエス様と真の父母

そのことが完了されてこそ、天上世界の解放
運動を始めることができるのです。分かりま

イエス様はどんな方か？ エデンの園で、ア

すか？（はい）。これが統一教会の食口たち

ダム・エバが堕落することによって、真の父

が行くべき道です。確実に分かったでしょ

母になれず、偽りの父母になり、偽りの子孫

う？（はい）。（五七・一三〇）

を産んだので、これを再び復帰するための真
の父母として来られたのです。アダム・エバ

メシアがすべきことは何か？ 個人的にサタ

は、真の父母になれなかったのと同時に、真

ンを屈服させ、サタンの血統を除去し、個人

の夫婦になれなかったので、真の子女にもな

的に勝利の道を築くべきであり、家庭的に築

れませんでした。

くべきであり、国家的に築くべきであり、世
界的に勝利の道を築くべきです。これがメシ

それゆえ、イエス様を完全に信じて、イエス

アの行く道です。言い換えれば、

様と一つになれば、真の子女復帰、真の夫婦
復帰、真の父母復帰をすることができるので

第一は、個人が行く道を築くべきであり、

す。それで、イエス様をいちばん愛せという
ことです。皆さんはそれを知るべきです。

第二は、家庭が行く道を築くべきであり、

（八・一〇九）
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黙示録に見ると、終わりの日には、主が新婦

を探すことができないために、それが地上に

を迎えにこの地に来られるという内容があり

現れなければならないのです。

ます。皆さん「子羊の宴」が何か分かります
か？ それは、歴史以来初めて一人の新郎と

皆さん、世界には数多くの宗教がありますが、

一人の新婦が、神様の愛を中心として夫婦を

その中で、キリスト教だけが四大要件を中心

成す宴の日を言うのです。

として、神様の息子になり、神様と一つの体
になり、神様のみ旨の中で互いに新郎新婦を

我々人類の始祖が堕落することによって、

迎え、新しい家庭を構想する理念を持ってい

我々の先祖は善の父母ではなく、悪なる父母

ます。イエス様がそのような理念を持って来

になりました。それゆえ、神様が構想された

られたために、イエス様を中心としたキリス

位置、我々人類の先祖が堕落しないで成すべ

ト教は、世界的な宗教にならざるをえなかっ

きだった本然の父母の位置、真であり善の父

たのです。（五四・一〇八）

母の位置は、まだ現れず、成すことができな
かったのです。

四）再臨と真の父母

聖書に見ると「私はアルパでありオメガであ

・ 準備すべきメシアを迎えること

る。最初の者であり、最後の者である。初め
であり、終わりである（黙二二：一三）」と

皆さんの暮らす所はどこですか？（天国で

言われた所があります。創世記から成そうと

す）。今そこに暮らしていますか？（いい

された目的を成すことができず、堕落したた

え）。では、その天国というのは一度に出て

めに、黙示録に行って終わりになるのです。

きますか？（出てきません）。

では、イエス様はどのような方として来られ

では、天国が出てくる前に何が出てくるべき

たか？ アダムが堕落したために、堕落しな

ですか？（メシアです）。メシアだけではだ

いで神様の愛に一致しうる完成したアダムと

めなのです。イスラエルの国の前にメシアが

して来られたのです。それで、コリント人へ

来たではないかということです。しかし、だ

の第一の手紙一五章四五節に見ると「『最初

めだったのです。ユダヤの国に、イスラエル

の人アダムは、生きた者となった』と書いて

の国に、イエス様が来ましたが、天国がなさ

あるとおりである。しかし最後のアダムは命

れたのかというのです。

を与える霊となった」と言いました。
それゆえ、天国が来る前に、天国の民族が出
聖書に見ると、イエス様を第二番目のアダム

てこなければならないということです。それ

と指摘しました。神様が我々人間に賦与しう

を知るべきなのです。では、その民族が出て

る真なる息子の位置、夫婦の位置、父母の位

くるには、どうすべきでしょうか？ 一度に

置を決定づけずには、神様が計画された家庭

民族がやたらに出てきますか？ 特別な氏族
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が出てこなければならないのです。その氏族

ないのです。祭司長たちが一つになって、イ

が出てきて、民族を動かさなければなりません。

エスと一つになるべきなのです。そうしてイ
エスに侍って A 一つになるようになれば、

では、氏族が出てくるにはどうすべきか？

一時に世界が復帰されるのです。これを二千

そうするには、親族がいなければならないの

年間準備してきたのです。

です。その親族が出てくるには、どのように
すべきか？ 親族の中心になる家庭が出てこ

しかし、これが断たれたため、すなわちこれ

なければならないのです。また、その家庭が

がすべてだめだったため、どのようにしなけ

出てくるには、どのようにすべきか？ 息子

ればならないかというと、再び準備をしなけ

がいて、父母がいなければならないというの

ればならないのです。（六六・二七七）

です。では、その子女が出てくるには、どの
ようにならなるべきか？ その父母がいなけ

・ 再臨主のすべきこと

ればなりません。その父母が出てくるには、
どのようにすべきか？ 天国のすべてを代表

来られる主がすべきことは何か？ サタンに

しうる一人の男がいなければならないのです。

勝利すべきであり、その次にはすべての霊人
たちに勝利すべきなのです。

それが誰か？ メシアです、メシア。その男
は、どのようになるべきか？ 男が父母にな

皆さん、今日道士たちが、自分が天下に何に

るには、相手を探して、一つにならなければ

なると誇る人たちがいますが、この堕落圏を

ならないのです。それがキリスト教の教えで

収拾しうる内容がどのようになっているかと

す。それが終末です。

いうことを知らないで、ただ時だけ願って精
誠を尽くすばかりではだめなのです。

このように逆さまに落ちたのを、世界的なキ
リスト教の基盤の上に二千年間イエスを中心

サタン圏に勝利して、その次には何に勝利す

として、反対に霊的な復帰をしてきたのです。

べきですか？ 霊界圏に勝利すべきです。そ

これが霊的なキリスト教なのです。ここでメ

れは、見える世界ではなく、見えない世界だ

シアを迎えれば、すべてが終わるのです。

というのです。見えない世界と闘争をして、
サタンに勝利できないようになれば、霊界に

ここに再臨主が来るということです。これを

進展しうる道が生まれてこないというのです。

逆さまにするのです。そうして、全世界が一

必ず妨害を受けるために、霊界に入ろうとし

つになり、国家どうし一つになり、そのよう

ても、入ることもできないし、入っても戦っ

になるのです。国家の中で、キリスト教の宗

て勝つことができないというのです。

派が一つになり、宗派の中ですべての祭司長
たちが一つにならなければなりません。この

それゆえ、サタン圏で勝利圏を持って、その

ようになるべきです。宗派が一つになるため

次には、霊界に入って勝利圏を備えて、雑教

には、祭司長たちが一つにならなければなら

から全部経て最高の宗教、キリスト教が最高
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の主流の宗教なら、キリスト教どうしで屈服

い）。それがメシアという方がこの地上で果

させることをしなければなりません。それは

たすべき責任です。

何かというと、彼らのすべてを相続しなけれ
一度にキリスト教だけ一つになったのではだ

ばならないということです。

めなのです。そうして、キリスト教だけ地上
で一つにすることができるかもしれませんが、
このような戦いの過程を経て、天地に勝利的

霊界の背景である仏教文化圏、回教文化圏、

公認を受けうるようになるときに、神様から

全体の文化圏が相対的に基盤ができた地上に、

「おまえはサタンと霊界の勝利者だ！」とい

この境界線が残っている限り、これを全部打

う立て札をもらって、地上の実践路程が始ま

破できない限り、その根となる霊界に行って

るのだということを皆さんは知るべきです。

一つになりうる起源を形成できない限り、地

分かりますか、何の話か？（はい）。そのよ

上においてそのようなすべての特色のある文

うな歴史が残っているのです。

化圏の統一をもたらすことはできないのです。
（一〇〇・一八）

では、来られる主は、どんな方か？ サタン
悪魔を屈服させなければならず、数多くの霊

本質的に天の本然の愛を持って、この国を一

人、数多くの教祖、数多くの指導者たちは、

つにして、世界を一つにして、天地を一つに

全部一対一を中心として、神様の人格を中心

しうるそのような責任を持った人がメシアで

として・神様の人格完成というのは、必ず神

すが、メシアがそのようなことができます

様の真なる愛を中心としてできるために・神

か？ 神様ご自身もできないのに、彼ができ

様の真なる愛を中心として、宗教とこの宇宙

るかというのです。

がどうだということを、全部納得させること
によって屈服するのです。
では、このような観点で見るときに、これか
言い換えれば、この地上のもっと高い愛の主

らメシアが持って出てくるべき宗教、神様が

人公の O に吸収されようとするのが、この

立てるべき宗教がどのような宗教であるだろ

万有の存在だというのです。そうではないで

うか？

すか？ 鳥たちや犬たちも、自分をもっと愛

民族、国家、世界、天宙を統一する、という

してくれる町内、自分のために与えうる町内

強力な力を持った宗教でなければだめだとい

を訪ねていくのです。同じことです。

う結論が出てくるのです。「それがメシアが

愛を中心として、個人、家庭、氏族、

来てすべき目的ではないか？ それが神様が
それゆえ、愛は、真の愛を中心としてここで

メシアを送る目的ではないか？」サタンもこ

屈服させて、彼らのすべての権限を相続しな

のように言います。メシアがすべきことがそ

ければならないのです。統一圏の相続を受け

れだということが決定されたのです。（一三

なければなりません。分かりますか？（は

〇・一七五）
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三、真の父母の必要性

として生まれて、役事してみなさい。相対的

一）普遍的父母も必要

極です。極から生まれて、これが大きくなる
のです。もっと大きくなりながら、見えない

本来神様は、アダム・エバを創っておいて、

神様も見出さなければならないと言って、初

自分の中に父母として子供に対する実を自分

めて新郎新婦になり、夫婦が愛で一つになる

が持つと同時に、子供が父母に対する実を持

ことによって、霊的上弦と肉的下弦が統一を

つようになることで、二人とも完成させうる

もたらすのです。

ことを願ったのです。このようになれば、神
様は二人とも収めて持つことができるという
父母を必要とするのは、天国を占領するため

言葉も成立するのです。

であり、父母が子供の愛を願うのは、地を占
では、なぜ父母が必要であり、なぜ子供が必

めるためだという結論が出てきました。父母

要かということです。神様は霊的でしょう？

の心は天の心です。この天の心をいつ知るか

分かりますか？ 神様は霊的です。息子は地

というと、子供のときには分かりません。父

的です。分かりますか？

母になってこそ分かるのです。分かります

神様は霊的であり、

息子は地的です。父子関係がそうなのです。

か？

そのような見えない神様が、見える息子を通
じて実を結ぶことによって、見えない神様が、

二つの世界を占領して、一つにするためのこ

息子の心の中に見える神様の価値として現れ

のようなことをするのが愛だというのです。

るのです。それはどういう意味か分かります

このようになるとき、父子関係は栄えある父

か？（はい）。見えない神様が、息子の心の

子関係だということです。同じなのです。誰

中にも開かれて、息子の実も結ばれ、また、

も後ろに回すことができず、誰も前に回すこ

父の実までも息子の中に移してやることがで

とができません。一つです、一つ。そうでし

きるというのが可能だということです。です

ょう？ そうするとき、栄えある父子関係だ

から、神様に対しては、神様の実も結ばれ、

ということです。分かるかいな、分からんか

父母の実も結ばれるのです。同等な価値を持

いな？（分かります！）

つということです。
それで人々は、父母がいない人をかわいそう
では、父母をなぜ必要とし、子供をなぜ必要

だと言うのです。なぜ？ 霊界と肉界を占領

としますか？ 神様でも愛を持ったら、相対

する道がないからです。また、子供がいなけ

が必要なのです。我々は子供でも愛を持った

れば、かわいそうだと言うでしょう？ 神様

ら相対が必要なのに、この相対的関係が何か

の創造理想が、子供と父母が合わさって天宙

というと、天と地の関係です。垂直条件です。

を愛で結ぶよう、創造的原則モデルがそのよ
うになっているのに、一等モデルに不合格に

この半分を切ると、半分は霊的世界であり、

なりうる立場にいるから、等外品になること

半分は肉的世界です。見えない神様の息子娘

によって、これはごみ箱に入るのです。地獄
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へ行くのです。それで、子供がなく、父母が

世の中の終わりの日になれば、新しい日が出

ない人は悲しい人です。（二二二・三一〇）

発します。我々の原理で言って、終わりの日

\

でありながら新しい理想が出発すれば、神様
はどうするか？ 分かれたものを全部統合し

二）世の中の父母と真の父母

てくる運動をするのです。

皆さん、世の中で皆さんを産んでくれた両親

トゥルー・ペアレンツが何ですか？ 肉親の

は、どのような立場にいますか？ トゥル

父母と真の父母と何が違いますか？ 真の父

ー・ペアレンツ（true parents）という言葉の

母が何ですか？ 何をするのが真の父母です

反対のイーヴル・ペアレンツ（evil parents：

か？ 何の愛を教えてくれるのが真の父母で

サタンの父母）という概念に該当するのです。

すか？ 愛を中心として言うとき、その肉親

では「レバレンド・ムーンがトゥルー・ペア

の父母と真の父母と何が違いますか？ 愛に

レンツなら、我々のリアル・ペアレンツ

対する概念が違います。愛の概念が違うので

（real parents：本当の父母）はイーヴル・ペ

す。皆さんの肉的父母は、肉親を中心とした

アレンツだという言葉ではないか」と言いま

愛を教えてくれるのであり、霊的父母は、霊

すが、それが問題です。

的な世界を中心とした愛を教えてくれるので
す。内容が違うのです。

堕落しなかった世の中に「おお、あれは私の
息子娘だ！」と主張しうる息子娘がいました
か？ 二つの親の中で、一つの新しい父母を

皆さん、肉的な父母だけいればいいのに、霊

探すために、昔の父母を捨てなければならな

的父母がなぜ必要ですか？ 堕落したためで

い、そのような概念がエデンの園にありまし

す、堕落。今まで、堕落した父母が何を教え

たか？（いいえ）。なぜ、このような運命の

てくれたかというと、半分以上大きいものを

中に生まれましたか？ なぜ、このような運

皆取ってしまい、自分を中心として絶えず下

命を持って生まれましたか？ その運命は、

っていくことを教えてくれました。それで、

神様が創ったのではなく、サタンが創りまし

父母の愛を中心として、このサタン世界に永

た。悪魔が創っておいた世の中です。堕落し

遠にいるようにするための一つの決定的な線

たために。

が引かれました。これを断つ道はありません。
（一二九・九九）

そこでサタンは、全部分けておいたのです。
父母を分けておき、息子娘を分けておき、家

真の父母が生まれれば、神様を中心として愛

庭を分けておき、国家を分けておき。世界を

するために、真の父母が愛するすべてを神様

全部こっぱみじんに分けておいたのです。そ

が愛さざるをえません。それを知るべきなの

のように分けておく日が終わりの日であるの

です。原則がそのようになっているのです。

す。終わりということは末世です。これを知

それで「我々はあのサタン世界で生まれたが、

るべきです。

真の父母に従おう。うちの親も、うちよりも、
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うちの息子娘よりも、真の御父母様の国とそ

…。」そう言っているのです。しかし、皆さ

の家庭がもっといい。より良いものた神様の

んの父母は「我々は特別な父母だ。」そう言

愛だ。」このように従おうとしなければなり

うのです。（一二八・一三八）

ません。
先生は、何かというと三時代の父母です。旧
真の父母が愛するようになれば、いくらサタ

約時代、新約時代、成約時代の父母だという

ンが引いていこうとしても。神様と真の御父

ことです。それで真の父母です。皆さんが

母様の愛の圏は本来の世界の理想圏であるた

「父母」の名前で祈りますが、皆さんは父母

めに、この息子娘は、サタンが取っていくこ

の名前で祈ってはいけないのです。父母様の

とはできないのです。

名前で祈ることができる人はたった一人の方、
先生しかいません。それをはっきり知りなさ

ムーニーたちの中には、五色人種がまだらに

い。教えてあげなさい。

なって皆いるでしょう？（はい）。皆さんも
父母がいるでしょう？（はい）。それは何の
父母ですか？ ノーマル・ペアレンツ

では、皆さんを産んでくれた父母と、真の父

（normal parents；通常の父母）です。その次

母と、何が違いますか？ 同じではありませ

に、統一教会には何の父母がいますか？（ト

ん。皆さんの父母は、一時代の父母の位置に

ゥルー・ペアレンツ（true parents；真の父

いますが、先生は三時代、霊界や、これから

母）） トゥルー・ペアレンツは、スペシャ

生まれる人や、すべて三時代圏内の父母の位

ル・ペアレンツ（special parents；特別な父

置であるということです。それが芽と根です。

母）ですか、ノーマル・ペアレンツですか？

ここにつながったのです。

（スペシャル・ペアレンツです）。皆さんの
皆さんの父母は、枝の父母です。分かります

父母とは違います。

か？ 枝について芽が育つでしょう？ です
皆さんの通常の父母は、皆さんがレバレン

から、その父母はその時代の枝の父母ですが、

ド・ムーンに行くのを拉致していこうとし、

先生は三時代の父母なのです。根の時代の父

皆さんは特別な父母に行こうとして大変な大

母にもなり、幹と枝、葉の時代の父母にもな

騒ぎです。大騒ぎです、大騒ぎ。しかし、特

るのです。分かりますか？

別な父母は、目をつぶってこのようにじっと
しているのです。来いとも言いません。来る

それで、いつも真の父母という言葉を忘れて

なら来て、そうでないならそうでなく。

はいけないのです。私が父母の名前で祈るか
らといって、全部先生に従うのだと三六家庭

皆さんの通常の父母は、強引に通そうとして

も「父母様の名前で祈ります」と言いますが、

「レバレンド・ムーンは、サタンである、異

太っ腹なのです。それは原理に引っかかるの

端だ！」と大騒ぎしますが、真の父母は「フ

です。分かりますか？ それを知らなければ

ンフン、おまえたちがこのように生まれて

ならないのです。
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そうなれば、どんなことが起こるか？ 父と

このように見るとき、天国が民主主義の世界

母が父母だというので、子供が思うとき、

ですか、どんな世界ですか？ 民主主義の世

「うちの親は誰だ？ 何が違う？」このよう

界というのは、これから主が来て、政権交替

に混乱が起きます。そのようになってはいけ

をたやくするための一つの方便であり、過渡

ません。ですから、それは一代に対する父母

期的な現象の主義です。これから地上に主が

であり、先生は三時代の父母を備えているの

現れれば、全世界の民が主に従うのであって、

です。茎です、茎。茎の父母です。ですから、

誰に従いますか？ 分かりますか？ 民は、

先生に対しておじいさんも父母、お父さんも

全部主の前に進まなければなりません。そう

父母、孫も父母、三時代、三段階です。何の

すれば、全世界の国家組織を一つの国家とし

話か分かりますか？（はい）。それをはっき

て編成するのに便利なのです。

り知るべきなのです。
ところで、民主主義をもってしては世界が一
それゆえ、父母様は勝手にできないのです。

つになれないのです。それはすでに実験済み

根を離れては勝手にできないのです。「ああ、

です。アメリカが世界を指導できるか？ ア

枝の姿が歩き回ればいい」と言えないのです。

メリカ自体が滅びるようになりました。それ
ゆえ、どうしてアメリカを生かし、アメリカ

根が勝手にできますか？ 芽が勝手に行けま

が世界を支配できるようにするかというので

すか？ 枝が恋しいのです。億千万年その枝

す。それが神様のみ旨ならば、これは必ず統

を守るのがどれほどもどかしいですか？ そ

一教会の思想、レバレンド・ムーン主義を中

うではないですか？ この位置でこれがどれ

心として対処しなければなりません。そうす

ほどもどかしいですか？ 一つの位置に枯れ

る前には、アメリカが生きる道がなく、アメ

て死ぬほど芽をつけて…。そこは自由がない

リカ国民を通じて天国に行く橋を置くことが

のです。自由がないのです。ですが、枝は勝

できないのです。

手に通えるのです、枝は。そのようなことを
知らなければなりません。（一四一・二二

このようは原則で、霊界がなっているのに、

六）

肉界にこのようなものが現れたら、どれほど
引っかかるでしょうか？

神様を中心として、

第二は真の父母が現れ、第三は真の子女が現

三）真の父母が来るべき理由

れ、第四は真の国民を通じた真の国家が現れ
皆さんの願いは何ですか？ 天国の人になる

なければならないのです。そうなるのをどれ

とか、天国の子女になりたいでしょう？ そ

ほど待ち望んだかというのです。皆さんが地

れが願いでしょう？（はい）。天国の民、天

上に現れて、本然のみ旨をなすことを、霊界

国の子女にさえなれば、天国は自然に生まれ

に行った霊人たちが、数千年間どれほど待ち

るのです。

望んできただろうかというのです。
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この世界を主管するものは何か？ 第一は、

をはっきりと知るべきなのです。真の父母は、

サタンを中心として、第二は、偽りの父母、

いいかげんな人ではありません。皆さんの妻

すなわち堕落した父母、悪なる父母を中心と

に及ばず、皆さんのお母さんにも及ばず、皆

して、第三は、悪なる子女、第四は悪なる国

さんの兄弟にも及びませんか？ 皆さんはこ

家、このようになるのです。霊界の世界や、

れをはっきりと知るべきです。

これからの理想世界は、これを全部否定しな
真の父母は、天使長復帰ができなければ出て

ければなりません。

きません。では、アダム復帰がだめならば？
統一教会で真の父母というので、皆さんの親

（出てきません）。また、新婦、すなわちエ

は「我々は何か？」と反対するのです。真の

バ復帰がだめなら出てきますか、出てきませ

息子娘になるという子供を拉致する事件が起

んか？（出てきません）。これは間違いあり

きるのです。それで、悪なる世の中のすべて

ません。（四六・二一四）

の国が反対して追い出しましたが、今は反対
できません。今は、戦ってみてもレバレン
ド・ムーンに勝てないのです。

五）真の血統は真の父母を通じてこそ

ですからここ、サタン圏内から脱出しなけれ

我々に必要なのが誰かというと、真の父母で

ばなりません。脱出するにおいて、サタンが

す、真の父母。偽りの父母から出発したのを、

個人、家庭、氏族、民族、国家、世界全部を

真の父母から出発させなければならないので

総動員して、脱出できないようにしています。

す。偽りの父母は何かというと、偽りの愛か

最後の決戦です。（一六一・二二四）

ら、偽りの生命、偽りの血統を受けたのです。

四）真の父母出現の前提条件

これをひっくり返さなければなりません。そ
れで真の父母の愛を中心として、真の生命と

真の父母が出てくるために、どのようにすべ

真の血統をどのように受け継ぐかというので

きか？ 天使長を復帰せずに、真の父母が出

す。言い換えれば、生命の種を過って受けた

てくることができますか？（できません）。

ために、これをどのように再び本然の種を受

イエスを復帰せずに、真の父母が出てくるこ

けるかということです。

とができますか？（できません）。また、新
婦を復帰せずに、真の父母が出てくることが

この問題を考えるようになるときに、真の父

できますか？（できません！）宗教世界では、

母がいなければ受けられないために、この地

これを解決しなければならないのです。

上にメシアが来られ、そのメシアの種、真の
父母の新しい生命の種を持ってきて、再度注

神様が復帰摂理をしてこられるにおいて、す

入して接ぎ木しなければいけないのです。こ

べての難関を解決した立場で、新しく登場し

れを通じて、本然の真のオリーブの木の位置

た名詞が何かというと、真の父母です。これ

に帰るのです。簡単なことです。
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それで、神様は本当に我々の父母です。です

今日、統一教会員たちは、私を見て何と言う

からどれほど近いですか？ 縦的な父母が神

か？ 真の父母と言います。皆さん、この真

様であり、真の父母は横的な父母として理想

の父母という言葉は、恐ろしい言葉です。ま

の愛を成すのです。（二一八・二二四）

た、真の父母という言葉があるということは、
偉大なことです。

アメリカ政府をご覧なさい。民主主義ですが
ね。民主主義は兄弟主義です。それゆえ、け

神様の愛を母体とした家庭をモデルとせずし

んかしてるのです。最近宣布したのです。

ては、氏族や民族、国家は編成されないので

「父母がいなければならない。父母がいてこ

す。家庭を拡大させた氏族、民族、国家を編

そ、けんかをやめることができる。このよう

成するのです。それゆえ、悪魔の世界を打ち

な悲惨な中で必要なものが父母主義である。

破るためには、真なる家庭のモデルを中心と

神様主義、神様を中心とした主義だ！」と。

して処理していかなければなりません。

どんな父母か？

その父母は、サタン世界にい

ません。サタン世界にいる父母とは正反対です。

我々堕落した人間は、悪なる父母を持ちまし

それがいわゆる真の父母というものです。

た。堕落した先祖から皆さんの数多くの先祖、
皆さんの両親も堕落圏内の父母です。その言

なぜ、真の父母が必要か？ サタンの愛、生

葉は何か？

堕落した父母の伝統圏内の父母、

命、血統の基盤を清算するために必要です。

先祖たちだということです。ですから、真の

どのようにして男女がそのような位置に落ち

父母という言葉が出てきたという事実は、驚

ましたか？ それは、生殖器のためです、生

くべきことです。

殖器！ 本来、生殖器は愛の王宮です。そう
ではないですか？ 今、その愛の王宮がどの

一体、真の父母はなぜ必要か？ アダム・エ

ようになっていますか？ 愛の王宮であり、

バが完成して、本然のみ旨を成すにおいて、

生命の王宮であり、血統の王宮であるものが、

心情一致圏を中心として、すべてが一つにな

そのように貴いものが人間の生殖器です。こ

り、すべてが確実であり、すべてが完全な環

れが汚いものですか？

境圏を持って出発できる住みかが、堕落しな

聖なるものなのです。

いアダム・エバが神様と一体理想を成す愛の
それが堕落によって、汚いものになってしま

圏です。そうではないですか？ その愛の圏

いました。本然の神様の観点から見れば、そ

が出てこなかったのです。

れが汚いものではなく、聖なるものです。最
も貴いのです。生命、愛、そして血統がここ

今日、愛の圏が世界に出てくる日には、統一

につながっています。このように聖なるもの

教会という言葉が必要ありません。世界も必

をサタンが汚しました。（二一八・一七八）

要ありません。その世界を捨てて、その国を
捨てて、後にはこの家庭を探さなければなら
ないのです。また来なければならないのです。

六）真の父母が絶対必要な理由

ですから、すべては皆捨てても、これを探さ

143 * 百四十三

천성경

天聖經
Cheon Seong Gyeong
なければなりません。これが重要なことです。

なぜ真の父母が必要か？ これは蕩減、真の

（一三八・二七七）

父母が、個人の責任分担を完遂することによ
って、個人についている世界的なサタンを追

我々に必要な方が誰かというと、真の父母で

放しうるのです。分かりますか？ 家庭蕩減

す。真の父母は誰か？ 友達よりも、先生よ

条件、責任分担を完成することによって、サ

りも、もっと貴い方です。それゆえ、友達を

タンを自動的に蕩減復帰するのです。個人の

捨てても真の父母について行くべきであり、

世界的な蕩減復帰、責任分担完成をしなけれ

先生を捨てても真の父母について行くべきな

ば、蕩減復帰ができないのです。分かります

のです。

か？

責任分担を完成してサタンを落とさなけ

れば、復帰ができません。（一三七・一〇六）

統一教会に行くと言って、友達が「ああ、お
まえは俺と離別だ」と言っても、この道を行

父母が必要なのは、神様を着地させるため、

かなければならず、先生が「おまえと師弟間

地上に定着させるためなのです。これが父母

の離別だ」と言っても、この道を行かなけれ

様がこの地上で苦労する理由です。（二一

ばなりません。また、両親が「離別だ」と言

七・三五四）

ってもこの道を行かなければなりません。皆
が一度に良いと言える道を行ったなら、そこ

皆さんにトゥルー・ペアレンツ（true

に歴史的な新しい天地開闢が起こるのです。

parents；真の父母）がなぜ必要か？ 新しい

（三三・三三八）

血筋を受けるためです。原理で見ると、旧約
時代は、信仰基台時代であり、新約時代は、

人類は、真の父母が必要なのです。なぜそう

実体基台の時代であり、成約時代は新しい理

か？ 愛の軸をつなぎうる原則的なこのこと

想時代です。ですから、愛の時代として、天

が、歴史以来初めて起こったのです。分かり

国の善なる血筋を受けなければならないと言

ますか？ これを知るべきです。歴史以来、

いました。今までは、血筋が違うのです。総

前にもなかったし、後にもありません。はっ

合的な血を受け継ぎました。

きり知るべきです。
先生は、天国の本然の伝統的血筋を相続し、
軸は一つです。二つではありません。その軸

このようなすべての真理を知って、サタンと

が何かというと、真の愛です。今、皆さんの

戦っているのです。このようなことが分かる

両親が愛することは、真の愛ではありません。

ので、そうるすのです。分かりますか？

それゆえ「心をつくし、精神をつくし、力を
つくして、主なるあなたの神を愛せよ。これ

真の父母は真のオリーブの新芽です。皆さん

が第一のいましめであり、第二は、あなたの

は、皆切ってしまって、真の父母の芽を接ぎ

隣り人をあなたの体のように愛せよ」と言い

木しなければなりません。父母の芽と神様の

ました。神様がそのように生きてきたのです。

芽を接ぎ木しなければなりません。分かりま

（一三七・一〇八）

すか、何の話か？ そのようになれば、体は

144 * 百四十四

천성경

天聖經
Cheon Seong Gyeong
ありませんが、思想は神様、真の御父母様と

のに、絶えず門が開き、食事を抜こうとする

そっくりだというのです。ですから、皆同じ

のにご飯を絶えず持ってきてくれてですね、

実、善なる息子娘を産むことができるのです。

自分が働こうとすれば、代わりに絶えずやっ

サタン世界を中心としては、なりえないので

てくれることが起きるのです。仕方なくやる

す。その前に、息子娘を産むと、良いことで

のではなく、自ら志願してやるのです。自ら

はありません。

志願してやらなければなりません。（一二
五・二〇八）

ですから、この三時代の勝利が、どれほども
のすごいか分かるでしょう？ 今分かったの
で、三時代と三国を代表して、戦って勝つこ

七）真の父母の決定は先見的予知予定圏

とができる者にならなければなりません。そ
れで、皆さんが今から、ドイツ、日本、韓国、

終わりの日に至っては、どのようになるので

この三か国をどのように消化するか？ どの

すか？ これが交替するのです。悪魔の愛、

ように三国を消化するか？ これを消化する

悪魔の生命、悪魔の血筋を受け継いだために、

ことができる自信がない人は、出征できない

ここに神様の愛、神様の生命、神様の血筋を

のです。何の話か分かりますか？ 決心しな

受け継ぐためには、真の父母が出てこなけれ

さい！ 世の中がこのようになると、誰が思

ばならないのです。真の父母が一人行く人で

ったでしょうか？「白人と暮らすと思ったの

はありません。先生が「真の父母」という名

に、黒人種と黄色人種とともに暮らす？」し

前を宣布するまで、神様がどれほど苦労し、

かし、そのようにしなければ、いけないので

宗教がどれほど血を流したか分かりますか？

す。（笑われる）
きのう、おととい見ると、何、『格庵遺録』
このような三時代、三数を経ていく世の中で

というのがあるんだね。『鄭鑑録』よりもっ

起こるすべてのことを代表しうる、このよう

と後に出てきたものですが、見ると、もうそ

な勝利者は、旧約時代、新約時代、成約時代

の時から文総裁の名前が預言されて出ていま

を集約した存在です。三時代の勝利者になる

したよ。（笑い） 私はそんな人です。

には、すべて三段階原則、世界の全体を表象
して、代表的な勝利を決定するという思いを

私が生まれもしない前に私を見た人がたくさ

持つべきです。そのようになりたいでしょ

んいます、通じる人は。何の話か分かります

う？（はい）。

か？ 先生が生まれもしない前に、どうして
私を見たでしょう？ 霊界は先生が生まれる

昔のノアの一〇倍以上、もっと捧げるのです。

前からあったから、このような人が生まれな

そして、スレイヴ（slave；奴隷）になると言

ければならないということを教えてくれるの

えばですね、皆パス（pass；通過）です。皆

です。それでこそ、地上で受難を受け、苦痛

できるのです。ただパスするようになるので

を受けた人たちが、霊界では先生の統治圏内

す。絶えず門が開きます。苦労しようとする

に入ってくるのです。
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神様は、そのような作戦をするのです。何の

界が滅びていくのを方向を定めるのが皆大変

話か分かりますか？（はい）。苦労した人を

でした。

失わないために。その方に仕えて暮らしたた
めに、その方が後に出てきても、仕えたその

それで、文総裁をして、長子権が復帰された

方に従うようになっているのです。それゆえ、

のです。カイン・アベル歴史を知っているで

愛する神様は、私を産む前に、何十年、何百

しょう？

年前に、皆見せてくれたのです。

本来、アダムが堕落しなかったら、アダム自

長子権が復帰されたというのです。

体が長子権を持ったでしょう。また、アダム
ですから、歴史的な人物でしょう？（はい）。

自体が真なる真の父母になります。その次に

今は、歴史的な人物といっても、韓国人、世

は、アダム自体が王の中の王です。

界の人に夜中や明け方に一言言っても、白昼
に聞くようにそうだと言うのであって、違う

人間が堕落によって何を失ってしまったか？

という人は一人もいないのです。

長子権を失ってしまいました。天地の大きな
事業と財産を相続する、その長子の権限を失

今や、皆終わったのです。戦いは皆終わりま

ってしまいました。誰のために？ 悪魔のた

した。もう少し行くと、その時は私に反対す

めに！ これを知らずにいました。それだけ

る人をピンセットでつまみ出すでしょう。何

でなく、神様の愛と、神様の生命と、神様の

人の奴らしかいません。その人たちも、じっ

血統を中心として、天地の創造主である父母

と見ると、昔私と関係があった人たちです。

に侍りうる、永遠な血族になるべきなのにも

そのような奴らが反対しているのです。な

かかわらず、アダムが真の父母になるべき権

ぜ？ 体制が習慣性圏内に捕虜になっている

限を失ってしまったことが分かりませんでし

から、それを抜け出せないのです。その習慣

た。そして、堕落しなかったら、一つの文化

性を抜け出せなければ、地獄行きです。

であったでしょう。アダム文化です。アダム
一族です。こうすることによって、一つの王

神様は、誰が正しいか、正しくないかを、即

権が成されるのです。

座に判断して記録するようになっています。
見て知らない振りをしますか？ 神様はそう

民主世界というのは、杖と同じです。これは、

はしません。（二一三・二七）

兄弟主義です。民主主義というのは、兄弟主
義です。兄弟が多いので、これを相続するよ
うに代表を立てようとするので、兄弟たちが
皆集まって、より犠牲となり、より奉仕して、

八）選挙で選出できない真の父母

より伝統を立てうる人を取り出さなければな
先生は、今まで家庭を探すのが大変で、教会

らないのに、それが民主主義式です。

を探すのが大変で、その次には、キリスト教
の方向を定めるのが大変で、自由世界が滅び

民主主義は、世界主義ですが、その上が父母

ていくのを方向を定めるのが大変で、共産世

主義です。これから、父母主義時代がやって
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くることを知るべきです。父母を選挙で選出

民族、国家、世界を越えて来るのです。その

しますか？ 再臨主を選挙で選出できます

本然の人は、どのような人かというのです。

か？ 神様を選挙で採択できますか？ でき

（トゥルーマン（trueman；真の人）です）。

ないのです。

トゥルーマンですが、そのトゥルーマンが、
どんな人か？ 真の人の定義がどういうもの

民主主義は、不信の風潮を造成しうる基盤に

かというのです。完全な愛をなす人です。簡

なっています。なぜ？ 全部自分の利益のた

単なのです。では、その簡単な人が何です

めには、ありとあらゆることを皆します。金

か？ それは、どんな人を言うのですか？

力を動員し、人力を動員し、謀略、中傷など、

（トゥルーペアレンツ（true parents；真の父

ありとあらゆることを皆します。（二一一・

母）です）。簡単なのです。それなのです。

三四三）
神様はどんな方か？ 神様は、真の愛の代表
四、真の父母の使命

です。代表ではないかというのです。それよ

一）真の父母の立場

りも神様はどんな方か？（すべての人を愛す
ることができる方です）。それを知るべきな

この世の中を見ると、帝国時代、帝王時代、

のです。神様は、すべての存在を愛すること

王国時代があり、その次には、今の民主主義

ができる能力を持った方なのです。簡単に要

子女時代、共産主義僕の時代があります。そ

約すれば、大きくて小さいもの、すべてを皆

れが皆、愛の法を中心として統治していない

愛するのです。小さなもの、大きなもの、皆

ことを見るとき、偽りの世の中だというのです。

入れることができるのです。そこには大きい

このように結論づけることができるのです。

もの、小さいもの、すべてのものが皆入るの
です。分かりますか？

それなら、ここで本然の心を中心として、本
然の世界が生まれたら、本然の人がいなけれ

それは事実なのです。それを整理しなければ

ばならないのです。では、本然の人がどこに

ならないのです。世の中のすべての存在、大

いるか？「人」というと、女・男が皆入るの

小のものが皆入るのです。分かりますか？

です。そういう意味でしょう？

（はい）。それゆえ、大きなものから小さな
ものまで、愛することができる能力を持った方

今日、歴史は、この世界が間違いなくサタン

が神様だというのです。（一二四・一一七）

世界であるために、この世の中で本然の人を
探しているのだ、こういう結論が出てくるの

我々の目的地は世界のために行くべきです。

です。それで今日、四〇億という数多くの人

いくら難しくても、行かなければなりません。

類がいますが、真の世界を指導して、天地を

世界のために行くべきであり、世界のために

指導する指導者を探しているのです。

与えるべきです。アメリカは、世界のために

では、本然の指導者は、どのようにして来る

与えるべきであり、自分が行く所へはどこで

のか？ 堕落した世界の個人、家庭、氏族、

も与えるべきです。
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真の父母は、与えるべきです。これが原則で

ずですよ、宗教が崩れるのも防御しなければ

す。そこに新しいものがあり、そこに新しい

なりません。

世界があり、そこに新しい因縁が生まれるの
です。私は、アメリカを生かすために韓国を

先生が、世界の学者と神学者たちを集めて会

捨てました。国を捨てたのです。（一四七・

議をし、このような問題を深刻に討議してい

一四三）

ます。アメリカの国が夢にも見ないことをし
ているというのです。皆さんが活動するとい

皆さんがレバレンド・ムーンを何と言うかと

いますが、皆さんが難しいでしょうか、先生

いうと、真の父母と言うでしょう？ 同じよ

が難しいでしょうか？

うに、神様に代わった立場で皆さんの前に、
すべての良いものをあげようとし、皆さんも

父母は、子供よりもと苦労しなければならな

いちばん良いものをもらおうとするのを原則

いという原則があるので、先生はそれを実践

として知っているため、このような道を指導

しています。何かお金があれば、私がそのお

するのです。これを知るべきです。（一二

金で食べて暮らすのではありません。未来の

七・三二九）

後孫のために、未来の後孫に良い道を開いて
あげるのです。未来の後孫を愛する心を持っ

皆さんには、バックグラウンドがあります。

て、お金を稼ぐのです。

これは完全なバックグラウンドです。真の父
レバレンド・ムーン、真の父母は何かという

母のバックグラウンドです。

と、父と同じ位置で家庭を通じ、氏族を通じ、
真の父母は、サタンが讒訴できないのです。

民族を通じ、国家を通じ、世界を通じ、宇宙

それで、身分証をもらうのです。分かります

を通じて行くべきなのです。これをつなげな

か？ そこには神様がサインして、サタンが

ければならないというのです。それをカバー

サインしなければならないのです。（拍手）

するのです。そこで、夫を愛するように人類

それだけではありません。天使長がサインし

を愛さなければならず、息子娘を愛するよう

なければならず、その次には、アダムがサイ

に人類を愛さなければならないのです。自分

ンしなければなりません。分かりますか、何

の父母を愛するように、人類を愛さなければ

の話か？（一一七・一六一）

ならないのです。いつも、それが即座につな
がらなければなりません。皆さんはそれを知
るべきです。（一一八・二四二）

二）真の父母の道
神様の願いが何かというと、神様とともに暮
今、世界は戦いが起こっています。これを誰

らしたがる人を探すことです。神様と永遠無

が手を着けるかというのです。誰がすべきで

窮にともに暮らしたい人、愛する息子娘と額

すか？ 我々がすべきでしょう。共産党と戦

を一度付き合わせれば、千年、万年経っても

ってですよ、倫理破綻も防御しなければなら

目を離したくない人、そのような人を探すこ
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とです。分かりますか？ 神様が愛する息子

「そう、そう」と言いながら。

に指先で一度触れたら、千年、万年経っても
離したくない、そのような愛を持って暮らし

先生の哲学はそうです。ご飯が問題ではあり

たいというのです。

ません。千年、万年、あなたと私が暮らして
も嫌になりえない、そのようなあなたを発見

統一教会は、そのような原則による父子の関

しようとして、探そうとするのです。一二時

係を教えようとします。そのような原則によ

になり、夜明けの二時になり、明け方に鶏が

る夫婦関係を教えようとします。また、その

鳴き、空が白んできても、夜を明かしながら

ような原則による家庭を論じ、そのような原

愛さざるをえない息子を恋しがる人です。ま

則による兄弟を論じようとするのです。兄弟

た、娘を恋しがる人です。兄弟を探している

でも、一度会って別れるのではなく、千年、

人なのです。（一二七・二八四）

万年ともにいても嫌でない、そのような兄弟
もし、真なる人間がいたら、その真なる人間

のことです。

は、今日歴史を代表して「人類よ！ あなた
たちが行くべき真の標準はまさにこれであ
それが、五色人種を通じて実践されてこそ、

る」と教えてあげることができる道を模索す

神様の愛の圏が成され、神様が暮らすことが

るでしょう。真なる人がいるなら、その人は、

できると思うのです。それが易しいですか？

そのような道を模索するために、人類に代わ

自分がご飯を食べることがあるなら、全部彼

ってむごい犠牲となっても、その道を訪ねて

らに食べさせてから、その次に皆食べるまで

立ち上がるまで叫び、教えてあげ、その道を

待って、待ってから皿洗いまでして、寝るこ

開拓してあげるのではないかというのです。

とまで皆みてあげなければならない、そのよ

もし、その道を知っているのにもかかわらず、

うなことをする父母がいなければなりません。

自分だけ行ったとする人なら、彼は真なる人
ではありません。（一六三・八九）

今日、真の父母は、そのような道を行こうと
するのです。それが、真の父母が行くべき道

歴史路程に真の父母という言葉を与えること

であると思うのです。ある時には、お母様も

ができるたらどうか、考えてごらんなさい。

先生を理解できないときがあります。毎日人

これが嘘か、事実か、考えてごらんなさい。

に会うようになると、昼の時も忘れてしまい、

真の父母まで行くには、何級まで経なければ

話そうとしてですね、夕食の時も過ぎたのに

ならないでしょうか？

もかかわらず話をして、ご飯がすっかり冷め
て、固いご飯になったのですから。また、台

そこには、トゥルー・サーヴァント（true

所では先生と何人かがご飯を食べなければな

servant；真なる僕）がいるべきなのではない

らいのに、何人かが待っているので大変なの

か？ サーヴァントのサーヴァント（僕の

です。ご飯を食べる時間になったと、何度も

僕）のことです。そこから始まるべきではあ

通告を受けても、ただ話を続けるのです、

りませんか？ そして、トゥルー・ベガー
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（true beggar；真なる乞食）もいなければな

りするときに、腹が立ったでしょうか、腹が

らないでしょう。トゥルー・レイバー（true

立たなかったでしょうか？ そうだと言って

labor；真なる労働者）もいなければならない

「神様、私の怨讐たちに雷を落として全部殺

でしょう。皆いなければなりません。トゥル

してしまう！」と言うと思いますか？ 違い

ー・パーセキュター（true persecutor；真なる

ます。体から血が流れる立場で、福を願って

迫害者）も、十字架についた人もいなければ

やったのです。その人たちまでも。レバレン

なりません。そのようなことを嫌だと思えば、

ド・ムーンを捕まえて行こうとしました。

トゥルー・ペアレンツというのは、絶対出て

（一一六・一一四）

くることができません。罪人の中にもトゥル
ー・クリミナル（true criminal；真なる罪人）
がいなければなりません。皆いなければなり

三）真の父母になる前の過程

ません。
人間の堕落によって、偽りの父母が生まれま
その道を行くべきであり、橋を置くべきです。

した。それで、先生は、このサタンを中心と

世の中でいちばん悲惨な位置から始まって、

した世界の上に、これを再び探して、天国の

これを越えることができる愛の代表者がいな

真の父母の位置を築くための受難の道を行か

ければなりません。そうするためには、愛の

なければならなかったのです。それは、父母

十字架の道を行くべきであるということを知

が復帰しなければなりません。ひっくり返っ

らなければならないのです。それが橋です。

たものを、父母が全部責任を持って蕩減しな

その言葉は合うようですか？ 一級、一級を

ければなりません。（一三一・六三）

真の僕から上がっていき、真の養子から上が
っていき、真の息子として上がっていき、真

真の父母になるためには、カイン世界を愛さ

のカインとして上がっていき、真のアベルと

なければなりません。このカイン世界が、長

して上がっていかなければなりません。

男の世界でしょう？ カイン世界は、堕落し
た長男世界と同じであるために、それが反対

皆さんが統一教会の原理を習うときに、僕の

しても天の愛を尽くしてやったという条件を

僕とか、養子とか何とかいう道を誰が行くの

立てなければ、サタン世界が復帰できないの

か？

です。それを知るべきなのです。

その道は、先生が行く道です。先生は、

その道を行き、戦い、生き残って、迫害する
のに対して勝利したために、その橋を置いて

長子を先に愛さなければなりません。原則的

やるのです。

にサタンが長子であるために、サタンが「神
様！ あなたがアベルを愛するには、長子を

それゆえ、皆さんが通りでかわいそうな人を

先に愛したという条件を立てるべきです。そ

見れば、先生がそのような立場だということ

のような愛を私に見せずには、次子を愛する

を知りなさい。私が、共産党の前にそのよう

ことはできない！」そう言うのです。これが

な立場で踏まれ、拷問を受けひったくられた

原理的だということです。
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ですから、母が行くべき道は、エバが行くべ

勝利圏を備えるようになり、皆さんにそのま

き道は、カインとアベルを一つにして、アダ

ま相続してあげようとするのです。一度も使

ムに帰ることです。それゆえ、母がいくら宇

用してみることができずに、全部子供たちに

宙的な立場の愛を願うとしても、そのように

譲ってやろうというこのみ旨を、皆さんがき

愛してやれないのです。そのような位置にい

れいに受け継いで、大きな水晶にはならなく

るのです。（一二四・七四）

ても、結晶石のような、そのような形を備え
なければならないということを知るべきなの

先生は、愛の関係においては世界的な記録を

です。（二一六・三二六）

持っています。良心においては、天宙史的な
記録を持ちうる群が生まれているのです。そ

真の父母は、二人の方がいなければなりませ

れは、観念にとどまるのではなく、実際だと

ん。二人の方がいなければ、真の父母の基準

いうことを知るべきなのです。事実というも

の上に立つことができないのです。そして、

のです。歴史的な事実です。サタンにおいて

霊的な闘いに勝利の基準を立てたとしても、

は、どれほど脅威であり、神様には、どれほ

地上に実体の真の父母が立てられなければ、

ど希望的かというのです。我々統一教会の未来

自体世界で勝利の基準が立ちません。いくら

が希望的でありうるしかないという、このよう

霊界で勝利の条件を成したとしても、地上に

な驚くべき位置にいるという事実を、深く深く

真の父母が立てられなければ、その霊的世界

感謝できなければなりません。（拍手）

の足場に該当する足場を、この地上に築くこ
とができないのです。

神様とレバレンド・ムーンが、神様と真の父
母が、この仕事を築くためにどのようにｵた

それゆえ、これから来られる真の父母は、こ

か？ 鉄条網を貫いて、かき分けていき、築

れのために命を捧げ、地と天に代わって闘っ

いてきたのです。そこには血痕と涙のあとと

ていかなければいけないのです。このような

は言うまでもなく、悲惨な拷問のむちのあと

闘いの期間が四〇年期間だということを我々

まで残っているのです。そのような過程を開

は知るべきです。

拓したのです。そのようは天の父母と血の父
母の心を傷めてはいけないというのが、統一
教会の人たちが持つべき心の姿勢なのです。

では、この四〇年期間に来られる真の父母は、

これが宇宙の宝の倉庫であるということを知

どのような闘いを経なければならないか？

るべきです。ここから地獄をなくし、天国を

まず、霊界で霊的な試練を経なければなりま

創ることができます。（拍手）

せん。その次には、地上で実体的な試練を経
なければなりません。そのような中でも、倒

今日、父母の日を迎え、父母の勝利圏を宣布

れずに中心を持って立ち上がってこそ、初め

するのです。父母の勝利圏を悪魔がどれほど

て霊肉合わせて真の父母の因縁を立てること

嫌い、神様がどれほど待ち望んだか！ 皆さ

ができるのです。すなわち、六千年の摂理歴

んの先祖たちと、人類がそれほど待ち望んだ

史の希望を成すことができるのです。
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我々は、一九六〇年に父母の日を設定しまし

世界人類の十字架を代わって背負うべきなの

たが、その日はどんな日か？ 霊肉合わせて

です。

真なる勝利の起点をつかむ日であり、真の父
母の理念が出発した日です。それで、その日

イスラエル民族の歴史を見ると、ヤコブはエ

は一日に過ぎず、その日の因縁は部分的な因

サウとの個人的な闘争で勝利したために、個

縁に過ぎませんが、この因縁は、天宙史的な

人的な復帰の条件を立てることができました。

因縁を経ていくでしょう。

そうしてから、ラバンの家に行き、天が協助
する中で、家庭的な戦いで勝利したために、

そして、神様は、その日を起点にして、霊界

家庭を見出すことができました。その後、ヤ

と肉界で同時に計画を実践なさることができ

コブの後孫は、民族を形成するため、サタン

たということです。すなわち、霊界と呼応し

世界であるエジプトに入りましたが、彼らは、

うる基盤、初めて神様が闘うことができる基

そこで天の協助で救い出されて出てきて、カ

盤が築かれたということです。このように勝

ナンに入ることができ、カナン七族を滅ぼす

利の基盤が築かれたために、ここに一致する

ことができました。このようにイスラエル民

家庭的基盤、氏族的基盤、民族的基盤、国家

族は、カナン復帰路程四〇年を経ていきなが

的基盤、世界的基盤のみ築いておけばいいの

ら、初めてサタン世界に対して攻撃すること

です。

ができました。

イエス様が、イスラエル民族の反対で、全体

四〇年荒野路程以前には、三日路程がありま

的な使命を完成なさることができず、楽園に

した。イスラエル民族は、三日路程を経た後

行かれて霊的にイスラエルを収拾して、霊的

に、初めてカナン復帰をすることができたの

父母の立場に立っておられたのと同様に、世

です。そして、イスラエル民族は、カナンに

界的な勝利の版図を地上に築くことができる

入っては、また四〇数を探して立てなければ

ときがいつかというと、四年路程であるとい

なりませんでした。

うことです。この四年路程の間に霊界と肉界
が一致して、勝利の起点を立てる日には、全世

復帰摂理がｱのような路程を経てきたために、

界の人類が楽園以上の霊界で行軍することがで

今まで先生も四〇年路程を経た後、三年路程

きる時代的な恵沢圏内に入るというのです。

を歩まなければならず、四年路程を歩まなけ
ればならないのです。それで、我々が三年路

ところで、このような歴史過程を経ていくの

程と四年路程を合わせれば、七年路程になる

において、来られる真の父母は、個人的な十

のです。

字架を背負うべき段階から、世界人類の十字
架を代わって背負うべきであり、家庭的な十

このような過程を経てこそ、初めて復帰歴史

字架を背負うべき段階から、世界的人類の十

を終結し、天の主権を立てることができるの

字架を代わって背負うべきであり、氏族的、

です。イエス様も、本来は三三歳から七年路

民族的、国家的十字架を背負うべき段階でも、

程を歩んで、神様が願う父母の基準を立て、
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そこから万物復帰の基準を立て、四〇歳にす

その過程でサタン世界と分別された自分を立

べてを終結して、天のみ旨を成すべきでした。

て、真の父母が勝利の一つの手本を取って、

これが、イエス様の使命でしたが、イエス様

サタン世界を審判しうる真の子女の基準を立

がこのみ旨を成しえず、十字架に亡くなるこ

てておかずには、氏族、民族、国家基準を立

とによって、このみ旨はそのまま残るように

てておかずには、真の父母に対する本然のみ

なりました。

旨を、地上に成すことができないのです。

それで、再び来られる真の父母が、内的外的

この期間に、私とともに闘っている皆さんは、

な闘いに責任を持たざるをえないので、四〇

真の父母の個人的な身代わりであり、家庭的

年準備期間、あるいは、闘争期間を経ていく

な身代わりであり、民族的な身代わりであり、

のです。外的に四〇年準備期間ですが、内的

国家的な身代わりです。このような父母の身

には闘争期間であったのです。こうして、霊

代わりとして、今まで韓国各地へ出て闘って

的に勝利の基盤を築いて、初めて地上に霊肉

いるのです。今は、世界的な舞台に向かって

を合わせた実体的な基盤を築くことができる

出て、責任を持って闘わなければならないの

土台を備えたのです。

が皆さんの責任であるのです。

真の父母が中心になっていく三年路程を経て、

このような観点から見るとき、今までの霊界

万物復帰の期間、すなわち、四方性を備える

と肉界の悲しみが何か？ 本来は、真の父母

ための四年路程を経なければならないのです。

がこの地に現れれば、その日から天地が平和

それで、七年路程として蕩減復帰を終結して

を歌うべきであり、全天宙が幸福圏内に入る

いかなければならないのです。

べきであり、神様を中心に地上天国が成され
るべきです。（一三・二八五）

真の父母を探すまでは、歴史路程についてみ
ると、三年路程、四年路程、四〇年路程は短

私が真の父母を宣布するまで、苦労をどれほ

い路程ですが、歴史的なすべての悲しみを全

どし、悪口をどれほど聞き、監獄生活をどれ

体的に蕩減復帰する期間であり、歴史的な無

ほどしましたか？ 六回も監獄に出入りし、

念さを総体的に蕩減復帰する期間であり、歴

こうして今年に入って真の父母を宣布したの

史的な十字架を全体的に蕩減復帰する期間で

です。（ですから、真の御父母様であられま

す。歴史的なすべての悲しみと苦痛と無念さ

す）。ですから、世界最高のかわいそうな王

にも屈服されないという、絶対的な基準を立

の中の王が文総裁です。お母さん、お父さん

てずには、真の父母の日、真の父母の勝利の

が、何、どうのこうのと言いますが、いちば

日は、迎えることができないのです。

んかわいそうな人が文総裁です。（二一一・

天に代わって、真の父母の因縁に代わって、

一六一）

み旨に責任を持って、奉ってきた我々統一教
会は、それでこのような試練を自ら招いて受

先生が世界のために、どれほど多く投入した

けていっているのです。

かというのです。血涙をどれほど注ぎ、汗を
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どれほど流し、どれほどため息をついたでし

ゆえ、その準備をしておかなければなりませ

ょう。私がご飯のために、出世のために、そ

ん。（一四〇・五四）

うなのではありません。地上世界、天上世界、
神様を解放するためです。このような人は、

皆さんの父母がどこにいますか？（ここで

歴史時代に文総裁以外にはいません。真の父

す）。レバレンド・ムーンが、なぜ皆さんの

母以外にはいないのです。

父母ですか？ 皆さんを産んであげました
か？（霊的な…）。（笑い） どのように霊

そのような背後の歴史を持っているのです。

的な父母ですか？ 一つ違うことは何か？

それが観念だけではありません。実戦舞台で

神様の愛、本来の愛をつなげてあげることが

実際圏を形成するのにおいて、それ以上の基

できる父母なのです。それを知るべきです。

盤を築いてきたために、世界万国が粛然と頭
を下げうる段階まで来たのです。（二一〇・

アダムが何か？ 皆さんの先祖になりうる父

三六四）

母ですがね、神様の愛をつなげられなかった
のです。それをつなげられなかったのです。

四）真の父母の権限と使命

それゆえ、皆さんの父母たちは、神様の愛に

真の父母が、この地上の人間たちの前に何を

つなげることができないのです。何の話か分

しようと訪ねてきたのですか？ 人間がいち

かりますか？（はい）。

ばん好きなものを作ってあげるために来たの
です。それが何かというと、皆さんを真の父

真の父母が違うことは何か？ 神様の愛をつ

母、小さい真の父母にすることです。（一二

なげうる特権を持って来たということです、

五・一一七）

特権を。皆さんが父母の言葉を聞かないで、
統一教会の文鮮明の言葉を聞くとは、これが

真の御父母様がすべきことは何か？ 地上世

社会の正義ですか、悪ですか？（正義です）。

界と天上世界とのふさがった道を皆開いて、

どうして？ 天宙の原則がそうであるためで

ハイウェイを造っておかなければならないの

す。（一一八・一四八）

です。それを知るべきです。地獄から、霊界
の地獄から、天上の位置まで、ハイウェイを

真の父母が何をする人ですか？ 偽りの子女

…。（一三四・一二九）

たちを率いて A 真の父母の子女にする役割
をするのです。ですから、サタンはそれをで

真の父母は、霊界と肉界を中心とした王権を

きないようにするために、ぶん殴り、ありと

持って来られたために、それを霊界までつな

あらゆることを皆するのです。サタン側は、

げるためには、霊界に統一基盤を築いて、霊

悪なる人です。それゆえ、真の父母は、息子

界王権基盤、蘇生的長成基盤をつなげなけれ

娘を消化して段階的に家庭基準、氏族基準、

ばなりません。そうしなくては、真の父母が

世界基準まで消化しようとするのです。この

地上において、完成基準を成したという位置

ように言いますが、問題は深刻です。（一四

に、霊界が同参することができません。それ

九・二八〇）
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先生は、何かというと、この歴史時代に、す

では、どのようのこの塀を貫いて、神様の位

べてを見せてあげるのです。僕の僕と僕がど

置まで進むか？ これが宗教の目的です。そ

のように行くべきかを見せてあげるのです。

こからサタンは、いつも間接主管圏を利用す

どのように行き、一つになるべきかを見せて

るのです、天地創造のときから今まで。です

あげるためのことを、今までしてきたのです。

から、これをもう一度つなごうというのが神

先生についてきて、全部成しておいてこそ、

様の摂理です。それで、歴史を通じて宗教を

後で神様の愛まで行くのであって、それ以外

発展させてきたのです。それがユダヤ教でし

にはありません。それを知るべきです。（一

た。宗教を通じて、神様のみ旨が今まで流れ

三五・一四二）

てきました。 そうして、キリスト教まで下
ってきたのが、現在の我々の状況です。

真の父母はどのようになるか？ 人間の先祖
の堕落によって、ふさがった塀を崩すことが

真の父母は、この間接主管と直接主管をつな

できる責任的条件を立てることができてこそ、

げる責任があるのです。サタンに引っかかっ

真の父母になります。我々統一教会を見ると、

ている個人、家庭、氏族、民族、国家、世界

キリスト教もそうであり、天主教、仏教、儒

の塀をどのようの壊すかというのが問題です。

教、モスラムが皆入っています。

サタンはサタンなりに、神様の継続的なこの
歴史をどのように妨げようかとしています。

あの仏教もここに至るでしょう？ それが分

このように、二人が対決してきているのです。

かりますか？

粘り強くサタンが神様を相手にしているのです。

皆さん、それが分かりますか、

分かりませんか？（分かります）。分からな
ければ恥をかくのです。ここに入ってくれば、

それで、先生がサタンと神様の中間で、いつ

宗教が一つになりうるということです。その

もサタンを除去することをしてきたのです。

次には、この氏族問題、人種問題ですがね、

どのようのサタンの讒訴を受けない位置で、

五色人種が一つになることができるというの

この仕事をはかどらせていくか？ それで、

です。（一一八・二七〇）

蕩減路程が出てきたのです。それが人間の責
任分担です。今まで、人間が責任分担を成せ
ませんでした。どのようにその責任を埋めて

原理主管圏と直接主管圏の間に塀が生じたの

いくのかということです。

を、蕩減しなければなりません。個人、家庭、
氏族、民族、国家、世界、天地の塀を全部蕩

サタンは、それがメシアの責任であることを

減しなければならないのです、全部。原理主

知っているのです。それで、すべてのサタン

管圏がサタンに占領されたのです。ですから、

勢力を総出動させて、真の父母を攻撃したの

サタンが中間の位置にいるのです。神様が上

です。それで、先生は、サタンの塀を壊すこ

にいて、人間が下にいれば、サタンは中間に

とを、個人から家庭、氏族、民族、国家、世

位置しているのです。それで、サタンの塀が

界、霊界まで経てきたのです。メシアは、こ

生じたのです。

の道をすべて経なければならないのです。
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これが、我々の教会の歴史です。サタンに対

皆さん、細胞のようなものをごらんなさい。

して、いつも原理をしっかりと掲げてきたの

細胞は、葉の細胞を切り取っても、根の細胞

です、愛をもって。サタンの血統を受けて堕

を切り取っても同じなのです。この頃は、細

落した父母として始まったことを、どのよう

胞を繁殖して、植物も繁殖するではないです

に人類の真の父母の位置として復帰させるか、

か？ 同様です。葉にも根があり、皆あると

ということに苦心したのが神様の立場だとい

いうことです。

うのです。
ですから、自分が偉大なのです。神様の愛と、
それで、一九六〇年に父母様の聖婚式が、歴

真の父母の愛を、皆持っているのです。神様

史上に初めて起こったのです。堕落した父母

の愛と真の父母の愛は、宇宙のすべての主管

から復帰が起こったのです。イエスが来たの

性の核です。主体性の永遠な標準です。愛を

は、アダム・エバが堕落したことを復帰する

中心として、全部主管しようとするのです。

ためのものなので、イエスができなかったこ

ですから、自分自身がすべての代表になるの

とを全部代わりにしなければならないのです。

です。神様を代表することができ、父母を代

（一三一・七〇）

表することができ、兄弟がいればお兄さんを
代表することができ、弟を代表することがで
き、お姉さんを代表することができ、妹を代
表することができるのです。そのような代表

五）真の父母の愛

者になりうるのです。そのようになるとき、
皆さんが本当の「私」を見出したというとき

一族が歓迎するようになっているのであって、

は、神様が自分の心にいて、自分は解放圏に

ケンカしません。反発が起きないのです。吸

いるのです。本然の神様の愛と、本然の真の

収されるようになっているのです。言葉は簡

父母の愛を中心として、本然の血統の歴史を

単でしょう。これは、原理の核です。そうで

つないで生まれたのが、本然の自分です。そ

しょう？（はい）。

の自分を見出せば、皆入るのです。そこに真
の父母がいますか、いませんか？

そこには、

自分を完成しなければならないのです。道を
修めるのも自分が完成するためのものではな

真の父母の愛があります。

いですか？ 自分の完成の位置に行くには、
神様の愛から自分が始まったために、自分を

結局、神様を探し、真の父母を探して、接ぎ

見出したときは、自分の中にはすでに二つの

木することです。すっかり大きくなって、再

愛の本然相が植えられているのです。それが

び産むことはできないので、しかたなく接ぎ

根になっているのです。自分を神様から離し

木しなければならないのです。それだからメ

てしまうことができず、真の父母から離して

シアが来るのです。

しまうことができないのです。その肢体です
が、その肢体となった自体を否定できないの

メシアが持ってくるものが何ですか？ 本然

です。何の話か分かりますか？

の愛、真の父母の愛を、完成した男が持って
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くるのです。本然の理想的な身代わりが来る

夫婦も「夫」の字と「婦」の字が逆さまにな

のです。「私」という言葉を言う度に、これ

った婦夫か、正しくなった夫婦か？（正しく

を考えてごらんなさい。ですから、解放され

なった夫婦です）。地天を願う人はいません。

るでしょう？ そういうものです。サタンか

全部天地を願います。

ら解放、生活圏から解放、血統圏から解放さ
それゆえ、何が先になるべきか？ 天が先に

れれば皆終わるのです。

なるべきです。その次には、何になるべき
では、解放されて何をするのですか？ 悪魔

か？ 地が先になるべきです。そして、父母

の代わりに神様に仕え、文化圏を形成しなけ

がいますが、父母は、なぜ母が先にならず、

ればならないのです。真の父母の生活圏を形

父が先か？ そうだといって女を無視するの

成しなければならないのです。完成したアダ

ではないのです。

ムの位置に立つので、生まれた目的を完成す
聞いてみなさい。女も良くなるのです。（笑

るのです。

い） 父母は「父」の字が先になければなり
それゆえ、自分には真の父母の愛が宿り、神

ません。「母」の字をじっと見れば、これは

様の愛が宿るのです。その愛が、自分を完成

面白いのです。じっと見ると、このようにし

させることができる調和の根本です。それを

て、このようにして、このようにして、こう

言い換えれば、自分には愛があり、生命があ

なります。（板書される） これは何かとい

り、血統があるということです。三位一体で

うと「女」の字を二つ持って逆さまに固めて

す。（二〇二・二八三）

おいたものです。分かりますか？ そうでし
ょう？ それは本当に面白いのです。それが

五、天国と真の父母

「母」の字です。

一）「天」の字と「父母」の字のもう一つの

女という字は、本当に面白いです。これも女、

意味

これも女ですが、これを逆さまにこのように
しておいたのです。女を二人くっつけておい

天というのは、二人です。仁というのも二人

たのです。そうでしょう？ 逆さまに持って

です。二人ですが、二人はどんな二人が天

きて合わせたのです。そうではないですか？

か？ 完全な愛を中心として、天地が縦的に

それが母です。

一つになり、横的に完全に一つになりうる人
間…。その二人ではないですか？ 天地調和

それゆえ、天の心を持った母にならなければ

を成しうる根本は、愛から始まったのです。

ならず、地の心を持った母にならなければな

（一八六・六二）

りません。言い換えれば、天の心を持った女
になり、地の女を代表した心を持った女にな

天地間において、天が先か、地が先か？ 地

って、その二つの心を合わせておいてこそ母

天か、天地か？ 父母も、父母か、母父か？

になるのです。面白いでしょう？
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また、「父」の字を見て「エビ（A ボジの俗

では、「私はこれほど美男であり、これほど

語）」と言うようになると、気分が悪いので

立派な男であるために、私には父母が必要な

す。先生が話すようになると「アバジ」とい

い」と言う人がいますか？ 「私は男である

う言葉をよく使いますが、その言葉は平安道

ために、男である父が必要ない。父が死ねば、

のなまりです。

私が代わりに父になるために、私が主人になる
から、父は死んで母だけ残って下さいませ」と

父の字を見ると、このようにしっかりとして

言うそんな男がいますか？（いません）。

おいたのです。（板書される） これが何
か？ しっかりと離しておくと「人」の字が

また、「私が女なら、うちで女の家長になろ

二つです。それがしっかりと合わさっている

うとするので、母は死んで父だけ一人生きて

のです。そうでしょう？ それは、一カ所に

下さいませ」というそんな娘がいますか？

持ってきて結んでおいたのです。

（いません）。いないというのです。では、
何がいなければならないか？ 二人がいなけ

それが何か？

男は男ですが、人は人ですが、

一人ではなく二人を持ってきて結んでおかな

ればなりません。父母がいなければならない
のです。（五九・一八二）

ければならないのです。それでこそ父になる
というのです。それは何かというと、天の人

二）地で真の父母に侍るべき理由

と地の人が結ばれて、一つの行動をすること
ができてこそ、父になるということです。こ

霊界が何かというと、我々の先祖たちがアダ

れを考えれば、面白いでしょう？（はい）。

ムを中心としてコントロールする国です。ま
た、地上天国は、その後孫を中心として、世
界がコントロールされる国です。このように

また、天の字をじっと見ると、それは何か？

なるのです。何の話か分かりますか？（は

天というのは、一人でいるのではありません。

い）。それを知るべきなのです。

二人がいてこそ天になるのです。それゆえ、
天は、二人を持ってきて合わせれば天になる

皆さんが死んで、行くようになれば、間違い

のです。このようになるでしょう？（はい）。

なく先祖圏内を訪ねていきますが、その先祖

これは本当に面白いのです。

たちが何千万名になるでしょう？ その先祖
たちを皆経ていくのです。そうして、過ったら

また、夫という字は何か？ これがみっとも

彼らに審判を受けるだろうというのです。審判

ないのです。冠を被って（官職に就いて）

をパスする原則が何か？

これが問題です。

天よりも高く上がることです。これは何か？
二人が互いに好きなら、天のてっぺんまでも

先祖たちが家庭に行ってパスしようとするに

貫いて上がるということです。それで、夫婦

は、どのようにしなければならないか？ こ

という言葉が設定されるのです。面白いでし

の原則に従わなければなりません。あの国で

ょう？（はい）。（笑い）

も、数多くの先祖、数多くの家庭、数多くの

158 * 百五十八

천성경

天聖經
Cheon Seong Gyeong
民族がつながっており、世界が皆つながって

だから、真なる父母を中心とした、家庭的真

いるのです。このような観点で評価するとき、

の父母圏を凌駕する国家父母の為にもっとし

自分が引っかからないでパスするのは、この

なければならないのが、本来天国の理想世界

ような概念です。それが何の話か分かるでし

の原則だということを知るべきです。分かり

ょう？（はい）。

ますか、何の話か？（はい）。その次には、
国家父母圏は世界父母圏の支配を受けなければ

それは、簡単な言葉で言えば、真の父母の理

ならないということです。国家父母がもっと世

想伝統です。真なる家庭は、真なる父母の家

界父母の為にならなければならないのです。

庭です。そして、真なる父母は、家庭の大統
領です。では、国の大統領が何か？ その国

統一教会は、何をする所か？ 世界的真の父

の真なる父母の位置に立っているのだいうこ

母圏のために動いていく、人間の世の中の最

とです。そうならば、アメリカならアメリカ

高の道を準備するために、家庭的真の父母、

が真なる父母の国になるのです。例えば、ア

国家的真の父母までも犠牲にする道を行こう

メリカのニクソンが今大統領ならですね、こ

ということです。これが統一教会運動です。

のアメリカの国の真なる父母の位置に立って

世界の真の父母圏のための家庭理想を実現さ

いるのだというのです。そのような心情です。

せるために、すべてを克服していくのが統一
教会運動だというのです。それをするために、

それゆえ、国民はその大統領に母、父のよう

我々は家庭父母、国家父母をすべて犠牲にし

に仕え、もっと一つになるべきなのです。自

なければなりません。

分の家庭を越えて、自分の妻を越えて、自分
の父母を越えて、国と一つになるというのが

そうして、世界の中心になるときには、個人

原則であるのです。家庭よりもっと大きなも

と家庭をどれほど犠牲にし、国と国民を越え

のが理想だというのです。自分の家庭の真の

てどれほど努力したかということを中心とし

父母よりも、国の真の父母にもっと為になる

て、新しい世界の伝統の要因として記録され

立場に立つのが理想的だというのです。これ

るでしょう。何の話か分かりますか？（は

を知るべきなのです。何の話か分かります

い）。（一一八・二三六）

か？（はい）。
三）天国は真の父母を通じてこそ可能
我々がなぜそのように暮らさなければならな
いか？ そのように暮らさなければ、霊界に

皆さん自らは、天国を成せません。それは父

行って、行く道がふさがってしまいます。そ

母様が臨まなければなりません。聖霊ととも

こで歓迎しないというのです。いくらドクタ

に一つになって、イエスの愛とともに和合す

ー・ダーストとか何とか言っても、ドクター

ることができなければなりません。

という名が付いたとしても通じないのです。
分かりますか、何の話か？（はい）。そのよ

それでこそ、天の側のオリーブの木に接ぎ木

うになるというのです。

することができる可能性があります。そうだ
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としても、接ぎ木はできません、霊的ですか

たちです）。大韓民国の国があるではないで

ら。再臨時代に真の父母が来て、接ぎ木して

すか？

あげるのです。

神の国というものです。

天国建設は、それが基本です。公式と同じで

その国を経ずしてﾍ、皆さんがその国の公認

す。既婚女性を中心として見るとき、カイ

された市民権を新しく受けずしては、天国に

ン・アベルと同じです。神様と息子の関係は、

入ることはできないのです。公認された市民

絶対的です。それを誰も分ける人がいません。

権を持った人には、サタンが東西南北を通じ

父子の関係を誰が分けることができますか？

ても、過去・現在・未来を通じても、讒訴し

夫婦が愛で一つになれば、その愛を誰も分け

ようとしても讒訴できないのです。そのよう

られません。誰も分けられません。神様も分

な市民権を持たずしては、天国に入ることがで

けられません。永遠なものです。

きる？（できません）。（一四八・二八八）

皆さん、夫婦が二人一つになって、夫婦とし

今日、世界的に見るとき、共産主義は滅びる

てアダム・エバと同様に、兄妹の立場で真の

のです。金日成は、赤い王として四〇年を栄

父母に侍ることができる夫婦になるかという

光の中に降りてきましたが、今は一人あわれ

のです。神様の愛と父母の愛が、我々家庭に

な存在になりました。しかし、文総裁は、迫

臨むことができるか、その愛の圏内で息子娘

害され、呪われてきましたが、世の中で絶え

を生まれさせるための愛をなしているかとい

ず上がるのです。あちらは悪なる先祖から出

うことが、深刻な問題です。そうせずしては、

発し、悪なる先祖の代表として地獄に落ちて

家族天国が開門しないということを知るべき

いきますが、文総裁は悪なる世界の迫害を受

です。（一三七・一八六）

けましたが、世界的途上を中心として、本然

しかし、我々が行く国は違う国です。

的父母の名を持って、悪なる父母の位置に代
我々が天国に入るためには、真の父母を経な

わって天に帰るのです。

ければなりません。真の父母を経ずしては、
天国に入ることができないのです。そのよう

全世界の人間たちは、真の父母の愛を通じて

になるのです。そうでしょう？ それで、真

行かなければなりません。その門を通じなく

の父母が出てきました。真の父母が出てきた

ては、天上世界の本然的故郷の地に帰る道が

ら、真の父母を中心とした真なる家庭が生じ

ありません。地獄しか行く道がありません。

るのです。サタン世界でも、この真の家庭ま

これをさかのぼって行かなければなりません。

で上がるために、ここから出発するのです。

反対する国と戦って、勝っていかなければな

闘って、これを全部否定しなければなりませ

りません。

ん。（四四・一四〇）
そうして、今日統一教会は、世界的メシア圏
皆さんは、国がありますか？ 国のある人た

勝利を受け継ぎ、国家的メシア圏を越えて、

ちですか、国のない人たちですか？（ない人

氏族的メシア圏に訪ね降りてきたのです。サ
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タン世界の氏族圏を中心として、サタン家庭

解放しようというのです。なぜ？ どうし

に入って、世界と交替しなければなりません。

て？ 人類を解放させてこそ、神様が解放さ
れるのです。（二二五・二一）

今日、文総裁が提示する統班撃破は、家庭基
準で真の父母の息子娘を作るためのものです。
家庭で真の父母の愛に代わりうる夫婦を作り、

四）天国と真の愛

神様が見たかった、神様の愛の中で成される
べきおじいさん、おばあさん、お父さん、お

真の父母を中心とした所から、理想的な歴史

母さん、妻と夫、子女の基準を中心として一

の出発、新しい文化の出発、新しい愛の出発

族、一国、一世界を失ったのを、再現させな

が起こるのであり、新しい人生の出発、新し

ければなりません。そうして、世界万民を自

い家庭の出発、新しい国家の出発、新しい世

分の息子娘として抱き、愛することができる

界の出発が起こるのであり、天国と神様の愛

世界になったと宣布してこそ、地上に解放圏

の出発が起こるのです。

が始まるのです。（二一〇・四三）
この真の父母という言葉が、ただ言葉で言え
聖書を見ると、子羊のようでなければ天国に

る、ただ今まで知っていたそのような内容の

入れないという言葉があるでしょう？ それ

言葉ではないことを、皆さんは知るべきです。

はどういう言葉か？ 幼子たちには、お母さ

このような後世と関係を結ぶため、国も滅び、

ん、お父さんしかいません。ご飯を食べても

個人も滅び、家庭も…。それゆえ、この位置

お母さん、お父さん、寝てもお母さん、お父

は、数多くの、数億数千万の犠牲の祭物の血

さん、ただお母さん、お父さん、お母さん、

が訴えている位置であるということを、皆さ

お父さん！（笑い） そのように育って、分

んは知るべきなのです。

別がついて、いくら嫁に行き、妻をめとって
も、そのお父さん、お母さんというのは忘れ

聖書には、アベルが血を流すことによって、

られないのです。その言葉を取ることができ

カインに殺されて血を流すことによって、天

ないのです。

に讒訴したと出ています。そのような歴史を
全部解怨成就することができる立場は、この

神様も我々のお父さんです。父親です、父親。

立場しかないのです。

神様は、我々の縦的な父であり、真の父母は
横的な父です。それで、その父母の言葉を習

そのような使命を受け継いで、そのような驚

って、その父母の風習を習って、その父母の

くべき蕩減の使命の道を、真っ直ぐに置くた

すべてする通りにしてこそ、故郷にも行き、

めに集まった群がどのような群かというと、

どこに行っても、その国に適合するのです。

まさに皆さんです。それを本当に知るように
なるなら、自分の生命がどうだ、自分がどう

このようなすべての歴史的な蕩減を父母様が

だという不平は、夢にも、千回死んでも言え

して、何をしようというのですか？ 万民を

ないのです。（六七・二二七）
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本来、神様の創造理想が何かというと、真の

なのです。その次に、垂直的な心は、神様で

父母の名前を通じて天国の王国と、地上の王

あり、垂直的な体は何かというと、真の父母

国を成すことです。これを知るべきです。真

なのです。水平的な体は、水平的な父母であ

の父母の名前を持たずには、地上天国と天上

るということです。それが一つになるのです。

天国が生まれません。今日、キリスト教徒た
ちに「イエスが神様の愛する長子であり、息

皆さん、心を見ましたか？（いいえ）。神様

子なのにもかかわらず、なぜ天国に行けず、

を見ましたか？（いいえ）。心は垂直的です。

楽園に行っているのか？」と聞いてみると、

見えはしませんが、垂直的です。体は見えま

答えられないのです。

すが水平的です。分かりますか？（はい）。
九〇度、これは男が好むのです。（笑い）

天上天国と地上天国は、真の父母の完成と愛
の基盤を通じてのみ成されるということです。

家庭は大宇宙の縮小です。分かりますか？

霊界に行って王国を統一するのが、真の父母

（はい）。我々人の中に霊界がありますか？

の使命であって、他の人の使命ではありませ

霊が入ってきていますか、入ってきていませ

ん。イエスが真の父母になれなかったので、

んか？（入ってきています）。それが何です

楽園に行っているのです。

か？ それが心です、心。見えない心、見え
る体は世界の代表です。二つがセンターを中

堕落した世界には、まだ真の父母の愛を受け

心として、完全に四方を歩き回っても、ひと

た物もなく、受けた人烽ﾈく、現れた痕跡も

所を離れなければ、理想的な人になるのです。

ないのです。ですから、霊界にそのような基

簡単なのです。

盤が生まれても、必要がないのです。縦的で
あり横的な原理基準、公式がしっかりとでき

見えない心と、見える体が、真の愛の核を中

ているのです。公式ができているということ

心に一つになるとき、これが理想的な男と女、

を知るべきなのです。勝手にしたらいけない

個人の完成なのです。分かりますか？（は

のです。（一三一・一八四）

い）。

天国は男女の愛から始まるのです。分かりま

そう、皆さんの体と心が、いつ何で一つのな

すか？ 何を中心として？ 神様の愛を中心

るのですか？ 何で？（真の愛です）。真の

として。垂直線をセンターにして、水平線が

愛で！ どんな真の愛ですか？ 垂直的真の

統一されている所が本然の天国です。それで、

愛、水平的真の愛！ 二種類の愛です。これ

神様がこの中に来て…。神様がおられるのに、

は九〇度です。神様から、愛と生命と血統を

男女がすっとその中で核になって、これが体

受け継いで構成された実が自分です。これが

と心が共にぴたりと丸くなるのです。

真の愛を、縦横の真の愛を核にして、一つに
なるべきなのです。（二一七・一五〇）

そこで心は何かというと、垂直的な自分です。
体は何かというと、水平的な自分です。明確

五）真の父母と永生
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皆さんが、相手に会って愛することができる

て探しますか？ 愛の心で「ジジジッ」と方

子女をもらうためには、父母に従わなければ

向を合わせるのです。「先生！ お父様！」

なりません。そう、子女を得たら家庭だけで

こう言えばいっぺんに当たるのです。来るな

なく「ああ、私が天国に行って天国の一門を

と言っても、さっと来るのです、真の父母の

率い、天国を率い、天国全体を率いることが

位置にです。それが真の父母の愛主義です。

できる道のために従う」と言うべきなのです。

そうすればきちっと方向が一致するのです。

それが、どれほど素晴らしいですか！ 地上

即刻分かるのです。（拍手）

世界でも同様なのです。家庭を持って統一教
会を受け、氏族を受け、統一世界を受け、一

皆さんは、死ぬまで父母を恋しがりながら、

つになった世界で統一の天を受けるため行く

生活をしなければならないのです。皆さんが

のです。

父母のために会う度に、嬉しくて涙ぐむこと
ができる生活をして、行かなければならない

なぜ、真の父母に従うべきなのか？ この宇

のです。そうすれば死んで天国に行くのです。

宙全体を相続するために、従うべきなのです。

それが原則です。

どれほど素晴らしいかというのです。神様と
真の父母は、すべてを持っているのです。

それができないために、それをハンダ付けす

（拍手） これが真の父母主義というもので

るため、継ぎ当てるために、今日真の父母が

す。天宙主義、愛情主義、真の父母主義が、

出てきて、その運動を再現させ、継ぎ当てて

このように立派なものだというのです。

そのような条件を立てたということで天国に
行くのです。（一二四・四〇）

皆さん、そうじゃないですか？ み旨のため
に忠誠を尽くせという統一教会の輩たちは、

統一教会において、主人が誰かというと、文

韓国に行っても統一教会が我々の教会ではな

総裁です。そこには異議がありません。なぜ

いか、南米へ行ってもそうであり、アフリカ

か？ 誰よりも投入したからです。誰よりも

のどこでも我々の教会ではないか、そうでし

為にしました。また、師でもあります。誰も

ょう？（はい）。真の父母が驚くべきことが

私の代わりにすることができません。いくら

何というと、その方に会って絶対的に一つに

やってみても、私ほどできません。一日も行

なって、永遠に一つになると決心して、永遠

かないでパンクします。それゆえ、私が山へ

に一つになるようになれば、この宇宙全体を

行って地の穴を掘って入っていたら、地の穴

神様が相続してくれるというのです。そう、

を掘ってでも侍っていこうとするでしょう。

皆さんは先生について回りたいですか？（は

なぜか？ 文先生のような先生がいないから

い）。

です。

これからどのようにしますか？ 先生があの

また、真の父母という言葉を中心として見る

国に、あそこの星の国へ行っていたらどうや

とき、世の中の天地の福を全部持ってきて与

って探しますか？ どこに行って、どうやっ

え、永生を保証しうる証書をくれます。サタ
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ンと神様の前に、立証書をくれます。それが

そうですか、違いますか？ この位置に入っ

分かります。それが分からずにいたら、自分

てきてもオーケーです。それは、全部神様を

の先祖たちが来て敬礼します。それを受けた

中心としてつながった父母の位置として、縦

後、その日、自分の三代の先祖がやってきて

的な心情圏がつながるのです。それを知るべ

敬礼します。それが分かりますか？ 驚くべ

きです。このセンターを通じなくては、つな

き事実でしょう。（二〇〇・七三）

がらないという事実を知るべきなのです。

六）真の父母と国

また、その次には、垂直は垂直ですが、この
ような垂直になっています。これが夫婦であ

我々がこれまで、なぜ犠牲になったか？ そ

り、その次には家庭の父母であり、その次に

れは、氏族の父母になるためです。それはど

は氏族の父母であり、民族の父母です。もっ

れほど素晴らしいでしょう！ このようにな

と大きくなります。この言葉は何かというと、

って、全部これがなくなって、「統一したら

いちばん最初、この真の父母の伝統を受け継

何をする？ 私は統一したら風呂敷を包んで

いだこのセンターを中心として見るとき、父

行けばいい」と言うでしょうが、それはなく

母は父母ですが、一つは家庭の父母であり、

なるのではありません。統一させるそこに、

氏族の父母であり、民族の父母であり、国家

自分が父母の位置に立つのです。

の父母であり、世界の父母です。後は、父母
権を中心として国がセンターとなり、父母権

父母の位置に立てば、どれほど神聖で偉大で

の国を中心とした世界を作るのです。（一一

すか？ 父母はこのように行くのである！

八・二六七）

ピッタリ合うのです。父母はこのように行く
のが正常です。父母は愛を持って、いつも犠

皆さんは、長子権と父母権を受け継いだでし

牲奉仕するではないですか？

ょう？ 氏族的メシアになったからです。そ

それを思えば、

真なる父母になるために生きるというとき、

うじゃないですか？ 長子権を受け継ぎ、そ

気分がいいでしょう？ それは、アメリカも

の次に父母権を受け継ぎ、その次には王権を

そうなのです。レバレンド・ムーンが、今ま

つなぎうる国を探すためのことをしているの

でアメリカに対してそのように出てきました。

です。そうでしょう？ 皆さんが韓国を訪ね

愛を持って、アメリカの人たちを一つにする

れば、世界の国は皆見つかるのです。これが

ようになるときは、父母の志を持ってしたと

最後です。原理的に、理論的結論がここに帰

いう事実を知るようになるでしょう。そのよ

着するのです。もうこれ以上ありません。

うになるとき、ここから別れることができな
い、一つの世界と、一つの国が決定されるの

これから、その位置に標注として立てるもの

です。

があるなら、真の父母、真の先生、真の主人、
この三人の方です。真の愛を中心とした父母

ここから父母がこの位置に入ってきてもオー

は、真なる先生です。真の父母だから、この

ケー、この位置に入ってきてもオーケーです。

世の中が知らないことを皆教えてあげたでし
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ょう？ 天の秘密、地の秘密をくまなく皆教

今、皆さんの目で国を見ることができる時が

えてあげました。これ以上、誰が教えてくれ

来たのです。皆さんが国を救うための独立軍、

ますか？ 先生の中の先生です。神様がそう

独立勇士として一線に立つことができる、こ

です、神様が。神様は、主人の中の主人です。

の驚くべき事実は、歴史を代表して、宇宙史

先生も主人の中の主人です。王権を復帰する

を代表するのです。天がこれを見るとき、ど

ようになれば、主人の中の主人になるのです。

れほど誇らしく、どれほど甲斐があるかとい

三大主体思想が何かというと。真の父母思想、

うのです。それを知るべきです。分かります

真の先生思想、真の主人思想です。統一教会

か、何の話か？（はい！）

を中心として見るとき、統一教会は真の父母
この地上に真の父母が出てきたということは、

の輩です。

驚くべき事実です。偽りの父母として、この
国もそうでしょう？ 国にも大統領を中心と

ようにしていたものを、全部収拾して、これ

して系列があります。国家組織を見ると、教

がこのように出てきたのを半分を切って、こ

育機関の文教部があるでしょう？ これは真

の基盤を中心としてここからこの反対の父母

の先生の輩です。その次に、国家の行政部署

の門を通じて、全部追い込もうというのです。

は、神経の主人と同じです。これが全部上が

そうして、地獄に行っていた道を天上に上が

るために、行政部署は主人の位置に入らなけ

ることができるようにするのです。

ればならないのです。そのてっぺんにいる大
統領が主人です、国の主人。これが三大主体

父母の門を通じなくては、天国に行けないの

思想の中に皆入るのです。分かりますか？

です。分かりますか？（はい）。キリスト教
のイエスを信じて天国に行けません。キリス

それゆえ、真の父母はいつも縦的な位置に立

ト教に父母の門がありますか？（ありませ

っており、その次に教育機関と行政部署は相

ん）。統一教会には？（あります）。ですか

対的です。これがカイン・アベルです。カイ

ら、天国に直行しうるのです。その代わり、

ン・アベルと同じなのです。このカイン・ア

自分の過去を完全に清算しなければなりませ

ベルが完全に一つになるときは、その王権は

ん。過去の友達の名前までも、覚えてはいけ

永遠不滅の王権になるのだ。（アーメン！）

ないのです。嫁に行った女たちが、過去の初

何のことか分かりますか？（はい！）

恋の男が思い出されてはいけないのです。ゼ
ロの位置に入らなければならないのです。過

金日成の三大主体思想が何ですか？ 何、自

去に自分がどのように暮らしたかという思い

主性、創造性、意識性とかなんとか言います

をする人は、天国に入れません。ゼロの位置

が、それは人間論を中心としたものであって、

に入らなければなりません。

思想になりえないのです。神を知らない奴ら
が何の…。そこには本体論が抜けているので

それゆえ、このおばあさんと同じように、あ

す。このようなことを知って、皆さんは全部

らゆる精誠を皆集めなければなりません。そ

力強く前進しなければなりません。

こに他のものは何もありません。ただ真の御
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父母様と神様の思いしかないのです。そこに

全部習わなければなりません。それが父母が

他のものが混じっては、この直線に乗れない

願うことです。

のです。愛の道を行けないのです。そのよう
皆さんは、お母さんのお腹を通じて生まれま

な課題が残っているのです。

したが、養子・養女です。ですから、その父
地上で祝福を受けたと、そのままで済むので

母の前に忠誠を尽くすべきです。そうして、

はありません。祝福も、教会の祝福、国の祝

皆さんが父母になれば、四位基台が成される

福、世界の祝福、このように三段階を経なけ

ようになります。しかしながら、皆さんだけ

ればなりません。なぜそうでなければならな

では、絶対に、天の子女を持つことができな

いか？ ゼロの位置に入るために。自分の息

いようになっています。天の子女を持つため

子娘がいるといって、その息子娘が自分の所

には、明らかに天の父母がまず出てこなけれ

有ではありません。ゼロの位置に立たなけれ

ばなりません

ばなりません。その息子娘は、神様の所有であ
り、真の父母の所有です。（二〇八・三四二）

ところで、このような父母が出てくるために
は、長男がまず出てこなければならないので

六、真の父母と我々

す。なぜなら、長男であったカインが天道に

一）統一教会の教えの核心

背いたので、神様の前に背いたカインの路程
を逆さまに踏んで、神様に代わりうる位置ま

・ 父母哲学

で上がらなければならないためです。

今日は父母の日です。皆さんが孝行者になる

そうして、四位基台を成さなければなりませ

には、父母がどんな方かということを知らな

ん。そうする前まで、みなさんは全部赤ん坊

ければなりません。皆さんは、果たして父母

です。赤ん坊です。ですから、世の中で、い

がどんな方かということを知っていますか？

くら優れていて、何がどうだという人だとし

教えられて知っているのか、本当に知ってい

ても、赤ん坊のような心情をを持たなければ

るのか、考えてみたことがありますか？

なりません。そうして、お母さんのお腹の中
と、お父さんのお腹の中を通じて、再び出て

皆さんは、統一教会に来て、孝子、孝女の道

こなければなりません。（一六・一九一）

を行っています。しかし、皆さんは、大小便
をする幼子です。お母さんのおっぱいをくわ

宗教の違いはあるといえども、どうせ良い道

えて吸っている幼子です。そうしながら、父

に従うようになっています。転がっていくよ

母の愛を受けて育ってきました。

うになっています。教派を主張した宗教は、
退くようになっているのです。これが約三年

この世に最高の哲学があるなら、父母哲学で

にさえなれば、そのような時代に越えていく

しょう。父母哲学が最高だということです。

と見るのです。間接主管の心情圏でつながれ

もう皆さんは幼子ではありません。皆さんは、

なかったのを、完成期蘇生級から始まって、
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完成期完成級、完成期完成級まで七年路程に

今日、邪悪な人間たちの前に、悪が主管する

該当する期間を残したここで、父母様を中心

ことによって、方向を整えられず、死亡圏を

として、今まで世界的な蕩減をしたために、

成しているこの世界に、真なる父母の因縁が

今は、本来の線上で、間接主管圏内に落ちて

成立したことは、今日韓国の領土を中心とし

堕落したものを、再び引き上げて直接蜉ﾇ圏

た統一教会の歴史、一七年間に成されたので

の平行線上に接することができる段階に入っ

はなく、神様の六千年の歴史的な苦労の功績

てきたのです。これは、真の父母を中心とせ

の実として現れたものです。また、多くの人

ずには、だめなのです。分かりますか？

間たちが、行く所を知らず、方向を選べない
この時代の前に、行く所を探してやり、行く
べき方向を提示してやることができる、一つ

今、皆さんに必要な思想は、真の父母の思想

の中心的なモデルとして現れたのが、真の父

以外にはありません。それ以外にはないので

母の名前というものです。

す。その誰のよこしまな思想もありえないの
です。金日成の思想を受け入れることができ

真の父母の名前が出てくることによって、神

ません。誰の思想も受け入れることができま

様の創造理想世界、エデンの園から出発する

せん。ただ、真の父母の思想だけです。一つ

べきだった永遠の未来の天国が、ここから出

です、一つ。（一三六・五二）

発するのです。その事実は歴史的であり、時
代的であり、未来的なのです。それゆえ、過

真の父母の思想が何か？ 歴史を代表したこ

去、現在、未来の全体の歴史をひっくるめて

れが全部壊れたために、アダム・エバから数

見るようになるときに、この地上に顕現した

千代が壊れたのです。ですから、真の父母は、

真の父母という名前は、宇宙の中心を決定す

その数千代に代わった、一つのセンター、そ

る中心ポイントであるということを、皆さん

の言葉です。（一二三・一三八）

は知るべきです。分かりますか？

・ 真なる家庭・宇宙の中心を決定

歴史はここから実を結び、歴史はここから収
拾され、歴史はここから出発するのです。歴
史がここで実を結ぶために、過去がここで復

真なる父母が出てくれば、真なる家庭が成立

活するのであり、世界がここで一つの世界に

するのであり、真なる人の目的も成すことが

収拾されるのであり、一つの世界が起源とな

できるのです。今日、皆さんが知るべきこと

り、新しい天国が成されるのです。皆さんは、

は、過去や、現在や、未来に永遠に讃えられ

これをはっきりと知るべきです。

うる、その名が何かというと、真なる父母、
真の父母です。真の父母がこの地上に顕現し

今まで、歴史時代において、人類の希望がど

たという事実、真の父母がこの地上におられ

こにあったかというときに、その希望は、未

るという事実は、何よりも嬉しい福音中の福

来にあったのです。考えてみなさい。人類は、

音です。そうではないですか？

希望を未来のものとしてだけ考えてきたので
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す。分かりますか？ 人類は、どこに向かっ

このように三代でしょう？ 横的に見るよう

て行くかというとき、未来に成される一つの

になれば、先生、先生の子女たち、その次に

世界に向かって行くと言ったのです。未来に

皆さん、このように三代です。この三代圏を

ついて、一つの世界を模索したのです。

備えて完成しなければ、天地が統一されない
ということを、皆さんは知るべきなのです。

では、偽りの人類の中で、真なる父母を迎え

（四四・一六九）

うる道があるなら、人類は喜ぶのではないか。
それゆえ、人類の希望が何か？ それは、真

基地は、家庭に着地しなければなりません。

なる父母を迎えることでしょう。

家庭に着地して、方向を定めなければならな
いのです。すべての家庭は、父母様と神様の

真なる父母は、人間たちの最高の希望である

名前を中心とした写真をかけ、そこに四位基

ために、真の父母が顕現すれば、歴史的伝統

台が敬礼しなければなりません。それで、三

は未来で成されるのでなく、真の父母が顕現

代が敬礼しなければなりません。四位基台は

した現実圏内で成就するのです。分かります

三代です。おじいさん、おばあさん、お父さ

か？ 真の父母が現れれば、真の父母が現れ

ん、お母さん、子供たち、このように三代が

た過去が、歴史の完成の出発点であって、完

敬礼をしなければなりません。

成を願う出発点ではないということです。言
い換えれば、願いが出発する場ではなく、願
いの成就が出発する場であるのです。（四

父母様の名前とともに、四位基台圏を成して

四・一三二）

敬礼する所は、堕落圏内ではあません。神様
が直接主管をするために、解放圏が起こるの

真の父母の家庭は、どんな家庭か？ 真の父

です。それによって、天上世界に行ったすべ

母の家庭は歴史的な実であり、時代的な中心

ての霊人たちが地上に来て、天使長がアダム

であり、未来的な起源です。それゆえ、我々

家庭を保護するように、保護するのです。そ

人類が暮らしているこの世の中の前に、希望

のような時代に入ってきたのです。

の天国ができるときに、そこに伝統の本国は、
真の御父母様が暮らしていかれたその生活全
体になるのです。分かるでしょう？ 国家の

昔には、カイン圏が霊界になっており、アベ

思想的な母体が何かというとき、これがその

ル圏が地上になっていました。それで、アベ

思想的な母体なのです。また、世界を創建し

ルがカインを救うために、犠牲となるときで

うる起源が何かというとき、これが世界を創

あったために、利用されてきました。ですが、

建しうる起源です。分かりますか？

今は、長子権を復帰したので、霊界が天使世
界であり、今日統一教会を中心とした家庭が

いつでも真の父母とともに、真の父母の子女

アダム圏であるために、アダム圏を後援する

になる因縁を中心として、三代圏を成さなけ

ようになっているのであって、利用するよう

ればなりません。神様、父母、そして皆さん、

にはなっていません。
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こうすることによって、サタンが介在して活

神様は、縦的な父であり、アダム・エバは横

動しうる地がなくなるのです。そうする女が

的な真の愛を中心とした父母です。（一八

いないのです。サタンは、追放されるのです。

五・一八七）

強く雄々しく先頭基準を一歩も譲らない前進
的姿勢と、平行的基準を備えて、前進するの

神様は、愛の骨です。それを知るべきです。

です。そうすれば、悪魔の勢力圏は、崖に落

愛を中心として、神様の愛は「骨の愛」であ

ちるのです。家庭毎に火を付けるのです。

り、今日人間の愛は「肉の愛」です。分かり

（二一一・三五〇）

ますか？ 骨と肉が一つになって、形態を整
えるのです。そのような道理になっています。

神様の愛は、何の愛ですか？（骨の愛です）。

・ 神様の愛と真の父母の愛

例えば、皆さんに骨があるように、神様の愛
神様の愛は、縦的な父母の愛であり、真の父

は、骨の愛です。真の父母の愛は何ですか？

母の愛は、横的な父母の愛です。それを受け

（肉の愛です）。肉の愛です。（一八一・二

継いだ人間の前において、皆さんの心は、縦

〇六）

的な神様と父母の愛を受けた伝統的な実であ
り、体は、横的な真の父母の愛を受けた伝統

・ 父母と食口

的な実です。
今日我々統一教会では、信徒たちを食口と言
この実が互いに横的家庭基盤になり、縦的中

います。今日までの歴史途上で、この食口と

心を中心として、球形をなそうとするので、

いう名詞を悟らせてくれた者がいませんでし

夫婦をなし、息子娘を産まなければならない

た。食口という言葉は、家庭を離れては成立

のです。それゆえ、息子娘を産まなければ罪

しません。食口が生まれるためには、必ず家

なのです。息子娘がいない人になってはいけ

庭がなければならず、その家庭があるために

ません。骨がない肉がありますか？ それは

は、兄妹がいなければならず、兄妹がいるた

位置が定まらないのです。（一八四・三〇九）

めには、父母がいなければなりません。そう
でしょう？（はい）。

エバは女性の性稟、アダムは男性の性稟を中
心として分立して、何でまた一つになるか？

キリスト教でも、信徒や信者という名詞を使

別れてから合わさることによって、神様自身

いますが、食口という名詞は使えませんでし

が内的に抱いていた愛が、どれほど強いかと

た。今日、この世界が外的な面で、世界大家

いうことが分かるのです。そうでなければ分

族主義を叫んでいますが、大家族を成すため

かりません。自分に愛がありますが、愛が分

には、その大家族の父になることができ、母

かりません。相手に会うことで分かるのです。

になることができる父母がいなければなりま

内省的な愛を人を通じて感じてみるのです。

せん。その父母として来られる方が、まさに
メシアです。お分かりですか？（はい）。
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ところで、今日統一教会で言う食口の中に、

つべきです。そうして、神様と一体となった

真の食口がおり、それとは反対になる食口が

救世主を父母として、地上に迎えることがで

います。また、中間の立場にいる食口もいま

きてこそ、初めて真なる家庭を成すことがで

す。では、神様が立てられた天的な家庭を中

き、救世主に真に侍る者だけが、真の子女と

心として、食口という名詞を持った真の食口

真の兄弟になることができます。（一五・二

はどんな人なのか？ これが問題です。

九五）

食口になるためには、まず父母を持たなけれ

皆さんは、神様のみ旨の道だけを歩むべきで

ばなりません。兄弟になるためにも、父母が

あり、兄弟でない兄弟にならなければならず、

いなければなりません。兄弟は何人かいます

父母でない父母にならなければなりません。

が、父母は一人なのが原則です。すなわち、

統一教会で父母でない父母に侍り、兄弟でない

食口は何人でも、主人は一人だというのです。

兄弟が神様を中心として血肉の情を越えること

そうでしょう？

ができる、このような運動が起こるのです。

では、その父母や主人は、誰を中心とした父

ここで民族を超越し、世界を超越し、新文化

母であり、主人か？ 自分を中心とした主人

創造が起こるのです。何を中心として？ 神

ではなく、自分を中心とした父母ではありま

様の何を中心として？ 神様の生命力を中心

せん。兄弟を中心とした父母であり、食口を

として？ 神様の創造の能力を中心として？

中心とした主人なのです。また、悪なる世界

神様の知恵を中心として？ 知識を中心とし

で悪と接することができる主人であり、悪と

て？ 違います。神様の愛を中心としてこそ

接することができる父母であるか？ 悪とは

可能なのです。（八三・一七七）

関係ない主人であり、父母でなければならな
いのです。
二）真の父母の在世時の価値
真なる善としておられる父母であり、主人で
あるというからには、その父母は家庭や、あ

この世に、真の父母が二組いることができま

るいは韓国の民なら韓国の民を主とした父母

すか？ 今日北韓では、金日成を「お父さ

であり、主人であるのか？ 違います。全世

ん」とし、統一教会では文先生を「お父様」

界の三〇億の人類全ﾌの父母であり、一つの

と言っています。ですが、統一教会で言うお

大家族を主にした中心でなければなりません。

父様と、北韓で金日成をお父さんと言うのは、
質的に違います。二人が対立したのです。貴

では、その主人であり、父母であり、中心の

いものが出てきたために、大韓民国が貴いの

位置には、誰が立つべきか？ 天地を創造し

です。この二人が、互いに自分が父母だと言

た神様が立つべきです。その次には、誰が立

うのです。そして、神様もその父母は自分の

つべきか？ 悪なる世の中を世界的に収拾す

ものだとし、サタンもその父母を自分のもの

る、神様の身代わり、すなわち、救世主が立

だと言いながら、互いに争うのです。
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これを公的に、誰が公判しなければならない

日の光を眺めて集まった人たちが皆さんなの

か？ 人間がしてあげるのです。人間が

です。

「我々の父母は、このような方でなければな
らない」と父母を選定しなければならないの

このときは、人類歴史において、愛という因

です。「堕落した父母はこのようにして悪い

縁が出てくるなら、それは初めて出てくる時

父母であり、善の父母はこのようにして善の

なのです。それゆえ、生命の価値を賦与する

父母です。善の父母を探してきたのは神様で

ことができる時があるなら、その時から始ま

あるために、神様が善の父母の父です。」こ

るのです。国と世界の主権をより価値のある

のように立ち上がって決定づけなければなら

内容で肯定させることができる時も、この時

ないのです。そうしなければならないのでは

しかないのです。この時は、歴史の起源であ

ありませんか？ それゆえ、すべてはどこに

り、希望の焦点であり、万福の出発であり、

帰結するか？ 真の父母に会うところです。

永遠の生命の発源地なのです。そうすること
ができる時です。

それで、父母が二組存在することができます
か？ 一度死んだ父母が、千年後にも再びパ

堕落した世界は、未来の希望を探してきまし

ッと現れますか？ 人類の父母が一度現れる

たが、未来にはこの時が永遠の希望の基準に

のが、歴史の願いであり、国家の願いであり、

なっていくのです。この時を中心として、皆

思想の願いであり、摂理の願いであるために、

さんがこのように進んでいくのを眺め、この

その父母が現れる時は、後にも先にもない時

時の心情を体得していき、世界を生かさなけ

であり、歴史上に一度しかない、何と言うか、

ればならないのです。この時がそのような時

てっぺんなのです。狭いといえば、どれほど

です。考えてみなさい。それゆえ、そのよう

狭いですか？ 永遠の世界について見れば、

な頂上の実体として来た真の父母は、真の父

人間の一生というものは、一息つくのと同じ

母の心情の位置に属しうる規範に従って暮ら

です。そうでしょう？

さなければならないのです。それは皆さんが
分からないでしょう。

皆さんが、運があってそうなのか、福があっ
てそうなのかは分かりませんが、このように

その父母は、どのようにしなければならない

してこの時代に生を持ってこの一時に会い、

か？ 善の父母であるために、悪の父母と違

統一教会に入ってきました。統一教会にどの

わなければならないのです。悪の子供につい

ように入ってきましたか？ 皆さんをこの場

てはどのように対するのだろうか？ 歴史上

に入るようにするまでには、数多くの先祖た

のどの父母よりも厚い徳を持って対さなけれ

ちが精誠を捧げに捧げました。数多くの人た

ばならないのです。

ちが滅び、善が踏まれる場で死んでいきまし
たが、その千人、万人の因縁を経て、回りに

このような悲惨な運命に処した子供に対する

回ってその因縁が天につながって、日が昇る

父母の立場に立っても、そこに引っかからな

高い山のような立場に立ったために、そこで

いで、むしろ泣きながら追いかけて、万世の
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恨とともに哀願し、たとえ互いが過ったとし

共産世界を滅ぼし、民主世界を滅ぼす恨があ

ても、別れるのが嫌で慟哭する姿になるべき

ったとしても、これは滅ぼすことができない

なのではないかということです。そのような

のです。三〇億の人類を全部犠牲にしたとし

立場に立つべき真の父母ではないかというの

ても、これを侵害させてはいけないのである、

です。違うのです。父母として、持つべき心

と神様がご覧になるでしょう。このようの考

情的姿勢がどうだったか？ そのような何か

えるのです。

があるのです。
このような焦点上にいる皆さんが、言いたい
ことを皆言うことができますか？ 自分が言
そのような父母を迎えることができる子女と

いたいことを皆言って、孝行者になる道理が

して、備えるべき心情的な姿勢と規範はどう

ありますか？ 自分が言いたいことを皆言っ

か？ それがなければならないのです。万国

て、したいことをみなして、忠臣になる道理

の孝行者を代表した姿でなければなりません。

がありますか？ そうはいかないのです。

世界マラソン大会に出場した各国のチャンピ

（五一・三五五）

オンと同じで、自分の氏族の前に選出された
チャンピオンにならなければならないのです。

現在の立場は、どのような立場か？ 真の父

何をするためのチャンピオンか？ 孝行する

母を中心として、同時代に処した時なのです。

ためのチャンピオンであり、忠誠を尽くすため

これは、一生に一度しかないのです。歴史の

のチャンピオンです。皆さんが、そのようなチ

数多くの流れの中で、魚の切り身で言えば、

ャンピオンの群にならなければならないのです。

いちばん真ん中の切り身なのです。そのよう

このようなことを考えてみましたか？

な期間です。（四六・一六八）

神様のみ旨で見れば、韓国のいちばん大きな
子女はこうであるべきであり、父母はこうで

教団の教会堂が、神様を代表して祈りを捧げ

あるべきだという、そのような意味では、統

るのを願うのにもかかわらず、雪の上でひざ

一教会の先生という人は、根が違います。そ

まずいて、礼拝の代わりに慟哭しながら、哀

の時を逃すようになれば、億千万年の恨を残

れなこの教会、この殿堂を救ってくれと祈る

すでしょう。お金で買うことができるか、知

立場…。お分かりですか、何のことか？（は

識を持って買うことができるか？ 自分のそ

い）。この統一教会を立てるのにおいて、悲

の何かを持って合わせることができるか？

痛な歴史の摂理的内容があったということを

絶対できません。自分が引っかかっている世

知るべきでしょう。

界、自分が引っかかっている民族、自分が引
っかかっている氏族、自分が引っかかってい

ですが、今は各国が歓迎するのです。アメリ

る家庭にいる荷物をいっぺんに背負うと言っ

カでも今、朝野で問題になっています。日本

て、その場を引き継ぐことができるか？ そ

もそうです。ヨーロッパもそうです。統一教

れもできません。

会の祝福家庭が、初めて人類の希望的な家庭
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として、家庭の崩壊を防御することができ、

作っておきました。また、心を代表した宗教

青少年の倫落を防御することができる道だと。

圏連合、体を代表した政治圏連合として、世界

希望的な一つの灯台のように考えることがで

平和宗教連合と世界平和連合を作ったのです。

きる段階に入ってきたのです。そうするため
には、先生の血肉がどれほど削られ、恨の涙

私個人で、体と心の闘争歴史として分かれた

と曲折をどれほどたくさん経たかを知るべき

ものを、今終わりの日に来て、これを収拾せ

です。

ずしては、人類の生きるべき道を収拾する道
理がないのであり、平和の世界に行く道がな

誰も祝福家庭のカップルを離すことはできま

いために、一人でこのようなことをするので

せん。神様がそのようなことを願うのです。

す。反対されながらも一人でやるのです。

それを知るべきです。その一組が祝福を受け

（二一一・三三七）

るためには、天は多くの血族を通じて、手を
経て、一時に先生に会わせたのです。それが

三）真の父母の苦労と我々

偶然のことではありません。歴史的な事件です。

・ 真の父母は我々に絶対必要
真の父母が生きる当代に、共に生きていると
いうこと、同じ空気を吸って、同じ時代に地

真の父母が必要なのは、蕩減条件を立てるた

球上で共に生活をしているということは、驚

め、そして、愛で一つになった基準で、伝授

くべき事実です。それに先だって、祝福の基

されるためです。（一三七・一一六）

盤を受け継いだということは、驚くべき事実
です。百万長者が問題ではありません。ここ

アメリカが私の怨讐ですが、私が監獄に入っ

の何か大宇、現代のなにがしが問題ではあり

て、アメリカを生かすために六つの団体を作

ません。先生が皆さんのようだったら、今日

りました、ワシントン・タイムズから。この

の統一教会が生まれたでしょうか？ 行く

世なら、復讐を皆するはずなのに、私はそう

所々に監獄を目標として、直行していくので

ではありません。愛さなければいけないので

す。監獄の正門を通って、裏門に出ていくの

す。何のことか分かりますか？ そうでなく

です。皆さんはそれを知るべきなのです。

てはいけないのです。

先生が暮らすことのできる家庭、先生がとど

蕩減復帰をするためには、絶対真の父母がい

まることのできる教会、先生がとどまること

なくてはいけないのです。また、真の愛を中

のできる一族を探していくのにおいて、今は、

心として一つになるためには、真の父母がい

世界の版図を皆築きました。そこに備えうる

なければならず、その次には、血統的に重生す

外的条件を皆築きました。世界の学者世界、

るにも、真の父母がいなくてはいけないのです。

ＰＷＰＡ（世界平和教授協議会）百カ所以上、

このように三つです。（一三七・一一四）

言論界の組織、その次に頂上会談・これはこ
の世界を動かしうる頂上のクラブです・を皆

・ 我々は真の父母に接ぎ木された枝
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本来人間は、横的な父母として、神様を縦的

が一つ二つ分けるのです。この世界が、サタ

な父母として、縦横の父母の愛を中心として

ン世界の野生のオリーブでしたが、そこで天

喜びの出発を見なければならなかったのが、

の側のオリーブを作りました。半分を中心と

起源地でした。それがサタンによって侵犯さ

して、民主世界のキリスト教を中心として、

れたために、これを再び奪って付けて、真の

天の側の野生のオリーブを作って、世界をリ

父母の息子娘にならなければなりません。そ

ードさせておいたのです。このサタン側の世

うするためには、野生のオリーブになったた

界が弱化して、キリスト教文化圏が強くなれ

めに、真のオリーブの枝をもらって、接ぎ木

ば、再臨主が来ていっぺんに切って、完全に

しなければなりません。

接ぎ木して一つにして、回して立てるのです。

それゆえ、宗教は接ぎ木する仕事をするので

今日、右翼と左翼が皆滅びました。右翼左翼

す。これがキリスト教思想というものです。

が皆滅びるようになったのです。誰がそのよ

それで、新郎新婦の婚姻の宴が、この地上に

うにしましたか？ 神様と真の父母がそのよ

現れなければいけないという言葉が出てくる

うにしたのです。分かりますか？ それで、

のです。（五八・二一九）

このような解放を宣布すると同時に、真なる
父母と一つになった家庭は、世界のどこにい

人類の希望が何かというと、真の父母に会う

ても、今まで真の父母がやってきた道を相続

ことです。そうでしょう？ 歴史的結実が何

したために、そこで強く雄々しくあれという

かというと、真の父母に会うことであり、時

のです。そうなれば、神様とこの宇宙が先生

代の中心が何かというと、真の父母に会うこ

を保護するように、その家庭を保護すること

とですあり、未来の出発の基地が何かという

によって、一国を消化するのは問題でないの

と、真の父母に会うことです。そこに接ぎ木

です。これを宣布するのです。（拍手）

された皆さんは、枝になるのです。そうでは
皆さん、今からどこの信徒かと聞いたら、誇

ないですか？

らしく宣布しなさい、「私は統一教会の信徒
今まで、歴史時代の願いは、全部未来にあり

だ」と。（拍手） 統一教会のメンバーが何

ました。しかし、今日皆さんの一生を中心と

かというと、真の父母に属した者だというの

した真の父母との因縁は、永遠に一時しかな

です。我々は真の父母の子女だというのです。

いのです。一度しかない貴いものです。分か

けんかしないでください。けんかするのは、

りますか？ 皆さんの先祖たちも持てず、皆

サタンを受け入れることです。分かります

さんの後孫たちも持てないのです。（四六・

か？（はい）。宣布して回りなさい。「我々

一六八）

はナンバーワン・ムーニー！ ナンバーワン
神様の子女だ！」と言いなさい。そうすれば、

堕落によって、サタンが人類を全部連れてい

サタンが讒訴できません。そのような考えを

きました。地獄に全部連れていったのです。

確固として持って回りなさい。分かります

それで、このように行くここにおいて、神様

か？（はい！）（二〇一・一二九）
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我々のみ旨の帰着地が家庭です。家庭がなけ

自分自身が無の境地になれば、自動的に回り

れば、神様の定着地がありません。すべての

ます。回り始めれば軸も上がって…。下がる

家庭は、真の父母を中心として繁栄するので、

ようになれば、自然に反動が生じるのです。

家庭がなければ何も成すことができないので

それで、上がったり下がったりするのです。

す。木で言えば、トランク（trunk；幹） を

呼吸するように運動するのです。そのような

中心として枝が伸びるのと同じです。その枝

完成型のような人間が、天上世界で家庭を成

を折って挿し木をすれば、その木は繁殖して

せば、天国家庭の基盤になり、そのような基

いくのです。

盤を築くようになれば、離れません。父母が
行くのにおいて、共に永遠に侍ることができ

そのような枝の使命を完遂すべきなのが、宗

るのです。

族的メシアです。分かりますか？ トランク
からずっと東西南北に伸びて、大きくなるこ

それゆえ、真の父母を中心として、心情的共

とで、中心の根も大きくなるのです。その中

鳴体を成し、その生活の体恤を基準に永遠な

心の根が大きくなるには、枝が大きくなるこ

心情世界の基盤になっているのです。

とで比例的に大きくなるでしょう？
統一教会員は、真の父母とともに、神様とと
もに生きていくと言うでしょう？ 真の父母
それで、横的に大きくなれば縦的にも大きく

の愛とともに生まれるのです。愛は永遠な因

なるのです。横的な基準を犠牲にして、ずっ

縁を結ぶために、愛の因縁は絶つことができ

とこのように根が大きくなれば、枝もずっと

ません。死ぬときまで愛を忘れられないので

上がるでしょう？ み旨を中心として、熱心

す。そうでしょう？

にすれば、このようについてくるのと同時に、
横的に拡大した力が圧縮されるために、為に

父母は死んでいくときも愛の心情を持って、

生きることで天宙をつなげることができると

息子娘を愛しながら死んでいくのです。夫や

いう結論が出るのです。

妻も同じです。愛を忘れて死んでいく人はい
ません。愛は、死を越えて、永遠とつながる

それで、夫婦を中心として行くとしてもです

のです。それで、愛による生命圏を受け継い

ね、神様を中心として縦的な基準において横

だ自分、男と女というものは、愛の根本であ

的に奉仕の生活をすれば、そこで天宙統一圏

る父母を忘れてしまうことができないのです。

が自動的につながるのです。このように一つ
になれば、必ず回ります。回っても倒れませ

父母は根であり、自分自身は幹であるとする

ん。横的な基準があるために、倒れないので

なら、息子娘は芽です。それが共に大きくな

す。軸を中心として回るのです。必ず回らな

れば、氏族圏、民族圏、国家圏に拡大するの

ければいけません。遠心力と求心力が一つに

です。そういうものでしょう？（二一八・一

なることによって運動するのと同じです。

二六）
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我々のための真の父母の苦労

・ 我々に対する真の父母の期待

真の父母が真の子女を産むのが易しいでしょ

ここに、西洋人たち、東洋人たち、まだらの

うか、大変でしょうか？ 失ったものを探す

人たち、本当にたくさん集まったな。（笑

のが、どれほど大変かというのです。個人が

い）それ、何をしにみんな集まりましたか？

反対し、家庭が反対し、氏族、民族、国家、

何をしに訪ねてきたの？

世界、天地、霊界が全部反対するのに、これ

やれるものは悪口しかありません。（笑い）

を率いてきたのです。商売心でそうしたでし

げんこつしかやるものがないのに、それでも

ょうか？（違います）。何のためにそうなの

いいと、こうして来ているのです。（笑い）

ですか？ 愛を中心として、愛を探そうとし

それが何か？ 愛を探して集まるジプシーの

たためです。それを知るべきです。

群です。真の愛を探してくるのです。その味

文総裁に会っても、

を知っているのです。働き蜂が密の味を知っ
今、皆さんがそのような資格を持っては、そ

た次に、花の香りを嗅いで千里の道も遠いと

の前に立つことができないということを知る

言わずに、飛んでいくのと同じように、そう

べきです。皆さんが、百回訪ねてきても門前

するのです。お分かりですか？

で蹴飛ばしてしまい、千回訪ねてきても蹴飛
ばしてしまうのに、皆さんを訪ねてきてこう

それで、真の父母になるのは容易くありませ

しているという事実を知るべきです。自分が

ん。私が真の父母の権限を引き継いであげる

難しい逼迫を皆一手に引き受けてしているの

から、引き継ぐという代表者がいたら出てき

です。

なさい。私が真の父母になるというのは、考
えもしなかったのに、気がついてみたら統一

皆さんが過ったのを、全部先生に持ってきて

教会の責任を持って、行かざるをえなかった

なすりつけるでしょう？ 私がアメリカに来

のです。それで、行ってみたら真の父母にな

て悪口を言われるべきこと、反対されるべき

ったのです。

ことは、何もしなかったのです。それなのに、
皆さんが過って、私が悪口を言われるのです。

いちばん最初から、私が真の父母になるだろ

この世なら、皆さんを捨てて行くのに、捨て

うということを知っていたら、万民が皆分か

られずにいるのです。

ったという理論になるのです。知らずに人生
の根本問題を掘り下げてみたら、ここまで来

アメリカの法廷にも、私が現れなくてもいい

たのです。ここに曲折がこのようになったの

のです、放っておいてしまって。しかし、皆

を、皆解いてみたら、真の父母のすべての解

さんのために…。私がいなければ、皆さんが

怨成就も起こり、神様が解放を必要としてい

どれほど引き裂かれるでしょうか？

るのが分かり、その神様が私によって解放さ

それで、

私が打たれて、皆さんを守ってあげ、保護し

れたために、絶対的に文総裁を愛さざるをえ

てあげるのです。（一一六・一一四）

ないというのです。（アーメン！）（拍手）
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こうして、皆さんが真の父母に会って、何を

皆さんの家庭に三大主体思想のその実体を備

しましたか？ しておいたものが何ですか？

えうる真の兄弟・真の夫婦、真の父母が出て

ご覧なさい。先生は、今まで悪魔の世界でむ

こなければなりません。実体存在です。真の

ち打たれながらも、家庭を守り、氏族を、民

兄弟になってこそ、真の夫婦が出てくるでし

族を経ながら、個人編成・家庭編成・氏族編

ょう？ 真の夫婦が出てきてこそ、真の父母

成をしてきました。この統一教会の祝福家庭

が出てくるではないですか？ 真の父母の位

は、氏族編成です。世界的です。

置に立てば、真の夫婦になるのはもちろんで
あり、真の子女になるのです。父母の意識、

それを今は、サタン世界がつかんでどうする

主体思想を中心として、そのまま対象的な立

こともできません。なぜ？ じっと見ると、

場に立って一つになるのです。愛で一つにな

暮らすのが素晴らしいのです。東洋人と西洋

るのです。分かりますか？ 愛だけがこのす

人とけんかでもして、会うといってもいくら

べてを和合することができます。

も暮らせずに、さっさと離婚するというそう
いう場面なのに、我々統一教会の人たちは、

すべての元素も、微々たるものも、愛の道を

一〇年でもいいし、二〇年でもいいし、よく

訪ねていくのです。神様と一体となりうる、

暮らすのです。（二一一・三二五）

愛と直接接することができる細胞を訪ねてい
くのです。それが人間です。それゆえ、愛の
ためには犠牲にならなければならないのです。

・ 我々がなるべき水準

投入しなければなりません。分かりますか？
皆さんの夫婦、皆さんの一家で、これが起き

生命と財産を皆投入した伝統があるために、

るようになるときは、どのようになるかとい

級の低いものは、級の高いそこに自分のすべ

うとですね、おじいさんが自分の孫に対して、

てを投入しようとするのです。

おじいさんのように侍らなければならないの
それゆえ、ダーウィンの進化論ではなく、愛

です。

を中心として吸収する論理です。第二の価値
天地開闢という言葉があるでしょう？ お父

的な内容を創造するところに創造要素として

さんが息子に対して、お父さんのように対さ

作用するようになるときは、現在の微々たる

なければならないのです。なぜ？ これは堕

ものよりも、どれほど価値的な内容が上がる

落した世の中であり、これは完全な復帰の世

かというのです。（二〇四・一二九）

の中です。この峠、分水嶺を越えました。今

これから、最後に残る宗教はどんな宗教か？

まで上がるときは、世の中のすべてが全部主

それは父母の宗教です。それで、父母の宗教

導しましたが、今は後ろからついてこなけれ

が出てこなければならないと、宣布したので

ばならないのです。それで、国の王は、あの

す。「歴史が長くなったとして、父母の宗教

ていたらくで行くのです。こういうすべてを

になるのではない。それは、僕の宗教だ！

知るべきです。

庶子の宗教だ！」と宣布したのです。
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公式の演説内容がそれです。「父母の宗教の

父母が来なければならないということを知っ

使命を受けた、そのような責任者はこの壇上

ているでしょう。

に、この大会の主題演説をするレバレンド・
ムーンであることを、皆さんは知らなければ

この真の父母という言葉は、皆さんが考えも

なりません。」このように発表しても、世界

しなかった立場で見出され、会うようになれ

が粛然としたのです。ですから、キリスト教

るそのような言葉、そのような内容ではない

では統一教会の文総裁が再臨主だと噂が立っ

ことを、皆さんは知るべきです。これは、歴

たと言って大騒ぎするです。西欧社会では、

史上に初めて現れた言葉であり、初めてその

人として主が来るなら、文総裁以外にはいな

ようだということを我々が感じているこの事

いというのが結論です。

実は、革命が問題ではないのです。これは、
歴史にない奇跡的な大事件であることを、皆

君たちはそんな考えもしないだろう？「文総

さんは知らなければなりません。

裁が再臨主だって、私と同じなのに。韓国語
を話してね。言葉はなぜ早いか？」こう言っ

皆さんが、真の父母というこの言葉を習うよ

ているでしょう？

うになったのは、真という言葉を言うように

忙しい歳月を治めるから、

言葉まで早くなりました。言葉が早いから、

なったのは、今まで生まれては死んだ数多く

逃げるのもひっ捕まえることができるじゃな

の父母たちの愛を凌駕しうる、たった一度し

いですか？ それで、言葉の早いのも研究し

か存在できない愛を持って現れたために、可

て早いのです。日本語を話してもそうであり、

能なのです。そのような基準を持ったために、

英語を話してもそうで、誰も私についてこれ

真の父母という言葉を言うことができるので

ません。

す。このときの愛の関係は、神様の愛がある
なら、その神様の愛を人間が初めて最初に受

では、皆さんがそのような先生によく会いま

ける最高の基準であり、イエス様がこの地に

したか、過って会いましたか？（よく会いま

生まれては亡くなりましたが、そのイエス様

した）。会えませんでした。よく会ったら、

も想像できない、そのような最高に理想的な

良くあった人たちがうまくやるべきでしょう。

立場ではないでしょうか？

こうして、宗教を中心として全部統合をして
このような立場まで来るときは、歴史過程で

きたのです。（二一四・一七五）

その代価を払ってきたのです。真の父母の基
準が出てくれば、自分が根本的に敗北するこ

四）恩寵と自覚

とが分かるサタンは、これを成せないように
・ 真の父母という言葉は初めて現れた言葉

し、この時がこれないようにするために、偽

皆さんは、復帰摂理を習って、神様のみ旨が

りの父母の立場で、億万の手段を選ばず、数

なされるためには、父母がいなければならな

多くの人を犠牲にし、数多くの血の代価を払

いということ、堕落した父母ではなく、真の

うようにしたのです。この日が来るまで、む
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ごたらしい犠牲が払われたということを、

がその組の中心に現れるのです。分かります

我々は考えなければなりません。

か？（はい）。プラスの愛が完成して現れる
ようになれば、マイナスはすぐに現れるよう

そのような思想を持って、そのような道を行

になっているのです。プラスの愛がマイナス

こうとするすべての信仰者たちに対して、個

の愛に降りてきて、運行するようになれば、

人的に犠牲にさせ、家庭的に犠牲にさせ、あ

真の愛の標準を描いていくのです。そうすれ

るいは、民族的に、国家的に、世界的に犠牲

ば終わるのです。

にさせてきたサタンの歴史がありました。そ
こに犠牲になった我々の先祖たち、善を追求
して真の道、父母の道を探してきた善なる

真の愛が現れれば、すべてが皆自動的につい

我々兄弟たちが、どれほどむごたらしい血の

てくるのです。真の愛だけが、すべてに作用

代価を払ったかということを、我々は知るべ

するのです。それで、世界がユートピア圏に

きなのです。（六七・二二五）

転換されるのです。分かりますか？

・ 真の父母という言葉は福音中の福音

どこから真の愛が出発するか？ 真の父母か
ら。これは、福音中の福音です。世の中にど

皆さんがユートピア世界を探そうとするには、

んな良い言葉があるとしても、夫という言葉

どこへいくべきか？ 本然の家庭の愛の圏を

が良い言葉で、妻という言葉が良い言葉だと

経ずしては、行く道がないということを知る

しても、堕落した世界は真の父母が現れなく

べきです。先生が原理主管圏内と直接主管圏

ては、真なる夫と妻が現れないために、真の

内を神様の愛と真の父母の愛でつないだ基準

父母以上良い福音がないというのです。分か

があることによって、今日霊界と肉界がその

りますか？ これをはっきりと知るべきなの

愛の橋を通じて往来できる道が生じるのです。

です。（一三一・一八七）

これを知るべきです。
歴史過程において、悲しみがあれば、最高の
皆さんは、原理を習っているでしょう？ 神

悲しみ、困難があれば、最高の困難、血の代

様が本来創られた通り、直接主管圏と間接主

価を払ったなら、最高の代価を払った、ｻの

管圏に分けられているのです。では、それを

結果として見出されたのが、この真なる家庭

どのように一つにするか？ それは、真の愛

なのです。

だけが可能なのです。これが一つになるとき
は、人間アダム・エバが成熟するときだけで

この真なる家庭が見出されることによって、

す。分かりますか？（はい）。そのようなと

歴史的な悲しみが解怨成就されうるために、

きは、自動的に水平的真の愛が現れるのです。

歴史的な死の代価が解怨成就されうるために、
歴史はこのような悲惨な蕩減の条件を払って

その位置で、「おお、あなたは私の同伴者で

きたというのです。従って、この真なる家庭

す！」と抱き締めるようになるとき、真の愛

が、この血に顕現したという事実は、我々人
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類においては、それ以上の喜びがない喜びで

類に福なるみ言中の福なるみ言であるという

あり、それ以上の価値がない価値なのです。

ことを知るべきです。

そのような真なる家庭を成すためには、真な

真の父母というその名前四文字を考えるとき、

る父母がいなければなりません。真なる父母

真の父母によって歴史が治められ、真の父母

がなければならないと同時に、真なる夫婦が

によって新しい世界に入りうる起源が生まれ、

成されなければならないのです。真なる夫婦

真の父母によってサタンを屈服させることが

が成されて、真なる子女が誕生しなければな

できる内的な因縁が決定し、真の父母によっ

らないのです。

て外的な世界を占領しているサタンを征服し
て、初めて神様を解怨成就してさしあげるこ

この真なる父母は、サタンの前にいかなる讒

とのできる中心が決定されるのです。それゆ

訴の条件をも残してはいけません。真なる夫

え、真の父母とともに暮らし、真の父母の命

婦は、サタンの前にいかなる讒訴条件に引っ

令に従って行動することができる、この驚く

かかって、うめく場にあってもいけないので

べき恩賜に、皆さんがまず感謝しなければな

す。真なる家庭に属している子女もまた、サ

りません。

タン世界に讒訴条件を残しうる位置に立って
は、真なる家庭の息子娘になりえません。

自分の人生を皆犠牲にする恨があっても、真
の父母の行く道に同調できる道があるなら、
我々人類の前に、これ以上の幸福なことがな

今日皆さんは、真の父母という言葉を話して

いということを知るべきです。真の父母の命

おり、真という名詞を知っています。この真

令に従って、敵陣に向かって行進する兵士が

の父母という言葉は、歴史時代において、誰

いるなら、彼は人類が願う最高の希望の頂上

も呼んでみることができず、誰も考えられま

の中において、天と地が直視し、歴史が注目

せんでした。しかし、今日、我々は呼ぶこと

する神々しい勇士であることを、我々はよく

ができ、知ることができ、侍ることができる

知るべきです。

栄光の位置に立っています。このように我々
は、歴史時代の誰よりも幸福な位置に立って

皆さんが真の父母の心情に代わって、あるい

いるのであり、歴史時代の誰よりも高貴な位

は、国家の民族に代わって戦うことができる

置に立っているということを、皆さんは知る

立場に立ったとするならば、その心情によっ

べきです。

て、国家なら国家、民族なら民族が初めて幸
福の園の門を開くことができ、行進して入り、

真の父母という名前とともに、歴史において

勝利の栄光の場に参席することができる希望

今まで苦労してきたし、真の父母の勝利の基

の国民と国家が顕現するという事実を考える

盤を備えるために、歴史的な数多くの犠牲の

ようになるとき、真の父母の心情の旗を掲げ

代価を払ったということを考えるようになる

て立ち上がる皆さんこそ、歴史を呼び起こす

とき、真の父母という名詞こそ、今日我々人

ことができ、希望の世界をもう一度審判する
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ことができる旗手であることを、皆さんは自

く、このみ旨の使命を完結させるために、今

覚するべきです。（四三・一四三）

まで闘ってきました。

・ 真の父母という言葉は恐ろしい言葉

過去を回想すれば、事情も多く、無念なこと
もたくさんありましたが、あなたの事情、あ

統一教会での恐ろしい一つの教えが何か？

なたの無念さに比べられないことが分かった

それは「真の父母」という言葉です。この言

ので、ひざまづいて涙をあなたの前に見せら

葉は、神様も恐がる言葉であり、サタンも恐

れない、恥ずかしい姿であることが分かるの

がる言葉です。我々人間は、サタン圏内にい

でございます。そのようなことを感じる私の

る人間であるために、真の父母を中心として

心をお分かりになり、この日を期して天上世

見るときに、彼に従っている人たちは、彼の

界と地上世界の門を開いてくださいませ。

み言によって審判を受けるのです。

（一三四・一一六）

このような方が出てこなかったらいいのに、

問題は何か？ 真ということ、すなわち真の

出てきたために審判しなければいけない立場

父母ということです。真の父母が何か？ 真

に立つので、神様がその方の言葉を聞いてあ

の父母という言葉がそんなに簡単な言葉では

げるのです。また、サタンがなぜ真の父母と

ありません。いちばん恐ろしい言葉です。そ

いう言葉を恐れるか？ この言葉を信じて従

の言葉がどれほど恐ろしい言葉か分かりません。

おうものなら、自分のすべてが破壊されてし
まい、破綻してしまうためです。それで、彼

この真の父母という言葉一言のために、歴史

には極めて恐ろしい言葉になるのです。

が左右されます。この言葉を見つけ出すため
に、今まで数多くの先烈たちが犠牲の道を行

サタンは、いつも真の父母の行く道を妨げ、

きました。連続的な血の闘争を経て、身悶え

倒れるのを願い、悪くなるのを願う立場にい

し、絶叫しながら希望を抱いて探し出した名

ます。ですから、皆さんがこの道に従って行

前が、真の父母という聖なる名前です。

くのに、どれほど信じて従うかというのが問
題になるのです。皆さんが、そのような先端

真の父母の前には、真の子女がいなければな

に立ったなら、一歩一歩、行動一つを千年以

りません。それで、皆さんが真の子女になり

上の精誠を尽くして、感激しながら行こうと

ましたか？ 考えてみて下さい。皆さんが真

しないといけないのです、それが今日皆さん

の子女ですか？

の行くべき道であることを知るべきです。

来にも変わらないものです。（三三・一〇九）

真とは、過去にも現在にも未

（六五・二七七）
・ その価値は限りない
私は、真の父母の名前がどれほど恐ろしいか
ということをよく知っています。私は平穏な

神様の摂理の目的が何かというと、一つの焦

位置を探すために生きる道を取ったのではな

点です。神様の理想が実現される場も、まさ

181 * 百八十一

천성경

天聖經
Cheon Seong Gyeong
にその場です。我々が、失ってしまった父母、

何の関係もありません。この立場は、堕落す

失ってしまった真の御父母様に会うことがで

る以前の人間の最初の先祖のための立場であ

きる所も、まさにそこです。それで、その基

るために、これ以後にはいかなる歴史も、堕

台がすべての中心です。その立場、それが

落したいかなる歴史もありえません。

「真の父母」というものです。歴史上に多く
の立場がありましたが、この立場が最も価値

そうであるなら、民主主義の終末はどのよう

のある立場です。

になるでしょうか？ 民主主義もこのような
観点によって、真の御父母様によって認めら

それがどれほど重要なものなのか考えてみな

れうるということを考えてみるべきﾅす。自

さい。すべての成人たちがこの基台、この問

らそれを判断してみなさい。国民学校の子供

題のために戦いました。神様がこれを重要に

でも一〇〇点をもらうでしょう。笑うべきこ

考えられ、霊界にいるすべての霊人たちも、

とではなく、重要な問題です。では、共産党

そのように考えています。それゆえ、この地

がどのようになるでしょうか？ 彼らには歴

上のすべての人類も、これを重要と認識しな

史がありません。幼子のように人生観もなく、

ければなりません。

何らの主観もありません。

皆さんは、これの本当の価値を知ることがで
きませんでした。これは、数千個の国土をや

ここから新しい内容が出発するでしょう。す

っても替えられません。国土ほどのダイヤモ

なわち、すべての中心、すべての内容、そし

ンドをやっても替えることができません。皆

てすべての結果がここから出発するでしょう。

さんは替えることができるだろうと思います

ここに参与することができる者たちが、地上

か？ 替えられないのです。アメリカ全体を

の最初の勝利者になるでしょう。ここから、

神様に祭物として捧げるとしても、皆さんは

神様の愛を中心として、家庭を成し、サタン

それを得ることができません。

の主権を追い出し、この地上に新しい天国を
建設するために、出発することができます。

一度考えてみましたか？ 皆さんの目で直接

また、ここから歴史の実が結ばれるようにな

その立場を見ることができるなら、どれほど

るでしょう。この立場が全世界の中心点です。

幸福でしょうか？ また、見ることができな
ければ、皆さんはどれほど不幸な人になるで

この位置が未来のための出発点になるでしょ

しょうか？ もう一度じっくりと考えてみな

う。ここから過去の歴史の完成が成されるで

ければなりません。それで、神様の目、すべ

あろうし、現在の歴史の完成が保全されるで

ての霊人たちとすべての人たちの目が、ここ

あろうし、未来世界の完成が始まるでしょう。

に焦点を合わせなければいけません。

この点、この位置をつかむことができるなら、
皆さんは一人の人間としてすべてを征服した

このような観点で歴史を見るようになれば、

征服者になることができます。そうであるよ

歴史というものはないのです。歴史はこれと

うですか？（はい）。
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では、価値がどれほど大きいでしょうか？

天地間に真の父母になるためのこのような内

それがどれほど素晴らしいもので、皆さんが

容を、実体的に解決しうるその内容が、天地

それをどれほど愛し、どれほど讃え、どれほ

を明らかにするのであり、すべての歴史的な

ど尊重し、また、どれほど好むようになるで

曲折を解放させるのであり、神様の心中に打

しょう？ この位置は、最高に高い位置にな

ち込まれている釘を抜くのです。神様が願う

るべきであり、歴史において最高の高い位置

愛の解放は、このような息子娘を抱いて愛し

に置かれなければいけません。そのすべての

ながら、喜び、踊り、笑うことです。すべて

偉大な人たち、彼らがいくら偉大だとしても、

全部が歓喜に満ちて、千年万年その喊声が、

これには比較されえません。皆さんがこれを

被造万物から全天地にいっぱいにならなけれ

見るようになれば、間違いなく嬉しくて感激

ばならないのではないですか？

するでしょう。
否定する過去に、肯定的提示を持たずしては、
皆さんが眠る間に、夢の中で踊りを踊ったこ

地上に来られないのです。どれほど深刻です

とがありますか？ 皆さんがこの場、この位

か？ 天上世界で孔子と釈迦とイエスが集ま

置を思うようになれば、その度に皆さんがそ

って、このような試験をするのです。それを

のような感情を持つようになって、眠りなが

皆押さえつけてしまい、神様の前に来て、談

らでも踊りを踊ることができるようになりま

判するのです。

す。皆さんは他のどんな位置よりも、皆さん
の生命や、他のいかなるものよりも、この位
置に心がもっと引かれるべきです。再び見た

神様の創造理想には、言葉で言えない心情が

がり、共に暮らしたがり、これなくしては生

あります。このみ旨をアダムが完成期に自ら

きられないというそのような感情を持つべき

悟って、悪魔を屈服させなければならないの

です。説明を聞いたから、真の父母がどれほ

です。解放の主権者にならなければなりませ

ど貴重かということを理解したでしょう。

ん。万国の統治者であり、万の救いの主人で

（五二・九五）

あり、万の兄弟の長男権を備えうる人がアダ
ムなのです。

父母になるには、天地が和答（互いに応じて
答えること）しなければなりません。天上世

サタン世界が反対することとして、四〇日間

界に行って神様に勝ってこなければなりませ

霊界が混乱の中に陥るのです。そこでは、神

ん。何のことか分かりますか？ アダムが神

様が審判官であるために、神様から正義の判

様が違うというのを「イエス」と言って、事

定を受けなければなりません。そこで文総裁

実を中心として事実を事実でないことにした

の勝利の判決を受けて、地上に来るのです。

から、事実でないことを事実として肯定させ

（二一五・八六）

られることをしなくては、本然的基準に入れ
ないのです。

・ 感謝すべき我々
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神様に対する感謝をどのように捧げることが

を中心として、真の愛を肥やしにして育てて

できるか。真の父母に対する感謝をどのよう

きたのです。そうしながら、一方は消え、一

に捧げることができるか。我々の教会に対す

方は繁栄してくるのです。分かりますか？

る感謝をどのように捧げることができるか。

ここから神様が共におられ、サタンとは永遠

皆さんを再創造してくれたことに感謝をどの

に離別するのです。

ように捧げることができるか。
神様の心の中に苦痛があるとは、誰も思わな
私が経てきた後には、真の家庭が現れるので

いのです。歴史上に現れ、今ここに先生を通

す。一段階もっと進めば、真の氏族が現れ、

じて現れ、その深い使命を明らかにしたから

一段階もっと進めば、真の国家が現れるので

分かるのであって、そうでなけれﾎ分からな

す。一段階もっと進めば？（真の世界で

いのです。そうではないですか？ どれほど

す！） 一段階もっと進めば？（真の宇宙で

驚くべき事実かというのです。イエス様もそ

す）。 一段階もっと進めば？（真の天宙で

れを知らず、分かったとしても心にあること

す）。一段階もっと進めば？（神様です）。

を言うことができなかったのです。また、宗

神様、これが我々の最終目標なのです。

教指導者のうち、誰もそのように隠された宇
宙の秘密が分かりませんでした。歴史上初め

それで、我々がどのように神様を解放します

て、世界の前に先生が現れ、宇宙の秘密が明

か？ 既成教会がそれを考えてみましたか？

らかにされたのです。分かりますか？

彼らが我々の生命をどのように救いますか？
だめです。だめなのです。我々の目的とする

ここに座っている人たちは、理解するでしょ

基準とは違うのです。我々は、もっと高い基

う。この地球上にどれほどものすごい結果が

準、「私の手でどのように神様を解放しうる

現れたかということです。サタン世界が今ま

か？」という基準に進むのです。

でいくら強かったとしても、レバレンド・ム
ーンは皆消化するのです。問題がないという

人間は、堕落した以後にサタンの血統を受け

のです。分かりますか？

継ぎました。これが問題です。数千万代を経
て、神様の血統でないサタンの血統を受け継

今から個人的基盤でなく、国家的基盤に方向

いだのです。それで、どのようにこのサタン

を変えなければならないのです。分かります

の血統を清算するのか？ アダムとエバが堕

か？ 国家的基盤のことです。一国家の指導

落した以後に受け継いだ汚い血統を、どのよ

者も、過去を悔い改めれて振り返れば、神様

うに清算するのかというのです。

が許されるのです。それは神様の新しい伝統

そのような内容を清算するために、真の愛、

に属するのであり、新しい血統を意味するの

真の生命、真の血統を中心として現れられた

です。そうでなくてはサタンを分立すること

方が真の父母です。サタンの血統を肥料にし

ができないのです。分かりますか？ それは

て、生命を育ててきたのです。しかし、新し

また、統一教会の祝福式以前にある血統転換

い復活の時代には体が神様の愛と生命と血統

式を意味するのです。
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皆さんは、そのような礼式に参加したでしょ

リカ人だ！ 私はハーバード大学卒業だ！」

う？ 自信感を持ちなさい。自分自身は神様

そのようなことは役に立たないのです。〇点

の真の愛と真の生命と真の血統を受けた人で

です、〇点。観念もなく、伝統もなく、汚い

あり、その中心はお父様であるのです。真の

影響を及ぼす文化背景もないのです。神様は、

御父母様は韓国人ではなく、皆さんの父であ

そのようなものを願われないのです。

り、その父の真の愛、真の生命、真の血統を
中心として横的につながっているのです。分

一八〇度振り返って生まれ変わるのです。分

かりますか？ 天地創造のときに堕落しなが

かりますか？

ら、その三人が堕落世界の汚いものとつなが

生まれ変わるということは、再び生まれると

りました。

いうことです。その最初が父母です、国では

生まれ変わること？（はい）。

なく。その次は、兄弟です。では三番目は何
しかし、今は、神様の真の愛、真の生命、真

ですか？ 夫婦、夫と妻なのです。四番目

の血統を中心として、横的につながっている

は？（子女です）。それが問題なのです。

のです。これは一八〇度転換したのです。サ
タン側とつながったアメリカや、この世界に

神様は、三世代を願われるのに、この三世代

は、希望をかけるなというのです。分かりま

を持てませんでした。一代は神様、二代はア

すか？ 全世界の人類が、初めから最も邪悪

ダムとエバ、三代は？ 今まで持てなかった

なサタン側の父母についていったのです。し

のです。今まで神様を中心として、人類が繁

かし、今は初めてその方向が一八〇度転換し

栄できず、ただサタンに属すようになったの

たのです。分かりますか？ そこは、始まり

です。そのサタンは愛の怨讐です。分かりま

の点ですが〇点です、〇点。そこには意味も、

すか？

存在も、観念も、伝統も、文化もないのです。
どのようにこの血統を清算することができる

これが再創造です。

か？「私」は日本人でもなく、どの国の人で
神様が、初めにすべての環境的なものを創造

もない、神様の民として生まれたのです。何

されてから、土と水と空気で一つにして人間

を中心として？ 神様の愛、神様の生命、神

を創ったと言ったでしょう？ そのとき人間

様の血筋、この三つの根源が標準なのです。

はなんらの観念もなかったのです。分かりま
すか？ 〇点なのです、〇点。ここにのサタ

ですから、感謝するのに、何を感謝するの

ンの伝統から一八〇度振り返るのです。

か？ 豊かに暮らすのを感謝するのではあり

機関車が方向を変える所があるじゃないです

ません。十字架についたことを感謝すべきな

か？ 人や貨物を積んで一八〇度方向を変え

のです。戦争で負けた敗残兵が倒れ、血を流

る、そのような〇点です。許しがなければ出

し、腐って臭いがしているなら、それを誰が

発もできず、ブレーキもかけられないのです。

葬りますか？ それを埋める人が誰ですか？

振り返ればまさに〇点です。一八〇度振り返

誰が埋めてやるでしょう？ 誰が敗残兵を教

るのでしょう。「私は日本人だ！ 私はアメ

育して再び正規軍にするでしょう？ また、
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食べるものがなければ、その人たちをどのよ

い！」という心を持って暮らしてみたら、本

うにするでしょう？ ただ殺してしまうので

当にそのようになったというのです。

すか？（違います）。勝てば皆良いと思った
のに、もっと大きな十字架を背負うようにな

神様が私をこのように育てたのと同様に、私

るのです。それを皆解決してから、それを再

も皆さんをそのように育てるべき責任があり

び建設した次にこそ、自分の時が来ることを

ます。それゆえ、皆さんが智者にならなけれ

知るべきなのです。自分が新しい家庭を立て、

ばならない、という宿命的な課業を相続しな

新しい国家を立て、新しい世界を立てたあと

ければならないというのです。因縁的な課業

にこそ、自分が幸福に暮らすことができるの

ではありません。何の課業ですって？（宿命

です。分かりますか？

的な課業です）。宿命的です。

真の父母と真の父母の子供ということは、永
いくらそれが難しいといっても、永遠の世界、

遠不変の宿命的な業です。これを誰も分ける

本故郷に汽車のレールがあるなら、このレー

ことができないのです。千年万年その道を行

ルとこの地に暮らすレールと同じでなければ

かなければなりません。行くべき道は二つの

なりません。霊界に入るレールと同様に、同

道ではなく、一つです。他の方法がありませ

じでなければなりません。皆さんはどうです

ん。秘法がありません。その道を行かなけれ

か？ 現在自分が暮らしているレールが、霊

ばなりません。（二〇三・一九二）

界のレールと同じだと思いますか？ 自信が
ありますか？ ただそのまま神様の前に走っ

・ 責任を持つべき我々

ていけますか？ そのレールを同じようにす
るために、真の父母が必要なのです。分かり

霊界に行き、一二の真珠門を経ていくために

ますか？（二一五・一七一）

は、どのようにすべきか？ 地上でどれほど
天の民をサタンから探して回って入ってくる

・ 真の父母との因縁は宿命的な業

かというのが問題です。

我々人間は、百パーセント愚かな立場に立っ

そうするためには、涙と血と汗を流さなけれ

ていますが、百パーセント以上知恵深い神様

ばなりません。再創造の真の愛の心情を中心

が友達になり、無限の霊界の先祖たちが、自

として、サタンの父母以上、サタンの夫、妻、

分の同伴者になり、後援部隊になっています。

息子娘以上の心情を投入して、涙とともに、

そのようなことを考えるとき、ありがたいの

血と汗とともに交差するその過程を経ずして

です。自分は一線で冒険の場、ゴリアテの前

は、天国の自分の民を所有することができま

にダビデが立ち上がるときのその気分が本当

せん。この数の比例に従って、あの国の栄光

よくに分かります。神様が保護されて、百戦

の位置に、神様の前に近く行くすべての条件

百勝することができるのです。「打てばおま

の成立がより分けられるということを知るべ

えが破れ裂けるのであって、私が破れ裂けな

きです。
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文総裁は、一生を経て、国だけでなく世界を

今日私の国の統一の解決の秘訣です。他の所

…。なぜ？

へ行って、今日の私の国の統一と同様に、そ

霊界に行っている人たちまでも、

全部真の父母の恵沢を受けるべきです。ダン

の国を同じ立場に立って、あらゆる精誠を尽

ベリーの監獄に行き、二月一日、地獄と天の

くし、どの国にも負けないよう、まず天の前

門を開く式をしました。それを開門するすべ

に奉献しなければなりません。

てのことを準備しなければいけません。です
から監獄も行かなければならないのです。

旧約時代は物、新約時代は息子娘、成約時代
は自分の夫婦、その次には神様です。堕落で

このように、千辛万苦恨の峠を越えに越えな

神様を地上に迎えておけず、サタンを迎えて

ければならず、大洋が広いといえばそれを泳

おいて、神様と離別したから、今は神様を迎

いで渡っていくのと同様に、山が高いといえ

えておいて、全部つなげなければなりません。

ば、裸足でも白雪が積もっているヒマラヤ山
頂を越えなければなりません。そのように、

それゆえ、皆さんの物は皆さんのものではあ

歴史の悲惨、それ自体を越え、すべての勝利

りません。物は、旧約時代に該当するのであ

の覇権的基盤を立てたという事実が驚くべき

り、息子娘は新約時代に該当するのです。旧

ことです。悪魔自体がついて来ようとしても、

約時代には、物を犠牲にして、息子娘の行く

ついて来れなくて、離れまいとしても、離れ

べき道を築くためのものです。そして、来ら

ざるをえない受難の道を経てきたということ

れる再臨主、真の父母がこの地に来て苦労す

を知るべきです。

ることは、神様をこの地に迎えるためなので
す。しかし、サタンを地に迎えたので、これ

自分の家、自分の息子娘が厳粛な場にいるの

が地獄です。神様を迎えなければなりません。

です。第二の神様です。おじいさん、おばあ

これは真の愛でしなければなりません。

さんは、昔を代表した神様に代わり、お父さ
ん、お母さんは、この時代を代表し、息子娘

再創造は、投入して投入して忘れた、真の愛

は未来を代表したのです。この三時代を過去、

の起源を通じて、神様を迎えることができる

現在、未来の神様の顕現者として侍るすべを

物質と子女と自分の実体全部を結託させて、

知るべきです。息子娘をたぶらかし、妻をた

このすべてが、真の愛とつながった神様のも

ぶらかし、夫をたぶらかし、父母をたぶらか

のであるという言葉が設定された以後に、再

す人は、地獄に行くのです。為の愛、生命ま

び分配されて、子女の所有時代につながるの

でも投入して忘れることができる真の愛の核

です。父母の所有、子女の所有時代に分配さ

・S として、家庭と国家と天地がつながる

れるのです。（二一一・三五二）

ようになっているのであって、それ以外には
ありません。
五）我々のすべきこと
そのような核を通じた心情的内容を持って、
天国の民をどれほど復帰するかという問題が、

・ 我々の責任
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復帰の道を行く皆さんは、個々人ですが、皆

では、真の父母だけ侍ればいいのか？ そう

さん個人だけが行く道でないということを知

ではありません。真の父母に侍った次には、

るべきです。いつも復帰の道を行く皆さんは、

真なる家庭、氏族、民族、国家、世界を復帰

真の父母に代わって行く自分であるというこ

しなければなりません。これのために準備し

とを肝に銘じなければなりません。そうでな

たのがイスラエル民族でした。

くては、氏族的、民族的、あるいは国家的な
真の父母の勝利の基盤を備えることができな

真の父母の前に真の子女として立つためには、

いのです。

子女の個人的な復帰路程があるのあり、子女
の家庭的な復帰路程があるのであり、子女の

皆さんが正しく真の父母に代わって行くため

氏族的な復帰路程があるのであり、子女の民

には、真の父母は世界的な霊的勝利の基準を

族的な復帰路程があるのであり、子女の国家

立てるために行くならば、皆さんは国家的勝

的な復帰路程があるのです。父母の個人、家

利の基準を立てるために行かなければならな

庭、氏族、民族、国家的な復帰路程と、子女

いということをはっきり知るべきです。霊的

の個人、家庭、氏族、民族、国家的な復帰路

には真の父母の勝利の基準が立てられたので、

程を完結し、父母と子女が一体となり、勝利

地上に真の父母の勝利の基準を立てるべきで

したという基準を立てておいてこそ、初めて

すが、皆さんが民族的な基準を越えるべき真

民族復帰を終結して、世界的な舞台に向かっ

の父母の責任を代行しているのです。

て新しく出発することができるのです。

これを他の面で説明すれば、皆さんが民族的

では、今日統一教会の使命は何であり、統一

な基準を越えて、世界的な基準に向かって行

教会に入教した皆さんは、どんな立場にいる

くなら、来られる真の父母は霊的に天宙的な

か？ 先生を中心としたこの統一教会に呼ば

勝利の基準を立てなければならないのです。

れてきた皆さんは、悲痛な六千年の縦的歴史

真の父母の因縁を持って来られる主は、我々

を横的に、実体的に展開しなければならない

が背負っていくべき十字架を霊的に開拓し、実

立場にいるのです。

体的に勝利され、すべてに責任を持っていかな
ければいけないのです。これが父母復帰の難し

我々は、今、何の決心をすべきか？ 我々が

さであることを、皆さんは知るべきです。

行くべき目標はどこか？ 世界的な基盤の上
に真の父母の国を立てなければならないので

では、今日、天と地と人間を振り返るように

す。世界的な真の父母の国を立てなければな

なるとき、天がある一時、勝利の真の父母に

らないのです。この世界に未だ悲しみと苦痛

侍ったか？ まだ侍られませんでした。地が

と涙が残っているのに、これらを我々が一日

侍ったか？ まだ侍れませんでした。人間が

も早く清算しなければなりません。これが今

侍ったか？ まだ侍れませんでした。その途

日統一教会が担っている責任であり、使命で

上にいるのです。

あるということを、我々は知るべきです。
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それゆえ、皆さんは、今行くべき道に立ち上

現在我々統一教会は、祝福家庭たちが韓国の

がったので、イスラエル民族がカナンに向か

至る所に広がっています。なぜ祝福家庭たち

って行ったときと同様に、後ろを振り返って

を韓国の至る所に広げておいたか？ 天は韓

はいけないのです。心でもそうすべきであり、

国民族と韓半島を中心として摂理され、真の

体でもそうすべきなのです。

父母はこの韓国民族、韓半島のに来られるの
です。そして、来られる真の御父母様を、韓

今我々が抱くべき希望が何か？ 天に代わっ

半島が、すべての村々が、谷から谷が、山野

てこの地に来られる真の御父母様に、本当に

はもちろんであり、全部が侍りたがるのです。

侍ることを希望しなければなりません。侍る

それは、真の父母に侍ることが歴史的な願い

には勝利の基盤がなされた後に、万民が仰ぎ

であるためです。

見、万民が恭敬するようになった位置で侍る
のを願ってはいけないのです。悲しい歴史を

それゆえ、子女の立場で個人的な蕩減基準を

経られる真の父母に侍るのを願わなければな

立て、家庭的な蕩減基準を立て、真の父母の

らないのです。

身代わりとして、その村と部落が、後悔なく
侍りたがることのできる、真の父母の実体の

悲しい歴史を経てきた真の父母に侍れないこ

身代わりが行かなければならないのです。来

とを、先祖たちは恨として考えているのです。

られる真の父母は、もちろん中心の位置にお

真の父母に本当に侍ることを、すべての人類

られ、霊的に全部と関係を結ばれますが、実

が希望するのです。それゆえ、栄光の場で侍

体は一つであるので、全体に対することがで

ろうとするより、悲惨な場で侍る真の孝子、

きないのです。それで真の父母の実体に代わ

真の孝女にならなければなりません。

って、万民に対する立場に立てられたのが祝
福家庭たちであるのです。

そのような真の孝子、真の孝女になるために
は、難しい場、失望しうる場、悲惨で悲鳴を
上げうる場に立っても「天よ、私を導かれる

真の父母には、この民族を越えて世界的な十

天よ、真の御父母様はイエス様よりももっと

字架を背負って行くべき責任があります。そ

苦難の十字架の道を行かれるので、父母に侍

れゆえ、民族的な十字架は地方に広がってい

る私としてはどのように加重された十字架を

る、真の子女の立場にある祝福家庭たちが背

背負うようになっても当然です。私はそれを

負って行かなければならないのです。祝福家

讃えますので、天は私によって心配しないで

庭全体が一つの氏族的な基盤、民族的な基盤

ください」と言うことができなければなりま

になってこそ、天の役事はこの民族を中心と

せん。自分に及ぼされる心配と苦痛と悲しみ

して勝利の峠を越えることができるのです。

を天の前に背負わせないで、自ら蕩減してい

（一三・二八八）

く術を知る人にならなければならないのです。
それでこそ、個人的な基準で個人的な父母の

父母様を愛して、本然の愛の基準を中心とし

勝利の因縁を接ぎ木することができるのです。

て、サタンを分別して責任分担、世界完成基
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準を越えなければなりません。（一三七・一

せん。そのような宗教が統一教会であるとい

一七）

うことを知るべきなのです。

・ 我々の使命

それで、統一教会では何を誇るか？ 真の父
母の歴史を誇るのです。（拍手） その次に

これから我々がすべきことは、真の父母に侍

は、真なる子女が結束しなければなりません。

ることができる基盤を築き、その方の前に世

真の父母といえば、自分の一族だけ愛するの

界の兄弟を糾合することです。また、このよ

ではなく、世界的であり、宇宙的でなければ

うな責任を背負った先祖たちとして、後孫た

なければなりません。真の子女とは何かとい

ちが背負う十字架と迫害の道をなくしてやろ

うと「私はアメリカの国民しか知らない」と

うということです。これが我々の本然の使命

いう者ではないのです。

なのです。
皆さんは何ですか？ そうであってはいけな
神様が人類世界に統一された父母の位置、ア

いのです。ここでは民族感情を超越しなけれ

ベル的世界とカイン的世界が互いに一つにな

ばなりません。民族感情を超越しなければな

った基盤の上に立って初めて、万有の主人公

らないのです。誰の名で？（神様の名で！）

として、父母として登場することができるの

神様の名で。堕落は誰の名で？（サタンの名

です。

で） 。サタンの名で。我々は神様の名で堕
落線以上をジャンプして上がらなければなり

今日この地上に暮らしているすべての人たち

ません。そうして、アダムの頭の上にいた神

は、今まで父母がなく暮らしている子供たち

様と同じく、我々の頭の上に神様がいて、そ

と同じです。そうして、戦っています。それ

の方が直接指揮しなければなりません。

ゆえ、神様は父母の立場で現れて、初めて彼
らを教育して「おまえと今戦っているあの人

それゆえ、堕落しなかった真の父母と神様を

が誰かというとおまえの兄であり、おまえの

中心として、真なる血肉を世界的に糾合して

弟だ」ということを教えてやらなければなら

新しい世界に編成していくのが統一教会の道

ないのです。それは、神様以外には分からな

です。そうすれば、一家庭が氏族になるので

いのです。

あり、氏族が民族になるのであり、民族が国
家を成して世界を制覇するでしょう。

悪なる父母によって、真なる理想的父母が去

堕落した世界が、このように落ちるようにな

ってしまい、理想的子女の因縁を失った基盤

ったのを、我々は新しく出発して上がってい

で、サタンのいけにえになったために、理想

かなければなりません。このようになった世

的な父母が出てこなければならず、理想的な

界と、このようになった世界的基準で、接触

子女の教育を天が再びしてやることができる

する接線地を逆さまにひっくり返しておく一

時にならなければならず、そのような使命を

時がなければなりません。その中間線に接続

受け継ぐ一つの宗教が出てこなければなりま

する時が、どんな時かというのです。皆さん
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は、それを知らなければならないのです。

一大事が起こりますか？ それは、皆死ぬと

（八六・二三〇）

言っても銀舎利は死なないのです。

現在我々統一教会は、真の父母がいますが、

皆さんはピュアリティー（purity；純粋）が

その真の父母は、どんな立場の真の父母です

多いですか、インピュア（impur；純粋でな

か？ 統一教会の中で真の父母であって、国

い）が多いですか？ どちらが多いですか？

を越えず、世界を越えなかったことを知るべ

（インピュア）。では、どちらが主体です

きなのです。ですから、国家、世界のサタン

か？ ピュアが主体ですか、インピュアが主

が残っているために、まだにらみつけている

体ですか？（ピュア）。皆さんが皆ピュアな

のです。分かりますか？

ら、心配しなくてもいいです。

それで、我々統一教会は、教会に真の父母を

皆さんが、一〇〇パーセントピュアになるに

迎えることを、国家と世界と霊界まで拡大さ

は、九八パーセントまでは否定しなければい

せる運動をするのです。これが今日、統一教

けないということを知るべきです。我々のも

会の運動であるということを知るべきなので

のは二パーセントにしかならないのです。ど

す。今、時が近づいてきているのです。国家

ちらを歓迎しますか？ どちらを取るべきで

統一教会、国家ペアレンツ（parents）として

すか？ これを取るべきですか、これを取る

迎えうる環境が、今近づいてきているのです。

べきですか？（板書されたものを差されなが

（一二四・三〇九）

ら語られる） どれほど悲惨ですか？ その
言葉は何かというと、女より男の段階がもっ
と早いのですか？ それがそのようになって

六）生命視すべきこと

いるのです。

・ 自己主張不可

どれほど悲惨か考えてみなさい。ムーニーの
生活が悲惨か、幸福か？（幸福です）。（笑

皆さんたちが持ったものは、銀舎利は銀舎利

い） では、ムーニーのセンターであるレバ

ですが、砂の中に入っている銀舎利、何かの

レンド・ムーンは幸福なのですか、悲惨なの

鉱石や土の中に入っている銀舎利なので、そ

ですか？ 初めは不幸でも、後には幸福だと

れらを全部溶鉱炉に放り込んで、溶かしてし

いうそのような希望を持っているのです。

まわなければなりません。焼き出さなければ

（拍手）

なりません。それがコースです。オリジナ

迫害すれば「溶鉱炉に入る。私がまだでき上

ル・コース（original course；本来の過程）、

がっていないからこうだ。」このように考え

ノーマル・コース（normal course；標準の過

るのです。迫害が来るなら来いというのです。

程）です。では、そのときに体が溶けて水に

迫害できるならしろというのです。純金にな

なってなくなるのに「ああ、いい」と言いま

るまで、溶鉱炉に入っているのを願うのです。

すか、「ああ、私は死ぬ。私は死ぬ」と言い

それが早く純金になる方法です。
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アメリカでレバレンド・ムーンに反対するの

世の中の人たちが、一〇〇パーセント純金だ

に、世界の溶鉱炉にレバレンド・ムーンを放

と鑑定したのに、神様がピンセットでつまん

り込むならそれはどうですか？ 一〇〇名を

で鑑定するとき、一〇〇パーセントになるの

放り込んだのに、一〇〇名が出てきたという

かというのが問題です。それが心配です。神

ときは「あっ！」と言って驚くでしょう。

様が純金だという一〇〇パーセントと、私が

（拍手）全アメリカが即座に木っ端微塵にな

純金だという一〇〇パーセントを比較すると

るのです。全部木っ端微塵です。どうです

き、私が一〇〇パーセントだと主張するのが

か？（その通りです）。アメリカ国民は、気

もっと大きければいいのですが、どうです

分がどうですか？「ううっ」と言うでしょう。

か？ 私は、私が主張するのがもっと大きく

（笑い） 敗北するしかないのです。

あってほしいと願います。そうするには、自
分を主張する不純分子が一つでもあってはい
けません。では、神様は自分を主張しないの

ですが、レバレンド・ムーンはどうですか？

かというのです。神様も自分を主張するので

レバレンド・ムーンは勝利するのです。レバ

す。神様も自分を主張しうる素の性質がある

レンド・ムーンは勝利して、アメリカは敗北

のです。

するでしょう。そうなれば、アメリカがどれ
ほど悲惨でしょうか？ そしてレバレンド・

自分がもっと純粋になるためには、自分を主

ムーンは、どれほど素晴らしいでしょう？

張するのが一つでもあってはいけません。そ

（笑い） そこには異議がないのです。そこ

うなれば、自分が一〇〇パーセント純金にな

には反対する人がいないのです。

り、神様が鑑定する純金以上の位置に行くの
です。そのように考えられるのです。どうで
すか？ 自分を主張する心が、自分がセンタ

何を持ってそのようになったのか？「ああ、

ーだと思う心が、永遠に何もないというとき

愛だったのだなあ！」と言うときは「ああ、

は、一〇〇パーセント以上純粋なものになる

私が今までは奥部屋暮らし（本妻が妾に実権

ことができます。

を奪われること）だったけれど、これからは
同参できる」と言うのです。どうですか？

では、純金は何か？ 不純な要素が一つも介

その概念がどうですか？（グレイト（great；

入しない、ただそのままの姿を言うのです。

素晴らしいです）！）

ですから、完全に自分がない、百年、千年愛
に酔って暮らす人たちがいる国は、愛におい

それゆえ、九八パーセントを捨てて一〇〇パ

てピュア・ゴールド（pure gold；純金） の

ーセント純粋なゴールドになるための道を行

中の標準になることができます。その概念は

く人は、我慢するのがどれほど大きくなけれ

どうですか？ 最も素晴らしいではないです

ばならないでしょうか？ 苦痛がどれほどひ

か？ そのような愛の所有者は、偉大な女王

どいでしょうか？ それでも行くべきだとい

や王子と同じです。それはどうですか？（立

う信念を持って行かなければなりません。

派です）。私は、皆さんにそのような妻、そ
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のような夫になれというのです。そうなれば、

「おまえたちは純金か？」というとき、私は

皆さんはどれほど素晴らしいですか？

純金だと見ません。まだ錬磨を受けるべき宿
題の過程が残っているから、嫌でも良くても

そうして、純金になったのに、神様が必要で

製錬所に全部突っ込まなければなりません。

すか？ 神様がその中に既にいるのです。必

突っ込んで悪いものは焼いてしまい、純粋な

要とする必要がないのです。それゆえ、皆さ

もの、一つの結晶体として連合したもの、表

んはそのような人にならなければなりません。

も中も間違いない一つに現れうるその形態を

（一二八・二〇六）

備える前には、統一教会員だと言えません。
（一三八・二〇〇）

皆さんは本当の純金ですか、偽物ですか？
偽物です。では、私は何ですか、私は？ み

我々には、自分を調整するための調整装置、

なさんが本当なら、私は何ですか？（笑い）

調整する期間、調整する時が、調整する時間

それで、皆さんが本当なら、私は偽物という

が必要なのです。標準の時計があるでしょ

ことではないですか？（笑い） そのときは、

う？ 標準の時計のように合わせておかなけ

我々は本物です！ そう言うのですよ。ただ

ればなりません。はかりもですね、標準のは

「本当です」と言うようになれば、困るのです。

かりがあります。一つあるのです。それは世
界に一つあるのです。メートルならメートル
の原器というものは、二つでなく一つです。

統一教会では、私が最高の位置ではないです

二つですか、一つですか？ 一つです。一つ

か？ そうでしょう？（笑い） 本当という

なのです。

言葉を付けるなら、私から先に付けるべきで
あって、皆さんから付けるべきかというので

では、本来は人間の調整の基準があるか、な

す。言葉について言うならば、正しい言葉は

いか？ ある！ ある！ では、人間のその

「我々も本当です！」それはいいのです。た

絶対基準と、現在勝手になった自分の基準が

だ本当だと言うと、それは失礼です。

ゼロ点の調整で自然に合う自分ですか、「無
理やり的」にでも合わない自分ですか？ 無

私が皆さんを見るようになるとき、本当では

理やり的に合わせても合わないのです。「無

ありません。皆さん三、四人、四、五人を合

理やり的」という言葉は、ありませんが表現

わせてぶん殴って、再び作り出せば本当にな

しようとするので…。それでも、聞き分けは

るか、このように見るのです。私が売る本当

するのです。

の市場、本当の商店に皆さんをそのまま置い
て、本当だと言いながら売れないのです。売

このような自分が本来の原器、メートルなら

り出すことができないのです。分かります

メートル原器のように、自分を認めてくれと

か？ そのように見るのです。ですから、鍛

いうのです。それでは、それを認めてくれる

錬と試練、製錬の過程がまだたくさん残って

人が狂った奴でしょう。そのような奴は、殴

いると見るのです。

って捕まえなければなりません。神様が、
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「おい、こいつ！ おまえは顔つきがそうな

真の父母が復帰の道を行ったら、皆さんも復

のに認めるか？ 否定して殴って捕まえなけ

帰の道を行かざるをえないのです。最小限度

ればならないのに、同情して協力しろ？」と

の責任分担五パーセントを完遂しなければな

言うのです。

りません。分かりますか、何のことか？（は
い）。それを知るべきなのです。皆さんの妻

今日、祝福家庭という群、家庭ではないか！

を愛する以上、父母を愛する以上、神様を愛

「家庭」と言いながら、家庭という名詞は尊

さなければなりません。皆さんの息子娘を愛

重して、家庭の内容は無視する輩が多いので

する以上、神様を愛せということです。それ

す。（一二七・二〇三）

を基盤として、世界に拡大するのが、統一教
会の理想世界です。本然の世界です。それを
知るべきです。はっきり分かりましたか？

・ 一つになるべし

（はい）。（一二八・三一）
皆さんは、真の父母の心情的な内容をどれほ
ど知っていますか？ また、血統問題、人格

先生は、もう一次アダムの根、二次アダムの

問題、み言の問題、生活の問題、そして国家

根を皆持っています。それゆえ、皆さんは第

観、世界観、天宙観が、真の父母とどれほど

一アダムと第二アダム、第三アダムを接ぎ木

一つになっていますか？ これは、皆さんが

さえすれば、すべて終わるのです。分かりま

本当の意味で神様の真の息子娘になりうるか

すか、何のことか？ 根が一つです、根が。

という問題を決定づける母体になるのです。
それで愛と、何ですって？ 三つが何です

分かりますか？（はい）。

か？ 愛、生命、その次には何ですか？ 血
統です。縦横の神様の愛が生命の交流をする
皆さん自体だけ持っては不安なために、どの

ことによって、血統が生まれたのです。

ように皆さんを真の父母とつなげるかという
のが問題です。根源がなければいけません。

それゆえ、皆さんは、誰よりも先生を愛さな

すなわち、その核心がなくてはいけないので

ければなりません。誰よりも真の父母と一つ

す。（二八・二四九）

になければなりません。真なる愛を中心とし
た血統であるために、そこには相続権があり、

真の父母が何かというと、皆さんの父母の代

同位権があり、同参権があるのです。分かり

わりです。本来の父母が真の父母です。皆さ

ますか？ それでサタンが接近することがで

んの父母と皆さんは、一つになければなりま

きないのです。（一八九・二二三）

せん。では、おじいさんは誰ですか？ 神様
です。神様。神様の命令には、真の父母も勝

・ 真の父母を愛すべし

手にできません。父母は自分の息子娘をおじ
いさんが願う道に連れていかなければなりま

真の父母がどれほど多くの愛を受けている

せん。それが父母が行く道です。

か？ それを一度考えてみましたか？ 神様
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が死んだということに対して、誰でも抗弁す

先生が言うことが事実なら、その問題は重要

る人がいたら、彼は真の父母を神様が愛する

です。皆さんは、その基準からどれほどかけ

以上に愛するでしょう。

離れていますか？ 今からでも我々はこれの
ために祈らなければなりません。

もし皆さんが、このような人に会うことがで
きるようにしてくれ、と神様に祈るなら、そ

真の父母に従うすべての人たちは、涙なしに

れで皆さんがこのような人に会って、真の父

は行くことができません。それゆえ、我々の

母を愛するようになるなら、神様も喜ばれる

表情が明るくなりえません。我々は為に生き

でしょう。その人がいちばん賢い人なら、皆

なければなりません。そして、たとえ我々が

さんがそのように思うなら、皆さんは霊界に

最善を尽くすとしても、我々は天に対して申

いる霊人たちに絶対に負けません。皆さんが

し訳ない心を持つべきです。我々の行動がど

真の父母を愛するなら、絶対に負けません。

うでなければならないかを皆さんが想像でき

もし、皆さんが霊人たちに、「私は真の父母

るだろうと思います。（五二・九七）

をこれほど愛するのに、皆さん霊人たちは何
をしましたか？」と言いながら、彼らを讒訴

・ 真の父母に侍るべし

することができるなら、皆さんがいちばんの
皆さんが荒野路程を歩み、ヨルダン川を越え

金持ちになるでしょう。

たとしても、カナン七族と戦う途上で倒れれ
ば、それは勝利の死になれないのです。カナ
もし、真の父母を互いにもっと愛すると食口

ン七族を屈服させておいて、そこに新しい国

たちの間にけんかが起きるようになれば、神

イスラエルを立てておいてこそ、神様の前に

様がそのけんかをご覧になって何と言うでし

立てられる本然の人になるのです。そうでな

ょう？（笑い） そのようにけんかして、も

ければ、楽園にとどまるのと同じなのです。

し一人が死ぬようになれば、神様がどのよう

天国に入ることができないのです。（一三・

に審判するでしょう？ 皆さんが考えてみな

二九八）

さい。神様がかれを絞首台に引っ張って行か
れるでしょうか？ 疑いもなしに、神様はそ

我々が知っている真の父母は何か？ 人間の

の二人を呼んで、彼らを真の父母を愛するモ

先祖です、人間の先祖。ですから、真の父母

デルとして立てられ、他の人たちにも彼らが

に自分の父母のように侍らなければならない

愛したように真の父母を愛せと言われるでし

のです。（一一八・一四七）

ょう。これがまさに基準です。すなわち、神
様と霊人、すべての人たちは、真の父母を注

事実、父母様に三年以上侍らなければならな

視しなければならないのです。今、我々は

いのです。父母様に三年以上侍るには、家庭

我々の生活の中で、これを考えなければなり

が侍り、その次には国家が侍り、世界が侍ら

ません。

なければならないのです。事実はそうでなけ
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ればならないのです。そうであってこそ、世

それがなぜそうなのか？ 真なる父母、先祖

界復帰圏まで出ていくようになるのです。

を持てなかったためです。ですが、我々は真
の父母に侍ることによって、「ああ、私は歴

三数を中心として見るとき、三年以上を侍ら

史が分かった、神様と私と、どうだという歴

なければいけないのです。それゆえ、三年間

史が分かった」というのです。また、現在が

は父母様を中心として、ご飯も一緒に食べて、

分かったというのです。未来が分かったとい

共に相談しながら、共に暮らさなければなら

うのです。分かっただけでなく、そのような

ないのが原則です。皆さんの家がそうでなけ

伝統を受け継ぐことができるというのです。

ればならないのです。父母に侍って暮らす家

歴史に勝ち、未来に勝ちうる伝統を今自分が

庭として、平和で幸福で、言葉を話しても良

持つことができるというのです。

い言葉だけ話し、互いが喜びながら暮らす三
年の期間がなければらないのです。（四四・

誰から？ なぜ？ 真の父母に会ったためで

一七〇）

す。真の父母が教えてくれることを、その方
がすることに自分がついていって、その方が
願うことを自分が願う、これを受け継ぐので

・ 従順であるべし

す。それを引き継ぐのです。（七一・二一）
本来、神様の名を持ってきた父母の前に、子
供は絶対服従しなければなりません。そこに

今まで、この宇宙には父母がいませんでした。

は異議がないのです。これは、強制で言うの

父母というのが悪なる父母、子供を利用して、

ではありません。愛を中心として、そうする

滅ぼす父母です、全部皆。そうすることによ

ことができるよう、環境を作るのです。

って、何が壊れたか？ 完全な兄弟が壊れて
いったのです。その次には、完全な新郎新婦

妻は夫を愛し、夫は妻を愛すのです。愛を中

が壊れていきました。その次には、完全な父

心とした父母になり、愛する子女を自然、絶

母が壊れていきました。それで、善なる子供

対屈服させうる環境を率いていってこそ、天

を持てませんでした。結局は、家庭を失って

国基盤が崩れないのです。（一〇一・二八

しまったという話です。その家庭は、宇宙史

三）

的な代表です。世界を代表し、天国を代表し、
国を代表し、家庭全体を代表した家庭でした。

・ 伝統を受け継ぐべし

今まで人類はですね、人間がどのようになる

そのセントラル・ポイント（central point：中

かを知りませんでした。自分がどのようにな

心点） を神様は探そうとされるのです。人

るかを知りませんでした。歴史を知らなかっ

類歴史もそれを探してくるのです。今日の人

たのです。今現在がどこで何になるかを知り

類、現在生きている人たちも、この中心に連

ませんでした。これからどのうようになるの

結されなければなりません。言い換えれば、

か、目的を知らなかったのです。

神様と人間が願う共同目的がこれ一つであり、
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過去、現在、未来が結束しうる道は、ここし

て、天国に直行することができる、サタン世

かないのです。

界を凌駕する一つの実績圏を持った、天と直
通する後孫になるのです。その次には、その

では、それを誰がすべきか？ アダム・G バ

ような兄弟たちが結婚をするのです。我々に

がすべきことを、真の父母がしなければなら

おいて、結婚というのは超国家的です。黒人

ないのです。それゆえ、今皆さんが持つべき

としろと言えばし、白人としろと言えばし、

ものは、サタンが持てなかったものとして、

黄色人としろと言えばすることができる、こ

悪なる世界にはない兄弟中の兄弟、サタン世

のような圏内に入ってきました。

界にはない兄弟を持たなければなりません。
皆さんはそうでなければなりません。それは、

このような伝統が今から成立しなければなり

二〇代、結婚する前までなのです。そのよう

ません。今は、できていません。今から一つ

な伝統を皆さんが残さなければなりません。

作らなければならないのです。このようにな
ったために、その資料を持って、皆さんの後

皆さんの息子娘の前に、このように暮らさな

孫と世界を指導しなければなりません。その

ければならない、という伝統を残さなければ

代わり、二人が一つになれば、悪なる息子娘

なりません。皆さんがこのように各国に行き、

を産んではいけません。善の息子娘を産もう

骨の折れる戦いをして暮らすことは、これか

とするので、夫妻が完全に一つにならなけれ

ら皆さんが後孫の前に伝統を残すための、

ばなりません。一つにならなくては、善の息

「我々はこのように難しい中で働いた」と息

子娘が出てこないのです。それゆえ、神様の

子たちに教育することができ、遺言を残すこ

み旨を中心として、完全に一つになければな

とができる伝統的資料を収拾する立派な、一

らないのです。（七一・一九）

度しかない期間であることを知るべきです。
それゆえ、伝統が問題です。これは、変更す

皆さんは先生を平面的に見ては、先生がどの

ることができないのです。永遠の伝統です、

ような顔つきで、どのような姿であるかとい

永遠な伝統。

うことが大体分かるでしょう。しかし、先生
がこの場に来るまで、その背後でどのうよう

我々は世界を超越する人たちなので、白人と

な道を経てきたかは知らないのです。

黒人が一兄弟にならなければなりません。そ
れが何かというと、堕落しなかった人類、ア

この道を出発するときから、確かな信念がな

ダム・エバの兄弟之園に、我々は訪ねて入る

く、ただ従ってきてみ旨が成されるか？ そ

のです。分かりますか？（はい）。

うではないのです。確かな信念がなければな
りません。絶対的で間違いない道と知り、間

では、そこにそのような伝統を立てる基本の

違いない勝利を誓って出発して、このような

思想は何か？ 為にすればいいのです。為に

勝利の結果をもたらしたということを、皆さ

すればいいです。では、ここから皆さんの息

んは知るべきです。このような信念を曲げ、

子娘は、このような環境で苦労しないで育っ

この道を妨げるために、数多くの個人から、
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家庭から、氏族、民族、国家が反対し、世界

知るべきなのです。直接主観圏です。（一三

まで反対したのです。そのような道が繰り広

一・五〇）

げられていました。残ってきたのです。
・ 真の父母に借りを返すべし
そのような伝統を、皆さんが受け継がなけれ
ばならないのに、それを知らずに受け継ぐこ

真の父母という観念が明白でなければなりま

とができますか？ そのような驚くべきもの

せん。皆さん、真の父母に負債を負いました

を受け継ぐときは、新しい決心をして受け継

か、負いませんでしたか？ 負いました。そ

がなければいけないのです。言い換えれば、

の負債がどれほど多いですか？（……）。負

「世界の果てまで、天の果てまで走って行っ

債を返す道理がないのです。負債を負ったの

ても余りがあります。」という信念を持って、

を計算すれば、返す道理がないのです。です

強く雄々しい場で、神様がご覧になるとき、

が、ただ小さな愛の表示だけ一つあれば、皆

驚くほど感謝する場で、受け継がなければな

返すことができます。それを必要とするので

らないのです。

す。（日付未詳）

そのような皆さんの姿勢を見て、それを相続

七、真の父母を中心とした生活

してあげたいのが、天の心であり、先生の心

一）真の父母の日と真の父母

ではないか。何も知らない者たち、世の中が
どのようになるかを知らない者たちを連れて、

皆さんは、みんな先生に関心があるでしょ

教えてやるこれ自体がわびしいのです。わび

う？ 先生がどこかに行き、何か言葉を言う

しい場面だというのです。そうであってはい

ようになれば、全部電話線をつけて回りなが

けないということを、皆さんが知るべきなの

ら聞かなければならないのです。

です。（六七・二二八）
皆さんは、この父母の日を迎え、今父母様の
苦労がどれほど大きかったか、父母様の心が

・ 真の父母を誇るべし

どれほど苦痛を受けたかということを知るべ
皆さんが誇るべきことは、神様の愛を誇り、

きです。今、父母様に対して、知るべき時が

真の父母の愛を誇らなければなりません。こ

来たのです。そうでなくては、伝統が分から

れは自分のこと、国のこと、世界の何よりも

ないのです。伝統を持てないのです。（一三

誇らなければならないという結論が出てくる

一・六四）

のです。この愛は、神様の愛と父母の愛が一
つだというのです。これは何か？ 直接主管

本来、父母の日の理念は、神様の創造理念の

圏という愛の理念を中心として、家庭という

中で、中心理念でした。神様が万物を創造さ

基盤の上に一つになりうる出発を、地上に実

れた後、その万物を主管する人間を創造され、

現しているのが統一教会であり、父母様が行

人間たちに万物を主管せよと祝福された目的

く足の甲の上だ、脚だ、版図だということを

も、まさに真の父母を立てるためでした。
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本来は、アダム・エバが神様を中心として一

喜びだ！」と言われるのです。そして、我々は

体となり、真の父母になるべきでした。そう

全人類が「あなたたちの感謝は、我々の感謝で

すれば、父母の日が立てたれるようになるの

す！」と言う基準を立てなければなりません。

です。そうなれば、全宇宙が父母の名前とと
もに、誦詠を捧げるようになるのです。この

今日は、父母の日です。この父母の日を、皆

ように、父母の日は、前宇宙が父母の名前と

さんが本当に皆さん自身の父母の日として立

ともに誦詠を捧げる喜びの日なのです。

てなければならず、皆さんの家庭の父母の日
として立てなければならず、社会の父母の日

この日を迎えるのが、神様の願いでした。し

として立てなければならず、国家の父母の日

かし、人間始祖が堕落することによって、こ

として立ててこそ、世界の父母の日として立

のような父母の日を天も失ってしまい、地も

てられるのです。世界の父母の日として立て

失ってしまいました。それで神様は、本来計

られ、天宙の父母の日として立てられてこそ、

画されたところを成されるために、父母の日

本来神様が真の父母を立てようとなさった創

を探されるために、今まで経綸してこられた

造理念が完結するのであり、人間が堕落によ

のです。

って父母の日を立てられなかった恨を解くこ
とができるのです。さらにこの全天上天下に

父母の日を迎えるには、まず真の父母を迎え

父母の日を立ててこそ、復帰の恨が完全に解

なければなりません。その真の父母は、歴史

怨されるのです。

を審判し、現在を主管し、未来を開拓なさる
べき中心存在であられます。それで、人間が

我々が父母の日を立て、子女の日を立てまし

歴史的に羨望してきたことも、真の父母を迎

たが、個人的な父母の日から家庭的な父母の

えることでした。（一三・二八〇）

日、民族、国家、世界、天宙的な父母の日と
して立てられておらず、子女の日もそうです。

我々が民族を探そうとするのは何のためか？

万物の日もやはりそうですが、父母の日と子

この民族をして、勝利の真の父母に侍らせる

女の日と万物の日が、世界性を持ち、勝利し

ためです。そして、サタン世界から讒訴され

たという基準の前に主管されうる圏内に入っ

ず、天に代わって、地に代わって、人類に代

てこそ、初めて天地を創造された神様の本来

わって国家基準の上に万天宙ﾌ前に、孝子、

の創造目的が完結するのです。

孝女として自由天地を成し、真の父母に真実
に侍るためです。

そうなってこそ、初めて父母の日が人間の父
母の日になると同時に、天の父母の日になる

今までは、我々が悲しい場で侍り、苦痛の場

のです。また、子女の日と万物の日も、人間

で侍りましたが、今からは喜びの場で、自由

の子女の日と万物の日になると同時に、天の

な場で侍らなければなりません。神様が我々

子女の日と万物の日になるのです。このよう

の心と共にされることができてこそ、我々が

な立場に立つようになるとき、初めて天から皆

喜べば神様が「そうか、おまえの喜びは私の

成したと言うことができるときが来るのです。
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個人的な父母の日、子女の日、万物の日を設

きです。息子に対して自分の生命を捧げるこ

定してこそ、この日々がその国家の中心の日

とができ、自分のすべてをその前に捧げるこ

になり、世界的な日になりうるのです。これ

とができ、自分は地獄に行っても感謝するこ

が問題です。（一三・二九四）

とができなければならないのです。そのよう
な過程を経なくてはいけないのです。そうし

二）真の父母という言葉を完全に知るべし

て、真なる子女の因縁を通じて、父に帰ること
ができる道が分かりました。（七六・七三）

我々統一教会には、貴く使う言葉があります。
初めて聞く人もいるでしょうが、それは真の

統一教会では、真の父母という言葉を言って

父母という言葉です。真の父母という言葉を

います。真の父母に侍っていこうと、神様に

言うでしょう？ 何、「我々の真の御父母

侍っていこうと言うのです。その次には、真

様！」と言います。イエス様の前に真の父母

なる兄弟になろうと言うのです。何を中心と

がいましたか？ イエス様が持てなかったも

して？ それは、イエスを中心として言った

のを持ったのです。

言葉です。お分かりですか？ イエスの父母
がイエスに侍れなかったのを蕩減復帰して、

イエス様に真の父母がいましたか？ 子供を

侍ることができる父母、それ以上の父母の位

保護してやらないのが父母の責任ですか？

置に立つことができなければならないのです。

違います。父母なら子供を保護してやらなけ

（六七・三二六）

ればならないのです。サタンから垣根になっ
て「おまえは私の懐の中で幸福であるべし」

私が神様に対して父母と言うのと、皆さんが

そう言わなければならないのです。イエス様

先生に対して父母と言うのと、どちらが易し

がそうでしたか？ 三〇の生涯をかわいそう

いかとというのです。答えてみなさい。先生

な連れ子として育ったのです。それを知るべ

がどれほど苦労したか知らないでしょう。ど

きなのです。

れほど、障害が多く、どれほど複雑だったか
知らないでしょう。今まで数多くの人たちが、

ですから、聖書に何か真の御父母様という言

その道をもがいて全部どん底に落ちたのです。

葉が出てきますか？ 出てこないでしょう？

皆さんは、統一教会に入ってきて、先生を理

真の父母、真の兄弟という言葉が出てきます

論的に見るとき、「ああ、この方は真の父母

か？ 出てこないでしょう？ この言葉は全

だな！」という言葉を容易く言うことができ

部統一教会の術語なのです。それは、文先生

たでしょう。

が作り出した言葉ではありません。本来の天
理原則にあったのを探し出した言葉です。

では、神様が真の父母というのを私が分かる
ときの喜びと、皆さんが分かるときの喜びと

我々は真の父母という言葉を言い、真の子女

どちらが大きいでしょうか？ 先生が苦労を

という言葉を言います。真の子女はどのよう

死ぬほどして、父という言葉を言うことがで

にしなければならないかということを知るべ

きますが、皆さんは苦労もしないから。皆教
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えてあげたのです。ですから、「それ真の父

どうして？ 韓国語が原語であるからです。

母分かった、まあまあ！」と言うでしょう？

それゆえ、原理を勉強するのにおいて、原語

誰がもっと喜ぶでしょう？ 先生が神様に父

を知らなければその言葉の意味が分からなく

子関係で会ったときに喜ぶのと、皆さんが先

なります。英語でですね、ジョーク（joke）

生に会って喜ぶのと、どちらがもっと大きく

とユーモア（humor）というその言葉が通訳

なければなりませんか？（お父様と神様で

で通じますか？ 通じないのです。二〇パー

す）。違います。反対なのです。

セントも通じないのです。（笑われる）

先生は、苦労してこそ会いましたが、苦労を

そして、これから皆さんが霊界に行って、

しないで会ったから、もっと嬉しくなければ

「ああ、私は先生の言葉をそのまま聞いて話

ならないでしょう。私は、億千万ドル払って

して生きた！」というのが誇りでしょうか、

買ったのです。皆さんは一銭も払わなかった

「ああ、通訳を通して私は話しを聞いた！」

から嬉しいでしょう？ 皆さんが何を払いま

というのが誇りでしょうか？（一番目です）。

したか？ やってきて原理のみ言を聞いてみ

しかも、愛の理想世界を言う言葉です。愛と

たら、みんな分かって、「真の父母」と言え

いう言葉を通訳を置いてささやけばそれが通

ば、「そのようになったのだな」とみんな分

じますか？（笑い） それがいいですか？

かるのではないですか。（一一六・一二二）

（いいえ）。

三）真の父母の言語を習え

我々が前に覚えた誓いの文を見るとですね、
五番目に「一つの文化を誇る」となっていま

何よりも言語がいちばん問題なのです。ここ

すが、一つの文化がどのようになるのかとい

のドクター・ダーストがですね、今韓国人た

うのが問題です。心情世界では、一つになら

ちが来ていれば、じっと座ってばかりいるの

ざるをえないという事実を知るべきなのです。

で、それは実にあきれるのです。かわいそう

本当に一つの心情世界を願う人ならば、これ

に見えます。ですから、言語が一つになれば、

を知らなくてはいけません。

どれほど良いかというのです。そうなればど
れほど良いですか？ 先生もアメリカに初め

「さあ、私がおまえたちをこのように愛す

て来てですね、本を通じて勉強しましたが、

る」と言って、このよう行ってタッチすると

何、イエス、ノーしか知りませんでした。

きは、愛をどのように考えるだろうかという、

（笑い）ですから、どれほどもどかしかった

そのような考えより、すでに足が出ていくの

でしょう？ 言語統一がどれほど必要か分か

です。足が先であって、愛するという考えが

るでしょう。

先ではないのです。何のことか分かります
か？ それがどれほど愚かですか。食べ物で

皆さん、先生の言葉を通訳を通して聞きたい

言えば、食べ残したカスを食べて喜ぶという

ですか、先生から直接聞きたいですか？（笑

ことです。分かりますか？（はい）。それで、

い） どちらを願いますか？（韓国語で）。

通訳を必要とする他の国の言葉を話すのがア
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イディアル・ファミリー（ideal family；理想

韓国人が、頭が良いのは、この言語のためな

家庭）ですか？（いいえ）。これを考えてみ

のです。そのような意味で、朴普煕の英語の

なさい。さあ、もう分かったのです。理想家

発音がどうですか？ 完璧でしょう？（は

庭の伝統と精神がなくては、理想世界が顕現

い）。そうじゃないですか？ 韓国語では、

することができません。（一一八・二三八）

発音できないものがありません。日本語は、
何、足元にも及ばないのです。（笑い）
「メクドゥノルドゥ（Macdonald）」をちゃ

霊界に行っても全部真の父母、真のおじいさ

んと発音できずに「マクドナルド」と言うの

んが使う言葉を使うのであって、「ああ、私

です。（笑い） それ、聞き取れますか？

はそれを知らない！」といって通じますか？
（いいえ）。皆さん、外国人たち、東洋人た

皆さんは、これを知るべきなのです。ですか

ちが英語を習うのにどれほど大変かというこ

ら、新しい文化に通じなければならないので

とを、そのときに分かるのです。先生の年が

す。レバレンド・ムーンが韓国人だから、そ

もう七〇を越えたのです。この年に英語を習

う言うのではなく、原則であるためです。原

うのが易しいですか？（いいえ）。皆さん、

理原則に通じないのに、韓国語を習うという

言い訳ができますか？（できません）

のなら、最初から追い出されるのです。原理
原則を話すから、皆さんがじっとしてながら

それで、統一教会は、若い人たちが入ってく

「理論が合うので仕方がない」と言うのです。

るのです。これをしないといけないのです。
分かりますか？（はい）。道を歩きながらブ

皆さんが、今先生の言葉を聞いて笑えばいい

ツブツ言いながらでも習いなさい。韓国語を

のであって、通訳して言って笑い、これはど

トイレに行ったり来たりしながら反復して習

れほど不便ですか？ 皆さんが韓国語を知る

えというのです、アボジ、オンマと言いなが

ようになれば、先生が言うのと、通訳するの

ら。これはほかに方法がありません。

とを見るとき、通訳がどれほど難しいかが分

先生が韓国語を習えというのは、先生が真の

かるでしょう。これから学者たちには、全部

父母になったから仕方がないのです。韓国人

原語が韓国語になるでしょう。韓国語が原語

でも、どこの国の人でも、何がどうだと言っ

になるのです。分かりますか？（はい）。

ても仕方がないのです。（笑い）

（一三〇・二七二）

四）民謡の中の啓示
それゆえ、皆統一されれば、「真の父母の栄
光だ！ 世界言語を瞬く間に統一してしまっ

皆さんが神様に侍り、「千年万年も生きたい

た！」と言うのです。表彰をするなら、何の

ものだ」と言うならどれほどいいでしょう

表彰をすべきでしょうか？ 韓国語を世界の

か？ 今日、我々の童謡にもある「月よ、月

どの国の言葉よりもいちばん尊敬しなければ

よ、明るい月よ、李白が遊んでいた月よ、あ

ならないのです。

そこ、あそこ、あの月の中にカツラの木が刺
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さったから、玉の斧で突き刺して引き出し、

皆さんは、韓国人として生まれたことを絶対

金の斧で切り取って整え、わらぶきの三間の

に嘆かないでください。過去には、韓国人と

家を建てて両親父母を迎えて…」このような

して生まれたことを嘆いたでしょう？「はか

良い言葉です。

らずもこの貧しい韓国の民、五千年歴史を過
ぎてきたと誇るが、あのわらぶきの三間の家

ところで、両親父母がどこにいますか？ そ

に生まれた」というのです。

の父母が、自分の欲のための父母なら皆流れ
ていきます。天地の大道を明らかにして、伝

また、ﾌうのを見てもそうです。「月よ、月

統を植えておくことのできる両親父母がどこ

よ、明るい月よ、李白が遊んでいた月よ、あ

にいますか？ 今日、我々の民謡にある、そ

そこ、あそこ、あの月の中に、何どうのこう

のような歌の節回しに合うような、その道を

の、わらぶきの三間の家を建てて、何どうの

世界の前に作っておいて死んでみようという

こうの、両親父母を迎えてどうのこうの…」

のがレバレンド・ムーンの生涯です。（一二

わらぶきの三間の家を建てて、千年万年生き

七・二八二）

るだって？（笑い） 私はそのような民謡を
聞くようになるとき、気分がよくありません。
やっとわらぶきの三間の家ですか？ そこに

今日、宗教指導者たちが、ひれ伏して祈祷し

何の民族の願いがありますか？

て、福を受けると言いますが、私は福を受け
ようと祈ってみたことがありません。私一人

ですが、「わらぶきの三間の家を建てて、両

が祭物になって…。旧約時代は、万物を立て

親父母を迎えて、千年万年生きたい」という

て神様の人たちを探すための時代であり、新

とき、その両親というのは何かというと、人

約時代は、息子娘を犠牲にして父母を探すた

間の理想的な父母であると言うことができる

めの時代であり、成約時代は、今まで父母の

のです。キリスト教で言えば、再臨思想と通

家庭を犠牲にして神様を解放するための時代

じるのです。万民、万国を通じて見れば、救

です。本然の父母をこの地上に迎え、その方

世主思想と通じることができるこのような内

と千年万年暮らし…。

容になっているのです。分かりますか？（は
い）。このような話をしたら、終わりがない

韓国の民謡の中で「月よ、月よ、明るい月よ、

でしょう。やめますか？（もっとしてくださ

李白が遊んでいた月よ…」というのがあるで

い）。（八五・八一）

しょう？ カツラの木が刺さったから、何ど
うのこうの、両親父母を迎えて千年万年生き

「ああ、あの目、あの面、これ、これ…」こ

たいものだ。それが皆、韓民族の啓示的な話

う言ってはいけないのです。その面がどうで

です。天の父母を迎えて千年万年生きたいも

あっても、「千年万年生きたい」と言わなけ

のだ。私は、その歌を思う度に、いつも胸の

ればなりません。我々の童謡もあるではない

痛む心を忘れることができません。（一三

ですか？ 月よ、月よ、明るい月よ、李白が

七・一八五）

遊んでいた月よ、あそこ、あそこ、あの月の
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中にカツラの木が刺さったから、玉の斧で突

を立てなければならず、民を立てなければな

き刺して引き出し、金の斧で切り取って整え、

らず、氏族を立てなければならず、家庭を立

わらぶきの三間の家を建てて、千年万年何を

てなければなりません。

迎えて？ 両親父母を迎えて。それが民族的
知恵深い人は、生命を尽くしてわめいてでも

な願いを讃えたのです。

これに（板書される） 乗って越えなければ
それゆえ、真の父母の思想があるのです。千

なりません。分かりますか？ 統一教会の教

年万年生きたいと言うことができる愛が、真

徒たちは、父母様がすべての蕩減の使命を果

の父母から…。分かりますか？ 両親父母を

たしたために、今は簡単なのです。本当に神

迎えて。（一二六・一九二）

様を知り、本当に真の御父母様を知り、本当
に真の妻と真の夫を知り、本当に真の息子娘

みなさん、真の父母という言葉を聞いて、神

を知れば、皆終わるのです。

様のチャンピオンの権威を持った男性を代表
し、女性を代表した、そのような表象的な人

その息子娘を知ろうとするので、妻と夫を知

物が真の父母だと知っていれば、真の父母の

ろうとするので、戦って勝たなければなりま

息子娘の権威も、その影ぐらいにはならなけ

せん。彼らを愛さなければなりません。愛し

ればなりません。サタン世界で拾って食べた

てサタン側的兄弟、一二弟子、一二〇門徒を

習慣性をそのまま持って、欲の包みをそのま

解放することによって、自分の息子娘を千年

ま持って、ここの統一教会に入ってこようと

万年生きたいと愛することができるのです。

してはいけないのです。既成教会と違います。
愛の祭壇を集め、愛の矢を狙っていきながら、

「月よ、月よ、明るい月よ、李白が遊んでい

生死の圏を全部勝負を決める所がここだとい

た月よ、あそこ、あそこ、あの月の中にカツ

うのです。分かりますか？（はい）。

ラの木が刺さったから、玉の斧で突き刺して

神の国に行き、神様が直接あの空中で審判す

引き出し、金の斧で切り取って整え、わらぶ

るのではありません。ここに座って、我々の

きの三間の家を建てて、両親父母を迎えて千

一日一日の生活を審判しています。神様に侍

年万年生きたい」それが皆韓国の民が選民権

ることによって、文総裁とともに神様と苦楽

を受け継ぐことができる、選民が歌を歌うこ

を共にする生活を経たために、波瀾万丈な曲

とができる、それが永遠をかけて讃える祈り

折と、艱難時代に滅びず死ななかったのです。

です。

神様が死ぬことができますか？ 生き残った
両親父母を迎えて何をするって？ 千年万年

のです。

生きるのです。どこで？ わらぶきの三間の
そうして、今日世界的覇権を皆処理して、国

家で。わらぶきの三間の家がどこだか分かり

に帰ってきて、国が二つに分かれているので、

ますか？ どん底から上がらなければなりま

これを統一国にしなければならないというの

せん。わらぶきの三間の家で父母を迎えられ

です。統一国を作るのと同時に、皆さんの国

なくては、王の父母を探せません。わらぶき
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の三間の家の家庭から迎え、氏族を編成し、

父母で言うなら、父母のうちでも第一の父母

氏族から民族を編成し、民族を編成してこそ

です。すなわち、真なる父母です。王として

王権が生まれるのです。国を探さなければな

は万王の王です。誰が？（神様です）。神様

りません。

です。分かりますか？

すでに世界と国では先生が、勝利の立て札を

神様は、先生のうちで第一に優れた先生であ

持って、垂直の立場にいます。先生が横に行

り、父母のうちで第一の父母です。父母のう

くことはできません、垂直の立場に立ってい

ちで何番目の父母ですって？（第一の父母で

るために。先生を中心としては、個人的垂直、

す！） 第一の父母なら、その父母が偽物の

家庭的垂直、氏族的垂直、民族的垂直、国家

父母ですか、真の父母ですか？ 真の父母と

的垂直、｢界的垂直、天宙的垂直が、神様を

いうのです。そのような真の父母が、人間が

中心として一体的にぴったりとなっています。

堕落することによって真の父母になりました

（二一二・五三）

か？

人間の愛と神様の愛の合徳の基地がどこか？

統一教会では、祈祷を終えるとき、「真の父

神様を愛するために、人間を創造したのに、

母の名によってお祈りします」と言います。

神様がなぜ愛のために人間を創造したか？

神様を中心として見るとき、いちばん始めに

神様一人では孤独です。愛を中心として、千

真の父母は神様がなるのではないでしょう

年万年生きたくて、人間を創造したというの

か？ それで、祈祷しながら願うときに、誰

です。

を通じて願いますか？ 何かをするときも、

「わらぶきの三間の家でも、両親父母を迎え

父の名で呼ぶようになっているではないです

ておいて、千年万年生きたい」そういうでし

か？ そうでしょう？

ょう？ 理想的な神様も同じです。わらぶき
の三間の家より、もっと小さい所に入っても、

皆さんが、水に溺れているとき、誰が救って

天下を抱いて息をして生きるのが、驚くべき

くれるのを願いますか？ 救世主が来て救っ

ことです。その家が小さい家ですか？ 神様

てくれるというとき、隣の町内のおじいさん

が入っておられれば、天国の王宮であり、宇

が救世主になって救ってくれるのを願います

宙の王宮になりうるのです。（二〇四・一〇

か、自分の弟が救世主になって救ってくれる

六）

のを願いますか？ 自分を救ってくれる救世
主がお兄さんだったら良いでしょうか、弟だ

五）真の父母の名で祈祷

ったら良いでしょうか？

神様は、我々堕落した人間にとって、師のう

誰が来て、救って欲しいでしょうか？ 自分

ちでいちばん大きな師というものです。先生

の妻が救ってくれたらいいですか？ 違いま

のうちで、大王先生というものです。それは、

す。自分の父母が来て救ってくれるのを願う

神様が知らないことがないためです。また、

のです。救世主のうちでも、一等救世主であ
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る父母が来て、救ってくれるのを願うのです。

神様の所有になって、真の父母の所有になる

父母は、子供の苦痛を自分の骨髄に徹して苦

のです。真の父母の所有を中心として、真の

痛を知る方であるために、子供は父母である

息子娘の所有になり、これを東西四方に再び

救世主を探すのです。

分配される世界になる前には、地上に天国は
顕現することができないのです。

皆さんが祈祷するとき、真の父母の名で祈り
ますが、その真の父母が何か？ その言葉を

今日、我々がする統班撃破は何か？ 南北を

先生とお母様だけについて考えないでくださ

統一して、神様の名で、真の父母の名で、万

い。より高い次元で世界を抱き、民族感情や

国の勝利の版図を中心として、大韓民国を全

国家感情を越えて、万民を真実に等しく愛す

人類の祖国光復として、神様の前に捧げなけ

ことのできる母、父という境地の真の父母の

ればならないのです。

基準を考えろというのです。それで先生も真
の父母の名で祈るのです。（三三・一四三）

ここには、民主と共産が一つになっています。
真の父母と偽りの父母を中心として見るとき、
神様の前に互いに怨讐ではありません。金日

六）真の父母の名の威力

成がまだ死んではいけません。今、金日成と
聖書で見ると、人間は堕落しました。ですか

我々の輩が会っています。安企部でもそれを

ら、神様を解放しなければなりません。堕落

知りません。反共法に私が抵触するでしょう。

によって、すべての自分の所有の息子娘、自

私がそのようなことをたくさんしてきました。

分の夫婦、国と世界までいっぺんに失ってし

日本にもそうであり、アメリカにもそうであ

まったのです。それを真の父母が来て、物と

り、ソ連にもそうであり、全部投入したので

子女と家庭と国と世界を収拾して、神様に返

す。

さなければなりません。所有主が神様だった
のが、愛の道理において失ってしまったこと

それゆえ、統一教会は乞食の輩というのです。

によって、偽りの愛になってしまいました。

なぜ乞食の輩ですか？ 統一教会は、すでに
何十年前に皆捧げました。統一教会の人たち

愛を中心として、所有されうる原則で創られ

は、家に行ってみれば小さな鍋とクズ物しか

たのが、敗亡の愛によって破綻したのを、真

ないでしょう？ どこか私が見るでしょう。

の父母の愛で収拾して、物と子女と夫婦と国

家具をよく入れて置いている家に行くように

と世界を再び神様の前に奉献してさしあげな

なれば、子供から整備するでしょう。神様の

ければならないのです。

ものとして皆取り戻さなければなりません。
物も皆返してさしあげなければなりません。

そうして、神様が「神様の宇宙は、真の愛を
中心として神様の所有として取り返すの

息子娘のために自分の父母が下人暮らしをし

だ！」このように勝利を讃えながら、その捧

てはいけません。神様のために下人暮らしを

げられた物を真の父母の前にくれるのです。

しなければなりません。「ああ、教会だ何だ、
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皆やめて、大学に行かなければならない！」

第三は何かというと、真の愛のための天上天

そういう奴の子供たちは、私がきれいに人事

国、地上天国が実現されるのです。

をうまくしてやるでしょう。
その次に、結論は全部神様の名で、真の父母
今、南北を一つにして、神様の名で、真の父

の名で、我々の名でいつまでも栄光を極める

母の名で、歴史的なすべての所有権をサタン

だろう！ アーメン！（アーメン！） 何の

から奪ってこなければなければなりません。

名？（神様の名で！） 神様の名、真の父母

そうして、神様の本然的父母の位置に所有権

の名、我々の名でいつまでも栄光を極めるだ

を返還して、そこから歴史的なすべての国の

ろう！ 永遠、永遠、無窮に、栄光を極める

中で、最初の先祖国として登場させるための

だろう！ アーメン！（アーメン！） そこ

ことをしようというのが、文総裁の終着的愛

には宗教もなく、闘争もなく、全部そのよう

の目的です。（二一一・一二七）

なものです。終わりです。そうでなければ何
がありますか？ 今、目標が何か分かったで
しょう？（はい）。（二一二・一四三）

七）真の父母の名でいつまでも栄光
八）真の父母の心情伝授と相続
捧げたと言うようになるなら、神様の名とと

・ 心情の伝授

もに、再び神様の名から…。真の父母だけで
はいけません。創造主である神様の名から真

皆さんが、今、真の父母の心情と神様の愛と

の父母…。アダム・エバの所有になるもので

その心情をどのように体恤するか？ これが

しょう？ 再び回してもらわなければなりま

問題です。その境地にどのように入るかとい

せん。それで、真の父母の家庭を中心として、

うのです。そうするには、堕落しなかったア

相続が起こらなければならないのです。

ダム・エバにならなければなりません。サタ
ンが讒訴できてはいけません。では、サタン

それで、その次から、第一が再分配時代が来

世界でどのように解放されるか？ サタンと

るのです。永遠な天国になるのです。そこは

戦って勝たなければならないのです。そうす

サタンの分立がありません。

るには、どれほど苦労しなければならない
か？ どれほど苦労して、どれほど苦しくな

第二は、創造理想生活が可能なのです。そう

ければならないかというのです。

ではないですか？ サタンの讒訴がありませ
ん。そこに闘争だとか、決裂がありえないと

ヤコブも一〇回だまされ、モーセも一〇回だ

いうのです。真の愛を中心として、完全に統

まされ、イエス・キリストもそのようにだま

一された体制において、創造理想の生活が始

されました。先生も同じです。それを克服し

まるのですから、完全な地上天国が生じ、こ

ていかなければなりません。そのときに、神

こで暮らしてそのまま天上天国に行くのです。

様の心情を知るようになるのです。父母様の

宗教が必要ありません。

心情を知るようになるのです。そうでなけれ
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ば、絶対分からないというのです。そうでな

舞台でサタンに勝利した、本然のアダム・エ

くては、サタンが離れないのです。サタンの

バと同じ立場に立ちうる自分にならなければ

前に勝利できない限り、父母の心情を知るこ

ならないのです。

とができず、神様の心情を知ることができま
せん。ですから、我々は一線に行かなければ

そうするには、どれほど血涙をたくさん流し、

なりません。全部が一線に行かなければなり

どれほどサタンの前に讒訴されるでしょう？

ません。

蕩減路程を経ていき、勝利してからこそそれ
が起こりうるので、どれほど苦労なことかと

このようにせずに楽な考えをする限り、神様

いう事実を知るべきです。はっきり分かりま

の愛と父母の愛、父母の心情圏、神様の心情

したか？ いくらその立場が嫌で、いくら祈

圏に訪ねていくことができないのです。です

っても、いくら何かをしても行けません。直

から、一線に送り出さなければなりません。

接体恤しなければならないでしょう。その立

全部迫害され、蔑視され、殴られ、ありとあ

場に行けば、すぐ体験するのです。直接指導

らゆることをされてこそ、そこで心情が伝授

するのです。分かりますか、何の話か？（は

されるのです。伝授式がそこで起きるのです。

い）。父母の心情を知るためには、一体とい
うことをどのように感じるかということが、

ですから、レバレンド・ムーンのように、い

大きな問題なのです。そして、サタンに勝利

つも先頭に立って行かなければならないので

する前には、絶対できません。来ないのです、

す。そうでしょう？ 一線で受ける迫害がど

来ません。来ないのです。

れほどひどかったか！ ですが、それは当然
なのです。皆さんがそれを消化すれば、神様

私が昨日おとといも話しましたが、送電所を

が保護するでしょう。同じ立場に立つことに

作っておいたというのです。送電所を作って、

よって、同じ心情を体恤することができるの

電線をかけておいて、そこに個人的、家庭的、

です。分かりますか、何の話か？

氏族的、民族的、国家的、世界的、天宙的、
神様まで、このような塔をを作っておいたと

その心情をどのように体恤するかというのが

いうのです。それなら、今、心情の電線を歩

問題です。真の父母が本当の父母であり A

かなければならないのです。これは、誰が歩

神様が自分の父であるというのを、どのよう

くべきか？ 先生がするのではなく、神様が

に自分が分かるかというのです。どのように

してくださるのではありません。皆さんがし

この骨肉が知るか？ 自分が考えなくても、

なければならないのです。（一二五・二〇

この細胞、肉体が分かるかというのです。サ

六）

タンの讒訴を受けえない立場を克服しなけれ
ばなりません。何のことか分かりますか？

・ 息子娘は父母のものを相続

（はい）。それがいちばん問題です。どのよ
うに父母様の愛を体恤するかという問題が質

神様が人間の前に与えうる贈り物があるなら、

問の中心ですが、答は簡単なのです。世界的

その最高の贈り物が何だろうか？ 皆さんが
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人類の先祖になり、真の母、真の父になるこ

今まで真なる父母が出てこなかったので、真

とです。それがどれほど素晴らしいですか？

なる子女が出てくることができませんでした。

それ以上はないのです。長官や大統領も皆つ

まだ地上に真なる人がいなかったために、真

いていけません。それが神様から人間に下さ

なる父母が出てこなかったのです。それで、

ることができる最高の贈り物です。

統一教会では、真の父母を認め、その真の父
母を発見して侍ろうというのです。真の父母

真の父母になれば、真の子女が出てきて、真

の息子娘になろうというのです。

の家庭が出てきて、真の氏族が出てきて、真
の国、真の世界がここから自動的に生じるの

その息子娘になれば、何をするか？ 真の父

です。そうではないですか？ ですから、い

母が持っているものを相続するのです。真の

ちばん重要な名前が何ですって？（真の父母

父母が持っている相続権は、天地、神様まで

です）。真の父母という名前が、真の愛という

です。神様までも相続しようというのです。

用語がいちばん重要です（一二五・一一七）

天地に主人がいなければ、その天地は何の価
値もありません。その天地の価値を百パーセ

堕落が何ですか？ 自分勝手にしたのが堕落

ント認めることができ、その価値を永遠に主

です。それゆえ、神様と真の父母を中心とし

張することができ、そうだと言える自分にな

て、そのようにできなかったのを砕かなけれ

らなければなりません。また、それを公認し

ばならないのです。砕かなければなりません。

てあげることができる方に会わなければなり

それで、男たちはお父様の分身にならなけれ

ません。その方が神様です。それゆえ、真の

ばならず、女たちはお母様の分身にならなけ

父母の相続権を持たなければなりません。

ればなりません。
では、真の父母の相続権が何か？ 天地だけ
神様が皆さんの目の中に入っても、どこに入

でなく、神様まで相続されるのです。（二

っても、皆さんが喜んであげるべきであって、

四・三二三）

「ああ、入れません」そう言えますか？（言
えません）。皆さん、垣根を残したいです

我々が行く道は、まだ終わっていません。皆

か？（いいえ）。神様の愛は、皆さんを通じ

さんは天の前に感謝することで、祝福を受け

て来るのです。それを皆研究しなければなら

るでしょう。皆さんは、個人的に感謝すべき

ないのです。おろそかにしてはいけません。

であるだけでなく、自分の氏族を代表して、

皆さんがそのようにしなければなりません。

金氏なら金氏、朴氏なら朴氏を代表して、さ
らには三千万（韓国）民族を代表して、世界

皆さんがその伝統を受け継げば、真の父母な

の人類を代表して祝福を受けたという、その

ら真の父母が、皆さんを訪ねるのです。真の

価値を忘れてしまってはいけないのです。ま

父母が皆さんに神様の使者として来て、相続

た、真の父母が地上で果たすべき責任を相続

させてくれるのです。（一一八・二七二）

したということを知るべきなのです。
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祝福家庭たちは、なぜそれを相続しなければ

世界を一つにするには、真の父母を迎えなけ

ならないか？ 祝福家庭たちが民族復帰の過

ればいけません。世界を一つにする道を、人

程を経ていっているなら、真の父母は世界的

間としては発見できません。

な復帰の過程を経ていかなければならないの
です。すなわち、一段階先に進まなければな

真の父母という方は、歴史の希望の結実体で

らないのです。しかし、民族復帰の勝利的基

す。望みの結実体です。すべてを蕩減した勝

準が立てられなければ、真の父母は世界的な

利の結実体です。これを知るべきです。真の

路程を行くことができないので、真の御父母

父母とアメリカと換えることができるか？

様が世界的な路程を行かれるようにするため、

（五五・一五五）

民族復帰の責任を相続しなければならないの
です。それで、皆さんは死ぬまで、この民族

八、三大主体思想と真の父母宣布

の恨が除かれるときまで、民族復帰の責任を

一）三大主体思想と真の父母主義

背負っていかなければなりません。（一三・
二九三）

・ 三大主体思想は我々の願い

人間の願いが何か？ 堕落した人間の願いが
九）留意すべき内容

何か？ 息子娘を産んでも、その息子娘がサ
タン世界から迫害されず、天国に直行するよ

我々は、心情圏に入らずしては、復帰ができ

う育てることができる、真なる父母になるべ

ないのです。それゆえ、復帰の責任者は、父

きだったのです。そにようになれなかったの

母の名を持って行かなければなりません。イ

です。真の息子娘を産んで、天国に直行させ

エス様も真の父母を通じなくては、行く道が

うる真の父母の身代わりになるのが願いです。

ないのです。真の父母が行くべき道ではあり

皆さんも全部良い息子娘を産みたいでしょ

ません、これが。

う？（はい）。世界でいちばん優れた子女を
です。それができませんでした。それをどの

皆さんは、真の父母を中心軸にして、真の父

ようにするかが問題です。

母の愛を中心として、ぴったりと水平線にな
っていなければなりません。皆さんには、不

その次は何か？ 天使長が、神様の息子娘で

平がありえないのです。不平は言えないので

あるアダム・エバを教えられませんでした。

す。不平を言えばぺちゃんこになるのです。

我々がどのようにしてでも、我々の子女たち

（一三六・七〇）

を神様の息子娘として育てて、神様に必要な
人として教育するかということが、最も重要

皆さんは、真の父母に対して、こうしようああ

な問題です。

しようと言っています。皆さんは、真の父母を
皆さんの部落にいる有名な金持ちの父母ぐらい

皆さん、みんな先生になりたいでしょう？

に考えるなら、それは大きな間違いです。

手本になりたいではないですか？ それで、
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皆さんは、熱心に働いて、国を代表しうる大

ければなければなりません。息子娘がお母さ

統領の身代わりになりたいし、その国の会社

ん、お父さんに乗って回らなければなりません。

とか、すべての行政部署の主人になりたがる

教えなければらないのです。（二〇五・二〇）

のです。出世しようというのです。そうじゃ
ないですか？ それが何か？ 真なる主人に

・ 三大主体思想は真の父母思想

なろうということです。
三大主体思想の中心思想は、真の父母思想で
これが我々の三大念願です。一つは真なる父

す。ここに、なぜ真の父母が中心になるか？

母、その次には真なる師、真なる主人。皆さ

垂直を通じた縦的基準は、一つしかないので

んもそうでしょう？ 出世してアメリカの州

す。何の話か分かりますか？（はい）。真の

知事になりたいし、大統領になりたいでしょ

愛の垂直は一つであるために、真の父母と縦

う？ そうですか、違いますか？ それにな

的な神様の決着点を持った家庭を中心とした

る前に、家の主人になければなりません、家

代理基盤というものです。

の主人に。家庭の伝統を相続して、先祖に代
わりうる、神様に代わりうる主人の立場に立

それゆえ、父母の思想を模範として真似た師、

たなければならないのです。そうすることに

父母の愛を模範として真似た主権者は、天国

よって、すべての家庭と国が尊敬するのです。

の環境的与件を指向するようになりますが、

この三つなら世の中のすべてが、皆入るので

ここにはサタンが侵犯できないのです。悪魔

す。真なる父母、真なる師、真なる主人です。

の愛の圏の寝室の内容をもって侵犯できない

分かりますか、何の話か？（はい）。

ために、解放圏が繰り広げられることによっ

皆さんがすべて真なる父母になるべきであり、

て、地上に天国形成が繰り広げられるのです。

真なる師になるべきであり、^なる主人にな

（二一三・一二四）

るべきです。これが三大主体思想です。分か
りますか？ この三大主体思想の根が何か？

・ 三大主体思想の骨子

真の愛です。この真の愛は何かというと、自
分の百パーセント以上を投入し、また投入し、

今はソ連が私の手に捕まるようになりました。

また投入しようということです。そのような

アメリカの手には捕まらなくても、私の手に

思想を持った父母であり、師であり、主人で

は捕まるようになったのです。また、アメリ

あるということを知るべきです。根が一つで

カも同じです。ソ連の手には捕まりませんが、

す。

文総裁の手には捕まるのです。アメリカを右
手に、ソ連を左手につかんだのです。今や終

それゆえ、「真の父母」というときは、必ず

わりの日になったので、そのまま行こうが、

その右に師が来て、左には主人が来なければ

地獄に落ちようが、後ろ向きになるのです。

なりません。いつもついて回るのです。誰で
も息子娘を産むからといって、真の父母にな

後ろ向きになるには、何を中心として後ろ向

るのではありません。息子娘を産んで育てな

きになるべきか？ 偽りの父母が、愛の天理
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に背いたために、滅びの兆しが来てしまった

て寝なければならないのです。父、父母にな

のです。これを真の父母によって後ろ向きに

るのです。そうではないですか？

なることにして、本然の故郷に帰ることがで
きるようになったのです。分かりますか、何

そのようなことを見るとき、父母が中心です。

の話か？（はい）。

父母的学校であり、父母的主人の立場です。
皆出ていっても、父母のところに帰ってくる

今、先生について移動して、前進的な路程に

ようになるのです。帰らないで暮らすことが

回るための総決算時代に来ました。すべてが

できる所は、父母を迎えた所です。それがす

終わりです。キリスト教も終わりであり、仏

べて、真の愛を中心としてそのようになって

教、儒教、全部終わりです。政治も終わりで

いるのです。君師父一体という言葉もそこで

す。それで、これを収拾して、宗教圏を中心

成立するのです。分かりますか、何の話か H

としては、世界平和宗教連合を結成し、政治

先生が今、真の教えを教えているのです。分

圏を中心としては、世界平和連合を結成した

かりますか？ ですから、師のうちの師でし

でしょう？ 心が分かれたのを一つにして、

ょう。

世界的に実を結んだのを収めたのです。収め
るのに、何を中心として収めたか？ 真の父

主権者のうちで、愛を中心として治める人が

母の愛を中心として。

いましたか？

それゆえ、皆さんの体と心が、

先生と方向を合わせて、千年万年暮らしたが
真の父母と真の師と真の主人が、三大主体思

るのです。本当に統一教会を愛し、また、統

想の骨子でしょう？ この三大主体思想をも

一教会で神様を愛し、人類を愛し、人間の根

って、世界の優れたという人たちまでも、先

本を愛することができる心を持った人は、先

生の前にひざまずいて「指導してください」

生を離れることができないのです。なぜ？

と言うようになっているのです。自分が主人

父母の心情圏、師の心情圏、主人の心情圏を

だと言っていた世界の政治家たち、この偽物

持っているためです。先生を通じれば、父母

の主人たちが先生と全部因縁づけられていま

の立場にも行くことができ、主人の立場にも

す。その三大主体思想が、誰々ですか？ 先

行くことができ、師の立場にも行くことがで

生について言う言葉です。

きます。（二一五・八〇）

・ 父母主義
では、先生が暮らすには、どこで暮らすか？
師の立場にだけ立つのではありません。主人

イエス様が生まれましたが、そのイエス様が

の立場にだけ立つのではありあません。そう

男ですか、女ですか？（男です）。男です。

じゃないですか？ 大学の総長も夜になれば

神様の愛と、神様の生命と、神様の血統を受

父母として家に帰り、大統領も何ですか？

け継いだ、そのような男性が、彼に対するこ

青瓦台（大統領官邸）に帰るのです。満廷の

とができる一人の女性に会って初めて赤ん坊

百官を従えたとしても、寝るときは家に入っ

を産んだとしたら、それこそ神様を中心とし
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た新しい直系の子女が、この地上に生まれた

横的真の父母主義と、縦的神様主義、縦横が

ことだろうということです。

一つになって、天の生命、地の生命、天の愛、
地の愛、天の血統、地の血統がつながって、

そうであったら、今日キリスト教とか、ロー

人間が生まれるために、人間は、二重存在に

マ教皇庁が必要ないのです。イエスの直系の

なっているのです。内的人と、外的人とにな

息子娘が出てくることによって、この地上に

っています。内的人は、縦的な自分であり、

初めて一つの王権が始まるようになって、一

体的な人は、横的な自分だというのです。実

つの世界になっただろうというのです。

になるのです。（二二四・二二七）

民主主義はどのような主義か？ これは兄弟
その王権というのが、全世界に対する王権で

主義です。兄弟が多いから、その多い兄弟の

はありません。一家庭からの王権です。家庭

中で、誰が父母の愛をもっとたくさん受ける

から始まって、家庭の王、氏族の王、国家の

かというのが、いつも家庭で問題になるので

王、世界の王、天宙の王、このようになるの

す。父と母がいれば、あの息子はお母さんに

です。そうなっていたら、今日、キリスト教

似た、あの息子はお父さんに似たといって、

の牧師たち…。

自分に似た息子娘を中心として、お母さんの
組とお父さんの組が生まれるのです。それは

牧師たちがここにも来ましたね。あんな牧師

何か？ 愛を中心として、このような形態が

たちが必要ですか？ 長老教とか監理教とか

起こるのです。

いう教派が、なぜ必要ですか？ ローマ教皇
庁が必要ですか？ 民主主義が必要ですか？

それで、第二次大戦後に、戦勝国が敗戦国を

民主主義というのは何ですか？ 兄弟主義で

独立させる現象が起こったのです。これは、

す、兄弟主義。ですから戦うのです。兄弟ど

世界が兄弟主義圏内に入ってくるということ

うし互いに戦うのです。こうして兄弟主義が

を意味します。神様側の主義が現れるための

父母主義に帰り、父母主義が神様主義に帰る

いちばん近い距離に行けば、お一人の神様の

のです。

前に二人の兄弟が戦うのです。

歴史の終末時代において、統一的基盤である
では、父母主義が何か？ 地上において、ア

アメリカのキリスト教文化圏を中心として、

ダム・エバが完成した真の父母主義です。そ

アメリカが主体になり、それに加えた世の中

の次に神様が何か？ 真の父母が横的な父母

を全部審判してしまうのではなく、敗戦国を

なので、縦的な父母も必要なのです。それゆ

独立させたという事実は、神様のみ旨の中で、

え、縦的な父母が神様主義です。ですから、

捨てられた息子娘、放蕩息子を収拾すること

頭翼思想という言葉は、真の父母主義であり、

ができる、天の摂理時代に入ってきたという

ゴッディズム（Godism；神様主義）という、

ことを意味します。それゆえ、民主主義とい

縦的な神様主義だ、このようになるのです。

うものは、兄弟主義です。この兄弟主義が終
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わった次には、父母主義が来て、父母主義が

厳格に言えば、先生の故郷が皆さんの故郷で

来てこそ統一が繰り広げられるのです。摂理

はありません。枝と芽と葉は、皆同じですが、

史がそうです。（二一三・一〇）

枝々のある位置が自分の故郷と同じです。そ
れゆえ、皆さんがこのよう氏族復帰決定がで

二）真の父母宣布

きなければ、皆さんの故郷がないのです。

・ 真の父母宣布の背景

故郷がない人は、生まれることができません。
ですから、父母復帰ではないですか、父母復

真の父母をなぜ宣布することができるか？

帰？ そうでしょう？（はい）。三代を中心

民主世界と共産世界は、カイン・アベルの兄

として、氏族的メシア圏を完成しなければな

弟です。民主世界と共産世界が、二人の息子

りません。家庭を中心として、蘇生、長成、

と同様ですが、戦うのです。ところで、私が

完成は、先生を中心として接ぎ木することに

二人の息子たちが戦ったのを和解させ、歓迎

よって…。

されうる立場に立ったために、初めて父母の
特権を持って、韓国の地に来て真の父母宣布

責任分担完成圏、直接主管圏と間接主管圏が

を国を挙げてしたのです。

一体化しうる基盤を誰かがして、神様が愛を
中心としてあなたと私とこの被造世界が愛の
ものだ、という宣布式をしなければならない

この知らせは、全世界に噂になるのです。そ

のに、それができなかったのです。それゆえ、

うではないですか？ レバレンド・ムーンが

神様の所有権が決定できずにいるのです。その

動くのは、アメリカのＣＩＡではいちいち報

所有権は、完全にサタンの愛を中心として…

告するようになっているのです。ソ連のＫＧ
Ｂもそのようになっています。ですから。私

神様の愛を中心として一つになって、宣布式

についてどれほどよく分かるでしょう？

をしなければならないのが、原理型の偽物の
立場のサタンの愛を中心として一つになって、

このようにして、真の父母宣布ができたとい

宣布式をすることによって、サタンの所有に

うことは、世界的な立場に立つことです。世

なってしまったのです。（二一三・一二三）

界的に備わった全部が、韓国で接ぎ木しよう
と待つのです。問題が何か？ 「私の国の統

民主主義もけんかをするのです。兄弟どうし

一」を早くしなければなりません。統一され

けんかするでしょう？ 兄弟どうしけんかす

た基盤の上に接ぎ木しようと待っているので

るのは、近所の町内の人がけんかするのより、

す。ぴったりとそのようになっています。そ

もっと恐ろしいです。なぜそうかというと、

うでしょう？（はい）。（二〇四・一八九）

一人は東なら、一人は西なのに、東西が位置
が合わなければ、その横が近いではないです

・ 真の父母宣布の基準

か？ 東も南と北が、西も南と北が近いでは
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ないですか？ 近いのです。兄弟どうしけん

にしてはいけません。世界のための共産主義

かすれば分かれるのです。

にならなければなりません。民主世界も讃え
る共産主義になり、共産主義自体も讃える共

ところで、近所の人どうしでけんかしても、

産主義にならなければならないのです。「皆

分かれないのです。風呂敷を包んで逃げない

良い！」と言える主義にならなければなりませ

ではないですか？ そうでしょう？ けんか

ん。それが何の主義か？

のうちでいちばんよこしまなのが、兄弟どう

る輩たちが、けんかをやめるためには、お母さ

しのけんかなのです。

ん、お父さんが現れなければなりません。

兄弟主義の時代において、二人が争う国は、

そのような意味で、今日よこしまなけんかの

滅びるようになっています。大韓民国はけん

場が繰り広げられた、過ったこの世の中に、

かをしますか、しませんか？ お兄さんがだ

先生が真の父母を宣布しました。真の父母を

れか分かりません。弟が誰か分かりません。

世界的に宣布するためには、個人的真の父母、

なぜ分からないかというのです。どこで生ま

家庭的真の父母、氏族的真の父母、民族的真

れたのか分からない無礼な奴として生まれた

の父母、国家的真の父母、世界的真の父母、

ために、父が現れてこそ、父母が現れてこそ

天宙的真の父母、神様と人間を中心として、

けんかをしないのです。それで、父母主義が、

神様も真の父母、真の父母自身も真の父母と

救世主が来るのです。お分かりですか？ 父

言うことができる位置まで行かなければなら

母主義。それゆえ、民主主義時代は、けんか

ないのです。そのような言葉を発表したとい

が終わりませんが、父母主義時代に来ては、

う事実は、歴史的なことです。

兄弟どうしけんかす

けんかが終わるのです。
真の父母宣布するとき、五〇億の人類の三分
今日、統一教会が真の父母を発表しました。

の一は率いなければならなにのに、このざま

エデンの園で、アダム・エバが堕落しなかっ

は何ですか？ 原理がそうですか？ それゆ

たら、神様も真の父母であり、アダム・エバ

え、私が、三分の二は条件をかけておいてす

も真の父母になったでしょう。神様は縦的な

るのです。日本も私に引っかかり、アメリカ

真の父母であり、アダム・エバは横的な真の

も私に引っかかり、中共も私に引っかかりま

父母です。分かりますか？ 縦横が一致した

した。ソ連は私に引っかかりませんでした

真の父母なのに、それを見るようになれば、

か？（引っかかりました）。

東西南北が皆同じです。上を下に持ってきて、
下を上に持ってきて、西を東に、東を西に、

父母の時代が来れば、けんかは終わります。

どこに持ってきても皆合うのです。

八〇になり、一〇〇歳になった兄弟どうしも、
九〇歳になった兄弟どうしけんかしても、お

アメリカがアメリカのための立場に立っては、

母さん、お父さんが来れば飛び出さなければ

世界を取り戻せません。転換させられません。

ならないですか、けんかを続けなければなら

分かりますか？ 共産主義も、共産主義を主

ないですか？ 千年、万年待っていた父母が
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来るというのに、どのように飛び出さなけれ

ありがたく思わなければなりません。分かり

ばなりませんか？

ますか？（はい）。（二〇四・一八七）

今日の世の中の人たち、何、イエスを信じる

・ 真の父母宣布は驚くべき事実

人たちも、救世主が来るのをどれほど願いま
すか？ 救世主が何か分かりますか？ 求め

先生は、左翼・右翼を収拾しました。この道

る「求」の字、税金の「税」の字、主人の

を歩んでくるまで、先生がどれほど苦労をし

「主」の字です。それが救世主です。税金が

たか分かりますか？ 頭翼思想を中心とした

あるでしょう、税金？ それが何か？（笑

神主義が、学校からすべての指導層の認定を

い） このごろで言えば、けちんぼうです。

受けて、それを公認することができる版図を

そんな輩ではないですか？ それも救世主と

つづらなければならないのです。それで、ソ

いうものです。

連政府、アメリカ政府が今、レバレンド・ム
ーンを中心として暮らすようになれば、アメ

文総裁は、愛を通じて占領しました。そうで

リカも生き、共産党も生きると言えるように

す。何の愛？ 自分のための愛でなく、人の

ならなければならないのです。

ための愛を持って。（二〇二・一六五）

・ 真の父母宣布の場所

私がモスクワに入ったときに、ＣＩＡは一目

皆さんは、文総裁がなぜ苦労したかというこ

で見ましたが、レバレンド・ムーンが共産党

とを知るべきです。私の国のためなら、私が

を消化しこそすれ、共産党に消化されないと

なぜ苦労しますか？ 私は賢い人です。私が

いうのです。アメリカの政策の方向において、

韓国の風俗をよく知っている人です。世界の

六カ月以内に行くべき道を教えてあげた人が

ために、天国のためにしようとするのでそう

私です。軍事力を削減しようというソ連の政

なのです。

策を、アメリカが心配して躊躇している局面
を、全部教育することによって、そのすべて

韓国が四〇年間、ありとあらゆることを皆し

の峠を越えさせておいたのです。

ました。私に対して罪が多いのです。兄弟の
荷を私が背負い、父母と姻戚の八親等に因縁

今、振り返るから、振り返れば、どこに行く

づけられたすべての韓国の民の荷を、私が背

べきですか？ どこに行くべきですか？ 世

負い、皆備えたものを、今回やってきて祝福

界に再び還故郷して、国を越えて再び故郷に

をしてあげたのです。それで真の父母宣布を

行かなければなりません。アダム・エバの家

したのです。

庭から、堕落の先祖が始まったから、この仮
面を脱がせなければなりません。三代の時代

真の父母宣布をどこでしたか？ モスクワか

に、三代先祖の過ちをぬぐわなければならな

らしたのではありません。韓国でしました。

いのです。
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アダムが堕落したでしょう？ 悪魔が人類の

ンド・ムーンしかいません。ソ連の共産党の

真の先祖を殺してしまいました。一代のアダ

幹部たちは、すべて「我々の前で神主義を言

ムが堕落することによって、神様の怨讐にな

う？ どうしてあのように傲慢に言える

ってしまったのです。その次には、第二次真

か？」と言いながらがやがやとしました。

の父母として来られた方がイエス様です。メ

（笑い）

シアです。救世主として来たこのメシアを、
人類の民たちが、自分の息子娘たちが、人が、

彼らが、いくら先生を憎んだとしても、今共

捕まえて殺しました。真の父母を捕まえて殺

産世界はそのようになったのです。彼らが世

したので、その国のその罪がどれほど大きい

界でいちばん恐れた存在が、彼らの唯一の希

ですか？ 逃れることができないのです。

望的な存在になりました。他の希望がありま
せん。ですから、「私の言葉を聞いてついて

それゆえ、イスラエル民族が、二千年間、流

こい。そうでなければ道がない！」と、先生

離弧客（さすらいの一人の旅人）したという

がはっきりと教えてやりました。分かります

事実を知るべきです。すべてのこの歴史的背

か、何の話か？（はい）。

後をたどってみれば、数多くの人が剣により
血を流し、馬のひづめに蹴られ、怨恨と呪詛

神様が、「私が今までソ連にたいして、その

（呪い）の露と消えていったのです。そうし

ように宣布したかったのに、立派な私の息子

て、やっと二千年の歴史が過ぎて、初めてア

だなあ！」と言われながら、レバレンド・ム

メリカの後援の下に独立することができたの

ーンを見下ろされ、どれほど誇らしく思われ

です。

たでしょう！「私がおまえを全人類のために
立てたい」と言われたために、それ以後に先

悪魔が我々の父母を殺してしまい、悪魔の息

生が相当に有名になりました。そうでしょ

子娘たちが第二次の真の父母を殺してしまい、

う？（笑い）

第三次に来る真の父母を全世界の悪魔が、す
べての思想と、すべての体制を動員して、殺

アメリカの指導者が、「うっ！ どうしてそ

そうとしました。しかし、死なずに千辛万苦

のようにできるか？」と、ヨーロッパの指導

生き残り、今は父母の道理を、真の父母を地

者たちが「どうしてそうできるか？」と、共

上に宣布することができるという驚くべき事

産世界が「クレムリン宮殿でどうしてそんな

実！ これがどれほど天が願った事実です

行動がでるか？」と言いました。（笑い）

か？（二一九・三三四）

神様が見下ろされ「それは面白いな！」と言
ったでしょう。先生がそれが分かったのです。
それで、先生がはっきりと宣布したのです。

・ 真の父母宣布後我々の処世の方向

分かりますか？（はい）。
先生がゴルバチョフに、レーニンの銅像とマ
ルクスの銅像も撤去しろと言いました。共産

それで、全部がこうだということです。真の

党の歴史に、そんなことを言った人はレバレ

父母にすべてが皆つながっています。皆さん
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の耳が、真の父母を探したいし、皆さんの鼻

きるのです。分かりますか？ なぜ？ すべ

も同じで、口も同じで、目も同じです。すべ

てを受け入れるからです。

てが皆そうです。なぜ？ 真の父母は、すべ
てを引っ張る強い力があります。先生はそれ

我々の目的は、神様と人類、そしてサタン圏

が分かりました。（笑い） このカーペット、

に属しているすべてを解放し、救うことです。

毛布、草、水のすべてが、皆このように真の

それが我々の目標です。はっきり分かります

父母を願います。（拍手） すべての自然も

か？（はい）。それが真の父母の目的です。

同じです。「真の御父母様、どうかここにず

我々は、このような父母の心情を宣布するの

っといらしてください」と言います。自然が

です。前進するのです。そこには、サタンが

叫びます。しかし、アメリカ人はそうではあ

存在しえません。これが原理観です。

りません。そうじゃないですか？（そうで
また、すべての万物はを考えてみなさい。救

す）。そうでしょう？（はい）。

われる皆さんを見て「万歳！」と言うのです。
アメリカ全体を、完全に何で満たしたがる

皆さんがそのような声を聞くすべを知らなけ

か？ 真の父母。真の父母という音が良いで

ればなりません。どこに行っても、万物が歓

す。「私は真の御父母様に会ったよ」「どこ

迎して、人類が歓迎するのです。真の愛を中

で？」「ついて来なさい」と言えば、すべて

心とした本然の世界には、万物の真の愛の声

がついて来たがるのです。それが真の父母で

でいっぱいになっているのです。真の愛の世

す。真の母、真の妻、真の子女、真の孫、真

界においては、すべてが神様のようにすべて

の愛国者が、そこから出てくるのです。すべ

のことを理解できます。真の愛、真の相続。

てがそこから始まります。理解できますか？

相続するには、すべてを相続するのです。そ

（はい）。それが最も希望に満ちた福音です。

して、どこでも同参することができる同参権

我々には、聖書が必要ありません。聖書の目

があるのです。この三つのコンセプト

的が、真の父母一人を探すことです。違いま

（concept；概念） が真の愛を持ちます。分

すか？ ですから、よく分かるでしょう？

かりますか、何の話か？

真の父母の名前が、いちばん貴いということ
この言葉は、自分が自動的に真の愛をキャッ

が理解できるでしょう？（はい）。

チするようになるという言葉です。神様を相
続します。神様が自分のものになります。神
ですから、皆さんは、真の父母の何になりた

様がいるところは、どこでも皆同参すること

いか？ これが問題です。それで、真の父母

ができるようになります。どれほどいいでし

を木で考えれば、皆さんは枝です。この枝は、

ょう！ 我々がどれほど幸福でしょう！ 誰

どこに差してもよく生きます。この枝は、ど

もこのようなコンセプトを否定できません。

こに行っても、愛さえあれば夜に差しても、
昼に差しても、冬に差しても、春に差しても、

我々には、このような驚くべきものがありま

梅雨時に差しても、それに関係なく、よく生

す。どうして自分の心に心配がありえるでし
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ょうか？ 影がありえません。真昼のように

それで、皆さんも先生を愛しますか？（は

明るいのです。これがムーニーたちの誇りで

い）。私は信じられません。（愛します）。

す。分かりますか？

皆さんは先生と違うじゃないですか？（いい
え）。なぜ、いいえか？ 愛の人種であるた

ですから、今からムーニーが行くところは、

めです。神様の真の愛を中心とするようにな

サタンの反対がありません。今から叫ぶとお

れば、絶対的に永遠に一つです。そこから先

り吸収され、叫ぶとおり復活し、叫ぶとおり

生とつながります。そのようにつながる因縁

生まれるようになっています。今までは、な

は、誰も絶つことができません。

ぜ反対があったのか？ 今までは、上がって
きた過程にあったために、反対がありました。

我々も真の父母の路程を歩むだろう、そうじ

しかし、今は皆上がってきました。それで、

ゃないですか？ 我々が、今は木の枝のよう

ここに左翼・右翼が皆ないので、ヘッド・ウ

になっていますが…。同じです。「私」もこ

ィング（headwing；頭翼） が生まれました。

れから根を下ろし、トランク（trunk） にな

ヘッド・ウィングがもっと高いのです。もっ

って、枝を伸ばし、花を咲かせ、実を結ぶの

と高いから、もっと良いというのです。

です。すべてが同じです。これは、我々もこ
れから真の父母になるということです。では、

共産主義は僕の主義です。僕と主人主義です。

これからそのようになるということですか、

自由がありません。民主主義は何かといえば、

今そのようになるということですか？ これ

兄弟主義です。兄弟主義であるために、自由

からそのようになるというのです。同じです。

です。自分たちどうしは、自由があります。
それで、戦いが続けて起きます。互いに自分

ですから、我々がどれほど誇らしい人たちで

たちが優れているといって戦うのです。

しょう！ 門を開いて出ていき、「ここを見

頭翼思想は何かと言えば、父母主義です。上院

ろ。ここに今登場しているのがどれほど驚く

議員と下院議員が戦って、共和党と民主党が戦

べき主人か！」と叫んでみなさい。気分がい

うでしょう？（はい）。それがなぜそうなので

いのです。すべての動物たちも同じです。霊

すか？

界でも「あなたはメシアであられたイエスの

父母がいないため、そうなのです。

ように、真の愛を中心とした救世主だ。あな
父母がいて「こいつ、なぜ戦う？ おまえた

たが行く先々に、そこにいるすべての人たち

ちは僕ではないか！ 息子よ」と言えば、皆

が救われるだろう」と言うのです。それが事

終わるのです。黒人と白人と結婚することを、

実ですか？（はい）。

父母がいちばん喜ぶ、それは合っています
か？ 父母は思うに、子供が父母のための孝

真の父母宣布を発表することによって、サタ

行するより、兄弟どうし互いに父母を愛する

ンの権限がなくなり、宗教を中心として闘争

以上愛することを願うということを知るべき

していたすべての蕩減法もなくなるために、

です。分かりますか？（はい）。それがまさ

善の霊たちが天使世界に匹敵するため、堕落

に父母を愛することです。

のない世の中になって、気ままに地上に協助
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することができる時になります。その天使た

皆さんのすべての目的が真の愛であり、世界

ちが、皆さんの先祖たちです。分かります

のセンターが真の愛です。神様は、真の愛の

か？（はい）。ですから、今から統一教会に

父母です。そこからすべて解放が起こります。

反対したら、ありとあらゆることが皆起こり

そのような立場に立てば、四方の門が自動ド

ます。病気になって死んだり、ありとあらゆ

アのように開くのです。大きなビルに自動ド

ることが起こるのです。

アがあるでしょう？

霊界がそれと同じです。

霊界で真の愛の主人が行くところは、門があ
りません。どこでも自動的に開きます。どこ
皆さんが雄々しくならなければなりません。

でも歓迎です。高い人たちが、その後ろから

この言葉は、所有権を持つべきだということ

「いらっしゃいませ。長い間あまりにも退屈

です。そうすれば、いくら難しい環境に処し

でした。面白いことは何でも歓迎します」と

たとしても、問題がありえません。このよう

いう、そのような状況が起きるので、どれほ

なことは、神様も願いません。「私の前から

ど素晴らしいでしょう！ そのようなことが

消え失せろ！」と言えばいなくなります。す

好きですか？（はい）。

ぐに降りていきます。霊界も同じです。「私

ですから、今からはっきりと知るべきです。

はこのようなことは願わない！」と言えば、

我々は、真の父母のすべてのコンセプトを相

即時になくなります。すべての周囲に、その

続しました。だれも「私」にああだこうだ言

ような力があります。愛の中心が現れるよう

えないのです。自分は自動的に主人になりま

になれば、すべてがそちらに向かって回るよ

す。師になり、真の父母になるのです。他の

うになるのです。東から朝日が上れば、山川

誰も皆さんを指導できません。我々には他の

草木のすべての中心が、その太陽に向かうで

師、主人と父母が必要ありません。皆さんが

はないですか？ それが生命の本質、愛の本

近い将来に、そのような立場に立つことがで

質です。

きるようになるのです。（二〇二・三五一）

今までは、堕落することによって、神様の心
真の父母は、宇宙的な真の愛の中心基盤です。

が地上の人の心と垂直につながるのが大変で

それで、そのような真の父母が現れるように

した。これが、真の父母が出てくることによ

なれば、朝にすべての山川草木が、上る太陽

ってつながるのです。そこで反対しない親戚

に向かうように、すべての被造世界が真の父

の環境は、カイン圏ではありません。天の側

母に向かうようになるのです。すべての被造

に立ったアベル圏として入ってくるのです。

物が、葉や枝と同じです。霊界では、すべて

それゆえ、今宗教圏の打破が起きるのです。

が神様に向かっています。同様に、統一教会
でも、先生がどこかに行けば、食口たちのす

今までは、選民を中心として宗教圏を通じて、

べては神経が自動的に先生についていくので

霊界と肉界が、主流的な関係を結んでつなげ

す。同様です。何の話か、分かりますか？

てきましたが、今は、旧約時代、新約時代、

（はい）。

成約時代が完成したのと同様になって、宗教圏
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の権限がなくなったために、カイン・アベルの

享楽を取っていくのです、これを訪ねていけば、

環境がなくなったというそういう意味です。

滅亡するのです。そのようになっています。

それゆえ、皆さんを中心とした反対しない家

それゆえ、サタンから解放されなければなら

庭たちは、天の側のアベル的な立場に立った

ず、サタンの生活から解放されなければなり

ということです。分かりますか？

ません。生活は文化圏を言うのです。アメリ

ですから、

皆さんがかき回すとおり、回るのです。時が

カ人と儒教を信じる人たちの生活が違うでし

そのような時です。何の話か分かりますか？

ょう？ 生活圏から解放されなければなりま

ですから、我々の世の中になるのです。

せん。その次に、血統から解放されなければ
なりません。

この時を知るべきです。真の父母を宣布する
ことによって、サタンの血統的父母は、皆け

では、サタンから解放されれば、どこに帰る

りがつくのを見るのです。真の父母がサタン

のか？ 神様に帰るのです。神様に帰らなけ

世界と戦って、皆備えて上がってきて、民主

ればなりませんが、共産党も神様を知らず、世

世界、共産世界が倒れる段階に来たために、

俗的人本主義も神様に帰るすべを知りません。

勝利的条件をもって帰ってきて、宣布するこ
とによって、サタン世界は終わるのだという

また、生活はどこでするのですか？ 自分勝

ことです。

手に動物のように暮らすようになっていませ
ん。生活は、本来から真の父母を中心として

サタン世界が終わるということは何か？ サ

出発すべきなのが理想的です。真の父母を中

タンから解放されるのです。今までは、サタ

心とした世界的理念圏内の版図を中心として、

ン世界の文化圏・サタン世界の生活圏でしょ

生活しなければならないのです。それゆえ、

う・とその環境内で暮らしたのです。ですが、

真の父母を信じなければ、天国に行けないの

今は、サタン世界とサタン生活圏とサタンの

です。今は、接ぎ木できない枝が多いのと同

血統から解放されるのです。

じです。そのような言葉が成立するのです。
（二〇二・二七六）

サタンから解放され、どこに行くのですか？
神様に帰らなければならないのです。今、世

この場に参席した皆さんは、今どのようにす

の中は、神様を知りません。サタンがこのよ

べきか？ 地方に出て真の父母の基盤を築か

うにしました。人本主義も神様を知りません。

なければなりません。真の父母は天の基盤を

今、アメリカの人本主義は神様を追放した人

築かなければなりません。神様は、真の父母

本主義になりました。

より先に真の父母の行くべき道を築かれ、真
の父母は皆さんが行くべき道を築くのです。

人本主義の基準が何か？ 体です。体は体で

それゆえ、皆さんは、真の父母についていけ

すが、自分を中心とした体なのです。これは

ばいいのです。
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神様は、来られる真の父母より一段階先に進

去した後、神様を中心として真の父母を中心

まれるのです。それゆえ、復帰摂理を見るよ

とした血統的な復帰をしなければなりません。

うになるとき、復帰基台摂理時代、復帰摂理

そうするには、神様と心情的に一致しなけれ

時代、復帰摂理完成時代があるのです。

ばなりません。

天は、真の父母が知らないうちにこの基盤を

心情的な一致を基盤にして、天の血統を受け、

築いたのです。また、真の父母は、我々が知

神様を根とする木の一つの枝になり、葉にな

らないうちにこの基盤を築いたのです。皆さ

り、神様の代わりの実体になって、サタンを

んも皆さんの後孫が知らないうちに基盤を築

屈服させうる絶対的な基準を、地上に立てて

かなければなりません。それで、国家的な基

置かなければなりません。そうしてこそ、復

準を越えなければならないのです。そして、

帰の歴史が推進されていくということを、皆

世界的な基準も越えなければなりません。

さんは知るべきなのです。（一三・二九七）

そのようになれば、神様は天宙史的な基準を

・ 真の父母宣布後我々のすべきこと

越えていかれるのです。我々食口たちが国家
的な基準を越えれば、真の父母は世界的な基
準を越え、神様は天宙史的な基準を越えられ

イ）宣布の前に感謝しよう

るのです。このようにして、神様を主にして、
全人類が天宙的な基準を越えていかなければ

真の父母を宣布することによって、どのよう

なりません。

なことが起こるか？ 神様を中心として為に
なっていた霊界のすべての善の霊と、サタン

このように見れば、皆さんは神様より二段階

を中心としていた悪の霊が、しっかりと分か

落ちています。二段階落ちている皆さんは、

れるのです。真の父母を中心とした立場に立

それで落胆して疲れる立場に立つことができ

てば、完成したアダム・エバの立場に立つよ

ないのです。自分が行く道の前に、自分のた

うになりますが、完成したアダムは、天使長

めに真の父母が行かれ、その真の父母の前に

がいつも保護して、育ててくれ、協助するよ

神様が自分のために行っておられます。神様

うになっているのです。

の苦労と、真の父母の苦労は、どのようなも
のでも、死でも返すことができない苦労です。

完成したアダム圏に立てば、協助だけではな

そのような負債を追って行くということを皆

く、愛の理想によって、実体的な主人として

さんは知るべきです。

侍らなければならないのです。命令すること
ができる段階です。そのような位置に上がる

神様のみ旨を、真の父母が相続し、真の父母

のです。それゆえ、世の中の終わりです。サ

のみ旨を皆さんが相続して、その伝統的な思

タン世界の偽りの父母の愛で始まったすべて

想を失ってはなりません。その伝統的な思想

が終わりになり、新しい真の父母の愛を中心

は何か？ 人間が怨讐サタンの血統を受けて

とした新しい世界になるのです。これを肥や

生まれたために、この怨讐サタンの血統を除

しにして新しい世界が繰り広げられるのです。
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これを発表することによって、これからは統

どこに行くのですか？ 神様に行くのです。

一教会を無条件に反対したら、長わずらいし

サタンから解放されれば、偽りの父母と因縁

て全部倒れていくのです。樹液の切れた木の

づけら、拘束されていたものが解放されるこ

ように、枯れていくのです。そのようになれ

とによって、自由な父母の心情に帰るのです。

ば、いっぺんに虫のエサになるのです。何の

帰るには、サタン世界の生活圏、習慣性を持

話か分かりますか？（はい）。

って帰るのではありません。きれいに清算し
なければなりません。

それゆえ、皆さんが新しい生命の生活圏を中
心として行くのです。新しい生命の起源は、

「真の父母」と言うようになれば、縦的真の

新しい愛です。新しい愛が何か？ 真の父母

父母である神様と、横的真の父母である真の

の愛です。そうじゃないですか？ 創造理想

父母がいますが、この二つが一つになった愛

的な新しい愛です。

を中心として、創られなければならないので

それゆえ、皆さんは、先生に感謝しなければ

す。ゼロの位置、愛がない所から初めて主体

なりません。何を感謝すべきか？ サタンか

性を持つので、愛を探そうとすればゼロから

ら解放されたので、感謝しなければなりませ

出発しなければならないのです。存在の起源

ん。父母様によって、サタン世界から解放さ

を無視しなければならないのです。それゆえ、

れたでしょう？ その次に、何から解放され

聖書に「死なんとする者は生き、生かんとす

たか？ サタンの生活から解放されました。

る者は死す」という逆説的な論理が形成され

その次には、何から解放されましたか？ サ

ています。分かりますか、何の話か？ それ

タンの血統から解放されました。生活には文

をはっきり知るべきです。

化背景があり、習慣性が同伴して入ってくる
それゆえ、サタンから解放されたことを感謝

のです。

すべきです。その次には、生活です。韓国民
何の話か分かりますか？ 何から解放された

族はコチュジャン（とうがらしみそ）を食べ

のですか？（サタンからです）。そﾌ次に

て皆そうするでしょう？ 文化圏が背景にな

は？（サタンの生活からです）。生活と言う

り、歴史と伝統を立てるのです。文化圏を言

ことは、文化背景に従って違います。英国は

うのです。その次には、何ですか？ 血統で

英国人文化を中心として暮らし、アメリカは

す。

アメリカ文化を中心として暮らすのです。全
部違います。生活環境が違うのです。その生

血統は、愛を中心としてひっくり返ることを

活から解放しなければなりません。

するのではないですか？ ここで解放されな
ければなりません。それゆえ、皆さん自身が

その次には何か？ 血筋です。三代の解放が
起こります。それゆえ、統一文化が自動的に

「私は神様の血統だ。神様が私の中に入って

起こるのです。違いますか？ 解放されれば

きている」と言わなければならないのです。

何をするか？ サタンから解放されたので、

体と心が戦ってはいけないのです。
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今からは、心に聞いてみるのです。神様が皆

ロ）実績を積むこと

さんの心まで皆入っているのです。これが神
様の芽であり、葉です。分かりますか、何の

世界的に誇るアメリカのいちばんの放送局で

話か？（はい）。真の父母に侍り、根を持っ

あるＮＢＣ、ＣＢＳ、ＳＢＣが、すべて文総

たためにそのような作用が起きるのです。

裁を打って捕まえようと、ありとあらゆるあ
くどいことをしながら、新聞で叩きましたが、

空気一気圧を中心として、すべてが押してや

私たちが宣伝する前にレバレンド・ムーンを

っているでしょう？ それが均衡がとれてい

すでに皆知っているので、（民衆は）のみ込

るために、刺激が分かりません。出ていけな

みません。新聞に出して太鼓を叩いてそうし

いように、全部保護してやっているのです。

ましたが、踊りを踊る人がいないので、太鼓

均衡がとれているために、刺激が分からない

を叩く奴も元気がありますか？ みな途中で

のであって、少しだけみ旨の前に非良心的に

やめるようになるのです。

行動してみなさい。宇宙の力が「こいつ！」
と言って、吹き込むのです。その力がどれほ

その次には、我々が攻撃をするのです。言論

ど強いか、このように行こうとしても、体が

社を持っているので、新聞社から詰め寄るの

ぐるっと回るのです。何の話か分かります

です。編集局の編集責任者を呼んで、私が殻

か？

をはいでおきました。今、そのような戦いを
しているのです。

それゆえ、皆さんが、神様は自分の心にいて、
父母様は自分の肉に入っていると祈るように

ですから、実績が問題なのです。天下を統一

なれば、神様は、その十字に入って座り、ヘ

することは、実力でなく実績なのです。分か

ソを中心として自分の体と心の度数を一つに

りますか？（はい）。それゆえ、皆さんは実

するのです。ヘソではないでしょう。生殖器

力はなくても、実績を持てというのです。先

でしょう。それをヘソだと象徴的に言うので

生が言ったでしょう？ 実績は天下の力を稼

す。分かりますか？（はい）。

ぐことです。文総裁にはどの大統領、ブッシ
ュやゴルバチョフが問題ではありません。一

三大サタン圏から解放されなければなりませ

代の実績、ビジネスとして私を比較する所が

ん。第一が何ですか？（サタンから解放）。

ないので、ひざまずくようになるのです。

縦的な代表サタンから解放されなければなり
ません。その次には、肉的な父母から受け継
いだ文化圏、生活伝統です。韓国なら韓国民

皆さんも、後代に残していくことのできる実

族の文化があるでしょう？ このようにアメ

績がなければなりません。霊界に行けば、贈

リカ文化、ありとあらゆる五万の文化が、一

り物を持って行かなければならないでしょう。

つの中心に向かって全部伸びているのです。

嫁に行くには、舅のおじいさんから始まって、

遠いほど全部、がらくたなのです。（二〇

その一族に足袋一足でも持っていってあげて

二・二七四）

こそ嫁を誇って、皆そうなのです。
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霊界に行けば、先祖たちが、前に呼んでおい

大韓民国の人たちが、この頃真の父母歓迎大

て「おまえは我々の先祖たちの功労を通じて

会をすることによって、ぐんぐんと、ひそひ

統一教会に入ったのに、何をしてきた？ 氏

そと、議論が全国に波及したでしょう？（は

族的メシアの仕事をしたか？」と言いながら、

い）。「やあ！ 真の父母が何か、真の父

先祖たちがなじるのです。自分が行うことに

母？」と言うのです。

よって、自分の先祖七二代が解放されるのに、
なじらないでしょうか？

しっかりしなさい。

回らなければなりません。真の父母を探さな
ければならないのです。偽りの父母を起源に

サタン世界に奪われて失った天の民たちを、

したので、偽りの父母の終着点を越えて、真

全部天の世界に接ぎ木して、取り戻さなけれ

の父母をつなげられないようになれば、神様

ばなりません。自分たちが努力して、天の民

が行けという方向性を探すことができないの

をどれほど探してきたか？ その次に、自分

が原理であり、理論的なことです。それが違

の息子娘をつなげて、自分の血族とともに、

うと言う人はいないのです。

復帰された民とともに、永遠の創造理想的伝
統を、愛の伝統をどのように作っておくかと

堕落したので、偽りの父母になったでしょ

いうことです。

う？ 追い出されたので偽りの父母です。追
い出されない立場で、神様とともに、両親父

あの世に行っては、これが一群となって、自

母を迎えておいて、千年万年生きたいと言う

分の永遠の生命の権威、生命の位階を探すの

ことができる、その父母の立場を探してこな

です。一族を処理して、一二〇家庭以上連れ

ければならないのです。我々韓民族がそうで

て行かなければなりません。これが分かりま

す。「両親父母を迎えて千年万年生きたい

すか？ 今、それほど言ったら分かるでしょ

…」このような民謡を持っているという事実、

う。恥ずかしさを免れることができるように、

これが予示的な民族だからそうなのです。分

準備しろというのです。恥ずかしさだけでな

かりますか？

く、裸になって追い出されるのです。
その次に、西の国のお月様という歌もあるじ
今は、世界に先生がすでに皆宣布しました。

ゃないですか？ それが何か？ 西が何だか

世界の選民権時代は過ぎて、文総裁を歓迎す

んだ、星の国が何だかんだ言う歌があるでし

る時期に入ってくることによって、全世界が

ょう？ 何と？（青い空の天の川です）。そ

イスラエル圏に入る万民圏時代が来るのです。

う、青い空の天の川というのがあるじゃない

ですから、実績を基準にして、編成するので

ですか？

す。（二一三・一三九）

これから人工衛星が現れて、世界がそのよう

それを見ると、啓示的な民族です。

に暮らすことができるということを全部見せ
てくれるのです。そうじゃないですか？ そ
ハ）真の父母歓迎大会開催

れは、どれほど風流的な民族ですか？
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そのような文化的背景、そのようなこう次元

このようになることは何か？ 民主世界も皆

的な思想を、その風刺的な時代の背景を持っ

実験済みです。共産世界も実験済みであり、

たという事実は、偉大なことです。（二〇

キリスト教や世の中にあるすべての宗教も実

六・八〇）

験済みです。なぜ実験済みかと言うのか？
統一教会に反対しない所がありません。全部

文総裁は、今回帰国して、大韓民国国民と民

打ったのです。（二〇二・二七〇）

族の前に、真の父母歓迎大会を通じて、真の
父母を宣布したのです。これを宣布しなけれ

全国に父母様歓迎大会が終わってから、新し

ばなりません。そうしてこそ、サタンが退い

い時代に入りました。霊界に通じる人たちは、

ていくように、天が陣を張るのです。今に見

この世の中が終わり、新しい世界に行くとい

ていなさい、どうなるか。今後の行くべき道

う啓示を皆受けるのです。それゆえ、霊界が

を見てみなさい。

再臨します。旧約時代、新約時代、成約時代
ですが、昔には主流宗教を通じて、宗教を信

真の父母歓迎大会を全国でしましたが、それ

じて善なる名を残した善なる霊界に行ってい

が何か分からないのです。文総裁が狂ってし

る霊たちが、神様のみ旨に従って地上の摂理

たのではありません。真の父母歓迎大会を通

を助けてきました。分かりますか？ そこを

じて、真の父母を宣布することで、悪の集団

通じなくては、地上と関係を結ぶことができ

に対峙することができる天の側の基盤を確立

る道が、今まではありませんでした。

するのです。（二〇四・一四四）
しかし、真の御父母様がこの地に出てきて、
今回、全国的に真の父母歓迎大会を通じて、

個人、家庭、民族、国家、世界的に伝統を立

真の父母を宣布したことを皆知っています

て、全部戦って勝利して越えてきたために、

か？ 私がもっと話してあげなくてもいいで

今は宗教圏解脱です。真の父母時代には、宗

しょう？ 今、皆さんが何をすべきか？ 先

教がなくなります。そうでしょう？ 世界的

生が世界的な版図の上に、国家と世界がつな

な勝利の版図を持ったために。アダム・エバ

がったその基盤の下で、父母様歓迎大会をし

自体が堕落しないで、真の父母になっていた

たので、今は皆さんの祝福を受けた家庭たち

ら、宗教が必要ありませんでした。そうなっ

が、氏族的父母歓迎大会をしなければならな

たら、それ自体を中心として、永遠に天と一

いのです。そうすれば皆終わるのです。分か

体に合徳（夫婦が一体となること）するよう

りますか？

になり、その一体的理想を中心として、先祖
たちがいつでも地上に暮らす自分の後孫とつ

氏族的メシアを完成しなければならないので

ながるようになるのです。

す。国家を中心として、世界的メシアを完成
した後に、氏族圏…。氏族は、世界に広がる

堕落することによってふさがったために、こ

のです。そうなれば、国家形成は自然に繰り

の道を開くためには選民権がなければなりま

広げられるのです。そのような時が来ました。

せん。イスラエルの民族的選民権、キリスト
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教の世界的選民権、統一教会の天宙的選民権

今、世界的メシア圏の前に宗族的メシアをつ

を中心として、すべてを蕩減復帰するために、

なげる国家的メシア圏が繰り広げられるので

宗教圏解脱時代が来るのです。それで、霊界

す。そうして、天国の一つの州と同様であり、

が全部地上世界と平面的に接することができ

道（県）と同様の設定が繰り広げられること

る時になるのです。

によって、統一王国時代に入るのです。（二
〇二・二五五）

それゆえ、宗教を信じない人たちも、選民権
を通じて宗教を経て霊界とつながり、過去の

・ 北の父母と南の真の父母

時代が過ぎるのです。真の父母の勝利によっ
て、宗教を信じない人たちも、宗教主流圏内

我々が原理で習ったように、旧約時代は、物

で旧約完成時代、新約完成時代、成約完成時

を犠牲にして息子娘が来る道を築き、新約時

代に入って、霊界に行ったすべての先祖たち

代には、息子娘が祭物になって父母様が、再

が、いつでも地上の自分の後孫たちを訪ねて

臨主が来る道を築くのです。成約時代に父母

きて、協助する時代が来るということです。

様が苦労されたのは何か？ 神様をこの地上

分かりますか？（はい）。霊界がそうです。

に迎え入れるための受難の道を歩んだのです。
分かりますか？

それゆえ、これから統一教会を信じなければ、
先祖たちが来て悪夢を見せたり、病気を起こ
させたり、治したりするのです。今までは地

先生の一大願望は何かというと、神様をこの

上世界をサタンが分割占領していましたが、

地上に迎えてくることです。先生が故郷で神

善なる天使長圏内の善なる霊たちと、宗教圏

様を迎えられなかったでしょう？ 世界的な

にいた善なる霊たち全体が入ってきて、地上

勝利の旗を掲げて、故郷に行かなければなり

で悪なる世界を完全に追い出すために、金日

ません。北韓では、悪の再臨主です。悪魔の

成でも誰でも、今まで悪魔の影になっていた

父母です。それゆえ、金日成をオボイ（父

のが、全部片づけられるのです。

母）首領と言うでしょう？（はい）。

それで、一か国、二か国、三か国、四か国だ

父母という言葉が何ですか？ 南韓に真の父

け統一教会とつながれば、全世界は完全な解

母が出てくるのを知って、北韓が真の父母の

放時代を迎えるのです。一九八八年から二千

故郷であることを知って、首（故郷に行く通

年までが、このことを成すべき使命時代なの

路）を守って、首を切ろうとするのです。そ

です。先生が八〇歳まで。分かりますか？

れゆえ、文総裁を捕まえて殺そうと、ゴルバ

（はい）。

チョフと金日成と、一九八七年二月に約束し
て行動したのです。二五名の赤軍派をアメリ

それで、宗族的メシアが設定されたのです。

カに派遣して、我々の別荘の住所を全部書き

世界的メシア、その次に国家的メシア圏に向

留めて回ったことを、全部霊界から引っぱり

かうために、宗族的メシアを宣布したために、

出したのです。ＣＩＡが捕まえて調査するう
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ちに、私はモスクワに入城したのです。冒険

ほど、のらりくらりとしてきたかというので

なのです。

す。（二一二・五七）

神様のみ旨を解怨成就するのに、歴史を短縮

金日成は偽者の父でしょう？（はい）。金日

させ、一日でも短くすべき責任を持っている

成をオボイ（父母）と言うでしょう？（は

ために、文総裁が行く道は冒険なのです。一

い）。それがなぜ歴史時代に現れますか？

身のすべての資本を太平洋に投資して、山あ

共産主義国家の中で、いちばん悪辣な、悪魔

いに投資するのと同様に、全力を尽くしなが

のうちの大悪魔のような人が出てくるのです。

らこの道を築いてきたのです。そのようなと
ころに、歴史的な汚点を残すようにしてはい

そこに文総裁も真の父母と言うでしょう？

けないのです。分かりますか？

（はい）。真の父母なのか偽りの父母なのか
私は知りません。それは行ってみれば分かる

それで、聖なるものです。聖なるものなので

でしょう。信じるなら信じて、信じないなら

す！ それで我が国に神様が臨むことができ

信じないでください。

るのです。南北は、体と心と同じです。一つ
になれば、そこに神様が臨むのです。愛で二

真の父母が何かというと、偽りの父母を自然

つが一つになるそこに、神様が臨むのです。

屈服させることができなければならないので
す。力で叩いて捕まえてはいけません。神様
の救いの摂理と、神様の勝敗の決定は、力で

それゆえ、南北を統一しなければなりません。

するのではありません。力ですると、その即

まず、南韓において何をすべきですか？ 父

座に皆終わったでしょう。共産党式にしたら、

母に侍らなければなりません。父母様に侍ら

皆終わったのです。

なければなりません。分かりますか？（は
い）。父母様に侍るのを、北韓で金日成に侍

地上世界に、闘争歴史をつないだ軍隊を持っ

る以上にすべきです。北韓では、金日成のバ

て力を誇示していた、サタンの伝統を継承し

ッジを付けて歩くでしょう？ それ以上、統

た堕落した世界の歴史時代の終末は悲惨です。

一教会では、世の中に恥ずかしくなく堂々と

そのようなことをご存じの神様は、自然屈服

しろというのです。

させようとするのです。おまえがしたいとお
りに、皆やってみろというのです。皆するよ

北韓では、全部主体思想で武装されているの

うにしてから、天は打たれて奪ってきます。

です。ですから、我々は神様の鉄石のような
絶対的な愛を中心とした三大主体思想で武装

おまえが正義の側を打ったから、損害賠償を

して、北韓が関係できないほどの格差を設け

しろというのです。世界の果てに行っては、

なければならないのです。分かりますか？

行く所がないのです。世界の果てに行って、

そのような道を行くべきなのが、我々の使命

屈服するのです。それを神様が終わらせるの

であるということを考えるとき、今までどれ

ではなく、それを受け継ぐことができる人を
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地上に準備しなければなりません。それで、

ス様は息子の立場で、父母様は父母の立場で

終わりの日には、メシアを送るというのです。

す。お分かりですか？（はい）。

（二一〇・二三一）
私がいつか、釈迦牟尼が私の弟子で、イエス
が私の弟子で、孔子が私の弟子で、マホメッ

・ 宗主たちと真の父母

トが私の弟子だと言うとき、ホメイニは私に
本来、旧約時代、新約時代、成約時代を通じ

死刑宣告という言い渡しを下したのです、

て、何をしようというのか？ 神様を自分の

「文総裁、捕まえて殺すべきだ！」と。この

中に迎えようということです。根が誰が？

野郎たち、自分が霊界に行ってみたのか？

神様ではありませんか？ そうでしょう？

我々のような賢い人が嘘を言わないのです。

人間の根が神様です、本来、真の父母が根で

霊界に通じる人が祈ってみれば皆分かるのに、

はありません。真の父母も神様から、根から

誰がだまされますか？

出てきたのです。二つの芽が出てきたのです。
そういうことです。根になる方が神様である

見ていなさい。統一教会がいちばん最後に、

ために、結局は救いの摂理歴史が…。全部失

棒を持って宗教統一しうる中心になって、す

ってしまったのです。

べての国の大統領、首相たち、優れたという
為政者たち全部の基準を定めてやるでし蛯､。

アダム・エバが堕落する前には、息子娘の立

それが私です。それは強制ではありません。

場でしょう？（はい）。しかし、堕落した後、

自然屈服させるのです。

万物がアダム・エバより、ましな立場にある
のです。アダム・エバが堕落したからそうで

アメリカのブッシュ大統領が、私に自然屈服

しょう。それは、二人ではなく、一人になっ

して生まれ、ゴルビーも同じです。ゴルビー

たために、堕落することによって万物よりも

も統一教会の文総裁でなければ、いけないと

っと俗なものになりました。ですから、万物

言ったのです。民主世界の頂上たちと、ソ連

が人間の前にあるために、万物が自分の代わ

の国会でも文総裁の思想でなければいけない

りに死んでくれるのです。自分の代わりに血

と言うのです。共産党が先頭に立てば、アメ

を流して、立場をすり替えるのです。

リカもついて行かざるをえません。今回その
ような大会を中心として、皆築いておいて来

それゆえ、旧約時代は、すべての祭物を犠牲

たのです。（二一一・三一五）

にして、息子娘の行く道を築いたのです。そ
の次に、新約時代は、イエス様が来て、息子

宗教圏の版図が、教条主義者たちがどれほど

娘として犠牲になって、父母様の道を築いた

厳格か知っていますか？ シリアは回教文化

のです。多くの殉教の血を流して、再臨時代

圏です。それでキリスト教とは怨讐です。そ

に父母様が来る道を築いたのです。イエス様

れゆえ、回教の指導者が、キリスト教圏の集

と父母様と、どういう関係にあるか？ イエ

会に行って参席するようになったら死刑です。
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しかし、文総裁はシリアのいちばんてっぺん

てきれいに片づけて、教団を超越して礼拝を

の輩たちを捕まえて、アメリカのイーストガ

した後に、私が霊界に行こうと思います。礼

ーデンに集めておいて、聖書原理を教えてや

拝を済ませた後に、行こうと思う人です。

ったのです。我々統一教会もキリスト教の分
派なのか？ 主派でしょう。（笑い） イエ

自分たちは知りませんが、すでに統一教会の

スが死んで救いを受けたから、イエスの父母

原理を活用している牧師が相当たくさんいま

が来なければならないのではないですか？

す。皆分かります。ある者は、布団の上に原

違いますか？ 息子を産めなかったから、父

理の本を出しておいて見ていて、執事、長老

母になる立場の圏を持って来るべきでしょう。

が入ってきたら、さっと隠して、出ていった

真の父母という言葉が、そのように偉大な言

後に再び出して、ひたすら夜を明かしながら、

葉です。

ひそひそと覚えて使うのです。

私が「イエスは私の弟子だ」ということを言

落ち葉が一日にして落ちるのではありません。

ったと、既成教会で殺すのだと大騒ぎするで

落ち葉が落ちるとき、一度に全部落ちます

しょう？ 霊界に行ってみなさい。私に会え

か？ 一度に落ちません。ひと葉、ふた葉、

ば、イエスが私たちよりもっと挨拶をよくす

落ちるのであって、がらがらと落ちますか？

るか、できないか。釈迦、孔子、マホメット

ひと葉、ふた葉落ちますが、いくらもしない

も挨拶をするかしないか見なさい、死んで行

で青い服を着ていた大きな木も、一枚の葉も

ったら。このようなことを言うと、何のもち

残さないようになるのです。分かりますか？

が生まれますか、ご飯ができますか？ その

そのように処理するのです、知らず知らず。

ようなことを言えば、悪口のひさごが転がっ

（二一三・三五）

て入ってくることを明らかに知っていながら、
なぜそんな話をしますか？

三）真の父母宣布と王権

ホメイニは、レバレンド・ムーンに死刑宣告

・ 本来はアダム家庭が王宮出発地

を言い渡しておいて、死にました。捕まえて
殺せというのです。「うちのマホメット、聖

本然のアダムを中心として完成することが、

なる君主様をこのように冷遇するとは！」と

神様のみ旨です。アダムは長子です、長子。

言いながらです。しかし、その人がそう言う

そうでしょう？

から、私より先に死んだのです。金日成が先

長子権です。アダムは最初の愛を受け継ぐこ

に死にますか、私が先に死にますか？（笑

とができるために、最初の愛を中心として父

い）

母になることができるのです。縦的な愛とし

最初の愛を受けた息子です。

て受け継いで、横的な愛としてつなげること
今日、既成教会で私に反対していた…。その

ができる夫婦になれるのです。父母権復帰と

奥の間でクソをしてぐずぐずして、汚くして

いう言葉が、そこから出てくるのです。分か

おいたのを、我々統一教会の食口たちを通じ

りますか？
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今まで、歴史時代は、父母が登場することが

ルが戦ったでしょう？ 宗教圏と政治権は、

できる基盤がありませんでした。戦いです。

縦的な面においてのカイン・アベルです。こ

カイン・アベルの戦いの歴史です。歴史は戦

の縦的な面を横的なものが打ってしまったの

争の歴史として綴られてきたのです。これを

です。それで、長子権を復帰することができ

終結することができるためには、兄弟が一つ

る基盤を失ってしまいました。長子権復帰す

になければなりません。気がついてみたら怨

ることができる基盤というものは、父母権を

讐が兄弟です。兄であり、弟であるというの

自動的に内包するのです。長子の上に父母が

です。

生じるのではないですか？ 父母権が設定さ

それを誰が教えてくれるか？ 父母が教えて

れれば、王権が育つのです。

くれるのです。そうではないですか？ 先祖
が分かれたのを自分が知らずにいるのに、誰

アダム家庭というものは、王宮の出発地です。

が分かりますか？ 父母が教えてくれるので

分かりますか？ 皇族から多くなれば、民が

す。父母が教えてくれることによって、和合

生じるのです。そうでしょう？ それで、長

するのです。それで、父母を中心とした子女

子権を中心として、氏族を中心として、その

です。子女たちが一つになってこそ、父母権

氏族が王権を受け継ぐとすれば、その次の傍

を行使することができる権限が生まれるので

系的氏族たちは、民になるのではないです

す。父母権復帰です。そうではないですか？

か？ それが原則です。ですから、皇族たち

失った子女を探して、父母の前に…。父母が

です。自分が天国の皇族だという意識を持っ

子供に対して行使しうる権限を探すことがで

てこそ、アダム家庭本然の基準に帰るのです。

きるようになるのです。
それゆえ、皆さんは何かというと、宗族的メ
その次には、王権を失ってしまいました。こ

シアというのです。宗族的メシアというのは、

の父母出発の理想は何か？ 王宮出発です。

父母であり、またそれは王ではありません

アダムは何かといえば、長子権・父母権・王

か？ 長子権を代表し、その宗族王権、宗族

権を占有して、神様の愛を中心として定着し

父母、宗族長子まで相続して…。

なければならないというのです。その定着し
たのが、王権の起源地であり、父母の起源地

蘇生アダム、長成アダムは、完成アダムによ

です。そうでしょう？

って皆生き返りました。そうではないです
か？ それは何か？ 長子権、宗族的メシア

その次には、長子権の起源地です。天下は、

権は、イエスが復活した家庭形態です。そし

この伝統に従って、全部順応するようになっ

て、その前に蘇生アダムは、イエスが復活を

ているのです。それが設定されれば、天使長

させられません。イエス自身が復活させられ

も頭を下げなければならないのです。

ないのです。

民主主義世界と共産主義世界が、カイン・ア

それで、完成した再臨主が来て、イエスの使

ベル関係ではありませんか？ カイン・アベ

命を世界的な圏で完成することができる勝利
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的圏を、サタンの前に勝利的覇権をつかんで

ド・ムーン、四〇年間に、何、何百万の統一

来たために、再臨主だけがイエスの権限を奉

教会員がいると誇らないでください。今、私

行（目上の者がさせる仕事を謹んで挙行する

がソ連の言葉で原理を翻訳しようと思います

こと）することができ、アダム権限を奉行す

が、今まで原理の翻訳をしたものはあまりに

ることができるのです。

も複雑で分かりません。それで、易しく作っ
て、三千万部をソ連の若者たちに持っていっ

それで、その基盤で勝利したアダム完成した

てまくのに、そのときは、三年以内に統一教

代表、イエス完成した代表が再臨主です。蘇

会の世界の教徒の何倍になるか分かりませ

生・長成を全部連合して完成させることが、

ん」と話したのです。（拍手） 中国はどう

三次アダムになるのです。三次アダム完成基

ですか？ 中国の閣僚部では、レバレンド・

盤というものは、イエスも、アダムも、皆入

ムーンをすでに注目しています。

っているのです。ですから、三次アダム完成
基盤を中心として、勝利的覇権の上で、世界

今、父母権復帰したために、神様が再臨主と

的メシア権を確立しなければならないのです。

して送ったのと同様に、神様がイエス様を送

（二一八・六九）

ったのと同様に、宗族的メシアを送って、全
部収拾するのです。縦的な基準を築いたため
に、縦的なものを中心として…。ここで縦的

・ 王権設定

にアダム時代、イエス時代、再臨主時代の三
今日、父母の日を通じて考えられることは、

つの基準を築いたのです。これを私が全部戦

第一は、兄弟権復帰が終わり、第二は、父母

って築いたために、このすべてを再臨主時代

権復帰が終わったということです。次は第三

にここから伸ばさなければなりません。

に、王権復帰が残りました。
こうして、何をすべきかというと、自分の家
今回、ソ連に行けばどうですか？ ソ連がど

庭を作らなければならないというのです。そ

うなりますか？ ソ連がサタン側なのに、そ

うして、円形が繰り広げられるのです。先生

こに行って今日話したこのような話をするで

によって、三つがこのようになったのです。

しょう。他の話はしません。（拍手） ソ連

これがアダム父母、イエス父母、再臨主父母

二億七千万が、皆聞くようになるのです、放

です。ですから、これを取り除いて（板書さ

送を皆するようになっているから。彼らは、

れたものを差されて） 神様の立場ﾅ再臨主を

テレビのチャンネルがいくつにもならないの

送るの同様に、アダムを再び送るのと同様に

です。ですから、皆さんがしっかりしなさい。

送ってやるのです。

彼らに勝ちますか、負けますか？（勝ちま
三次アダムが来たことは、二次アダム、一次

す）。

アダムを救おうとするのです。三次アダムが
前にソ連の言論界のある人が来て、私を見て

来て二次アダムを探したので、一次アダムで

静かに話をしませんでしたか？「レバレン

ある自分の父母を救うのです。自分の父母が
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アダムの位置に上がるのです。何の話か分か

に向かって伸びていくのです。この垂直線を

りますか？ そうなることによって、宗教圏

中心として、先生の一族を中心として、皆さ

の伝統がなくなるのです。キリスト教とか何

んが全部つながって結ばれていくのです。縦

かの宗教が必要なくなるのです。全世界が選

的なものを愛し、これを自分の一族よりもっ

民圏に入るのです。

と愛さなければなりません。これが先ですか
ら、これを愛し、その次にこれを愛するので

このようになることによって、何が起きる

す。そうすれば、サタンが占領できないので

か？ 横的に見れば、自分を産んだ父母が宗

す。このようなことが成立することによって、

族的メシアになり、自分が産んだ血統が国家

今は王権復帰が可能なのです。

的メシアになるのです。それが可能なのです。

本来、アダムが完成したら、天国の父が完成

横的だというのです。そうすることによって、

し、エバが完成したら、天国の母が完成し、

この全体が一つの父母を通じてつながった立

それで家庭の主人になるようになれば、家庭

場に立つのです。これも一つの父母です。三

的天国の王権が生まれるのです、それゆえ、

次アダムも一つの父母です。

アダム・エバは、個人的王であり、家庭的王
であり、宗族的王であり、民族的王であり、

それゆえ、自分が生まれた地、自分の故郷が

国家的王であり、世界的王になるのです。

天国になるのです。天国になるのです。そし
て、故郷の父母が全部先祖になるのです。真

今、このような国家基準を越えることができ

の先祖になるのです。

るときに来たために、サタン世界の王権を踏
んで、天の世界の王権を設定することができ

第一が何ですって？

神様の側に立つのです。

るのです。その日が、一九九〇年三月二七日

その次は何ですか？ 家庭が天の側に立つの

だというのです。こうすることによって、世

です。そうなれば、どうせ父母様を中心とし

界は今、レバレンド・ムーンが風を巻き起こ

て、世界的版図が全部つながるのです。

すとおりに回るようになっているのです。
（二〇一・一三〇）

故郷が一つでありえますか？ 本来の故郷は
どこですか？ 本来の故郷は、先生が生まれ

・ 王権復帰

た所ですが、すべての宗族の故郷が定州にな
りえません。それは皆さんが生まれた所にな

皆さん、父母権がなぜ必要なのですか？（王

るべきなのです。分かりますか？ 故郷が間

権復帰のために必要です）。王権を復帰する

違ってサタンが占領したのに、皆さんの故郷

には、東西南北四方に邪魔になるものがあっ

で天を中心とした父母が生まれるので、そこ

てはいけません。皆さんの家の中に王が来る

がエデンの園だというのです。

ようになるとき、二四時間三六五日、いつで
も侍ることができなければなりません。三ひ

そうして、堕落しなかった本然の園を中心と

ろになる竿を振り回しても、三六〇度どこに

して生まれた皆さんの善の後孫は、この世界

も引っかかるものがあってはいけません。い
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つも歓迎することができなければなりません。

長子権から父母権、王権は、自動的に復帰さ

そのようなことが今分かったのです。

れるというのです。それが再創造論理に一致
しうるコンセプト（concept；概念）です。

そこには、一族がついてくるのです。これが
祝福された愛の宗族です。何の愛？

（二〇六・二六九）

真の愛。
・ 先生が真の父母であられる

何が真の愛か？ 永遠に投入しても忘れて、
また投入する愛です。なぜそうなるべきか？

今、真の御父母様を宣布することができる基

愛の相手が自分より優れるのを願い、息子が

盤を皆築きました。「文総裁が真の父母では

自分より優れるのを願う、その原則を成すた

ない！」と言える人は出てこいというのです。

めには、神様もご自分以上投入されなければ

既成教会の牧師が私の前に来てみなさい。我

ならないので、投入して忘れなくては、自分

が国の大統領、政党の党首の中で「違う！」

以上投入する道がないために、真の愛の道を、

と言える人は出てきてみなさい。

与えて忘れる道を行かなければなりません。
そこから統一が、天地の統一が始まるのです。

アメリカ大統領なり、ソ連のゴルバチョフな
り、この地上の国を治めて声を大にする人が

自分の生命を投入して、「私は神様のために、

出てきて、文総裁が真の父母でないというこ

統一教会のために死にました」その思いを持

とを否定できる論理を立ててみろというので

つべきですか、持たないべきですか？（持た

す。その次に私の言葉を聞いてみろというの

ないべきです）。そうでなければなりません。

です。百発百中、びくともできなくなってい

自分自身を犠牲にしなければならないのです。

ます。（二〇四・八四）

「私がこれくらいしたのに、教会は分かって
くれず、自分が統一教会を数十年信じたのに、

私が愚かな人ではありません。皆さんより賢

先生が分かってくれない」そんなことが言え

い人なのです。世界の口八丁手八丁の人たち、

ますか？ 私が一生の間苦労しても、神様が

羽ばたく輩たちを、全部翼の下に抱き、治め

私を分かってくれませんでした。しかし、私

て生きてきた人ではありませんか？ うちの

は、分かってくれなかったという思いもしま

教授アカデミーだけでも、一二〇か国にあり

せん。神様のように打たれて投入し、また投

ます。そこにはノーベル賞受賞者もたくさん

入しようとするのです。

います。

そうしてみたら、終わりまで投入してみたら、

そんな背景があるために、・ワールド・アン

それがなくならないで、絶えず積もるので、

ド・アイ（The World and I）・を四年にもな

私は自然に山のてっぺんに上がるのです。そ

らずに、世界の名のある雑誌として、世界の

れが不思議でしょう？ その論理は合ってい

チャンピオン雑誌として作っておいたのです。

ますか？ 絶えず投入してみたら、私は山の

私はそのような囲いを持った人です。（二〇

てっぺんになり、世界の頂上の立場に立って、

四・八四）
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今日統一教会で、私が真の父母という看板を

分かりますか？ この大韓民国が困難になる

持っています。では、文総裁は何をする人

のです。

か？ 神様を誰よりも好きな人です。神様を
誰よりもよく知っている人です。そして、永

左傾学生たちを誰が収拾してくれたか分かり

生の道をはっきり教えてあげる人です。それ

ますか？ 去る五月、大韓民国建国以後。い

でいいでしょう。息子娘を産んで死ねと言う

ちばんの混乱期というときに、ゴルバチョフ

奴はいますか？ 永遠に福を受けながら生き

の看板でサッと全国をさらったので「ああ、

ろと言うじゃないですか？

政府は信じられないな！ 文総裁を信じなけ

真の父母がすべきことが何ですか？ 死亡圏

ればならない！」このようになったのです。

内にいる皆さんを、解放させて、永遠の生命

こうして方向をしっかり収拾しておいたので

の道に委譲させるための責任を持っている世

す。そんなことが分かりますか？（はい）。

界的、歴史的人類の代表者が文総裁であり、
その方が真の父母です。分かりますか？（は

そこで何をしましたか？ 真の父母宣布をす

い）。

るのです。私が真の父母として来たら真の父
母だと宣布すべきであって、しないでどうし

真の父母は、真の愛を持っているために、そ

て天上世界に行って、神様の前に顔を上げま

の人と神様の愛と内容が統一的に一致する帰

すか？ 違いますか？ 本当の真の父母の使

結点、帰一点を持っている人であるというの

命を持ってきたなら、民族の前に、世界の前

です。

に真の父母だと宣布しなければなりません。
そうでなくて、どうして顔を上げて行きます

それゆえ、真の愛を中心として、偽りの愛を

か？

片づけてしまうのです。偽りの愛は、一度で
も投入するすべを知りません。もらっていこ

イエスが、自分をメシアだと宣布したか？

うとだけするのです。ですが、真の愛は、投

（しませんでした）。ですから問題です。宣

入すれば全部解消することができ、贖罪によ

布したなら、キリスト教が血を流しませんで

る救いが可能なのです。分かりますか？ 真

した。血を流すことの十倍蕩減することがで

の愛からのみこれが可能なのです。それゆえ、

きるのです。宣布ができなかったために、そ

文総裁によって神様を知るようになるのです。

の世界的な基準が現れるまで、サタンが勝手

その次に、真の父母は真の愛を教えてくれな

にするのです。私はそれを知っています。

ければなりません、真の愛。それが先生の責
北韓では、サタン側の父母の立場を占領して、

任です。（二〇三・三六一）

金日成という偽りの父母が出てきたでしょ
今は世界において、文総裁をつまみ出す人が

う？ 略奪です。全部が略奪です。キリスト

いません。力でも私にかなう人がいないので

教を滅ぼしたのです。今は私が真の父母を宣

す。私が悪宣伝してみればどのようになるか

布することによって、金日成は下っていくの
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です。このようにして、回して捕まえるので

歴史時代に、極めておろかな代表者として烙

す。分かりますか？（はい）。

印を押された、統一教会と文総裁が、亡国の
僕になりましたか？（いいえ）。神様が滅び

そのような時が来るために、私が平壌に入城

ますか？ 滅びますか、栄えますか？（栄え

して、平壌大会をしようと計画するのです。

ます！） 文総裁と神様とどういう関係です

それは、私がするのではありません。アダム

か？ 真の父母が何ですか？

が天使長と戦いますか？ そうしないでしょ
う？（はい）。アダムは天使長と戦いません。

文総裁が真の父母だと宣布したでしょう？

天使長が堕落したので、天使長にさせなけれ

真の父母ではないのに真の父母だと宣布すれ

ばなりません。

ば、霊界に行って地獄にいる霊たちが刃物で
刺して、善なる霊たちが刃物で刺すはずなの

それゆえ、今までの世界の天使長のソ連にさ

に、それほど恐いことを知らずに私が真の父

せて、今までのアジアの天使長の中国にさせ

母だと宣布するでしょうか？

て、エバである日本を通じて、エバを中心と
して天使長と一つにして、金日成を屈服させ

真の父母が何ですか？ 今朝、李載錫が話し

るのです。

たのか？ 円仏教（韓国の新興仏教）と我々
と教理の討論をするのに「円仏教は救世主論

その人たちを一つにして、私が乗って入るの

理を言うが、統一教会は真の父母論理を言う。

です。こうして、そこで世界平和連合を宣布

救世主は信じて捨ててもいい。しかし、父母

してしまえば、どれほど素晴らしいでしょう。

は宿命的なのにどうして捨てるか？」そう言

ゴルバチョフを来させ、江沢民を来させ、日

ったというのです。そのようなものです。

本の総理を呼んでおいて、ブッシュ大統領を

（笑い、拍手） 捨ててみろというのです。

呼んでおいてするのです。

万宇宙の天地のすべてが「こいつ！ 地獄に
行くべき輩よ！」と言うのです。

そのようなことを言う人も、韓国に私しかい
ないのです。盧大統領がこれができますか？

堂々とした立場が、統一教会の真の父母の立

できません。それは何をもってできるのか？

場です。これを悪魔が知るために、全世界を

そのような基盤を皆築いたのです。（二〇

動員して、私を四方から攻撃しました。そこ

四・一七八）

に共産党が加担し、すべての教派という教派、
宗派という宗派が、私に反対しませんでした

先生は流れていく男ではありません。歴史時

か？ そこにマフィアからテロ団まで、全部

代に、どの為政者の背後のすべての道も知ら

合わさって、私を追放しようとしました。あ

ずに生きる人ではありません。既成教会の指

ぜんとするでしょう。ありとあらゆることを

導者たちは分かりませんが、私は確実に知っ

皆やって、射撃をしたのです。（二〇三・一

ているのです。

四六）
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皆さん、文総裁について真の父母だと言いま

・ 父母様の写真を奉る理由

すが、私はその真の父母という言葉が嫌いな
人です。それがどれほそ恐ろしい言葉でしょ

今は、皆さんが自分の故郷に行って一族を復

う。真の父母になったら、真の息子娘を産ま

帰しなければなりません。皆さん、故郷で復

なければならず、真の息子娘を育てなければ

興会をしたでしょう？ 復興会をしたのと同

なりません。これが問題です。

じように、全部面単位を中心として活動しな
ければなりません。今、宗族的メシアになれ

真の父母になったら、真なる家庭を率いなけ

ば、先生の写真を額に入れて…。

ればならないのです。ここに一門がつけば、
真の一門を率いなければならず、これが民族

それを、そのままあげてはいけません。アル

に拡張されるときには、民族を率いなければ

バムを何百個作って、担いでいき、良い写真

ならず、国家に拡張されるときは、国家を率

だと良いながら分けてあげては、承諾を受け

いなければならず、世界に拡張されるときは、

るのです。写真を分けてあげて承諾された人

世界を率いなければならず、天地の前に霊界

の家には、部屋に入っていちばん良い所に場

と肉界にいっぱいになった人類に拡張された

所を取ってあげなさい。

というときには、それを率いることができる
能力がなければならないのです。とてつもな

そうしておけば、その家の主人にとっては、

いことです。そのようなことを皆知っている

皆さんが霊的にお兄さんです。分かります

人です。

か？

縦的に見れば、お父さんの立場であり、

横的に見ればお兄さんの立場です。ですから、
では、なぜ真の父母という言葉を発表した

縦的なお父さんの立場で、横的なお兄さんの

か？ 私も発表するのが嫌です。ですが、発

立場で、その家の主人を中心として指示して、

表をしなくなれば、統一教会の教理が間違う

「これはここにかけなければならない！」と

ようになります。お分かりですか？ この発

言うのです。こうして写真を分けてあげる人

表をしないようになれば、統一教会の教理が

が宗族的メシアになるのです。一二〇軒以上

嘘になります。真理が嘘になるようにできな

の家に、写真を早くかけて奉らなければなら

いので、仕方なく、真理が真理らしくなるた

ないのです。

めには、私の体が裂けて踏まれてどんな醜態
をさらす恨があったとしても、受難と迫害を

写真を何個持っていてつけろって？（一二〇

受けたとしても、断然と断行しなければなら

個です）。写真をつけた家が統班撃破にもな

ないのです。それで、そのような男になった

るか、ならないか？（なります）。条件がそ

のです。これが統一教会の文総裁が、他の宗

れです。そうすることによって、霊界の先祖

派の宗派長、教祖たちと違う点です。（二〇

たちが毎日明け方にやってきて、敬礼をする

三・三二六）

のです。一時、二時、三時以後に明かりをつ
けておけというのです。そうして、先祖たち

四）父母様の写真を奉ること

がやってきて敬礼が皆終わるようになれば、
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再び二時間経って、五時には自分たちが敬礼

写真を奉るようになれば、父母の代わりに奉

してそうするのです。

る立場に立つようになれば、皆さんの家庭が
保護されるということを疑いません。説明す

霊界の霊人たちが真の父母に侍りましたか？

るようになればそうでしょう。

霊界に行ったのは兄で、ここは弟です。長子
権を弟がしたために、逆さまになったために、

この前、凡一殿（釜山ポムネッコルの記念

全部霊界から降りてきて、敬礼するのです。

館）に来て、そのような説明もしなかったの

敬礼するのは何かというと、自分の後孫たち

に、写真を買っていった人たちがいたって？

がうまくいくようにしてくれるというのです。

「なぜ、写真を買おうとおっしゃいます

違いますか？ 神様がくれるのでしょう？

か？」と言うと、「心が絶えずそうなのです。

そうでしょう？ その先祖たちが、神様の立

写真を買いに行けば、すべての悪運が逃げて

場ﾅ福をくれるのと同様に、後孫たちに福を

いくようで、良いようです」と言ったそうで

くれることにおいて、協助してくれるのです。

す。そう言いながら、大きな写真を買ってい

投入するにおいてです。

ったとか？ そのような時が来たのです。

それで、霊界から協助するのに、愛する自分

若い青年たちが、今先生の写真を持って歩き

の親戚が協助するのがいいですか、近所の町

ます。この前、ソ連から来たカメラマンが誰

内の誰かのおじいさんがやってきて協助する

だったか？ その人がソ連人ですがね、自分

のがいいですか？ おじいさんが来て協助す

のポケットの中に、一つの秘密の宝物を持っ

るようになれば、協助する分量の何パーセン

て歩くと言います。何かというと、紙で作っ

トかを分けてあげなければなりません。それ

た袋をがさがさとして出すのですが、先生の

ゆえ、互いに誰が入ってきて手をつけるかと思

写真を持っていたのです。なぜこれを持って

って、夜を明かしていきながら走るべき時です。

いるのかと聞くと、それを持って歩くと心が
楽だからそうだというのです。そのようなも

父母様の写真が大きいのがいいですか、小さ

のです。

いのがいいですか？（大きくすればいいで
す）。それは協会で定めなさい。分かります
か？（はい）。それを説明すれば、互いに買

十字架をかけて歩けばキリスト教徒であるこ

うと言うでしょう。文総裁が波瀾万丈の歴史

とを表示するでしょう？ 父母様の写真を持

的混乱の渦中で、死なずに生き残ったのは、

っていれば、真の父母の息子娘を象徴します。

神様が保護してくださったのだ！ 世の中で

象徴、現象、実体になるのです。蘇生、長成、

皆滅びて痕跡もないのに、残ったものは神様

完成の蘇生圏内に入るために、保護を受ける

が保護して残った！ 文総裁を神様が歴史以

のです。分かりますか、分かりませんか？

来、いちばん愛するために、いちばん難しい

（分かります）。そうすれば、写真を全部宗

艱難の中で、いちばん偉大な業績を立てた！

族的メシアが作ってあげなければなりません。

それは理論に合うのです。

分かりますか？（はい）。
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統班撃破は何をするのですか？（父母様の写

それゆえ、家庭を探して立てなければなりま

真を持っていて奉ることです）。それは簡単

せん。それがどこで振り返るべきかというと、

だな。父母様の写真だけ持っていって、上げ

家庭です、家庭、家庭で堕落したでしょう？

ておけば修練を受けざるをえません。（笑

（はい）。それで、先生は世界的な蕩減を、

い） 「修練を受けて、あなたが感化され、

個人から始めて、先生の家庭を中心として、

どれほど価値があるか分かり、とてつもない

氏族を中心として、世界的版図のカイン・ア

お金をやっても買えないのに、写真代はその

ベルに全部勝利して、長子権を持って帰って

価値に比例して出しなさい！」こう言って統

くるのです。

班撃破の費用を使っても大丈夫です。アメリカ
に行って教育を受けてきた人たちは、一括的に

そうして、勝利したこのすべての価値をどこ

分けてあげるのです。（二一二・一〇九）

に立てるか？

アダムは全体価値の中心です。

アダムを失ってしまったことによって、神様
の家庭を失ってしまい、神様の社会、神様の
国家、神様の世界、神様の天宙、神様の愛ま

・ 父母様の写真の威力

で失ってしまったのです。これを全部蕩減し
今までは、長子権復帰を中心として、アベ

て、今は、家庭に帰るのです。すべての家庭

ル・カインのために犠牲にならなければなら

が万民平等の家庭基準に立つのです。

なかった時であったために、霊界が地上世界
を利用してしまいました。しかし、第三一回

この家庭を中心として帰るとき、誰を中心と

子女の日を中心として、霊界と肉界を全部交

して帰るのか？ 全部先生を中心としてつい

替するのです。今は長子権が復帰されたため

ていくのです。ここに悪魔はついていけませ

に、アダム圏が中心になって長子権になるの

ん。悪魔は血統的に汚れた者ですが、こちら

です。それゆえ、天使長はアダムの言うこと

は堕落世界の血統を清くした者です。それゆ

を聞かなければならず、侍らなければならな

え、ここには祝福を受けた家庭たちが入るの

いのです。そうでしょう？

です。家庭の天国の長子権になっているので、
家庭の天国の次子権はｳ数なのです。これは
皆さんが自由に管理できるようになっていま

これが逆さまになることによって、今は霊界

す、摂理的に。

が地球上にいる統一家（食口）を中心として
…。昔には、人類が文総裁に反対して、殺す

今、その家庭を探して入っていくのです。そ

べき人だと言いましたが、今は、文総裁を尊

れゆえ、統一教会の家庭たちが、基地になれ

敬するその基準にあるために、悪魔が来て協

というのです。そうするためには、食べて暮

助しろと言っても協助できないのです。自分

らす費用、貯金通帳にあるものを全部はたい

の側に率いていけないのです。文総裁を紹介

て使わなければなりません、本来は。こいつ

してあげて、案内してあげるのです。分かり

ら、いつ私が全部検閲するかというのです。

ますか？

家は買えない！ 何の話か分かるか？（は
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い）。こうして国のためにすべてを捧げなけ

真の父母を中心として、真の父母に侍るとい

ればならないのです。そうすることによって、

うことは、真の父母と我々の家が一つになっ

宇宙と交替するのです。

たということです。では、旗は何か？ 世界
的統一教会を指す環境的代表です。相対的代

これが天の原料です。その日をつかむために

表なのです。分かりますか？ 旗は、自分個

は、高い原料一つが必要なのです。皆さんが

人の代表でもありますが、夫婦も代表するの

そのような原料になれというのです。それで、

です。我々の家庭も代表しましたが、我々の

各家庭に入っていって定着するのです。

氏族も代表し、我々の国も代表するのです。
統一教会全体、超人類を代表したのです。
その旗を絶対的に立てなければならないので

イスラエルの国で羊を捕まえて、その血を塗

す。旗を立てるようになれば、イスラエル民

ることによって災いを皆越えたでしょう？

族がエジプトから出てくるようになるとき、

それと同様に、その家に先生の写真さえあれ

長子圏が全部虐殺されたのを、羊の血を塗る

ば、サタンが侵犯できないのです。先祖たち

ことによって死を免れ、犠牲になることがで

が明け方にやってきて挨拶してですね、その

きたのと同じようになるのです。ちょうどそ

家を霊人たちが全部引っ張って回るのです。

れと同じです。

自分の心を全部コントロールするのです。こ
うすることができる時が来たのです。（二一

モーセとイスラエル民族が、蛇に噛まれて死

三・一二一）

んでいくときに、銅の蛇を見た人たちは生き
たでしょう？ 同様に、サタン世界が滅びて

これから三つの運動をしなければなりません。

いくときにおいて、イエスを信じることで生

まず、協会願書を書いて、その次には、真の

き返りました。何のことか分かりますか？

御父母様の写真を奉って、教会の旗を立てな

今この地上でサタンが持ったすべての権限を

ければなりません。その三つを皆しなければ

奪ってくるためには、旗を立てて、真の父母

ならないのです。第一は何ですって？（協会

の写真を奉り、入籍さえすれば終わりです。

願書を書かなければなりません）。二番目

所属がもう変わるのです。

は？（お写真を奉らなければなりません）。
その次には？（旗を立てなければなりませ

それゆえ、今年に入って、特別に先生が強調

ん）。

するのが、父母様の写真を奉ることと、旗を
立てる運動です。それがもう三年目でしょ

その三つをするようになれば、何でも皆でき

う？

このような時がくることが分かるので、

るというのです。旗は統一教会を代表するも

このようなことを始めるのです。

ので、その次に先生のお写真は何ですか？
真の父母です。その次に協会願書は何です

それゆえ、協会願書をもらえというのです。

か？ 入籍です。入籍できる国が生まれるの

そして、協会願書をもらうときには、「お願

です。そこから出発が繰り広げられるのです。

いします！」と挨拶をしなければなりません。
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分かりますか？ 何の話か分かりますか？

皆認めるべきでしょう、既成教会の牧師だと

（はい）。サタンがアダムに屈服しなければ

しても。行って聞いてみなさい。愛国者です。

救われません。その次には、父母様に侍るの

また、私がなした功績には、天下が皆頭を下

です。今まで真の父母に侍れなかったではな

げるのです。ですから、「あの写真をかけた

いですか。真の父母に侍らなければならない

以上、あの方の前において、夫婦どうしけん

のです。自分の父母の写真よりも、先祖たち

かもむやみにできない！ 文総裁の教えが何

の写真よりも真の父母の写真をいちばん良い

か？」と考えるのです。

所に奉らなければならないのです。自分のお
じいさん、お母さんの写真を貴く思うことは

息子娘の前でも、教育をしなさい。「おい、

いいです。

おい、あの文先生の前ではだめだ！」そう言
うのです。自分の父母の写真以上に奉ること

しかし、自分の父母の写真をまず置いて、そ

によって、先祖たちが来て先祖として侍るの

の横に真の父母を奉ってはいけないのです。

です。分かりますか？ 先祖たちが来て、そ

先祖です、先祖。先祖を設定するのです。そ

の家に侍ることができる祭壇になるのです。

うではないですか？

そうすることによって、

そうすることによって、天上世界の福を受け

平面家族基盤からの伝統的基盤を中心として、

ることができる道があるために、明け方三時

機械が回りうるのです。そこはサタンと関係

になれば、自分たちは寝ますが、一家の周辺

ないのです。原理がそうじゃないですか？

のサタン悪魔をすべて追い出すのです。

この宗族的メシアは、誰は行って、誰は行か

また、旗を立てろと言ったでしょう？ 写真

ないと言えません。しなければ、自分の一族

をつけて、旗を立てれば、皆終わったのでは

が引っかかるのです。この地上で後孫たちが

ないか？ 部屋の中に先生の写真をつけて、

これをしなかった人は、あの世に行くように

統一教会の旗を立てればそれは天国の一族で

なれば、先祖たちが堕落したアダム・エバを

すか、サタン世界の一族ですか？（天国の一

呪うことの何百倍も呪うだろうというのです。

族です）。天国の一族になるのです。天国の

それは、先生が責任を持ちません。讒訴する

一族にしてあげるのです。

それを、するなと言えないのです。しなかっ
たから讒訴されなければならないでしょう。

今回、旗を立てることについて呪ったら、雷

人間に与えられた五パーセントの責 C 分担が

に打たれた人が多かったでしょう？ 本当に

あるでしょう？ その責任分担ができなけれ

不思議でしょう。先生を指差すﾆ手が病気に

ば完成がないのです。（二二〇・九〇）

なって、このように持ち上げて、夜を祈って
悔い改めてこそ治るという、そんなことが起

サタン世界でも父母の写真をかけるでしょ

こるじゃないですか？

う？ 終わりの日が来たから、天の父母を奉
って教育の材料として使うのです。文総裁が

なぜそんなことが起こるのか？ 天運が訪ね

有名です。国のための愛国者だという言葉は

てくるのに、個人の運勢で妨げられません。
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宿命的な道です、これが。運命的な道は東西

です。皆さん、未来では地上天国は関係あり

南北を交換して対することができますが、宿

ません。それは、絶対的なのです。言葉がそ

命の道は、上下は上下で、左右は左右です。

うじゃないですか、言葉が？ アダム・エバ

交換することはできません。

が家庭から出発したのであって、氏族から出
発しましたか？

それで、写真をつけろという言葉は、大韓民
国に時が来たためです。今までの堕落した世

家庭に帰って勝敗を決めなければなりません。

界は、偽りの父母で因縁づけられたので、真

根がそこでまかれたので、そこで根を抜いて

の父母を中心として侍れば横的に接ぎ木され

しまわなければなりません。根を抜いてしま

やすいのです。お分かりですか？ 家庭でで

って、新しい根を植えなければならないでし

きるのです。

ょう。新しい種を植えるのに、昔のものを切
ってしまったそこを掘って植えれば、昔の根

そうしなければ、国を経て、世界を経て帰っ

が腐って肥やしになります。肥やしになるの

てきて、こちら側に帰ってきて、接ぎ木しな

です。六千年育ったものが、いっぺんに瞬く

ければなりません。それで、私が愛の心を、

間に育つことができる時になったために、世

万民の求道の心を持ったために、その立場で

界がいっぺんに回る時が来るのです。

接ぎ木することができる環境を作ってあげる
ので、どれほど幸福でしょう！ 言うことを

それで、父母権設定ができていますか？ 今

聞かなければ、悪口を言ってでもつけさせな

できていないでしょう？ 皆さんの家庭にで

ければならないのです。そうすることによっ

きていないでしょう？ どうですか？ 各自

て、天の一族になりうるのです。

責任を持つべきです。十字架を背負う恨があ
ったとしても、死ぬ恨があったとしても、そ

モーセの杖を眺めた人は、皆行きました。お

のことを判決せずにはあの世に行って、天国

分かりですか？

に入れません。この世に来て、また再びその

統一教会の旗を眺めてみて、

行く度に敬礼して、来る度に敬礼して、写真

ことをしなければいけません。このように眺

を見て行く度に敬礼して、来る度に敬礼すれ

めて行って、帰ってくる道はありません。祝

ば、生きるというのです。（二一九・九〇）

福家庭がどうして帰ってきますか？

九、真の父母に関係した指示のみ言

祝福を受けた家庭が、地上に帰ってきて、救

一）一九九一年七月一日のみ言

いの摂理ができますか？ もっと悲惨だとい
うのです。祝福を受けなかったら帰ってくる

・ 父母権設定のための宗族的メシアの使命

道でもあるのであって、祝福を受けたら帰っ
てくる道がありません。自分の責任を果たせ

これが何かと言えば、父母様の権限を皆さん

なかったのに、どうして帰ってきますか？

の家庭に分けてあげるのです。分かります

国家が解放されて、全体が恵沢を受けうると

か？ それを嫌がる人は、天国に行けないの

きまで待つとか、世界が解放されて、全体が
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恵沢を受けるときまで待つとかしなければな

なのです。包囲という言葉があるじゃないで

りません。勝手に帰ってくることができませ

すか。侍衛と世界国家…。真の父母侍衛、真

ん。責任を果たしてこそ、自分の先祖たちも

の父母に侍らなければならないのです。です

帰ってくるのです。祝福家庭が帰ってくるよ

から、写真が必要なのです。ですから、旗が

うになっていますか？ 答えてみなさい。完

必要なのです。家庭でいくら忙しくても…。

成をしては帰ってくることができますが、完
この頃、あの「ソウルの土鍋（テレビドラマ

成できなければ帰ってこられません。

の題目）」で、息子が死んだ父の写真をかけ
ておいて、頼みの話をするのを見て「おい、

・ 王権復帰と天上地上天国還元

あれ…。統一教会の教徒たちがすることをし
天上地上天国還元！ 王権が復帰されてこそ

ているな」そんな思いがしたのです。父が何、

地上天国、天上天国がどのようになります

どうのこうの言いますが、それが本当に素晴

か？ 還元されます。還元されるのです。そ

らしかったのです。写真を見てですよ。それ

うでなければ、還元できません。根本に帰っ

は祈祷です。「真の御父母様、こんなことが

てこなければ、主人になれません。還元でき

ありえますか？

なければ主人になれません。主人になれない

これをサタン世界がそうしているので、無念

のに、どのように神様が天上天下に王権を…。

で悔しいのです」と言えば、「おお、そう

こんな事情が皆こうなので、

か！ そうか！」そう言うようになっている
王権復帰できなければ、主人になることがで

のです。分かりますか？ 侍らなければなら

きません。その言葉がその言葉なのです。王

ないのです。

権復帰！ 天上、地上天国還元！ 帰らなけ
ればならないのです。そこから法が生まれる

写真から侍らなければならないのではないで

ようになるとき、地獄世界、邪悪なサタン世

すか？ 愛するなら写真を持って歩くでしょ

界の処理方法が生まれるのです。統一教会に

う？ それによく侍る人が実体を迎えるので

対する法が生まれます。

す。そうすれば福が来るのです。福が来るの
です。先生の福がどれほど大きいか分かりま

家庭を還元するというのではありません。王

すか？ 私が福を受けた王のような人なので

権を天上世界に還元するのが、我々の使命で

す。私によく侍れば、福を無限に受けること

す。これが終わる前には、あの世に行って永

ができるのです。

遠の世界の幸福の基礎を築くことができない
私の言葉に食い違うと、くず中のくずになり

のです。

ます。天下に今、そのようになっているので
す。天の霊界に行ってみなさい。地上にもそ

・ 真の父母侍衛と世界国家

うです。地上にも今、皆現れていません。霊
今父母様に侍らなければなりません。侍衛、

界が今、全部合徳（一体）になることができ

侍ること、囲いを張って侍るというそのこと

るということです。分かりますか？
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今、父母様に侍らなければなりません。ここ

けるのだと、今日お祝いの日に、どうか文先

に写真を、あそこに親戚たちの家に…。皆さ

生の写真を奉って、統一教会の旗を立てなけ

んがこれをしないようになるといけません。

ればならないと通告するので、皆さんしなけ

おじいさん、おばあさん、お父さん、お母さ

ればなりませんか、しなくていいですか？

ん、どの家もみんな写真を、息子の家、娘の

私が解放させて助けてあげるべきであって、

家に持っていってつければいいのです。違い

そうでなければ皆さんのおじいさん、おばあ

ますか？ 誰が何と言いますか？「この野

さんが死にます！」と言うのです。その運動

郎！ 私が好きでつけるのに、婿の奴がどう

をしなければなりません。

のこうの言うのか？ 孫の奴が何だかんだ言
うのか？ どけ！ おまえの家に福を受ける

写真をつけた人たちは、我々の人たちになる

ようにするためのものであって、滅びろとい

のです。そうですか、違いますか？ 何か分

うのではない。この方が今まで七〇の生涯を

からなくてもいいです。原理を理原と言って

そのように迫害を受けて、四方から射る矢を

もいいです。東を西と言ってもいいです。方

受けたが、生き残ったぞ。何百回死んでも残

向が分かって何をしますか？ 愛が分かれば

りうる環境で生きてきたんだ。神様が守って

いいでしょう。息子娘を産めばいいじゃない

くださって運があって、福があるために、生

ですか。嫁たちが東西南北をもっとよく分か

き残ったのだ。その方の写真をかければ、そ

って、八卦を解いて指図をしたとしても、息

の懐に抱かれたようになって、その影に避難

子を産めなければ滅びるのです。分かります

所のようにいることができる環境になるのに、

か？

何を言うんだ！ 福を受けるのが当然なの
に」と一言言えば終わるのではないですか？

真の父母の侍衛と何ですか？ 世界国家。ど
の国が国家の命令を通じて、「我々統一教会

おじいさん、おばあさんを遣わせて、父方の

の文先生を我が国に善なる代表者として迎え

おばさんの家、母方のおばさんの家にできる

る！」と言い、「我々国民は、この写真を大

じゃないですか？ おじいさん、おばあさん

統領とともにかけよう！ アーメン！」と言

がいなかったら、五代前のおじいさんの下の

えば、福を受けるのです。国がいっぺんに復

五代の孫を全部集めておいて、一大演説をし

帰されるのです。分かりますか？ 国が復帰

なさい。「きのう、夢の中でおじいさんが現

されて入ってくるのです。一族が復帰されて

れて、このように教えてくれました！」と言

入ってくるのです。

うのです。そうかといって、嘘は言わないで
ください。そのように祈れば教えてくれるの

「選挙のとき、当選しようとするなら、文総

です。おじいさんが現れて「おい、このよう

裁が生きている限り、行ってサインをもらっ

にしろ！」と教えてくれるのです。「五代前

てこなければなりません！」と言うようにな

のおじいさんが、このような顔で、このよう

るのです。「写真をもう何十年も前からかけ

な表情でした。私は、会えなかったおじいさ

ているのに、どうしてその写真の見る前で私が

んがこのようにしてこそ、我々一家が福を受

嘘を言いますか！」と言えば、野党、与党、そ
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違

自分がそこに和動することができるかという

自然屈服が皆できるのです。分か

のです。そこから真の愛の創造理想と神権時

りますか、分かりませんか？（分かります）。

代が来るのです。だまそうとしてもだませま

こに統一党が生まれるのではないですか？
いますか？

せん。子供たちが「お母さん、お父さん、な
いつもこのような話はしてあげないのです。

ぜ嘘を言うの？」と言うのです。子供たちが、

訪ねてきて祭祀をしても、してあげないので

お母さん、お父さんをコーチします。神権時

す。してあげるだけでも過分なのに…。これ

代が入ってくるのに、そうするしかないでは

は皆必要な言葉なのです。

ないですか。

今、何ですか？ 真の愛の創造理想と神権時
代！ 皆さんの家庭に父母様を迎え、天国の

・ 真の愛創造理想と神権時代

国賓を迎えて、忠誠を尽くし、我々の家庭が
父母様に侍ってそうすれば、真の愛の創造理

国の代表的な家庭であり、我々氏族が国の代

想時代が来るというのです。自分も知らずに

表的な氏族になり、民族が国家の代表民族にな

愛が恋しくなるのです。父母が恋しくなるの

り、国家が世界の代表になろうというのです。

です。先祖が恋しくなるのです。昔の師たち
が恋しくなるのです。分かりますか？ その

そのような道を行く人は、天の一族に到達す

ようなことが起こるのです。真の愛の創造理

ることができます。天国の一族になるのです。

想と神権時代が来るというのです。

その権限の中に属そうというのです。天権時
代が来れば、そのような人たちを保護するの

今日言ったとおりにするようになれば、自分

です。これを滅ぼそうとすれば、天が保護し

も知らないで昔の愛の因縁についていって、

てくれて、防御してくれるのです。（二一

一〇年前、一生の前に帰り、今現世に生きて

八・五一）

いるこの時代に展示品として横的に展開され
てくるのです。
二）一九九一年一〇月二〇日の指示のみ言
そうして、年老いた人たちが鼻歌を歌うこと
ができ、子供の踊りを踊ることができる時代

・ 真の父母圏主体

になるのです。何の話か分かりますか？ お
ばあさん、おじいさんが、小学校の生徒たち

皆さんは全部その氏族において主体的父母で

の歌を歌えるのです。そうしながら、同化す

す。真の父母圏において、氏族的主体の父母

るのです。そのように同化しうることを通じ

になるのです。分かりますか？（はい）。

て、幼かったときから一生を通じて心情的に

三代前のおじいさんが、皆さんをおじいさん

和合して暮らすことができ、幼い経験をもた

として侍るようになります。孫がおじいさん

らしてこそ…。天上世界に行けば、子供の時

になるということは、天地開闢です。山を越

代がないと思いましたか？

えるようになるとき、誰が先頭に立つかとい
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うと、反対された統一教会が先頭に立って越

うらやむことなく、必要なものがない、その

えていくのです。

ような環境において、先生が四〇代にアメリ
カのすべての君主を治めて率いるべき歴史ｾ

越えていくとき、だれがまず越えますか？

ったのに、四〇代に出発をする結婚式をした

孫が先に越えるでしょう。お母さん、お父さ

のです。帰ってきて死なずに蕩減しなければ

んはついていかなければなりません。三代が

いけないのです。

その道をついていかなくてはいけません。自
分一人勝手に行くと言うようになれば、遭難

その一四年間、イエスが宗族的メシア活動を

して全部木っ端微塵になるのです。ただこの

していた一四年間、長成期完成級でしょう？

道だけが生きる道であるために、ついてこな

長成期完成であるために、七数、七数、一四

ければならないのです。

年である一九六〇年に帰ってきて、お母様を
迎えたのです。それで、この七年路程が残っ
たのです、七年路程。

それゆえ、父母圏主体です。我々の故郷にお
ける新しい先祖として、全体的勝利の真の父

それで、これを中心として、初めて一九六〇

母の伝統を受け継いで、それを再び氏族の前

年から一九六八年まで、ここに父母の日、子

に植え付けるのです。分かりますか？（は

女の日、神の日まで結成して、初めて世界的

い）。それが皆さんの責任です。それゆえ、皆

な途上に現れるのです。そのとき、皆さんを

さんが夜も昼も涙を流さなければいけません。

全部追い出したでしょう。三年路程に行った
でしょう？（はい）。先生とともに行ったの

先生がそうです。先生は、すべての友になる

です。その基盤の上にアメリカに飛んでいっ

ことができます。ですが、どれほど寂しいか、

たのです。世界的出発をするのです。今、全

皆さんは分からないのです。友達がいません。

部数理的な路程を経てきたのです。

見なさい。北で監獄に行くとき、六千年の歴

歴史はそのようにして明けてきたのです。先

史の精魂込めた基盤が、一日にして皆崩れて

生が門を開いてあげたその道について、歴史

いきました。新婦の道理を果たすべきキリス

の黎明が過ぎ、朝が訪ねてきたという驚くべ

ト教が裏切りました。新婦を捜してきたその

き事実を知るべきです。今は、統一教会に春

新郎が、一人しかいない新婦に裏切られたの

の時代が来たのです。分かりますか？（は

で、行く所がどこにありますか？

い）。春の時代がきたので新しく…。
これが天の一族のみ旨ではありません。万族

その新婦に天が備えてくれたすべて、全部が

のみ旨であるために、二万四千名以上の家族

世界の財産であり、そこに民主世界がつなが

を、全世界の宗族的メシアとして送ったため

っており、キリスト教世界がつながっていた

に、これを掃討しうるサタンの力がないので

のです。そのときが統一天下になる第二次大

す。これがいつも主体思想として残りうるも

戦直後でした。

のです。
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今まで、国際高速道路理想とか、地上天国理

の一門の前に、この柱を打ち込んで、求道の

想とか、大学連盟理想、また、世界の学者界

王の場を築けというのが宗族的メシアの使命

を結んでＰＷＰＡ（世界平和教授協議会）の

だということを知るべきです。分かります

百個以上の世界組織を持つなど、世界のどこ

か？（はい）。

の誰も持てない版図をつくって、王権、王者、
全部頂上たちを中心として、言論界から学界、

天地の歴史があれば、これ以上の福がないの

政治世界、また、実業界、文学界の最高の頂上

です。皆さんは長子権の主体にならなければ

を集めて、このような準備をしてきたのです。

なりません。皆さんは、値打ちのない立場に
立ちましたが、内容は貴いということを知っ

それが言葉だけではありません。事実の背景

て、厳かにして腰を伸ばさずに、先生が頭を

にどれほど血のにじむ曲折の事情が秘められ

下げて三年間興南で監獄生活をしようと背が

ているか、皆さんは知りません。夢にも分か

曲がりましたが、皆さんはそれ以上頭を下げ

らないのです。お母様はそれを知っています。

て、顔を上げられない負債を追った者の恥を

その言葉を言おうとすれば、喉が詰まるのです。

忘れず、民族と国家が、南北が統一されるそ
の日を見通し、アジアの統一を誓い、民族を

先生がどれほど身悶えしたかということを、

指導することができる旗を掲げて、東西四方

お母様は知っています。お母様自身は眠りま

で喊声をとともに、世界の戦いに出ていくべ

すが、先生は夜を明かして勉強するのを見る

き使命が残っているということを知るべきで

ときに、お母様がただ立って泣くのを私が何

す。分かりますか？（はい！）

度か見ました。不足なこの女性は眠っていた
として恥ずかしがるのを見ました。このよう

その訓練過程が宗族的メシアとつながるので

な暮らしを私が知っているのです。そのよう

す。これが最初の段階です。今から蘇生・長

な事情が身にしみるようになるとき、先生に

成・完成段階が残っています。三段階がまだ

対する話は、喉が詰まるということを知るべ

残っています。アジア的宗族的メシア、世界

きです。分かりますか？（はい）。

的宗族的メシア、これがいっぺんになされて
くるのです。

神様の前に祈るようになれば、神様が祈る人
の喉を詰まらせて、泣かせて慟哭させるとい

これをつなげる責任を、先生が死ぬ前にしな

うことも、そのような事情があるためです。

ければなりません。そうしなければ、万国の

ですから、私は寂しくありません。神様が私

統治権体制を作ることができません。それを

を知ってくださり、妻が知ってくれて、息子

誰がしますか？ 協会長がするか、洪性杓

娘が知ってくれるうる環境になっているため

が？ 朴普煕がするか？ 誰も知りません。

に、統一教会は滅びえない版図ができている
のです。

先生が霊界にいつ行くか分かりますか？ 時

その伝統的勝利の特権を任せて、全権時代と

日がどれほど切迫しているかということを知

して皆さんの国に、皆さんの故郷に、皆さん

るべきなのです。先生がいる間に、この体制
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を皆備えて終えるべき厳粛な使命があるので

継承者の長子を産まなければなりません。神

す。過去・現在・未来の讒訴を逃れうる運命

様の愛を中心として、天国の真なる王子、王

が、我々の二つの肩にかかっているという事

女を産まなければなりません。それが真の生

実を知り、ひと足、ふた足、一歩、二歩、気

命でしょう。真なる血統を残さなければなり

を付けて行かなければなりません。千斤、万

ません。後世を残さなければなりません。

斤になりうる価値が、自分の足跡に残るとい
う、このような高貴な歩みを残して、褒めた

皆さんの後孫の中で、堕落の痕跡を再び残す、

たえられながら、民族が皇族圏として王の場

このようなことがあってはいけないので、こ

を築くべき責任があるということを知るべき

れを歯を食いしばって、天上と地上の天倫の

です。

大道の前に誓って立ち上がる群にならなけれ
ばならないのです。その主体性を持って再創

それでこそ、その天国の故郷に真の勝利的三

造して、我々の後孫が自分の過ぎし日の歴史

代が、初めて自分の故郷と言えるのであり、

的資料を見て、夢でも脱線することができな

アダム先祖、イエス先祖が完成するのです。

いと言いうる材料を持たなければならないで

一次アダム、二次アダム、三次アダムの恨多

しょう。分かりますか？（はい）。

き歴史的先祖たちが、「自分の故郷であ
る！」と言える、このような伝統を再び移植

大きな松の木を見ると、「私が艱難を受けた

させてこそ、解放圏が繰り広げられるという

過ぎし日の歴史時代に、私を知り、私が離れ

ことを知るべきなのです。分かりますか？

たことを見たおまえは、今日どのように思う

（はい）。（二二一・一六）

か？」と尋ねる術を知るべきです。また、過
ぎし日の庭を眺めて、自分の友を呪ったその
庭を、今は愛の友として抱き、流れる水辺で

・ 真の王権主体

全部忘れまいとしましたが、今は主人の立場
皆さん、宗族の王権を立てにいく宗族圏は、

で皆忘れ、その水辺で泳ぎもし、そこに住む

真であるために、偽りのサタン圏では永遠に

魚も釣ってやると思わなければならないので

手を出すことができないのです。神様だけが

す。それでこそ主人です。

支配することができる基盤を築くため、王の
場を築くために行くのです。今、王権と言っ

初めてエデンの園のアダムが川に入って、初

たでしょう？ 王の場を築くということがそ

めて王権の代表者として魚を釣って食べられ

のことです。

ないのを蕩減復帰するという心を持って、釣
りもして、魚を捕まえて食べたりもして、山

では、生命の王宮がどこですか？ 愛の王宮

にいるウサギやキジもそのような心を持って

がどこですか？ 血統の王宮がどこですか？

捕まえて、父母を奉養し、神様の前に祭物と

家庭ですか？ 夫婦ですか？ 夫婦の愛の基

して、生活の一つの食べ物として、生活の資

地ではないですか？ 違いますか？ 男の生

料として消耗すると言える歴史を残さなけれ

殖器、女の生殖器がそこです。皆さんが王の

ばなりません。分かりますか？（はい）。
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私が大学を出たと褒めてやり、このように信

・ 本然的我々の価値

じたら、くずにならないだろうか？

先生は、

価値観の没落時代が来たでしょう？ なぜ価

くずを作るか、金持ちを作るか？（金持ちを

値が没落したかというと、体と心が分かれる

作ります）。本当ですか？（はい）。

ことで、価値が定着する基地がなくなったた
めです。

イ）祖父母は神の代わり

皆さん、体と心が分かれて戦うでしょう？

祖父母に神様のように侍ることができる価値

戦わずに永遠に平和の起点になるべき、帰着

観、それは世の中にありますか、ありません

の礎石になるべきなのが戦いますが、どのよ

か？（ありません）。天国から神様が派遣し

うにして落ち着きますか？

て送った、過去の先祖として登場したのが

皆さんの家庭で、

夫婦どうし戦うでしょう？ 個人的価値、家

我々の祖父です。分かりますか？ 一家が全

庭的価値が皆崩れていきます。社会も戦うで

部、おじいさん、おばあさんに神様のように

しょう？ 戦いますか、戦いませんか？（戦

侍れば、あの世に行ってまず伝統がそこに立

います）。価値没落です。国家も戦うでしょ

つのです。この頃侍るその基準がないのです、

う？ 全部戦場です。民主世界と共産世界が

価値基準が。祖父の絶対的価値基準は、過去

戦います。価値没落時代に来ました。

を代表します。

本然的我々の価値、個人から家庭、氏族、民

ロ）父母は現在の王

族、国家、世界、天地から、本然的価値を設
定すべきだったのに、真の父母の堕落しない

自分の父母は、この家庭世界の全体を代表し

本然的アダム家庭の伝統を受け継ぐはずだっ

た王です。自分の父は、家庭の王であり、母

たのに、皆失ってしまったので、このような

は家庭の王妃です。ですから、世界のどこの

破壊的起源地を爆破してしまわなければなり

誰の父・母よりも貴く考えて、その命令に絶

ません。そうして、統一的起源地を探して立

対に服従しなければなりません。

ち上がってこそ、価値的世界が展開するので
す。それゆえ、皆さんの体と心が、統一され

これは私の言葉ではありません。先生が作っ

ているかということが問題になるのです。分

て言った言葉ではありません。原則的な内容

かりますか？（はい）。

がそうすべきなのではないですか？ 原理が
そうであるべきではないですか？ そうでし

本然的価値は、どこに立つべきか？ 自分か

ょう？（はい）。買って言う言葉ではありま

ら。絶対的な心と絶対的な体が、絶対統一さ

せん。原理的な内容を話すのです。先生がこ

れた絶対愛の上に立ったという自負心を持た

こにいて、サタンがケンカを仕掛けて、サタ

なければ、個人的価値の平等基準は自分から

ンを追放したのです。「サタンの王権を出せ、

離れるのです。分かりますか、分かりません

この野郎！」と言ったのです。分かります

か？（分かります！）

か？（はい）。
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父母は現在の家庭の王です。うちの家に全部

子女は未来の王権を伝授されるのです。皆さ

が集まっています。うちの家庭は小地上天国、

んが、今まで結婚しないで、これから未来の

小天上天国です、王権、真の父母圏、すべて

氏族の前において、王の血筋を引く者を育て、

を皆持っています。

大きな国の王として送るために、王の血筋を
引く者を育てているという心を持つべきです。

このように幸福でありうる平和の基地が、自

分かりますか？（はい）。

分にあったということが分かりませんでした。
これを崩すためにサタンは階級的闘争、母・父

それゆえ、産んで、教育して、育てて、出世

の闘争概念、父子間の闘争概念、兄弟闘争概念

させるのを願うでしょう？ 生まれたときに

を全部突っ込んだでしょう？

真の父母になり、真の師になり、真の主人の

こいつのものが

悪魔の哲学でした。何と言いましたか？
は現在の王、王を持っているのです。

父母

立場に立てようとするのが、人類のすべての
父母たちと国家が願う望みではないかという
のです。それは同じです。子女は未来の王で
す。（二二一・一六）

ハ）子女は未来の王
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Book 三: 真の愛

愛は最高の価値をもっています。真の愛さえ

True Love

引っ張っていけば、神様もついてくるし、世界
もついてくるし、みなついてきます。愛の場で

第一章 真の愛というものは
一

なら、すべてのものがみなついてきます。

愛は平和と幸福の源泉
真の愛とは、永遠に共にいても、ただただ
うれしい愛です。永遠に共にいても、共に住

愛は、もてばもつほどうれしく、一度もて

んでも、共に見ても、共に話しても、共に感

ばうれしくて手放したくありません。人間の

じても、共に聞いても、ただただうれしい愛

努力では生命の根源を支配することはできま

です。

せん。私の生命の動機や過程、生命の終末ま
でも動かすことができるのは、真の愛しかあ

愛は、小さいと言えば極めて小さいもので

りません。人間は愛で生まれたので、愛の道

あり、大きいと言えば極めて大きいものです。

を行き、死ぬ時も愛のために死ななければな

愛し合う者同士は、目が一度だけ瞬きをすれ

りません。

ば、天地がひっくり返るように感じ、また愛
する人が一度にっこり笑う表情をするだけで

愛の色はどのような色だと思いますか。夜

も、天地が出たり入ったりするように感じま

は黒く、昼は白く、夕方になると黄色いと思

す。鋭敏ならばとても鋭敏で、小さいならと

いますか。愛の色とはどのような色だと思い

ても小さく、大きいならとても大きく、見え

ますか。愛の中心色には平和と統一、人類の

るなら見えるし、見えないなら見えないので

平等思想を成すことのできる力があります。

す。その境界線を破ることができるものは愛

ですから愛の至聖所にむやみに入れば、火で

しかありません。ゆえに、愛する人は愛に占

焼かれて死んでしまいます。

領されているので、一言の言葉をも愛を中心
として言おうとします。

愛する相対が現れれば顔に花が咲きます。
何がそうさせるのでしょうか。愛の力のみが

愛の力は、原子爆弾の威力よりも大きく偉

そのようにすることができます。銃ではあり

大です。愛は人間に死から新しい生命を賦与

ません。脅しではありません。その愛はどの

しますが、原子爆弾は人間にただ死をもたら

ような愛でしょうか。宇宙の主人となる愛、

すだけです。原子爆弾は創造ではなく、審判

宇宙の中心となる愛、宇宙の源泉となる真の

であり破滅です。世界を一つに一致させるの

愛です。

は武力を伴った力ではなく、真の愛なのです。

愛は公式性を帯びた無形の秩序であり、平

国ごとに国境があり、文化的背景があり、

和であり、幸福のかなめです。世界人類のた

風習がありますが、これらを超えることがで

めの共同の財産であり、神様の意志と力の象

きる武器があるとすれば、それは真の愛しか

徴です。

ありません。
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一生の間、愛のために生きる人には万物も

真の愛の前にはどのような力も溶けてしま

祝福を送ることでしょう。花もその家の庭で

います。それは見るだけでも良く、通り過ぎ

咲くことを願い、一羽の鳥もその家の庭の木

るだけでもうれしいのです。人を構成する本

に巣を作って、歌を歌うことを願うでしょう。

質的な内的要素は、生命に先立って作動し、

それは万物の価値を知って、万物を心から愛

根源にならなければならない愛に違いありま

してあげるからです。

せん。

すべての生命力の中心である愛は、変わり

愛のために生きる人生は、生産的な結実の

ません。愛は理想的な要件の中心の位置を占

人生であり、愛を知らずに生きる人生は、消

め、神様と一致しているので、神様がいらっ

耗的な滅亡の人生です。神様も人間も宇宙も

しゃる限り残っています。

愛のための人生を生きることを願いますが、
それが本然の人生なのです。

真の愛とは何でしょうか。縦横を通じ九○
度の角度をもって、どこでも角度が合わなけ
ればなりません。東洋の家にも合うし、西洋

真の愛は、絶対的であり、不変であり、永
遠なものです。

の家にも合うし、五色人種、文化的背景、宗
教的背景がみな違うとしても共に行くことの

愛には発展もなく、いかなる革命もあり得
ません。愛は原型そのままが完全なもので、

できるもの、それが正に真の愛です。

不変なもので、永遠なもので、絶対的なもの
です。
宇宙は縮小し、拡張する作用をします。息
をしているのです。縮小させ拡張させる喜び
の縮小圏と拡張圏を、何が調整するのでしょ

愛は、自然な中で、最高に自然な雰囲気の
中でなされるのが、真実な愛です。

うか。政治権力ではありません。知識ではあ
りません。お金ではありません。愛がするの

人間が愛の目を開けば、自分の心と体は宇
宙の中で立体的な関係を結びたがります。そ

です。

れで秋風で落ちる落ち葉を見て自然の理を悟り、

愛の目でこの世を見れば、飛んでいく鳥を
見ても、「ああ、あの鳥はなぜ鳴くのでしょ

ほほえみ、春の山に咲く花の中で、美しさを競
いたくて一束の花を作ったりするのです。

うか。ああ、愛するものを恋しがっているの
だな」と言います。そこで詩が詠まれ、文学

世の中で一番早い作用は、愛の作用です。

作品が出てきます。私たちの人生の歴史も、

この地の果てと向こうの地の果てにいる人同

自然の中に合わせて愛の交響曲が再現されて

士が互いに愛し合えば、その地の果てを越え

います。それゆえ、愛の息遣いも、愛の手も、

て引き合うのです。愛はそのような力をもっ

愛の歌声も、愛の言葉もすべて好きなのです。

ています。
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恵みを受けた人、神様の愛を受けた人は、

ができないことを知らなければなりません。

美しく見えます。私たちが神様の愛を感じる

神様は愛を通じて、見たり、聞いたり、食べ

ことができる境地に入れば、すべてのものと

たり、触ったりしたいのです。

通じることができ、超越することができます。
根源的な愛の感情を中心とすれば、すべての

愛を通じて生きる時、人間世界には幸福が
始まります。人間自身が成そうとする完成と

ものをもつことができます。

か理想の実現は、愛の基準を離れてはあり得
私たちの人体にあるいろいろな器官も、愛

ません。ですから宇宙万物は、愛をパターン

という一つの目的を中心にして生まれました。

にして生きていくのです。創造されたすべて

目は愛を探すために、鼻は愛の香りをかぐた

の万物は、神様の根源の愛を中心として始ま

めに、耳は愛の声を聞くために生まれました。

りました。

私たちが聞く声の中で、聞いても聞いても嫌
でなく、好きな言葉は「愛する」という言葉

世の中のすべてのものは、一度与えればな

です。すべての存在がみな喜ぶことのできる

くなりますが、愛は、与えれば与えるほどよ

主題は、愛以外にはありません。その愛とは、

り多く返ってきます。それで愛を好みます。

大宇宙が歓迎できる真の愛です。

愛はいつも与えることができ、満たすことが
でき、いつも喜び楽しむことができる内容が

愛の属性は、好きなものだけ愛するという

ありますが、お金はいくらいいといってもあ

ものではありません。とても低いものをも、

げればなくなり、権力がいくらよくても、使

高いもの以上に愛することができるのが真の

えばすり減ってしまいます。しかし愛は、与

愛だ、と定義を下すのは妥当なことです。

えれば与えるほど無限に通じるようになって
います。

愛は、神様も微動だにできないようにする
権威をもっています。神様も愛には弱いので

真の愛とは何でしょうか。おじいさん、お

す。全能の神様も人間の愛の香りをかぐなら

ばあさんでも、死んだとしても永遠に、それ

ば、満面に笑みを浮かべられるのです。神様

なしでは生きることができません。それさえ

も愛の話を好まれます。

つかんでおけば永遠にうれしくて、それなし
では生きられないのが真の愛です。年寄りは

神様も愛を願い、愛が大きいので神様も愛
の中に入らなければなりません。そうしてこ

もちろん、男性も女性ももちろん、青少年も
もちろんそうです。

そ理論に合うのです。神様も希望をもって願
うのが愛なので、愛は神様より大きいのです。
この世で最も聖なるものとは何でしょうか。

おじいさんたちが愛の味をみては、「ああ、
昔食べたのは嫌だ。今日の文明の香りとは違

真の愛です。真の愛は神様から出発します。

う！ 嫌だ！ 愛の香りをほうり出して、他

神様が心から願うのは真の愛の道であり、真

の香りだったらいいのに！」と言いますか。

の愛の道を通じなくては神様の前に出ること

すべての細胞が「ああ、おいしい！」と言え
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る味は、パンでもなく御飯でもありません。

の自由です。真の愛の中ではたとえむちをもっ

それで愛は、すべてのものの核を、焦点を成

て独裁をするとしても、それが拘束ではなく、

しています。精髄のようなものが愛です。そ

さらなる深い喜びと喜悦をもたらしてくれるの

のような愛で相対すれば無事通過します。

です。愛は相手のために与えるもので、自分が
犠牲になって人を生かすものだからです。

真の愛とは、永遠に続く愛です。春にもそ
の愛、夏にもその愛、秋にもその愛、冬にも

愛とは、私の心と体が自動的に一つになる

その愛、少年時代にもその愛、壮年時代にも

その中心の柱です。個人、家庭、氏族が同じ

その愛、老年時代にもその愛、永遠な世界で

点、国家、世界、神様が同じ中心、一つの柱

ある霊界に行ってもその愛です。変わらない

に位置します。その中心は動きません。です

愛です。

から真の愛の場は永遠の定着点です。

愛の主人は誰でしょうか。男性でもなく女

「わたしは道であり、真理であり、命であ

性でもありません。正に神様です。愛を中心

る。だれでもわたしによらないでは、父のみ

として愛を通じてのみ神様と人間が一つにな

もとに行くことはできない」（ヨハネ一四・

るのです。なぜならば、神様にも人間にも愛

六）と言われたイエス様のみ言に、一つ抜け

は絶対に必要だからです。

ているものがあります。それは一番重要な愛
です。「私は道であり、真理であり、命であ

愛の調和を成せば円形運動をなします。愛

り、愛である……」と言わなければならない

で一体となり愛の実を結べば神様は降りてこ

のに、愛が抜けています。これを聖書に入れ

られ、人間は上がって中間で出会うようにな

なければなりません。このようなことを言え

ります。神様がこの円形の球心点になり、球

ば、クリスチャンたちは「おお、何と不敬

形運動がなされます。球心点は愛の調和が成

な！」と言うでしょう。しかし神様に聞いて

されるところで、生命が胎動するところであ

みると、「然り、然り」とおっしゃいます。

り、平等主義と共同主義の始発点なのです。

このように見る時、神様は愛を好まれます。

そこには愛の力があります。ですから宇宙の

愛の中でも、真の愛を好まれます。

すべての作用の力と包容する力は愛なのです。
二

愛は無限に与え、また与えること

愛は一人では絶対に感じることができませ
ん。幸福も同じです。平和というものも一国

宇宙を造った神様、法度を立てた神様はど

について言う言葉ではなく、相対国家との間

んなお方ですか。宇宙を通じて誰よりも「た

で成立する相対的関係を言います。相手と同

め」に生きる代表的な立場に立った方です。

等な相対的関係を結びながら、愛することが

その方が神様だというのです。ですからその

できてこそ、真の幸福を感じるのです。自由

方に会おうとするならば「ため」に生きなけ

もそうです。一人では本当の自由が成立しま

ればなりません。その方は知識の大王ですが、

せん。愛の中で愛と共に得られる自由が、真

知識をもってこいと言いません。能力の大王
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ですが、能力をもってこいと言いません。権

く力がもっと大きいのです。ですから滅びる

力に対する、お金に対する、物質に対する主

のではなく、栄えるのです。愛なくして栄え

人であり、大王ですが、それらをもってこい

ることはありません。

とは言いません。「ため」に生きてくれば、
みんな私のそばに来ることができるというの

愛には消耗がありません。動けば動くほど
大きくなります。力学の原則は、動けば動く

です。

ほど消耗しますが、真の愛は、動けば動くほ
人のために与え、また与えるのは、再創造

ど消耗がなく、大きくなります。

する上で、神様が創造時に御自身を消耗させ
た立場と一致します。私を投入するというこ

愛の本質は、「ため」に生きようとする時

とは、第二の私をつくるためのもので、神様

は大きくなりますが、自分のために生きよう

が創造する時、御自身を投入されたのと同じ

という時はだんだん小さくなります。

です。再創造の歴史は蕩減復帰路程であり、
蕩減は再創造の歴史を通じてするので、御自

真の愛とは何でしょうか。与えて忘れるも

身を投入するところにおいてのみ再創造が展

のです。与えて、また与え、また与えるので

開されます。ですから犠牲になるのは不可避

す。

だというのが理論的な結論です。
愛の世界は、与えて与えて与えても、無限
愛は、自分を一○○パーセント投入するこ

に続くものです。

とです。神様が天地を創造する時、愛ゆえに
すべて一○○パーセント投入したのです。で

愛という言葉は、本当に偉大です。「言葉

すから真の愛は、「ため」に生きるところか

一言で千両の借金を返す」という言葉があり

ら始まるのです。

ます。言葉一言で蕩減できるという言葉です。
億万の借金があったとしても、愛の言葉一言

投入し、投入し、また投入するところから真

で蕩減しても余ります。

の愛の論理が始まるのです。「ため」に生き
るところは滅びません。小さいところから大

無限大のこの宇宙を中心として牛耳って生

きいところに、そして大きいのがその次には

きることのできる権限は、真の愛の家しかあ

どこへ行くのかといえば、中に回るのです。

りません。愛のために生きるところから、そ

愛とは、与えて満足するのではなく、与え

れが出てくるようになっています。神様がい

てももっと与えたいのに、与えられなくて恥

くら大主宰で偉大だとしても、愛の前には頭

ずかしさを感じる、そのようなものが愛です。

を下げるのです。

与えて恥ずかしさを感じる人であればあるほ
ど、本当の愛の主人です。愛は、与えれば与

愛は、神様も一人で成すことができません。

えるほど、もっと大きいものに加えられます。

愛は、必ず相対的基盤を通じて成されるので

また作用すればするほど、入る力より出てい

す。愛は、どこから始まるのでしょうか。自
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分から始まるのではく、相対から育ち上がっ

して人間が、完成された愛をもって神様の前

ていくものです。

に現れる時、神様は幸福な神様、喜びの理想
を取り戻した神様になるのです。

宇宙の根本は人間であり、人間の根本は生
命です。生命の根本は愛で、愛の根本は神様

神様の夢はただ一つ、愛の理想を実現する

です。しかし、愛は一人でいては成立しませ

ことでした。しかし愛の理想の実現は、神様

ん。必ず相対的関係を必要とします。神様が

が一人で成すことはできません。愛や幸福、

愛の根源地ならば、その愛に相対する資格を

喜び等は一つの個体を中心として成されるの

もっている存在は、人間しかいません。

ではありません。相対圏がなくては絶対に成
立できません。

愛という言葉は、一人についていう言葉で
はありません。希望という言葉も、一人につ

愛はどこから出てくるかといえば、相対か

いていう言葉ではありません。生命も、一人

ら現れます。相対が醜く憎ければ愛も後退し

独断的に出てくるものではなく、連結された

ようとし、相対がきれいで良ければ愛の作用

立場から出てきます。

もそれだけ早くなります。相対の言葉、美し
さ、におい、味等、相対の要素によって愛の

神様は、人間をどのような存在として造っ

作用が決定します。

たのでしょうか。神様の絶対、唯一の価値に
なることができる愛の相対者として造りまし

愛はどこから出てくるのでしょうか。私か

た。神様の前で宇宙を与えても替えられない

ら出てくるのではなく、相対から出てくるの

高貴な価値、愛の相対圏を備えて男を造り、

です。相対から出てくるので、私が頭を下げ

女を造りました。人は愛から生まれて愛で大

て、相対のために生きなければなりません。

きくなり、愛によって生き、愛で死にます。し

「ために生きよ」という天理がここから出て

かし、ただなくなるのではありません。主体で

くるのです。極めて高貴なものが私を訪ねて

ある神様は永遠、不変、唯一ですから、その前

きますが、それを受けるには、「ため」に生

に相対的愛の場に立つ時は永生するのです。

きるべきだという「ために生きる哲学」を成
就しなければなりません。

神様がアダム・エバを造った目的は、喜ぶ

私が生きて動くこと、私が活動することは

ためです。見て喜ぶためではなく、話して喜

無意味なことではなく、ある目的があるから

ぶためではなく、触って喜ぶためではなく、

です。その目的とは何でしょうか。愛の世界

愛を中心に喜ぶためです。したがって、喜び

を具現することです。人間は愛の具現のため

を成就するために人間を創造したのです。

に、愛を成さなければならないという目的に
よって存在するのです。人間の生の目的が真

神様は絶対的存在ですが、愛の相対になれ

の愛の具現にあるので、人間の存在価値もこ

る存在がいなければなりません。神様の相対

の真の愛によって決定されます。これがどれ

者は正に人間なのです。神様の愛の相対者と

ほど素晴らしいことでしょうか。
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人は自分の愛する相対が自分より何千倍、
いや無限大の価値的な存在として現れること

なものも愛です。一番完全に満たされるのも
愛です。

を願います。このように神様も、御自身が愛
する相対である人間が無限の価値的な存在に

生命を求めて愛を犠牲にするという人と、

なることを願われます。人間が完成すれば神

愛を求めて生命を犠牲にするという人のうち、

性を成して、天の父が完全であられるように

どちらがより中心でしょうか。どちらがより

完全で神的な価値を成すのです。

真に近いのでしょうか。愛を求めて生命を犠
牲にするのがより中心であり、真に近いので

真の愛とは何でしょうか。相対に出会って、

す。生命を求めて愛を犠牲にするのは自分中

百年、千年共にいたいし、永遠に愛したがる

心ですが、愛を求めて生命を捧げるのは、自

愛です。そこには地獄があり得ず、サタンが

分中心ではないからです。

付け込むこともできません。
私が五大洋六大州をさまよいながら切実に
神様が絶対的な愛のパートナーを求めると

叫んだのは、正に愛の道でした。愛のない砂

すれば、誰を選んで立てるでしょうか。正に

漠のような人類の前に、愛の光を照らしてあ

人間です。したがって創造主の永遠な愛と一

げようとしたのです。人間が究極的に行くべ

つになった愛のパートナーは、永生するとい

き道が愛の彼岸だとすると、人類の前に何よ

う論理が出てくるのです。愛の関係を中心と

りも重要なものは「愛の灯台」でないはずが

して永生論理をどのように立てるかという問

ありません。正にその愛の灯台のみが、人間

題は、宗教において極めて重要な話です。男

を本郷の地に導くことができるのです。

性に永生があって、女性に永生があるのでは
ありません。神様に永生があるのではありま

神様と一つになる時は、千態万象（千差万

せん。神様の愛に永生があるということを、

別）に回ります。ですから、兄弟間でも父母

はっきりと知らなければなりません。

が子女を愛するのを見習って、兄は弟を愛さ
なければなりません。そのような愛で一元化
された家庭には、家庭愛が花咲きます。これ

愛の主体がいなければ、誰もいないように
感じます。しかし愛の主体がいれば、すべて

がまた社会愛になり、さらに民族愛になりま
す。このように進めば世界愛になります。

のものが満たされます。愛が満たされてこそ
すべてのものが満たされるので、無限に与え

神様は、愛に酔って億千万代を生きられる

ることができ、真実に与えることができると

ように人間を造られました。それで、人が老

いう結論が出てきます。与え受けるのが理想

いることは怨讐ではありません。人は愛から

の実現であり、理想の繁殖です。愛の世界は

始まって、愛をもって生活し、愛の実として

距離を超越します。愛がどれほど早いのかと

収められます。死ぬことが愛の実を収めるこ

言えば、光もついていけません。一番早いの

とです。私たちが父母の愛を受け、子女の愛

が愛です。一番明るいのも愛です。一番完全

を受け、夫婦の愛をもって父母として子女を

257 * 二百五十七

천성경

天聖經
Cheon Seong Gyeong
愛し生きたので、神様の愛、内的な愛の世界

きません。誰かを中心として関係を結んでこ

に蒔いたすべてのものを、生涯を経て実を結

そ丸くなることができます。このような関係

び、これを収めてからあの世に行くのです。

圏を集約させる一つの物体、一つの存在物と
して登場する世界は、円形圏を基盤とするよ
うになっています。ここでこの円形をつくる

三

愛が介在する時、調和が成される

ことのできる物体とは何でしょうか。調和の
母体は、愛の作用だというのです。

愛は、考えでも良く、形でも良く、味でも
愛は神経のようなものです。私たちが髪の

いいのです。これが愛です。

毛一本を引っ張れば、体全体が引っ張られる
愛とは、東西が合わさるものであり、南北

のと同じように、愛さえ引っ張れば宇宙が引

が合わさるものです。その次は天地が合わさ

かれてくるし、愛さえ動かせば宇宙がみな和

るものです。ですから愛は球形を成すように

して、回るようになります。

なります。
人は酔って生きなければなりません。酔っ
口が真の愛に酔っているならば、ほほえむ

て生きる人が、幸福な人です。芸術家たちは、

その唇がどれほど恍惚だろうかと考えてみて

芸術に酔って生きます。文学をする人たちは、

ください。人間の五感が真の愛によって動く

自分が構想する本を書くとか、ある名作に酔

姿、神様に向かって動く五感の調和がどれほ

って生きます。そのような人が、幸福な人で

ど美しいかを想像してください。美しさを通

す。ですから人間の四肢五体は、立体的な神

じた喜びは、神様一人では体験できないもの

様の理想的な愛に酔って生きなければならな

です。美しさは、相対がいてこそ体験できる

いし、その方だけについて回らなければなり

もので、それが神様が人間を創造された目的

ません。

です。神様は天地を創造された以上に、美し
い内容を所有した人間の心情世界を旅行した

男性が求め、女性が求めている最も貴いも
のとは何でしょうか。愛です。愛は人も永遠

いのです。

に好み、神様も永遠に好まれます。愛とは、
神様も息をします。真の愛の呼吸をされる

全宇宙が永遠に一番好むものです。

のです。神様も宇宙の拍子に合わせるので、
真の愛を中心に宇宙が永遠に続くのです。で
すから皆さんがここまで行ってこそ、神様の

愛は見えませんが、最も貴い贈り物です。そ

呼吸圏内に入って永生するのです。

れは不変性をもっているからです。黄金は不
変の色、ダイヤモンドは不変の硬さ、真珠は

宇宙は丸い形をしています。太陽も丸い形

不変の調和の色があるので貴いのです。しか

です。すべての丸いものは何を中心とするの

し宝物には生命がありません。真の愛は、生

でしょうか。自分一人では丸くなることがで

命がある宝物なので、もっと貴いのです。
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愛とは、みな好きなことです。愛とは結局、

繁殖するすべての存在は、必ず対が連合し
て繁殖しますが、繁殖の調和を起こすその内

好きになることです。

容が愛です。自然界のすべての存在物の繁殖
平等という言葉は、愛を抜けば何でもあり

は、みなそうです。水も陰性の水があり陽性

ません。愛を中心として「ため」に尽くす時、

の水がありますが、陰性の水と陽性の水が混

真の平等が成されるのです。愛をもてば、男

ざったところには魚がよく棲みます。寒水と

性と女性が対等になることができるし、愛を

温水が和合するところには魚がたくさん棲む

もてば、息子が大統領だとしても、その息子

ようになっています。それが理想的です。和

と母は対等になれるというのです。愛をもっ

合しなければならないのです。

たすべてのものは、平等になれる内容がありま
す。私たちはこれを知らなければなりません。

北に棲む鳥が南に行って雛を産み、南に棲
んでいた鳥が北に行って雛を産みながら交流

万物の中心は人間です。人間の中心は何で

するのも、みなリズムによってそうするので

しょうか。真の愛です。神様の愛は垂直線一

す。そこで生まれたので、そこに行って雛を

本です。天地の中心を立てるためのものが男

産むのです。冷たい水にいる魚は温かい水の

性の愛の線であり、女性の愛の線ですが、女

所に行って産卵し、温かい水にいる魚は冷た

性は男性のところに行き、男性は女性のとこ

い水に接してこそ産卵するようになっていま

ろに行って、その線が回るようになるのです。

す。陰陽の一致の和合が成されなければなり

男性と女性が真の愛をもって現れる時に、神

ません。それで移動するのです。

様の前に完全なマイナスの愛が生まれるので
す。完全な真のマイナスの愛が生まれる時には、

愛は、相対的関係がなければ成立しません。

縦的な神様のプラスの愛が自動的に臨みます。

絶対的な神様だといっても、一人では愛に出

宇宙のすべての原則がそうなっています。

会う道がありません。相対者を立てずして出
会うことができないので、絶対的創造主の前

私が宇宙と授け受ける関係に置かれるには、

に絶対的相対の資格者を備えておくためのも

愛をもってこそ可能です。愛でなくては永遠

のが創造であり、創造の傑作品が正に私たち

に与え受けることができません。愛が温柔で

人間です。神様も愛を探すために相対が必要

謙遜なものだと言ったのも、抵抗なくそれを

だからです。

もっと多く、完全に運動させるためです。温
柔で謙遜で犠牲になれば、いつでも通じるよ

神様の愛に酔えば、砂の一粒を千年見つめ

うになっています。どこでも抵抗なく行くよ

ても嫌になりません。私たち自身が愛の宇宙

うになります。これは犠牲ではありません。

の中で生まれたと思えば、無限に幸福になる

抵抗なく作用するための一つの方法が「た

のです。

め」に生き、犠牲、奉仕することです。それ
ではなぜ奉仕しなければならないのかといえば、
第二の生の呼吸気管を完成させるためです。

真の愛は、無理になされるのではなく、自
動的に喜びの中でなされるのです。愛する時
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も、もらおうとだけしないで、互いに授け受

でしょうか。愛の味と蜜の味では、どちらが

ける作用になってこそ理想的な愛が成立する

もっといいですか。

のです。
愛でなくては一つにすることができません。
もし愛が誰でも描くことができ、触ること

二つを一つにするには言葉をもってはできま

ができ、形態がどうだと分かるようになって

せん。二人が一つになるためには、何がなけ

いるならば、そのような愛は一日もたたない

ればならないのでしょうか。物質をもって一

うちに嫌になるでしょう。しかし愛はあるよ

つになったならば、物質がなくなれば逃げて

うでつかめず、ないようであるのです。悪い

いくのです。第三者の紹介によって何らかの

と思えば良く、良いと思えば悪い、千態万象

事情を通じて一つになったなら、その人がい

（千差万別）の奇怪な蜃気楼のような内容を

なくなれば去ってしまうのです。二人が一つ

作動させるのが愛です。

になるためには、そして永遠に一つになるた
めには、何がなければならないのでしょうか。

宇宙統一理想を完成させる内容とは、真の

愛がなければなりません。

愛です。いくら名作だといっても、その中に
愛のみに、あらゆる色の刺激を統一するこ

真の愛の味がなければ吐き出してしまいます。

とのできる力があります。その愛が何かは分

夫婦間の真の愛においても同じです。

かりませんが、世間の人が「嫌だ」と言うお
じいさんの臭いが、おばあさんの鼻には心地
人間が愛を一番好むのも、愛が全体を統一

良いというものです。おじいさんの顔と手に

させ私のものにすることのできる主体だから

皮しかなくても、おばあさんはその顔と手が

です。人々には、愛がどれほどいいものかを

いいというのです。まさしく愛がそのように

知るすべがありません。

します。愛の風が吹いた時は、天下がすべて

愛は、父母が子供を愛するように、すれば

美しく見えます。愛のふろしきを取り込めば、

するほど喜びが膨れ上がるのです。愛は一つ

詩人でない人がなく、風流でない人がいない

になることです。もし神様の愛と一つになっ

というのです。

た人がいるとすれば、その人はどこの誰も切
私たちは一つの草を見つめても神様の立場

り離すことができません。ですから、どれほ

で見つめられなければならず、花を見つめて

ど素晴らしい愛でしょうか。

も神様の心情の代身としての立場、神様の心
花の中に入っている蜂たちは、蜜を吸おう

情と通じることのできる立場で見つめなけれ

とお尻を上にもち上げ、頭を埋めています。

ばなりません。昆虫や鳥、あるいはある動物

それをピンセットで引っ張っても離れません。

を見る時も、神様の心情と因縁が結ばれるそ

強く引っ張ってお尻が外れても離れません。

のような内的な感情を体得できなければなり

その蜜の味がどんなに良くてそうするのでし

ません。神様の愛のように生きる人が神様の

ょうか。蜜の味がそうならば、愛の味はどう

息子であり、娘です。天を主管することがで
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き、地を主管できる全天宙の主人公です。人

トロールされるのです。愛にはそんな力があ

間が子供の立場に置かれ得る本質的な内容は、

ります。

愛です。
神様と同等な立場、同位権の立場に立つに
心情で私たちの心は無限に大きくなること

は、神様の愛を所有しなければなりません。

ができますが、知識で無限に大きくなること
はできません。愛の心情は宇宙を含んでも余

愛には同参権があります。父が高ければ、

りあるので、このように偉大な本然の地を開

子供は低いところにいても、すぐに父の立場

発すれば、神様もその中に来て昼寝をしたが

に飛び上がることができます。同参権が愛に

ります。知識によって神様を包括することが

内在しているという驚くべき事実のゆえに、

できないので、そこにおいて愛の心情が偉大

私がたとえ遠くに離れていても愛によってそ

だということを知らなければなりません。

こに同参できるのです。

愛は国境を超越します。神様の愛には国境

真の愛を体得した人は、神様の本来の理想

がありません。五色人種を超越するのです。

的な世界で、神様が願うすべてのものをすぐ

黒人、白人、黄色人種と言って差別しません。

に所有できる能力と権限をもちます。そのよ

それで神様の愛は偉大なのです。愛の流れに

うな資格は地上で成されなければなりません。

おいて環境を介さず、流れていけば環境が同

神様の真の愛は、同胞を愛するとか、世界の

化され、発展するのです。そうすることので

人々を愛するとか、万物を愛することによっ

きる思想的な内容を備えてこそ、神様が好ま

て、感じることができます。

れるのです。そのため愛の道を行かなければ
神様の愛を所有した人だけが、神様が造ら

なりません。

れた天と地のすべての権勢を相続できる特権
をもつことができます。
四

愛の特権は同位権、同参権、相続権

神様と愛の因縁を結べば、必ず主管性と独
立権、その次は相続権をもち得る特権が与え

絶対的な神様の前に、私がどうしたら相対

られるのです。

的な立場で出ていくことができるのでしょう
か。努力でできますか。力を使ってできます

愛の圏内の最大の人格を構成した人は、そ

か。何をもってしてもできません。しかし愛

の世界では神様のような能力行使を可能にす

の因縁を結んでいけば、一度に同等な立場に

るのです。

行くことができます。愛の核を掌握する時に
は、神様をコントロールすることができます。

神様の愛と人間の愛は、本質的に同じです。

素晴らしい夫の妻がたとえできが良くないと

愛は一つになろうとするのです。男女が互い

しても、その妻が愛の因縁をもって妨げると、

に慕い合う理由は何でしょうか。男性と女性、

素晴らしい博士も仕方なく引っ掛かってコン

女性と男性を通じてのみ神様を所有すること
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ができるからです。愛は、互いに好きになる

るようになるのです。宇宙はそのように相続

ことです。

されていきます。

生命と愛のうち、どちらがより貴いのでし

人間において、永遠に残すべきものとは何

ょうか。人間の生命は、人間の至聖所を身代

でしょうか。第一に愛であり、その次が生命

わりすることができません。男性の生命があ

です。愛と生命を残さなければなりません。

っても、女性の生命があっても、その生命に

人間においては、存在する前から愛があるの

は至聖所が連結されていませんが、愛には至

ではなく、存在してから愛があるのです。神

聖所が連結されるので、愛が生命より貴いの

様においては生命が先で、愛が二番目です。

です。

人間においては愛が一番目で、生命が二番目
です。

誰が主人になるのでしょうか。より「た
め」に生きる人です。より「ため」に生きる

すべての元素から人間に至るまで、この宇

人が支配し、より「ため」に生きる人が主管

宙全体に対して「お前はどこの何をもった人

し、より「ため」に生きる人に相続がなされ

の所有になりたいか」と聞けば、みな同じよ

るのです。それが天理です。愛には同参権が

うに「愛をもった人の所有になりたい」と答

あります。昼でも夜でも、どこでも同参する

えます。すべての万物は愛の主人を探すとい

ことができるのです。自分の息子、娘の部屋

うのです。

に許可をもらって入りますか。自分の部屋に
許可をもらって入りますか。そうではありま

神様はすべての権勢を人間に与えようとし

せん。神様を愛するそのような愛の作用をも

ます。このようになるためには、神様と人間

ったならば、神様がどこに行っても私が同参

が愛で一つにならなければなりません。神様

できるのです。

の創造理想は一体理想です。愛を中心とした
一体理想が創造理想です。

真の愛と権勢とは、何が違うのでしょうか。

人間は実体をもった神様の体です。神様の

真の愛は、愛して忘れてしまいます。記憶し

実体をもった体なので、人間は外的な神様で

ません。善と悪の基準は何でしょうか。悪は

す。神様はそのような特権を人間に賦与しよ

与えて利益を全部もらおうとするもので、善

うとされます。

は自分のものを与えても忘れてしまうもので
す。家においても、より「ため」に生きる人

なぜ「善なることをしなさい」と言うので

が善なる側です。「ため」に生きる人は、結

しょうか。善なることをしようとすれば犠牲

局その家の主人になることを知らなければな

にならなければならないし、犠牲は自分を投

りません。十人の友達がいるとして、その中

入することです。投入すればなぜいいのでし

で一番いい友達は誰でしょうか。十人の友達

ょうか。天運の根本、原因と結果、すべての

のために尽くす友達です。そうすれば十人が、

力の主体、主流に接続できる場に入るからで

「ため」に生きるその友達を中央に置いて侍

す。それで無限な力を受けることができるか
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らです。善なる人には無限な力が供給される

それは真の人間です。神様の愛と一体となる、

ので、すべてのことに通じます。

アダム・エバだったのです。

五

男性や女性が行く道は、愛ゆえにあるので

愛で完成する

あり、愛のためにあります。私の道は愛の道
神様の創造目的は、神人愛一体の愛の理想
世界です。人間は、神様の最高最善の愛の対

です。愛を得るために、愛を守るために、愛
の環境圏を築くために行くのです。

象として造られました。ですから人間は、創
造物の中で唯一神様の実体をした対象です。

人が目的をいくら良く立てたとしても、そ

人間は、無形の神様の前に見える体として生

の目的を主管する主体的な愛の権威を立てら

まれました。完成すれば神様の聖殿になりま

れない時には、再び新しい目的を追求しなけ

す。神様が自由に、また平安に、いつでも入

ればなりません。限界点が愛より上ではあり

ってきて臨むことのできる有形の実体です。

得ません。

神様の絶対的な真の愛の理想は、人間を通じ
て父母と子の縦的関係で実現、完成されます。

アダムは神様と一つにならなければなりま
せん。これを結び付けるのは愛です。存在世

人間は何のために生きるのでしょうか。

界の平面的な代表者は人間であり、立体的な

「愛のために生きる」とすれば、どれほど素

代表者は神様です。これを永遠に結び付ける

晴らしい答えでしょうか。人間は愛の実とし

中心点が正に愛というひもです。

て生まれ、愛しながら生きて、永遠の愛であ
る神様の懐に帰るようになっているのが創造
貧しい田舎の農夫として田舎で草取りをし

本然の人生です。

て、農業をする立場にいたとしても、その農
人間は、神様の愛の核と一致する立場に立

夫に心と体に膨れ上がる愛の情熱が燃え上が

った時、心と体が一体を成すようになり、神

っているとすれば、心の五感と体の五感が完

様の愛の圏内に心と体を一体化させ、入れば、

全に合わさって、この上もない喜びを味わう

成熟した人間になります。その時、初めて堕

ことでしょう。このように神様の愛が皆さん

落する前の本然の人間として個人完成が出発

に臨むことのできる安着点をもっているなら

するのです。

ば、時計の振り子の振動のように神様の胸が
一度だぶんと揺れれば、皆さんの胸が一度だ

神様は、真の愛の王であられ、主人であら

ぶんと揺れ、それで皆さんと神様が共に回る

れます。もし真の愛の王になられ、新郎のほ

というのです。一度回り始めれば、うまく回

うが神様ならば、相対者となる妃が必要だと

ります。行けば行くほど加重された力は遠心

いうことが絶対的な原理だというのです。そ

力が作用して、家庭を愛しなさい、社会を愛

れでは神様の前に、絶対的なその方の前に、

しなさい、国家を愛しなさい、世界を愛しな

真の愛の相対になれる方が誰かと問うならば、

さいと要求するようになります。
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すべてのものを包容して許す愛は、誰から
始まると思いますか。愛は人間から出発する

いはここにあるのであって、ダイヤモンドや宝
石を所有してうれしいとは言われません。

のではありません。愛は主体であられる神様
から始まります。神様は愛で人間を創造され

神様の愛は、「ため」に生きる愛、ひたす

ました。そうして人間から愛を迎えることを

ら「ため」に生きようとする愛です。このよ

願われます。その愛をまた人間に返すことに

うな愛、真の愛があれば、回るようになって

よって愛を完成するようになります。

います。宇宙はどこから始まったのでしょう
か。回るところから始まりました。存在する

愛は絶対的です。その絶対愛の前には、絶

すべてのものは回るようになっているのが本

対知識、絶対能力、絶対権限をもった神様も、

質です。それではどのようなものが永遠に行

絶対服従します。

くのでしょうか。永遠に与えるということ、
永遠に愛を中心として、永遠に与えようとす

真の愛というものは、一から始まって三六

る愛が永遠に回るのです。与える力と受ける

○度を回りきって到達しなければなりません。

力が一つになって、よくあげようとするので

そうしてこそ真の愛です。到達する前には真

拡大する以外にありません。

の愛になれません。

人生の目的は、神様の愛を占領することで

真の愛の起源であられる神様を父母として、

す。神様の愛を占領できなければ、人間がい

人間は息子、娘の位置に立たせられました。

くら願いをかなえたとしても、それは成就し

父母は子女のための愛の最高の主人です。父

たことになりません。いくら幸福だとしても、

子の関係が従的な垂直関係であるのに比べ、

その幸福は永遠な幸福になれません。それで

夫婦関係は横的な水平関係です。したがって、

愛すれば永生を成すことができます。永遠に

父子の関係と夫婦の関係が互いに直角（九〇

よく授けよく受けられるようにする動機が、

度）をなし、ここに前後関係である兄弟の関

神様の愛です。

係が合わさることによって、愛の関係は球形
を成します。それで、愛で構成されたすべて

この世で一番聖なるものとは、真の愛です。
真の愛は神様から出発します。神様が存在す

の存在は球形です。宇宙全体が球形になって
いるのです。

るならば、それ以外の道はありません。神様
が本当に願うものは真の愛の道であり、真の

人類歴史において、真の愛を完成すれば、

愛の道を通らずしては神様の前に出ていくこ

政治、経済、文化的問題はもちろん、すべて

とはできません。神様は愛を通じて見て、聞

の紛争と 藤問題もきれいに解決できるはず

いて、食べて、触ってみたいのです。人間も

です。今日世界人類が抱えているすべての難

神様から愛の口づけを受けたならば、内部が爆

問題は、真の愛の完成によってのみ根本的な

発するような喜悦を感じるでしょう。神様の願

解決が可能なのです。
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人間が神様に会うことを望むように、神様
も真なる人間に会いたがっていらっしゃいま

要とされてこの世を造ったので、天地創造も
愛を起源としています。

す。ところで、人間のうちで、男性と女性の
どちら側かに先に会いたいといえば、互いに

心の力の源泉は愛です。ですから心が授け

不平を言うことでしょう。ゆえに、神様は、

受けて生じる爆発的な力を神様に連結しさえ

愛を掲げざるを得ません。愛のみ掲げれば男

すれば、それは何百倍、何千倍も統一できる

性と女性が共に会うことができ、共に触るこ

でしょう。そして世界万民が待ち焦がれた願

とができ、共に分け合うことができるためで

いを成就できるでしょうし、永遠に共に生き

す。世の中で、貴いものは互いに争って自分

ることができると同時に、天国も私のものに

の物にしようとしますが、愛というものは、

することができるのです。その秘訣が正に愛

二人の人がお互いに一つとなり、相手のため

です。

に所有しようとするので、争いがありません。
愛は誰もが好むだけでなく、愛のみが欲望

人間が神様と一体を成す時、その心情と感

を均等に充足させることができるので、この

情は、無限な体恤の境地と幸福感に酔うよう

原則を置いてこそ、神様の救援摂理も可能な

になります。結局、愛によって神様と人間は

のです。

一つになるのです。愛によって人間と世界が
一つになり、神様の創造目的である理想世界

真の愛を探さなければなりません。真の愛

の実現も、ここから出発するのです。

にはどこに行けば出会えるのでしょうか。真
の愛は昼夜なく不変で永遠なものです。自分
一人だけのためのものが真の愛になることは

人間が神霊的境地に入れば、小さな砂粒一

できません。真の愛が私個人だけの所有には

つにも宇宙の理が入っていて、一つの原子に

なり得ません。真の愛は万民のものであり、

も無窮無尽な宇宙の調和が宿っていることが

宇宙共有のものです。真の愛は家庭、社会、

分かります。存在するすべてのものは、ある

国家、世界、宇宙まで連結されるのです。

複合的な力を通じて現れた結果であることを
否定できません。分子を越えて原子、原子を

真の愛とは、根をどこに置いて言う言葉で

越えて素粒子に至るまで無意識的に存在する

しょうか。神様がいくら全知全能なる方でも、

のではなく、ある意識と目的をもって存在し

その根を神様に置いていません。全知全能な

ています。ですから存在するすべてのものは

る神様は、真の愛の主人公なのに、愛の根を

必ず神様の愛のみ手を経ており、必ず神様と

神様に置こうとしません。愛の対象になれる

の心情的な関係のもとに存在しています。喜

人に根を植えようと考えます。

びは、ある目的を成し遂げた時に感じます。
造った万物に神様の目的意識が内在されてい

愛はどこから始まったのでしょうか。神様
から始まりました。神様が愛の理想相対を必

るので、創造された万物によって神様は喜び
を感じるのです。
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神様の愛の圏に進んでいくためには、どれ

神様は、愛の神様です。パウロは「キリス

ほど強い愛でなければならないのでしょうか。

トの中にある神様の愛の綱を誰が切るか」と

今日、人間世界の間違った愛は、天使長級以

言いました。キリストも、神様の愛がなけれ

下の愛です。堕落したこの世の愛は、サタン

ば何でもありません。それで神様の愛を何よ

が侵入した愛です。このような愛の圏で生ま

りも好むのです。神様の愛は生命の源泉であ

れて生きながら、愛ゆえに死ぬか生きるかと

り、幸福の源泉であり、平和の源泉です。霊

大変です。この愛は、秩序もなく方向もない

的体験をしてみれば、これが分かります。

渦巻きです。渦巻きには、汚いものだけが集
まります。しかし人間が神様の愛と関係を結

神様の愛は太陽より強いのです。朝日が出

べば、その愛の方向を教えてあげなくても自

れば、すべての植物の芽は太陽に向かいます。

然についていきます。

これと同じように、神様の愛は生命の起源で
あり、私たちの本心の起源であり、理想的要

神様を中心とした新しい愛、すなわち創造
の法度による愛が決定された場で、初めて神

素の主体的起源です。そのようになっていま
す。

様の理想が出発します。
神様は、愛の実体、愛の中心存在なので、
愛をなぜ好むのでしょうか。好まざるを得
ないようになっているからです。お父さん、

アルファとオメガがありません。真正な愛は、
始めと終わりがあり得ません。

お母さんを完全に一つに結び付けるのは、愛
のロープです。鉄で作った鎖は時間が過ぎれ

心情の世界で一時間生きるのは、千年の歴

ば錆びて切れてしまいますが、愛のロープは

史に誇ることができ、一日生きるのは、万年

永遠のものです。そして父母と子の間は、法

の歴史に誇ることができるように、高貴なこ

でもお金でも結ぶことができません。ただ愛

とを体験できるようにするのが真の愛です。

によってのみ結ぶことができます。

愛は、細胞が膨張する気運まで感じることが
できます。そのような世界が、神様の愛があ

人間の完成は、知識や権力、あるいはお金

る世界です。その世界は、言葉で表現するの

によって成されるのではなく、愛によって成

が難しいですが、あたかものどかな春の日に

されるのです。その愛は俗化された愛ではな

雲に乗って飛んでいくような感じを与える恍

く、本来の愛であり、その愛によってすべて

惚な世界であり、すべての細胞が踊りを踊る

のものが完成します。

ような気分になる世界です。

天地を創造した神様は、どのような方でし
第二章 愛の実際
一

神様の愛
一) 愛は神様から始まる

ょうか。極めて善なる方であり、万物の根本
なる方であり、愛の主体です。ですから神様
は、天地万物を創造したのち、宇宙の貴いす
べてのものを人間に与えたかったのです。神
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様は、御自身が本当に信じることができ、愛

神様は愛ゆえに創造されました。愛ゆえに

することができ、任せることができる人がい

創造したので、男性と女性がお互いに愛し合

れば、一番貴いものを、そのまま譲りたいの

うのを見るのがもっといいのです。ですから

です。

神様は存在世界の前に現れる時、愛の本質と
して現れます。

神様はどのような味を一番好まれますか。
神様が臭いをかぐならばどのような臭いを一

子女として造られた人間が兄弟を成し、夫

番好まれますか。聞くならば何を聞くことを

婦となり、そして、父母の位置に進みながら

好み、感じるならば何を感じることを好まれ

育っていくのを見ながら、神様はそのすべて

ますか。神様が好まれるものは一つしかあり

の段階の愛の主人として位置を占めることが

ません。それは愛です。神様の五感を集中さ

できるのです。ゆえに、そのように神様を愛

せることができ、喜びを充満させることので

の主人にさせた人間こそが、神様より貴い存

きるものがあるならば、それは愛よりほかに

在であると見ることができます。ちょうど、

ありません。

自分自身より愛する人が何千倍も価値があり、
貴く思うのと同じです。

神様が絶対的な愛のパートナーを求めると
すれば、誰を連れてきて立てるのでしょうか。

神様は愛の骨です。それを知らなければな

それは間違いなく人間だという結論を出すこ

りません。愛を中心として、神様の愛は「骨

とができます。ですから「万物之衆 唯人最

の愛」であり、今日の人間の愛は「肉の愛」

貴（万物の中で人が最も貴いの意）」という

です。分かりますか。骨と肉が一つになって

言葉が出てきたのです。

形態を備えるのです。そのような理になって
います。

神様の愛は、父母の愛、夫婦の愛、子女の
愛を代表します。もちろんそこには兄弟の愛

愛とは何でしょうか。回ることのできる潤

も入り、これを拡大すれば国家や世界の愛も

滑作用と軌道作用をしてくれるのです。愛な

入ります。神様の愛は父母の愛であり、夫婦

くしては潤滑作用ができません。自動車も動

の愛であり、子女の愛だというのです。これ

かすためにはガソリンを入れなければなりま

が最高に素晴らしい言葉です。

せん。運動するのに潤滑作用がなければなり
ません。何でも運動しようとするには潤滑作

神様が必要とする愛は、果たしてどのよう

用をしなければなりません。ですから最高の

な愛でしょうか。絶対的愛を願われます。私

喜びの潤滑作用は愛しかありません。それは

たちも同じです。神様が絶対の愛、唯一の愛、

根が永遠の神様なので、なくなりません。作

不変の愛、永遠の愛を必要とされるように、

用すれば発展するようになっています。

私たち人間も、絶対、唯一、不変、永遠の愛
を必要とします。すべて神様に似なければな
りません。

神様の愛は変わらないところに現れます。
神様の愛は不変なので永遠です。神様の愛が
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私に現れるならば、変わらない心の土台の上

神様から愛の口づけを受けたならば、内部

に現れます。ですから一生の間、食べるのも

が爆発するような喜悦を感じるでしょう。神

その愛のために食べ、寝るのもその愛のため

様の願いはここにあるのであって、ダイヤモ

に寝、活動するのもその愛のために活動しな

ンドや宝石を所有してうれしいとは言われま

ければなりません。愛のために変わらない完

せん。

全な基準をもっている限り、神様の愛は現れ
ます。そうでなければこの宇宙の公約全部が

神様と人間はどこで連結されるのでしょう
か。生命が交流するところ、愛が交流すると

むなしいものです。

ころ、理想が交流するところです。その点と
神様は私たちの父です。夜も昼も子供が侵

は、どのような点でしょうか。親子関係です。

害を受けないかと心配し、子供に何か問題が

このように見る時、神様は愛の主体であり、

生じないかと保護してあげ、またある反対の

生命の主体であり、理想の主体なので、子女

用件が現れないかと防御してくれる父母です。

に対しては威信と体面を超越します。いくら

そのような父母の本質を求めていく道が、善

罪人のできの悪い子供でも、神様をつかめば

の道、愛の道です。人間は息子、娘として神

神様が「やい、こいつ、駄目だ！」と言われ

様の完全な愛を受けなければなりません。

るのではなく、神様が抱き締めてほお擦りし
て愛してくれるのです。このようなことを体
験すれば、骨と肉が溶けてしまうでしょう。

神様は今まで、御自身と近い側にいる人た
ちと、氏族、国家にまで愛を与えました。少

神様は千年、万年与えてもまた与えたい、

ないと言って受け取らないのではないかと、

そのような心を絶えずもっておられる方です。

加えに加えて祝福してくださいました。それ

そのような方なので私たちが神様を求めるの

も不足で、愛する息子の生命までも与えまし

であって、与えたのちに「おい、これはいく

た。神様は一人しかいない息子を殺されてか

らいくらだ」と言う商売人の神様なら、その

らも、再び愛を加えて与えようとされます。

ような神様は必要ありません。

ですからその愛が返ってくる日には、天地が

神様の愛に接すればどうなるのでしょうか。

丸ごと理想的な天国に変わることになります。

髪の毛も踊り、細胞も踊るというのです。一

愛を受ければ、もっと多くを返してあげるの

○○パーセントその愛に酔えば、手を引くの

が愛の原則です。私たちが神様に百の愛を捧

ではなく、千年、万年共に住みたくなります。

げるならば、神様は千の愛、万の愛で報いて

誰かが起こそうとすれば、「起こすな」と言

くださるでしょう。

います。このような境地になります。「神仙
の遊びに斧の柄の腐るのも気づかない（注：

神様の愛さえもてば、神様の胸の中に入っ

遊びに夢中になって月日のたつのを忘れてし

ていてもいいし、神様の鼻をつかんでもいい

まうの意）」という諺があるように、それほ

し、世界のどこに行っても境界線がありませ

ど人間が想像できない高次元の愛に酔うこと

ん。どこでも通じるようになっています。

のできる道があります。
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神様がおられるところには愛が充満します。

人間はなぜ永生するのでしょうか。なぜ誰

与えれば与えるほどもっと与えたいし、受け

でも永生を求めるのかというのです。絶対的

れば受けるほどそこに千万倍加えて与えたい

主体者であられる神様の前に、愛の対象とし

のです。ですからそこが、天国ですか、地獄

ての価値をもつことができ、絶対的な愛の神

ですか。そこでもっと与え、もっと受けるこ

様の前に永遠であらざるを得ないので、私は

とができるので、爆発的な刺激を感じるよう

永遠な愛の相対圏を求めるようになるのです。

になります。すべての細胞が張り裂けるよう

この場に立つ時には、上も下も同様に神様で

な刺激を感じるのです。神様の愛はそのよう

あり私になります。愛で一体となりさえすれ

なものです。

ば、神様を私のポケットの中に入れることも
できるのです。

愛ならどこでも埋めることができ、愛なら
どこでも及ぶことができます。愛する人が抱

私たちがこのような神様の愛の圏に通ずれ

き締めたらどうですか。手を取って「ああ、

ばどのような気分がするでしょうか。春の日

愛している」と言いますか。おそらく目の玉

に、いい香りのする園で美しい花々を見つめ、

が飛び出して鼻水、よだれが出るほど抱き締

香りという香りをすべて嗅いで酔った気分の

めてくれることを願うでしょう。そのように

ようなものです。そういう時には、私たちの

抱き締めてじっと立っていないで、ぐるぐる

すべての細胞が踊りを踊ります。

回ります。そのように愛によって一つになっ
神様の愛が縦的な愛ならば、男女間の愛は

てこそ、宇宙が回ります。

横的な愛です。男性と女性が出会うには、横
神様は人間の父であり、人間は神様の息子、

的な愛を縦的な愛に接ぎ木しなければなりま

娘です。神様の骨の中の骨、肉の中の肉、骨

せん。九○度の角度に合わせなければなりま

髄の中の骨髄を丸ごと投入して創造した人間

せん。これを合わせない愛、縦的な基準と連

なので、人間が神様を引っ張れば、引いてこ

結されない愛は、さすらいの愛として破壊さ

られざるを得ず、また神様が人間を引っ張れ

れてしまいます。ですから縦横が一致した愛

ば、引いていかれざるを得ません。

の圏内に入るには、愛を中心として全宇宙を
支配することができるのです。全宇宙と関係

人間はなぜ神様が好きで、ついていくので

を結べば、知識も権力もお金も生命も必要あり

しょうか。神様は千年、万年すべてのものを

ません。生命も、その中では永生するのです。

与え、また与えても恥ずかしがりながら「今
はこれしかできないが、もう少し待ちなさい。

神様はアダム・エバの体を好まれるのでは

何百倍、何千倍もっといいものをあげるか

なく、二人の間の愛を好まれます。神様が人

ら」と言いながら、きょう与えることで満足

間に対して願う終着点とは何でしょうか。息

するのではなく、未来にもっと多くのことを

子、娘に会って愛する場です。そして人間が

与えると約束する心をもっておられる方だか

願う終着点も神様を父として侍り、息子、娘

らです。

として愛される場です。
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神様においてアダムは自分の中の自分であ

神様は愛の母体です。ここから父母の愛が

り、未来の理想的な愛の中の愛です。それで

わき出たし、夫婦の愛がわき出たし、子女の

アダムは神様の体です。またエバは神様の夫

愛がわき出たし、親戚の愛、民族の愛がわき

人であり、体です。アダムは神様の体に相対

出ました。

する霊的相対であり、エバは肉的相対です。
ですからアダムとエバが夫婦になって愛する

愛の中でも見えない愛が、最高の愛です。

のは、誰と共に愛するのでしょうか。神様と

愛が見えるならばおもしろくないでしょう。

共に愛するのです。それで結婚は極めて神聖

愛は見えないので、最高に高くあり得るし、

なのです。

最高に広くあり得るし、深くもあり得ます。
それで「愛はロッキー山脈のようだ。愛はナ

神様に知識は必要ありません。神様は知識

イアガラの滝のようだ」という言葉は合って

を創造した方です。神様に権力は必要ありま

います。見えない愛がこのように貴いように、

せん。全知全能だというのです。神様にお金

見えないところにいらっしゃる神様も貴い方

は必要ありません。ダイヤモンドや黄金も思

です。その貴い神様を探すためには、無我の

うままに造ることができます。神様に必要な

境地に、すなわち自分というものがない境地

ものは、たった一つです。それが何かと言え

に入らなければならないという言葉が正しい

ば、愛です。神様一人で愛を受けることがで

のです。神様は私たちが見ることができるも

きますか。神様は愛を思うままにできるので

のよりもっと深い、見えない静かな世界にい

はないかと言うかもしれませんが、とんでも

らっしゃいます。

ありません。神様において一番必要なものと
男女の間で愛し合うようになれば、いろい

は、真の愛を分かつことのできる対象者だと
いうのです。人々はこれを知りませんでした。

ろなことが起こります。そうでしょう。しか
し神様を訪ねていける道を知って神様の愛の

神様は私たちに愛を与える時、限りなく与

味を本当に知れば、神様のその愛はこの世の

えようとします。神様はすべて与えても、

どのようなものとも比べられないものです。

「お前の中で生きたい」と言われます。その

そのような愛の味を知った人がいれば、どの

ようになる本質は、愛にあります。神様も愛

ような苦難も彼を占領できないし、どのよう

の中に入れば、僕の暮らしをしてもいいと言

な悲しみも彼を占領できないでしょう。その

うのです。愛は法を超越します。

ような絶対的な解放圏があるのではありませ
んか。これを探すことが問題になるのです。

神様の愛は、どのような味がするのでしょ
うか。すべてのものを総合した最高の味です。

神様は絶対的な方なので、そのような神様

好きでつかめば果てしなくつかむことができ、

に他のところで侍ることはできません。愛す

開けば果てしなく開け得る力をもっています。

る人同士は、共に行きたがるし、共にいたが

ですから愛によればいくらでも満たすことがで

るし、共に住みたがります。どのように共に

き、どこでも及ぶことができるというのです。

住みたいのでしょうか。神様に深く染み込ん
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で一つになって、共に住みたがります。それ

愛だけは万有において直短距離を通れるよ
うになっています。ですから上にあるものが

が愛の本質です。

下に降りてくる時、直短距離で降りてきます
心は狭いですか、広いですか。心の形を皆

が、その場が垂直です。

さん自身はよく知りませんが、心は無限に大
きいのです。それでは、その心がどれほどい
二) 愛の目的は、神人愛一体理想

いでしょうか。世界人類一人一人に数百億円
をあげても、またあげたいのが心です。心は
このように素晴らしいものです。ですから人

天地の中心と宇宙の根本とは何でしょうか。

間は無限の愛、無限の希望の花として咲くこ

神秘的な境地に入って神様に祈ってみると、父

とができるのです。それは、なぜそうなので

と息子、娘の関係、すなわち「親子の関係であ

しょうか。無限に神様の性稟に似たからです。

る」と言われました。知らない人たちは、肉親
の父、母、息子、娘の関係だと思っていますが、

皆さんの心はどれほど大きいでしょうか。

それは神様との根本関係を言うのです。

これは測定できないほど大きいというのです。
また小さいと言えば、とても小さいのです。

父と息子が出会うことのできる最高の場所

針の先も入れないほど小さいのが、人の心だ

とはどこでしょうか。愛が交差する中心、生

というのです。心は大きく広げれば、無限に

命が交差する中心、理想が交差するその中心

広げることができるし、狭めれば無限に狭め

で出会うのです。そのように見れば愛と生命

ることができます。そのような本質、本性を

と理想が一つの場所にあるというのです。そ

もっているのです。なぜ心がそのようになっ

の場に行けば神様も愛であり、私も愛であり、

ているのでしょうか。それは、神様が臨在で

神様も生命であり、私も生命であり、神様も

きる神様の家になっているからなのです。

理想であり、私も理想になるというのです。
それを決定できる最初の因縁と最初の統一の場

愛は一番近い距離を通ります。簡単な言葉
ですが、貴い言葉です。なぜ垂直にならなけ

所が親子関係が成される場でなければ、それは
あり得ません。これは間違いない事実です。

ればならないのでしょうか。これが問題です。
なぜ水平になって、平衡にならなければなら

本来はアダム・エバが互いに最高の喜びの

ないでしょうか。愛を中心として垂直になる

中で、最高の生命力が発揮され、最高の力が

には、愛は直短距離を通らなければなりませ

合わさり、全体の理想の力まで合わさった中

ん。愛する人を探していく時、隣近所を訪ね

で、愛の花が咲かなければなりません。そこ

るようにのろのろ行きますか。矢のように直

で花のように咲いて、その香りが全天下を覆

行しますか。夜も昼も関係なく、春夏秋冬い

っても余りあり、神様がその花を見つめ、花の

くら歴史が長いといっても、愛は一番直短距

香りを嗅ぎながら自らそこに酔うことのできる、

離を通ろうとします。

そのような愛を神様は夢見ていたのです。
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神様が創造当時、理想として願った真の愛、

観点で神様は父であり、人間は息子、娘だと

偉大な愛を中心として人間との愛の関係を結

いうのが一つの軸を成すのです。もし軸が連

び、一つになれる神人愛一体の家庭を成した

結されれば、人間と神様が愛によって一体と

ならば、今日私たちは天国だ地獄だと心配す

なった関係を、何が作用しても絶対に切り離

ることもなく、ただそのまま天国に入るよう

すことはできません。神様の本然の愛に綱を

になるのです。

結んでその愛を味わった人が、別れるでしょ
うか。蜂は春に蜜の味を味わいます。蜜を吸

真の愛を中心として、男性と女性が神様を
身代わりした立場に立てば、宇宙のすべての

っている蜂のお尻を引っ張れば、お尻が離れ
ても蜜から口を離しません。

ものに連結されます。そのようになる時、神
様のすべてのものが私のものになるのです。
真の愛が偉大な理由は、真の愛によって私自

神様から愛を受けたがる、その最高の場と

身が神様の対象になることができ、神様も私

はどのような場でしょうか。その場はまさし

自身になれるからです。聖書に「神様が私の

く息子の場であり、娘の場です。神様には天

中にいて、イエス様が私の中にいる」という

情があり、私たち人間には人情があります。

内容があります。父が息子の中に、孫がおじ

この人情と天情が互いに合わさることのでき

いさんの中に、おじいさんが孫の中にいると

る帰着点はどのようなところでしょうか。そ

いう言葉は、ここから生まれた言葉です。お

こは絶対的な神様も願い、人間も願うただ一

じいさんとおばあさんは、孫を中心として情

つの場、すなわち一つの父母を中心とした息

を結ばなければなりません。このようになっ

子、娘の立場で、互いに愛を授け受けできる

てこそ愛の垂直線が始まるのです。また孫は、

場です。

おじいさん、おばあさんと一つにならなけれ
ばなりません。おじいさんとおばあさんは神

愛の巣の中で抱かれ、愛の巣の中で生まれ

様のような立場にいるので、神様のように侍

る息子、娘には、どれほど価値がありますか。

らなければなりません。そうでなければ愛の

神様が毎日のように訪ねてきて、見物したい

軸を見つけることはできません。これを立て

し、触ってあげたいし、ささやきたい宇宙の

たのちに、横的に展開するのです。

主人がいるならば、どれほど価値があり幸福
でしょうか。そのような宇宙の主人公として

人間の完成は、神様と縦的な関係を結ぶと

生きられるようにするのが愛です。

ころから出発します。
アダムと神様が一つになって、互いに愛が
神様が絶対的な方なら、その方がなぜ人間

あふれる時、アダムは神様になることができ

を造ったのでしょうか。お金のために、知識

ます。アダムが愛によって神様と完全に一つ

のために、権力のために造ったのでもなく、

になる時に、神様はアダムの中におられます。

神様の愛を感じることができるたった一つの

聖書にも、「あなたがたは神の宮であって、

道のために人間を造られました。このような

神の御霊が自分のうちに宿っていることを知
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らないのか」（コリントⅠ三・一六）とあり

ですからこの血筋を改造しなければなりませ

ます。私たちが神様の聖殿だというのです。

ん。オリーブの木を真のオリーブの木に改造
してこそ、救援摂理の完成が成されます。

私たち人間は、神様が造った創造的な傑作
品として神様に似ています。神様が永遠であ

二

真の父母の愛
一) 原罪のない真の先祖、人類の救世主

られるので私たちも永遠な性稟をもたなけれ
ばならないので、私たちの心は年を取らない
のです。人は永生しなければならず、永生し

今日まで、歴史は何を求めてきたのでしょ

てこそ傑作品の存在的価値をもつことができ

うか。時代は何を求めてきたのでしょうか。

るのです。ですから人間は万物の霊長になる

未来は何を求めていくべきでしょうか。真の

のです。神様の愛は神様の愛だけで終わりま

父母です。ですから全体がここに帰結されず

せん。その愛は必ず人間によって横的に広が

しては、幸福の基準は歴史過程や宇宙の中で

ります。電気のプラスとマイナスがやり取り

は見つけることができません。

すれば、反応する極ができます。そのような
ものが他のところでまた展開します。このよ
うに神様の愛は横的に広がってきます。

真の父母とはどのような存在でしょうか。
真の父母は全体の希望の象徴です。堕落した

人類は世界舞台で一番になることを願う前

人類の前に、絶対的な希望の象徴なのです。

に、本然のアダムとエバの家庭で一番になる

彼は歴史的な結実体であり、時代的な中心で

ことができなければなりません。アダムとエ

あり、人類が生きている今日、この世界に連

バが神様の前に直系の王子と王女の立場を備

結され得る未来線上においての出発点です。

えれば、彼らは男性として最高であり、女性
として最高になるのです。しかし堕落するこ

人間の願いは真の父母に出会うことです。

とによって占めなければならない長子権王子、

死の道を行くとしても出会わなければならな

長子権王女の立場を失ったのです。これが人

い人が、真の父母だというのです。歴史をす

類歴史に恨として残りました。それで人類は

べて失い、時代をすべて失い、自分の後孫を

神様の真の愛を再び探そうと、初めの息子と

すべて失うようなことがあったとしても、真

初めの娘の立場を探してくる人生の道を歩ん

の父母に出会うならば歴史を取り戻すのであ

できたのです。

り、時代を取り戻すのであり、未来を取り戻
すのです。そのような方が正に真の父母だと

堕落していないアダム・エバの体は、神様

いうことを知らなければなりません。

が臨在できる家です。アダム・エバが神様を
心の中心として真の愛によって永遠に統一さ

皆さんは、神様と真の父母のために涙を流

れた愛の体、生命の体、血統の体になったな

さなければなりません。涙を流さずしては誰

らば、今日私たちの心と体は闘わなかったこ

も復帰の道を行くことはできません。神様は

とでしょう。堕落とは悪魔の愛を中心として、

今まで人間を救うために涙の道を歩んでこら

悪魔の生命体と血筋を引き継いだことです。

れました。
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メシヤがこの地に来て、代行しなければな
らない立場とは、真の父母の立場です。それ

てみてください。すべての聖人たちもこの基
台、この問題のために闘ってきました。

では真の父母とは何でしょうか。縦的な真の
父の代わりに、横的な真の愛を中心とした横

人類が願うものは何でしょうか。真の父母

的な父母です。キリスト教ではメシヤが神様

に侍ることです。六千年前にアダムとエバが

であり、神様がメシヤだと言いますが、それ

成婚して全人類が神様の後孫になるべきだっ

は違います。神様は縦的な真の父です。これ

たにもかかわらず、堕落によって人間たちは、

は一つしかありません。他の道に行くことは

サタンの後孫になってしまいました。ですか

できません。メシヤは横的な真の父母だとい

ら私たちは六千年前に失った天の側の真の父

うのです。

母を、再びこの地上に探し立て、真の父母の
愛の因縁を通じて重生しなければなりません。

真の父母がこの地に出現するまでには、そ

そうしてこそ天国の民になれるのです。

の背後に皆さんが想像もできない涙ぐましい
事情が多かったということを知らなければな

神様は、真の父母を絶対的に必要とされま

りません。皆さんが知らないところで、どれ

す。善なる神様も、真の父母なしには摂理を

ほど多くの涙を流したか知れません。その内

成し遂げることができないからです。霊界に

容は神様だけが御存じです。

行っている数億の霊人たちも、真の父母を絶
対的に必要としています。真の父母が生まれ

人類は真の父母が必要です。なぜそうなの

ない以上は、天使長界の霊人たちも、地上で

でしょうか。愛の軸に連結され得る原則的な

み旨が成就できるように役事したかいを見い

ことが、歴史始まって以来初めて起こったの

だすことができないからです。神様の前に立

です。歴史始まって以来、以前にもなかった

つためにも、真の父母が必要なのです。

し、これからもありません。これをはっきり
と知らなければなりません。軸は一つです。
二つではありません。その軸とは何かと言え

すべての歴史は、真の父母を迎えるための

ば真の愛です。今皆さんの父母が愛し合うの

ものです。宗教も真の父母を求めてきたし、

は真の愛ではありません。

世界も真の父母を求めてきたし、国家も真の
父母を求めてきました。真の父母を探す道を

神様の摂理の目的とは何かと言えば、一つ

模索してきたのです。

の焦点です。神様の理想が実現される場も正
にその場です。私たちが失った父母、失った

人間は歴史時代に真の父母を失って孤児に

真の父母に出会えるところも正にそこです。

なったので、一つになる道がありません。本

それでその期待がすべての中心です。その場、

然の父母の愛からすべてのものが連結されな

それが「真の父母だ」というのです。歴史上、

ければなりませんが、そのようにできません

多くの場がありましたが、この場が最も価値

でした。ですからすべての人が必要とする方

ある場です。それがどれほど重要なのか考え

が、真の父母です。
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今までの歴史的な願いとは何でしょうか。
真の父母に侍ることです。神様がイスラエル

そうして血統を根本的に替えずしては天の国
に行くことができません。

の国とユダヤ教を立てられたのも、メシヤを
迎えるためのものでした。メシヤはどのよう

堕落した人間が要求する救世主とは、どの

な方かと言えば、真の父母です。またキリス

ような救世主でしょうか。堕落した父母の立

ト教とキリスト教文化世界をつくったのは再

場からではなく、堕落していないアダムとエ

臨主を迎えるためでしたが、再臨主は第三ア

バのような立場で神様のみ旨と一致し、神様

ダムとして来られる真の父母です。

の愛を受け、神様の祝福を受け得る真の父母
の立場で、人類を生んでくれる救世主でなけ

すべてのものはどこに帰結するのでしょう

ればなりません。そうでなければ、人間が原

か。真の父母に出会うところに帰結します。

罪と関係のない立場に上がることができない

人類の真の父母が現れることが歴史の願いで

のです。

あり、国家の願いであり、思想の願いであり、
摂理の願いです。それで真の父母が現れる時

血統を転換するのはメシヤがするでしょう

は歴史上に一度しかない頂点を成す時であり、

が、転換するように行動するのは自分自身で

空前絶後の時なのです。

なければならないと言いました。このような
基準が成されない限り、私たちは救いの道に

真の父母とは何ですか。肉親の父母と真の

至れません。それは決してたやすく成されず、

父母と、何が違いますか。真の父母とは何で

生きるか死ぬかの境地を通過しなければなり

すか。何をするのが真の父母ですか。愛を中

ません。四十日断食祈祷だとか、血を吐く死

心として言う時、その肉親の父母と真の父母

の境地に行ってこそ血統転換が可能です。

とは何が違いますか。愛に対する概念が違い
ます。愛の概念が違うのです。肉的父母は肉
身を中心とした愛を教えてくれるのであり、

真の父母が必要なのは、何のためでしょう

霊的父母は霊的な世界を中心とした愛を教え

か。心情圏を中心としてその根を下ろさなけ

てくれるのです。内容が違うのです。

ればならないからです。今は根が違います。
堕落によって幹と枝が全部違います。ここで
新しく根が真の父母から始まって、何が出て

二) 真の愛で人類を生んでくださる

きたのでしょうか。ここで幹と枝が出てきて
接ぎ木するのです。切り取って接ぎ木するの

皆さんは真の父母と関係のない場で、天の

です。接ぎ木してそれが宇宙の大きい主流に

前から追い出された偽りの父母の血筋を受け

なるのです。サタン世界のすべてのものを切

て生まれたので、真の父母の血筋に生まれ変

ってしまわなければなりません。根っこまで

わるためには、偽りの血筋を踏みつぶし、完

切らなければならないというのです。幹と枝

全に抜き取ってしまわなければなりません。

が全部違います。
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今日、万民が願うものとは何でしょうか。

ことをもって、もう一度ひっくり返すのです。

世界国家を迎える前に真の父母を迎えようと

偽りの父母が犯してしまったことを真の父母

するのです。また未来の後孫たちは誰から出

が清算することで、地獄を撤廃し、数百、数

発したがるのでしょうか。皆さんの息子、娘

千億の霊界の先祖たちまでも祝福結婚させて

は皆さんの血筋を通じて生まれたいのではあ

あげるようなことが起こるのです。

りません。真の父母の血筋を通じて生まれた

真の愛を中心とした地上の後孫たちの家庭基

いのです。ですから真の父母は、新しい未来

盤を通して、霊界の先祖と地上の後孫が縦的

の出発点になるのです。

に一つになるだけでなく、このような家庭基
盤を基点として東洋と西洋がお互いに連結さ

真の父母は何をしなければならないでしょ

れます。

うか。サタン世界の根となる間違った血統を
正さなければならず、間違った生命をもとが

養子はどのようにしなければならないので

えさなければならず、間違った愛の道を正し

しょうか。真の息子に接ぎ木されなければな

く開かなければなりません。聖書に「死なん

りません。オリーブの木を切って、真のオリ

とする者は生き、生きんとする者は死なん」

ーブの木の芽に接ぎ木しなければなりません。

とありますが、そのような逆説的な論理がな

オリーブの木が真のオリーブの木になる運動

ぜ出てこなければならないのでしょうか。サ

をしなければなりません。重生するためには

タン世界は死ななければならないからです。

真の父母の血統を引き継がなければなりませ
ん。それで人類が願うのは真の父母であり、

真の父母は世界の人々を呼んで、父母の立

イエス様と聖霊が願うのは小羊の婚宴です。

場から結婚させてあげます。ここでは人種の
違いを越えるだけでなく、善人と悪人も共に

まず何よりも父母を心から慕わなければな

結婚させてあげるのです。

りません。私の生命の動機も父母であり、私

真の父母は悪なる愛、悪なる生命、悪なる血

の希望の一切も父母であり、私のすべての理

統はすべて否定しますが、アベルを殺したカ

想と幸福の根源も父母だという基準を中心と

インは取り除いてしまわず、同じ位置で祝福

して父母に侍らなければ、救いを受けられな

してあげます。

いのです。皆さんはそのように侍ったことが

海の潮の干満を見るとき、出ていく水と入っ

ありますか。皆さんはこれをはっきりと知ら

てくる水が合い、水平を成した時のように、

なければなりません。ですから「私は真の父

救援摂理（蕩減復帰）が終結する善悪の転換

母と永遠に一つになれる息子、娘だ」という

期で善人と悪人をすべて共に祝福してあげる

信念を、自分の存在意識を超越できるくらい

ことによって、サタンを完全に追放するよう

に堅くもたなければなりません。そうでなく

になるのです。

てはなりません。

エデンの園で結婚を誤ったことが堕落なの

肉的な父母さえいればいいのに、霊的な父

で、今や真の父母が正しく結婚させてあげる

母がなぜ必要なのでしょうか。堕落したから
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です。今まで堕落した父母が何を教えてくれ

す。唯一に必要とし、不変に必要とし、永遠

たのでしょうか。大きいものを半分以上みな

に必要とするのです。

取ってしまい、自分を中心として降りていく
ことを教えてくれました。それで、父母の愛
を中心としてサタン世界に永遠にいさせるた

子供はなぜ父母を恋しがるのでしょうか。
そこに自分の愛の家があるからです。

めの一つの決定的な線が引かれました。これ
を切る道がありません。それでは真の父母と

父母の愛をなぜ尊重視するのでしょうか。

は何でしょうか。そのような基盤で、もっと

見返りを願わず犠牲になるからです。そこで

大きいものをだんだん教えてあげるのです。

は、ある結果を願わないのです。それで満足

それで天の国、永遠の国に合うように教える

し、それで幸福だというのです。与えること

のです。永遠の国に行って拍子が合うように

で幸福だというのです。すべてのものが、も

教えるのです。呼吸に支障のないように教え

らうことによって幸福なのではありません。

るのです。

与える者が、もらう者より福があります。な
ぜ福があるのでしょうか。神様の側を身代わ

三

りできるからです。

父母の愛
一) 父母の愛は本質の愛である

子供は父母の愛の実現体であり、投入体で

父母の子供に対する愛は、ただそのまま生

す。父母の生命の延長体です。また父母の理

活的な因縁を通じるだけの愛ではなく、骨髄

想の具現体です。子供を生んで愛したことの

からわき出る愛なのです。忘れようとしても

ある人たちは分かるでしょう。それで愛する

忘れられず、切ろうとしても切ることのでき

息子に対して「これは私の愛の実体であり、

ない愛の心を父母はもっているのです。子供

生命の延長体であり、理想の具現体だ。第二

と生命の因縁が結ばれているということを感

の私だ」と言うのです。

じる時、父母には子供を愛する心が自然にわ
き出るのです。

子供は愛と生命と理想的基盤から生まれる
ので、父母はその子供を見れば見るほど愛ら

真の愛とは何でしょうか。「ため」に生き

しく、見れば見るほど生命が躍動し、見れば

る愛ですが、与えてはただ忘れるのです。こ

見るほど理想的な相対として登場するのです。

とさら与えたことを覚えていません。またい
くら注いであげても疲れません。七十歳にな

父母は変わることができますか。父母の愛

った息子に対して「おい、車に気をつけなさ

を革命することは歴史時代になかったことを

い」と言ってもぎこちなくはなく、数十年そ

知らなければなりません。いくら革命が起こ

の言葉を何回繰り返しても、嫌になったり疲

るとしても愛を革命することはできないので、

れるということはありません。堕落したこの

愛は永遠に存続しなければならないことにな

世の父母がこうならば、ましてや本質世界で

ります。そのような父母、そのような愛の主

神様の愛を授け受ける時、疲れるはずはあり

体である父母が、私を絶対に必要とするので

ません。
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父母は子供を愛するのに自分を主張せず、

夫婦の愛は、横的な因縁なので四方性を備え

自分がない立場で子供を愛するのです。父母

たものです。ですから父母が子供を捨てるこ

は権限をもって、いつも堂々とした立場で子

とはできず、子供が父母を捨てることはでき

供を愛するのではありません。父母は自分を

ないのです。

犠牲にしても子供が立派に育つことを願いま
す。父母は変わらない愛の主人です。父母と

子供において父母に対する喜びは、それこ

いう存在は、子供が千態万態に変わってどの

そ世界を代表した喜びにならなければならず、

ようなことをやっても、子供のためにという

父母において子供に対する喜びは、世界を代

心だけは変わりません。ですから変わらない

表した欲望を充足させられる喜びにならなけ

父母の愛は貴いのです。

ればなりません。親子の関係は、それこそ宇
宙の根本でないはずがありません。喜びの根

父母は愛する子供のために骨が溶けるほど

本がそこから芽生えるでしょうし、悲しみが

苦労しますが、大変だとは思いません。なぜ

始まるならこれ以上の悲しい場がないと、結

でしょうか。愛しているからです。自分の血

論づけることができます。

と肉を削って与え、その価値がいくらなのか

親子の関係は何について言うものですか。

帳簿に付けておきますか。しないでしょう。

これは血筋が連結されたものです。父という

かえって、全部を与えられなくて、もどかし

言葉の中には愛が介在しており、血筋が介在

がるのです。

しているのです。直系の子女になるためには、
愛によって一体とならなければなりません。

親子関係はどのようなものでしょうか。愛

血筋によって連結されなければなりません。

を中心としてどのような関係でしょうか。親

血は生命を構成するものです。父母の伝統を

子関係は父母の愛が原因ならばその子供は愛

受け継いだ生命をもつのです。何によってで

の実であり、結実です。このように見るので

すか。愛によってです。

す。結実と原因が掛け離れたところから出発
するのではなく、一つの場から出発したもの

私は、どこから生まれたのでしょうか。私

です。父母の愛が原因ですが、その愛の中で

は、父母の愛が最高に花咲くところから生ま

私が結実として現れたという言葉はどのよう

れたというのです。花咲くには美しく花咲き、

な意味でしょうか。父母が愛した結果として

美しく咲くだけでなく香りを漂わせ、その香

登場したのが、現在の「私」だというのです。

りは父母も好み、神様も好み、万宇宙も好む、

ですから愛と共に一体化した原因と結果の立

理想的な花として咲くことのできる、そのよ

場を対等にもって生まれたのが、親子の関係

うな中から私が生まれたというのです。

において子供だというのです。
宇宙を総合した男性、女性として生まれた
親子関係は縦的な側面を代表します。です

その父母が、愛の花を咲かせるその場に、喜

から親子関係の愛は、変わることができませ

びのその場に、一つの種として植えられたの

ん。私たち人間の歴史上でもそうでしょう。

が子女なのです。
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私は誰でしょうか。父母の愛の出発の根源
に同参した者です。これは原因と結果が一箇

夫婦だというのです。そうでしょうか、そう
ではないでしょうか。

所で出発したので、離そうとしても離すこと
ができません。原因的な父母の愛と、結果的

父母が子供を愛するのを誰も打つことがで

な私の生命の愛の根源は一つです。そのよう

きません。打てないというのです。宇宙が保

な意味から見る時、愛を中心として父子一身

護するようになっています。それを知らなけ

という言葉が可能だというのです。

ればなりません。愛する父母が愛する子女を
抱いて愛するその場は宇宙の法が攻撃できず、

愛を抜けば、一身や一体という言葉はあり
得ません。私は腹中から父母の愛を受けます。

保護するようになっているのです。今までこ
れを知りませんでした。

愛の本質によって腹中に私を懐妊したその時
から、父母の愛とすべての関心が集中するよ

子供が病気になって体が不自由になってい

うになっています。なぜそうなのでしょうか。

る時は、高く深い父母の心情は、その体の不

愛の結実だからです。それで愛によって生ま

自由な子供に流れるのが原則です。違います

れ、愛から生命の因縁を受け継ぎ、愛を受け

か。そのような不具者の心情は、谷底にあり

ながら大きくなって相対を迎えられる時にな

ます。父母の心情は、てっぺんの大きいとこ

れば、相対をめとるのです。

ろにあります。そのような父母の心情が、頂
上からその深い谷底に流れていきます。

親子の関係は、いかなるものをもってして
も壊すことができません。原子爆弾でも壊す

子供のために生きる父母の胸には、悪いも

ことができません。絶対に壊すことができな

のがありません。服がぼろであればぼろであ

いし、別れることができないし、捨てること

るほど、悲惨なら悲惨なほど、それが涙の深

ができない関係です。

い谷底を深く掘っていくのです。

父母と子女の因縁は、切ろうとしても切れ

皆さん、赤ちゃんがうんこするのを恥ずか

ません。私の愛と私の生命の主体性をもった

しがればどうなりますか。うんこをしておし

ものが子女なので、これを切れば私を否定し、

っこをしても恥ずかしがらずに、母親がうん

私の生命を否定する立場に立つので、愛の結

こを片付けるのを見て、きゃっきゃと笑って

実を否定できないのです。ですから父母は、

いるのです。それはどれほど純真でしょうか。

子女のために生命を捨てられるのです。この

それは愛によってのみ可能です。愛には醜い

ような論理を得ることができます。

ものがないのです。愛によってのみ、すべて
克服できるのです。

夫婦同士暮らしながらどんなに楽しく愛す
ると言っても、子供がいない夫婦が幸福な夫

胸の中で乳を飲ませて育てる母親の切なる

婦ですか、子供がいる夫婦が幸福な夫婦です

心、子供がうんこをし、おしっこをして臭く

か。子供がいないのは未完成品です。未完成

ても、愛によってその環境を忘れられるのが
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父母の心です。堕落した父母が子供を思う心

す。雌が卵を産めば、雄は地を掘って保護し

もそうだとすれば、ましてや愛の主体であられ

てくれます。それこそ理想的なカップルです。

る神様が、本然の心情を通じてアダム・エバを

そして卵を産めば死ぬのです。死にゆく雄、

愛したかったその心がどれほど切なるものだっ

雌のいろいろな姿を見る時、本当に大きな衝

たでしょうか。一度考えてみてください。

撃を受けます。そうやって、その親の体は赤
ちゃんたちの餌になるのです。

父母の心は与えても足らないと感じ、愛し
ても十分愛し切れないところがあるのではな

創造主がいるならば、なぜそのように造っ

いかと、もっと愛したい心、与えてからもや

たのでしょうか。それを見れば赤ちゃんがど

り切れなく気の毒に思う心、このようなもの

れほど重要か、愛がどれほど重要かというこ

があるので、永遠の愛と通じる本質に属する

とが分かります。愛が最高のものであり、赤

ことができるのです。これが愛の、出発の伝

ちゃんが最高のものだということを見せるた

統的動機です。

めの一つの表現として、鮭をつくったのだろ
うという理論は極めて当然な言葉です。鮭の

父母が離婚するのは、刀で子供を半分に切

一生は本当に驚くべき人間の教材です。

るのと同じです。それは宇宙の公法が許しま
せん。これに逆らう親は、どこに行っても禍
いを受け、不幸がついて回るのであって、幸
二) 分け与え、また分け与えても完全な愛

福になることはできません。

赤ちゃんのおなかがすけば、母親の乳が張
ってきます。乳が張って痛くなると、きしま

子女をなぜ愛するのでしょうか。なぜ愛さ

ないところがありません。おなかがすいた赤

ざるを得ないのでしょうか。それは神様の創

ちゃんを抱いて乳を飲ませる母親の気持ちは、

造の偉業を、私たちが横的な実体圏から受け

表現し難いものです。張った乳が赤ちゃんに

継いだのと同じだからです。アダムとエバを

飲まれて小さくなると、母親は心地よく、気

造っておいて神様が喜んだ、その喜びを私た

分が良くなります。それは母親でなければ分

ちも感じるのです。神様の愛を受け継いで、

かりません。また赤ちゃんがちゅうちゅう乳

神様の創造的権限を受け継ぐのです。

を吸いながら乳を触るのを見る時は、愛がど
子供をたくさん育てた父母は、何かしら愛

っとわき出るのです。

の心情が広く、大きく、深いことを知ること
鮭の一生を見れば、鮭は卵を産んでから死

ができます。子供をたくさん育てた人は、悪

にます。卵をはらんで産むために雄と雌が無

い怨讐も打つことができないということを自

条件に一つになって……。それを見ると、死

ら感じることができる人です。それほど何か

ぬ日が決まった死刑囚の立場で夫婦が愛する、

しら広い土台に立っているし、広い法度をも

それ以上に愛し合うのではないかというので

って生きているのです。
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赤ちゃんは、生まれると母親の愛の電波に

父母と子供の間の愛は、父母から来ます。

従って、自動的に乳を探していきます。醜女

私たちは生まれながらにして父母の愛を受け

でも美人でも関係なく、母親ならいいのです。

ます。父母の愛を受けて成長し、横的な夫婦

これこそ調和した無二の、聖なる姿なのです。

の愛を体験するようになり、夫婦の愛が継続
するためには、また子女を生んで愛さなけれ

人は愛によって生まれ、愛を受けながら大

ばなりません。父母は子供がいてこそ真の愛

きくなります。「私」という存在は、父母の

を感じることができます。兄弟同士の愛だけ

愛の実なのです。お母さん、お父さんの愛が

では、父母の愛がどのようなものか分かりま

どのようなものかを、実際の実で見せてくれ

せん。言い換えれば、父母から始まって一回

たのが「私」です。父母は愛の実である

り回って父母に帰ってこそ、その愛を知るよ

「私」を愛さなければなりません。その実を

うになるのです。

通じて無限の愛が実を結ぶのです。個人的愛、
家庭的愛、氏族的愛、世界的愛、宇宙的愛、

私には父母の愛の綱、理想の綱が連結され

そして本質的神様の愛まで連結され得る道が

ていますが、この綱は誰も切ることができま

ここにあるのです。

せん。かえって宇宙のすべての力がこれを擁
護しています。ですから私がどこに行っても、

私は、父母の前に二つとない愛の同参者、

父母はついてくるのです。霊界までも父母は

同伴者です。愛をもってお母さん、お父さん

いつも共にいようとします。ですから、父母

と同等になることができ、同等な場に上がっ

が同行するのを嫌うのは罪です。したがって

ていくことができるのです。それが愛の特権

私たちは、父母を自分の体のように思い、愛

です。真に愛する息子、娘に自分のすべての

し、親孝行するのが、人間にとって最高に価

ものを相続させようとします。宇宙の相続は、

値があることを知らなければなりません。

愛の伝統上で同等な愛の価値的位置を得る時、
すべてのものを心置きなく一○○パーセント

私たちが生まれたのは、父母の愛からです。

相続するようになっているのです。それで父

父母の愛から接ぎ木して出てきたのです。生

母は孝子（親孝行）を願うのです。孝子は、

命の連結を言う前に、血筋を言う前に、愛に

父母の永遠の愛の同伴者として愛の相続を受

よって血筋がつながり、生命がつながったの

けるのです。

です。「私」というものがなぜ貴いのでしょ
うか。生命をもったから貴いのではなく、父

父母の愛によって生まれた赤ちゃんはどの

母の愛に同参したから貴いのです。愛は父母

ようなことをしても憎くなく、ただただ好き

が成しましたが、愛の実は「私」です。始ま

なのは、その赤ちゃんが自分の血と肉によっ

りと結実をもって生まれたのが、正に「私」

て、また愛によって造られた分身体だからで

なので貴いのです。

す。おしっこをして、うんこを垂れ、鼻を垂
らしても、ただかわいく、愛らしいのです。
その中に愛が染み付いているからです。

真の父母は、愛の伝統を継承させようと骨
を折ります。そこには東洋人も西洋人も関係
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がありません。氏族を超越してすべての父母

男性は神様の陽性的形状であり、女性は神

たちが立てようとするものとは、普遍的な愛

様の陰性的形状です。夫婦は天下を一つのふ

の伝統です。人は誰でも、自分の家庭を完全

ろしきに包んだようなものです。それゆえに、

にむつまじく結合し、幸福で平和な生を営も

夫婦は神様の理想的な愛の心情を感じること

うとします。洋の東西を問わず、すべての人

ができます。

は、そのような人生を渇望します。このよう
な場合、その伝統は本質なのです。なぜならば、
伝統のみが未来と連結されているからです。

神様は縦的二性性相であり、人間は横的二
性性相です。その二者が合わさって完全な丸
いりんご模様を成し、四つの性相形態をもった

夫婦間の愛と親子間の愛の中で、どちらが
大きいでしょうか。西洋の人々は夫婦間の愛

東西南北に愛の理想を引きつけることのできる
母体にしよう、というのが夫婦の理想です。

が大きいと思っています。しかしそうではあ
りません。夫婦間の愛より、子供のための愛

夫婦が神様を愛し、人類を愛する心のパタ

がもっと大きいのです。夫婦同士の愛では、

ーンの上で爆発するように互いに愛し合うな

自分を愛してくれなければけんかが起こりま

らば、その家庭によって神様が酔い、宇宙が

すが、親子間では、愛さなければいけないと

酔うことができるようになるのです。その愛

いってけんかが起こります。父母の愛が中心

は、神様のための愛であり、人類のための愛

であり縦的なもので、天の法度に近い道に従

でない訳がありません。その愛の根は、どこ

っていくからです。ですから「ため」に生き

にあるのでしょうか。自分にあるのではあり

る愛がより真の愛に近いということを、私た

ません。神様が愛の根源であり、人類の愛の

ちは知ることができます。どんなに強い男性

根源なのです。

も、どんなにきつい女性も、その愛の前には
頭を下げるのです。

理想的夫婦とは、どのような夫婦でしょう
か。最高の芸術を実体に展開できる夫婦、最

父母が貴いのは子供のために与えるからで

高の文学を実体に展開できる夫婦なのです。

す。それがあとで入れ替わるのです。父母は

最高の理想、最高の文化世界に接する前に、

年が多くなれば、また子供になるのです。昔

最高の愛によって夫婦が授け受ける甘味な愛

は父母が子供の先生でしたが、年が七十、八

が世界最高の芸術作品にならなければなりま

十歳になると再び子供になるのです。その時

せん。夫婦生活自体が最高の文学作品であり、

は子供が父母を身代わりするのです。父母が

それ自体が文学の実体にならなければなりま

自分を育ててくれた代わりに、子供がその父

せん。

母を愛さなければなりません。それが天地の
道理です。

人にはいつも刺激が必要です。幸福は刺激
なしには成されません。刺激がなければなり

四

夫婦の愛
一) 夫婦の愛は全宇宙の花

ません。いつも食べる御飯も、おなかがすい
ていてこそ食べるたびに新しいように、夫婦
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間の愛も同じように、いつも新しくなければ

男性と女性の愛の完成が宇宙の完成です。

なりません。妻と夫が、互いに見れば見るほ

この愛が壊れる日には、宇宙の秩序が破壊さ

どもっと見たいし、一日中共にいたがらなけ

れ縦的な世界がみな断絶してしまいます。切

ればなりません。そのために自らに対する研

れてしまいます。

究をしなければならないし、神様に対する研
夫婦の愛を通じて一つになり、神様のよう

究をしなければなりません。

な立場で創造能力を成したのが子女です。
神様の愛が人間の三大愛を中心として、共
に花咲くことのできる家庭を成すことが世界

純粋な男性、女性として赤い愛の情熱の心

の願いであり、人類の願いであり、未来の願

をもって天地を代表することのできる男女、

いだというのです。これにより、初めて天地

そのように結ばれた夫婦を天は探しています。

の法度の前に歴史の香りを香らせることがで

そのような夫婦の愛をもって、そのような愛

きるのであり、新しい花として登場できる貴

で息子、娘を育てなければなりません。

く美しいものが夫婦の愛だということを知ら
最近、インスタント食品のような愛し方を

なければなりません。

する人々が至る所にいますが、それが問題で
す。香水のおふろに入るからといって、愛が
愛は永遠です。愛は二つではなく一つです。

深まるのではありません。田舎に住みながら、

男女の間が愛で結ばれたなら地上で百年偕老

冷水に体を浸して洗ってから寝床に就く夫婦

（注：共に年を取ること）しなければならず、

の愛が、もっと純粋で長く続き、深くなるも

死んでも永遠に共に生きていくようになって

のだといえます。

います。体は二つですが、一つになって回る
ことによって一体となるのです。二つの体が

新郎新婦はお金や権力、名誉を中心として

一つになれば神様と回るようになり、愛の四

一つになるのではなく、神様の本然の愛を中

位基台を成すようになるので、これが正に理

心として一体にならなければなりません。妻

想世界なのです。そこには偽りの愛が侵犯で

は夫のために、夫は妻を愛する中で、夫婦が

きず、ただ真の愛のみが臨在するようになる

神様を愛する家庭を築いていかなければなり

のです。

ません。

男性は真の父の分身であり、女性は真の母
心情的な愛によって結ばれた夫婦は、あふ

の分身です。ですから夫が妻を無視すれば、

れ流れるその愛情が、生活圏を通して生涯を

真の母を無視することになり、妻が夫を欺け

乗り越え、神様の目的と完全に一致したとい

ば、真の父を欺くことになります。

う家庭を成さなければなりません。そうしな
ければ神様のいらっしゃる天国に入ることが
できません。

男性が女性を主管し、女性が男性を主管で
きる力は愛です。愛以外にどのような力も男
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女間において互いに主管できません。ただ愛

人間は本性的に、自分に対する相対の愛が
分散することを願いません。夫婦間の横的な

のみが主管できるのです。

愛の関係は、親子間の縦的な愛の関係と違っ
男性と女性を力で比べれば相手になりませ

て、分散すれば既にその完全性が破壊されま

んが、愛が介在すれば、妻と夫が互いに押し

す。それは、夫婦間に絶対的な愛の一体を成

合い引き合って一つになるのです。人間が神

すようになっている創造原理のゆえです。人

様の前に愛の対象的存在になったならば、神

には自分の相対に絶対に尽くし、「ため」に

様は喜ばれるでしょうか。喜ばれるのです。

生きなければならない愛の責任性があります。

最高に好きなメロディーとは何かと言えば、

愛の強力な力によって結ばれた夫婦ならば、

男性と女性が互いに好きで喜ぶ夫婦の笑い声

相対がどのようなことをしてもうれしく、愛

なのです。そのような夫婦がこの世を抱くこ

らしく思えなければなりません。夫の体から

とができ、宇宙全体を受け入れることのでき

出る臭いが嫌だと言ったり、妻のしぐさが気

る心で生を営む時、そのほほえみは自然に発

に入らないと思ったり感じたりするのは、二

生します。そのような夫婦の美しい姿が、神

人の間に完全な愛が成されていないからです。

様の前に一束の花でなくて何でしょうか。こ

そのような夫婦は、目的のために利害関係で

れは単純な理想や抽象ではありません。本来

結ばれているからです。

の世界のことを言っているだけです。
夫婦が一緒に暮らすのに、一生の間楽に暮
愛する夫婦間の対話を見れば、この世のど

らすよりは、愛を中心として曲折を経ながら、

のような詩や絵画よりも美しいのです。また

台風も来て、暴風雨も降って、雷も落ちる、

「愛する者同士」、「二人っきり」、「私た

そのような多様性を感じながら、理想の愛を

ち二人」という言葉が、どれほど美しく素晴

追求するのがもっと幸福なことでしょう。男

らしい言葉でしょうか。

女の問題を解決するためにはお金や知識では
なく、愛が必要です。

男性と女性が祝福を受けて完全な愛を交わ
し、喜びを分かつ時、神様の目には地上に咲

人の言葉をよく聞いてみると、女性の声の

いた花のようだというのです。また彼らの愛

ほうが男性の声より高いのです。なぜそのよ

によって成されるすべての造化万象は、神様

うに高く造ったのでしょうか。力においては

には香水のようなものです。このような美し

男性よりも弱いのですが、情においては女性

い香りの中に神様は住みたくて訪ねてこられ

のほうが高いというのです。

るのです。神様の愛が訪ねてくることのでき

それでは男性はどうでしょうか。男性は広い

る土台が正に夫婦の愛の場です。その場は万

愛をもっています。自分の夫と息子、娘だけ

物と宇宙が和動する場となるのです。

を思う愛においては女性が高いですが、親戚
や国を愛する心は男性たちがもっと高いので

二) 夫婦の愛は分散すれば不完全

す。それで息子、娘を愛したり、家庭を愛す
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るのは母親に習って、世の中を愛するのは父

無学が夫婦の愛を薄くすることはできません。

親に習うようになります。

純粋な男性、女性として赤い愛と情熱の心を

どちらか一方だけでは不安ですが、これらを

もって天地を代表することのできる男性、女

つなぎ合わせることによって均衡を成すこと

性、そのように結ばれた夫婦を天は探してい

ができます。

らっしゃいます。

最初の三年間は接ぎ木しようとしても合い

愛する人たちの間になぜ、離婚問題が生じ

ません。家が違い、風習が違い、礼節が違う

るのでしょうか。離婚した人や離婚を考えて

男性と女性は、合うはずがありません。一つ

いるという人みんなが、初めは生死を共にす

になるまで、合わせていく努力をしてこそ合

るほど愛する関係だったことを考えれば、何

うようになります。

かが間違っているというのです。離婚するよ
うになった理由はいろいろあるでしょうが、

愛を通じてのみより大きいものが出てきま

結局何かが変わったということで、二人の間

す。「ため」に生きる愛からのみ数が増えて

が変わったということを意味します。彼らは

いきます。ですから、夫婦が闘う愛からは亡

愛を守り、培うことができなかったので、そ

国の種が生まれます。しかし「ため」に生き

のようになったのです。愛それ自体は変わり

る愛からは、天地のすべての精髄を取った、

ませんが、人の心が変わったのです。

神様のような知恵の王子、王女が生まれます。

夫婦はなぜ争うのでしょうか。互いに愛を

この世の夫婦関係においては、夫がお金を

受けようとするからです。互いに愛を受けよ

稼いでくる時に力が出ます。妻は夫が稼いで

うとする輩は長く立ち行きません。互いに愛

きたお金を見て力が出、夫も力の出る妻を見

を受けようとする家庭は壊れます。しかし互

て力が出るようになります。それで彼らはお

いに愛そうとする家庭は、「壊れよ」と願っ

金を稼ぐことができなければ、不安で夫婦関

ても壊れません。互いに「ため」に生きよう

係が壊れたりもします。しかし真の夫婦は、

とする愛は永遠なものです。

神様を中心として愛の一体を成さなければな
りません。

愛は愚鈍で間抜けなものです。どのような
状況も意に介しません。本当に愛するならば、

ある男性は、自分の妻がいてもきれいな女

横で誰が見ていようが関係ありません。誰か

性を見ると、「自分の妻だったらいい」と思

が見ることを意識する愛は、限界圏内の愛です。

います。このように二つの心をもった男性を

誰が見ても意識しないそのような境地にある愛

指して、「泥棒根性をもった者」と言います。

なので、どれほど愚直で愚鈍でしょうか。

二つの心から始まったのがサタンなので、二
つの心をもった男性を指して、「サタンだ」

経済問題を中心とした困難が、夫婦の因縁

と言っても間違いではありません。そのよう

にひびを入らせることはできません。有識と

な人がいれば、サタンと変わりありません。
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夫婦は対だと見ることができます。顔がそ

す。水が流れる時、曲がりくねるのと同じよ

れぞれ違うように、人の運も違います。一生

うに、一つのうねりが回るたびに新しい模様

の運命が違います。夫の運命が悪くても妻の

が現れるように、いつも相手の顔を新しく感

運命が良ければ、それによって夫の運が良く

じなければなりません。

なることができます。反対に妻の運命が悪く
ても夫の運が良ければ、それもやはり良くな

人間の美というものは、顔だけにあるので

ります。ですから夫婦の運命は、山と谷を崩

はありません。四方八方から見て感じること

して平地を造るようなものだと考えることが

ができます。美はボールのように立体的なも

できます。平地を造ってそこに夫婦の理想を

のです。上から見ても、横から見ても、どの

もって木を植え、畑を耕し、いろいろな愛の

ような方向から見ても、自分なりの完成され

計画を推進することができます。そのような

た美をもっています。ですから、自分の妻の

道理を考えてみる時、相対を外面的にだけ見

顔をむやみに評価してはいけません。美人の

て結び合わせてはいけません。結婚とはその

中には貧しい人が多いのです。しかし徳や福

ように恐ろしいものです。

を備えている女性は違います。顔がきれいな
美人も、子供を二、三人産んだだけで顔がお

夫に会えばいいかと思っていたら、悪い時

かしくなる場合があります。ですから、子供

もあるというのです。良いものだけを願って

を産んでも美を維持できる人が美しい女性だ

はいけません。二十四時間ずっと日差しだけ

と言えます。

照りつけたらどうでしょうか。夜もなければ
なりません。高ければ、低くなるのが原則で

夫と妻が互いに愛し合うのにも、神様の代
身者として、夫なら夫、妻なら妻を愛さなけ

はありませんか。

ればなりません。人間的な立場で愛すれば、
幸福な家庭は、夫が出て帰ってきたなら、
外であったすべてのことを妻と共に相談して、

互いに不足な面が現れ、結局は離婚する事態
まで起こります。

新しく開拓できる要因を発見する家庭です。
お互いに力を合わせて研究する家庭が幸福な

愛は互いに慕い合う時、価値があります。

家庭です。父母がそのようにすれば、子供た

口があれば口を開き、目があれば目を開いて

ちもそこに力を加えて、私たちもこのような

愛を下さいと言ってこそ、愛を与える人も気

家庭を築こうと同調するようになります。

分がいいのであって、ぼうっとしていたら、
愛が来ても逃げていくことを知らなければな

愛する夫婦同士、一方的に相手の顔がどう

りません。愛する人が深刻ではなく、消極的

だと決めつけてはいけません。自分の相対の

に出てくる時、どれほど気分が悪いですか。

顔が一つの模様でのみ感じられるならば、そ
れほど嫌なものはありません。相手の顔はう

夫婦がキスするために歯を磨くとすれば、

れしい気持ちで見れば、うれしい状態で現れ、

それは自然な愛ではなく、歯磨き粉の臭いの

愛の心をもって見る時は、美しく見えるので

ために、人だけがもつ固有の体臭を味わうこ
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とができません。歯を磨いてキスする人を見

夫婦が床に入ってささやく蜜語は、この世

ていれば、その人が愛の味を見るためなのか、

のすべての疲れや憎しみを解かす清涼剤にな

歯磨き粉の臭いを味わうためなのか分からな

るのです。夫婦がささやく言葉の中で「あな

いほどです。最近の世態を見れば、人間の幸

たは私を愛さなければならない」という言葉は

福がどのようなものか混同するほどに計算的

あり得ません。愛が自然なように、愛の蜜語も

で、人為的で、虚飾的な愛が蔓延しているの

柔らかく美しいものでなければなりません。

を見ることができます。そのような愛は滅亡
の道に導いている主犯だと言えます。

夫婦が愛し合うのに、夫の父が横で寝てい
ても夫の母が横で寝ていても、クライマック

味噌煮込みは、煮込み鍋で炊いてこそ本来

スになる時は率直に声を出してもいいという

の味が出ます。さっぱりして風味が良い味噌

のです。「あの家はどんなに夫婦の仲がいい

汁の味は、一度味が付けばどこに行っても忘

のか、夜にこれくらい声が出ると町内のねず

れることができないでしょう。同じように、

みたちがびっくりして、鳴いていた鶏たちも

人も風味良くさっぱりした味のような愛に、

さっと鳴きやむ」と言うほど、町中に愛のう

一度味を付ければ変わらないでしょう。甘い

わさを立てなさいというのです。「ねずみた

だけのインスタント食品はすぐに嫌になるよ

ちが驚いて、鶏が鳴きやむほどに声が出る出

うに、愛もインスタント食品のようにどこで

来事がなぜ起こるのか」と聞けば、「なぜか

でも簡単に手に入るならば、それは「真の愛

って、どうして？ 天地が振動する愛の喚声

だ」と言えないでしょう。

がわき出るからそうでしょう」と言ってもい
いのです。

エデンの園で裸になって踊るのを誰が見て

夫婦の愛の場は全宇宙の花です。歴史時代、

いたでしょうか。人がいない所ではそんなこ

総合実体として現れた新郎新婦が愛によって

ともできるのです。部屋で夫婦が裸になって

一つになる新しい部屋には、神様が来られて

踊るからといって、それが心配なことですか。

住み着かれます。ですから愛の中で成される

夫婦同士なら裸になって踊るどころか、どの

新婚夫婦の新しい部屋が、どれほど厳粛で恐

ようなことをしても、誰が何と言うでしょう

ろしい場でしょうか。神様との道をつないで

か。夫婦同士でするのに、何の関係があるで

おいて、完全な愛のマイナス的役割をしてい

しょうか。

ると考える時、ここから天地の愛の太陽が昇
り始めるのです。生命の安息の場、理想の安

鳩も互いに「くっくっくっ」と声を出しな
がら愛し合うのに、夫婦同士が出会う時、本

息の場に和して、妻の部屋を訪ねなければな
りません。

当に愛する人同士が出会う時、出会う声があ
るとすればどのような声でしょうか。雷が鳴

愛の火がつけば、二つの生命が一つになり、

る音よりも大きいことはあっても、小さくは

次に血統が合わさって愛で沸き始めれば、そ

ないでしょう。

の渦巻く中で私の生命が主人として種が植え
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られるのです。男性の生命体、女性の生命体

愛を中心とした生活で、すべてのものが解

が愛によって運動し始めて回れば上がるでし

決されます。欲張りじいさんの虎のような目

ょうか、下がるでしょうか。上がる場で芽生

も、愛するようになれば絵に描いたお月様の

えれば息子になり、下がる場で芽生えれば娘

ような姿になり、硬くこわばっていた口も、

になります。理論的にはそうです。私はそう

にたりと開きます。凍っていたものが完全に

なのかそうでないのか分かりません。理論的

溶かされるのが愛であり、溶けていたのを凍

に合っているので、事実がそうなのかそうで

らせることができるのも愛です。極と極を包

ないのか研究して一致させれば、博士学位、

括しても余りあるのが愛です。「好きだ」と

ノーベル賞受賞ものになるでしょう。

いう「好」の字をよく見てください。男と女
を合わせて「好きだ」という字を書きました。
「夫婦げんかは刀で水を切るようなものだ」

最近は足袋を履きませんが、昔は足袋を履

という言葉がありますが、刀で水を切れば跡

く時は、一カ月でも二カ月でも足の指が出る

が残りますか。残りません。一度けんかをし

ほど履きました。そうすると悪臭が出て、す

ても、面と向かって笑えば、また平和が訪れ

っぱくて渋くてありとあらゆる臭いがします

ます。夫婦が愛するのは、神様まで連結する

が、愛する妻の鼻は「その臭いがどのような

ためです。

香りよりもっといい」と言うのです。悪臭の
する足の指も愛する時は、行ってなめるので

女性はなぜ髭がないのでしょうか。神様は、

す。行ってなめてみると味が辛く、甘く、す

アダムが髭を生やした姿を御覧になって気分

っぱく、変だというのです。愛のアンテナを

が良くなかったので、エバを造られる時、髭

立てて測定すれば、測定値が「嫌だ」という

なしに造られたのです。したがって、神様の

計数よりも、「いい」という計数がさっと上

創造物の中で一番の傑作品は誰でしょうか。

がるというのです。

女性たちです。女性たちが傑作品ですが、誰
のための傑作品なのでしょうか。正に男性の
ための傑作品なのです。そのように考えてみ

息子、娘を再創造するのは簡単ですか。あ

てください。

りとあらゆることをやってこそ、新しい息子、
娘が生まれるのです。とても大変なことを全

五 性愛
一) 性は愛の本宮、天の至聖所

部しなければなりません。ですから愛する夫
のつばが汚いですか、汚くないですか。仮に
夫が自分の手につばを吐いたとして、絹の服
を着ていてこするところがなければ、それを

神様の至聖所とはどこでしょうか。愛が宿
る男女の性です。ここが天の至聖所です。

なめてしまいたいですか、そうしたくないで
すか。率直に話してください。「なめてしま

男性と女性の愛の象徴は何でしょうか。愛

いたい」と言ってこそ真の愛です。愛には汚

の終着地点がどこでしょうか。男女を一体に

いものがないのです。

する性の器官です。
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それは愛を中心として、心と体が完全に合
わさることのできる通路になるのです。

生殖器は何のために存在するのでしょうか。
愛のためです。愛を見つけるために生まれた
というのです。

男性と女性は何が違いますか。性の器官を
含むその体がまず違います。それでは男性の

生殖器とは何ですか。それは真の愛を中心

生殖器は誰にとって絶対に必要ですか。男性

とした王宮であり、真の生命を中心とした王

の生殖器は女性のためにあるのです。人間の

宮であり、真の血統を中心とした王宮です。

生殖器が一つは凹で、一つは凸ですが、なぜ

一番貴いものです。これがなければ神様の理

そのようになっていますか。二つともとがら

想、神様の家庭、神様のみ旨が成就できない

せるとか、二つとも平べったくすることもで

のです。これは全体の完成を成すことのでき

きるのに、どうしてそのように異なってでき

る一つの起源です。

ているのでしょうか。すべて相対のためです。
男性のものは女性が絶対に願い、女性のもの

生殖器を絶対的に貴く思う世界になるなら

は男性が絶対に願います。絶対に女性のもの

ば、その世界がいい世界でしょうか、悪い世

が男性のもので、男性のものが女性のものだ

界でしょうか。栄える世界でしょうか、滅び

という事実を今まで知りませんでした。それ

る世界でしょうか。神様が人間を創造される

を占領することによって愛を知るのです。

時、最も重要なものとして精誠を込めて造ら
れた箇所とはどこですか。目ですか、鼻です
か、心臓ですか。そうでなければ頭脳ですか。

男性と女性の生殖器は王宮の宝庫です。天
の国の王宮の宝庫です。神様も自分勝手にで

これらは全部死んでなくなるのです。事実が
そうではありませんか。

きません。その鍵は祭司長だけが開けること
ができます。女性として生まれ、服を二度脱

生殖器は愛の王宮です。今その愛の王宮が

いではいけません。主人の前で服を脱ぐのは

どのようになっていますか。愛の王宮であり、

許されますが、ほかは悪魔です。

生命の王宮であり、血統の王宮であり、その
ように貴いものが人間の生殖器です。聖なる
箇所です。それがサタンによって汚い箇所に

生殖器とは何かと言えば、愛の王宮であり、

なってしまいました。本然の神様の観点から

永遠の生命が誕生する王宮であり、永遠に変

見れば、汚いのではなく、それは聖なるもの

わらない天の伝統を受け継ぐ血族、血統を受

です。最も貴いものです。生命、愛、血統が

け継ぐ王宮だというのです。真の生命の王宮、

ここに連結されています。このように聖なる

真の愛の王宮、真の血統の王宮だというので

ものをサタンが汚しました。

す。最も貴いところです。自分勝手にできま
せん。神様の公認がなければ開けられないの

私の生殖器は愛の本宮です。私の生殖器は

です。神様と宇宙の公認を受けた自分の夫、

生命の本宮です。王宮だというのです。私の

自分の妻以外には触れることができません。

生殖器は血統の王宮です。このようになって
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こそ、神様が臨在できる王宮になることがで

善悪の実とは何でしょうか。愛を間違えば

きるのです。神様は、万王の王であられ、本

永遠な悪の実を継承するのであり、愛を正し

宮に訪ねていって住まれる方であるので、神

くすれば永遠の善の実を継承するのです。そ

様に侍るために、愛の本宮にならなければな

の善の実とは、どのような果物ですか。善悪

らず、生命の本宮にならなければならず、血

の実とは男女の生殖器をいうのです。それを

統の本宮にならなければならず、良心の本宮

間違って使えば天下が滅び、国が滅びるので

にならなければなりません。アーメン、アー

す。世界を滅ぼし天宙を滅ぼし得る妖邪な武

メン、アーメン。み言のとおりになるでしょ

器が一番恐ろしく、一番いい武器です。愛も

う、アーメン。

そこで結ばれるのです。ですからそこは愛の
王宮です。真の愛の発源地です。真の愛の王

愛が中心となって二人が生命の合一体とな

宮がそれであることを今まで知りませんでし

り、一つとなる場所、男性の血、女性の血が

た。生命がそこで結合するのです。男性の生

一つのるつぼで一つとなる場所が生殖器です。

命と女性の生命がそこで結合するのです。で

その場所は息子、娘よりも貴く、夫より、神

すからそこは生命の本宮です。血統もそこか

様よりも貴いということを知らなければなり

ら始まるでしょう。億千万の歴史に接し導く

ません。このような話をするので異端者と言

ことのできる、未来にまで接続させることの

われるのでしょうが……。その場所がなんで

できる血統が連結されるのです。それでそこ

すって？ 子供より貴く、夫より貴く、父母

は血統の王宮です。このように私は三大王宮

より貴い場所です。それがなければ父母も無

をもっているので、驚くべき私自身の価値を

価値なものであり、夫婦も無価値なものであ

褒めたたえます。ですから、それに神様のよ

り、息子、娘も無価値なものとなるのです。

うに侍らなければなりません。神様が怖いで
しょう。これを知らなければなりません。三

そのように貴いので、宝物の中の宝物として、

大王宮を蹂躙する者は、統一の世界、生命の

世の中のどこの誰にも見えないように、一生

世界、愛の世界から追放されるのです。

の間、錠がかけられているのです。そして、
そのかぎは男性のものは女性が持ち、女性の

なぜ男性と女性が地球上に生まれたのでし

物は男性が持っているのですが、各々一つし

ょうか。互いに愛し合うために生まれました。

かありません。一つのキーのみ持たなければ

神様は知恵の大王であられるので、男女の愛

なりません。 フリーセックスのように、十個、

の器官を取り替えたのです。男性のものだと

二十個持ちたいですか。門を開けても主人がい

言っても、その主人は男性ではありません。

ない家のように、通り過ぎる人がみな出たり入

女性の場合も同じです。主人を残しておいて

ったりする廃虚の家のようになりたいですか。

自分勝手に行動した人は、愛を違反したこと
に対する審判を受けなければなりません。法

女性、男性の貞操を守り保護するというこ

の中で最も恐ろしい法の罰を受けることを知

とは、宇宙を保護することと同じです。男性、

るならば、自分の妻をおいて、あえておかし

女性の愛の秩序が宇宙の根本であるためです。

いことを考えることができますか。反対に婦
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人たちは夫をおいて、他のことを考えること

もし男性が男性の生殖器を自分のものとし
てもったならば、絶対にあげようとしないし、

ができますか。

女性も女性のものをあげようとしないでしょ
神様は公平な方です。それで互いに「あな

う。そうすると男性と女性はただそのまま対

たのもの」、「私のもの」と言ってけんかを

立して千年も万年も耐えるしかないのですが、

するといけないので、男性のものは女性に植

愛を中心として互いに交換したのでお互いが

え付けて、女性のものは男性に植え付けてお

必要となり、授け受けて回るようになるので

いたのです。それで愛は陰険なようで、本当

す。授け受ける作用を必ず交換してこそ、価

に凄まじいものです。

値が現れるようになっているのです。

愛は調和です。それで愛には汚いものがあ

堕落した世界において愛は最も危険なもの

りません。私たちの生殖器を見ても、生殖器

になってしまいました。愛をよく管理できな

は最も貴いものなのに、人体の一番汚い箇所

ければ天下が崩れ、ひっくり返るのは堕落し

の近くにあります。なぜそうでしょうか。和

たからです。人間は愛がなぜ偽りとなり醜く

合するのが天地の調和の道理なので、最も貴

なったのか知りませんでしたが、その愛を守

いものをそこに配置したのが男女の生殖器で

り保護しようとしたのは真の愛が現れてくれ

す。それで一番良くない、汚い部分に良く装

ることを願う本能のためでした。

置したのです。
愛する時、なぜ男性が上に上がらなければ
男女の生殖器は、どこにありますか。それ

ならないのでしょうか。そうしてこそ縦にな

は一番安全地域、一番の安全地であると同時

るからです。種はどこから来るのでしょうか。

に一番汚いところです。それを見れば神様は

天から来ます。何を通じて来るのでしょうか。

本当に知恵の王様です。人間の世の中に「愛

愛を通じて来ます。それ一つが全部を証明し

はそのような汚いものも支配する」というこ

ます。そして、種というのは父から縦的な愛

とを教えてくれるのです。肛門の近い箇所に

の凸を通じて来ます。凸が凹と合えば天地が

あります。小便が出る道と、また違う道が同

振動します。

じです。
愛するようになれば幸福になり、愛に酔っ
人間にとって愛のアンテナは生殖器です。

て感じる感情はこのようなものだと言って、

それで男性は凸で、女性は凹です。この二つ

早く経験してみようとして走れば大変なこと

が合わされば、丸くなりながらなくなります。

になるのです。愛の門は時が来てこそ開くの

それは、陰電気と陽電気が合わさって、雷が

であり、門が開く時を待って入らなければな

落ちればゼロに帰るのと同じです。初めに戻

りません。自分が愛の主人になったという時、

ります。

堂々と開かなければなりません。
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男性と女性はなぜ愛を好むのでしょうか。

ができるので、神様との関係を結ぶことので

人間の体は大体百兆個にもなる細胞で構成さ

きるところです。至聖所を守る祭司長は絶対

れていますが、その細胞全体がいつ作動する

に二人ではありません。一人です。昔エバの

のかといえば、愛する時なのです。人体のす

前にその至聖所の鍵をもっていたのはアダム

べての細胞を動かすことのできる時が、正に

で、アダムの至聖所の鍵をもっていたのはエ

男女が愛し合う時なのです。

バだったことを知らなければなりません。

男女が互いに愛し合う時、「ああ、電気が

男性と女性の口は聖所だということを知ら

通じる」と言います。その時、生じる電気は

なければなりません。口は蘇生で、女性にと

天使長から始まるもので、単細胞的なもので

っては胸が長成で、その次に陰部が完成です。

す。本然の世界で生じる愛の電気は宇宙的な

それらが私たちの体の聖所という箇所です。

愛の稲妻で、強度において数千倍を越えるだ

その聖所を開くことのできる鍵は誰でももっ

けでなく、人体の各器官の細胞が動く音も雷

ているのではなく、天道によって相続しなけ

の音と同じです。本然の世界において真の愛

れば、鍵をもつことができないことになって

で愛し合う男女は、愛の稲妻が出会う接触点

います。

に向かって総力を結集しなければ神様と出会
宗教は受難の道を行かなければなりません。

えない、というのが愛の原理観です。

体と闘わなければなりません。一番の怨讐と
誰が神様の愛の対象になりますか。男性一

は何かと言えば、悪魔の血が激動する色です。

人ででしょうか、女性一人だけで対象になる

淫乱から解放しなければなりません。その次

でしょうか。神様はどのような対象を願われ

に愛から解放しなければなりません。サタン

るでしょうか。お金の対象ですか。知識の対

の血でつづられた血統から逃れるためには淫

象ですか。権力の対象ですか。違います。神

乱から解放しなければなりません。そうして、

様は愛の対象を願われるので、男性と女性が

生命に接ぎ木しようとするには神様と関係を

性の器官を通じて一つになるその場を中心と

結ばなければなりません。そうしてこそ愛が

して顕現され、人間と出会われるのです。

始まります。愛の伝統的中心は神様です。生
命の祖先も神様です。

自分の体を全部自分のものだと言いますが、
愛だけは自分のものではありません。愛は全
部相対のものです。旧約聖書を見れば聖所や

この宇宙で一番恐ろしいものとは男女問題
です。

至聖所という言葉が出てきます。聖所は人を
象徴するものであり、至聖所は愛の家を象徴

愛するようになれば血が沸くでしょう。ぞ

するものです。人はそれぞれ聖所をもってお

くぞく震えるでしょう。それはなぜ震えるか

り、至聖所をもっています。言い換えれば、

知っていますか。混じりなさいというのです。

聖所は神様に侍ることのできる家です。至聖

東西南北が混じり上下が混じって一つになり、

所は神様だけが特権的愛の主管圏をもつこと

愛の火花が散る方向にすべての焦点が行列の
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方向性を備え、男性のために完全投入、女性

エデンの園でアダムとエバが、青少年期に

のために完全投入、私の生命、財産をすべて

木陰で淫乱によって堕落しフリーセックスを

尽くして投入、また投入しようと飛びつくの

植えたので、収穫期である終わりの日には必

です。それが永遠に終わらない愛の道なので

ず、世界的に青少年たちのフリーセックスの

永遠に好むのです。

風潮が蔓延する現象が現れるのです。

神様が人間に贈り物をするのに、悪い贈り
二) 愛の法は習って知るものではない

物をしたでしょうか。いいものの中でも一番
いい贈り物をくれるようになっています。そ
れがどこにあるものでも、深いところにある

皆さんは家庭で愛する法を習いました。ど

もの、自分の奥の奥の深いところから取って、

このお父さんが子供に、お父さんから愛する

愛する人に与えたいのです。それで愛がいい

法を習いなさいと言いますか。またお母さん

のです。

も子供に、お母さんから愛する法を習いなさ
いと言いますか。また、父母が子供に対する

真の自由は責任性を前提とします。もし責

愛し方を誰かに習いましたか。新郎新婦はこ

任性なしに個々人の愛の自由だけを主張して

のように愛さなければならないと誰かから習

実践するならば、どれほど大きい混乱と破局

いましたか。習ったことがありませんが、よ

が来るでしょうか。至高なる愛の理想を成す

く知っています。それは本当に神秘的なこと

人間の完成は、愛に対する責任性をもつ時、

です。

可能となるのです。
父母が子供を愛するのに、誰かに教えても
らって愛しますか。ここにいるおばさんたち、
人間は、愛の自由を下さった神様に感謝し

赤ちゃんを生んで愛する時、その愛する方法

ながら、自己修養、自己主管によって自由の

を習いましたか。どこに愛を教える学校があ

主体となる責任性をもたなければなりません。

りますか。そこに何の学士、博士がいますか。

人間において愛の責任性は、法や耳目によっ

何もありませんが、誰でもその基準は満点で

て守られるものではなく、神様との生命的、

す。不足だと感じれば感じるほど、さらに完

縦的関係の中で、自己主管、自己決断によっ

全だというのです。完全なものは手を出す必

て守られるものです。

要もなく、習う必要もありません。加減が必
要ないほど完全なものなのです。完全なもの
は変わらないものであり、変わらないものは

生殖器を目の見えない人のように方向を失

永遠に行くというのです。

ったまま使用すれば、地獄に行き、反対にこ
れを神様の絶対愛に基準を合わせて使えば、

愛というものは言葉ではよく理解できませ

天国の高い所に行くのです。これはきれいな

ん。父母の愛をいくら説明しても、父母がい

結論です。

ない人には分かりません。夫婦の愛をいくら
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説明しても一人で暮らしている人には理解で

初めて創造目的を完成した理想的な人間にな

きません。結局、自分が感じることができる

るのです。

主体や対象圏から、行動の一致点を備えるこ
とができる所から、彼が好むことができるも

結婚して、年老いて死ぬまで子供をもつこ

のを私が好むことができる所から、また彼の

とができなければ、子供に対する愛は千年、

一切が私の一切に連結され得るその場から、

万年たっても知ることができません。子女に

相対の愛を感じるのです。

対する愛を千年、万年勉強しても知ることが

赤ちゃんが生まれるとすぐに母親の乳を探
し、動物たちが生まれながらにして母親の乳

できませんが、息子、娘が生まれるや否や、
瞬時に知るようになります。

を求めるのは、教育と訓練を受けなくても、
自然に行為に移されるのです。これは正に愛
六

の力が作用しているからです。

子女の愛
一) 子女は父母の愛の結集体

真実な愛は天理の法度なので、教育される
前に、自然に成されるのです。父母の愛が、
生まれた子供の顔が醜いかかわいいかによっ

愛する父母の前に、子供というものは極め
て世界的な代表です。

て、大きくなったり小さくなったりして現れ
ないし、父母が立派か立派でないかによって、

子供がいなければ、なぜ孤独な人だという

父母に対する尊敬と愛が変わる子供はいませ

のでしょうか。子供は、愛を中心として全宇

ん。顔が醜いので私のお母さんでないと言う

宙を造られた主体者であられる神様の心情的

子供がいますか。お前は私が生むには生んだ

事情を体恤するためのものです。子供は、私

が、醜いので私の子ではないと言う父母はい

が動機となって生まれたけれども、その子供

ないでしょう。もしそのような父母や子供が

を生んで愛することによって「ああ、神様が

いれば、彼らを人間だと言うことはできない

人間をこのように愛したのだなあ」というこ

でしょう。

とが分かるようにするのです。

真の愛は経験を通じて得られ、体恤を通じ

父母が子供のために犠牲になるのは、父母

て知るようになっています。真の愛は言葉や

として子供を通して神様に帰っていきたいと

文字、あるいは一般教育を通じて体得できる

いう願いがあるがゆえです。子供を愛する中

ものではありません。生活を通じてのみ完全

で父母の愛を体恤するようになり、さらには

に体得するものです。赤ちゃんとして造られ

神様の愛を感じて悟るようになるためです。

たアダムとエバは成長しながら真の子女の心

これは本然の発露です。子供をもったことの

情、真の兄弟の心情、真の夫婦の心情、真の

ない人は、父母の愛を感じることができない

父母の心情を段階的生活を通じて経験し、体

だけでなく、神様に対する愛までも悟ること

験することによって完成するようになってい

ができないので、その人がもっている愛はい

ます。神様の真の愛を全体的に体得する時、

つも不完全なものなのです。
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天国に残ることのできる子供とは、どのよ

ればなりません。神様の愛に従った天倫の運

うな子供でしょうか。父母の愛によってつく

勢は世界を越え、天地を抱擁するために動い

った借りを自分自身が返さなければなりませ

ています。子供を抱いてお乳を与える母親は、

ん。父母が年を取ってぼけた時には、自分が

天と地に代わって神様の愛する息子、娘を抱

幼い時に大便をし、小便をしたものを拭いて

いているという徹底した心情で、息子、娘を

くれた父母の心で困難を耐えて、父母に仕え

抱かなければなりません。

てこそ孝子になることができます。
愛をもった父母にむち打たれ、しかられて

子供の愛と幸福の基地は、父母の愛です。
子供は真の愛によって和合一体となった父母

も、その子供はうれしいのです。

を通して生命が生まれ、そのような愛の中で
父母が、子供のために生命までも与えてく

養育されることを願います。子供に対する最

れました。ですから、子供も父母のために生

も貴い責任は、外的な養育だけではなく霊性

命まで与えなければなりません。生命が愛か

を完全なものにしてあげる、真の愛の生命的

ら生まれたので、本質的な愛の前に生命線を

な要素を提供することです。

犠牲にしていくのが理論的な結論です。矛盾
的な理論ではないというのです。

父親がいくら子供を愛するといっても、母親
の愛にはかないません。母親は、精誠を捧げた

子供が父母に借りをつくるまいと努力をす
る時、父母も生きがいを感じます。

とすれば誰よりも精誠を捧げたし、苦労をした
とすれば誰よりも苦労したし、愛したとすれば
誰よりも愛したと見るしかありません。

愛を中心としてむちを振るったとしても、
打ったのちに痛哭する父母に対して子供が反

そのような意味でも、女性が情緒的な分野

抗したり、悪口を言ったりできますか。真の

において高く貴い位置を所有しているのであ

愛は調和の両面的価値をもっているのです。

って、父親がいくら子供を愛するといっても
母親ほどに子供に対する愛は分かりません。

立派な母親は子供を懐に抱き、世界を動か

ですから天国に行くならば、女性が心情の天国

すことのできる善なる存在になるために、ど

に行くでしょう。そのような観点から見れば、

のような困難な立場でも耐えることができな

女性として生まれたことは悪くありません。ま

ければならない、と子供に教えるのです。母

た神様は公平だということも分かります。

親は、善は滅びないという天理に通じている
からです。

二) 真なる子女の道理は「孝」

皆さんが子供を産んでお乳をあげ、かわい

父母を知ったなら父母の前に何をしなけれ

いと言いますが、なぜかわいいと言うのでし

ばならないでしょうか。孝行をしなければな

ょうか。それは天と地に代わって、神様の子

りません。孝子にならなければならず、また

供を抱いているがゆえにかわいいと言わなけ

父母を中心としてその国の忠臣にならなけれ
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ばなりません。父母が国を抱え、世界を抱え

なぜ孝行しなければならないのでしょうか。

てきたからです。忠臣になる前に、孝子にな

孝行する道は、国に対する忠臣の道と連結さ

らなければならず、孝子になる前に、真なる

れるのです。竹のように連結されるというの

兄弟を愛せる食口（家族）にならなければな

です。忠臣、つまり国に忠誠を誓う人はどの

りません。食口とは、兄弟間で褒めたたえ合

ようにしなければならないかというと、世界

える圏を立てた者の名前です。そうではあり

に対して聖人の道を行かなければならないの

ませんか。

です。それが一人の子供にならなければなり
ません。このように見る時に、孝行はできな

孝子が貴いのは、変わりのない愛によって

くても、国の忠臣になるなら、その父母が

幼い時も、成長する時も、老年時代も父母を

「ああ、お前は私に孝行をしなかった」と言

敬うからです。そのような人を、孝子と言う

うことはできないのです。「本当によくやっ

のです。

た」と言うのです。父母を捨てて家を出て親

孝子になろうとすれば、どのようにしなけ

不孝をしたとしても、国の忠臣になる時は、

ればならないでしょうか。常に、父母の心の

母親や父親が死んで霊界に行っても、「やあ、

方向と一致しなければなりません。孝行者の

本当にお前はよくやった」と褒めるというの

道を行く人は、父母と全く違った行動をする

です。

人ではありません。父母が東に行けば東に行
かなければならないのであり、父母が西に行

孝子とは何でしょうか。孝子は父母の悲し

けば西に行かなければならないのです。そこ

みに代わって責任をもつために、困難な場を

に異議があってはなりません。十回行って、

探していって、責任を果たすことによって父

十回帰れと言われても、また振り返ってつい

母に喜びを捧げる人です。父母が十の仕事を

ていかなければならないのです。

するのに子供は十五ほど努力をしたならば、
父母は五に対する喜びを感じるようになりま

家庭で「孝行をしなさい」と言うのですが、

す。そのような分野をどのように補充して、

これは父母を中心として、父母が行かなけれ

父母のために捧げることができるかを考えな

ばならない愛の道の同参者になりなさいとい

がら努力する人が孝子なのです。

うことです。父母の真の愛の道には、天倫が
ついていきます。父母のみ行くのではなくて、

真の父母とは、どのような父母でしょうか。

見えない縦的な天倫がここに因縁づけられて、

子供を永遠無窮に愛することに切りのない父

共に行くのです。ですから父母と一つになり

母です。

なさいというのは、縦的な歴史と横的な歴史
の心情圏をつなげていきなさいということで

それでは真の子女とは、どのような子女でし

す。これが父母の前に孝行だというのです。

ょうか。真の子女は、真の父母の愛の前に永
遠無窮に父母を愛し、また愛があふれること

家庭を中心として見る時、父母の前に孝行
をすることが息子、娘としての責任ですが、

のできる愛の心をもった子女です。そのよう
な立場が真の孝子の立場です。
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神様が子女に願うこととは何でしょうか。

そのように育ち生活してきたのだという内容

お金をたくさんもうけた百万長者になること

を見るのです。それが兄弟愛だということを

でしょうか。国の最高権力を手中にする大統

知らなければなりません。そのように育って

領になることでしょうか。神様が息子、娘で

一つになるというのです。ですから兄弟を愛

あるアダム・エバに願われたのは、彼らが育

さなければならないでしょうか、愛してはい

って孝子、忠臣、聖人、聖子になることでし

けないでしょうか。

た。それでは皆さんは、神様が願われるよう

兄の立場で妹を愛し、妹の立場で兄を愛す

に家庭では孝子になろうという気持ち、国で

るのですが、ただ愛するのではないのです。

は忠臣になろうという気持ち、世界では聖人

必ず父母を介在させて、幼い時父母の懐で育

になろうという気持ち、そして天地の前に聖

ったことを重要視しながら愛さなければなり

子になろうという気持ちをもったことがあり

ません。そうしてこそ、大きくなりながら共

ますか。歴史的に見る時、すべての聖人は、

に上がっていくのです。小学校、中学校をず

孝子となり、忠臣、聖人、聖子になれと教え

っとそのようにして上がっていくのです。

てきました。
この世をいくら行ったり来たりしてみても、
愛の伝統の中で育った子女たちが、もし父

家庭にある兄弟の愛、血を分けて生まれた兄

母が離婚しようとしているなら無関心でいら

弟愛のようなものはないのです。社会に出て

れるでしょうか。絶対にそうではありません。

も自分の兄弟よりも近い人がいるでしょうか。

子供たちはすべて「私はあなたの子女です。

近くなったとしても別れるのです。

私はあなたの結合体です。私のためにはどの
ような妥協もしなければならず、私の立派な

なぜ兄弟が必要でしょうか。縦横を中心と

父母とならなければなりません。私は父母が

して連結されるのが兄弟です。アダムとエバ

必要です」と主張するでしょう。私たちは若

を東西とすると、神様とアダム、エバは縦的

者に「父母とはその子女のゆえに離婚する権

な関係です。これは平面にしかなりません。

利がない者だ」と、父母の責任を悟らせなけ

ですから横的な基準が必要で、前後が必要で

ればなりません。

す。家庭愛を超越できるのは兄弟しかありま
せん。万民同胞愛という言葉と同じです。そ
れがあって球形が成されるというのです。

七 兄弟の愛
一) 兄弟愛は万民同胞愛の模型

同胞愛、兄弟愛をもって世界を抱いてこそ
兄弟をなぜ与えられるのでしょうか。兄弟

すべてが理想的な球形になるのですが、ぶつ

がなぜ必要なのかと言うと、男性は妹や姉を

かっても衝撃がないのです。そうしてこそ初

見ながら「お母さんはこんなふうに育ったの

めて、神様が考えたすべての実体がここに来

だなあ！」ということが分かるのです。そこ

て結実されるのです。神様の子女の理想がこ

に母親が育っていくのを見るのです。また女

こに来て結実されて合わさることによって、

性は、兄や弟が育っていくのを見て、父親が

子女の愛の結実体になるのです。その次に、
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兄弟の愛の結実体、夫婦の愛の結実体、父母

また社会愛となり、さらには民族愛となりま

の愛の結実体になるのです。無形の神様が創

す。このように行くと世界愛になります。

造当時に構想した実体をすべて成したなら、
神様と上下・前後・左右が一致できるのです。

人類の共同的な目的のために生きる人がい

兄弟を通して国民が形成され、人類が形成

れば、その人は人類愛を中心として一つにな

されるのです。兄弟は前後を表示するのです

るでしょう。同じように国民が祖国愛をもっ

が、それが肉になるのです。平べったいもの

ているならば、愛国思想を中心として一つに

だったのですが、肉が付いたのです。そこか

なるでしょう。愛国の心が強ければ強いほど、

ら円形が生まれるのです。ですから円形をつ

国家を成すために愛国思想を中心として一つ

くるのが兄弟であり、国民なのです。兄弟が

になるはずです。愛国運動は一人ではできな

拡大されて国民になるのです。

いという立場を知ったならば、横的な因縁を
連結させなければなりません。これが同志糾

兄弟愛というものは世界愛と通じるのです。

合というものです。

たくさんの兄弟が育つ家庭は、世界の人類を
抱き、理想的な天国、地上天国と天上天国を

真の愛が定着できる基地が家庭です。ゆえ

つくるモデルのようなものです。ですから兄

に、本来の家庭は宇宙愛を掌握し、宇宙の保

弟は、ここで拡張されるのです。

護様相を体得しながら、宇宙愛圏を拡大させ、
家庭を越え、国家を愛する愛国の道を行くべ

兄弟が多ければ、御飯を食べるにしても、

きであり、さらに、民族と国家を越え、世界

一つの器で二人で分けて食べなければならな

を愛する道に行かなければなりません。家庭

いのです。御飯が一つしかないと言ってけん

を愛する人を孝子あるいは烈女と言い、国を

かをするのではないのです。兄弟が多くて生

愛する人を愛国者と言うならば、世界を愛す

活が大変でも「私がひもじい思いをしても分

る人を何と言いますか。その人はすなわち、

けてあげなければ。弟にあげなければ……」

聖人であると言うのです。

このような愛の心をもてば最高だというので
愛は、生活と歴史から取り除くことのでき

す。

ない、実在の内容を動かしている実体です。
八

そして、社会制度だとかすべてのものを動か

愛国、愛世、人類愛
一) 孝子、忠臣、聖人、聖子の道に

している内的な力の母体です。ですから教育
する時も、国家愛を教えます。兄弟愛、父母

神様と一つになる時は千態万象に回るよう

愛、夫婦愛、世界的な博愛、全部愛が入って

になります。そうして兄弟間でも、父母が子

います。これは何を意味するのでしょうか。

供を愛するのを見本として、兄は弟を愛さな

人類の生活圏だとか歴史過程を経ながら愛を

ければなりません。そのように愛で一元化さ

たどらずには、歴史を連結させることはでき

れた家庭には、家庭愛が花咲きます。これが

ないということを言っているのです。
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皆さんはどうしなければならないのでしょ

わらずに神様にまっすぐに行く人です。別の

うか。忠臣にならなければなりません。忠臣

言葉で言えば、死ぬ立場になっても、その心

とは何でしょうか。国の中心者のために精誠

が変わらずまっすぐに行ってこそ孝子であり、

を捧げるのが忠臣でしょうか。違います。国

忠臣であり、聖人になることができます。

民のためにも、国の中心者のためにするのと
同じようにできる人が忠臣であることを知ら

家庭で父母のために暮らし愛する人は孝子

なければなりません。孝子とは何でしょうか。

であり、国のために暮らし愛する人は愛国者

父母だけのために精誠を尽くす人ではありま

であり、世界のために暮らし愛する人は聖人

せん。父母のためにするように、兄弟のため

です。皆さんは世界と宇宙を愛する聖子にな

にも精誠を尽くす人が孝子だということを知

らなければなりません。そうするためには、

らなければなりません。

神様のような愛をもたなければなりません。
孝子は家が滅びても生きています。そして孝

その次に聖人とは何でしょうか。聖人は世

子妃がいて、忠臣の妃がいて、聖人の妃がい

界人類のために今まで犠牲になった人です。

るのです。聖子は聖人とは違います。聖子は

聖子とは何でしょうか。神様を中心として世

人間世界の国の法だけでなく、天国の王宮法

界に行こうとし、神様のためにしたように世

まで守ることを知っている人です。したがっ

界の人々のために尽くすことのできる人だと

て孝子の道、忠臣の道、聖人の道をすべて直

いうのです。歴史的な聖人は、今まで世界の

通できるのが、聖子の道です。それは太くて

人のために死んだ人です。神様の息子である

縁が広いけれども、その核の流れは垂直です。

聖子とは何でしょうか。神様にも忠誠を尽く
すけれども、神様がそうであるように万民の
人間はどのように生きるのでしょうか。私

ために生きる人です。

たちの人生航路の骨子を選び出すと、孝子が
ですから孝子、忠臣、聖人です。では、聖

行く道、忠臣が行く道、聖人が行く道、聖子

人の次は何でしょうか。聖人であっても、そ

が行く道の根本があるはずです。共にいたく

のまま聖子にはなれないのです。神様の息子

て、共に住みたい心、上下にかかわらず共に

になれないというのです。聖子にならなけれ

いたくて、前後、左右、昼夜を超越して、生

ばなりません。いくら国の中心者を愛して国

涯を越えて共に生きたい心に徹した人生では

民を愛したとしても、聖子になるためには天

ないでしょうか。このような結論が出てくる

国の王宮法を知らなければなりません。王宮

というのです。

法に統治され、そこに拍子を合わせることの
できる一つの法を知らなければなりません。

人間がどんなに立派だとしても、愛がなけ
れば使いようがありません。また幸福という

本来、孝子は心が変わらずに父母にまっす

ものも何を中心として連結されるのかという

ぐに行く人であり、忠臣は心が王様にまっす

と、それは愛です。兄弟間、友人間、同胞間、

ぐに行く人です。同じように、聖人は心が変

人類間、天地間など、このすべてのものの間を
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連結させることのできる媒介体が、すなわち愛

ることができる心情的な因縁を立体的に備え

だというのです。愛は麹のようなものです。

た人たちが、暮らす世界です。天が御覧にな
る人格の価値は、そこにあります。それで、

九

昔、聖フランシスのような人が、動物に向か

自然愛

って、あるいは鳥に向かって説教したという

一) 神様が万物世界を造られた意義

話もうそではありません。夢のような話です。
神様は、なぜ万物を造られたのでしょうか。

けれども夢ではなく事実です。

人間に愛する対象を、対象者をもたせるため
です。人間に愛する対象圏をつくるためです。

被造世界のすべてのものは、神様が愛する

人が食べて暮らして、その本然の世界に戻って

息子、娘が愛の理想を見つけ出していけるよ

きて、永遠なる神様の愛の祖国に入って生きる

うに、教材として造っておかれたものです。

ためです。それを知らなければなりません。

それで相対的構造なのです。鉱物も主体と対
象の関係として作用し、原子も陽子と電子が

今日、キリスト教の信者たちは、「ああ、

主体と対象の関係として作用するのです。作

神様は全知全能なので、何、言葉一つで、

用しなくては存続できないのです。運動しな

『このような天地になれ』と言ってこのよう

くては、永続、存続することができません。

になった」と考えています。しかし、そのよ

それゆえ、宇宙は人間を中心として、その中

うにはなっていないのです。神様はすべての

心点に到達できるように創造された世界なの

ものを投入したのです。もっている精力をす

です。

べて投入したのです。もっている愛の力をす
べて投入して、未来に、御自身の愛する息子、

宇宙は神秘的な世界です。いたずらや遊び

娘、御自身の愛する家庭のための礼物として、

の材料として造られたのではなく、精誠を込

贈り物としてつくったのです。すべての物を。

めて、愛する人間のために造られたとすれば、

ゆえに、そのような観念をもって私たちが万

なるほど、この世界はいかに美しいことでし

物を眺めなければならないのです。

ょうか。ですから、私たちがこの宇宙を眺め
るとき、天の父が私のために造られたという、

神様が被造世界を造られるとき、そこには

この上ない有り難い心をもたなければなりま

喜びがありました。造っては、それを見て良

せん。そのような心をもって、丘を散策し、

しとされました。喜びがあったというのです。

草木や花を眺め、鳥を眺め、水が流れるのを

喜びとは何ですか。ある目的を成し遂げたと

見て、風が吹く、このようなすべてのものを

き感じるものです。造られた万物に神様の目

見れば、本当に感嘆せざるを得ません。

的意識が内在されていたので、創造された万
物を見て、神様は喜びを感じられたのです。

宇宙の完成は外的な世界も良いのですが、

それでは、復帰の世界とは、どのような世界

内的な私自身、私も良くなければなりません。

なのでしょうか。一言で言えば、森羅万象の

良いところにおいては、心もうれしく体もう

個体、個体を見ながらも、神様を褒めたたえ

れしくなければなりません。私の細胞を見れ
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ば、細胞の全部がうれしくなければなりませ

すべてのものは神様の愛の手を通って出てき

ん。目の細胞と足の裏にある細胞は違うでし

たものでり、必ず神様と心情的な関係を結ん

ょう。違うのですが、その細胞がすべて喜ん

で存在しているという事実を徹頭徹尾知らな

で、手の細胞も喜び、すべての細胞が喜び、

ければなりません。

体と心のどこ一つも残さずに全体が喜ぶこと
ができ、それがただ離れているのではなく一

道人とはどのような人ですか。草一株をつ

つにつながって、連体的な内容を中心として

かんでも「神様！」と言える心情で、自分の

共鳴的な愛の喜びを感じることができる、そ

価値と同等にその価値を認識できる人が最高

のような世界であってこそ宇宙完成になるの

の道人であるはずです。そのようにその価値

です。

をうたうことができる人が最高の芸術家であ
るといえるでしょう。色とりどりに存在する

因縁というものは極めて小さい所から結ば

万象を見て、神様の色とりどりの愛と心情の

れるのです。皆さんの個体も百兆ほどにもな

妙味を発見し、それらのものと友達となり、

る細胞で因縁が結ばれている生命体です。神

共に楽しめる感情をもった人がいるとすれば、

様の愛を中心とした創造理念世界、すなわち

そのような感情で細胞の一つ一つが動く人が

大宇宙のすべての存在物はどんなもの一つと

いるとすれば、その人は万宇宙を代表するこ

っても、神様の心情の枠外で生じたものがあ

とができる人であるはずです。そのような人

りません。このようなことを感じる詩人は、

が万物の霊長です。ところで、食べることし

偉大な詩人です。一枚の木の葉が揺れるのを

か知らない人が万物の霊長になれますか。

見て天宙的な心情を感じ、それを表現できる
小さい子供たちをよく見るとですね……。

詩人がいるとすれば、その人は宇宙的な詩人

子供たちはみんな子犬とか、何かの虫とかい

であるはずです。

った、飛ぶ動物、野生の動物、このような動
私たちの周囲で私たちも知らずに繰り広げ

くものが好きです。それはどうしてそうなの

られている天下万象が、神様の愛と共に存在

ですか。本来、人間はそのようになっている

するものであるという事実を知りませんでし

のです。それはどういうことでしょうか。人

た。神霊的な境地に入ってみると、小さな砂

間は自然世界やこの地球の動きを見て、趣を

一粒にも宇宙の理致が入っているし、一つの

感じるようになるのです。もちろん相対基準

原子にも無窮無尽の宇宙の調和が入っている

が異なることがあり得ますが、それを鑑賞す

ということが分かります。存在するすべての

ることにおいては、人間は本当におもしろさ

ものをよく知ることはできませんが、ある複

を感じ、興味を感じるのです。それゆえ、自

合的な力を通して現れた結果であるというこ

分自体の愛の属性をすべて教わるのです。虫

とは否定できません。分子を越えて原子、原

たちが生き、昆虫たちが生き、あるいは動物

子を越えて素粒子……。これらのものは無意

たちが生きるのを見れば、すべて対になって

識的に存在するのではなく、ある意識と目的

いるのが分かります。このように見る時、自

をもって存在するのです。ゆえに、存在する

然は何かと言えば、人間一つを愛の対象とし
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て、相対理想を教育させるために展開させて

なに、普通の人たちには分かりませんが、自

おいた教材、博物館であるというのです。

分たちの世界ではすべて分かっているです。
おなかがすいて鳴けば、すぐに分かるのです。

神様は宇宙を、被造世界のすべてのものを、

毎日の生活が何を中心として成っているので

愛する息子、娘が愛の理想を探し出すことが

しょうか。おなかがすくことなどは、一度食

できるような教材として造っておかれました。

べれば終わるものなのです。そうかといって、

それですべてが相対構造になっています。鉱

毎日のように、何か危険な立場にあるのでも

物も主体と対象の関係で作用します。物質の

ありません。大部分の歌は、何を中心として

構成単位である原子も、陽子と電子が主体と

歌うのかといえば、相対と授け受けする関係

対象の関係で作用します。作用しなければ存

で、歌が行ったり来たりするというのです。

続できません。運動をしなくては永続、存続
人間は主体と対象、すなわち相対的なペア

できません。ですから作用をしなくてはなり

に造られていて、また人間のために存在する

ません。

すべての万物世界も、愛の原理のもとに調和
二) 自然は愛の理想を教えてくれる教材

をなし、また人間の愛により生命と理想を実
現するようになっています。万物世界は人間

人間は大きくなっていきながら、自然を見

にとって、特に成長するアダムとエバにとっ

て習得します。「昆虫の世界はこうなってい

ては、愛の教科書であり、愛の真髄が無尽蔵

るのか！」と学ぶのです。月が照り星が光る

に陳列された博物館なのです。

秋の夜、耳を澄ませてみると、虫たちの鳴き
すべての鳥や動物は対になっています。お

声が一つのオーケストラの演奏に聞こえます。
何のために虫たちがそのように鳴くのでしょ

互いが愛を中心として和動します。花と蝶は

うか。それは相対を探し求め、理想を歌って

極と極ですが、互いに和合します。これは天

いるのです。愛をささやいているのです。鳥

地の調和です。宇宙の極と極が、愛を中心と

や、他のすべての動物たちも、悲しい声、う

して和動を繰り広げます。渡り鳥も同じです。

れしい声を何で表示するかといえば、愛とい

南方にいた鳥が北方に飛んでいき、北方にい

う共通分母に従って鳴き声を出すのです。軸

た鳥が南方に飛んでいき、地域を行き来しな

から遠い距離にありますが、その軸を中心と

がら愛を成します。愛を中心として永遠に回

して平衡を取りながら回っています。すべて

ります。人間はこのような愛を、神様が造ら

の存在がそのようになっています。

れた博物館の教材を通して学びます。

鳥たちの歌には三つの種類があります。ま

人間と神様が喜び、愛せば、天下のすべて

ず第一におなかがすくときに合図する歌であ

の万物たちはそこに拍子を合わせて和動しま

り、次は、互いに愛する相対のために歌う歌

す。神様が愛し、喜べば、天使世界も喜び、

であり、その次は、危険なときに鳴く歌です。

このすべての被造世界が喜び、拍手を送り、

それはすべて異なっているのです。私たちは、

称賛を送ります。歌える鳥は歌を歌って褒め
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たたえ、美しい花は香りを放って褒めたたえ

愛は神経と同じです。私たちが髪の毛を一

ます。最高の愛の主人公たちが楽しむことが

本引っ張れば、体全体が引き上げられるのと

できる香りの雰囲気を拡張させるためのもの

同じように、愛のみ引っ張れば、宇宙が引き

が、この被造世界です。見かけがぞっとする

上げられ、愛のみ動けば、宇宙がすべて和す

ようなヒキガエルも愛を交わすときには「う

るようになります。そのため、愛があれば踊

っうっうっ」とします。どんなに素晴らしい

りも踊るようになります。踊りはなぜ生まれ

ことでしょうか。足をたたいて、後ろ足を上

ましたか。愛のために生まれました。また、

げたり下げたりしながら愛し合っているその

歌も愛のために生まれ、笑いも愛のために生

姿がどんなにすてきですか。それは最高の芸

まれました。愛を取り除いてしまえば、すべ

術です。

てが固まってしまいます。

春になって鳥が歌を歌えば、その鳥の歌を

人は蜂よりは蝶を好みます。蝶は踊りを踊

聞くや否や、自分の妻を思い、自分の子供を

りながら飛ぶからです。すべて飛ぶものは、

思い、自分の国を思い、世界を思い、神様ま

拍子に、調子に合わせて飛びます。早く飛ぶ

で思わなければなりません。そうすれば、す

ものも拍子に合わせて飛び、ゆっくり飛ぶも

べて完了です。鳥は鳥同士でのみ考えますが、

のも拍子に合わせて飛びます。飛び方は様々

人間は関係性をもっています。動物世界、植

ですが、いずれにしても全部拍子に合わせて

物世界、天上世界の中間媒介体としての関係

飛びます。また、山で鹿が跳び回ったり、う

性をもったのは人間だけの特権です。すべて

さぎが遊ぶのも音楽的です。何かを食べるの

を連結させることができます。これは人間だ

も音楽的です。人も何かを食べる時、とても

けの特権です。

音楽的です。それはすべて音楽の象徴です。
このように考えるとき、そのようなこの宇宙
を永遠に私のために造り、私のために取り付

アダムとエバは成熟していくに従って、

けたとすれば、その方に対して私たちは有り

「ああ、あんなふうに愛するのだなあ！」と

難く思わなければなりません。見物人のよう

知るようになります。神様は万物世界を、人

に、隣村のことのように考えてはいけません。

間の愛の理想を成熟させることができる教材
として広げておきました。それを学んでいく

山にも高い山があれば低い山もあります。

のです。だんだん大きくなるに従って、「あ

それでは、私たちは山が高くもあり低くもあ

は、昔は妹のように、お兄さんのように一緒

るのが好きですか、のっぺりしていて平坦な

に過ごしていたのに、よくよく見れば……」

のが好きですか。高くもあり低くもあるのが

このように感情が変化します。「あ、こうな

好きです。それはなぜでしょうか。その形が

んだ！」と学んでいきます。それで「お前と

踊りを踊ろうとするある型を具備しているか

私は死んでも会わなければならない。他の所

らです。あらゆる形の曲線を描きながら、上

には行けない」といって、平衡線を直行しな

がっていったり、下がっていったりしながら、

がら出くわすようになります。

様々な形態を表現しながら形づくられている
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からこそ良いのです。そうなれば、それが正

神様の愛が宿っている自然を眺めて、「世

に踊りです。自然の中には素晴らしい踊りが

の中の王様、あるいは有名な人がもっている

あり、素晴らしい音楽があります。素晴らし

見事だという品物に比べられるだろうか。骨

い芸術があります。それらのものが自然の中

董品と比べられるだろうか。ある有名な婦人

には実にたくさんあります。

が着ている豪華な服と比べられるだろうか」
という心をもたなければなりません。そのよ

一番最初に神様の子女として生まれたアダ

うにできなければ、私たちは、自然世界の前

ムとエバも、神様の保護圏内で幼かったとこ

に、自分でも知らずに罪を犯しているのです。

ろから成長していくに従って、だんだん大き

一つの生命体を見るとき、「人間が造ったあ

くなっていくのです。そうして、知能も発達

る物に比べられるだろうか。どんなに素晴ら

していくので、神様がなぜ被造世界を造られ

しい人であっても神様より素晴らしいだろう

たのかを知るようになり、その被造世界を通

か」といって、神様が心情を傾けて造られた

して教育を受けてくるのです。被造世界で動

万物をつかんで、何よりも貴く感じる者がい

くすべてのことは、私たちの人間始祖、本来

るとすれば、この人は間違いなく天の息子、

の先祖になるべきアダムとエバが生活できる

娘であるはずです。このような人は祈祷が必要

ように、すべてのことを教えてくれる教材で

ありません。神様と共に暮らす人です。天は人

した。完成されたアダムエバではないので、

間をそのような位置まで駆り立てるのです。

理想生活をしていく際の標本であり、一つの
博物館であったという事実を知らなければな
りません。

自然はどんなにつまらないものでも、その
どんなものとも比べられません。道端に価値
なく立っている一本の木も、有名な画家が描
いたどんな絵画とも比較ができません。どん

朝、目を覚まして自然を眺めれば、その自

なに名のある画家が最高の傑作品として花を

然がおぼろげに私の本性と因縁を結び、新た

描いたとしても、描かれたその絵画からはい

な理想の感情を芽生えさせます。しかし、人

くら凝視しても花は咲きません。香りもしま

間社会は眺めれば眺めるほど、絶望と悲しみ

せん。また、種も結べません。しかし、価値

の感情を高めてくれるという事実をよく知っ

なく道端に立っている木からは花が咲き、実

ているでしょう。本来、堕落しない本然の人

を結び、種を残します。そして、その種を植

間たちが住む世の中といえば、人間の価値は、

えれば、その木よりももっと良い木がいくら

そのように眺める者をして、悲しみを感じさ

でも出てくるのです。ゆえに、その有名な画

せる程度のものではないのです。草一株や、

家が描いた絵画とも比較できません。

花一輪、一本の木と同じ程度の価値で造られ
た人間ではないのです。被造物のその何もの

人間は自分が愛する人のものは何でも好み、

を与えても替えられない高貴な人間であり、

慈しみます。そうするくせに、一番愛さなけ

その何ものにも比べられない価値の姿で、天

ればならない神様が造られた万物を慈しむこ

上に代わって現れるべき人間でした。

とを知りません。このような人たちが神様の
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息子、娘になれますか。嘆息している万物の

してあげ、それをつかんで涙を流す人を見て

恨を解怨してあげるべき責任を負った皆さん

「良し」と言われるのです。

は、一本の木、一株の草にも六千年前、それ
自然とは何でしょうか。神様が私のために、

らを造られた時の神様の心情と、創造に差し
伸べられた手を体恤しなければなりません。

慈しむ愛をもった息子、娘が生まれるとき、

そのような心をもたなければなりません。そ

慈しむことができる万物として、贈り物とし

のため、道を歩いていて、一株の草を見ても

て下さった展示品です。鳥の鳴き声一つが、

涙を流すことができなければなりません。一

成長していく草一株が、愛する息子、娘たち

本の木をつかんでも、泣くことができなけれ

の生活の美化のために造られた装飾品なので

ばなりません。「主人を失ってしまってどん

す。路傍にころがっている岩も、息子、娘が

なに寂しかったことか」と言いながら。ここ

国を治める主人になることを知っていて、そ

で話をしている文鮮明先生はたくさん泣いた

の国の装飾品として造ったのです。流れる水

のです。岩をつかんでも泣き、風が吹くのを

も同じです。無味乾燥で単調であってはいけ

見て泣いたのです。なぜ、そうでなければな

ないので、造化無双な和合の園として、愛の

らないのか、今、み言を聞いたから理解でき

ためのそのような世界を見て、その相続を受

るはずです。

けることができる夢の王子、希望の王子を造
るために創造されたのです。そのため、万物
を通して学ぶのです。雄と雌が「ちゅんちゅ

神様が造られた価値のある万物が、神様と

ん」するとき、これをその主人になるおばさ

共に永遠なる因縁を結んだ貴い万物が、今日、

んも学べというのです。互いに慈しむ世界に

ある王宮で、なに、国宝だとか宝物だとか言

向かって、自分の一生を命を懸けて生きてい

って、貴く思われている品物ほどの取り扱い

る本然の被造世界のその美しさを、褒めたた

も受けられないやるせなさを私は分かってあ

えることができなければなりません。そのよ

げなければなりません。「私だけは分かって

うになれば、その家の垣根に鳥も飛んできて

あげなければならない」と言いながら生きて

暮らそうともするのです。雛を産もうとする

きました。「この地上に生きている世界人類

のです。何の話か分かりますか。

がみな分かってくれなくても、私は分かって
あげなければならない」という心を皆さん方

博物館にある、何かの作品がどんなに貴重

がもつならば、この民族が将来、世界人類を

だと言っても、生きている作品にかないます

支配できる新しい民族になるはずです。これ

か。神様の作品であるこの地球星の万物博物

は観念でなく事実です。どこの誰が万物をお

館を、誰が神様以上に愛したのかというので

いて、代々受け継がれてきた自分の家門の宝

す。自分の国の博物館以上に愛したのかとい

物より、世の中で一番貴い宝石だというダイ

うのです。道端で踏まれるたんぽぽ一株が博

ヤモンドより、貴く思って手放さないように

物館にある新羅時代の金環と比べられますか。

しますか。そのような人がどこにいますか。

神様が直接造られたものであるのに。そのよ

神様は御自身が造られたものを心情的に理解

うな神様の心情をもって「お前を、本然の神
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様が慈しむことができる王の位置で、愛を受

がちゅんちゅんちゅんと鳴くときは、「やい、

けたその位置で、愛することができない私自

このすずめ、私が朝寝しようとするのに何で

身が申し訳ない。恥ずかしい」と言うことが

ちゅんちゅん鳴くのか」と言わないで、「あ

できる心をもって慈しむ、そのような王がい

あ、お前、有り難い、ああ、私を起こしに来

るとする場合、その草もその王に従っていき、

たのだろ、大切なお客様が私に会いに来るの

永遠不変、共にいたがるというのです。その

をお前が教えてくれるのか」と、このように

ように生きなければならない人間なのです。

考えなければなりません。思想が違うのです。
これが偉大なのです。

自然を愛し、人を愛するすべを知らなけれ
ばなりません。人を愛することができず、自
然を愛することができない人は、神様を愛す

第三章

ることができないということを知らなければ

一

愛と結婚

真の結婚は宇宙的合一の愛を成すこと

なりません。万物は神様の象徴的な存在であ
り、人間は実体的存在であるために、万物と

結婚はなぜするのでしょうか。神様の姿に

人間を愛するすべを知っている人は、神様を

似るためです。神様は二性性相としていらっ

愛するようになるのです。

しゃる方であり、各一性が合体化した一体的
な存在であられ、神様の分性的な人格が男女

いつも自然を愛さなければなりません。自

なのでこれらが合成一体化して種のようにな

然を愛さなければならないのです。また、人

って、神様の本性の立場に戻らなければなり

間を愛さなければなりません。人間の中でも、

ません。

五色人種をすべて愛さなければなりません。
「ああ、私は白人たちだけが好きだ」と、神

結婚の最高の神性を私たちは謳わなければ

様がそのように言いますか。そうであれば全

なりません。男女が愛することのできる道は

部白い服のみ着なければなりません。白人た

結婚生活です。そのように一つになることに

ちはみな白い服のみ着なければなりません。

よって誰に似るのでしょうか。神様に似ると

色の付いた服はすべて捨てなければならない

いうのです。男女が一つになってこそ、人を

のです。黒い服をどうして着ますか。色の付

御自分の形状どおりに造られたと言われる神

いた服をどうして着ますか。矛盾しているの

様に似るのです。そうしてこそ神様が臨在さ

です。

れるのです。

男性は天を象徴し、女性は地を象徴します。

神様が造られたすべての存在を愛の対象と
して感じなければなりません。すべて、虫け

二人が合わさって調和し、平行線を成さなけ

らまで愛し、人は言うまでもなく、すべての

ればなりません。

天にあるものまで、無形のもの、有形のもの
男女が合わさることは、天地が合わさるこ

を愛することができ、愛を受けることができ
る皆さんにならなければなりません。朝、鳥

とです。
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男性と女性が互いに好み合い抱擁するそれ
自体が、宇宙が一体を成した立場です。神様

人類が公的に願っているみ旨のためのものな
のです。

の理想の中で成される創造本然の姿は、その
妹のように育て、妻のように愛し、母のよ

ようなものです。

うに仕えてあげるという心をもつことが必要
結婚は、なぜするのでしょうか。世界を愛

です。愛は妹から、すなわち妹として愛する

する訓練を受けるためです。また万民を愛す

ことを始めとし、妻として愛さなければなら

ることのできる資格をもつためです。

ないし、妹、姉、新婦、母のように愛さなけ
ればなりません。そうしてこそ人間が堕落し

結婚の目的は、男性と女性の心の世界を一

たことによって失い、神様が愛することので

致させようとすることであり、男性と女性の

きなかったものをすべて復帰することができ

愛の完成のためのものです。それで結婚した

ます。

ということは、そのような証拠を見せて宣布
をすることです。結婚生活を通して愛の完成

国を愛するためには何を愛さなければなら

と心の完成を成したなら、家庭の理想を実現

ないでしょうか。まず男性は一人の女性を、

したと言うことができます。それで死ぬ時こ

この国の代表的な女性だと思って愛せる者に

れを成したなら、間違いなく天国に行くとい

ならなければなりません。また女性は男性に

うのです。

対してただ一人の男性としてではなく、全世
界の男性の中で代表的に選び出した人だと思

結婚とは何でしょうか。なぜ結婚が重要な

うのです。このように代表者の立場に立った

のでしょうか。結婚は愛を探していく道だか

男性と女性が合わさって家庭を成すようにな

らです。愛する道、生命を創造する道です。

ると、この家庭は天の国の家庭になるのです。

男性と女性の生命が一体になる道です。男性
女性にとって本当の幸福は、愛の主体者に

と女性の血統が混合されるところです。結婚
を通して歴史が生まれ、ここから国が生まれ、

出会うことです。愛は一人では感じることが

理想世界が始まるのです。

できません。幸福も同じです。相手と同じ相
対的関係を結びながら互いに感じ、愛するこ

結婚は誰のためにするのかといえば、人類

とのできる真の幸福を感じるのです。

のためにするのであり、人類の共同利益のた
めにするのです。ですから結婚は世界を代表

結婚する時はその男性がハンサムだといっ

したものです。その男性は世界を代表した男

て喜んでいたのに、その男性が一週間後に事

性であり、女性もまた世界を代表した女性で

故に遭って体が不自由になった時、離婚しよ

す。では、どこから出発しなければならない

うとするのは真の愛ではありません。それは

のかというと、世界を代表した立場から出発

偽りの愛です。真の愛は絶対的であり、不変

しなければならないのです。結婚する意味は、

であり、永遠なのです。
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結婚は私のためにではなくて、相手のため
にするという信条をもたなければなりません。

いほど、無限の宇宙の舞台で活動することが
できます。

結婚を、立派な人、きれいな人としたいとい
うのは間違った考えです。人間は他のために

人間において、愛は永遠なものであり、二

生きなければならないという原則を知ったな

つでなく一つです。男性と女性が愛によって

ら、結婚も相手のためにするという考えをも

結ばれると地上で百年偕老（注：共に年を取

たなければなりません。いくらみすぼらしい

ること）しなければならず、死んでも永遠に

人でも、美人よりももっと愛そうという信念

共に生きなければなりません。体は二つだけ

をもつのが原則的な結婚観です。人間として

れども、一つになって回ることによって一体

生まれて相手を神様のように愛し、人類のよ

になるのです。二つの体が一つになれば、神

うに愛し、この世界の誰よりももっと愛する

様と共に回るようになり、愛の四位基台を成

ことができるという考えに立たなければ、天

すようになり、それがすなわち愛の理想世界

の国に復帰することはできません。一人の男

なのです。そこには偽りの愛が侵入すること

性として一人の女性を愛することを知らなけ

ができず、ただ真の愛のみが存在できるのです。

れば、神様と人類を愛することはできません。
個体完成、相対完成を成したのちに神様を
結婚とは、幸福の宮殿のドアを開けて入っ
ていく儀式だと言うことができます。したが

中心とした愛によって公認されてこそ、本当
の理想が成されます。

って、結婚は人倫の大事なのです。愛は時空
を超越し、人間史において最も偉大なもので

新郎新婦はお金や権力、名誉を中心として

あり、結婚はそのような愛を表し、確認する

一つになるのではなく、神様の本然の愛を中

儀式なのです。

心として一体にならなければなりません。

結婚する時は、美人の夫になろうと思わな

神様の最高の傑作品として造られた美しい

いでください。醜女の夫になり、誰よりも立

男性と女性が、神様を中心として愛すること

派に生きる夫になると言わなければなりませ

ができるなら、それは最高の愛であり、超越

ん。そしてこの世のどのような美人も敬うこ

的な愛であり、この世的な愛ではありません。

とのできる、そのような夫にならなければな

その愛は最高に美しい愛であり、愛の中の代

りません。そのようにすることのできる観を

表的な愛であり、永遠に輝くことのできる愛

もって、女性に対さなければなりません。

です。

どのような妻、どのような夫に会って結婚

真の愛の味を感じるためには理想圏をもた

するのでしょうか。最もみすぼらしい人に会

なければなりませんが、男性には女性が必要

って、烈女になって愛そうとする原則を立て

であり、女性には男性が絶対的に必要です。

て結婚し、暮らさなければならないというこ

真の愛のための絶対的な男性と女性は、一心

とを知らなければなりません。愛の度数が高

に努力することによって結ばれます。一つに
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結ばれた時は、神様が二人の中に臨在される

て祝福圏を探していかなければなりません。

ようになることを知らなければなりません。

最高の真理圏を離脱するのは、最高の悪です。

全世界の人種が一つになるための最も早い

韓国の伝統婚礼を見ると、互いに向かい合

近道は、国際結婚しかありません。二つの全

って大きなお辞儀をします。どうして大きな

く違う文化圏と環境から選択された男女が、

お辞儀をするのか知っていますか。互いに

神様の愛によって一つにならなければなりま

「ため」に生きようと大きなお辞儀をするの

せん。これが完全な調和と統一です。このよ

です。互いに「ため」に生きなければ愛は逃

うな偉大なことを成就するために私たちは、

げていってしまいます。

巨大な愛の力を見つけなければなりません。
最高の愛のみが国境を越え、人種の境界を越

韓国の民法では同姓同系の結婚を禁じ、異

え、文化の境界を越え、知識の境界を越える

族結婚を奨励していますが、これは統一を思

のです。

慕する民族だからそうなのです。

神様の愛と人間の愛は、本質的に同じです。
愛は一つになろうとするものです。男女が互

二

男女の愛、互いが必要とする愛

いに慕い合う理由は、男性は女性、女性は男
性を通してのみ神様を所有できるからです。
愛は、互いを好むことです。

成長の中で最も花のような時、最も美しい
時が青春時代です。その青春時代の姿が最高
のつぼみのような時期です。それをしっかり
と愛することのできる人がいるなら、その人

結婚しない人は、天国に絶対に行けません。

は神様の家の奥座敷にでも招待される人です。

結婚しない人には、天国は絶望の美しい山河

そのような愛を授受することのできる男性と

です。寂寞とした山河は希望がありますが、絶

女性は神様の福を受けることができ、神様の

望の山河は希望もない状態ではありませんか。

奥座敷にまでも招待されるはずです。

人間の幸福とはどのようなものでしょうか。

男性は女性のために生まれ、女性は男性の
ために生まれました。自分という存在を主張

お金が有り余ってダイヤモンドを体に着ける

するところには、神様が共にいらっしゃるは

と幸福だと言えるのでしょうか。本当の幸福

ずがなく、他人を尊重する時に、神様が共に

とは相対者と共に愛によって笑い、歌ってさ

いらっしゃいます。原則的で原理的な思考によ

さやくところから見つけることができます。

って、私たちは二本の足で歩いているのです。

そうできる人は幸福な人です。愛する恋人か
らささやく言葉を聞くことのできる人は、幸

女性は男性に会うために生まれ、男性は女

福な人だと言うことができます。ほおをつけ

性に会うために生まれたのです。それが最高

て愛をささやくことは、ちょうど夢を見るよ

の真理です。それで、このような原則に従っ

うな幸福感を感じることができるからです。
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ある男性がハンサムで健康な人だとしても、

幸福な時は年齢的に見る時、若さが最も華麗
に咲く時だといえます。愛によって力いっぱ

女性がいなければ意味がないのです。自分の

い膨らんで一つになることのできる時が、青

容姿や健康に酔って生きる男性は、どうしよ

春時代です。

うもない存在であるだけです。そのように自
我に陶酔して回っていくこの世を改善して、

自分の一生一代に男女間で愛する愛よりも、
世界を愛し神様を愛し人類を愛したあとで自

変化させていくのが神様の摂理だったという
ことを知らなければなりません。

分を愛することのできる、そのような愛をも
この世で最も良いものとは何でしょうか。

った相対を迎えようとする人が、理想的な人

男性には女性、女性には男性ではないかとい

です。

うのです。男性が好きな愛は男性のものでは
女性にとって本当の幸福は、愛の主体者に

なく、女性が好きな愛も女性のものではあり
ません。そうでしょう。一人でいる時、愛し

出会うことです。

たい気持ちになりますか。
男性が一人でいくら愛を探しても、その人
男性は神様の愛を中心として女性を愛する

は狂った人としか思われません。

において、「完全に愛した。最初から最後ま
男性と女性がいくら素晴らしいといっても、

で永遠に変わらずに愛した」と言える立場に
立たなければなりません。また女性はそのよ

愛がない時は意味がありません。

うな立場に立つために自分の体をしっかりと
男性と女性は、生理的にみな反対です。女

封じておかなければなりません。蓮の花が多

性は一方的なのに比べて、男性は三方、四方

くの花びらで何重にも包んであるように、し

的です。また女性は家にばかりいますが、男

っかりと埋めておかなければなりません。そ

性はあちこち世の中を歩き回ります。このよ

うして春という季節に、天地の調和に合わせ、

うに性格がみんな反対です。このような主体

そこに和合して新しい人生を出発しなければ

的な男性と相対的な女性が、何を中心として

なりません。これを、しっかりとしなければ

一つになるのでしょうか。愛を中心として一

なりません。

つになるのです。人間と神様を一つにするの
皆さんは花の中で、美しい花は何だと思い

も愛です。

ますか。皆さんはどのような花が好きか分か
神様は愛の理想完成のために人間を創造し

りませんが、先生はラッパのような形をした

ました。そして人間と神様の関係は、最高の

花が好きです。なぜかと言うと、ラッパのよ

愛を中心とした主体と対象の関係です。では

うな形をした花は香りを遠くまで漂わせます。

人間はいつ完成されるのでしょうか。男性も

ラッパのような形をした花は深い愛を意味し

女性も愛の因縁を結んで愛の価値を知った立

ます。ラッパのような形をしていてこそ、香

場に立った時、初めて完成されます。

りが遠くまで広がります。ですからラッパの
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ような形であるほど香りが多く出ます。です

や耳、口、手もすべて相手のために生まれま

から女性が花であれば、深い愛の心情をもっ

した。五感を総動員して集中できるその力が

ていなければなりません。美しい香りをもっ

何かというと、真の愛です。目、鼻、耳、口

た花は万民が喜びます。そしてゆりは単調で

そして手は、真の愛のために生まれた真の愛

すが優雅な味があります。清く優雅なゆりの

の道具です。

花は、葉なのか茎なのか分からないように同
じ色で咲いているのを見ると、感傷的で情緒

女性にとって最も貴いものとは何でしょう

的な花だというのです。そのように結婚前の

か。男性です。どのような男性が必要でしょ

女性は、水仙、またはゆりのようにならなけ

うか。立派か立派でないか、体が自由か不自

ればなりません。優雅で清い花にならなけれ

由かが問題でなくて、その男性から価値のあ

ばなりません。

る愛を見つけ出すことができるかどうかが問
題なのです。

いくら美しい娘にも、思春期はたった一時
男性の心の中には神様が愛される女性がい

しかないのです。その時は花の中の花であり、
一生で最も貴い時なのです。それにもかかわ

て、女性の心の中には神様が愛される男性が

らず「私一人で生きるわ」と思っている女性

いて、共にたたえるようになる時には神様も

がいるでしょうか。その人は女性ではありま

それを見て喜ばれるので、万物も互いに喜ぶ

せん。また男性の中でも見てくれの悪いとこ

ようになります。彼らが抱擁する喜びの内容

ろのない、これ以上良い時はないという青春

が、天と地と共に喜ぶ価値になります。男性

の時に、自分一人で生きると言う者がいるで

と女性が互いに好んで抱擁するそれ自体が、

しょうか。そのような時には、必ず相対を探

宇宙が一体を成す立場になります。神様の理

すようになるのです。誰に似てそうなのでし

想の中で成される創造本然の姿が、そうです。

ょうか。神様に似てそうなのです。人生の最
も貴い時である思春期の時に、相対を探そう
本来、男性が生まれた本当のみ意はどこに

とするのは男性も女性も同じです。

あるのでしょうか。女性のために生まれたと
男性はなぜ生まれたのでしょうか。男性は

いうことを否定することができません。反対

多くが自分一人で生きることができるので、

に、女性は女性のために生まれたのではあり

そういうことに関心がないとも言いますが、

ません。男性のために生まれたという事実を

男性は女性のために生まれたというのです。

本人が確信できない立場で、問題が起きるの

女性がいなければ男性は必要ありません。自

だということを、私たちは知らなければなり

分のために生まれたものは一つもないという

ません。これを天地創造の大主宰であられる

のです。

神様が創造の原則とされたので、その原則に
従わずには善であり、真であり、幸福であり、

私たちの五感を見てください。私の目は私
の目を見るために生まれたのでしょうか。鼻

平和な世界、または愛と理想の世界に入るこ
とができないのです。
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この世に多くの男性がいるとしても横目で

一人で行っても愛が蹂躙されることは絶対に

見てはいけません。貞操は生命より、もっと

あり得ない」という操と決意をもたなければ

尊いものです。夫が愛することができ、息子、

なりません。

娘が愛することができ、国が愛することがで
青少年として堕落して汚れず、染まらずに、

き、世界が愛することのできる歴史の道が、
女性によって開かれるというのです。このよ

聖なる純潔を大切に保管して、これをどこに

うな女性の美しさと高貴さと情緒的な伝統が

もっていくのでしょうか。天が最も喜ぶこと

輝くことのできる基準をつくっていく厳粛な

のできる祭壇に掲げて神様が喜ぶ、そのよう

課題の前に、皆さんは真実と真の姿でいる誠

な純潔をもった男性と女性が出会って一つに

心を尽くさなければならないのです。

結ばれる貴い基台が、新郎新婦の出会う場に
ならなければなりません。

最も花のような時期、花がさっと咲いた青
春時代がいつかというと、思春期の時です。
三

その時期がすなわち十八歳から二十四歳まで

祝福結婚式は神様の愛の伝授式

の七年間です。この七年間は人生に二度とな
統一教会では、結婚することを「祝福」と

い花のような、愛の花が咲く時期です。一度
しかない花のような時代が、どんなに貴いで

表現します。

しょうか。
祝福は真の父母と真の子女が出会い、創造
蓮の花を知っているでしょう。つぼみは何

目的を成就することを意味します。

十もの花びらでしっかりと包まれていて、そ
れを簡単につぶすことができないようになっ

祝福とは何かというと、神様と共に一つに

ています。このように、男性も女性も同じで

なることです。神様と一つになると、全体を

す。皆さんの赤い愛、黄色い花のようなその

もつことができます。神様のすべてのもの、

愛のつぼみを、いつぱっと咲かせるのでしょ

主体がもっている全体をもらうことになるの

うか。天地の調和の中の美が最もよく現れる

です。

時が、青春の時期です。人間として見る時も
最高に咲く時です。神様の傑作品となり、最

皆さんは今まで、真の父母と完全な因縁を

も中心の絶頂として光る期間が青春の時期で

結ぶことができませんでした。ですからその

すが、その時に神様の祝福の中でぱっと咲か

因縁を結ぶために、してあげるのが祝福です。

なければならないでしょう。
祝福は天国の門を開くことであり、子女と
青春時代に純潔を失ったアダムとエバの恨

共に入るのです。

みを踏んで蕩減することのできる貴い時であ
る思春期に、純潔を汚してはいけません。そ

この世には大勢の人がいますが、大きく二

の純潔を清く大切に保存して、「千代、万代

つに分けてみると、男性と女性に区分されま
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す。この人たちが一つになることのできる秘

重生する（生まれ変わる）には、アダム・

法を模索するのが、私たちの根本目的である

エバよりできが悪くてはできないし、また根

のです。今までそのような一つの結実的な家

本の復帰もできません。重生するにも個人が

庭の起源が出てこなかったので、私たちはそ

重生しなければならないし、家庭、民族、国

れを模索していくのです。そのような起源が

家、世界が重生しなければなりません。この

現れて種を蒔くと、新しい木になるのです。

事実を、今日のクリスチャンたちは知らずに

これが祝福結婚式です。

います。

祝福結婚式は、単純に男女が出会って一つ

八十歳を越えたおばあさんたちも、祝福を

の家庭を成す婚礼式ではありません。今まで

受けずに死んだなら天国に行けないという事

の結婚式は自分を中心としたものでしたが、

実を知っているので、死にゆく最後の瞬間に

私たちの結婚式は、神様に喜びを帰すほどの

でも何千里離れた所に男性がいたり、何千里

内容をもって歴史を蕩減する貴い条件として、

後ろに男性がいたとしても、二人を糸で結ん

聖なる雰囲気をもって盛大に挙行されなけれ

で祝福を条件としてだけでも受けたいという

ばなりません。私たちの結婚式とは、アダ

のです。祝福はこのようになっています。先

ム・エバの堕落に始まった神様の恨みを解怨

生は、このことをやり遂げなければならない

してさしあげ、イエス様が成すことのできな

ので、運の悪い人です。

かった新郎新婦の基準に通ずることであるこ
真の父母というのは、完全な男性と完全な

とを、原理ははっきりと説明しています。

女性ということです。縦的、横的九〇度にな
神様の摂理で信仰を立てたとしても、神様

った男性と女性ということです。それで先生

の子供として復帰させるためには接ぎ木しな

が、これを接ぎ木するために青年男女を集め

ければなりません。

て頭を切り捨ててしまって、母親の芽と父親
の芽をもって植えるのが祝福です。

もう一度生まれなければならないというこ
とは、堕落したアダム・エバの後孫である父

祝福式は正に愛の伝授式です。神様の愛を

母の血肉を通してもう一度生まれなければな

もって父母が生きるように、皆さんも父母の

らないというのではなくて、堕落と関係のな

愛を神様の愛の代わりに受けて、「このよう

い父母の血肉を通してもう一度生まれなけれ

に生きよう！」という人の伝授式が祝福式だ

ばならないということです。そうせずには神

というのです。神様の愛を父母から受けるの

様の元に帰ることができません。罪の根本の

です。ある名の知れた人から受けるのではあ

根はアダム・エバから始まったのでこれを踏

りません。それは天使長がしてくれる結婚式

み越えて、すなわち原罪と因縁のない立場で

です。名の知れた人が一人で前に立ってして

生まれたという資格をもたずには、神様のそ

くれる結婚式は、みな天使長から受ける結婚

ばに帰ることができないのです。

式です。
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血統が違うということは、父親が違うとい

天宙主義とは何でしょうか。家庭において

うことです。ですから父親の違う血統をもっ

言えば、自分が暮らしている家庭が金銀財宝

て生まれた人間は、本来堕落しなかった本然

でぎっしりと詰まり、それでも余りがあると

の父母によってではない罪を、蕩減すること

しても、それによって生きるのではなくて、

ができません。ですから今日まで、歴史は堕

それを忘れて、いつでも神様の愛によって暮

落しない始祖になり得る権利をもったその一

らすことができるそのような家庭です。息子

人の方が来る時まで、宗教の理念を中心とし

のものは父母のものであり、父母のものは神

て連結させてきました。

様のものとして、そっくりそのまま連結でき
なければなりません。

祝福を受けたということは、メシヤが二千
真の家庭主義とはどのような主義でしょう

年間の苦労によって地上に基盤をつくり、選
ばれた民族と教団と自分の氏族を中心として、

か。真の家庭主義は神様の愛主義です。愛が

新郎新婦の名前によって出発できる時が来た

なければいくら世界一だといって胸を張って

ということです。皆さんは氏族的なメシヤに

歩き回っても、その人は不幸な人です。真の

なることができるでしょうか。先生と父子の

家庭主義は、父母が行けば息子、娘は父母の

因縁を結んだので、サタンもどうすることも

あとに永遠についていく主義、また兄が行け

できません。このように祝福は、本当にすご

ば弟が永遠についていく主義、弟が行けば兄

いことです。

が永遠についていく主義です。ですから弟の
国があれば、兄の国がついていき、兄の国が

天宙主義とは、どのような主義でしょうか。
真の父母主義です。結局この二つの主義は父

あれば、弟の国もついていくと言わなければ
なりません。

母の主義です。これは私たちの家の主義であ
り、私たちの国の主義であり、皆さん個人の
主義です。人間が堕落しなかったなら、世界

第四章 愛と家庭
一

は誰の主義になるでしょうか。アダムの主義

愛の理想実現は家庭から

になるはずです。そのアダム主義がすなわち、
真の父母主義です。父親母親主義なのです。

家庭は、万古普遍の起源であり礎です。こ

ほかにこれ以上の思想はあり得ません。です

れは父も変えることができないし、兄弟も変

から統一教会は心情的な問題を、本然の理想

えることができないし、どの国も、どのよう

的な家庭の枠の中で、真の父母という理念を

な制度でも変えることができません。また世

中心として天宙主義とつながるようにしなけ

界的にも変えることができないし、天地も、

ればなりません。このような理念で制度化さ

神様も変えることができません。ですから、

れた家庭の因縁が残っている限り、滅びるこ

家庭というものには永遠に革命という名詞が

とはありません。滅びてはいけないというの

必要ないのです。家庭は愛の場なので、革命

です。

が必要ないというのです。
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なぜ父母が良いものになるのでしょうか。
そして夫と妻、子女がなぜ良いものになるの

情緒的に問題があれば成せないのです。また、
心情、愛がなくても成せないのです。

でしょうか。愛があるからです。父母の愛、
これは子供に絶対に必要です。夫婦の愛、こ

不幸は、どこから出発するのでしょうか。

れは夫と妻に絶対に必要なものになります。

愛の安息地がなくなる時から始まるのです。

そして兄弟間の友愛、子女が父母に対しても

幸福な家庭は、その家の垣根である父母に仕

つ親孝行の心も、一つの家庭に絶対に必要な

えて生活する家庭です。その家庭は上では天

ものです。

を代表した父母に仕え、横では夫婦が結ばれ、
この夫婦が天倫の法度を貴び、その代を継ぎ

家庭がなぜ良いのでしょうか。家庭は互い

ながら住む家庭です。

が自由に授受できる基盤になっており、栄え
皆さんは、どのような愛を探し求めました

ることができるので、人は故郷を懐かしがり、
父母と兄弟がいる家庭を懐かしがるのです。

か。神様の愛を探し求めたならば皆さんの心
と体が完全に一つになり、神様の愛が臨在す

真の家庭は、自分の母のように妻を愛し慈

ることができるのです。それで夫婦の天国と

しみ、自分の父のように夫を慈しんで愛し、

なり、家庭天国を成すようになるのです。お

弟や兄のようにお互いを愛する所です。その

母さん、お父さんが完全に一つとなって愛し

次には、神様のように自分の夫を愛し尊敬す

合うようになり、息子、娘もお母さん、お父

る世界が、理想家庭が住む天国です。このよ

さんのような相対をもらうことができれば、

うな伝統が、この地球上に立たなければなり

家庭天国が実現されるのです。父母がプラス

ません。

になり、息子、娘がマイナスになれば、家庭
天国が実現されるのです。

神様を中心とした永遠の父母の愛、永遠の
父母、夫婦、子女で形成された家庭は、世

夫婦の愛、永遠の子女の愛、この三つの愛が

界の縮小体です。家庭の愛を拡大して、すべ

あるところが理想家庭です。

ての人を愛することが、人類を生かす道だと
父母と子女、夫婦、そして兄弟姉妹たちが

いうことを知らなければなりません。年を取

すべて、真の愛を中心として一つとなること

った人はおばあさん、おじいさんのように、

を願うところが、私たちの理想家庭です。こ

中年はお父さん、お母さんのように、自分よ

こから永遠なる世界的平準化が始まり、地上

り少し年上のように見える人はお兄さん、お

天国が出発するのであり、さらにまた、天上

姉さんのように、年下のように見える人は弟、

天国も自動的に成し遂げられるのです。

妹のように考え、愛さなければなりません。

幸福はどこから来るのでしょう。鼻歌を歌

天国はどこででき上がるのでしょうか。私

い合える、そんな環境はどこから来るのでし

たちの家庭からでき上がるのです。それなら

ょうか。家庭から来るのです。家庭の幸福は、

ば私たちは何主義なのでしょうか。家庭主義
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です。私たちが標榜する天宙主義は、空であ

台が立ち、その次に民族、国家、世界に広が

る「天」の文字に家である「宙」の文字、す

っていくのです。

なわち空の家主義というのです。このように
天国はどこにあるのでしょうか。空中から

なれば、天宙という意味が明確になるのです。

降ってくるのではなく、お父さんとお母さん、
家庭は小さな社会に立脚した小さな国家で

そして子供の間に授受できる生活舞台を育て、

す。小さな国家であり、小さな世界であり、

またすべての被造物を私たちの生活に利用し、

小さな天宙なのです。それで、家庭を離れて

私たちの理想の条件を利用するおもしろさ、

は何もできないのです。

そのおもしろさを一○○パーセント享受でき
るところが天国です。

一家庭は、社会の倫理的基盤であり、人間
世界では手本になり、根本的で一次的な組織
天国へは一人では行くことができません。

です。このような家庭で、愛が最善の価値基

祝福は天国の門をさらりと越えていくのです。

準になるのです。

天国は、家庭に帰っていくところです。三代
人の一生涯で一番重要な時はいつかと言え

の因縁をもって入っていくところです。

ば、生まれる時、結婚する時、死ぬ時です。
それでは生まれる時は、どのように生まれな

宗教は、最も偉大な教えです。神様の最も

ければならないのでしょうか。よく生まれな

偉大な教えとは、人類を教え、人類を愛して

ければなりません。次には結婚する時です。

みようということです。そのほかにはありま

結婚とは生きるためにするのです。すなわち、

せん。それで真の父母は、子供に対して世界

四位基台を成すためにするのです。このよう

を好きになり、神様を好きになることを教え

に宇宙の公法を地球上に立てておけば神様の

てくれるのです。

み旨を成すことができ、人間のみ旨を成すこ
とができるのです。このような宇宙の法度が
天国は誰かが教えてくれて行くようになっ

指向する内容をもち、その形態をもつための

ていません。良心的に生きる人は自動的に行

ものが家庭です。

くようになっているところが天国です。太陽
家庭は、天国完成の基本単位です。天国は、

が昇れば、すべての木の芽は太陽に向かいま

一度行けば戻りたくなく、十回、百回会って

す。草までも自ら方向性をもって帰っていく

もまた会いたい方がいるところです。万民が

のに、まして万物の霊長である人間が自分の

共通にそこに行きたがり、その方に会いたく、

行く道を知らないわけがないのです。このよ

その方と共に住みたがれば世界は統一される

うな現象が起こってくるのです。

のです。そこに向かっていくのが目標です。
しかし、そこは一度に成されるのではありま

天国は愛の世界です。中心者である神様のた

せん。まず個人の基台が立ち、次に家庭の基

めにある世界、神様のために生きる世界です。
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天国へは愛の軌道に乗って行くのです。こ

ります。世界に適用すれば聖人になります。

のように話せば実感するでしょう。その愛の

天地を中心とするようになれば神様の息子、

ひもは、引っ張れば引っ張るほどゴムのよう

娘、聖者になるのです。

に細くなるのではありません。ゴムは引っ張
れば引っ張るほど細くなりますが、愛のひも

家庭は、死ぬ時に天の国、平和の王宮に入

は引っ張れば引っ張るほど反対に太くなるの

籍できる手続き券を得られる、愛の教科書で

です

す。愛の修練所です。これを拡大したのが世
界です。おじいさんのような世界があり、お

人間には、親子の関係がなければならず、

ばあさんのような世界があり、お父さんのよ

夫婦関係、兄弟関係がなければなりません。

うな世界があり、お母さんのような世界があ

すなわち、この三つの関係が一点になければ

り、夫のような世界があり、妻のような世界

なりません。その中心点は一つです。上下、

があり、息子、娘のような世界があるのです。

左右、前後の中心が違ってはならないのです。

このように拡大すれば、すなわち世界になる

この中心点が違えば上下、左右、前後関係の

のです。

均衡がすべて崩れるのです。それで結局、上、
下、左、右、前、後、そして一つの中心点ま

愛の王国を成したいのが神様のみ旨です。

で、すべて七数を成すようになるのです。こ

愛の理想世界を発展させ、世界化させようと

のように七数を成すのは神様を中心として完

するのが神様のみ旨だとする時、小学校から

全な真の愛で一つになり、このすべてが完全

大学の卒業、博士号の取得までパスできる実

に球形を成し、調和と統一を成す家庭になる

験場がどこかと言えば家庭です。家庭を拡大

のです。

すれば世界です。世界を細かく見れば、おじ
いさん、おばあさんが住む世界、その次にお

世界にはおじいさん、おばあさんのような

じさん、おばさんたちが住む世界、お兄さん

人たちが住んでいて、お母さん、お父さんの

お姉さんのような人たちが住む世界、その次

ような人たちが住んでいて、夫婦のような人

に青少年たちが住む世界、子供たちが住む世

たちが住んでいて、息子、娘のような人たち

界だと言えるでしょう。それで老年から壮年、

が住んでいます。何種類かと言えば、このよ

中年、青年、青少年たちが住むここは模様が

うな四種類の人たちが全世界に住んでいます。

大きく、数が多いだけで、家庭を拡大したも

それゆえ、世界の数多い人たちに、天国人に

のです。

なれる教育の教材、経典としてみなされるの
家庭の中心は父母ですが、なぜ父母になる

が、私たちの家庭だという観念をもたなけれ

のでしょうか。父母はすべて家庭全体のため

ばなりません。

にあるからです。
家庭というものは、天国と因縁を結ぶため
人には家庭が必要で、国が必要で、世界が

の教材です。教育の教科書なのです。それは、
軸を中心として、国に適用すれば愛国者にな

必要で、本然の世界、宇宙が必要です。
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愛を中心とした家庭で、父母は国の代表者

て人に現れます。まず父母の愛、次に夫婦の

です。神様の代表者だと見るのです。それを

愛、子女の愛、兄弟の愛です。愛だけをもて

訓練するための第一段階の訓練舞台が家庭で

ば神様と友達のように付き合うこともでき、

す。地上で天国を成せる第一教化場が家庭で、

お父さんのように付き合うこともできます。

そして国家が第二教化場です。ここに愛国者
が必要なのです。その次に第三教化場が世界

人生の航路は旅人の道ですが、私たちは縦

です。ここに聖人が必要です。霊界は第四教

横の愛を体恤していかなければなりません。

化場です。その次には神様の息子、娘になる

真の父母の愛、真の夫婦の愛、真の兄弟の愛、

のです。聖人といっても、神様の息子、娘で

真の息子、娘の愛を中心とした家庭を成した

はありません。それで、すべてが神様の息子、

のち、これを横的に拡大し、東西南北に多く

娘にならなければならないのです。聖者の位

の家庭を置かなければなりません。それで彼

置に入り、神様の愛と一つになって、永遠に

らが縦横に連結させることができる真の家庭

神様を所有できる位置に入るようになります。

の形態を成して氏族圏、国家圏、世界圏、神
様に連結される時、真の愛で連結されたその

二

家庭は天国生活のための愛の訓練場

世界を天国だと言うのです。

救いの門を開くのは神様の愛です。私たち

天国は愛の世界です。神様のためにある世

は神様の真の愛と、真の生命と、真の血統を

界、神様のために生きる世界です。

受け継がなければなりません。そうしなけれ
天国とは何でしょうか。自分の家庭のよう
に世界の人たちを愛することができるところ

ば、救うことができないという事実を知らな
ければなりません。

が天国です。そのような人が、天国の民です。
おじいさん、おばあさん、お母さん、お父さ

踏みにじったり壊してしまうのは罪の中の

ん、自分の妻や夫、兄弟、子女の四代とは何

罪です。怨讐の中でも一番ひどく憎い怨讐は、

でしょうか。天国の民として愛を、宇宙の真

愛を破綻させる怨讐です。一家庭を中心とし

の愛を体験するための教材としてあるのが家

て子供が父母を愛することができなくしてし

庭です。教材として私に教えてくれる基盤が

まい、夫婦同士愛せなくし、壊してしまう悪

家庭だということを知らなければなりません。

魔以上の悪魔はいません。人類の始祖が堕落
することにより一番目は兄弟の愛を、二番目

神様の愛は被造万物に現れます。父母の愛

は夫婦の愛を、三番目は子女の愛を失ってし

はどこに現れるのでしょうか。子供に現れま

まいました。私たちはこれを再現させて愛さ

す。また夫がいるところに妻の愛が現れます。

なければ、天国に入っていけません。

子供を見て父母の愛を知ることができ、夫の
服の端を見て妻の愛を知ることができるよう

神様の真の愛と一つになって生活して入っ

に、この世界に現れた事実を見て神様の愛を

ていくところ、神様の真の愛の血族を準備し

知ることができます。神様の愛は順序によっ

て共に入っていくところが天国です。この真
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の愛を占領できなければ、永遠に天国に入る

皆さんの血族を大切にしなければなりませ

ことができません。その日のために、数千万

ん。お父さん、お母さんを大切にしなければ

年を待って準備しなければならないことを知

ならなりません。おじいさん、おばあさんは

るべきです。

天国の王権を代表した、うちの主人です。し
かし今は、年を取ったと疎まれる者になった

神様は真の愛の本体としておられ、真の愛

でしょう。そのようにしておいて、何が世代

と連結されれば、すべてが同じ体になります。

の差ですか。これは誰がつくりましたか。サ

父母は神様の代わりとしての生きた神様で、

タンがつくっておいたのです。世代差がどこ

夫と妻は互いに片側の神様で、息子、娘はま

にありますか。愛に世代差がありますか。千

た一つの小さな神様です。このように三代が

年前の愛する方法と、千年後の愛する方法と

真の愛を中心として成す家庭組織が、天国の

違いますか。方法も同じで、そのようにする

基盤です。このような基盤をつくらなければ

のも同じです。内容が違ったのです。堕落し

天国は成されません。家庭とは、宇宙の中心

なければ、愛の内容は公式になるので、億万

です。家庭完成は宇宙完成の基礎になるため

年が過ぎても変わらないのです。

に、家庭で愛するように宇宙を愛すれば、ど
こでも無事に通過です。このような場合、神

千万回の天地開闢があったとしても、おじ

様は全体宇宙の父母として、愛の複合的な中

いさん、おばあさん、お母さん、お父さん、

心位置にいらっしゃいます。

息子、娘の三代が一つになり、鉄城（注：堅
固に取り囲んだもののたとえ）のようにくる

神様を中心とした創造本然の家庭的基台に

くる巻き固め、そこに神様を核として迎えれ

は、男性の愛、女性の愛、息子の愛、娘の愛、

ば、どこでも天国を実現できる一つの種にな

父母の愛、神様の愛がすべて入っています。

るのです。これは神様の愛の種です。生命の

このような消化された位置から父母を愛し、

種として血統の根本だと言えるのです。これ

夫を愛し、息子、娘を愛せば、誰でも天国生

を探し出さなければなりません。そうしなけ

活をするのです。

れば地上天国、平和の天国、幸福と自由の世
界という、すべての願いは成り立ちません。

天国生活はどこから始まるのでしょうか。
家庭です。違うところから起こるのではあり

天国とは何でしょうか。極楽あるいは天国

ません。天国は家庭を立体的に拡大させただ

に行くと言っても、自分一人で行くところで

けで、家庭圏を離れたものではありません。

はありません。自分の父母と兄弟すべてが、

そのために自分の妻や夫を懐に抱く時、これ

共に行かなければならないところが天国です。

は世界の男性と女性が一つになるのだと考え
なければなりません。このように世界人類を

第五章 愛と霊界

愛したという条件を立てることができる位置
が、すなわち家庭です。
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私たちは神様の愛によって生まれ、愛によっ

に、死は悲しいものではありません。新しい

て生きて、息子、娘を生んで、愛の目的地に到

世界に飛躍するものであり、昇華なのです。

達し、永遠に神様と共に生きるために神様の元
に帰っていくのです。すなわち私たちの一生は

この世では死が生命の終わりを意味します

愛によって始まり、愛によって成熟し、愛の実

が、死は他の世界に新しく生まれることを意

として収穫されるのです。人が死ぬということ

味します。それで死のゆえに憂欝になったり、

は、愛の実を刈り入れることです。

悲しんだり挫折してはいけません。代わりに
与えられた使命のために一生を生きて、霊的

死とは、人間が肉身生活を終えたのちに第

な勝利の中でもう一度生まれることを喜ばな

二の出生をすることです。第二の出生をする

ければなりません。私たちが地上であまりに

ところ、死んでから行く世界がすなわち霊界

も悲しみに沈んだり悲痛に思うと、天上に上

です。その霊界に入って、第三の父母である

った人を地の下に引っ張るようになるのです。

神様から宇宙全体を代表する真の愛を供給し

赤ん坊が第一の母の胎内から生まれ出たよう

てもらうのです。霊界は愛を呼吸して愛を中

に、第二の宇宙的な母の胎内からまた別の世

心として生きる世界です。それで完全な真の

界に誕生する昇華式は、実際に男女が出会っ

愛の人格を成すことができなければ、行った

て結婚する、その式に比べることができます。

り来たりする道が制限され、四方に通じるこ

悲しみの瞬間では絶対にありません。それは

とができません。ドアを通っても、一つのド

昆虫が堅い皮を破り繭から出て、新しい形態

アしか通れないのと同じです。春夏秋冬いつ

に、新しい存在として、新しい本質になるの

でもどこでも、合わせて生きることのできる

と同じです。

資格をもつためには、地上生活において完全
人間が死ななければならない理由は、肉身

な愛の人格を具備しなければなりません。

によって制限された愛しかすることができな
神様の愛の中に生まれることは死ぬことで

いからです。無限な神様の真の愛の対象的実

すが、人間世界では「ああ、死んでしまう」

権をもって現そうとする時には、制限された

と大騒ぎになります。そうすると神様はそれ

肉身のみをもってしては駄目なのです。です

を見て大笑いされるでしょうか。人間の世界

から無形の霊に和するほかありません。さら

で泣きわめく姿を見て神様は悲しまれるでし

に真の愛の理想を全天地と共に同一化するた

ょうか、喜ばれるでしょうか。制限された愛

めです。ですから死は、苦痛の道ではなくて、

の圏から無制限の愛の圏内に突入できる喜び

宇宙的真の愛を所有することのできる幸福の

を迎えることのできる瞬間が、第二の出生で

門を開門する時間だというのです。

ある死の道を通る、その瞬間ではないでしょ
私たちが父母の愛を受けて、夫婦の愛を分

うか。それでその道は、昇華の道です。

かち合って子女を愛したので、私の一生にわ
死を屈服しなければなりません。第二の生

たって蒔かれた神様のすべての愛を刈り入れ

を促進させる変化の過程が死です。それゆえ

て、自分の国に行くのです。そして私たちが
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完全に愛によって一つになれば、神様と似る

すなわち愛です。それで、この世で愛という

ようになります。夫婦が合わさって三段階の

空気を吸わなければなりません。母親、父親

愛を完全に成して霊界に行くと、永遠の主体

から愛の空気を吸わなければならないのです。

であられる神様の前に、永遠に相対的な神様

霊界における愛の宮殿は真の父母から始ま

になるのです。真の愛を中心として夫婦が死

ります。霊界に宮殿があるとしても、真の父

ねば、そのようになるのです。神様で始まり、

母が行って、「ここを宮殿にする」と宣布し

神様で終わりを結ぶのです。

て初めて、そこを中心として全霊界が位置を
決めるのです。そのような責任が残っている

人間は母親のおなかの中にいてから生まれ、
一定期間を地上で生きて、死を迎えるように

ので、霊界でも真の父母を絶対に必要として
いるのです。

なっています。そうして大部分の人間は、年
を取れば取るほど死に対する恐れを感じるよ

霊界の裏通りまでも通いながら調べてみる

うになります。人間が年を取るほど死に対す

と、天地の道理は簡単なものでした。二人が

る恐怖や不安を感じるのは、死後の世界を信

絶対的な力で合わさって真空状態になったと

じないからです。

ころに神様が入ってきて、骨髄のような芯に
なるのです。

霊界は愛の成分によって覆われているとこ

ここに男性の愛と女性の愛の二つのかけらが

ろです。地球は空気で覆われていますが、霊

ぴったりとくっつくのです。これが宇宙の核

界は愛で囲まれているところです。人間は地

です。愛の理想的実体が合わさって愛の軸に

上で空気を吸いガスを吐き出しますが、霊界

なるのです。

は愛を吸って生きているところです。霊界で
授受する愛は、真の愛だというのです。

地上の生活と霊界の生活は別々ではありま
せん。地上の生活も重要で霊界の生活も重要

私たち人間の一生は腹中時代十カ月、肉身

です。霊界の生活は地上生活から連結されて

時代百年、そして霊魂時代千年、万年を永遠

いるのです。両方とも重要ですが、今日この

に生きるのです。赤ん坊は生まれてすぐに泣

地で生きている人は地上生活が重要であると

くと同時に、鼻の穴で息をする第二の世界、

思っています。問題はこれです。現在の生活

すなわち空気の世界につながるのです。腹中

が永世を保障する基盤であることを知らない

から空気の世界につながる時には、腹中の世

人が多いのですが、それは本当に不幸な人た

界で生きていたへその緒と水袋をみんな破壊

ちです。

して出てこなければなりません。それら死
（破壊）と同時に、地球星という母親から生

もしアダムとエバが完成して霊界に行くと

まれたのです。生まれると口で食べ、鼻で息

アダムとエバは神様の体になり、神様はアダ

をします。ところで地上で食べる食べ物は肉

ムとエバの心になります。ですから霊界に行

身が生きるのに必要な栄養分であり、本質的

っても神様は見えません。完成した人を実体

生命要素ではありません。本質的生命要素は

世界の体と心のような一つの結果として成し
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て置こうというのが、神様がアダムとエバを

霊人体はもっと若くなります。それはどうい

創造した目的です。

うことでしょうか。人間が長生きすればする
ほど、内的な人間である霊人体は最高の厳粛

地上世界と霊界は、互いに向かい合って動

な美男、美女になるというのです。

きます。地上世界が上がると霊界も上がり、
地上世界が下がると霊界も下がります。一方

私の生涯に何をするのでしょうか。愛の墓

が回ればもう一方も共に回ります。それで現

を残していこうというのです。愛の墓の中で

世でそれを実感して、永世にプラスさせる生

生きられれば恨みはないというのです。人生

活をしなければなりません。永世と現世は分

というものは永遠において成功するものです。

けられていないのです。

そのように皆さんが生きて死ぬ時には神様が
祝福してくださるでしょうし、霊界では神様

私たちは結局どこに行かなければならない
のでしょうか。霊界とは何なのでしょうか。

が息子、娘を連れて歓迎するために出てこら
れるはずです。

死後の世界だと大抵は言いますが、死後の世
界ではありません。なぜ死後の世界ではない

霊界では、神様の愛がなければ食べられま

のでしょうか。

せん。食べる権利がないというのです。地獄

愛と関係のある世界だからです。愛と関係の

は、見ながらも食べられず、知っていながら

ある世界なので、死後の世界ではありません。

も行うことのできないところです。ですから

真の愛を中心として出発したものなので、私

神様の愛を中心として地上で霊肉が一つにな

が真の愛の真理に立つようになる時は今ここ

って天国生活をした人以外には、永遠の理想

が霊界なのです。ですから愛が偉大だという

的世界をもつことはできないのであり、天国

のです。

を所有できないということを知らなければな
りません。

神様は愛に酔って億千万世を生きるように
人間を造りました。ですから人が年を取るの

あの世で必要なことは、世界よりも、自分

は怨讐ではありません。人は愛から始まって、

よりも、自分の妻や夫よりも、自分の息子や

愛をもって生活して、愛の実を刈り取ります。

娘よりも、神様をもっと愛したということです。

死ぬことは愛の実を刈り取ることです。私た

愛の圏内の最大の人格を構成した人は、その世

ちは父母の愛を受け、子女の愛を受け、夫婦

界では神様のような能力行使が可能です。

の愛をもって父母として子女を愛して生き、
神様の愛、すなわち内的な愛の世界に蒔いた

あの世は愛の空気でできています。愛によ

すべてのものを一生を通して実を結ばせ、こ

ってすべてのものが生まれ、愛によって生き、

れを刈り取ってあの世に行くのです。

愛によって「ため」に生きることのできる愛
の道理によって満たされてこそ、今まで歴史

この地上で肉身の皮はだんだんと年を取り

時代に願われた神様の希望の実体を完成した

ますが、夫婦生活をして愛すれば愛するほど

という立場に立つことができ、天国のどこに
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行っても歓迎されるのです。皆さんの家庭が、

霊界とは、永遠の要素を望む永遠のところ

天国に向かう修練所です。家庭で修練を受け

です。ですから愛を体験した霊人体は間違い

たものを四方に拡大させて、「ため」に生き

なく、自動的に磁石に引っ張られてその世界

ることのできる愛の圏をもって生きる人は天

に行くようになります。霊界はどのようなと

国に直行するのです。

ころでしょうか。すべてが愛で充満した、愛
で詰まった調和の世界です。今日の人間は誰

霊界という世界は無限に膨大な世界ですが、

でも愛の関係を結ぼうとします。これは霊界

何百万里の距離も瞬時に愛を中心として行っ

の拍子に合わせるためです。愛の力で動かな

たり来たりできる世界です。愛は最大の速さ

い存在はないし、愛の力の対象にならない存

をもっています。

在もないので、愛の言葉で聞いてこたえない
ものもありません。愛はすべてのことを可能
にすることができ、起こすこともできます。

霊界で神様が見る時、皆さんの心の中で愛

再現させることのできる能力があります。し

の鐘の音が鳴るようになると明かりがだんだ

たがって霊界は、直感的な愛の心をもってす

んと大きくなります。この光は神様の目には

べてのことを可能にすることのできる自由自

ダイヤモンドの光よりももっと美しく見えま

在の世界だというのです。

す。またその光は味のある、見れば見るほど
いいものです。ですから神様は愛だというの

霊界を結束しなければならないのですが、
霊界を収拾することのできない人は天下を統

です。

一できません。天運の根が天なのですが、天
霊界の空気は愛です。愛が生命要素になっ

を収拾できない人がどのように世界を統一す

ています。その世界は鼻で息をするだけでな

るのでしょうか。ですから地上を統一する前

く頭のてっぺんでも息をし、細胞全体が息を

に、霊界を統一しなければなりません。

します。ですから完全な霊界生活をしようと
するならば、地上生活で完全な愛の人格を具

皆さんは全部先祖の顔に代わって生まれた
歴史的な復活体です。その歴史がどのくらい

備しなければならないのです。

になるでしょうか。何十万年にもなるという
霊界に行ってみると父母、夫婦、兄弟姉妹、

のです。そのように長い歴史過程は、結局は

子女という、家庭生活で深い愛の経験をした

私自分一人をつくるために苦労したというの

人は多くの自由を得ることができ、その人は

です。金氏ならば金氏という自分一人を誕生

どこへでも、何の制限もなくどの方向にも行

させるために、数多くの先祖たちが来ては去

くことができます。その反対に愛の経験のな

っていきました。ですから私たちは歴史的な

い人は心が狭く、霊界でも自分一人で孤立し

結実体です。

ていて自由がありません。
おじいさん、おばあさんが亡くなったなら、
霊界では神様の愛がすなわち法です。

お墓参りをしなければなりません。神様がお
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墓に埋められたと言って、お墓参りをしなけ

ですが一度しかありません。地上生活を永生

ればなりません。

に比喩すると、これは一点にすぎません。あ
まりにも短い瞬間です。この期間に肉身生活

今まで霊界に行った霊人たちは全部別れて

を越えて霊界のために準備しなければならな

います。霊界では横的には通じません。縦的

いのです。常にそのような思想をもって、中

にはこの程度に通じます。

心に立って一体をコントロールして征服でき
なければなりません。そうでなければ完成を

あの世に行けば殺人を犯した人、殺された
人、様々な人が一箇所に集まっているので、

成すことができません。それを知らなければ
なりません。

そこでは包丁ざたが起こり、復讐しようとす
る出来事も起こります。ですから数多くの塀

もし生涯の中で三分の二以上が罪の生活を

に囲まれているところです。ですから悪なる

したならば、その三分の二の生活をすべて切

霊が怨讐の子供を捜し回って事故を起こさせ

り捨てることができるでしょうか。できませ

て連れていくような、そういうことが起こる

ん。切り捨てることができないのです。これ

のです。これを全部解かなければなりません。

は必ずついて回るのです。

解くためにはまず地上世界で解かなければな
りません。解くためにはもっといいものをあ
げなければなりません。死ぬよりももっとい

皆さんの心をフィルムに撮って、その写真
を自分が見ると思ってください。

いもの、怨讐関係になったものよりももっと
いいものをあげなければ解けないのです。

完成は地上でするのであって、霊界でする
のではありません。地上でこそ真の愛を中心

人はどこに行くのでしょうか。霊界に向か

として可能なのです。霊界ではありません。

って行くのです。霊界は海と同じです。どう
せ行かなければなりません。海にも流れがあ

今日、信仰生活をしている人は蕩減法を知

るように、そこにはこの上ない調和の取れた

りません。無責任な立場で天国に行くと思っ

変化があるのです。海では主流の流れを中心

ている人は多いけれど、責任をもって蕩減し

として、淡水にはない調和の存在があります。

歴史的な罪を清算してから天国に行こうとす

海には数多くの魚族があるように、そこには

る人はいないというのです。ですから私たち

数多くの新しい天地家庭があります。あの世

は肉身をもっている地上生活で責任を果たし、

に行っても同じなのです。

歴史的なすべてのことを清算した条件を立て
てから行かなければなりません。霊界に行っ

二

愛の人格体は地上生活で具備しなけれ

た人は蕩減できないので、もう一度来て蕩減
しなければなりません。今まで来て去ってい

ばならない

った歴史時代のすべての霊人たちは蕩減復帰
地上にいる時の生活がどんなに重要でしょ

をすることができなかったので、全部この法

うか。地上生活は一度しかありません。瞬間

に引っ掛かって、霊界に行ってからもう一度
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来て蕩減条件を立てなければならない運命に

く亡くなったことによって父母の愛を味わう

あります。地上に住んでいる人が霊界の人よ

ことのできなかった人は、とても重要な愛の

り一つ有利なこととは何でしょうか。直接蕩

経験ができなかったので多少悲劇的な人であ

減条件を立てることができる肉身をもってい

り、夫婦関係を経験できなかった人は、人生

るということです。

の重要な部分が不足しているので霊界ではと
てもみすぼらしい人です。また兄弟姉妹がい

皆さんが天国に行く人か、地獄に行く人か、

ない人はすべての分野が欠けているので、完

確実に知らなければなりません。レバレン

全な人生を生きることができずに霊界で寂し

ド・ムーンは霊界をよく知っている人です。

い立場に立つのです。

いろいろな人が生きては去っていきます。死
を避けることのできる人は一人もいません。
死は避けることができないというのです。こ

地上で子女を立派に育てて残していかなけ

こで生きて去っていくのですが、自分のため

ればなりません。将来その子女すべてが霊界

に生きた人は、この世界に行ってぐるっと回

に行きます。霊界に行って天国の国民になる

って地獄に行くのであり、他のために生きた

のです。自分が天国の国民として何人捧げた

人はぐるっと回って天国に行くのです。

かという時、地上ではつらいことだったけれ
ども、永遠の世界ではそれが高貴な光栄の道

なぜ結婚しなければならないのでしょうか。

になるのです。

父母の愛、夫婦の愛、子女の愛を体験するた
めに結婚するのです。それでは、それがなぜ

あの世に行くと、霊界に行ったすべての次

必要でしょうか。愛の空気が充満するところ

元の高い人たちのことが、地上のことと同じ

が霊界です。霊界の拍子に合わせる訓練をす

なのです。地上とはどのようなところでしょ

るためには、家庭をもたなければならないこ

うか。天国の国民を生産する生産工場です。

とを知らなければなりません。これを感じら

分かりますか。広大無変の天国です。無限大

れずに行く人は、あの世に行って拍子を合わ

です。あまりにも広いのです。人は数億年の

せることができません。このような人は愛の

間来ては去っていきましたが、どこにいるの

空気をかぐことのできる鼻のない人と同じな

か分かりません。そのように広いのです。一

のです。

人が百人ずつ子供を生んでも天国は広いので、
過人生産ということがありません。あの世は、

父子間の愛は縦的な関係であり、夫婦間の

いくらでも収容できる世界です。産児制限し

愛は横的な関係であり、兄弟姉妹間の愛は旋

なければならないでしょうか、してはいけな

回して取り囲む関係です。この三つの関係は

いでしょうか。あの世に行く時、天国の民を

すべて違います。それで地上でこの三つの違

どのくらい引き連れていくかということが問

った方法によって深い愛の経験をもってこそ、

題になります。真の天国の息子、娘をたくさ

霊界に行って制限なく縦的、横的、円として

ん引き連れてくる時、それが自分の権域にな

旋回できるのです。例を挙げると、父母が早

り、天上世界で表彰を受けることのできる等
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級の等差を設定できる資料になるということ

りて神様によって生まれたという事実です。

を知らなければなりません。

皆さんは宇宙の父母を通して、肉身の父母を
通して、真の父母を探していくようになるの

これから霊界に行って自分の所有権が何か

です。肉身の父母は通過の父母です。それで

というと、天国の民をどれくらい連れて入っ

死の瞬間は真の父母に会いに行く歓喜の時間

ていくかということです。それは自分の財産

です。そこを天上天国と言います。そこの構

です。永遠の財産なのです。

成要素は愛であり、父母の愛によって充満し
ています。その愛は私のためのものではなく、

道端の乞食や体の不自由な人を悪く言って

奉仕と犠牲の原則の元の法度を通すことので

はいけません。皆さんの霊人体がその姿では

きる愛です。そこに合格するためには宇宙を

ないかと思いなさい。

愛し、人類を愛さなければなりません。地上
生活はそのような愛のための訓練所です。皆

霊界には繁殖がありません。神様は縦的な

さんはこのような内容が宇宙の根本だという

父母の立場におられ、軸は一つなので一点し

ことを知って、生きている時にこのような観

かないのです。

をもって愛を実践し、合格したのちにそこに
行けば間違いなく神様に会えるという結論に

皆さんは霊界に行って保護官生活をしなけ

なるのです。

ればなりません。何千年も待たなければなり
ません。祝福を受けた人たちもこれから息子、

霊界に行くと、必ず行ったとおりに返さな

娘がみな「お母さん、私をどうしてこんなふ

ければなりません。祝福を受けた家庭は先生

うに産んだの。どうしてここに引っ張ってき

が祝福を授けたので天国に行く門は開きます

たの」と言わないと思いますか。皆さんの息

が、前進するにおいては心情の軌道に乗って

子、娘がじっとしていると思いますか。皆さ

あちらから引っ張ってくれなければなりませ

んの家庭によってレベルがみな違います。そ

ん。それで、これからそのような世界があら

れで行くのも、自分の級に合うところに行っ

わになる時になると、皆さんはたくさんの審

て長い間とどまるのです。そうすると皆さん

判を経て、初めて運命ではないかと思うよう

の先祖たちが、息子、娘が「なぜこうですか。

になるのです。

なぜできなかったのですか、いったい何です
か」と言いながら讒訴します。皆さんはそれ

人が生まれたのは愛の実を地上に結ぶため

に該当するほどの長い時間そこにとどまらな

です。地上で神様が望んだ愛の実を結実する

ければなりません。そのように簡単なことで

のが地上に来た目的です。ですから短いので

はありません。それで地上でしっかりしなけ

す。一つの季節にしかなりません。短いとい

ればならないのです。

うのです。分かりましたか。

皆さんは父母として生まれました。その次
にもっと根本的なことは、母親のおなかを借

魚は水の世界を離れては生きていけません。
水が絶対的な生命です。川の水に棲む魚が川

326 * 三百二十六

천성경

天聖經
Cheon Seong Gyeong
の水だけにいてはいけません。海の水にも行
ったり来たりして生きなければなりません。
なぜそうしなければならないのでしょうか。
淡水の魚は海水と接するその水を味わわなけ
れば子供をはらめないのです。それを知らな
ければなりません。それを知っていますか。
また、海に住んでいる魚は淡水に来て味わって
子供を産むようになっています。二つの世界に
通じなければなりません。地上と霊界も二つの
世界ではありません。ですから二つの世界で生
活できる、ある内容をもたなければならないと
いうことを知らなければなりません。
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Book 四: 真の家庭 True Family

それゆえに、真の父母がこの地に来られて
新しい主義を立てなければなりません。それ
が真の家庭主義です。真の家庭主義は、神の
真の愛主義です。神の真の愛主義は、家庭を

はじめに

越えて国境を超越し、この平面的な世界をす
今までの人類歴史において、天道と三綱五

べて超越します。そして互いが授け受けする

倫という古い法度が、世の中を収拾する人倫

において、まず自分が先に授けようとする主

道徳の一つの母体となってきました。しかし、

義なのです。

終末である今、それらのものがすべて崩壊し
てしまい、その結果、極度の個人主義、愛の

本書は、真の御父母様の真の家庭に関する

秩序を破壊するフリーセックス、同性愛のホ

愛の言葉が満ち溢れ、読む者の本心を目覚め

モ・レズが乱舞する時代となりました。そし

させるに余りあります。そして、神様が本来

て真の愛を中心として理想家庭を願ってきた

人間に対して願っていた真の子女の心情と真

天の側を完全に破壊する地上地獄の時代とな

の兄弟の心情、真の夫婦の心情、真の父母の

ったのです。

心情を体恤し完成していくにおいて、適切か
つ貴いみ言がこの本に盛り込まれています。

エデンの園における人間始祖の堕落によって

ゆえに真の自由と平和と幸福に満ちた家庭を

その種が蒔かれたがゆえに、そのような現象

成そうと願うすべての方々の良き道しるべと

が世界的に展開し、堕落の実を刈り取る収穫

なることを確信します。

期が来たのです。堕落した偽りの父母の因縁
を中心として、神様と関係のない伝統を受け

本書を訓読される皆様の家庭が、日ごとに

継ぐことによって、この世界は混乱と混濁の

真の家庭として成長し復活する生活となるこ

世界となりました。

とを祈願いたします。

言い換えれば、人間始祖が自らの責任分担

日本語版発刊によせて

を完遂することができずに不倫な血縁関係を
結んだために、その後の人類はサタンの子女

これまで十二冊からなる小冊子シリーズと

として、忠実な僕として、サタンの主管を受

して多くの人々に親しまれてきた『真の家

けるようになったのです。

庭』が、このたび一冊の本として出版される
ことになりました。元来このシリーズは真の

そのため、復帰摂理は、サタンの血統と生

家庭運動を推進するためのテキストとして、

命と愛を分立し、神様の善なる血統と生命と

まだ統一原理を学んだことのない一般読者の

愛を復帰してきたのです。したがって全人類

方々にも、人類の真の御父母様であられる文

は、サタンと関係のない、本然の血統と連結

鮮明先生の説かれる真の愛の理想が理解でき

された神様の真の息子、娘として生まれ変わ

るようにという意図で編纂されたものです。

らなければなりません。

しかし、既に原理を学んでいる私たちが改め
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て読み返してみても、家庭のあるべき姿につ

深刻な事態になっています。私たちはこのよ

いて実に多くのことを教えられ、心動かされ

うな風潮に対し、家庭は本来こうあるべきで

ることが少なくありません。

あるという標準をはっきりと示さなければな
りません。

文鮮明先生の語られるみ言には、常に普遍
的な真理の力がみなぎっていますが、このテ

家庭は「愛の学校」です。私たちが真の愛

キストはそれが最も平易な言葉で表現された

をはぐくむ場所は、家庭をおいてほかにあり

ものであり、まさにすべての人が読むべき

ません。訓読会を通してまず私たち自身がそ

「真の愛の教科書」であると言えるでしょう。

の愛の理想を学び、それを実践するとともに、

これまで文鮮明先生は「四大心情圏」につい

より多くの人々にその理想を伝えるため、本

て数多くのみ言を語ってこられました。そし

書が活用されることを願ってやみません。

て私たちが日々唱和している「家庭盟誓」の
中にも、四大心情圏の完成という目標が掲げ

二〇〇〇年二月

られています。それは私たちが日々の家庭生
活の中で、子女の愛、兄弟姉妹の愛、夫婦の

第一章 創造本然の真の家庭
一 アダムとエバを通じた神様のみ旨

愛、父母の愛という四つの型の愛を啓発し、
それらすべての愛を授け受けすることができ
るような心情を自らの中にはぐくんでいくこ

多くの人たちが神様のみ旨について語って

とを意味しますが、そのための具体的な方法

います。しかし、この話は簡単なようで、い

や心構えが本書の中には実に丁寧に解説され

ざ「神様のみ旨とは何か」という質問を受け

ています。

た場合、答えるのは非常に難しいものです。

今日、私たちのまわりの社会では、「家庭

また、今日まで多くの信仰者が「神よ、み

とは何か」という概念そのものが危機にさら

旨を成さしめ給え」と祈ってきました。そし

されています。伝統的な父母と子からなる家

て神様のみ旨を成すために現在、私たちも信

庭の概念を相対化して、離婚・再婚がもたら

仰生活をしています。しかし神様のみ旨が何

したステップ・ファミリー（継母、継子など、

であるかもよく分からずに、神様のみ旨が成

血縁のない親子関係を含む家族）、未婚・非

されることを祈り、またそのみ旨のために信

婚の母と子の家庭、あるいはゲイやレズビア

仰生活をしているというのは、一つの矛盾だ

ンのカップルまでも「アルタナティブ・ハウ

と言わざるをえません。（祝福家庭と理想天

スホールド」（もう一つの生活体）として認

国Ｉ－二九八）

めさせようとする動きが米国を中心として活
発化し、国連にまで影響を与えようとしてい

統一教会で見る神様のみ旨、すなわちレバ

ます。また日本においては「失楽園」や「援

レンド・ムーンが知っている神様のみ旨とは

助交際」といった言葉に代表されるように、

何でしょうか。それは神様が宇宙をつくった

大人から青少年に至るまで、性倫理の崩壊は

創造理想、すなわち創造目的を完成すること
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です。神様はすべての被造万物を創造すると

神様の愛を中心にして夫婦が結婚し、神様

き、必ず目的をもって創造されたので、その

の愛を中心にして家庭を完成させることが神

ような神様の創造目的を成すことが神様のみ

様のみ旨であるとの結論が出ます。（祝福家

旨です。

庭と理想天国Ｉ－三〇一）

その目的の中心は誰でしょうか。アダムと

神様の創造目的とは何でしょうか。アダム

エバでした。それゆえに私は、創造の理想を

とエバをつくったのは、ただながめるためで

実現すること、すなわちアダムとエバを中心

はありません。男性と女性をつくったのは、

とした理想を実現することが、神様の創造目

男性は男性として、女性は女性として年老い

的だと見るのです。

て死んでいくためではありません。彼らが成
長し、互いに異性に対する相対的な心情を通

では、その理想実現とは何でしょうか。そ

して、神様を中心とした人類の真の地上天国

れはまさに四位基台を成すことです。四位基

を建設するようにするためでした。神様を中

台とは、神様を中心としてアダムとエバが、

心とした愛の巣をつくるようにするためだっ

神様の愛の圏で離れようとしても離れられな

たのです。

いように完全に一つとなり、理想的な夫婦と
なり、彼らが子女を繁殖することによってつ

ここにおいて男性であるアダムは天を代表

くられる神様中心の家庭の基台をいいます。

し、女性であるエバは地を代表します。それ

この四位基台が造成されれば、神様を中心と

ゆえ彼らは二人ですが、彼らが横的に一つに

してアダムとエバが夫婦の愛で一体となり、

なれば、天と地が統一されるのです。神様の

神様の愛の圏から離れられなくなります。

愛を中心に二人が統一されれば、天宙は自動

（祝福家庭と理想天国Ｉ－二九八）

的に統一されるのです。（祝福家庭と理想天
国Ｉ－二九九）

人間始祖を通しての神様の理想は何だった

二 神様が絶対に必要とするもの

のでしょうか。神様の理想は理想的な男性と
理想的な女性が結婚して理想的な家庭を完成

神様はなぜ彼造世界を創造されたのですか。
神様は被造世界を通して喜びを味わおうとさ

することでした。

れたのです。神様がいくら絶対者だといって
も、喜びを一人で感じることはできません。
それでは理想的な家庭を成す中心は何でし

喜びは相対がいてこそ生じるからです。

ょうか。それは男性でもなく女性でもありま
せん。家庭とは結局、父母と子女、夫婦の結

神様が必要とされるのは知識でもなく、お

合によってつくられる一つの束で、その結ば

金でもなく、権力でもありません。神様ご自

れたものの中心は何かといえば、まさに神様

身が絶対的で全知全能なので、そのようなも

の愛です。

のを必要とはされません。科学がどんなに発
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達しても神様かつくられたものに追いついた

を神様ご自身が感じることのできる唯一の道

り、越えたりはできません。膨大な宇宙は秩

であるがゆえに人間をつくったのです。

序の中で法度に従って運行しています。人間
の思考と科学が及ぶことのできない膨大な宇

この観点から見るとき、神様は父であり人

宙を神様は創造され、運行しておられること

間は息子・娘だということが一つの軸をなす

を考えるとき、神様は絶対的な科学者でもあ

のです。この軸が万一連結されたならば、人

られます。

間と神様が愛で一体となった関係は、何が作用
しても絶対に引き離すことができないのです。

世の中に存在する物の中で、神様と相対と
なる力はありません。神様の力は全知全能で

神様の本然の愛と絆を結んで、その愛の味

あり絶対的だからです。また永遠不変で自存

を味わった人は神様から離れていくでしょう

的なお方が神様であられます。そのような神

か。蜂は春に蜜を味わいます。蜜を吸ってい

様が願われることがあるとすれば何でしょうか。

る蜂のお尻をつかんで引っ張るとお尻が抜け

お金でもなく、知識でもなく、権力でもなく、

ても、その蜂は蜜から口を離しません。皆さ

何を願っておられるのかというのです。神様が

んがその味を味わったらどうでしょうか。離

必要とするものは何であるかが問題です。

しても離しても戻ってきて、再びそこにくっ
つこうとするでしょう。

神様が絶対必要とするものが一つだけあり
ます。それは人間に絶対的に必要なものであ

この軸の愛に連結された全時空が作用する

ると同時に神様にも絶対に必要なもので、そ

基準になっていれば、人間の家庭は、個人的

れが真の愛です。それでは神様お一人で愛を

に完成した男性と女性が一つになって、愛を

受けることができますか。神様はご自身で愛

中心とした家庭が現れるのです。さらにこの

を思うままにすることができるのではないか

愛を軸として成された氏族、民族、国家、そ

というでしょうが、とんでもありません。神

して世界が現れるようになるのです。（祝福

様において最も必要なものは、真の愛を分か

家庭と理想天国Ｉ－三〇五）

つことのできる対象者なのです。これを知ら
なかったのです。（祝福家庭と理想天国Ｉ－

三 神様の永遠なる愛の相対者

三〇四）
神様がこの世界を創造されたのですが、私
神様が絶対的なお方ならば、その絶対的な
方がなぜ人間をつくったのかというのです。

たちが神様に、何ゆえにこの世界をつくられ
たのかと尋ねるならば、神様は間違いなく
「善くて……」と答えるでしょう。「善く

お金のためにつくったのでもなく、知識の

て」すなわち喜びのために、喜びを得たいが

ためにつくったのでもなく、権力のためにつ

ために、神様はこの世界を創造されたという

くったのでもなく、人間の創造が、神様の愛

のです。
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ところで善い状態、すなわち喜びはどのよ

神様には人間がなぜ必要なのでしょうか。

うにして得られるのかといえば、愛の形態を

神様の理想を実現するのに人間がなぜ必要な

通して得られるのです。ですから神様は、愛

のかというとき、「神様の愛を完成するため

の実現を通して喜びを得るためにこの世界を

に必要なのだ」と言うことができます。神様

創造されたのです。そのような結論を私たち

の愛とは何でしょうか。それは、人間同士、

は得ることができます。愛の実現のためにこ

永遠に見て愛し合うのはもちろんですが、神

の世界を創造された神様であられました。

様をして人間を永遠に愛し得るようにさせる
ものだともいえます。人間はこのように神様

人間と万物が神様の愛を中心に一つとなり、

の永遠の愛の相対者なのです。

和気あいあいとした愛の関係を築くのを見て
喜ぶために、そして人間が神様の愛を中心に

アダムとエバを創造されたその日から、神

一つの真の夫婦の因縁を結び、一つの真の愛

様は永遠無窮に、アダムとエバをどんなに見

の家庭と氏族、民族、世界を成すのを見て喜

ても、もっと見たいし、どんなに一緒にいて

ぶために、そして、そのような人間と愛で一つ

も、もっといたいし、どんなに一緒に住んで

になることによって愛の喜びを味わうために、

も、もっと住みたいという対象として愛した

被造世界を創造された神様であられました。

かったのです。そのような対象をもつことが
神様の創造理想です。（祝福家庭と理想天国

まさにそれが神様の創造の理想だったので

Ｉ－三〇六）

す。（祝福家庭と理想天国Ｉ－三〇二）

神様の夢はただ一つ、愛の理想を実現する

四 アダムとエバを創造なさった目的

ことでした。ところが愛の理想の実現は、神
様お一人では果たせないのです。愛とか幸福、
喜びなどは一つの個体を中心として成り立つ

私たちが旧約聖書創世記第一章二十七節を

ようになっているのではありません。相対圏

見ると、神の形どおりに人間をつくり、一男

がなくては絶対に成立することができないの

一女をつくられたという聖句があります。

です。（祝福家庭と理想天国Ｉ－三〇三）
そこから帰納的に推理すると、神様は一人
神様は絶対的な存在ですが、愛の相対とな
る存在がなければなりません。神様の愛の相

の男性と一人の女性を合わせたお方であると
の結論が出るのです。

対者はまさに人間なのです。
そういう神様が一人でいてはいけないので、
神様の愛の相対者として人間が、完成した

対象を必要としてこの世界を創造せざるを得

愛をもって神様の前に現れるとき、神様は幸

なかったのです。そういうわけでつくられた

福の神様、喜びの理想を得た神様となるので

のが、一人の男性であり一人の女性なのです。

す。（祝福家庭と理想天国Ｉ－三〇三）

（祝福家庭と理想天国Ｉ－三〇七）
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神様は第一に、体をもつためにアダムとエ

神様が男性と女性をつくられた目的は、二

バを創造され、第二に愛を完成するためにア

人が愛し合い一つになるようにするためでし

ダムとエバを創造されたのです。このような

た。アダムはアダムのために、エバはエバの

アダムとエバが完成し、二人が一つになるこ

ためにつくられたのではありません。アダム

とのできる愛の実体となれば、神様が臨在し、

はエバのために、エバはアダムのためにつく

彼らは人類の完全な愛の父母となるのです。

られたのです。また神様ご自身の愛と喜びの

そして神様の形象的実体の父母になったアダ

ために、アダムとエバをつくられたのです。

ムとエバが、実体の子女を繁殖することによ

神様がアダムとエバをつくられたのは知識、

って、理想世界が成就されるのです。そうな

権力、お金のためではありません。全知全能

れば人間を通して霊界と地上世界が連結され

なる神様は知識、お金、権力が必要だったの

るので、霊界と地上世界を連結させることを

ではなく、ただ愛が必要だったのです。（祝

も目的として人間をつくられたのです。

福家庭と理想天国Ｉ－三〇八）

そういうわけで、神様が愛を中心にしてア

神様がアダムとエバをつくったのは知識を

ダムとエバに臨在されることによって、神様

与えるためでもなく、権力を与えるためでも

は人類の真の父母、実体の父母として存在さ

なく、多くの財物を与えてよい生活ができる

れるのです。そしてアダムとエバが霊界に行

ようにするためでもありません。彼らを創造

けば霊界でもアダムとエバの形状をもって父

した目的は愛の実体として立てるためだった

母の位優に顕現することができるのです。と

のです。（祝福家庭と理想天国Ｉ－三〇八）

ころがアダムとエバが堕落することによって
これが成されなかったという事実を皆さん方

五 アダムとエバの初愛の時期

が理解してくださるようにお願いします。
（祝福家庭と理想天国Ｉ－三〇八）

神様がアダムとエバを見て「取って食べる
な」と言ったのは、彼らが愛することのでき

神様は見えません。その無形の神様が実体

る時機になっていなかったからです。彼らは

相をもつためにアダムとエバを創造されたの

成長期にいたので成熟するまで待てとの戒め

です。

だったのです。（祝福家庭と理想天国Ｉ－三
一〇）

心の中に神様を抱いているアダムとエバが完
成し、結婚して子女を生めば、神様は内的な

人間は思春期に向かいながらその一時を中

父になり、アダムは外的な父となるのです。

心に生きてきました。そのときまで待つべき

そうなればアダムは神様に完全に似るようにな

理由がどこにあるのかを知らなければなりま

ります。神様に似たアダムとエバが人類の父と

せん。ただちに男性、女性が一つになり愛す

母になれば、その姿を通して、いつも神様がお

ればいいのに、なぜ待たなければならないの

られることが歴史を通して認知されたことでし

でしょうか。愛のゆえにそうせざるをえなか

ょう。（祝福家庭と理想天国Ｉ－三〇九）

ったのです。成熟することのできる思春期時
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代までの期間が必要であるため、その期間ま

ムの胸にかけ込んだエバが先にかけたのです。

で過程的な要件を整えなければなりません。

そのときから彼らには次第に愛の接線ができ

（祝福家庭と理想天国Ｉ－三一二）

るようになったのです。

それではアダムとエバが教育を受けられる

神様は愛で被造世界を創造されました。そ

姿勢とは何でしょうか。神様とアダムとエバ

れゆえアダムとエバは、神様の愛を中心にし

は、父母と子女の間柄なので、その父母が行

て被造世界を愛の組織体としてつくり、神様

く所にはいつもついていかなければならず、

に連結させなければなりませんでした。その

主管を受けなければならないのです。にもか

ような任務をもったアダムとエバは、どんな

かわらず、二人はその立場を離れることによ

姿勢をもって神様が許された愛を共有するよ

って本然の姿勢を離脱したのです。神様は絶

うになるべきかを、考えていなければなりま

対的なお方なので、絶対的にそのお方に従っ

せんでした。この愛の問題は極めて重大なこ

て服従しなければなりません。（祝福家庭と

とで、彼らの生死を狙うものになりかねない

理想天国Ｉ－三一一）

のです。（祝福家庭と理想天国Ｉ－三一一）

アダムとエバは万物の霊長として、父なる

愛はどこから出発するのでしょうか。個性

神様が定めてくれた期間、すなわち霊肉とも

を完成するところがらです。原理で見れば個

に成熟する時を待たなければなりませんでし

性を完成した後に愛するようになっています。

た。神様もアダムとエバに「生育し繁殖せ

思春期を経て異性に対することのできる資格

よ」と言いました。それは肉体と霊人体が完

を備え、天地の調和に一致して通過すること

全に成長した後に、夫婦となって愛し合い息

のできる責任を担えるときに初めて、愛の因

子・娘を繁殖せよとのみ言なのです。アダム

縁が始まるのです。

とエバが身体的に成熟しながら一緒に出歩く
ようになります。一緒に行き来していてびっ

ところがアダムとエバにおいてはそうでは

くりするような場面を見れば、エバが「まあ、

ありませんでした。彼らの愛はどういう愛で

怖い！」と言いながらアダムの胸に抱かれた

したか。天地のすべての万物を統一させるこ

り、後ろに隠れることが起こるようになった

とのできる位置での愛ではありませんでした。

のです。

主体的な愛ではありませんでした。彼らの愛
は主体的で必然的な愛でなければなりません

エバがアダムの胸に抱かれれば、怖かった

でした。ところが彼らは必然的な愛で愛する

のが安心でき楽になるのと同時に、アダムか

ことができなかったのです。（祝福家庭と理

ら強力な男性的衝動を受けるのです。アダム

想天国Ｉ－三一七）

もまた嫌な気もせず、エバから自身とは違う
性的衝動感を受けたでしょう。このようなと

六 すべての存在は愛を通じてのみ完成する

きアダムとエバのうち、性的モーションをど
ちらが先にかけたのですか。「怖い」とアダ
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個体完成とは、心と体が本来神様がつくら

天と地、すなわち無形世界と有形世界が一体

れた愛の型に従って、完全に一つとなった中

となる立場をつくっていこうという主義が天

で成長し成熟するように、授受作用を永続さ

宙主義です。

せていくことを言います。愛を中心にして出
発し、愛を中心に成熟し、その上に愛の芽が

この天宙を支配しようとすれば、支配しよ

出、実を結んでこそ完成するのです。このよ

うとする人は心と体が一体とならなくていい

うに愛の基台が立つようになれば、その中に

ですか。一体とならなくてはここで滅びます。

神様は愛の因縁をもって臨在されるのです。

そして神様を中心にして心と体が一体となる

愛が成熟しなければ、実を結ぶことのできる

とき、神様は内的な神様で自分は外的な神様

型を造成できないのです。

になるのです。ところで何を中心にして一つ
になるかといえば愛を中心として一つになる

すべての被造物は愛の法度によって創造さ

のです。（祝福家庭と理想天国Ｉ－三一四）

れ、また存在しているのです。植物を見ても
花が咲けば、花の中のおしべとめしべが授受

アダムは神様と一つにならなければなりま

作用、すなわち循環運動をすることによって

せん。これを結合させるのは愛です。存在世

実を結ぶようになるのです。動物世界もそう

界の平面的な代表者は人間であり、立体的な

だし、人間世界も愛の循環運動によって存在

代表者は神様です。これを永遠に結合させる

しているのです。このようにすべての被造物

中心点がまさに愛という絆です。

は愛の関係を経て完成するようになっていま
す。すべての存在は愛を通してのみ完成でき

肉体をもつ人間が神様と一体となるとき、
その心情と感情は無限なる体恤境と幸福感に

るといえます。

酔うようになります。結局、愛によって神様
人間は神様の愛の核と一致する位置に立っ

と人間は一つになるのです。愛によって人間

たとき、体と心が一体となるようになるので

と世界が一つになり、神様の創造目的、理想

あり、神様の愛の圏内に、体と心を一体化さ

世界の実現は愛から出発するのです。

せて入っていくようになれば、成熟した人間
となるのです。そのとき初めて、堕落しない

アダムとエバは、十六、十七、十八歳にな

本然の人間として、個人完成が始まるように

れば自然と思春期になり、異性に目が開くよ

なります。（祝福家庭と理想天国Ｉ－三一

うになります。花が一面に咲くとき、人がそ

四）

の香りに酔うように、アダムとエバが成熟す
れば異性を考えるようになります。この香り

心と体において心は天を中心とし、体は世

に神様も一緒に引き込まれていくのです。神

の中を中心とするのですが、この心と体が一

様の愛とアダムとエバの体と心、この三つが

つになったというとき、その理念はどういう

一つになれば宇宙の核が生じて、すべての愛

理念だといいますか。天宙主義理念だといい

をコントロールする本軌道に入ることができ

ます。天宙主義理念が何だか分かりますか。

るようになります。
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ところがここで脱線しました。脱線しなか

を中心にした新しい家庭が出発したことでし

ったならば完全に一つになったでしょう。こ

ょう。このように家庭から氏族、民族、国家、

のように一つになったなら、神様も離れられ

世界が成されたならば、神様に侍る一つの大

ず、アダムとエバも離れられなかったはずで

家族社会ができたことでしょう。この大家族

す。そして子々孫々に連結され、氏族、民族、

社会の中心は神様とアダムです。それで、そ

世界を形成したことでしょう。ここが素晴ら

の世界では神様を中心としたアダム家庭の生

しい世界、地上天国になるのです。（祝福家

活や一生の路程が歴史的伝統として残ります。

庭と理想天国Ｉ－三一二）

彼の生活方式、風俗、慣習、そして生活的な
背景が歴史的伝統になるのです。それは神様
の愛でつづられた伝統にならざるをえません。

七 人間たちが誇ることのできる最も大きな
自慢の種

神様の愛は生命の根源でありすべての理想
の源泉なので、その懐を離れようとしても離

神様は一人の男性と一人の女性を創造され

れられず、離れたとしても再び戻らざるをえ

ました。そして彼らが完成した状態に至った

ません。堕落したこの世界でも、父母のもと

後に、彼らをして天的な結婚生活をするよう

で生活していたものがその懐を離れたり、兄

にされ、一双の天的夫婦として立てようとさ

弟のもとを離れたら、いつも寂しく感じ、父

れました。神様はアダムとエバをして、最初

母や兄弟を懐かしがるのを見ます。同じよう

の夫と最初の妻になるようにされ、天国建設

に、生命と理想の主体であられる神様の愛で

を始めようと計画されたのです。万一それが

つながっていたら、その懐を離れられないの

実現されたならば、「生育し繁殖せよ」と言

です。離れれば寂しくなり悲しく、喜びがあ

われた神様の祝福はそのときに成されたはず

るはずがないので、神様の愛の圏内で一つに

でした。

なるほかないのです。

神様は彼らに神様の子女を繁殖できる力を賦
与されたのです。そうなったなら、彼らの子女

そのような立場で人間たちに誇るものがあ

も罪のない完全な人間になったのです。アダム

るとすれば、第一に神様は私の父だというこ

とエバはまたどのようになれたでしょうか。罪

とであり、第二に自分たちは神様の愛を受け

は絶対に人類に継承されなかったでしょう。そ

られる息子・娘だということであり、第三に

のような子女をもつことによって、アダムとエ

自分たちは神様が創造した宇宙の相続者だと

バは神様を中心とした真の父と真の母となり、

いうことです。今日世の中の人たちは、金持

人類の真の父母になったでしょう。

ちの婿になっただけでもたいそう誇ります。
ところが神様が私の父であられ、その父の愛

堕落せずに完成の位置まで上がったならば、

を完全に受けられるならば、それ以上大きな

アダムとエバは個人完成のみならず、宇宙史

誇りがどこにあるでしょうか。（祝福家庭と

的な完成をしたことでしょう。また神様の愛

理想天国Ｉ－三一九）
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アダムとエバが神様を中心とする理想家庭

人類の始祖が、本来神様の法度を犯さずに

を築いたならば、神様のみ旨は成就されたで

神様と永遠に一体となったならば、その一体

しょうし、アダム家庭は、上は神様を父とし

となった愛の因縁の中では誰も彼らを連れて

て侍り、下は人類始祖の立場で、一つの結合

いけません。すでに息子・娘として生まれ、

した愛の基点を整えられる家庭になったでし

またすでに成人したのちに彼らを見て「おい、

ょう。

おまえの父親は誰だ？」と言って説明して、
神様が父であることを否定できる理論や学説

その家庭は、神様が創造したアダムとエバ
の理想を完成するために、愛の結合によって

はないのです。銃剣を突き付けてもだめなの
です。（祝福家庭と理想天国Ｉ－三三〇）

一体になることのできる基となったことでし
ょう。（祝福家庭と理想天国Ｉ－三二〇）

もし堕落がなかったならば、エデンの園に
天の最初の家庭が立てられたのであり、その
家庭はサタンの讒訴とは何の関係もなく、神

八 真の家庭として伝統を立てるべきだった

様の主権下に繁栄したのです。（祝福家庭と

アダム家庭

理想天国Ｉ－三三〇）

アダムとエバが堕落しなかったならば、神
人間始祖が堕落しなかったならば、皆さん

様の完全な愛を受けたでしょう。このように

は誰の息子・娘として生まれたでしょうか。

神様の完全なる愛を受ける息子と娘として、

当然神様の息子・娘として生まれたのです。

彼らが神様の愛で結合したならば、神様の愛
を中心とした息子・娘を生んだでしょう。

堕落しなかったならば、すべての人間は神
様の真正なる息子・娘になります。今日のよ

そして真なる神様の愛の中で、夫としての

うに怨讐の前に弄ばれ、怨讐に支配される氏

伝統、妻としての伝統、息子としての伝統、

族ではなく、怨讐の前に讒訴される群れでは

娘としての伝統を立てることができたでしょ

ありません。絶対的な権威をもった神様の息

う。そして神様の愛を中心とする家庭の伝統

子であり、どこへ行こうと神様の全権全能を

が確立されたならば、神様のみ旨は成就した

代表できる神様の息子です。その息子を中心

ことでしょう。（祝福家庭と理想天国Ｉ－三

に家庭を築くとき、その家庭は全宇宙の存在

三一）

が屈服しなければならない神様の家庭となる
のです。またその家庭を成した氏族が活動す

アダムとエバは神様のみ旨どおりに完成し

る場合においては、あらゆる彼造万物は彼ら

て祝福を受け、家庭から出発した神様の国を

を擁護し、彼らに吸収されなければならない

築かなければなりませんでした。彼らの完成

のです。ところが堕落したゆえに、人間たち

は、真の愛を中心として成されなければなり

は神様の息子・娘になるどころか、怨讐に弄

ませんでした。神様に侍り、アダムとエバが

ばれる群れになったのです。

横的な相対を成したならば、創造目的の世界
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が出発したでしょうし、その世界は拡大され

男性がいなくてもだめであり、女性がいなく

宇宙にまで至ったことでしょう。アダムとエ

てもだめなのです。

バが夫婦一体となり、一つになる伝統の中に
一つの世界を築いたでしょう。しかし、アダ

それから、夫婦同士、いくら愛し合って生

ムとエバは神様のみ旨に背いて堕落してしま

活をするとしても、子女がいなければ不幸せ

いました。（祝福家庭と理想天国Ｉ－三三

です。息子だけが必要ですか。息子も娘も必

二）

要なのです。ところが、例えば父母に息子と
娘の二人しかいないとすればどうでしょうか。

第二章 家庭を中心とした愛の法度

息子に関していえば、彼にはお姉さんが必要

一 家庭を中心とした神様の愛の法度

であり、またお兄さんが必要です。また、娘
にはお兄さんが必要であり、お姉さんが必要

神様の愛は父母の愛、夫婦の愛、子女の愛

です。また、彼らには弟と妹が必要です。

の形で現れます。この三大愛が人間において
絶対的な観を超越できる永遠の実存的権限を
もっています。それゆえ、この三大愛が結合

お兄さんがいなければならないし、お姉さ

するとき、人間は幸せになるのです。これが

んがいなければならないし、弟と妹がいなけ

完全であれば、幸せも完全なものであり、こ

ればなりません。これが皆、そろっていなけ

れが欠如すれば不幸が巣くうのです。

れば不幸せなのです。妹、弟、姉、兄、皆そ
ろっていて完全に一つになった家庭は、神様

お母さんのいない愛が幸せですか。お母さ

が保護します。これが氏族と民族と国家の起

んがいない分だけ、不幸せなのです。また、

源になるからです。自分を中心としてお父さ

お父さんがいないのに、幸せですか。お父さ

ん、お母さん、お兄さん、お姉さん、それか

んのいない人はお父さんのいる人がうらやま

ら弟、妹、そこに自分まで合わせれば、七名

しいのです。幸せというものは、うらやまし

です。ですから、七数が完成数だというので

いものがあってはなりません。愛もうらやま

す。ここでの完成とは、愛を中心としていう

しいものがあってはなりません。

ものであることを知らなければなりません。

うらやましいものがあれば、幸せだとはい

どうして七数が完成数でしょうか。何ゆえ

えないのです。お父さんがいなくとも幸せで

に、キリスト教でいう天地創造が七数を中心

はありえず、お母さんがいなくとも幸せでは

として完成したのでしょうか。そのような内

ありえません。男性がいくら太っ腹であり、

容があるからです。三数は天の数であり、四

大口をたたいても女性がいなければなりませ

数は地の数だといったことがあります。ここ

ん。妻がいなければならないのです。また、

で三数は父、母、私の三数です。では、四数

夫婦同士、面白く暮らしてから、夫があの世

は何を意味するのでしょうか。兄弟姉妹たち

に逝くようになれば、夫人は涙を流します。

を合わしたものが四数です。（二〇－四〇）
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七数が完成数だということを知らなければ

あり、それから、夫婦が必要であり、赤ん坊

なりません。父なる神、み子、み霊は神様を

が必要です。それをなぜ必要とするのでしょ

中心としたアダムとエバをいうのです。父な

うか。神様と関係を結ぶためには、父母が必

る神は上下、すなわち縦的な因縁をいうので

要であり、夫が必要であり、子供が必要だと

あり、父母の愛は天地の身代わりなのです。

いう論理が成立するのです。

皆さんを中心としてみるとき、兄と姉は東西
を意味し、弟と妹は南北を意味するので、そ

ですから、父母が必要であり、夫が必要で

れが完成すれば、一体となるのです。これが

あり、子供がなぜ必要なのか、はっきり知ら

愛の法度です。それゆえ、科学のすべての法

なければなりません。これを知らなければだ

則も数理に立脚した公式法度に摘要されない

めなのです。自分が下にも行かなければなら

ものがないのです。神様の愛の法度から由来

ないし、センターにも行かなければならない

する創造原理的な概念が出てくるのです。この

し、上にも行かなければならないし、横にも

ような愛の法度が定着するようになるとき、平

行かなければならないし、四方に行かなけれ

和の起源が成り立つのです（精選五－一八）

ばなりません。いくら幼い孫だとしても、愛
をもっておじいさんを好きになるなら、「あ
あ、うれしい！ うれしい！」と応えてくれ

二 家庭に三代が共存すべき理由

るのです。
祖父、祖母、舅、姑、小姑、孫までいっしょ
に暮らそうというのです。暮らす場合におい

ですから、統一教会で、本然の世界をつく

ては、センターを中心として蘇生、長成、完

るために、本然の愛を中心として、このよう

成、三代が定着するのです。

な家庭編成を標準とすることを宗教世界を通
して初めて教育したということは、驚くべき

お父さんとお母さんだけを愛するのではな

ことです。（一二八－一七）

く、おじいさんを愛してこそ、神様を愛する
ことになるのです。父母の上におじいさんを

皆さん、夫が死ねば、妻がなぜ泣くのでし

置いて愛してこそ、神様を愛することになる

ょうか。子女がいなければなぜ泣くのでしょ

のです。

うか。寂しくて泣くのではありません。宇宙
の根本原則においては東西四方を全部、備え

では、なぜ夫がいなくてはならないのでし

なければならないからです。宇宙の存在の力

ょうか。なぜ父母がいなくてはならないので

は、相対理想を擁護する力からなっているの

しょうか。なぜ子女がいなくてはならないの

です。ですから、すべてが授け受けします。

でしょうか。彼らがいてこそ、神様に侍るこ

南北が授け受けし、北極と南極が授け受け
するのと同様に、星と星が授け受けするので

とができるからです。

す。相対がなくては存在できません。完全に
父母がいなくてはならないし、子女がいな

一つとなった理想的な相対は、完全に授け受

くてはならないのが原則です。父母が必要で

けする存在は、この宇宙が擁護するのです。
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永遠に維持できるように、それを擁護する天

いくら孤児よりも百倍、千倍醜い人だとし

運が離れないのが原則なのです。全部、それ

ても、父母に侍り、孝行して暮らすことので

を助けるのです。

きる人は、孤児たちに威張ることができるの
です。「おまえに父母がいるのか。いないだ

子女がいなくてもだめです。今日、西欧で

ろう顔が美しくて何になる。父母もいないの

は子女が必要ないという主義になりつつあり

に」と威張るのです。また、「私は醜く、病

ますが、必要がないかどうか、見ていなさい

身だが、おまえは母親もなく、父親もいない

というのです。霊界に行ってみなさいという

ではないか」と、いいうるのです。

のです。自分が立っている所には、必ず上が
あり、下があるのです。三数を通じなければ

父母とはいったい何でしょうか。力も頭も

ならないのです。三段階を経なければならな

世界的なチャンピオンである息子が、たんこ

いのです。

ぶのような存在である父母を、指一つで片づ
け、勝手にやろうとすればできるはずなのに、

それゆえ、すべてのものは三段階からなっ

どうして勝手にできないのでしょうか。それ

ています。父母に侍らなければならないし、

を知らなければなりません。力でも一番であ

夫婦がいなければならないし、子女がいなけ

り、頭でも一番なので、力で「こいつらめ」

ればならないのです。子女がいなくては、天

とやりこめることもできるし、頭を使っても

理原則に合わないのです。これをぴったりと

そのようにすることができるのに、そうする

分けておくと、男性三段階、女性三段階です

ことができないのです。

が、これを合わせて、統一的な三数の形態を
備えて、理想世界が始まるのです。すなわち、

愛の起源がどこでしょうか。愛がどこから

おじいさんとおばあさんがおり、お父さんと

出てくるのでしょうか。自分からでしょうか。

お母さんがおり、自分がいてこそ、理想的だ

違います。それは父母から出てくるのです。

というのです。

愛の起源は自分ではなく、父母にあるからで
す。原因を知らない結果はありえないのです。

統一教会の家庭倫理はここから始まるので

愛を中心として見るとき、主人が自分ではな
いことを知っているので、そのようにできな

す。（七〇－七六）

いのです。ですから、父母の前に来ては、
「はい、お母さん、お父さん、そうです」と

三 父母はまさに愛の起源

いうのです。
孤児は父母と因縁を結ぶことができません。
人はだれでも愛を受けたく思います。その愛

父母が「おまえがいくら名高く、力が強い

の理想型は父母です。そのような父母の愛を

といっても、お母さんとお父さんの前では道

受けたくとも受けられず、また、父母に対し

理にはずれることをしてはだめだ」といえば、

て愛したくとも愛することのできない人は不

「はい、はい、はい、お母さん、お父さん、

幸せな人だということができます。

そうです」というのです。なぜでしょうか。
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愛があるからです。父母は主体であり、子供

兄弟がなぜ存在するのでしょうか。兄弟が

は対象だからです。主体は対象のために生き、

なぜ必要なのかというと、男の人には妹や姉

対象は主体に従わなければならないのが天理

を見ながら、「うちのお母さんがこんなにし

原則です。これを破綻させたなら、その家は

て育ったんだなあ！」ということが分かり、

すっかり無価値な結果をもたらすのです。い

また、女の人にはお兄さんや弟の意地悪な姿

くら無知な人間であっても、天性をもって生

を見ながら、お父さんが育った過程が分かる

まれているために、天理原則というものが分

ようになるからです。それが兄弟愛というも

かるのです。ですから、いくら外的に力が強

のです。ですから、兄弟を愛さなければなり

いチャンピオンだとしても、父母の前では頭

ません。

を下げなければならないのです。（五〇－一
そして、父母を愛するように、兄弟を愛す

三五）

ることを学ばなければなりません。学ばなく
人の世は力の争いが続いており、知識の争

ては、愛することができないのです。ですか

いが続いています。まだ愛の争いができる時

ら、兄弟たちをお母さんとお父さんが育った

にはなっていないのです。ですから、宗教指

その時の姿だと思って、愛することによって、

導者たちは末世になれば、自分の時が来ると

あの世に行っても、いつでもお母さんとお父

言うのです。その末世になれば、こぶしの力

さんを愛することができるのです。恥ずかし

や知識の力の時代はすべて過ぎ去り、愛の力

がらずに愛することのできる主人になるため

だけが残るのです。そのような最後の世界的

に兄弟が必要なのです。

な覇権時代、その時がまさしく終わりの日に
なるのです。

では、兄弟たちが、お母さんとお父さんを愛
するよりも彼ら兄弟同士がもっと愛し合うのが

力の強いお兄さんが家に帰ってきて、大将

いいでしょうか、愛し合わないのがいいでしょ

の役ができるでしょうか。できません。いく

うか。もっと愛し合うのがいいのです。なぜで

ら力の強いお兄さんでも家に帰ってくれば、

しょうか。子女にお母さんとお父さんの育つ時

大将の役ができません。リングでは世界的な

の姿を見せてあげ、彼らを愛することによって、

チャンピオンになることができても、家に帰

生まれてから死ぬ時までお母さんとお父さんを

ってきては、大将になれないのです。また、

愛したという立場を立てるための、愛を中心と

博士の学位を数百個ももったお兄さんでも、

して因縁づけられたそのような兄弟たちなので、

家に帰ってきて、大将の役ができるでしょう

そのように考えるのです。

か。できません。なぜ、できないのでしょう
か。父母がいるからです。（五〇－一三五）

それから、父母においては、子女が多けれ
ば多いほど、お母さんが思うに、男の子たち

四 兄弟姉妹が必要な理由

があのように意地悪く育つのを見ながら、
「ああ、うちの夫はああして育ったんだな
あ」と分かるようになるのです。ですから、
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子供たちを愛することは夫に会う前の夫を愛

今日のアメリカの制度は、全部、若い人た

する立場になるのです。また、男性は「ああ、

ちの天国であって、おじいさんとおばあさん

あの女の子を見ると、お母さんがああだった

の天国ではありません。幼児たちの天国では

んだなあ！ 幼い時のお母さんを見せてくれ

なく、おじいさんとおばあさんの天国ではな

ているんだなあ」と、学ぶのです。彼らを愛

く、若い青年男女たちの天国なので、全部、

することによって、今までのお母さんの全体

滅びの地獄の穴を掘っているのです。それは

を愛したという条件が成立するのです。

本然の形態に合わないからです。（一〇七－
三二八）

父母は「おい！ 男の赤ん坊だけかわいが
って、女の赤ん坊はかわいがるな」とはいい

アメリカの家庭ではおじいさんが息子たち

ません。父母は子女を同じように愛するので

の家に行くとき、電話をして行きます。人間

す。区別なく愛するのです。ですから、この

なら、どちらを好むでしょうか。皆さんはど

ように兄弟をもつのは家庭に美しい愛の円和、

ちらを好みますか。

丸い球形を形づくるためなのです。
美しい嫁が白髪まじりのおばあさんとおじ
父母は、兄弟たちが、父母に対するのと同

いさんに、愛らしい気持ちをもって愛する夫

じように、互いに接してくれることを願いま

よりもいいものを買ってあげようとすれば、

す。すべての父母がそうです。ですから、兄

それがどれほど美しく、どれほど愛らしいか

弟を憎むことはお母さんを憎むことよりも大

というのです。美しい嫁が、老いたおじいさ

きな罪です。これが家庭教育において第一条

んとおばあさんがしわくちゃであるにもかか

です。今まで、皆さん、兄弟同士争い、仲が

わらず、何かを買うのに自分の愛する夫に買

悪くなっているなら、行って、宴会をして、

ってあげる以上の喜びで買ってあげるその場

満足させてあげ、許してくれといいながら、

面がどれほど素晴らしいかというのです。そ

うちのお母さんとお父さんを愛するように愛

うなれば、おじいさんとおばあさんは隠して

し合おうといわなければなりません。

あったすべてのものを、愛に関するすべての
ものを全部、与えるのです。

兄弟がお母さんとお父さんの身代わりなの
で、残されたお母さんとお父さんに侍ろうと

世の中で年をたくさん取ったおじいさんは

いって、兄弟が貧しければ自分が助けてあげ、

だれでしょうか。神様です。ですから、その

お母さんのためにしてあげたように、してあげ

おじいさんのために尽くす愛を自分のおじい

るなら、それより美しいことがないのです。そ

さんから学ぶのです。このような伝統を学び、

こから天国が始まるのです。（一八四－六五）

おじいさんである神様のすべての秘密の倉庫
にある愛の宝物を自分がもらうことができる

五 おじいさんは家の神様の立場

のです。どれほど素晴らしいかというのです。
（一〇七－三二九）
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世の中で一番経験が豊かで、豊富な経歴を

父母は孫をどこか送ろうとすれば、必ずお

もった神様がだれかというと、おじいさんと

じいさんの承諾を得なければなりません。父

おばあさんです。年を取っているので、あま

母の勝手にはできません。おじいさんが神様

りたくさん寝ないのです。ですから、「ああ、

の立場になるのです。（一〇七－三二六）

おじいさんはわが家を寝ずに守ってくれる神
様だなあ！ 私たちを守ってくれるために、

六 祖父母と孫との関係

こんなに年を取ったんだなあ！ しわを見る
と、年を取ったなあ！」と、そう考えなけれ

考えてごらんなさい。孫がですね、よちよ

ばなりません。それが美しいのです。そのよ

ちと歩き回る孫が家に入ってきて「ああ、お

うなおじいさんとおばあさん、年を取ったお

じいちゃん、おばあちゃん、どこ行った」と

じいさんとおばあさんに仕えるなら、火事に

いえば、どうですか。お母さんとお父さんも

もならないし、泥棒にも遭わないのです。

座っていて、自分の兄弟たちもたくさんいま
すが、入ってくるやいなや、「おじいちゃん、

おじいさんとおばあさんが寝なくて何をす

おばあちゃん、どこ行った！」というなら、

るのでしょうか。祈祷をするのです。「神様、

それがふさわしいですか、変ですか。それは

うちの子女に恵みをお与えください。恵みを

どれほど変でしょうか。言葉もぞんざいに使

お与えください」と、祈祷するのです。祈祷

って。「おじいちゃん、どこ行った」

して、「おい、だれそれや！ おまえ、きょ
う、出歩いたら危ないよ。言うことを聞きな

では、その言葉を考えてごらんなさい。今、

さい」と、このようにすべてを教えてくれる

八十歳を越えたおじいさんとおばあさんにこ

のです。「きょうは出かけてはいけない！

れはほんの子供が大胆にふんぞり返って、突

けんかをしてはいけない！ 息子よ、どこか

っ立って、お父さんとお母さんも全部いるの

に行かないようにしなさい、娘よ！ 嫁よ！

に、お兄さんとお姉さんが自分よりも立派な

きょうは遠くに行ってはいけない」このよう

のに、そこにふんぞり返って、突っ立って、

に教えてくれるのです。

「おじいちゃん、おばあちゃん、どこ行っ
た！」といっても、全部、目をまん丸くして、

ですから、孫たちにそのようなおじいさん

「おい、こいつめ！

とおばあさんが必要でしょうか、必要ではな

叱る人はいません。

この子は！

何だ」と、

いでしょうか。愛をもてば、おばあさんとお
じいさんも小躍りし、お母さんとお父さんも

それはなぜでしょうか。ふつうならば、ほ

小躍りし、兄弟同士も小躍りするのです。こ

かの所からほかの人たちが来て、そういった

のような形態を備えて暮らす人は、宇宙が保

なら、「うちのおじいさんに向かって、おま

護するのです。だれかがその人を殺そうとす

え、そんなことがいえるか」と、大騒ぎにな

れば、自動的に宇宙が防いでくれるのです。

るはずですが、孫がふんぞり返って、突っ立

（一〇七－三二七）

って、そのような話をすれば、喜びます。

344 * 三百四十四

천성경

天聖經
Cheon Seong Gyeong
「そうか、そうか、おじいさんに会いたいの

も嫌ではありません。それがどれほどすてき

か」となるのです。

ですか。どれほど素晴らしいかというのです。
それは木の一番てっぺんが、本の幹のてっぺ

それが何かというと、おじいさんに対して、
「どこに行った」というのが、餅をくれとい

んが根と一つになろうという、その話と通じ
るのです。

うことですか、ご飯をくれというのですか。
その内容が問題です。内容が何かというと、お

では、中心の根と中心の芽とが愛し合うよ

じいさんに会いたいということです。そうなれ

うになれば、どのようなことが起こるでしょ

ば、会いたがるのはいいことですか、悪いこと

うか。そこにつながったすべての根とすべて

ですか。それはいいことだというのです。

の枝は、愛し合うまいとしても、愛し合わざ
るをえなくなるのです。それを考えてみなさ

天下が会いたがり、また、会いたいと同時

い。中心の芽と中心の根とが愛し合うように

にその次には、どうしたいのですか。じっと

なれば、それが何かというと、全体を抱くこ

四方を見渡しても、お兄さんをじっと見て、

とのできる因縁だというのです。このように

お姉さんをじっと見ても、今、どこかの膝の

見るとき、根の中で中心の根が家庭の中でだ

ところに行って少し座りたいのに、こちらを

れですか。孫、長男の長男だというのです。

眺めても、あちらを眺めても、お兄さんの顔

それゆえ、おじいさんはいつも目を開けて長男

色をじっとうかがって、行って三分だけ座れ

の長男を見上げ、また見下ろすのです。これを

ば、追い払われるのが分かり切っているので

知らなければなりません。（一三九－一五）

す。また、お父さんもよく見ると、忙しくて
疲れたお父さん・・。それは皆、経験を通し

七 家和万事成の真なる意味

て知っているのです。行って、お尻を載せて
十分だけ座っていても、嫌がります。それは、

わが東洋の教訓の中で「家和万事成」とい

皆、測定感覚が早いのです。さっと見て・・。

う言葉がありますが、それはとてもいい言葉
です。家といえば、そこはもちろん人が中心

けれども、おじいさんは、おじいさんをよ

になっています。おじいさんとおばあさん、

く見れば、おじいさんのように年を取った人

父母、子供、このようにいますが、それだけ

たちは、膝に座れば、一時間座っても、じっ

ではありません。家自体は万物を縮小したも

としており、二時間座ってもじっとしている

のです。そこにすべて集まっているのです。

のです。そのように座っても、家族の中で一
番自分をたくさん抱いてくれるのです。抱い

そのように考えるとき、わが家といえば、

てくれて、「この子はどうで、この子は耳が

ふつう「そこは父母がいるところであり、妻

どうで」といいながら、触ってくれるのは嫌

子がいるところである」と考えるのです。し

ではありません。整えてくれ、なぜてくれ、

かし、わが家といえば、それだけではないと

触ってくれ、あるときは、触らないところが

いうのです。おじいさんとおばあさんがいて、

ないくらい、すべて触ってみますが、それで

そのほかにも家があり、庭があり、すべての
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ものを縮小したものの中に環境がよく調和し

ですか。層々侍下が何層になるでしょうか。

ています。そうしてこそ気分がいいのです。

いくら多くとも、もちろん四代、五代まで暮ら

合わない環境に、うちのおじいさんとおばあ

す家庭がときどきあるでしょうが、ふつうは四

さんがいれば、気分もよくないのです。

代です、四代。おじいさん、お父さん、それか
ら私たち、子女、このようになっているのです。

おばあさんとおじいさんが互いに向かい合
いながら笑う姿は、若い夫婦がうれしくて、

こう見れば、私たちの統一教会の原理は三段階
です、三段階。蘇生、長成、完成。

大声で「へへへ」と笑う姿とは比較できませ
ん。「ほっほっほっ」といいながら、しわが

ですから、「和」する家庭、「家和万事

寄ったおじいさんとおばあさんが笑う笑みは

成」といいますが、その「家和」になれば、

すてきだというのです。知らないからそうな

なぜ「万事成」でしょうか。「家和」になれ

のであって、全部、和合する、互いが相応す

ば、すべてのことが成されるというのですが、

る立場で笑うそのおじいさんとおばあさんの

なぜそうでしょうか。言葉でだけでそうでし

笑みがあることによって、すべてのことが和

ょうか。詩的で詠みたくてですか。そういう

動するというのです。おじいさんの笑いは深

ことではありません。違います。「家和」、

くて、「はっはっはっ」と笑います。手ぶり

これはおじいさんとおばあさんを中心とした

をしても、動作はのろいのですが、広く、気

四代が上に、下に、東西南北に、前後左右上

高く、深く、大きくするのです。

下に和合して、笑顔の花が咲くことをいうの
です。（一三九－一二）

すべてのことが上・中・下の三段階で連結
されてすべての調和が始まらなければなりま

第三章 家庭は天国の中心模型

せん。それゆえ、調和というものは一線上の

一 家庭はすべての存在の中心モデル

二点では成されません。二点を通過するもの
を線といいますが、二点上では調和の美がな

人が空間の世界に立つようになれば、必ず

いのです。直線なのにどうして調和の美が生

上下が必要であり、左右が必要であり、前後

まれますか。ねじれ、曲がっていてこそ調和

が必要です。それでこそ自分の存在位置が確

が生まれるのです。それゆえ、三点以上を経

定されるのです。皆さんが上下を正しく備え

る、ここに調和が生まれるのです。ですから、

ているか、左右、前後を正しく備えているか

おじいさんがいるかと思えば、中間にお父さ

によっていろいろな姿になるのです。

んがおり、次には、その下がいます。だいた
い家庭を四代として見るのです。おじいさん

皆さんの上下、左右、前後関係、そして家

とおばあさん、お父さんとお母さん、それか

庭の問題や国の問題、世界の問題を扱う上で、

ら自分の夫婦、それから子女がいます。

公式は一つです。個人を中心として上下、左
右、前後があるように家庭でも父母と子供が

層々侍下（父母・祖母など世話すべき人が

いなければならないし、夫と妻がいなければ

元気でいること）という言葉があるではない

ならないし、兄弟姉妹がいなければならない
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のです。同じように、国にも国の主人を中心

このように七数を成すというのはまさに神

としてすべての家庭が東西の文明、南北の文

様を中心として完全な真の愛で一つになりこ

明をすべて抱き、その次に世界万民を兄弟姉

のすべてが完全に球形になって、調和と統一

妹のように抱き、結局一つの家庭モデルを実

を成す家庭になるというのです。私たちがよ

現するのです。モデルは同じです。そして私

くラッキー七というのもこのような観点から

自身がそのモデルの中心です。

一理あるというのです。

自分がいて次には自分の家庭がなければな

真の愛が永遠に変わらない限りこの中心核

らないし、国と世界と天と地、そして神様ま

も変わらず、永遠に回るようになり真の家庭

で行かなければならないのと同じ道理です。

の理想が成されるようになります。またすべ

皆さんは宇宙の中心になりたい思いがあるだ

てのものが核から連結されるのでこの中心核

けでなく、皆そのようになることができます。

から一つ、二つ、三つ、四つ、五つ、六つ、
七つ、全部が同等です。おじいさんが願えば

このように宇宙においてその核のようなも

孫が反対せず、息子・娘もそれを願うように

のが家庭の概念です。天を父母と見れば地は

なり三代がみな共に願うようになるのです。

子女です。東西を見れば東方は男を象徴し西

おじいさん、おばあさん、夫婦、息子、娘み

方は女を象徴するので、女は結婚することに

んな中心に合わせるようになります。

よってどこでも夫の位置に従っていくのです。
西方が太陽の光を浴びて光り輝く時東方と同

この愛を中心として見るとき、親子の関係

じ価値をもつのと同じです。兄弟関係も同じ

も一つなので一体と言うし、夫婦関係も一体

です。長子である兄さんを中心として行動す

と言うし、兄弟関係も一体と言います。一つ

るとき、弟たちが協力するようになるのです。

の体です。何を中心としてこのょうな関係を
一体と言うのかといえば愛の中心である神様
の真の愛を中心として言うのです。真の愛を

ですから人間は親子の関係がなければなら

中心として父母と子供が一つになり、夫婦も

ず、夫婦関係、そして兄弟関係がなければな

一体となり、兄弟姉妹も同じです。このよう

りません。すなわち、この三つの関係が一点

になることによってすべての価値が同等にな

で結ばれなければなりません。その中心点は

ります。（祝福家庭と理想天国Ｉ－五七）

一つです。上下、左右、前後の中心が違って
はいけないというのです。この中心点が違え

二 家庭は宇宙の愛に接する愛の教材

ば上下、左右、前後関係の均衡がみな崩れる
というのです。それで結局上、下、左、右、

宇宙とは何でしょうか。被造世界のすべて

前、後、そして一つの中心点まで全部で七数

のものは神様が愛する息子・娘が愛の理想を

をなすようになるのです。

求めていけるように教材としてつくっておい
たものです。それですべてがみな相対的な構
造です。鉱物も主体と対象の関係で作用しま
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す。原子もそうです。陽子と電子が主体と対

世の中に出れば、みなそのようにしなければ

象の関係で作用します。作用しなくては存続

なりません。上中下と前後左右の人が世界と

することができません。運動をせずしては永

いう展示場に展示されています。人の博覧会

続、存続ができないというのです。ですから

が世界だということを知らなければなりませ

宇宙は人間を中心としてその重点に到達でき

ん。皆さんがそのような愛を持ってすべての

るように創造された世界だというのです。

ものを愛することができればその中に神様が

（一三七－五九）

共にあります。（一二八－二三）

宇宙とは何なのでしょうか。家庭を拡大し

天国とは何でしょうか。自分の家庭のよう

たものです。家庭の愛を完全に成した家庭を

に世界の人々を愛することのできるところが

見れば上中下（父母・夫婦・子女）がいて、

天国であり、そのような人が天国の民です。

左右がいて、前後がいます。これが原則です。

おじいさんとおばあさん、お父さんとお母さ

それで上下を言うときは父母と子女のことを

ん、自分の妻、兄弟、子女、この四代は何で

言うし、左右を言うときは夫と妻のことを言

しょうか。天の国の民として愛を、宇宙の真

うし、前後を言うときは兄弟のことを言いま

の愛を体験するための教材としての家庭です。

す。このような全体が何によって一つになる

教材として私に教えてくれる基盤が家庭だと

のでしょうか。力でもなく知識でもお金でも

いうのです。（一二九－九八）

できません。ではどんなものでできるのでし
ょうか。愛です。間違いのない真理です。そ
私たちは宇宙の愛を習わずしては生きられ

うでなければ球形にならないのです。

ません。神様は教本や経典のようなものをつ
それなら上中下は私たち家庭において何な

くって「あなたのおばあさんとおじいさんを

のでしょうか。愛の教材です。宇宙の愛に接

愛しなさい。地上にいるおばあさんとおじい

することのできる愛の教材です。そのような

さんは霊界のおばあさんとおじいさんを代表

ことを社会に出てしなさいというのです。ど

して送ったのでそのおばあさんとおじいさん

のように愛さなければならないのでしょうか。

を愛することは全体を愛することにしてあげ

イエス様も「自分を愛するようにあなたの隣

る」と公約するのです。

り人を愛せよ」と言いましたが、どのように
すればいいのでしょうか。漠然としています。

その次には「あなたかお母さんとお父さん
をこの上なく愛することはこの世界の数多く

世の中に出ていっておじいさんに接すると

のお母さんとお父さんを代表する教本のよう

きは皆さんのおじいさんのように対しなさい

に愛するモデルにしたので全体を愛した条件に

というのです。お母さんのように対し、お父

してあげる。また男性として女性を愛したこと

さんのように対し、息子のように対しなさい

は世界の男が世界の女を代表的にまとめて愛し

というのです。

たこととして見てあげる」というのです。
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またその次は「あなたの息子・娘を愛した

世界人類です。この人類を自分の妻のように

ことで全体の息子・娘をみな愛したことにし

愛し父母のように愛し、息子・娘のようにた

てあげる」というのです。ですから家庭はそ

めに生きることのできる家庭だけが天国を相

の訓練を受ける訓練所です。経典による世界

続できるのです。これは驚くべき事実です。

の愛の訓練過程ですが、その訓練を受けた人

神様がつくられた天と地のすべての権勢を相

に今からこの世に一度出て皆さんのおじいさ

続できる特権がここにあるのです。（一四三

んとおばあさんの代わりにこの世のおばあさ

－二八五）

んとおじいさんを愛することができるのかと
いうとき「イエス」と言えば、それは世界を

家庭は死ぬとき天の国や平和の王国に入籍

救うことができるのです。（一三〇－二七

する手続き権を得ることのできる愛の教科書

三）

です。家庭が愛の修練場だというのです。こ
の家庭を拡大したものが世界です。おじいさ

三 愛の王国に入籍するための愛の訓練場

んのような世界があり、おばあさんのような
世界があり、お父さんとお母さんのような世

愛の王国を実現したいのが神様のみ意です。

界があり、夫のような世界があり、妻のよう

愛の理想世界を発展させ世界化させようとす

な世界があり、息子・娘のような世界がある

るのが神様のみ意だというとき小学校卒業か

というのです。これを拡大すればそのまま世

ら大学の学士・博士卒業までパスすることの

界になるというのです。ですから自分の家庭

できる実験場がどこかといえば家庭です。

を愛するように、その家庭を中心として神様
を愛するように全世界の人々を愛すればそれ

家庭を拡大すれば世界です。世界をよく見

が天国にまっすぐ行く道になるのです。

てみるとおじいさんとおばあさんが住む世界、
それからおじさんとおばさんが住む世界、兄

したがって「心を尽くし、思いを尽くし、

さんと姉さんのような人たちが住む世界、青

精神を尽くして主なるあなたの神を愛せよ」

少年たちが住む世界、子供たちが住む世界が

というのが第一の戒めです。第二は「自分を

あります。ですから老年から壮年、中年、青

愛するようにあなたの隣り人を愛せよ」とい

年、少年たちが住むここが、形が大きいだけ

うものです。神様を愛し人類を愛せばすべて

であり数が多いだけであって家庭を拡大させ

終わるのです。それができなければいくら修

たものです。（一四七－二八一）

養しても意味がありません。宗教でいくら修
業を積んだとしても神様を愛することを知ら

家庭は天国に入ることのできる最小単位の

ず、人類を愛することを知らず、全宇宙を愛

修練所であり、教材です。そこにはおしいさ

することを知らないならばすべて落第になる

ん級、お母さん級、夫婦級、兄弟級が皆あり

のです。

ます。これをおじいさんとおばあさん、ある
いはお母さんお父さんの年齢、その次には自

家庭で全体宇宙を縮小させた修練所のよう

分の年齢、息子・娘の年齢に拡大させたのが

な公式過程の愛を体験して拡散させ、世界を
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愛さなければなりません。そうすることので

んでいくことです。おじいさんとおばあさん、

きる訓練場として引き継いだのが皆さんが育

お母さんとお父さんを通じて何を引き継ぐの

った、お父さんとお母さんが住む家庭だとい

でしょうか。真の愛を引き継ぐのです。おじ

うのです。

いさんとおばあさんは年を取っていますが二
人が真の愛に一つになっており、お母さんと

ですから自分の妻を愛する以上に父母を愛

お父さんが一つになっているので私たちもあ

し、自分の妻を愛する以上に息子・娘を愛し、

のようになって未来を引き継ごうというので

自分の妻を愛する以上に人類を愛し、自分の

す。ですから絶対に真の家庭にならずしては

妻を愛する以上に神様を愛するならすべてオ

未来を引き継ぐことができないのです。

ーケーです。だからといって自分の妻を捨て
ろというのではありません。そのようにみん

家庭のこの三つを見る時、それは宇宙を見

なを愛するようになればその愛を受けたすべ

るのと同じです。宇宙の愛は現在と未来を代

ての人々が自分の妻を愛するようになるので

表した真の家庭にあるのです。動物世界を見

す。それ以上の栄光の場がどこにあるでしょ

ても雌を愛し雄を愛しますがこれは宇宙の愛

うか。自分の妻を愛そうとするならば、その

を学ぶことのできる教科書です。おばあさん

ようにしなさいというのです。（一四二－二

がいなければ不安定です。おじいさんがいな

四二）

くても不安定で、どちらがいなくても同じで
す。このようになればそのまま天の国へ移っ

四 家庭は天国の模型教科書

ていくのです。祖父母、父母、子女がそのまま
天国に行くのです。真の祖父母を愛し、真の父

子女の立場にいる人はどんな運勢を受けな

母を愛し、真の子女、真の家庭、真の国家、真

ければならないのでしょうか。祖父母と父母

の宇宙を愛した人が天国に行くのです。その模

の運勢を引き継がなければなりません。祖父

型教科書が家庭です。（一六二－一四〇）

母はなぜ必要なのでしょうか。過去を代表す
るからです。祖父母は過去の生きた歴史を代

家庭は天国をつくることのできる教材です。

表します。その次に父母は現在を代表します。

天がつくっておいた教材です。世界にいるお

それから子女たちは未来を象徴します。そこ

じいさんの年齢の人をみな自分のおじいさん

には東西も入っているし、南北も入っていま

のように愛すればその人は天国に行くように

す。そして全体の中心です。祖父母の中心、

なっています。自分の父母のような年齢の人

父母の中心、子女の中心、神様の中心、この

を自分の父母のように愛すればどこに行って

すべてのものが真の愛を中心としたものです。

も通じます。万国共通です。霊界に行っても
境界線ができないのです。万国の若者を自分

ですからおじいさんを愛しおじいさんを尊

の子女だと思う心をもてば彼は十二の真珠門

敬するのは過去をすべて引き継ぎ、過去の世

があり方向があっても天国のどこでも通じる

の中を学ぶことです。お父さんからは現在を

のです。ですから家庭というのは天国と因縁

学ぶのであり、子女を愛することは未来を学

を結ばせるための教材です。
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それを国に適用すれば愛国者になるのであ

って生きてこそ天国も無事に通過するのです。

り、世界に適用すれば聖人になるのであり、

そうしてこそ、この世界も切り抜けられます。

天地を中心とすれば神様の子女、聖子になる

（三〇－八六）

のです。人はみな、そのような欲望をもって
愛の家庭園を形成するためには絶対的でな

います。（一三七－七八）

ければなりません。父母は歴史に代わること
皆さんは五色人種の子女を抱きその孫たち

ができるものであり、夫婦は時代に代わるこ

を抱くことができなければなりません。です

とができるものであり、子女は未来に代わる

から神様の真の愛をもって真の父母として世

ことができるものです。自分が一つの時代で

界人類を愛する家庭の主人になったという立

一人の相対を愛することは、神様が世界に対

場に立たなければなりません。神様の愛を中

されるのと同じことです。ここで父母と夫婦

心とした本然の父母の因縁の中で真の愛の家

と子女が一致し、天雷を代表して私たちの愛

庭基準を代表することのできる立場に立つこ

を見習いなさいと言うことができるし、後孫

とによって、初めて天国に入ることができる

たちに対して私たちに従いなさいと言うこと

のです。（一七六－二一〇）

ができるし、内心や外心で主張できる心の本
郷、天情が通じるそこは天地に記憶されるこ

五 家庭は三時代の愛が結集した核心体

とでしょう。（三〇－八〇）

歴史を抱き、時代を抱き、未来を抱くこと
ができるのが家庭です。ですから神様が今ま

今まで神様は何を探してこられたのでしょ

で六千年を経ながら求めてきた最後の基点は

うか。主体を探してこられたのではありませ

何でしょうか。家庭です。その家庭は愛が連

ん。理想的な対象を探してこられたのです。

結された、愛によってすべてが結束された家

神様に似て、ご自身がつくられた世界の内外

庭です。存在するすべてのものはみなこれに

の内容を備えているものを探してこられたの

主管を受けるのです。根源的な愛、絶対的な

です。このような結果的な一つの基点が何で

愛との関係を離れることはできません。この

しょうか。家庭です。家庭より宇宙を代表す

ような家庭をつくるのが神様が創造当時にア

ることができるものがないのです。

ダムとエバにくださった本来の使命ではなか
父母と一つになることは歴史と現実が出会

ったのでしょうか。

うことです。ここで「私」は父母を愛するこ
神様は男性アダム、女性エバとして終わる

とで過去を愛することができるし、相対を愛

のではなく互いに結合した新しい家庭を夢見

することで現実を愛することができるし、子

られたのです。これが神様が男女を立てられ

女を愛することで未来を愛することができま

た第一次的な出発の起源です。ですから家庭

す。ですから私は、三時代の愛を体験するこ

を求め、家庭圏内で神様の愛を中心としてこ

とができるのです。三種類の愛が結集した核

の世で充足感を感じることのできる境地に入

心体がまさに家庭です。（三〇－八〇）
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では天国生活はどこからでしょうか。家庭

ができなければなりません。そうしてその喜

からです。他のところから始まるのではあり

びを他の人に誇ることができなければなりま

ません。天国は家庭を立体的に拡大させただ

せん。その喜びは第一次的な喜びであって二

けであって、家庭園を離れたものではないと

次的な喜びではありません。神様も同じです。

いうのです。ですから皆さんが自分の妻や夫

この世界をすべて復帰したとしても家庭のない

を抱くときにはこれは世界の男性と女性が一つ

神様は喜ぶことができないのです。結局、家庭

になるのだと思わなければなりません。このよ

がなければならないのです。（二五－八六）

うに世界人類を愛したという条件を立てること
のできる場が、まさにこの家庭なのです。

家庭では父母を中心としなければならない
皆さんはそのように生きていく道を求めな

し、社会を代表する教育機関では先生を中心

ければなりません。父母を愛することは歴史

としなければなりません。父母は自分に乳を

と現在を連結させることであり、神様が訪ね

飲ませて育て、すなわち生理的な発展を助け、

てくることのできる道を整えることです。で

それで情緒的な面を助けてくれるのです。で

すから父母を愛さなければなりません。歴史

は、学校は何でしょうか。社会的な生活、将

的な存在と時代的な自分を連結させること、

来の生活舞台を中心として訓練させるのです。

すなわち過去と現在を一つにすることが父母

家庭が情緒的な訓練場なら、学校は社会にお

を愛することです。また自分を中心として子

いての実験的な訓練所です。

供を愛することは、現実と未来を連結させる
ことです。そしてこのような愛を千年万年た

社会で終わるのではありません。それがど

たえるようにしようという思想が統一思想で

こに行って帰結するのでしょうか。国に帰結

す。（三〇－八三）

します。国には国王がいます。人々がみな大
統領を慕い、大統領の近くにいようとする理

六 家庭は心情的な訓練場所

由は何でしょうか。家庭から社会まで、すべ
てのことを知ってから、それからどこに行く

私たちは心情を離れては生きられません。
自分が大統領だとしても、あるいは世界的な

のかというと、もっと大きなところに行くの
です。

すべての権威をもったとしても心情的な喜び
を表せるところがなければ生きられません。

大統領といえば蘇生、長成段階を越えて三

自分が率いる人たちや閣僚たち、あるいは追

つ目の段階の結実です。種が根から始まって

従する人たちには心情的な満足を感じること

循環作用をして分かれます。分かれてここで

ができません。それは家庭で感じなければな

統合され花が咲き実を結ぶのです。ですから

りません。

学校も国のための貴重な棟梁、人材を養成し
国に必要な人を育てなければならないのです。

家庭に帰ってきて夫婦が互いを通じて喜び
を感じ、また子女を通じて喜びを感じること

学校でする勉強とは何でしょうか。訓練です。
ですから学校は訓練場所、実験場です。訓練
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は実戦ではなく準備段階です。準備を誤って

家庭、家庭はいいところです。どうしてい
いのでしょうか。お母さんとお父さんがいる

はなりません。

からいいところであり、お姉さんとお兄さん
家庭とは何でしょうか。心情的な訓練場所

がいるからいいところであり、弟妹がいるか

です。愛を中心として心情的に訓練する場所

らいいところであり、親戚がいるからいいと

です。ですから情をもって兄弟のように学校

ころなのです。ですから人間なら誰でも本郷

で生きなければならないし、情をもって国で

の地、故郷を懐しがる郷愁の心情をもってい

も兄弟のように生きなければならないのです。

るのです。国よりも故郷にもっと想いを馳せ

父母のこのような教育は学校のための教育で

ます。大韓民国で暮らしながらも懐しがると

あり、社会のための教育であり、国のための

ころが故郷です。大韓民国が好きで大韓民国

教育になるのです。

に住みたく思いながら、また大韓民国で暮ら
しながらも懐かしいところはどこでしょうか。

父母は情緒的なすべてのことを子供たちに

故郷です。故郷。故郷なのです。

伝授してあげなければならないのです。父母
が生きたのと同じように家庭ではこのように

故郷はどのようなところでしょうか。私の

生きなければならないし、社会ではこのよう

心情を四方に、立体的に全部引き上げるとこ

に生きなければならないし、国のためにはこ

ろです。その心情とは何でしょうか。愛で結

のように生きなければならないという情緒的

びつけるものです。上には父母が結びつけら

なパターンを築いてあげなければならないの

れ、左右には夫婦の因縁が結びつけられ、下

です。（一八〇－一三〇）

には子女、親戚が立体的な愛で堅く結びつけ
られているところが本郷です。人は愛を中心

皆さんが家庭のことを見るとき、家がよく、
その周りの環境がいいからといっていいので

とした幸福の基点を最高に望むので本郷を慕
わざるをえないのです。

はありません。反対にいくら環境が悪く、家
がみすぼらしくてもそれを安息所として、そ

では神様の本郷はどこなのでしょうか。こ

こに自分の事情と生涯と生活のすべての基準

の地球星において神様の本郷の地はどこなの

を因縁づけようとする家庭がいい家庭なので

でしょうか。これは考えなければならない問

す。そこには親と子の間に、互いにために生

題です。愛の神様ならこの地上で生きていけ

きようとする心情があります。これが思い出

る基点を必ず準備されたはずですがその基点

の本郷であり、すべての生活の動機になるの

はどこでしょうか。それを知るためには神様

で私たちの生活において幸福を左右する基礎

がその基点を準備するためにどのようにして

になるのです。（二九－一七）

こられたのかを知らなければなりません。

神様の家庭を準備することのできる本郷の
七 人間の永遠の本郷は家庭

基点になりうるところはどこなのでしょうか。
他のところではありません。神様を本当の父
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だと思う息子がいるところです。すなわち、

すべてのものは一つから多くのものに分か

神様の愛を独占することのできる息子、ひと

れて結局一つの大きなものに統合されます。

り子がいるところです。またそのような娘が

すなわち一つからいくつかに分かれてから一

いるところです。そうしてその息子・娘が結

つに統合されるのです。ここでまた分かれて

婚して完全な家庭を築くところです。（二三

より大きなものになるのです。そこには家庭

－一五一）

がありますが形態は統合される前と同じです。
家庭は夫婦を成したところであり、その夫婦

ではその本郷の地には誰がいなければなり

を一つにするところです。氏族は家庭を一つ

ませんか。見たい人たちがいなければなりま

にするところであり、民族は氏族を一つにす

せん。父母がいなければならないし、兄弟が

るところです。民族が集まって一つの国家の

いなければなりません。また会いたい方がい

前に全部入ります。ここにおいてはどこまで

なければなりません。またそこにはいっしょ

も家庭が中心になります。この家庭を展開さ

に住みたいしいっしょに住みたいのに一瞬会

せれば横的な世界になるのです。ですからど

うだけでいいでしょうか。ちょっとだけ会っ

のような社会であったとしても家庭を除くこ

て済むでしょうか。彼らに会って彼らと共に

とはできないのです。

住むにおいては永遠に永遠にいっしょに住ん
でも嫌になってはいけません。そのようなと

家庭を復帰することができなければ世界を

ころを探していかなければなりません。そこ

復帰することができません。その次にはその

が今日、宗教で目指す天国なのです。（二三

家庭を中心として天宙主義を成就しなければ

－八一）

なりません。天宙は天と地を総合したもので
す。天と地は人間において心と体のようなも

今日私たちが本郷の地を慕うのは、その本

のです。心と体が一つにならなければなりま

郷にはどこの誰よりも近い父母がいるし、兄

せん。一つの主体があれば一つの相対が必要

弟がおり、親戚がいていつも私を導いてくれ、

なように一人の男性には一人の女性が必要な

また私がいついかなる時に訪ねていっても私

のです。男性と女性が一つになるのが家庭で

を昔のように迎えてくれ、私に困難なことが

す。この一つの家庭を中心にしなければ神様

あればその大変な事情に同情し慰労してくれ

の愛の基盤が定まりません。

私を喜んで迎えてくれるからです。もしそれ
がなければ本郷が懐かしく好きで訪ねていっ

天宙主義というのは心と体を合わせたのち、

ても切実に慕っていた当時の心情はなくなり

神様の愛の本体となる家庭を築いてその理念

かえって嘆息の条件をもって帰ることになる

を霊界と肉界に連結させる主義です。天宙の

ことを知らなければなりません。本郷の地に

宙という字は家を意味する字です。家を表す

は必ず迎えてくれる人がいなければなりませ

宙です。ですから天宙主義という言葉を使う

ん。（二三－八〇）

のです。天宙は無形世界と実体世界を合わせ
たものです。これが私たちとどのような関係

八 家庭は天宙主義を完結させる最終基準

があるのでしょうか。私たちは家庭が必要で
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す。皆さんが家庭で一つになれなければ天宙

上の他の主義はありえないのです。ですから

主義とは関係がないのです。家庭が天宙主義

統一教会は心情的な問題をこの本然の理想的

を完結させる最終基準になるのです。ここで

な家庭の範囲の中で真の父母という理念を中

平和の歌を歌うことができず幸福をたたえら

心として天主義と結びつけなければなりませ

れない人はこの地上でも霊界に行っても不幸

ん。このような理念で制度化された家庭の因

な人になるのです。（二六－一八九）

縁が残っている限り統一教会は滅びません。
（祝福家庭と理想天国Ｉ－五〇二）

天国はどこから成されるのでしょうか。私
たちの家庭から成されます。では私たちは何
主義でしょうか。家庭主義です。私たちが標

第四章 愛を中心とした人生行路

榜する天宙主義は天の字に家を意味する宙の

一 人間はなぜ生まれたのか

字、すなわち天の家主義だというのです。こ
のようになってこそ天宙という意味がはっき

生命が先か、愛が先かというとき、互いに

りするのです。ですから聖書六十六巻はすべ

先だということができますが、果たしてどち

て理想的な家庭を願ったみ言です。

らが先でしょうか。愛が先です。宇宙の根本
は、存在起源に先立って愛の流通がなくては、

また万民が願うものは何でしょうか。理想
的な妻をみな迎えることです。また女性とし

存在価値が出てくることができません。（祝
福家庭と理想天国Ｉ－一〇六二）

て生まれて最も願うことは理想的な夫に出会
うことです。女がいくら学士博士になって世

私たちの生命の起源がどこなのかを見ると

界に大言壮語するとしてもその願いは理想的

き、生命が先か、愛が先かが問題です。今ま

な男性に出会うことです。愛することのでき

でこれを見分けられませんでした。生命が先

る理想的な男性に出会って恵まれた子女を生

ではなく、愛が先です。先どなったものの前

むことです。これが幸福の根です。統一教会

に、次となったものは順応しなければならな

の理想は他のところにあるのではありません。

いので、愛のためには生命を捧げるのが当た

出発も家庭であり、結論も家庭です。（二六

り前なのです。このように、これは収拾して

－一〇三）

おかなければなりません。そうすれば、人生
を真に生きる道はどこなのかという結論が出

では天宙主義とはどのような主義でしょう

てきます。

か。真の父母主義です。結局この二つの主義
は父母の主義です。これはわが家の主義であ

生命が愛から生まれたので、愛の道を行か

り、わが国の主義であり、皆さん個人の主義

なければならず、愛のために死ななければな

です。人間が堕落しなかったならば世界は誰

らないという結論が出てきます。小宇宙では

の主義になるでしょうか。アダムの主義にな

なく大宇宙が歓迎できる愛を探して、神様が

るのです。そのアダム主義がまさに真の父母

公認し、天使世界が公認し、万物が、ひいて

主義です。父母主義だというのです。これ以

はわが父母が公認できる大宇宙愛の中に現れ、
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その中で愛し、死んでいくのが人間が生まれ

人間自身も愛を離れては存在することがで
きないのです。ですから、「私」の存在は、

た目的だと見るのです。

愛を元として生きていくといえます。すべて
人間とは、自分が希望して生まれた存在で

の万物も、その存在の始まりが神様の愛から

はありません。それなら、お父さんとお母さ

出発しています。万物の存在が愛を元として

んの希望によって生まれたのでしょうか。そ

始まったとするなら、彼造世界の中心存在で

うではありません。神様の希望によって生ま

ある人間は、より一層愛によって出発した存

れたのです。神様の身代わりである父母の愛

在だということを否認することはできないの

を通して生まれたのです。神様の身代わりで

です。人間は愛から出発し、愛によって円熟

ある父母の愛を通して、新しい生命体として

するため、愛の基準を離れては生きることが

生まれたのが「私」です。そして、愛は全体

できない存在なのです。（祝福家庭と理想天

を創造する力をもっています。宇宙の愛のす

国Ｉ－一〇六二）

べてを受けて、全天宙の中心的な存在として
二 愛を中心とした創造本然の人生

生まれたのがまさに「私」です。

人間というものが存在するようになった原
愛によって生まれ、愛によって育てられ、

因は何でしょうか。人間は愛から始まったの

愛によって生き、また愛を残すのが人生にお

です。それでは、人間存在の目的はどこにあ

いて最高の目的です。自分の家庭で、天宙の

ると考えますか。人間という存在の目的は愛

中心である愛の使命を果たすことが最も価値

の理想を完成することです。人間が愛を原因

あることです。人がなぜ生まれたかというこ

として存在するようになったので、愛の基台

とを知らなければなりません。人は、知識や

を成して、拡張させ、連結して完成すること

権力ゆえに生まれたのではありません。人は、

が目的となるのです。

愛のために生まれました。また、愛から生ま
れました。それでは、愛は何ゆえにそのよう

すなわち、出発が愛なので、目的も愛をも

に偉大なのでしょうか。それは生命の源泉で

って到達しなければならないというのです。

あるからです。

そうしながら、相対的関係にある男性と女性
が愛を中心として一つになり、前後・左右・
上下に連結させることができなければなりま

皆さんは父母の愛の中から生まれたのです。

せん。

お金を数えたり、知識をたたえる所から生ま
れたのではありません。このように愛の中で

私たちがいくら絶対的な存在を確定し、い

生まれたので、愛によって結実しなければな

くら絶対的な目的を確立したとしても、そこ

らないのです。ですから、子供が必要なので

でうれしくなければ何の役にも立ちません。

す。夫婦が一つとなり、息子・娘という相対

生きて生活するのがうれしくなければなりま

がいるとき、完全なのです。

せん。生活するのは目的のためにするのです。
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その目的を成就したとき、そこには存在、そ

愛を経る過程が生涯の根本であり、神様の創

れ自体以上の新しい何かがあることでしょう。

造的愛の理想の根本の道です。（四八－二）

それは何でしょうか。
生命は愛から生まれます。愛から生まれ、
男性なら男性、女性なら女性を中心として

父母から愛を受け、愛によって成長して、愛

見るときに、彼らに何よりも最も貴いものは

する妻に出会ってまた愛し合い、その愛の中

何でしょうか。愛です。愛だけがこれと連結

に死んでいきますが、これが人生だというの

させることのできる幸福の要因となるのです。

です。ですから、悲しみと苦痛があり得ない

人が目的をいくらよく立てたとしても、その

のが本来の人生だというのです。

目的を主管すべき主体的な愛の権威を立てら
れないようになるときには、再び新しい目的

本来の宇宙の根本位置は、愛を中心として

を追求しなければなりません。目的の限界点

総合的に縦横に同時に結合することのできる

が愛より上にはなり得ないのです。

基準となることによって、父母の愛と夫婦の
愛、子女の愛が結合することのできる根本位

皆さんは何ゆえに生きていますか。食べる

置となります。その位置は全宇宙が集中する

ためにと答える人もいるでしょうし、あるい

位置となり、全宇宙細胞の方向が集中する位

は仕事をするために、または何の目的もない

置となります。霊界のすべての善霊たちが全

生を生きているという人もいるでしょう。人

部ここに集中します。

間は何のために生きるのでしょうか。愛のた
めに生きるというなら、どれほどすてきな答

それだけでなく、この位置を誰も侵犯でき

えかというのです。人間は愛の結実として生

ないよう、保護するようになっているという

まれ、愛し合いながら生き、永遠なる愛の神

のです。ですから、この位置が破壊されるな

様の懐に帰るようになっているのが、創造本

ら、大変なことが起こるようになります。で

然の生なのです。（祝福家庭と理想天国Ｉ－

すから、完全に保護されるためにはある形態

一〇六四）

が必要なのですが、その形態を統一教会の用
語で四位基台というのです。（祝福家庭と理

愛によって生まれ、愛の中で成長し、さら

想天国Ｉ－一〇六六）

に異なる次元の愛に連結されるのは、父母の
愛を離れ、相対の愛を求めていくことなので

三 人間の永遠なる生命の要素は愛

す。父母の愛は蘇生的愛ということができ、
夫婦の愛は長成的愛ということができます。

人間は胎児でいる時、お母さんから供給さ

夫婦同士がいくら愛し合っても、子女がいな

れる栄養を受けただけでなく、愛を供給され

ければ愛の完成を見ることはできません。そ

たことを忘れてはならないでしょう。それと

れゆえ、子女を願うのです。これが完成的愛

同じように、地上で暮らしている人間たちも、

です。ですから父母の愛、夫婦の愛、子女の

宇宙（自然）から物質的な栄養を供給されて
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いるだけでなく、生命の本質的要素である愛

うになれば、横的な夫婦の愛が各自に生じる

を神様から供給されているのです。

ようになっています。

すべての植物が太陽の光を生命の要素とし

結婚とは何でしょうか。男性は女性につい

て吸収するのと同様に、人間たちには愛が生

て知らなかったことを学ぶために、女性は男

命の要素となるのです。私たちの希望は、永

性について知らなかったことを学ぶために家

遠に愛と共に欽慕しながら暮らすことのでき

庭という学校に入学するのです。すべての履

る地上天国や天上天国が建設されることです。

修単位がＡプラスになってこそ、夫も喜び、
妻も喜ぶことでしょう。息子・娘を産むのは、

人間は生まれる時、愛によって生まれ、生

世界を愛する方法を学ぶためなのです。息

まれてからは愛を受けながら成長するように

子・娘がいなければ未来と連結されません。

なります。しかし、ある程度まで成長すると、

未来の世界と連結することのできる教育の材

父母の愛だけでは不足になり、兄弟間の愛と

料として息子・娘を与えたのです。

氏族の愛を中心として、横的な愛を広げ始め
るのです。すなわち、天地間のすべての愛を

そして、先祖たちやおじいさん、おばあさ

受けながら、成熟していくのです。特に思春

んの前に孝道するのは、霊界からの教育を受

期に近づくと、異性間の愛を求めるようにな

けるためであることを知らなければなりませ

りますが、異性間の愛によって総合的な愛の

ん。このすべてのものが、愛を中心として連

圏内に進入するようになり、初めて愛の中心

結されます。おじいさんとおばあさん、夫と

を求めていくことができるようになるのです。

妻、息子・娘が一つの愛を中心として全部連
結されているのです。

男性や女性が行く道は、愛ゆえにあるので
あり、愛のためにあります。「私」の道は愛

この愛をもてば霊界の千万代の先祖までも

の道です。愛を得るために、愛を守るために、

上がっていき、降りてくることができ、遠い

愛の環境圏を成すために行くのです。

後孫までも通じることができるのです。つま
り、これが霊界の組織であり、宇宙の組織だ

女性が化粧をしたり、マッサージをするの

ということを知らなければなりません。愛の

も愛のためです。何かを願うのも、仕事をす

僕となり、愛の奴隷となるのが最大の幸福だ

るのも、すべて愛のためなのです。高貴な愛

ということができます。（祝福家庭と理想天

を得るために苦難を勝ち抜いていくのです。

国Ｉ－一〇六六）

（祝福家庭と理想天国Ｉ－一〇六六）
四 神様の愛はどのようなものか
私たちは生まれる時から父母の愛を受ける
のであり、父母が生存している限り、少年時

皆さんが神様の愛を一度探ってみてくださ

代、青年時代、壮年時代、どの時代を問わず

い。神様の愛を何と表現することができるで

愛するのです。父母の愛を受けて成長するよ

しょうか。それは、さながら暖かい春の日和
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に、空には白い雲がふわりと浮かんでいて、

ここにいる女の子たち、お嫁に行って夫が

地にはかげろうがぼんやりと立ちのぼり、虫

自分を愛してくれれば気分がいいでしょうか、

が出てき、アリたちも世の中を見物しようと

悪いでしょうか。一度考えてごらんなさい。

ちょろちょろと出たり入ったりし、さらさら

いいでしょうか、悪いでしょうか。人は率直

と流れる小川のほとりにはコウライ柳がもえ

でなければなりません。愛してくれるなら、

いで、蛙は春の日和の新しい歌を歌い、群れ

この世の中にそれほどうらやましいことはな

になって飛んでくる蜂、蝶が喜ぶ、そのよう

いのです。初めから夫の横にぴったりくっつ

な環境と同じです。そのような環境に酔って

いて暮らすのです。

眠り込むようですが、眠り込まず、気分がよ
くて永遠にいいということのできるそのよう
な味だというのです。

男性が牛の前足のような手で、女性の手を
ぎゅっと握ってあげることはいいことです。
映画を見ても、そのような映画を見たくなり
ます。女性が男性に「まあ、あなたの手は本

神様が探される理想相対を中心として感じ
る気分は、蝶が飛び、蜂が飛んでくる花の園

当にきれいね」と言えば、気分が悪いという
のです。そのようになっているのです。

のようなものです。これは考えただけでも気
分がいいですか、悪いですか。この鈍い男性

愛は永遠です。愛は二つでなく一つです。

たちはそれを知らないでしょう。それは気分

一つになるということです。男性と女性がカ

がいいというのです。

ップルを成して愛し合えば、ぴったりくっつ
いてしまうのです。そこまではいかなくても、

懐かしい人に会えば、手をぎゅっと握って

これ以上の心情まで行くというのです。それ

握手をします。握手するとき、懐かしくて

がまさに神様の愛だというのです。そのよう

「ああ、これは久しぶりだね」と言いながら

な愛をもって暮らすなら、一つになるでしょう

手をぎゅっとつかめば、気分がいいですか、

か、ならないでしょうか。考えてごらんなさい。

悪いですか。気分が悪いという人がいたなら

全部一つになるようになっているのです。

「えい、こいつめ」と言って、足でけってし
まいなさいというのです。

男女の間で愛し合うようになれば、ありと
あらゆることが起こります。そうでしょう。
しかし、神様を尋ねていく道を知り、神様の愛

懐かしければ、手をぎゅっと握りますか、
握りませんか。皆さんはそうすれば喜びます

を本当に味わうなら・・その神様の愛はこの世
のどのようなものとも比べられないのです。

か。（喜びます）。喜びたいのであれば、ど
うすればうれしいのでしょうか。知ってこそ

そのような愛を味わった人がいるなら、ど

うれしいのであって、分からずにどうしてう

のような苦難も彼を占領することはできない

れしいのですか。そのようにうれしくてつか

し、どのような悲しみも彼を占領することは

めば、手をほどくことができないというのです。

できないでしょう。そのような絶対的な解放
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の圏があるのではないでしょうか。これを探

神様の愛を知らなければなりません。父母

すことが問題となるのです。（祝福家庭と理

の愛を知り、父母に侍ろうとしなければなら

想天国Ｉ－一〇六八）

ず、夫の愛を知り、夫に侍ろうとしなければ
なりません。子供の愛を知り、子供に侍ろうと

神様の愛は大きく、三代の愛に現れます。

しなければなりません。子供に命令をするだけ

それは父母の愛、夫婦の愛、子女の愛です。

ではなく、侍ってみようともしなければなりま

この三代の愛が一つに一致する中心は神様の

せん。理解しようともしなければなりません。

愛です。

そうしてこそ、神様の愛が理解できます。

五 愛と喜びの相続のための神様の祝福

子供がいなくては、未完成状態です。神様
の愛を知ることができません。神様が子供と

神様において、一番の栄光の時は、肉

しての人間を、どれほど愛したのか分かりま

（体）を使うことのできる時です。その次に

せん。また、夫になってみなくては妻が分か

は、愛することのできる人（夫婦）をもつ時

らず、妻になってみなくては夫が分かりませ

であり、その次には、孫を愛することのでき

ん。子供も、父母になるまでは、父母の愛が

る時です。息子・娘より孫を愛することので

どのようなものかが分かりません。ですから、

きる時が、一層栄光の時だと見ます。

息子・娘がいなければ、真なる夫婦となれま
せん。（祝福家庭と理想天国Ｉ－九三七）

ところで、神様がアダムを造っておいて、
どんなによかったかということを、どのよう

父母が子供の結婚を願うのは、子供たちに

に教えてあげたでしょうか。「やあ！ 私は

父母の愛をすべて相続させてあげたいし、伝

お前を造って、こんなによかった」というこ

授してあげたいからです。父母は死んでいき

とを教えてあげなければなりませんでした。

ながら、後孫にその実体を残しておきます。

それは、息子・娘を生むことによって教えて

ですから、後孫が必要なのです。

あげることができます。分かりますか。
人は幼い時、父母の愛がどういうものかを

愛は永遠に続くのです。愛は人間の最高の

知りませんが、のちに家庭を築いて赤ん坊が

願望なので、万民が両手を挙げ、相続しよう

できるようになれば、父母の愛がどのような

とします。その愛を残しておくことによって、

ものかを知るようになるというのです。自分

霊界でも堂々と神様の前に出ていくことがで

の父母が私を育てるときこのように愛してく

きます。そのような愛を完遂できる所が家庭

れたなと、知るようになっています。

です。家庭を通して天国に行くということは、
すなわち、そこにおいて愛の一休園が成され

それゆえ、子女が相対を得る日が栄光の日

るということです。

であり、その次には、その息子が子女を得る
日が栄光の日です。（祝福家庭と理想天国Ｉ
－九三六）

人間は原理・原則に従っていかなければな
りません。春になれば種をまき、夏になれば
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生い茂り、秋になれば実を結び、冬になれば

ができないので、天国に行けないということ

全部整理して、新しい生命の根源を自分の内

を知らなければなりません。（祝福家庭と理

心に備えなければなりません。そうしてこそ、

想天国Ｉ－九三七）

再び春を迎えるようになれば、またこれが植
六 愛の中心を求めていく人生行路

えられ得る種になるのです。

これは何の話かといえば、これから皆さん

人間は愛によって生まれ、父母の愛の中で

は父母となり、皆さんのような息子・娘を生

大きくなり、横的に愛を広めながら成熟する

まなければならないということです。皆さん

ようになります。横的な愛は異性の相対に出

の息子・娘を、皆さんのように育てなければ

会うと、一段階愛を完成するようになり、天

ならないというのです。

地の愛を代表することのできる基準に人れば、
その実を結んで子供を身ごもるようになるの

皆さんは、息子・娘がいなければなぜ寂し

です。子供は、核心的な心情の立場から生じ

いですか。それはサークルラインを形成でき

た愛の結果として生まれるようになります。

ないからです。鳥たちがひなにえさを食べさ
せてあげるのを見たとき、母のこの上ない愛

男性と女性が心情的に愛し合って生まれた
息子は、愛の核心に通じる道をつくってくれ、

を知るようになります。

その中心を通過すれば、まさに神様と出会う
西洋の人たちは知りませんが、東洋では大

ようになるのです。人間は愛の実として子供

人より子供たちを好みます。大人たちに向か

を身ごもることによって、神様が万物を創造

っては礼儀正しく敬いますが、息子・娘たち

し、人間を創造されたときの愛を体恤するよ

にはこの上ない愛を惜しみません。息子・娘

うになるのです。

を生み育ててみることによって、父母が子供
をどれほど愛したのかを悟るようになります。

また、父母の愛によって生まれて受けた愛
を、子供を愛してみることによって、父母の

人間は誰でも、結婚をしたのちに子女を生

心情を体恤するようになるのです。父母が子

み育ててみなければなりません。そうしてこ

供に注いできた愛は物質的な愛ではなく、本

そ、子供の愛と父母の愛を所有することがで

質的な愛です。天地が変わっても、歴史時代

きます。しかし、西洋の人々はそうではない

が変わっても変わらないのは、父母が子供に

ようです。息子・娘を生み育てることを、忌

与える愛です。父母になって子供を愛するこ

避しています。息子・娘が、結婚して離婚す

とによって、神様が人間をどのように愛して

るのに妨害になるという考えゆえに、自分の

こられたのかを考えることができるようにな

子供をもつことをはばかっています。

り、体験を通して確認するのです。

しかし、人間は生まれて四位基台を成せな

父母になって子供を愛することによって、

ければ、神様が人間を愛する心情を知ること

父母が私をどのように、どのくらい愛じてく
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れたのかを感じて悟るようになります。そし

り、球形世界を成すのと同時に、愛の中心を

て老いた父母に対して、さらに敬い、心から

求めるようになるのです。

孝行の道理を立てるようにするのです。その
ようにできなければ、父母としての自覚がな

愛の運動を通して生じた愛の中心は、すべ

いだけでなく、子供に対する愛も偽善だとい

ての抜道世界の存在の核でもあります。地球

わざるを得ないでしょう。

が存在するのも、この愛の中心を中心として
運動を続けているからです。そこは、愛の中

人間は父母になり、子供を愛してみること

心運動を継続できる無限な力が集まった所で

によって、神様が人間をどれだけ愛してこら

す。このような愛の球形を通じて生じた中心

れたのかを感じて悟るべきでしょう。また、

は、間違いなくその場に神様がいらっしゃる

神様をいっそう心から愛すべきでしょう。子

所でもあります。ですから、世の中に存在す

供に対する愛よりも、老いた父母をもっと愛

るすべての被造物は神様の愛によって創造さ

さなければならないし、老いた父母に対する

れた存在であり、神様の愛の中心を求めてい

愛よりも神様をもっと愛さなければならない

くのです。神様は、まさに愛の溶鉱炉であら

のが、愛の秩序であり、法度であることを知

れたのです。（一二六－二四三）

るべきでしょう。
七 三時代を行く人生路程
人間は生まれる時、愛によって生まれ、生
まれてからは愛を受けながら成長するように

人間は、お母さんのおなかの中にいてから

なります。しかし、ある程度まで成長すると、

生まれ、一定期間を地上で生きてから死を迎

父母の愛だけでは不足になり、兄弟間の愛と

えるようになっています。人間はこの世に生

氏族の愛を中心として、横的な愛を広げ始め

まれる前には、お母さんのおなかの中で十ヵ

るのです。すなわち、天宙間のすべての愛を

月を過ごします。

受けながら、成熟していくのです。特に思春
期に近づくと、異性間の愛を求めるようになり

おなかの中にいる時、幼い胎児の自由には

ますが、異性間の愛によって、総合的な愛の圏

限界があります。抜はお母さんの栄養をへそ

内に進入するようになり、初めて愛の中心を求

の緒で引いて育つとき、二本の手を伸ばした

めていくことができるようになるのです。

り引っ込めたり、口を開けたりつぽめたりし
ました。二本の足でばたばたするのが精一杯

天地は球形の世界なので、横的な愛を授受

です。しかし、その胎児には、お母さんのお

し、回転しながら、円形を一次的に成すよう

腹の中が自由天地であり、生の全領域である

になります。特に異性を相対者として選び、

ことでしょう。

愛し合うとき、その結実として子供を身ごも
り、父母になりますが、このとき互いが相互

その胎児は十ヵ月目にこの世に生まれて育

間で愛を授受し、回転するようになれば、横

つようになりますが、それ以後の世界が今日

的な愛に続いて縦的な愛も実現するようにな

私たちが生きている現在の地上世界であり、
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人間社会なのです。（祝福家庭と理想天国Ｉ

死後の世界は、人間が感知することのできる

－一〇七一）

五宮作用外にあるので、宗教を通した信仰を
もって不信を克服しなければならないのです。

人は、なぜ生まれたのでしょうか。愛のた

（祝福家庭と理想天国Ｉ－一〇七一）

めに生まれました。それゆえ、真なる父母の
愛に根を張り、お母さんとお父さんの保護と

人間には三時代があります。動物界にも水

愛の懐である腹中で育ち、二十歳まで分別な

中時代があり、陸上時代があり、空中時代が

しに父母から大切に育てられ、汚い物を汚い

ありますっすべてのものが三時代を経なけれ

物であることを忘れて、すべてを喜んで消化

ばならないのです。ところで、人は万物の霊

させられる愛の中で成長してから愛の相対者

長であり、すべての万物を主管できる資格を

に出会い、互いのために天理の愛に接ぎ木さ

備えるためには、人にも水中時代があって、

れなければなりません。

どんな存在よりも完全な生活体を備えなけれ
ばなりません。次に陸上時代においても、ど

そのような人生路程を行きながら、神様の
愛がどのようなものかということを体験すれ

んな動物よりも最高の資格をもった存在でな
ければなりません。

ば、神様の対象愛の実休園が完成するので、
息子・娘を産んで愛するようになるのです。
次に、空中時代がなければなりません。と

（一四三－二八五）

ころが、人間には翼がありません。翼がない
この世に生まれた人間は、胎児期のお母さ

のにどうやって飛ぶことができますか。飛び

んのおなかの中に比喩される宇宙での生を生

回るのは、どんな鳥よりも、どんな昆虫より

きているのです。一言で言って、お母さんの

も、高く飛ぶことができて、遠くまでも飛べ

懐のような宇宙で、人間百年の生涯を生きて

なければならないのです。そうであるなら、

いるのです。胎児がお母さんのおなかとは違

どうすればいいのでしょうか。それは実体で

う人間の世界を知らなかったように、今日地

ある肉身をもってしてはできません。どうや

上世界で生きている人間たちは、死後の無形

っても飛びません。

実体世界に対する実在が分からずにいるので
す。お母さんのおなかの中では人間世界につ
いて分からなくても、実在として人間世界が

そうですが、人間は万物の霊長であり、神

あったように、死後の世界もあることだろう

様が霊的な存在なので、主管園や相対的な立

と、ただ漠然とした心証をもっているだけな

場に立つためには、その活動舞台が神様と同

のです。

じでなければなりません。今日、電気や光で
いうならば、光の速度は一秒に三十万キロメ

けれども分明なことは、人間の死後の世界

ートル行きます。それよりも、もっと早く作

に対する心証的な存在可否にかかわりなく、

用することができるのが人間です。それが何

確実に存在しているということです。しかし

ですか。霊人体です。（一一二－二〇二）
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私たちはこの世に住んでいますが、この世

この三つの互いに異なる方法で深い愛の経験

の中だけにいるのではなく、霊界があります。

をもってこそ、制限なしに縦的、横的に行く

では私たちが行くべき所、私たちが行って住

ことができ、円で旋回することができます。

むべき所がどこでしょうか。霊界です。霊界
とは、愛の空気が充満した永遠の世界です。

例えば、父母が早く亡くなることによって

ですから一生は永遠の世界に入るための準備

父母の愛を味わうことができなかった人は、

期間です。（一四〇－一二一）

とても重要な愛の経験ができなかったために、
多少悲劇的な人であり、同じように家庭生活
すなわち夫婦関係を経験できなかった者は、

八 地上生活は霊界の拍子を合わせるための

生の重要な部分が不足するために霊界ではと

訓練場所

てもみすぽらしい人になります。また、兄弟
姉妹がいない人は、すべての分野の欠乏で完

私は霊界での体験をたくさんもっています
が、霊界は愛の成分で覆われている所です。

全な生を生きられないので、霊界でみすぼら
しい立場に立つようになります。

地球は空気で覆われていますが、霊界は愛で
包まれている所です。人間は地上で空気を吸

皆さんはなぜ結婚しなければならないので

ってガスを吐き出しますが、霊界では愛を吸

しょうか。父母の愛、夫婦の愛、子女の愛を

って生きるようになっています。霊界は、今

体験するために結婚するのです。それでは、

日の人間の世俗的な愛を中心として授け受け

それがなぜ必要でしょうか。そのような愛の

るようになってはいません。霊界で授け受け

空気が充満した所が霊界だからです。

る愛は、真なる愛なのです。
霊界の拍子に合わせる訓練をするために、
皆さんが霊界に行ってみれば、その世界は

家庭をもたなければならないということを知

次のようになっています。すなわち、父母、

らなければなりません。これを感じないで行

兄弟姉妹、夫婦、子女に対する愛を十分にも

く人は、あの世に行って拍子を合わせること

った者、すなわち家庭生活で深い愛の経験を

ができません。このような愛の空気をかぐこ

した人は、多くの自由を享受することができ

とのできる鼻がない人と同じだというのです。

るでしょう。彼は何の制限もなく、どこでも、

（祝福家庭と理想天国Ｉ－一〇六七）

どの方向にでも行くことができます。その反対
に愛の経験のない人は心が狭く、霊界でも自分
一人孤立していて、自由が全くありません。

皆さんはお父さんとお母さんから生まれま
した。次に最も根本的なことは、お父さんと
お母さんのおなかを借りて、神様から生まれ

父子間の愛は縦的な関係であり、夫婦間の

たという事実です。皆さんは宇宙の父母を通

愛は横的な関係であり、兄弟姉妹間の愛は旋

して、肉身の父母を通して、真の父母を見い

回して取り囲む関係なのです。この三つの関

ださなければなりません。肉身の父母は、通

係は、互いに異なります。ですから、地上で

過の父母です。ですから死の瞬間は、真なる
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父母に会いにいく歓喜の時間です。そこには、

神様が考えられるモデル的な愛と一致するか

真なる父母の真なる愛があります。そこを天

ということです。

上天国といいます。
神様を中心として最初の男性と女性が愛で
そこの構成要素は愛であり、そこは父母の

一つになったならば、それは、愛を中心にし

愛で充満しています。その愛は「私」のため

た宇宙のモデルになったという結論が出るの

のものではなく、奉仕と犠牲の原則の下に、

です。神様も人間の前にそのような愛を願わ

すべての法度を通ることのできる愛です。そ

れたのです。男性と女性も互いに相手に対し、

こに合格するためには、宇宙を愛し、人類を

そのような愛を願ったのです。そのような真

愛さなければなりません。地上生活は、その

の愛は、宇宙の核であらざるを得ません。メ

ような愛のための訓練の場所です。（祝福家

ートル法と同じ一つの標準型になるのです。

庭と理想天国Ｉ－一〇七二）

（祝福家庭と理想天国Ｉ－三三五）

この地上での生活がどれほど重要でしょう

神様の愛と人間の愛は本質的に同じです。

か。一度しかありません。瞬間なので、一度

愛は一つになろうとします。男女が互いに恋

しかありません。地上天国を永生に比喩する

しがる理由は何でしょうか。男性は女性、女

と、これは一点ほどのわずかな時間に過ぎま

性は男性を通してのみ神様を所有することが

せん。あまりにも短い瞬間です。この瞬間の

できるからです。男女が愛で一つになる所に

時間内に肉身生活を越えて、霊界のために準備

必ず、神様が臨在されるのです。（祝福家庭

しなければならないのです。（一〇七－九九）

と理想天国Ｉ－三三六）

二性性相の母体が神様であることを考える

第五章 創造本然の男女の愛

とき、男性と女性の尊厳なる価値をほめたた

一 創造本然の男女の愛

えると同時に、神様の尊い価値を一層ほめた
神様の最高の傑作品として造られた美しい
男性と女性が、神様を中心として愛し合うこ

たえることができる人にならなければなりま
せん。

とができるならば、それは最高の愛であり、
超越的な愛であって、世俗的な愛ではありま

男性の心の中には神様が愛しておられる女

せん。その愛は最高に美しい愛であり、愛の

性がおり、彼の相対である女性の心の中にも

中でも代表的な愛であり、永遠に輝くことの

神様が愛しておられる男性がいて、共にたた

できる愛です。

えるようになる場合には、神様もそれを見て
喜ばれるのであり、すべての万物も互いに喜

男性と女性が愛し合っても、それが神様が

ぶようになるのです。彼らが互いに抱擁する

立てようとされたみ旨と一致するか、また神

喜びの内容が、天と地が共に喜ぶ価値ある内

様が人間に願われたその基準と一致するかが

容になります。男性と女性が互いに愛し合い

問題となります。男性と女性が愛し合うとき、

抱擁するそのこと自体が、宇宙が一体となる
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場となるのです。神様の理想の中で成される

る、幸福なる、平和な世界、あるいは愛と理

創造本然の姿はそういうものなのです。

想の世界へ入ることができないのです。

元来男性は自分が喜ぶことのできる女性を

女性は男性と出会うために生まれ、男性は

迎えなければならず、女性もやはり自分が喜

女性と出会うために生まれたでしょう。これ

ぶことのできる男性を迎えなければなりませ

が最高の真理です。ですから、このような原

ん。そればかりか、人間の喜びというその限

則に従って祝福圏を探し出さなければなりま

界を越えて、神様も喜び、すべての万物が喜

せん。最高の真理圏を離脱することは、最高

ぶ出会いでなければなりません。そうすれば、

の悪になるのです。（祝福家庭と理想天国Ｉ

この世のすべての存在物がその夫婦のために

－三三八）

動員され、彼らに主管を受けることを願うよ
男性と女性は生理的に全部反対です。女性

うになります。

は一方的なのに比べて男性は三方四方的です。
鳥たちは彼らのために歌を歌い、蝶は喜び

また女性は家の中に居ますが、男性はあちら

ひらひら舞うようになるのです。神様も喜ば

こちら世の中を巡るのです。このように性格

れ、人間も喜び、すべての万物も喜ぶように

が全部反対なのです。こういう主体的な男性

なるのです。このような立場で人間始祖が歴

と相対的な女性が何を中心にして一つになる

史を出発させていたならば、それこそ創造本

のでしょうか。愛を中心にして一つになるの

然の理想世界になっていたのです。（祝福家

です。人間と神様を一つにさせようとするの

庭と理想天国Ｉ－三三六）

も愛なのです。

男性が生まれたのは何のためですか。学問
やお金、権力のためではありません。女性の

二 男性と女性が生まれた理由

ためです。女性のために男性が生まれたとい
本来、男性が生まれた本当の意味はどこに

うことです。男性の骨格が女性よりも大きい

あるのでしょうか！ それは女性のために生

のは自分だけが稼いで生活するためではなく、

まれたということを否定することができない

子女と妻を養うためです。

のです。その反対に女性は女性のために生ま
れたのではありません。男性のために生まれ

男性がもっている器官と女性がもっている

たという事実を自らが確信できないところに

器官はそれぞれ違います。それを誰のために

問題が生じることを、私たちは知らなければ

もっていますか。それは自分のためにもって

ならないのです。

生まれたのではありません。男性のものは女
性のために生まれ出たので、女性のものです。

これを、天地創造の大主宰であられる神様

女性のものは、もちろん逆に、男性のもので

が、創造の原則として決められたために、そ

す。そのように考えてみましたか。（笑い）

の原則に従っていかなくては、善なる、真な

笑い話ではありません。
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男性と女性の愛の象徴は何ですか。愛の終

要であり、男性には女性が必要なのです。ど

着地点はどこですか。男女を一つの体に成さ

れだけ必要なのでしょうか。大韓民国よりも

しめる性の器官です。それは愛を中心として

世界よりも、さらには神様よりも必要なので

心と体が完全に一つになることができる通路

す。また、女性がいなければ百年以内に人類

となるのです。男性がもっているものは男性

はすべて滅亡するのです。それゆえ男性がい

のものではなく、女性がもっているものは女

くら天下を統一したとふんぞり返っても、女

性のものではありません。男性は女性のもの

性がいなければ百年以内にいなくなるのです。

をもっており、女性は男性のものをもってい

ですから女性は絶対必要なのです。（祝福家

ます。ですから、生まれたのは自分のために

庭と理想天国Ｉ－三四〇）

生まれたのではありません。相手のために生
まれたということを、はっきりと知らなけれ

「人」といえば男性と女性をいいます。一
人の男性を考えてみると、女性がいなくては

ばなりません。

ならないのであり、女性を考えてみても男性
なぜ男性と女性が地球上に生まれたのでし

がいなければなりません。その男性は自らが

ょうか。互いに愛し合うために生まれたので

願って生まれたのではありませんが、その男

す。神様は知恵の大王であられるために男女

性にとって必要なその女性も、自分が願って

の愛の器官をそれぞれ変えてくださったので

生まれたのではないのです。生まれてみると

す。男性のものだといっても、その主人は男

男性になり、女性になっていたのです。男性

性ではありません。女性の場合も同じです。

として生まれたとき、女性がいることを知っ
て生まれましたか、知らずに生まれましたか。

主人を差しおいて自分の思いのままに行動

生まれてみて、男性一人だけだと気分が悪く

した人は、愛をたがえた審判を受けなければ

ないですか。また女性として生まれてみて女

ならないのです。法の中でも一番恐ろしい法

性だけだと気分が悪いのです。そうではない

の罰を受けることを知ったならば、自分の妻

ですか。

をさておいて、あえてとんでもない考えをす
ることができますか。反対に夫人たちは夫を

だから女性が生まれたとき男性がいること

ほったらかしにして、とんでもない考えをす

を知って生まれましたか、知らずに生まれま

ることができますか。（祝福家庭と理想天国

したか。私はたとえ知らずに生まれたとして

Ｉ－三四〇）

も、私を生んでくださった方は知っていたと
いうのです。私が女性として生まれたのは、
私を必要とする男性がいるためなのです。同

三 男性と女性は互いに絶対的に必要な存在

様に、私が男性としてこのように生まれたの
は、私を必要とする女性がいるから、男性と

皆さん、愛は絶対に必要なものでしょう。

して生まれたのです。そうでしょう。すべて

そうでしょう。その愛に絶対必要な要素は人

知ってみるとそのように生まれていたのです。

間です。男性と女性です。女性には男性が必

（祝福家庭と理想天国Ｉ－三四〇）
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男性にとって絶対に必要な存在は女性です。

愛は一人では成されないのです。愛はどこ

神様を絶対に必要とする前に女性という相対

から出てくるのですか。「私」から出てくる

的な存在がいなければなりません。人類歴史

のではなく相対から来るのです。相対から出

が不幸だったのは、男性が、絶対に必要な存在

てくるので、「私」が頭を低くして相対のた

として女性を正しく認識できなかったからでし

めに尽くさなければならないのです。「為に

た。同様に、女性にとって絶対的に必要な存在

生きる」という天理が、ここから生まれるの

が男性であることを知らなかったのです。

です。極めて高貴なものが「私」のところに
訪れるのに、それを受け入れようとするなら、

真の愛の味を感じるためには、理想圏をも

それを尊く思い、敬わなければならないとい

たなければなりませんが、そのためには男性

う「為に生きる哲学」を確立しなければなら

には女性が必要であり、女性には男性が絶対

ないのです。

に必要なのです。真の愛を慈しむ絶対的な男
性と女性は、一生懸命努力する．ことによっ

人には愛があります。しかし愛というのは、

て結ばれ、絶対的男性と女性が一つに結ばれ

「私」 一人では現れません。男性が一人い

たとき、神様が二人の中に臨在されるように

るときには、愛は現れません。男性の前に相

なることを知らなければなりません。

対的な女性が現れてこそ、愛が生じてくるの
です。このように相対が現れて初めて、愛が

真の愛で結ばれた夫婦が別れることは、神

生じるのです。

様も嫌いなので、絶対的男性と女性の愛は永
遠なのです。神様は全知全能であられる方で

父母の愛が素晴らしく、夫婦の愛が素晴ら

すが、その絶対的な存在も、一人では何ら意

しいというとき、本当の愛は自分を中心とし

味がありません。それと同様に、一人の男性

た愛ではありません。愛というのは、「私」

がいくら美男で健康な人だといっても、女性

から始まるのではなく、相対から始まるので

がいなくてはその意味がないのです。自分の

す。皆さんはこれを知らなければなりません。

容姿や健康に酔って生きる男性は、どこにも

夫から、妻から愛が生じるのであり、息子か

使い道のない陰険な存在にすぎないのです。

ら、兄弟から愛が始まるのです。愛は自分一
人から始まるのではなく、相対から始まるの

そのように自己陶酔に陥って生きる男性が

です。それゆえ、愛の主人は誰でしょうか。

世の中に多いということが問題であり、歴史

相対が愛の主人となるのです。（祝福家庭と

が悲劇として流れてきた原因であるというの

理想天国Ｉ－三四二）

です。自己陶酔に陥ってしまっている世の中
を改善し、変化させてきたのが、神様の摂理

愛はどこから出てくるのでしょうか。相対

だったということを知らなければなりません。

から現れるのです。相対が醜くて憎ければ愛

（祝福家庭と理想天国Ｉ－三四一）

も後退しようとするし、相対がきれいで好ま
しければ、愛の作用もその分早くなります。

四 愛は相対から来るもの

相対の言語、美、香り、味など、相対の要素
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によって愛の作用が決定されるようになるの

五 異性間で愛の調和を成せば

です。
男性は天を象徴し、女性は地を象徴します。
愛の根拠地はどこでしょうか。愛の根拠地

二人が一つになって調和しなければなりませ

は「私」ではありません。愛という名詞は相

ん。男性と女性は互いに異なっています。男

対的観念からいうものです。相対がいなけれ

性の筋肉はごつごつしていて、女性のは滑ら

ば、いくら美男子であっても一人では愛する

かです。男性はひげが生えますが、女性はひ

ことができないので、だめです。愛の根拠地

げが生えません。声も違います。男女を比べ

は「私」ではありません。愛は「私」からだ

てみると相対的に釣り合っています。調和が

というのは、サタンが今まで利用してきた言

とれているのです。人間という肉的構造を見

葉です。愛の根拠地は「私」ではありません。

るとき、左右に相対的です。半々をぴったり

愛の根拠地が自分だと考えますが、これを残

とくっつけたからです。

らず改めなくては、歴史を変えることはでき
ません。今まで夫人は夫人なりに自分が中心

皆さん、高いだけあるいは低いだけでよい

であり、夫は夫なりに自分が中心だから私の

ですか。調和を成すのがよいのです。水平線

ために尽くしなさいというので、破綻が生じ

を中心に下には魚が住み、上には哺乳類、鳥

たのです。

類などが住んでいます。女性は一月に一度ず
つ生理が生じます。月を中心にして潮が満ち
引きするように、女性も同じです。呼吸作用

愛の根拠地は「私」にあるのではなく、相
対にあるので、その愛を「私」が見つけるた

と同じです。男性と女性が調和して平行線に
ならなければなりません。

めには、その愛の前で犠牲にならなければな
りません。愛は必ず犠牲を要求するのです。

昇ったり降りたり回ったりする各種施設の
あるディズニーランドを、人々がなぜ好むの

また、愛は克服を必要とするのです。

かといえば、宇宙がそうだからです。男性だ
このような観点から見るときに、今日サタ

けで和動するのと、男性と女性が和動するの

ン世界を克服できる内容をもっているものは、

では、どちらが気持ちよいですか。男性と女

この天地間において、ほかでは探すことがで

性が和動するほうがよいのです。宇宙がそう

きません。神様を中心とした愛の原則によっ

だからです。宇宙が陰陽の調和を成して和動

てのみ見つけることができるので、神様は愛

するから、人間が拍子をとらなければならな

をしっかりつかんでいるのです。世の中で、

いのです。（祝福家庭と理想天国Ｉ－三四

慈悲という言葉も、愛がなくては出てこない

四）

のです。仁という言葉も、二人がいなくては
出てこないのです。慈悲や仁という言葉も全

異性間にあって愛の調和を成せば、一つの

部残らず相対的観念からいうのです。（祝福

円形運動をするようになります。異性が愛で

家庭と理想天国Ｉ－三四三）

一体となって愛の実を結ぶようになれば、神
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様は降りてこられ、人間は上っていくように

この世で最も神聖なものは何ですか。世の

なり、中央で出会うようになります。神様は

中で最も神聖なものは真の愛です。真の愛は

この円形の求心点となり、球形運動が行われ

神様から出発します。神様が存在されるなら

るのです。求心点から四方どこでも通じるこ

それ以外の道はありません。神様が心から願

とができるのです。その求心点は愛の調和が

われるのは真の愛の道であり、真の愛の道を

成される所であり、生命が胎動する場であり、

通らなくては、神様の前へ出ていくことがで

平等主義と共同主義の始発点なのです。そこ

きないということを知らなければなりません。

には愛の力があるからです。ですから、宇宙
神様は愛を通して、見て、聞いて、食べて、

のすべての作用と包容する力は愛なのです。

触れてみたいのです。人間も神様から愛の口

（祝福家庭と理想天国Ｉ－三四五）

づけを受けたなら、内部が爆発するような喜
人間において愛は永遠なるものであり、二

びを感じるはずです。神様の願いはここにあ

つではなく一つです。男性と女性の間が愛で

るのであり、ダイヤモンドや宝石を所有して

結ばれれば、地上で夫婦が年を取るまで仲良

うれしいとおっしやるのではありません。

く連れ添わなければならないし、死んでも永

（祝福家庭と理想天国Ｉ－三八一）

遠にともに生きていくようになっているので
人間を見れば、人体は五宮をもっています。

す。体は二つですが、一つとなって回転する

人間は誰でも五宮の認識によって、真の愛を

ことによって、一体化するのです。

感じ、確認するようになっています。目が真
二つの体が一つになれば神様のように回る

の愛に向かっているなら、その目は真の愛に

ようになり、愛の四位基台をつくるようにな

染まって酔うようになっています。酔った瞳

るので、それがまさに愛の理想世界なのです。

の色はどれほど美しく光るでしょうか。□が

そこには偽りの愛は侵犯することができず、

真の愛に溺れているなら、ほほえむその唇は

ただ真の愛のみが臨在するようになります。

どれほど恍惚としたものか、考えてごらんな

神様を中心にして、男性と女性が祝福を受け

さい。人間の五官が真の愛に酔って動く姿、

て完成した位置に立ったならば、神様はいつ

神様に向かって動く五宮の調和がどれほど美

でも訪ねてこられるようになります。愛の四

しいだろうかと想像してごらんなさい。その

位基台をつくるようになれば、相手側の体を

ような美しさを通した喜びは、神様お一人で

通して心までも愛するようになり、心を愛す

は体験することができないのです。そのよう

るようになれば体まで従ってくるようになっ

な美しさは相手がいてこそ体験するようにな

ているのです。（祝福家庭と理想天国Ｉ－三

るので、神様が人間を創造された目的でもあ

四六）

るのです。

真の愛に酔った瞳の手入れをしてあげたい、

六 真の愛に酔った本然の人間

唇に口づけをしたい、心の旋律を一度奏でて
みたいという美しい男性と女性がいるなら、
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神様はどのようにされるでしょうか。真の愛

づけさせる遊びをしたことがあります。二羽

のエバがいるなら、そのエバの心情世界を一

が互いに口づけするのを見るために、巣を作

度は旅行したいという思いをもたれるはずで

ってえさをあげながら観察したのです。その

す。美しいエバの心情世界、心情圏がどれほ

鳥たちが互いに愛し合って楽しそうに歌を歌

ど広く深いかを確認したいという衝動をもた

うのを見たい子供心からそうしたのです。そ

れるはずだというのです。神様は天地を創造

れはすべての自然の道理をはっきりと知るた

した以上に美しい内容を所有しているアダム

めの、一つの好奇心、子供の実験のようなも

とエバの心情世界を旅行したいと思われるこ

のでした。

とでしょう。神様は真の愛の人間に対して宇
宙を旅行すること以上に、その心情世界を旅

今考えれば、全く意地悪な行いをよくも続

行したいと思われるのは確実であり、アダム

けたものです。愛は自然な中に築かれること

とエバの真の愛の心情世界を永遠に離れたく

を長らくして悟ることができました。愛は自

ないという思いをもたれるでしょう。

然な中、最高に自由な雰囲気の中で成される
ものが真実の愛なのです。先生が愛について

神様が人間を造られたのち、人間の真の愛

正しく知っているのは、長年の実験を経ては

に溺れ、愛の迷子になったなら世の中はどの

っきりと分かるようになったからです。（祝

ようになっていたでしょうか。人間の中に神

福家庭と理想天国Ｉ－三五三）

様が住まわれるようになるので、神様と人間
が一つになってつくりだした世界は、喜びと

愛の価値を失った人を、大学で教育させて、

美しさが充満した世界であるのは確かです。

何が変わるというのでしょうか。彼らはみん

（祝福家庭と理想天国Ｉ－三八二）

な知識を蓄えるだけで、個人主義者になり、
物質主義の信仰者をつくり出すだけなのです。

真の愛が完成したなら、感応の神様はその

テンジャンチゲ（注・肉、野菜などをみそと

真の愛にどっぷりつかっても後悔なさらない

ともに煮た煮物）は土焼きの器に入れられて、

はずです。真の愛の中でならどんなことが起

もろもろの味を出すのと同様に、人格修養も、

こっても、ひたすら喜ばれる方が神様であら

愛を基にしてこそ所期の目的を達成すること

れます。真の愛の世界で人類が生きるとすれ

ができるのです。

ば、一生後悔のない幸福な生涯になることでし
ょう。また世の中に戦争の歴史もないでしょう

世界文明は、美術的調和を整えた基盤の上

し、不満や不幸のない世界になっていたでしょ

で花咲かせなければなりません。焼きカルビ

う。（祝福家庭と理想天国Ｉ－三八三）

は皿に盛らなければならないし、テンジャン
クッ（注・韓国風みそ汁）は土焼きの器に入

七 愛はきわめて自然なところで成される

れられてこそ、もろもろの味を味わえるのと
同じです。風味のよいテンジャンクッの味は、

先生が幼いときにあった話ですが、ある日、
鳥を一つがい捕まえて、二羽のくちばしを口

一度味わえばどこへ行っても忘れることがで
きないのです。同じように、人間も風味のよ
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い味に似た、そういう愛を一度味わえば変わ

にして男性と女性が出会うとき生まれるもので

ることがないのです。

す。（祝福家庭と理想天国Ｉ－三五五）

甘いだけのインスタント食品には飽きを感
じるように、愛もインスタント食品のように

第六章 思春期の変化と真なる結婚

どこででも簡単に求めることができれば、そ

一 結婚の意義

れは真の愛だとはいえないのです。
結婚とは幸福な宮殿の門を開けて入ってい
最近はインスタント食品のように愛する人

く儀式であるといえます。それゆえ、結婚は

たちが、至る所に広がっていますが、それが

人生における重大事となるのです。愛は時空

問題なのです。香水風呂に入って休浴したと

を超越し、人間にとって最も偉大なものであ

いっても、愛が深まることはありません。田

り、結婚はそのような愛を現して確認する儀

舎に住みながら冷水に体を入れて洗い、寝床

式なのです。

に入る夫婦の愛のほうがもっと純粋で、長く
たてば深まるものだといえるのです。

なぜ結婚式を「祝福を受ける」と言うので
しょうか。私たちの原理から見るとき、アダ

夫婦がキスをするために歯をみがくとすれ

ムとエバが堕落せずに完成していたなら、祝

ば、それは自然な愛ではなく、歯みかき粉の

福の席に参加していたはずです。言い換えれ

においのために、その人だけがもっている固

ば、アダムとエバは神様の実体対象として、

有の体臭を味わうことができないのです。歯

神様が主体であれば彼らは対象になるのです。

をみがいてキスをする人を見ていると、その

そして、愛の主体となられる神様から対象的

人は愛を味わうためにキスをするのか、それ

な立場の愛を連結させることのできるその祝

とも歯みかき粉のにおいを味わうためにする

福の基台は、アダムとエバが個性を完成し、

のか分からないほどです。（祝福家庭と理想

結婚することによって成されるのです。

天国Ｉ－三五四）
完成とは結局、結婚のことをいうのであり、
皆さんが好きな、愛する人と出会えば抱擁

結婚とは神様の愛の顕現のことをいうのです。

したいし、口づけもしたいのは、自然な異性

言うならば、結婚がなければ、今日、人間世

間の本能なのです。「私」が環境と接してい

界における愛というものが始まらなかったと

るのは、この宇宙を好きになるためです。そ

いうのです。その愛の主人は誰でしょうか。

れは、相手を探し出すための人間の自然な行

人間ではなく神様であられることを私たちは

為です。すべての人間が相対的理念のもとで、

知らなければなりません。その神様の愛が人

男性は女性に対し、女性は男性に対するとき、

間の中に現れるようになるとき、神様の喜び、

ここには愛の秩序に違反する行為や事件はない

誇りとなり、神様の愛としてこれを感じるこ

のです。真の愛の秩序は、相対的な理念をもと

とができるのです。
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愛というものは一人で成り立つものではな

る神様と、二人で一つになった愛が、縦的な

く、相対的関係において成り立つものなので、

愛の因縁を結び得るというのです。この事実

男性が愛を成就しようとすれば男性自体だけ

は極めて重要です。（祝福家庭と理想天国Ｉ

ではだめなのです。女性も同じです。このよ

－三五七）

うにアダムとエバが愛で一つになることによ
って初めて、神様の愛を受けることができる

二 なぜ結婚するのか

のです。このような観点から見るとき、私た
ち人間は神様から生まれたものであることが

男性は女性を探すために生まれ、女性は男

分かるのです。（祝福家庭と理想天国Ｉ－三

性を探すために生まれました。女性と男性は

五六）

二人合わせて、より次元の高い神様の愛に接
するために生まれました。一人ではその愛に

天地間のすべての道理が主体と対象から成

触れることはできません。一人で接してもそ

っているように、男女が結婚するのも天地間

れは一方的なのです。立体的で球形的な愛に

の道理なのです。男性が右側なら女性が左側

接することはできません。それゆえ、男女が

になるのは宇宙間の横的な関係を築くためで

より高い次元の立体的な愛の圏内にジャンプ

あり、男性が主体なら女性がその対象となる

するために結婚するのです。

のは、神様との縦的な上下関係を築くためで
もあります。ですから結婚をするのは、男性

本然の世界にあっては、男性と女性が一つ

だけのためでもなく、また女性だけのためで

になればなるほど、その力の作用においては

もなく、天理の法度を合わせるためにするの

偉大な中心が生じ、球形になるのです。横的

です。それゆえ、男性と女性は互いに違う形

に連結されればされるほど、縦的な力の愛の

を備えています。天理の法度を一致させるこ

母体が連結されて入ってくるというのです。

とができるように生まれたのです。

そこにおいて心と体が一つになるのです。
（祝福家庭と理想天国Ｉ－三五九）

結婚というのは、愛する二人が寂しいとき
は慰め合い、うれしいときは共に喜び、困難

結婚はなぜするのですか。天国へ行くため

なときは助け合うことのできる相対的な位置

に役に立つから、そうするのです。なぜなら、

で授け受けしながら、神様の前へ出ていく場

天国には結婚をしなければ行くことができな

合において、神様の愛を土台として生活する

いからです。それゆえ、天国へ行く資格者に

ために結ばれることなのです。これがすなわ

なるためには結婚をしなければならないので

ち結婚生活です。

す。天国へ行く資格とは何でしょうか。神様
に似ることです。どのようにして神様に似る

神様が男性と女性を天に造らず、地に造ら

のでしょうか。神様のみ言を実践する人にな

れたのは、平面的基準で神様の愛を横的に成

ることです。神様の愛を「私」の愛にするこ

すためです。すなわち、主体と対象の関係を

とであり、神様が語る言葉を「私」の言葉と

造成し横的に一つになるとき、主体であられ

して語ることができればいいのです。
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それゆえ、「私」は神様に代わり世界に向

結婚生活を通して愛の完成と心の完成を成

かって、「人類よ、お前は天国に行かなけれ

したならば、家庭の理想を実現したと見るこ

ばならない」と言うのです。その次には「天

とができます。そして死ぬとき、これを成し

国に行くためには神様のように『私』が人類

ていたなら間違いなく天国へ行くというので

を愛して連れていく」、となればよいのです。

す。（祝福家庭と理想天国Ｉ－三六〇）

そういう人は、神様の人であり、天の側の人
であり、天国へ行くことのできる候補者だと

三 真の結婚観

いって間違いないのです。このようになると
きには、結婚する資格が整うというのです。

本来、心と休が完全に一つになったアダム

さあ、結婚はなぜするといいましたか。天国

とエバが、縦的に完全に成熟し、新郎・新婦

に行くために、そして人類のためにです。

として神様の前に喜ぶことのできる対象圏を
成し、神様の祝福を受けることを通して神様

男性の前にいるその女性は神様の娘であり、

の愛による家庭が形成されていたなら、それ

人類の女性を代表した娘であることを男性た

が本来エデンで堕落せずに成されていた完成

ちは知らなければなりません。人類が愛する

圏でした。その完成圏に現れたアダムとエバ

女性として愛することができ、神様が愛する

になっていたなら、それはどういう立場でし

娘として愛することができれば、夫になる資

ょうか。祝福を受ける立場です。

格がありますが、そうでなければだめです。

恵みの中で一番貴い恵みは神様の愛です。

女性はその反対です。「あれは『私』 の夫

その次は神様の創造の権限を引き継ぐことで

である」と考えてはいけないというのです。

す。神様が愛を中心としてアダムとエバを創

「私」の夫であるという前に神様の息子であ

造されたように、創造的権限を賦与されるの

り、人類の男性を代表した男性であると考え

が子女なのです。皆さんはなぜ子女を愛しま

なさい。

すか。神様の創造の偉業を横的に実休園で引
き継いだのと同じであるため、アダムとエバ

人類が愛する以上に愛することができ、神
様が愛する以上に愛することのできる女性に

を造って神様が喜ばれたその喜びを代わりに
感じるためです。

なればいいのです。そして「私」が男性とし
て右足になり、女性として左足になり、人類

その次は、神様が天地万物を主管されたよ

のため、神様のための愛の足跡を家庭を通し

うに万物を主管させるために、横的な立場に

て伝えるのだと考えて結婚しなければなりま

いる私たちに、神様は主管権を賦与されまし

せん。

た。その権限をもって秩序的段階にとどまる

結婚の目的は、男性と女性の心の世界を一致

ことのできる、そんな世界が理想的天国であ

させようとすることであり、男性と女性の愛

ると見るのです。それゆえ、結婚するその時

の完成のためなのです。そして、結婚したと

には、神様の愛を相続し、再創造の権限と主

いうことはそのような証拠を見せますと宣布

管権を、完成圏に立って引き継ぐようになる

したことになるのです。

のです。ですから結婚式というのは、愛の顕
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現をいうと同時に創造権と主管権を賦与され

て相対を神様のように愛し、人類のように愛

ることなのです。（祝福家庭と理想天国Ｉ－

し、この世の誰よりももっと愛することがで

三五六）

きるという観念が確立しなければ、天の国に
復帰することはできません。一人の男性とし

私たちの結婚観は宇宙の座布団を・・。宇
宙の座布団、分かりまか。宇宙で一番いい絹

て一人の女性を愛することができないなら、
神様と人類を愛することはできません。

は何ですか。洋緞（注・高級な絹織物の一
種）ですか。洋緞の布団、ねんねこを敷いて

結婚は誰のためにするのかといえば、人類

おいて新婚生活をすることよりも、宇宙の洋

のためにするのです。人類の共同利益のため

緞布団を敷いておいて、その中で愛し合う！

なのです。世界を代表したものです。その男

そう考えるのです。

性は世界を代表した男性であり、女性は世界
を代表した女性です。（祝福家庭と理想天国

愛を中心として、所有権を「私」 一代で

Ｉ－三六三）

決定する瞬間だというのです。「私」の当代
に所有権が来るのです。その所有とは女性の

四 思春期とはどのような時か

所有が決定されるのです。その女性はどのよ
うな女性ですか。宇宙の半分です！ これを

皆さん、思春期の時は、天下の王子になる

ひったくる日には、私の後ろに宇宙がぶらさ

気分なのです。すべてのことを自分を中心と

がってくるのです。考えてみなさい。

してひっくり返して考える時期です。このよ
うに思春期は反駁する時代なので、自分を分か

また、女性はなぜ結婚をしなければならな

ってくれなければ、いくらでも危険な道へ行く

いのでしょうか。男性にくっついて、一八○

可能性があります。それゆえに今日、青少年た

度と一八○度が合わさって、二人で宇宙の価

ちの問題が世界的な問題になったのです。

値と対等の作用圏をつくるために結婚するの
です！ このように考えるとき、統一教会の
思想が素晴らしいというのです。

思春期の時代はどんなことでも自分を中心
としなければ気に入らないのです。しかし自
分と関係を結んだときは、それがいくら微々

結婚は私のためではなく相対のためにする

たるものであっても得意になるのです。二十

という信条をもたなければなりません。結婚

歳前後の女性たちをよく見ていると、訳もな

するとき、ハンサムな人、きれいな人を得よ

く「ふふふふふ・・」と笑います。秋に葉の

うとするのは間違った考えです。人間は人の

すべて落ちた柿の木から、熟した柿がぽとん

ために生きなければならないという原則が分

と落ちるのを見ても、「はほほ」と笑います。

かったなら、結婚も相対のためにするという
観念をもたなければなりません。いくら醜い

それは何か分からなくとも通じるというの

人でも美人よりも愛そうという信念をもつこ

です。すべてのものが、全部自分と関係を結

とが原則的な結婚観です。人間として生まれ

んでいるので最高の感情が誘発されるのです。
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ですから、思春期というのはすべてのものに

やすく押し開けないようにしっかりと取り巻

接して因縁を結ぶことのできる転換点なので

いているのです。男性や女性もこれと同じで

す。それはなぜでしょうか。神様の愛を中心

す。皆さんの赤い愛、黄色い花のようなその

として男性と女性を完全に百八ーセント一つ

愛のつぼみ、その愛のつぼみをいつ、ぱっと

にするための神様の創造本性が基盤となって

咲かせるのですか。

いるからです。
天地の調和の中で美しさが最もよく現れる
いくらきれいな娘でも思春期はただ一時し

時がその時期です。人間として見ても最高の

かありません。その時は一番の花の時であり、

時です。神様の傑作品になり、最も中心の、

一生で一番貴い時なのです。それにもかかわ

絶頂としてきらめく期間です。大きくなりな

らず、「私一人で生きよう」という女性がい

がら最もきれいな花のような時代、一番美し

るでしょうか。それは女性ではありません。

い時代が青春時代です。

また、男性たちの中にも格幅のよい十六歳前
後の青春期に、自分一人で生きようという者

その青春期の姿は最高の花のつぼみです。

がいますか。そのような時には必ず相対を探

それを十分に愛することのできる人がいるな

すようになるのです。誰に似てそうなのです

ら、その人は神様の部屋に招待を受けること

か。神様に似て、そうなのです。

ができます。そのように愛することのできる
男性と女性は、神様の恵みを受けることがで

神様がそうでないのに、そのような人間が

き、神様の部屋に招待を受けることができる

できるでしょうか。神様がそうなのです。一

というのです。それを知ったなら皆さんは、

生のうちで一番貴い時である青春時代に、相対

男性なら男性としてそのような準備をしなけ

を探していくのは男性でも女性でも同じです。

ればなりません。（祝福家庭と理想天国Ｉ－
三六七）

最も美しい花のような時期、花がぱっと開
いた青春時代がいつかといえば、思春期の時

五 思春期に起こる身体的変化は何のためか

代です。その時期がまさに十八歳から二十四
歳までの七年間です。この七年間は一生に二

少年期には漠然とした夢の中で健康に育つ

度とない愛の花が咲く時期です。一度しかな

ことだけを望みますが、思春期になり身体的、

い花のようなこの時代がどれほど貴いでしょ

生理的変化が生じるようになれば、異性に対

うか。

する関心が高まり、瞳は好奇心と美しさでき
らきら光るようになります。体もおしゃれを

皆さん、芍薬の花を知っているでしょう。

するため、着物の身だしなみを整えるように

その花のつぼみに色の違う黄色の花房がある

なるし、顔もよりきれいにするために、整え

でしょう。それは何枚から成っているでしょ

ることに余念がなくなるのです。そのような時

うか。花に全部しっかりと取り巻いているの

に唇を見れば彼が思春期にさしかかっているの

です。それを押し開くことができますか。た

か、そうでないのかを知ることができます。
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女性たちにおいても、思春期にさしかかれ

分の相対を見つけるため、自らをきれいに装

ば月経が始まり、身体的に多くの変化が起こ

うのは自然の現象といえるでしょう。しゃれ

るよう

た男性に出会うため、理想的男性に出会うため、
心を焦がしながら歩き回るようになります。

になります。お尻が大きくなり、胸がふくら
み、唇は赤くなり、瞳は神秘的に輝いたりし

皆さんのような思春期の独身男女がともに

ます。そのような女性の変化は、どうして、

会って話をする時は胸がはずむのです。はず

誰のために起こるのでしょうか。女性の身体的

むでしょう。はずみますか、はずまないです

変化は、直行していた道をくるくる回るための

か。分からないのですか。はずみますか、は

変化なのです。くるくる回っていくことのでき

ずみませんか。（はずみます）。それみなさ

る運動を始めるための変化だというのです。

い。興奮するでしょう。そして興奮するよう
になれば心のうちに変化が生じます。ところ

直行する道には何の調和もありません。直

が、その心が神様を中心とせず、反対の立場

行する道は二回行ったり来たりすればすべて

に立てば悪になるのです。心は誰を中心とす

のものが消耗され、何も残るものがないので

るのでしょうか。神様です。その神様を中心

す。直行する道を行ったり来たりすれば環境

とした心と心情が、一つになることのできる

を破壊するだけで、環境の調和は起こりませ

所に上がれるようにするのが愛です。何の話

ん。環境の調和と保存のためには回っていか

か分かりますか。

なければなりません。それゆえ、すべてが回
っていくべきです。回っていく場合は、自分

このような立場で一つの生涯を送らなけれ

を中心にしては回っていくことができないの

ばならない人間であるために、人間は愛を中

で相対を中心として回っていかなければなり

心とした理想と希望をもたなければならない

ません。

のです。そして、最後の場で輝くことのでき
るのが愛なのです。（祝福家庭と理想天国Ｉ

回っていく場合は相対とぶつかってこそ、

－三五七）

回っていくことができます。相対者とぶつか
れば自動的に反作用が起こり、回る運動が始

六 思春期の初恋

まります。これは天地の道理です。それゆえ、
女性に身体的な変化が起こるのは相対者と出

思春期には愛を探して心と体が衝動を起こ

会い、回っていくためです。ぶつかれば回っ

すようになります。父母の言葉を聞かず、自

ていくための力が生じるようになります。女

分勝手に歩き回ります。心の目と体の目が一

性が化粧をしてきれいに飾るのは、自分のた

つになって動きます。また、愛の鼻をもてば、

めというより相対のためであるといえます。

ふだん嫌いだったにおいまで好きになります。
愛の口をもてば、ふだん嫌いだった味までも

美しく身なりを整えた女性を見ると、その

好きになります。夜を徹しながらでも愛の話

女性が男性を見る目はひときわ輝きます。自

を間きたがります。愛する対象は、触れば触
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るほど、もっと触りたいというのです。この

エバは誰と愛し合いましたか。（天使長と愛

ように思春期になり、愛の感情に襲われると

し合いました）。ところが喜びながら愛さな

きは、目がおかしくなり、すべてのものを良

ければならないのに、顔をしかめて泣きなが

く見ようとします。

ら愛し合ったのです。

心と体が一つになり、愛の銃を撃てば、愛

皆さん、堕落するときエバが「あかいい

という弾丸が相手の心臓に打ちこまれるよう

わ！ 善悪を知る木の果を取って食べると本

になるのです。男性のそのような愛、女性の

当においしい、おいしいわ」と言ったでしょ

そのような愛を願う人は手を挙げてみなさい。

うか。エバが天使長に強姦されたとき、その

愛は消化できないものがありません。すべて

心はどうだったのでしょうか。良心の呵責を受

のものをおいしく食べることができ、すべて

け、嫌がりながら天使長の誘惑に引かれていっ

のものをみな消化することができるのです。

たのです。すべての細胞がうれしくて花が早春

真実の愛をもったなら、いくらぶ男であって

を望むように愛し合うべきであったにもかかわ

も美男に見えるようになります。愛は驚くべ

らず、細胞が朽ち果て、心情が朽ち果てた場で

きものです。ですから、良くても悪くても思

顔をしかめながら愛し合ったのです。

春期時代に結んだ初恋は、男性でも女性でも
永遠に忘れることができません。

もし堕落しなかったなら、誰と初恋をした
のでしょうか。神様としたはずです。アダム

死ぬほど好きな恋人のいる女性が、父母の

とエバの神様を中心とした初恋には、すべて

反対で別の男性に嫁いだとしたら、その女性

がつまっているのです。初恋を中心とした父

は一生の間幸福でしょうか、不幸でしょうか。

母の愛、初恋を中心とした夫婦の愛、初恋を

その女性は、自分が初めて愛した男性がたと

中心とした子女の愛、すべてに神様の愛と根

え鼻がつぶれ、目が不格好だとしても、花の

がしっかりとくっついているのです。皆さん

ように良く見えるのです。父母が決めてくれ

のように何千年の歴史的距離をおいて、個人

た男性は外見からしても学閥からしても、千

復帰や家庭復帰という段階を経なければなら

人なら千人がみないいと言える人であり、昔

ない愛ではありません。一遍にぱっとくっつ

自分が心の中でささやき、愛した男性は至っ

く愛です。父母の愛、夫婦の愛、子女の愛が

て不出来なのにもかかわらず、その初恋の男

ひとまとめに全部くっつく愛なのです。（祝

性のほうが良いというのです。初恋はすべて

福家庭と理想天国Ｉ－三七四）

を占領するのです。
七 結婚の適齢期－愛はいつから連結される
愛の主体は誰ですか。神様です。愛の主体

のか

が神様であるために、愛することができるの
も神様お一人しかいないのです。元来、初恋

全知全能の神様は、人間において華やかに

は神様とするようになっていました。ところ

花開くことのできる時を造られました。その

がそのようにできなかったことが堕落です。

時期が青春時代だといえます。神様は愛の青
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春時代を中心として、自ら幸福を培っていく

霊肉が完全に一体となるときは、本然の愛

ように造られたのです。それゆえ、神様が存

が私たちの中に訪れてくるときです。堕落し

在する同一の理想的な人間世界にあって、男

た世界の人間たちの場合も、思春期とは霊と

女が華やかな青春の時期に幸福になることが

肉体の細胞が和合する平行線上に立つこのと

できる関門として、結婚という祝福をしまし

できる時期であるというのです。思春期のと

た。この世に存在するすべてのものは、相対

きの霊と肉体の細胞は、すべての門を開き喜

的理想を経なければ存在価値がなくなるので

んで迎えるのです。神様を中心とした思春期

す。ですから人間が成長したのちに祝福を受

時代に人間世界を眺めるとき、喜びと幸福の

けて結婚をするのは至極自然の摂理なのです。

みが満ちるようになるのです。

（祝福家庭と理想天国Ｉ－二七こ
愛するようになれば幸せになり、愛に酔っ
て感じる感情は、実に、のぞきめがねのよう
愛はいつから連結されるのでしょうか。愛

だといって、早く経験してみようと飛びつけ

の力はいつから押し出してくれるのでしょう

ば、それは大変なことだと言わざるを得ませ

か。男女も思春期を迎え、すべての器官が百

ん。愛の門は時になれば開くのであり、門が

パーセント完成圏に到達するようになるとき、

開く時を待って入らなければなりません。自

停止状態へ入っていくのです。すべてのもの

分が愛の主体になったと思った時、堂々と開

が飽和状態になります。運動というのは必ず

かなければならないのです。

飽和線を経ます。それで、いったん停止して、
また回るようになります。そのような飽和状

結婚適齢期はいつごろだと思いますか。心

態に入っていって停止します。そのような飽

と体が最も完成した力をもつときが結婚する

和状態に入っていく前段階が何かといえば思

ことのできる最適齢期であるといえます。青

春期です。思春期というのは「私」の肉体の

年期を越えればだんだんと気力が衰えていく

発育において、すべての器官が完成した時期

ために、いくら純情を保ったといっても相対

をいいます。気球でいえば空気がなくてぺち

者を求めるのが難しくなるのです。（祝福家

やんこの状態から、空気を入れてぱんぱんに

庭と理想天国Ｉ－三六九）

なり、破裂する直前になったということです。
もう少し入れば破裂します。

それでは完成した人、すなわち完成した男
性と女性が住むようになる場とはどのような
場でしょうか。天の公的なみ旨を中心として

その破裂するとはどういうことでしょうか。

神様の愛を受けることができ、心と体が完全

それが愛が完成して破裂するのならどれほど

に一つになり、神様を主体として侍ることの

いいことでしょうか。同じく人間も十八歳ぐ

できる場です。このような場に住むようにな

らいになればゴム風船のように張り詰めてきま

るとき、完成したアダムとエバの立場に立つ

す。そして破裂直前の立場まで行き、そこから

ようになります。このような人々が家庭を築

見事に永遠に転がっていくことができます。

いて出発するのが歴史的な出発なのです。こ
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皆さん自身の心と体が一つになる中で愛の

れが歴史的な人生行路の第一歩です。（祝福

門が開かれる時が近づけば、皆さん自身の心

家庭と理想天国Ｉ－三七八）

が宇宙に共鳴して小説家や詩人になったりす
るのです。愛を主題として詩や小説を書くこ

八 心と体が一致した愛

とができるのは愛を美しく幸せに結んでゆく
皆さん、三点が分かりますか。三点。この

資質を発揮するようになるからです。人間が

三点が一つになれる点は、神様とアダムとエ

愛の目を開けるようになれば、自分の心と体

バが一つになれる場です。神様がアダムとエ

は宇宙の中で立体的な関係を結びたくなりま

バと一つになれる場は、彼らの心と体が一致

す。そして秋風に舞う落ち葉を見て自然の道

する場です。

理を悟りほほえむようになり、春の園に咲く
花の中に美しさを見詰めたくなって、自分が

男性は、心と体が主体と対象の関係になっ

一輪の花になったりするのです。

ていますが、心と体は縦と横の作用を継続す
ることによって存在の力を発生させます。女

男性も女性もどうして愛を好むのでしょう

性もやはり心と体が縦と横の関係をなしてお

か。人間の身体はおよそ一億兆にもなる細胞

り、存在の力が起こってくるのです。男性で

から構成されていますが、その細胞全体がい

も女性でもすべて縦横の相対的関係をもってい

つ作動するかといえば愛する時なのです。人

ますが、その力は愛なのです。愛だけが心と体

体のすべての細胞を動かすことのできる時が、

の理想的関係を永遠に成すことができます。

まさに男女が愛し合う時であることを知らな
ければなりません。心と体が一つになって恋

貧しい農夫として田舎で草を取り、農作業

しい涙を流すようになれば、骨が鳴り騒ぎま

をする場にいたとしても、その農夫の心と体

す。動物の場合においても同じです。皆さん

に愛の情熱が燃えあがれば、心の五宮と肉の

も知っていると思いますが、雌牛が発情する

五官が完全に合わさって、これ以上にない喜

と、どうなりますか。食べることさえ忘れて

びを味わうようになるのです。このように神

しまいます。

様の愛が皆さんに臨むことのできる安着点を
皆さんがもっているなら、時計の振り子の振

その時、すべての神経がそのことだけを願

動のように、神様の心が一度揺れれば皆さん

うようになります。それと同じで、心と体が

の心が一度揺れ、それゆえに皆さんと神様が

一つになった場所で愛し、互いに恋しがるよ

一緒に回っていくというのです。

うになれば、体の中で動かない細胞はありま
せん。細胞の一切が本来の方向感覚を忘れて

一度回り始めればどんどん回っていきます。

しまい一つに集中されます。こうして相対に

行けば行くほど加重された力、遠心力が作用

出会うようになれば爆発するようになります。

して、家庭を愛しなさい、社会を愛しなさい、

その爆発力はものすごい力になります。その

国家を愛しなさい、世界を愛しなさいと要求

ように愛して何をしようというのでしょうか。

するようになるのです。

神様に似ようというのです。神様が喜ばれる
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ことに同参することのできる場に出ていこう

夫は多くの男性を代表して現れた存在なの

とするのです。言い換えれば、神様が喜ばれ

で、夫であると同時にお父さんの身代わりで

ることをともに感じようとするのです。（祝

ありお兄さんの身代わりであって、妻は多く

福家庭と理想天国Ｉ－三七八）

の女性を代表した存在なので、夫人であると
同時にまたお母さんを身代わりし、同時にお

第七章 真なる夫婦の愛

姉さんを身代わりしているので、互いに愛し

一 創造本然の夫婦関係

合い尊重しないようにしようとしても、せざ
るを得ないのです。

神様はプラスとマイナスの二性性相であら
れます。これをプラスに分立させたのが男性

男性は神様の陽性的形状であり、女性は神

のアダムであり、マイナスに分立させたのが

様の陰性的形状です。夫婦は天下を一枚のふ

女性のエバです。一男と一女は、無形であら

ろしきに包んだのと同じです。ゆえに夫婦は、

れる神様の実体対象として現れた息子・娘で

神様の理想的な愛の心情を感じることができ

す。男性は神様のプラス（十）の性稟を、女

ます。男性は天を象徴し、女性は地を象徴し

性は神様のマイナス（この性稟を代表した実

ます。二人が一つとなって調和を成し、平衡

体対象です。

線を成さなければなりません。（祝福家庭と
理想天国Ｉ－八六八）

創造理念は、両性の中和体としておられる
神様の性相を二性に分立し、再び神様の本性

夫婦というのは自分一人に限った夫婦では

相に似た姿に合性一体化するものです。一人

ありません。天地を代表した夫婦だというこ

の男性と一人の女性は、おのおの神様の一性

とを知らなければなりません。男性と女性の

に似て現れました。したがって、彼ら一男一

愛の完成が宇宙の完成です。この愛が壊れる

女の結合は、神様のプラス（＋）性稟とマイ

日には宇宙の秩序が破壊され、縦的な世界が

ナス（この性稟が一つになることです。すな

すべて台無しになります。男性と女性が互い

わち、神様に似た中和体となるのです。それ

に好きで抱擁すること自体が、宇宙が一体を

ゆえ、人間の二人、すなわち夫婦は神様の全

成す場となります。神様の理想の中で成され

体を表象する結合体です。

る創造本然の姿がそうなのです。

男性は神様のプラス（＋）の性稟を代表す

人間が男性と女性として生まれたのは愛の

ることによって真の父の分身となり、女性は

ためです。愛は夫婦となって一つとなること

神様のマイナス（この性稟を代表することに

により、実を結ぶことができます。男性と女

よって真の母の分身となるのです。彼らはお

性は神様の愛が二性性相によって分立した実

のおの神様の身代わりでもあります。夫婦が

体なので、分立した実体が合性一体化するた

愛で一つになることは、天宙を抱くことと同

めに、神様の愛を尋ねていかなければなりま

じです。これは宇宙的な出会いです。

せん。
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神様の愛に出合おうとするなら、男性と女

人間は男性と女性で成り立っています。神

性が愛で一つとならなければなりません。男

様の理想的愛の完成が、地上でどのように成

性と女性が一つにならなくては、神様の愛に

り立ち得るかを見るとき、男性と女性を離れ

出合うことはできません。神様の愛に出合う

ては成り立ち得ないという結論に至るのです。

ことによって、私たちは神様の同位圏にとど

完成した愛の主体性を備えた男性と女性でな

まるようになるのです。

くては、神様の愛が完成されません。（祝福
家庭と理想天国Ｉ－九五一）

同位圏とは、神様の横に立つことのできる
位置をいいます。夫婦が完全に神様の愛を中

真の家庭は家庭天国を築かなければなりま

心として一つとなるようになれば、その夫婦

せん。家庭天国を築くようになれば、間違い

は神様の位置まで出ていくことができるとい

なく地上天国が築かれます。なぜ、そうでし

うことを知らなければなりません。神様の位

ょうか。未来の天国に対する実感を現在の立

置に上がっていくことができるだけでなく、

場で刺激しようとするので、不可避的に相対

神様がもっているすべてのものが自分の所有

が必要ですが、家庭において相対からその刺

圏内に入ってくるようになるのです。愛の力

激を受けることで、未来の天国理念を今日の

はこのように驚くべきものです。

生活感情から体得することができるからです。
それを体得するために、夫婦が必要なのです。

神様が皆さんに同参的権威を許されると同

その刺激によって、夫婦は永生することができ

時に、皆さんは神様がもっておられる所有権

ます。発展は刺激がなくてはできないのです。

限全体を伝授されるようになるのです。アダ
ムの願いは天宙を治めることでした。アダム
が愛した夫婦の価値は、世界の中心的価値を

夫婦の愛は、理想天国を建設することので

代表したものです。堕落しないで神様が立て

きる刺激を与えるのです。言い換えれば、未

る本然の人、すなわち本然の男性と女性を中

来の喜びを現在圏内に引き込み、刺激を与え

心としたその愛はどのくらい貴い価値がある

て推進力を補給させ、その場まで行くように

のかをはっきりと知らなければなりません。

するのが夫婦の愛です。その愛の中には、国

（祝福家庭と理想天国Ｉ－九六九）

の愛も入っており、世界の愛も入っており、
神様の愛も入っています。したがって、その

二 夫婦の愛が必要な理由

愛はどこでも無事通過です。

皆さんは、天国がどのような所だとお思い

結局、天国には互いに愛し合う夫婦だけが

になりますか。天国は一言で言って、完成し

入ることができます。それゆえ、この地上で

た人が入り、暮らす所だということができま

そのような思想をもって互いに愛し合う夫婦

す。天国が真なる愛を備えた完成した人が入

は、いつも天国生活をしているのです。イエ

る所であるとするならば、その真の愛を備え

ス様は「天国はあなたの心の中にある」と言

た人とは、どのような人でしょうか。

われたでしょう。けれども今日、統一教会で
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は、「あなたの家庭に天国がある」と言うの

きになることのできる、そのような女性こそ

です。

相対を迎えることができるのであり、「お父
さんも嫌い、お兄さんも嫌い、おじいさんも

家庭で天国を築くことができないというと

嫌い、弟も嫌い、みんな嫌い、ただ自分の夫

きには、統一教会のみ旨が成されないのです。

だけ好きだ」、それは神様の公約を外れた立

けれども、築くことができるというときには、

場です。

そのみ旨が成されます。このような観点から、
皆さんは原理を中心として正道の道を選んで

だから、どうしなければならないかと言え

いかなければなりません。（祝福家庭と理想

ば、全世界の男性すべてをも愛することので

天国Ｉ－八七五）

きる心を内包し、その結実のような男性を
「私」が抱いて愛するのは、全世界のすべて

今後、天国を築こうとするなら、夫婦同士

の男性を代表して愛するのだという観念をも

が愛し合うのと同じように、結婚した男性は

たなければなりません。「私」のお父さんの

世界のすべての女性たちを自分の妻を愛する

ように、「私」のお兄さんのように、「私」

心で愛そうと思わなければなりません。「世

の弟のように万国を超越して、国境を超越し

界のすべての女性の中から代表的な伴侶とし

て愛し得る心をもつようになれば、その人は

て私は妻を選んだのです」。このように考え

神様の息子だということができ、娘だという

なさいというのです。

ことができます。これが統一教会の思想です。
（祝福家庭と理想天国Ｉ－八七五）

また女性たちは、自分の夫なら夫に対して、
ただ一人の夫としてではなく、全世界の男性

三 理想的な夫婦の関係

の中から代表として選ばれた人が夫だと考え
なさいというのです。女性の皆さんがどうし

真の夫とは「私が生まれたのはあなたのた

なければならないかと言えば、一人の男性を

めですから、あなたのために生き、あなたの

愛しますが、その男性一人としてだけ愛する

ために死ぬでしょう」と言う人です。真の妻

のではなく、世界の男性を代表した男性とし

も同様です。このように相応しながら、自ら

て愛さなければなりません。その男性はお父

を越えて相対のために生きる原則をもつこと

さんを代表し、お兄さんを代表し、夫を代表

のできる家庭なら、この家庭こそ理想的な家

するのです。

庭であり、幸福の家庭であり、平和の家庭で
あらざるを得ません。

それはどういう意味でしょうか。夫をお父
さんのように思い、おじいさんのように思い、

男性がいくら優れているとしても、男性が

その次にはお兄さんのように思い、弟のよう

生まれるようになった動機は、男性自身にあ

に思わなければならないということです。こ

るのではありません。女性のために生まれた

のような縁を通してお父さんを愛し、おじい

というのです。女性がいなければ男性がこの

さんを愛し、お兄さんを好きになり、弟を好

ように生まれることができますか。その反対
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に、女性はいくら美しい化粧をし、「私」が

は、互いのために生き、愛で一つとなるとき

アメリカのある俳優だと誇っても、その女性

に現れ得るのであり、また、それが理想的な

は女性のために生まれたのではありません。

夫婦です。

ですから男性は肩が大きく、女性はおしり

新郎・新婦はお金や権力、名誉を中心とし

が大きくて、それを合わせれば、よく合うよ

て一つとなるのではなく、神様の本然の愛を

うになっています。それゆえ真なる愛の妻、

中心として一体とならなければなりません。

真の理想的な、幸福な妻と夫はどこに存在す

この世の夫婦関係においては、夫がお金を稼

るのでしょうか。「私」のためにではなく、

いでくるときに力が生じます。妻は夫が稼い

互いのために生き、またそのような心が一致

できたお金を見て力が出るし、その妻の姿を

するとき、理想的な夫婦が現れます。それは

見て夫も力が出るようになっています。

間違いない事実です。

このような原則から見るとき、理想的な愛

ですから、彼らはお金を稼ぐことができな

や、また幸福で善なる人をどこで探すことが

ければ、不安で夫婦関係が壊れたりもします。

できるかといえば、自分のために生きようと

真なる夫婦は、神様を中心として愛の一体を

するところでは探すことができず、人のため

成し、愛を中心として前進的発展を成してい

に生きようというところに根拠を置けば探す

かなければなりません。妻は夫のために生き、

ことができるのです。夫は妻のために、妻は

夫は妻を愛する中で、一級の夫婦が神様を愛

夫のために生命を捧げることができなければ

する家庭をつくり上げていかなければならな

なりません。その夫婦は神様の愛の圏内に連

いのです。

結され、直接的な保護を受けるので、堕落は
あり得ません。（祝福家庭と理想天国Ｉ－八

夫と妻が互いに愛し合うことにおいても、
神様の身代わりとして夫なら夫、妻なら妻を

八二）

愛さなければなりません。人間的な立場で愛
男性が自分の妻を愛することにおいては、

するようになれば、互いに足らない面が現れ

世の中のどの男性が自分の妻を愛するのより

るようになって、結局は離婚する事態まで起

も愛さなければなりません。女性も自分の夫

こるようになります。

を愛することにおいては、世の中のどの女性
が自分の夫を愛するのよりも愛さなければな

最近、済州道の娘が嫁ぐとき、田畑を与え

りません。それが真の家庭を築いた夫婦が守

れば登記するのに娘自身の名前でするという

るべき愛の倫理なのです。

でしょう。いつでも夫と別れれば自分の主張
をするために、そうするのです。それは本当

真なる父母は、子供のために生きて死にま

に理想的な夫婦でしょうか。お金を使っても、

す。そこには愛が成り立っているからです。

これは夫のお金、これは自分のお金、お金を

同様に、真なる愛の妻と夫、幸福な妻と夫と

持っても、つるつるしたのは自分のお金、し
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わが寄ったお金は男性のお金・・。それは愛

るのが統一教会であり、統一教会の原理です。

ではありません。

（祝福家庭と理想天国Ｉ－八八九）

お金の包みを広げて使っても「どうなっ

神様が最高に喜ばれるメロディーが何かと

た？」「私が使った」「そう？ いい時に使

いえば、男性と女性が互いに好き合って喜ぶ

ったわね・・。もっと使って・・。」これで

永遠なる夫婦の笑い声なのです。そのような

こそいいのです。口をぶるぶる震わせ「ああ、

夫婦が世の中を理解して抱くことができ、宇

また使ったわね・・！」これでは落第者です。

宙全体を受容できる心で生を営むとき、笑いは

ですから、いつも与えても、無限に与えるこ

自然発生的となりまず。そのような男女の美し

とができ、いつも思いのままに、深い所でも

い姿が、神様の前に一輪の花でなくて何でしょ

低い所でも、夜でも昼でも授け受けることが

うか。これは単純な理想でも抽象でもありませ

できるようになるときに、幸福なのです。

ん。本然の世界を語っているだけです。

それゆえ、与えようとしても与えることが

夫婦同士、家の前にある山を眺めながら、

できないときは不幸なのであり、受けようと

あの山が生まれたのは誰のためかを尋ねてみ

しても受けることができないときも不幸なの

て、全宇宙を考えながら、この宇宙が生まれ

です。（祝福家庭と理想天国Ｉ－八八二）

たのは誰のためかを尋ねてみます。そうすれ
ば、自分のためであると同時にあなたのため

四 神様も酔うことのできる真の夫婦の愛

に生まれたのだと答えるのです。夫婦とはま
さにこのようなものです。この宇宙の存在価

私たち個々人は心と体が相反しているので、

値を重要視することが、夫婦が一つとなる道

心を中心として体を一つにし、心の中に神様

です。夫婦は心を中心として、人格を中心と

が臨在できる相対的基盤を造成しなければな

して、愛を中心として話をするのです。夫婦

りません。このような男性と女性が祝福を受

は同じ道に行くのです。

けて、完全な愛を授け受けながら喜びを享受
するとき、神様がご覧になると、地上に咲い
た花のようだというのです。

田舎者の娘だといっても、大臣と結婚すれ
ばどうなりますか。同じ道に行くのです。そ
の田舎者の女性が小学校も出ていないといっ

また、彼らの愛によって築かれたすべての

ても、すべての人が大臣の奥様だといいなが

調和的万象は、神様には香りのようなもので

ら、頭を下げなければならないのです。この

す。このような美しい花と香りの中に神様は

ように夫婦は共に行くのです。夫婦に「あな

暮らしたくて、訪ねてこられるのです。神様

た」の愛が別にあり、「私」の愛が別にあり

の愛が訪ねてくることのできる土台が、すな

ますか。「あなた」の愛であるとともに

わち夫婦愛の場だというのです。その場は、

「私」の愛なのです。「お前」の愛であると

すべての万物と宇宙が調和する場となること

ともに「私」の愛なのです。心情と血統がす

でしょう。このような内容と道を教えてくれ

べて一つになって愛するのです。
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このように愛し合うことができる人は誰で

るとき、こぶしを振り回したり物理的な力を

すか。夫婦です。夫婦なき世の中ならば生き

動員するなら、彼ら夫婦は決して幸福である

る味わいがありますか。愛し合う夫婦が対話

とはいえないでしょ男性が女性に対するとき、

する姿を見れば世の中のどんな詩や絵よりも

力で胸に抱いて保護しながら愛するとき、女

美しいのです。また「愛し合う者同士、私た

性は本当の幸福を感じることができるでしょ

ちだけ、私たち二人で」という言葉がどれく

う。男性と女性の間の愛において、力だけで

らい美しく素晴らしい言葉ですか。

もだめであり、心で愛するといって、それだ
けでいいのでもありません。

良いには良いのですが、その中で最も良い
ものは何でしょうか。相対者しかいません。

愛する心を、力をもって確認してあげたと

私が「あなた」と呼べば、相対的に「お前」

き、女性は本当の幸福感を味わうことができ

と答えるし、「やあ」と呼べば「うん」と答

るでしょうし、また、女性が男性に対して心

えるのです。

と体で愛を返すとき、本当に幸福な夫婦となる
でしょう。（祝福家庭と理想天国Ｉ－八九〇）

夫が愛する妻を慕わしくやさしく「お前」と
呼べば、親しくやわらかく「どうしたの」と

人はいつも刺激が必要です。幸福は刺激な

答えます。しかし、無愛想に呼べば同じよう

しには築かれません。刺激がなければならな

に「何だよ」と答えるのです。山びこと同じ

いというのです。いつも食べるご飯も、食べ

で、みな相対的だというのです。

るときごとにおなかがすいていてこそ、新鮮
であるように、夫婦間の愛も同様に、いつも

愛に酔った人々の笑いを見れば、それも相

新しくなければならないというのです。

対的です。男性は笑うとき目を一層大きく開
くのに、女性は笑うときそっと目を閉じます。

妻と夫が互いに見詰め合えば見詰め合うほ

夫の目が大きくなり、妻の目がだんだん小さ

ど、もっと見詰めたいし、一日中共にいたく

くなれば、彼ら夫婦は愛に酔った幸福な夫婦

なければなりません。愛は互いに恋しがると

だということができるでしょう。（祝福家庭

き価値があります。口があれば口を広げ、目

と理想天国Ｉ－八八八）

があれば目をあけて愛をくださいといえば、
愛をくれる人も気分が良いでしょう。ぼうっ
としていると、愛が来ても逃げていくという

五 会えば会うほどいっそう会いたいのが夫

ことを知らなければなりません。

婦の愛
愛する人が真剣でなく、消極的に出るとど
男性が幸福な時はいつであり、女性が幸福

れだけ気分が悪いでしょうか。皆さんは愛す

な時はいつだと皆さんは思いますか。二人が

る者同士共にいることがいいですか、離れて

相対を成して愛を授け受ける時が、幸福な時

いるのがいいでしょうか。近くに共にいれば

だということができます。男性が女性に対す

いるほどいいのです。なぜでしょうか。すべ
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てのことが一遍に作用するのでいいというの

か」と言いながらしなかったことも、妻が願

です。

いさえすれば、ためらいなくしたりします。
このようなことが、愛を知った男性と女性に

一番いいことが何でしょうか。食べること

おいてよく起こる変化だといえます。

ですか。おなかがすいた時、ご飯を見てよか

神様は人間をお造りになり、祝福してくだ

ったといって食べますが、そのようなことは

さるとき、夫婦が幸福になれるようにしてく

一時的だというのです。飽きるほど食べたの

ださいました。そのような祝福の門を開いて

に、また食べ物を上げれば嫌になります。け

入った夫婦は、二人でささやくのに余念がな

れども、自分が愛している人に対しては、そ

いというのです。「私はあなたに会うために、

うではないというのです。

このように待ってきました。私の生命はあな
たを通してその価値を花咲かせるでしょう。

愛する人を「私は忘れてしまいたい。嫌

あなたを愛するために生まれ、また、きょう

い」と言う人がいますか。見ても見ても限り

のために待ってきました」などなど、互いを

なく見たくなるのです。そうでしょう。見て

たたえ合う甘い話だけだというのです。

もまた見たいし、また見てもまた見たくなるの
です。だから互いが、お前が前に立ち、私が後

この世に愛の蜜語ほど甘ったるいものは存

ろに立つといいながら、車輪のように回るとい

在しないでしょう。夫婦が寝床に入っても、

うのです。ここから統一が始まるのです。

ささやく蜜語はこの世のすべての疲労と憎し
みを溶かす清涼剤となるのです。（祝福家庭

愛を知った妻は、夫の胸に頭をうずめて昼

と理想天国Ｉ－八九四）

寝を楽しみたいという衝動が起こったりもし
ます。それは幸福に酔って、ふらふらになる

六 夫婦の愛の発展過程

からなのです。結婚する前には、恐ろしくて
気持ち悪く見えた男性が、結婚して夫となっ

男性と女性が神様を仲保として出会うとき、

てからは、会いたくて一日に何度も見なけれ

どのように愛の表現をするでしょうか。愛の

ばだめなほど、心境の変化を引き起こすのが

発展過程を見れば、最初が口であり、二番目

女性です。だから、電話をして、昼食の時間

が胸であり、三番目が生殖器です。女性が初

にちょっと家に立ち寄りなさいと呼び出した

めて男性に出会って愛し始める前に、恥ずか

りもします。

しさを感じて隠すのは口であるので、手で口
を覆うのです。

愛を知った男性も、同様です。暇さえあれ
ば、妻のひざをまくらにして、眠りたがりま

愛が口付けから始まるからです。愛が次第

す。だから昼食の時間やコーヒーを飲む時間

に成熟すれば、その結実として息子・娘が生

はもちろん、時間があれば家に飛んできたり

まれるようになるのです。女性において生殖

します。また、結婚する前には「そのような

器は、愛の聖所ですが、その門を開けること

ことは女性がやることだろう、男がすること

のできるかぎは、夫だけがもっているのです。
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夫が妻の愛の聖所を開けることのできるか

結婚後の家庭生活は、神様を真ん中に奉り、

ぎを二つやそれ以上もっているなら、その夫

その神様がともに喜ばれる姿を見ながら、互

はサタンです。また妻の聖所が開くのは、夫

いに愛し合うことのできる関係になってこそ、

がもっているかぎだけでなければならないに

本当の喜びを感じることができます。男女が

もかかわらず、どんなかぎでも開くならば、

結婚して互いに愛し合うことは、本来恥ずか

それもまたサタンなのです。

しがることではありません。これは最も尊厳
なことであり、神聖で美しいことであるにも

夫がもった愛のかぎが妻の聖所を開けて入

かかわらず、神様の戒律を犯したために、愛

れば、そこから世の中で最も貴く価値のある

の歴史は、罪悪によって恥ずかしい方向に流

息子・娘が誕生するようになるのです。その

れてきました。

息子・娘の価値は、この世の何ものとも取り
換えることのできない愛の結晶体なのです。

エデンの園で裸になって踊りを踊るのを誰

息子・娘を通して、神様が人類の先祖である

が見たでしょうか。ですから人かいない所で

アダムとエバを創造された心情を体得するよ

は、そのようなこともできるのです。部屋で

うになるのです。だから父母は、息子・娘を

夫婦が裸で踊るといって、それが心配するこ

見ながら「こう見てもわが愛する人、ああ見

とでしょうか。しかし人が見る前でそうであ

てもわが愛する人・・（パンソリ『春香

るなら、それは社会から非難を受けて当たり

伝』）」と歌い、喜ぶようになるのです。

前なのです。夫婦だけでこそ、裸になって踊
るのみでなく、何かをしたとしても誰が干渉
するでしょうか。

愛で生まれた赤ん坊が、何をしても憎くな
くてひたすらかわいいのは、その赤ん坊が自

ですから祝福家庭も、二人で裸になって踊

分の血と肉で、そして愛でつくられた分身体

りを踊りなさい。夫婦同士なのに何のかかわ

であるからです。小便をし、大便をし、鼻を

りがありますか。この世に男性と女性がいく

垂らしても、ただひたすらかわいく愛らしい

ら多いといっても、私たち二人しかいないと

のです。それらの中に愛が染み込んでいるか

いう心をもたなければなりません。精誠を尽

らです。（祝福家庭と理想天国Ｉ－八九四）

くすその女性しかいないという思いの中に、
精誠を尽くすのが原理です。（祝福家庭と理

夫と妻の関係でも、愛の強力な力で結ばれ

想天国Ｉ－八九一）

たなら、相対が何をしようと、どのようなこ
とをしても、うれしく、愛らしく感じなけれ

真実の幸福といえば、相対者とともに愛に

ばならないのです。夫の体から出るにおいが嫌

酔って笑い、歌い、ささやくところで見つけ

だといったり、妻の身振りが嫌だと考えたり、

ることができます。愛する恋人からささやき

感じたりするのは、二人の間に完全な愛が築か

の言葉を聞くことのできる人は、幸福な人で

れていないからです。そのような夫婦は、目的

あるといえます。耳元で愛をささやくことは、

のために利害関係で結ばれたからです。

まさに夢を見るかのように幸福感を感じるこ
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とができるからです。（祝福家庭と理想天国

踊りを踊り、歌を歌って喜ぶ、そのような
ことをなぜ、何のためにするのでしょうか。

Ｉ－三七一）

保護圏を拡大するためです。多くの人々がレ
バレンド・ムーンに反対しますが、そのよう
なレバレンド・ムーンがアメリカに行って、

七 愛する人が死ぬとなぜ悲しいのか

アメリカの若い彼らと徹夜しながら、彼らを
夫を失えば、女性はどうして泣くのでしょ

教育して運動をさせながら、時には彼らとと

うか。恋しい人を失ったので、悲しくて泣く

もに踊りを踊り、歌を歌って楽しむのは何の

ようになるという、そのような漠然とした理

ためですか。保護圏の拡大が私と関係がある

由のためだけではありません。愛は四方性を

からです。宇宙保護圏の拡大作用が私ととも

備えなければなりません。

に始まるので、反対を受け監獄に入るように
なるとしても、恐れることなく押し続けてい

そうしながら、立体的に前後・左右と相関

くのです。

性を備えなければなりません。このような愛
であるので、夫はその女性と左右の側で、相

いくら幸福をうたい、何がどうだといって

対として愛の四方性を成すようになるのであ

も、一人で生きるのが幸福ですか。夫婦のう

り、したがって、このような妻は夫がいない

ち、一人が死ねば悲しくてわあわあ泣きます。

ことによって、全宇宙が保護するその立場か

一人で自分の行く道を準備できるでしょうか。

ら、保護を受けられない立場に落ちることに

なぜ片方だけだとかわいそうだといいますか。

なるので、宇宙から受ける力が苦痛に感じら

天地が喜ぶことのできるすべての重要な日々

れるようになるというのです。

の前に、不合格者であるからです。天地法度
の規律の前に外れたというのです。明らかに

愛する妻を見れば、なぜいいのでしょうか。
一人だけでいるときは、宇宙の球形的な四方

その法度を通してだけ、天地の運勢は回り、
幸福の要件とその動機が決定されるのです。

から保護され得る基準に立てなかったのに、
相対がいることによって、その相対と授け受

悲しいというのも、それだけ法度から遠の

ける横的な愛の関係を結び、縦的な宇宙の力

いたからであり、そのような悲しみが生じる

と接することのできる場をもつようになるこ

のは、天地法度とは順応しない立場にあると

とで、宇宙の保護力によってその相対をもつ

いうことです。心がうれしく、いいというの

者は、無限にうれしくなるのです。

は何ですか。その人を世界で歓迎してくれる
場があるということです。悲しいのは追い出

ですから、愛する妻を見れば、全精神が統

される立場だからです。喜びと悲しみがその

一され、その妻しか見えないというのです。

ように分かれるようになっているのです。夫

ですから、踊りを踊り、歌を歌うようになり、

婦が共に暮らして、一人が先に死ねば、泣く

共に一団となって回るのです。

ようになります。
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なぜそうなのかといえば、この宇宙の公法

夫婦が互いに愛し合うことにおいて、いつ

の前に不合格の基準に該当すれば、この宇宙

まで愛し合うのかと尋ねるとき、若いときだ

の公的な力がその人を押し出すようになり、

け愛するというなら、気分がいいでしょうか、

またそのようになるときに、悲しみの度合い

悪いでしょうか。いつまで愛することを願う

が強くなるからです。それでは、喜びはどの

でしょうか。「永遠に」とも言いますが、死

ようにして生じるのでしょうか。そのような

ぬときまで、その次に永遠に愛することを望

宇宙の公法に一致する自分となれば、宇宙の

むというのです。永遠は未来を中心として、

力が彼を抱こうとします。

全体をいうのです。

その力が大きければ大きいほど、強く抱き

死ぬときまで愛するということは、自分の

締めるようになり、強く抱けば抱くほど、彼

すべてのものを根こそぎ与え、愛するという

はその内的な中心に入っていくようになるの

ことです。そうでしょう。「永遠に」は全体

で、喜びが来るというのです。ですから、悲

的であり、「死ぬとき」まではすべて愛する

しみと喜びは、どこから生じるのでしょうか。

ということです。そうしてこそ、相対が喜ぶ

皆さん自身から生じるのではありません。こ

のです。

れは力の原則、すなわち宇宙の公法を中心と
この場にいる娘たちが今からお嫁に行けば、

して生じます。

夫に間違いなく「あなた、私を愛しますか」
それでは、その宇宙の公法とは何でしょう

と聞いてみることでしょう。愛するといえば、

か。男性と女性が最初から最後まで一致して

「私をすべて愛しますか、少し愛しますか」

いく道であり、またこの道は、天運が行く道

と、このように尋ねたとき、すべてを愛する

です。一人で行くのではなく、男性と女性が

と返答してこそ、気分をよくするのです。男

一致して、すなわち夫婦が一心となって行く

性もそうです。仕方がありません。神様の調

道です。

和がそのようになっているのです。

人々は結婚するとき、互いに死ぬまで愛す

皆さん、今までこのような話を聞いたこと
がありましたか。ですから互いに争い合い、

るといいます。愛するという言葉を語るとき、

泣きわめき、死んでやると大騒ぎをする人々

ただ死ぬまで愛するという言葉と、「ずーっ

は、早く除去されます。公的法度圏内で、合

と」十年、百年、億万年愛するという言葉の

格品でない不合格品として見なされるのです。

中で、どれを願いますか。ただ死ぬまで愛す

そうして、どこに行きますか。ごみ箱に行く

るという言葉を願いますか。ここにいる女性

というのです。心はそれを知っているので、

たち、返答してごらんなさい。ただ死ぬまで

それに対しては、即時に悲しみを感じるので

愛するという言葉より、ずーっと億万年愛す

す。（祝福家庭と理想天国Ｉ－九〇二）

るという言葉を語れば、もっと喜ぶことでし
ょう。これが十年、百年、このように長くな

八 死ぬときまでに永遠に成すべき夫婦の愛

るほど、もっとよいのです。
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夫が妻と出会い、「ずーっと」、その次に
十年が過ぎても「ずーっと」、また五十歳、

とが、文学作品や映画の一場面にだけ現れて
はいけません。

年を取っても「死ぬまで愛する」と言うこと
ができるなら、その妻は、自分の年取った旦

現実に一生の間、そのように暮らさなけれ

那さんがどれほどいいか分からないのです。

ばならないのです。最高の歴史と最高の文化

そういうものです。おなかが出て、うんうん

が崩れたので、先生はそのような世界を立て

とうなるとしても、喜ぶのです。（祝福家庭

るために、そのように暮らすために、新しい

と理想天国Ｉ－八八四）

歴史を創造してきたのです。

真の妻、真の夫とはどのような人でしょう

統一教会でいう理想的夫婦とは、どのよう

か。人はある程度成熟すれば家庭を築くよう

な夫婦でしょうか。最高の芸術を実体をもっ

になりますが、自分の相対を永遠なる愛の相

て展開することのできる夫婦です。最高の文

対として考え、初恋とともに日がたてばたつ

学を展開することのできる夫婦です。最高の

ほど、その初恋にプラスされる愛の家庭を築

理想と世界最高の文化世界に触れる前に、最

かなければなりません。

高の愛で夫婦が授け受ける甘い愛が、世界最
高の芸術作品とならなければならないのです。

その家庭的な愛が拡大され、氏族を成し、

それ自体が最高の文学作品であり、それ自体

永遠に愛を拡大させていくことのできる、永

が文学の実体とならなければならないのです。

遠なる愛の実体としてつながれるようになる

（祝福家庭と理想天国Ｉ－八八四）

とき、そのような夫婦は真の夫婦であり、真
の妻と夫となるのです。また、そのような夫
婦が神様の愛に同参できるのです。（祝福家

第八章 真なる父母の愛

庭と理想天国Ｉ－八八二）

一 父母の限りない愛の心

妻の目には夫が最高であり、一番に見えな

子供を産んで育ててみた親たちは分かるで

ければなりません。夫の目にも妻がそのよう

しょう。愛している大切な息子・娘を通じて

に見えなければならないのです。初恋で結ば

恵みを受けたいし、幸福も感じたいのです。

れた縁が最高の縁です。人が何をいおうと最

また、うれしいこと、恵みを受けることがあ

高です。このようなものは何億上げても買う

ればその息子・娘に永遠に残してあげたいで

ことができないのです。

しょう。

このような世界を自分が永遠にもつことが

そのような希望の心を抱いてその息子・娘

できるなら、どれほど素晴らしいことでしょ

がまっすぐに育ち万国から崇められ万世にた

うか。すべての人がその程度にはならなけれ

たえられる息子・娘になることを堕落した人

ばならないというのです。妻は夫によく従い、

間も願っています。夜も昼もその息子・娘が

よく助けなければなりません。そのようなこ

けがをしないかと保護し、切ない心情でもど
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かしがるのが父母の心です。堕落した父母の

らない愛をもっているので、父母の愛は貴い

心でさえもそうだというのです。

のです。自分の体を打ち、自分の体を失って
でも自分を犠牲にしながら子供のためには死

胸に抱き、乳を飲ませて育てる母親の切な
い心、子供が大便をし、おしっこを漏らして

んでもかまわないというのが父母の心情です。
（九一－一四八）

においがしても愛でその環境を忘れることが
できるのが父母の心です。堕落した父母が子

子供を愛する父母は子供を愛するとき、

供を思う心がそうであるならば、ましてや愛

「私がお前に何日にゴム靴を買ってあげ、服

の主体であられる神様が本然の心情を通じて

を買ってあげ、お前のために血と汗を流した

アダムとエバを愛されたかったそのお心がど

んだ。その価値は何千何百何十銭だ」と言っ

れほど切なかったでしょうか。

て帳簿に付けますか。

皆さん一度考えてみてください。皆さんが

父母が子供を愛するのに、この世の王宮の

子供を抱いて育てるとき子守歌を歌ってあげ、

王子・王女以上にしてあげたいのですが、そ

独り言で話しかけ、立派になることを願うそ

れ以上してあげたい気持ちを感じる場で、

の心は父母ならば誰でももっていることでし

「私が精誠を尽くしてもこれだけしかできな

ょう。いくら甲斐性がなく、足りない父母で

くてすまない」と言うのです。「もっとよく

もその子供に欠陥があれば、父母の心はその

してあげたい」という気持ちを父母はもって

胸が涙でずぶ濡れになるほど、この上ない苦

いるのです。

痛を味わうのであり、これが解かれればその
苦痛に比例して喜びが伴うのです。堕落した
父母の心でもそうなのですから神様のご心情

それで父母の愛を好むのです。皆さん、そ

はいかばかりでしょうか。（二〇－二○九）

れを知らなければなりません。与えても不足
を感じ、愛しても愛し足りないことがないか

父母は息子が罪を犯して牢獄へ行けば「あ

といってもっと愛したい心、与えてからも物

の野郎よく行った」と言うのではなく、その

足りず、やりきれない思いこのようなものが

子を許し、涙を流して愛そうとします。それ

あるので、これは永遠の愛と通じ、本質に属

が父母の愛です。それで父母の愛が貴いので

することができるのです。それが愛の出発の

す。もしもその息子が死刑囚になって死ぬ時

伝統的な動機です。（六〇－八四）

刻となれば、息子の死刑執行の時をお母さん
父母は子供に対して自分の一番いいものを

が知っていれば、慟哭するでしょう。

全部あげたいのです。それが父母の心です。
この世のすべての法をみな変えてしまうこ

これは誰に似てそうなのかといえば神様に似

とがあったとしても、息子を救うことのでき

てそうなのです。それでは神様はどのような

る道が一つでもあるならばどのような冒険で

お方でしょうか。子供となる人間が本当に現

も生命を懸けてやるのです。そのような変わ

れれば彼には自分よりもっと貴いものをあげ
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ようとずるお方が神様なのです。（五六－一

ん。ただうれしくてどうしていいか分からな

四七）

いのです。これが母親の心です。このような
心は誰に似たのでしょうか。お母さんは結果

二 子供がより素晴らしくなることを願う父

的な存在であって、動機的な存在ではありま

母の心

せん。

ここで中年以上の皆さんに「昔、若い時に

息子が父親よりもできの悪いことを願う家

自分の相対を探すのに自分よりできの悪い人

庭があるならばその家は滅びるのです。父親

を求めましたか、それとも自分より素晴らし

は大統領なのに息子がそれより劣るようにな

い人を求めましたか。」と聞くならば、答え

って、そのような形態が数代か続けばその家

はみな同じことでしょう。できの悪い人では

はだんだん滅びるのです。しまいには肩身の

なく、素晴らしい人です。東西洋の誰に聞い

狭い立場になるのです。息子がお父さんに

てもそのような結論を下すことでしょう。ま

「お父さん以上にやりたいのですが、いいで

してや、愛する父母が子供に対する時は、そ

しょうか。」と言えば、お父さんが「やいこ

の子供が父母である自分よりもできの悪いこ

の野郎！」と言うでしょうか。「そうかやっ

とを願う父母はいないのです。

てみなさい」と言うでしょうか。後者を選ぶ
のです。（四一－二八三）

ある美男・美女が結婚して初めて子供を産
んだ時、その子の顔を見るとその父母の順に

どのような父母でも家庭の責任を任せるた

比べると何でもないようなでたらめな顔でも

めに自分の身代わりを立てる時は、自分より

その父母に対して、あなたの子供はあなたよ

もできない者を身代わりに立てることを願い

りもきれいだと褒めれば褒めるほど、その父

ません。なぜそうなのでしょうか。子供が自

母はとても気分がよくなるのです。

分より優れてはいけないと考える父母は絶対
にいないからです。また国を中心として見る

父母の心情について考える時、おばさんの

時も、やはり同じです。

顔がきれいだとしてもそのおばさんが抱いて
いる赤ちゃんを見て通り過ぎるおじさんが

国の主権者は、自分以上の主権者が現れるこ

「わー！ この子はお母さんより何千万倍も

とを願う主権者にならなければなりません。

かわいい」と言えば喜びます。それは、お母

家庭においても、国家においても、誰彼を問

さんがその赤ちゃんよりも何千万倍もブスだ

わず、自分より素晴らしく、自分よりすべて

という言葉です。

のものを備えている後継者が現れることを願
わなければなりません。これは歴史の変遷を

でもそんな言葉を言われて「何ですって？

超越する、永遠に近い要求条件です。

私より何千万倍もかわいいって？ そんな私
は何千万倍もブスだってことじやないの？」

父母の愛が永遠に持続するためにはその伝

と言いながら食って掛かるお母さんはいませ

統を継承した誰かがいなければなりません。
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明らかに子女たちが相続者です。私たちが子

三 父母の愛は永遠不変の愛

女たちを、そのような伝統の相続者になるよ
うに教育しなければなりません。そしてその

父母が子供を愛する愛のその起源的な動機

伝統をより高い価値に向上させることのでき

はどこから始まったのでしょうか。男女を中

る方法が私たちには必要です。

心とする愛は変わる愛ですが、そこから生ま
れた息子・娘を中心とする愛はなぜ変わらな

各世代ごとに既存の伝統の重要さを認識し

いのでしょうか。これは、その男女を中心と

なければならないし、その伝統を継承するだ

する愛から来た愛ではありません。変わらな

けでなく未来に向かって発展させなければな

い愛は横的な夫婦の因縁でできたものではな

りません。そのような伝統は、いつも父母が

く、縦的なある流れの起源を通じて関係がで

自分たちよりも子女の勝ることを熱望する、

きたものに違いありません。そのような縦的

そのような真の家庭からのみ出発することが

な主体は誰でしょうか。

できます。
そのような主体を私たちは神様といいます。
このような熱い望みをもった父母たちは絶

その愛は夫婦が思いのままにできる愛ではあ

えず、子女たちに注意を傾け励ましてあげる

りません。その愛の前に私がしたければする

ことでしょう。そのような父母は子女たちが

し、したくなければしない立場には立つこと

彼らよりもっと素晴らしくなれるその日を待

ができません。それは切っても切れないもの

ち望んで、子供たちにできる限り最善の条件

です。横的な因縁では触れることができませ

を準備してあげようと精誠を尽くすことでし

ん。ですから、父母が子供を愛するその愛は

ょう。このような父母は子女たちの幸福のた

永遠不変です。

めにすべてのことを犠牲にするでしょうし、
甚だしくは子女たちを父母よりもっと素晴ら

今日、民主社会において、個人主義思想が

しくしてあげる方向に、進んで強要したりも

澎湃したこの時代において、子供たちは「新

するでしょう。

時代と旧時代は次元が違う」と言いますが、
子供たちはそのように変わってもその父母の
心は旧時代であるとか新時代であるとか叫ぶ

父母は子供が自分より素晴らしいとき幸福

からといって「お前がそうなら私はこうしよ

を感じます。ですから女性として生まれて自

う」と言うようにはなっていません。父母の

分よりもできの悪い息子・娘を産めば、天の

愛はそうではないのです。それは動物も同じ

国に入る面目を失います。お父さんとお母さ

です。赤ちゃんを愛するにも自分の生命を超

んは、自分を愛する以上に自分の息子・娘を

越するのです。（四八－一五五）

愛することができなければなりません。また
子女もそのように考えるとき自動的に愛の世

それではそのような愛はどこから来たので

界が現れて、天国が築かれることでしょう。

しょうか。私自身が第一のある相対的な結果

（祝福家庭と理想天国ＩＩ一〇〇七）

の存在ならばそれは第一のある力の因縁の中
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から来たものです。それは、私たち人間とし

を愛するのは真の愛に該当します。ですから

て触れることができるものではありません。

人間始祖の時から人が子供を愛した心や数千

ですから「父母が子供を愛する愛を革命しよ

年後の後孫である私たちが子供を愛する心は

う！ 革命の旗手になろう！」と言う入を見

同じなのです。また数千年後に私たちの後孫

ましたか。

たちが子供を愛する心も同じことでしょう。

もしある父母がこの愛を革命して人類歴史

愛には発展もなく終わりもないのです。革

を改造してしまうといって「私は父母は父母

命の必要のない純粋なものが真の愛です。そ

だけれど、子供を愛さない」と主張したとし

れでは神様の愛とはどのようなものでしょう

ましょう。しかしその父母は、子供のへその

か。神様がある存在を絶対的な基準の立場に

緒が離れる瞬間、子供を愛する心が自然に湧

立ててその存在性を認定し、彼を愛されるな

くことでしょう。すべての生物はものの高低

らばその愛は、それ以上革命の必要のない愛

を問わず自分の子供を愛さざるを得なくなっ

です。（一八－一二）

ているのです。
四 すべてを投入する父母の愛
愛するために生命を投入して、生命を踏み
台にしてでも愛したく思う作用があるのを見

愛は一人では成されません。生命が投入さ

る時、永遠不変という概念に近いのが父母の

れずしては愛が成り立たないのです。親子関

愛です。それは「絶対性」を求めていくにお

係の愛を見てみてもそこには生命の因縁が宿

いて「絶対」それ自体にはなれませんが、人

っているのです。このように生命の因縁が残

間の前に一番近い支石にはなれます。ただ一

っている限り、生命の因縁の中で希望をもっ

つの土台になり得るのです。その次に、これ

ている限り、そこには必ず愛の因縁が残るの

が人間の世の中においてそれでも、歴史を見

です。生命の因縁を離れては愛の関係を結ぶ

るとき永遠の土台になっているのではないか

ことができないのです。ですから愛には必ず

というのです。

生命の因縁が投入されなければなりません。
また生命をどれほど投入して愛するかによっ

そのような父母の愛はどこから来たのでし
ょうか。それはお父さんから何か勧められて

て、より価値を感じるか感じないかという問
題が決定されるのです。（三二－一五）

習ったのでもなく、自分の相対に忠告されて
習ったのでもなく、自分自身がこうだろうと

例えば、子供に対する父母の愛はただ単純

思って出てきたのでもありません。自然にそう

に生活的な因縁だけを通じて愛する愛ではな

なるのです。愛というものは自然にそうなると

く、骨から湧き出る愛なのです。忘れように

ころで成立するのです。（四八－一五六）

も忘れられず、切ろうにも切れない愛の心を
父母はもっているのです。それで生命の余力

本質的な愛を分析してみれば愛には革命が
ないことを知ることができます。父母が子供

が残っている限り父母は子供を愛するのです。
子供と生命の因縁が結ばれているということ
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を感じる時、父母からは子供を愛する心が自

できるというのです。与えながらも恥ずかし

然に湧き出るのです。

がる立場、そのような父母をもった子供が
「お母さん」と言って抱きつくようになれば、

あの子は私の息子だから愛するという意識
的な心が先立って愛するのではなく、その心

体だけ抱きつくでしょうか。どれほど有り難
いですか。

よりも、その因縁よりも先立った自分の生命
力が子供と連結されているので愛さざるを得な

その場は未来のために互いに慰労の涙を流

いのです。このようなことを私たちは家庭生活

すことのできる場です。絶望が共にあるので

でよく感じているのです。（三二－一五）

はなく明日の希望を現在の刺激として感じ、
決意し合ってぶつかり合い、激励することので

それでは神様はどのようなお方かという時、

きる爆発的な場がまさしくそのような場です。

千年万年与えてもまた与えたいそのような心
を絶えずもっていらっしゃるお方です。その

ですからそこで現れる現象は悲惨なもので

ようなお方なので私たちが神様を求めるので

はありません。未来に対する刺激を引き込み

あって、与えてから「ああ、これはいくらい

現実圏内で価値をたたえることのできる場は、

くらだ」と言われる商売人の神様なら、その

そのような愛の圏内においてのみ成されるの

ような神様は必要ありません。万民はなぜ神

です。ですから愛の圏内に生きる人は不幸が

様が好きで、ついて行かなければならないの

ないという結論が出ます。（三六－二九一）

でしょうか。
父母は愛する子供に対してすべてを投入し
神様をなぜ愛さなければならないのかとい

ようとします。神様と同じだというのです。

うと、神様は万民のためにすべてのものを下

それは何を物語るのでしょうか。神様は神様

さり、また下さりながらも恥ずかしがり、

のために投入するのではありません。自分の

「今はこれしかできないが、もう少し待ちな

ために存在するのではなく、相手のために存

さい。何百倍何千倍もっといいものを上げる

在しようとする、相手のために生きる神様の

から・・」とおっしゃりながらきょう現在、

立場に立とうということです。

下さったことで満足するのではなく与えられ
ながらも未来にもっといいものを上げると約

神様が神様のために存在しようとすれば、

束され、与えることのできる心の余裕をもっ

それは真の愛ではありません。自分をすべて

ていらっしゃるお方だからです。

子供に投入し、その子供と共にいようとする
ところに愛が、生命が、希望が成されるので

そのような方と共にいればたとえ食べられ

す。（六九－六二）

ず、貧しくても、幸福だというのです。食べ
られない立場に立つならば、未来の希望とな

五 子供に対する父母の愛は絶対的

る刺激が現実圏内に衝撃的に感じられるので
す。何の話かといえぼかえって新しい決心が

396 * 三百九十六

천성경

天聖經
Cheon Seong Gyeong
先生は幼いころ、かささぎのような鳥の巣

のです。それから雛が孵化し、何かをくわえ

をたくさん見ました。鳥の巣を見ようと木に

て食べさせ声がちゆんちゆんとして、ようや

登ってみると親鳥が来てつつきます。ですか

くみな分かるようになりました。

ら、それは決死的です。一度だけではありま
せん。追い払うとたたかれながらも飛んでい

意地悪い者たちは、いろんなことをしてか

ってまた来ます。これを見る時、自分の生命

らかっていました。しかしその水鳥が自分の

を越えて、愛する雛を保護しようとする動物

子供たちに対してどれほど保護力があるのか

世界の力があることを否定できません。

といえば、えさを探してくわえてくる時絶対
に自分の子供の近くに飛んできません。他の

人も同じです。愛のために生命を投入でき
なければなりません。そのような人が真の人

所に下りて、雛がいる所まで引きずってくる
のです。

です。本当に善なる人とはどのような人でし
ょうか。愛を根本とし、自分の生命を投げ出

なぜそうするのかといえば、雛たちを保護

して、愛する人を保護しようとする人です。

するために方向を変えるのです。そのように

そこには主体的な善があるのであり、相対的

雛を育てていきます。この雛たちがだんだん

な善の論理を立てることができるのです。こ

大きくなって、人がそのそばに近づこうもの

れは永遠不変です。（一八六－一八）

なら親鳥がつついて大変です。雛を見るなと
いうのです。

私がアメリカのダンベリー刑務所にいた時
おもしろいものを見ました。坂道を平たいテ

誰がそのように教えたのでしょうか。それ

ニスコートにするために毎日ブルドーザーで

が宇宙の力です。神様の愛を軸としてすべて

押す作業を、長い間しました。また、雨期に

の水は平面的位置にあるので位置は低いです

なると作業が中止になったりし、乾期になる

が、その平行線上の基準は変わらないように

まで待つのです。二、三週間ほどたってから

なっています。

作業をする時そこに水鳥が雛を生んでいまし

二三六－二三）

た。そこに囚人たちが運動がてら散歩するコ
ースがあるのですが、そこからわずか三メー
トル離れた所に水鳥が巣を作りました。

蜜蜂が花を探し回って蜜の味を味わったら
足を深く入れ、お尻を突き出して吸いつきま
す。先生は蜂についてよく知っています。蜜

その水鳥の色がちょっと見ただけでは分か

を吸う蜂をピンセントで引っ張ると尾が取れ

りません。ですから通り過ぎる人には分かり

ても花から離れません。真の愛はそのような

ません。その保護色がどれほどよくできてい

愛です。自分の生命までも忘れて捨てられる

るでしょうか。卵から生まれ、割れるまでは

のです。

人々が通りながらも分かりませんでした。う
つぶせになった姿を横から見ると黒い砂利の

計算していくらの利益になるからというも

色のような保護色だったので分からなかった

のではありません。生命までも捨てて忘れて
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いくことのできる道が真の愛の道です。父母

ですから父母の愛を受けられずに大きくな

はその道を行きます。子供を愛する父母は子

った孤児たちは何よりも父母の愛を渇望する

供が死地に行くなら子供のために死地に立と

ようになるのです。孤児たちは寝る家があり、

うとします。愛の前に自分の命をうずめてい

食べものがあったとしても、彼らの胸にいつ

こうとするのが父母の心です。その愛が真の

も満たされない思いと慕わしい気持ちがあり

愛です。

ますが、それが何かといえば父母の愛です。

皆さんは愛する父母の子女として生まれま
ある人がこの世で誇ることのできる金銀財

した。父母の愛を受けて育てられ、大きくな

宝を得て血と汗を流して多くの財産を築いて

ったことを知るようになります。年を取って

も、子供が死ぬ運命にさらされたならその子

も若くても父母はその子供をいつも愛するよ

供を生かすためには外的なものが問題ではな

うになっているのです。もし七十歳になる息

く、自分の生命までも投入して生かそうとし

子がいたとしても昔自分が育てたその基準を

ます。（三四－一六一）

もっていつも子供を見つめるのが父母の心な
のです。

年を取っても心情はだんだん近くなり、息

六 限りない父母の愛

子に対する責任が大きくなるほど息子に尽く
私たちが愛というものを中心として見ると

す心はもっと広くなることを私たちは、この

き、父母の子供に向かう愛の限界点はどこま

世で子供に対する結びつきを見るとき、よく

でなのでしょうか。父母は子供が幼い時だけ

知ることができるのです。（祝福家庭と理想

愛そうとするのではなく、生涯を通じて、さ

天国Ｉ－一〇二〇）

らには永遠を通じて愛そうとするのです。愛
することによって生きがいを感じることがで

父母は愛する子供のために骨が溶けるほど

き、愛することによってさらに価値を感じる

苦労しますが、疲れることを知りません。な

ことのできる親子の関係が結ばれるなら、無

ぜですか。愛するからです。自分の骨身を削

限の力と無限の刺激と無限に新しい何かがそ

ってその代価がいくらか帳簿に付けておきま

の関係圏内から生じるというのです。（祝福

すか。そうしないでしょう。かえって、すべ

家庭と理想天国Ｉ－一〇一九）

てを与えられないことをもどかしく思うでし
ょう。赤ちゃんに乳を与えるのに、飲まなけ

お母さんの愛やお父さんの愛は人間世界に
おいて最も偉大な愛の中の一つです。この世

ればどうして飲まないのかともどかしく思い
ます。

でいくら高い地位にある人も、自分の子供の
前ではどうすることもできません。父母の愛

乳を飲むことは、実は、ホースをつけてお

は子供の前に無条件であり無限定です。父母

いて自分の血と肉を取っていくことではあり

の愛は愛の母体だからです。

ませんか。ある意味ではどろぼうの中の最高
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のどろぼうではありませんか。それでもその

習うのです。それが子供には二つとない喜び

お母さんは赤ちゃんが乳を飲まないのをもど

になるのです。愛を体得することは、父母を

かしく思うのです。どうしてそんなにも愛す

もった立場でなければできないことです。

るのですか。愛の法度だからです。（祝福家
子女の間の愛はどうでなければならないで

庭と理想天国Ｉ－一〇二一）

しょうか。何を基準にして愛さなければなら
お母さんの胸に埋もれている赤ちゃんを見

ないでしょうか。お父さんとお母さんが愛す

るとき父母は愛を中心として愛の感触に触れ、

るように、兄弟姉妹たちも愛し合わなければ

またその赤ちゃんを抱くことによって自分の

なりません。愛は誰から習うのかというと、

幸福よりも天地が平和の境地に入るので、い

それは父母から習わなければなりません。息

い雰囲気が芽生えることを感じるのです。

子・娘がお父さんとお母さんに対して「私の
お父さんとお母さんは世界で一番素晴らしい

それゆえ、赤ちゃんがいくら気性が激しく
ても「さあさあやってみなさい」と言うこと

人だ。神様のような存在だ！」と言うことが
できなければなりません。

のできる雅量の心があるのです。ですから父
母は、子供を無限に愛することができるとい

夫婦間の変わらない心といちずな愛を見て、

うのです。ある意味ではその赤ちゃんはホー

子女たちが「その愛を見本として、子女であ

スをつけて血と肉を吸う怨讐です。しかし、

る私たちも一つになろう！」と言うとき、理

そのように考える人はいないのです。

想的な家庭を築くことができるのです。また
子供が成長して思春期になれば、心と心情が

それは何かといえば、お母さんとしての新

一つになることのできる相対を求めるように

しい希望の刺激、夫に対する新しい刺激、そ

なります。これは結婚を通して成すことがで

の赤ちゃんによって見つける新しいものが多

きます。

いからです。そのような時には通じる何かが
あります。その境地は、誰も思いのままにす

ですから相手をこの上なく大切にして、愛

ることができないものです。（祝福家庭と理

と心情の基準を立てるために努力する道は男

想天国Ｉ－一〇二一）

性が行くべき道であり、女性が行くべき道で
もあります。ですからお母さんとお父さんも

七 父母の愛はすべての愛の基準であり、伝

神様の心と神様の愛に一致し、子供も父母に

統になる

似て、神様の心と神様の愛に一致できる家庭
にならなければなりません。

何よりも父母の愛が初めなのです。その愛
を動機としてその愛で円満に育った人なら愛

父母の愛を中心として兄の立場に立った人

がどのようなものかということを知っていま

が自分を犠牲にしつつ、父母の身代わりとし

す。お父さんとお母さんを愛するので、父母

て弟たちを愛するのが愛の秩序であり、伝統

の間の愛がどのようなものかを父母を通じて

です。兄という立場は兄弟たちの中で一番苦
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労をたくさんしなければならない責任ある立

るようになっています。会社には社長という

場です。父母の立場も同じです。子供に代わ

代表者がいるでしょう。そうでしょう。国家

って、子供よりももっと苦労する立場が父母

の責任者が今何人ですか。一人でしょう。一

の立場です。父母が愛を中心として子供のた

人の責任者がいます。このような姿に統一さ

めには、涙が交差する場をも甘受しようとす

れるのであり、形だけが大きくなるのです。

るなら、子供たちは涙を流しながらもその父

このように、分かれていても一つになるのが

母についていきたく思うのです。

四位基台の原則です。（祝福家庭と理想天国
Ｉ－九一七）

神様を中心として一つになるとき、千態万
象となって回るようになるのです。ですから

第九章 真なる子女教育

兄弟間で愛することも、父母が子供を愛する

一 父母は子女をどう教育すべきか

ことに倣って兄は弟を愛さなければならない
のです。そのように愛し、一元化した家庭に

父母は息子・娘にどのような教育をしなけ

は家庭愛が花咲くのです。これがまた社会愛

ればならないでしょうか。知識教育をするの

になります。これがさらに民族を愛する民族

ではありません。愛の教育をしなければなり

愛になります。そして、このように愛すれば

ません。父母が一つになる姿を見せて教育し

世界愛になるのです。

なければならないのです。天が好むお父さん
とお母さんであり、またお母さんが好むお父

皆さん自身が父母の愛を受けるのはなぜで

さんであり、お父さんが好むお母さんであり、

しょうか。夫婦であるお父さんとお母さんが

二人とも愛し合うと同時に私が好む父母であ

互いに支え合い、愛し合うその動機が皆さん

り、父母が好む私だということを教えなけれ

によって成されるからです。分かりましたか。

ばなりません。

ですからその動機を中心として兄弟同士愛し
ですから初めにアダムとエバも、神様の愛

合うその愛は変わらないでしょう。

を中心として神様の前に愛の教育を受けなけ
それを中心として隣人を自分の体のように

ればなりません。では、その起源はどこでし

思って生活するとき、正しい社会環境が展開

ょうか。人間から始まるのではありません。

されるのです。家庭を中心として見ればその

神様が父母なので、アダムとエバは神様から

家庭が蘇生であり、社会が長成であり、国家

愛の教育を受けなければなりません。

が完成です。必ずそのような過程を経なけれ
ばなりません。家庭と家庭をみな合わせなけ

そのアダムとエバの価値基準の設定はどこ

ればなりません。そうすればこそ、その中で

から成されるのでしょうか。神様の愛の教育

愛が広がるのです。

からです。それでは愛の教育を受けるのはい
つまでなのでしょうか。お父さんが知ってい

こうして国家の範囲でも一つに合わさるの

るすべての価値基準を推し量ることのできる

です。ここで社会はいろいろな階層に分かれ

時まで、言い換えれば、成熟する時までは父
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母の愛を受けて育たなければなりません。し

の中について行かなければなりません。いつ

かし、アダムとエバが神様の愛を受けて育っ

も父母と共にいなければならないのです。

たという記録が聖書にありません。愛を受け
たという話はなく、気分悪く堕落したという話

もし神様が息子と離れなければならないと

から始まります。だめになったというのです。

しても、離れることができるでしょうか。神
様は絶対的な方ですから絶対的に会いたく思

それでは愛の神様を中心として愛の教育を

われるのです。絶対的な方ですから、好きに

受けなければならなかったアダムとエバには

なるのも絶対的に好きになるのです。「あー

愛の基準があったのでしょうか。もしなかっ

神様、来るなら来て、来なければ来ないで、

たならば、神様の理想というものはあり得ま

どこかにいるならいて、いないならいない

せん。その愛の教育基準が何なのかというこ

で」ではいけません。絶対的でなければなり

とが問題です。

ません。（五一－七一）

私たちは天国に行きたく思います。しかし

もし神様と内外とも一つになった立場にい

天国に行ってからは、そのような教育は受け

れば習わないでもみな博学になるというので

られません。地上で教育を受けて生活したの

す。研究して知るよりも、もっとそうだとい

ちに天国に行かなければなりません。地上で

うのです。天地がどうなっているのか、霊界

その教育をしなければ大変なことになるので

がどうなっているのか、人生がどうなってい

す。教育を受けなければ大変なことになるの

るのか。生ま出たすべての昆虫の赤ちゃんで

というのです。その教育とは何なのでしょう

すら食べ物を探すのに、万物の霊長は、習っ

か。天国は心情の世界です。教理の天国では

てから食べ物を探したり、死ぬこと生きるこ

なく、教派の天国でもなく、心情の天国です。

とを知るのではありません。神様に対すれば
すぐにさっと分かるようになっています。

神様がこの地上で民と信徒を探そうとされ
るのは何のためでしょうか。息子・娘をつく
るためです。どのような息子・娘をつくるた

そのように素晴らしい人にならなければな

めでしょうか。「私の心がこうなのだ」と言

らないにもかかわらずそのような人になれな

いながら、その心情を吐露することのできる

かったのは堕落のためです。堕落したとして

息子・娘をつくるためです。

も、主体と対象の関係で本性は作用していま
す。作用するこのすき間には、今まで積もっ

それではアダムとエバが教育を受けようと

てきた汚いものが覆っているのでこれを取っ

すれば、どのような姿勢をもつべきでしょう

てしまえば、だんだん作用が強くなるでしょ

か。親子の関係ですから、父母が行く所には

う。完全に取ってしまったという日には、ぱ

いつもついて行かなければなりません。父母

っとつながるのです。そうすることのできる

が山に登れば山について行き、谷に下りれば

道を、今まで人々は追求してきました。（五

谷について行き、洞くつの中に入れば洞くつ

六－一五三）
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ん。神様の愛がどのようなものかをよく紹介

二 父母は子女に何を教えるのだろうか

しなければなりません。それを子女が分から
真理の内容とは何でしょうか。真理の内容

ないので、神様の代わりに神様のように愛し、

がいくらいいといっても自分の父母に代わる

自分の父母を求める以上に神様を求める子女

ことはできないし、真理の内容がいくらいい

となるように教育する、そのような父母にな

といっても自分の夫に代わることもできない

らなければなりません。（九三－三三六）

し、また自分の妻や息子・娘たちに代わるこ
私たち統一教会員は何をしようというので

とはできません。真理中の最高の真理とは何
でしょうか。それは父母であり、夫婦であり、

しょうか。「最高の愛のために死のう。神様

子女です。それ以上はないのです。

と人類と世界のために死のう」と言うのです。
「このような作用も愛のために始まったし、

それでは真理の中心とは何でしょうか。愛

このような方向も愛のために始まったし、こ

です。このような原則を中心として見るとき、

のような目的も愛のために始まったし、男性

最高の真理の中心とは何でしょうか。人々は、

も女性も愛のために始まったし、父母も愛の

神様が真理と善と愛の本体であり、生命の本

ために始まったし、息子・娘も愛のために始

体だといいますが、それはどういうことです

まったし、宇宙のすべてのものも、愛の贈り

か。みな同じことです。真理が成立するには

物のために始まった」ということを教えると

愛と生命がなければできないのです。人間が

き、これ以上の教育はありません。このよう

真の真理を論じることができる人になるには、

に生きていった人は間違いなく、神様の前に

自分の生命の中に、真理に対する意欲と欲望

行っても恥ずかしくないことでしょう。（九

がなければなりません。

三－一九一）

祝福家庭の人たちを見ると、自分の子供で

ここで欲望とは、自分の人格基準とは相対
的な立場です。ですから一番の核心は何でし

ある二世たちに「勉強しなさい」と言います。

ょうか。

自分の息子・娘に勉強しなさいと言ったから
といって、その息子・娘が親孝行になり忠臣

生命の本体、愛の本体、真理の本体は神様で

になるのではありません。とんでもありませ

すが、神様はどのようなお方なのでしょうか。

ん。「統一教会でお父さんとお母さんは苦労

私たち人間の父であると同時に、母です。で

したけれど、私はそのような道は行かな

すから核心は父母なのです。（二一－一八

い！」。このようなことがあり得ます。それ

三）

を消化させることのできる愛の道理を教えな
ければなりません。

また、私たちの最も貴い遺産は何でしょう
か。神様の愛と真の父母の愛を子女に相続し

ですから父母が息子・娘を連れて回りご飯

てあげることが最も偉大な、この世にない相

を抜いてでも自分の町を愛し、国のために祈

続です。神様をよく紹介しなければなりませ

祷し涙を流せば、このようなことが分別のつ
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かない時は悪いことだと思いますが、分別が

教えてあげるには、父母が先にお手本にな

つくようになる時には「うちのお父さんとお

らなければなりません。子供に親孝行しなさ

母さんが最高だ」と言うようになるのです。

いと教える前に先に親孝行しなければなりま

父母が我が子のためだけに涙を流したのでは

せん。皆さん自身がまず天の法度に従って親

なかったということが分かるようになります。

孝行な息子・娘になってこそそこから天の伝
統的親孝行の因縁が成立するのです。お父さ

自分の子供を捨ててでも国を愛し、神様の

んが家庭で親孝行するようにお前も親孝行し

み旨のために生きて人類を救おうとしたとい

なければならないし、お父さんが国のために

う事実を分別がつけばつくほど知るようにな

追われながらも闘争の歴史をつづってきたよ

るのです。自分勝手に生きてはいけません。

うに、お前も忠臣にならなければならないと

皆さんが子供を案じるからといって、その子

教えなければなりません。（三〇－一一三）

供たちがよくなるのではありません。愛の糧
を食べさせて育てなければなりません。正し

父母が子供に親孝行しなさいと教えてあげ

い愛を求めていくことのできる方向感覚を教

て親孝行な息子をつくるのではありません。

えてあげなければなりません。

自ら親孝行しようという心が湧き出るように
しなければなりません。ですから、そのよう
なことは一朝一夕にしてできるものではなく、

分別がつけばつくほど、年を取れば取るほ

長い期間を通じて影響を及ぼさなければなり

ど、そこで黄金を見つけるとき、一塊の金し

ません。ここで影響を及ぼすというのはどう

かない山だと思っていたのに掘れば掘るほど

いうことでしょうか。お父さんがするように

その山自体が金の塊になり得ることを知るよ

子供がついて来ることができるように生活を通

うになりま

して子供にお手本を見せてあげなければならな

す。（二二九－七七）

いのです。このようなことを実践する専門家に
ならなければなりません。（二九－九九）

三 父母がまず手本を示すべきである

自分の子供に教える時は「お前は立派な人
になりなさい」とだけ言わないで、「立派な

子女を教育するためには、父母が先に実践

人になるためには、このような道を経てから

しなければなりません。父母がお手本となっ

なりなさい」‘と言わなければなりません。

て、み旨の前に忠誠を尽くさなければなりま

お父さんはお父さんなりに責任を果たし、お

せん。そうして、父母がどのような言葉を語

兄さんはお兄さんとしての責任を果たさなけ

っても子女たちが一言半句も口答えせず、父

ればなりません。お姉さんはお姉さんとして

母をおそれ敬うことのできる立場に立たなけ

の責任を果たさなければなりません。

ればなりません。そのようにしなければ子女
たちがついて行かないというのです。そのた
めには天の教育をしなければなりません。

言い換えれば、真の男性、真の女性の道を
行くことのできる因縁をわきまえることので
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きる、法度からそれない皆さんになってこそ、

の骨髄にその伝統を植え付けてあげなければ

順理的な路程を経て一国の民になることので

なりません。

きる道が生じるのではありませんか。（祝福
世の中の親たちを見れば、子供たちがその

家庭と理想天国Ｉ－一〇四一）

横で、「お父さん、お母さんどうして喧嘩す
父母はどのようにしなければならないでし

るの！どうして喧嘩するの？」と言っても乱

ょうか。父母が互いに愛し合うように兄弟姉

闘します。涙を見せない家庭で育った皆さん

妹同士愛し合えるように教えると同時に、私

の子供たちがそのような世の中の姿を見て、

が国を愛するので、お前も国をこのように愛

「やっぱりうちのお父さんとお母さんは世の中

しなさいと教えなければなりません。そのよ

で一番だ！

うになれば他の教育は必要がありません。祈

ということが感じられるように、皆さんは子供

祷する時も私がこのようにするので私の子供

たちにお手本を見せなければなりません。

本当に素晴らしく聖なる両親だ」

もこのようにするようにしてくださいと祈祷
しなければなりません。

父母は、子供たちが骨髄からあふれ出る心
情であこがれる父母と子の紺一を立て、黙々
と天の家訓・家法を立てていかなければなら

自分が先に標準になったのちにこそ、子供を

ないのです。そのようにすることによって子

そのような位置に立てることができます。自

供たちも後代において、自分のお父さんとお

分が先にそのような位置に立てば、神様は自

母さんのような立場に立とうとするのです。

然にその子供もそのような方向に導いていく

（祝福家庭と理想天国Ｉ－一〇四二）

のです。ですからここで私たち白身を中心と
してその方向を変えることができなければ、

四 父母は友達の中の友達、先生の中の先生

霊界に行っても責任追求を受けることになる
ことでしょう。（祝福家庭と理想天国Ｉ－一
〇四〇）

愛というものはどこから来るのでしょうか。
愛は自分から来るものではありません。愛と
は相手から来るものです。相手かいなくなれ

皆さんの家庭で子供たちが、うちのお父さ

ば愛も来ることができません。私たち人間を

んとお母さんは世界のどのような王宮の王や

中心として見れば男性の前の女性も相対的で

皇后よりも素晴らしいと思うようにしなけれ

あり、また父母の前の子供も相対的です。愛

ばなりません。また子供たちにお父さんとお

というものは相手なくしては成されないので

母さんの関係が天下にない近い関係だという

す。これを「三対象の愛」といいます。

ことを見せてあげなければなりません。祝福
家庭の皆さんがそのような伝統を立てなけれ

三対象の愛を体得できない者は完全な神様

ばなりません。そうして「うちのお父さんと

の愛を体験したという立場に立つことができ

お母さんは世の中の誰よりも誇らしいお父さ

ません。「神様がアダムとエバを創造して喜

んとお母さんだ」と言えるように、子供たち

ばれたように、私も息子・娘を産んで、それ
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くらい喜ばう」これが統一教会の原理の教え

つ、やらなかったらふくらはぎをたたくぞ。

です。神様がアダムとエバを造られて、「こ

そのようにしたらだめだ」と言ったりしなが

れから世界を主管するのだ。世界の中心家庭

ら教育してはいけません。愛の教育をしなけ

になるのだ。早く大きくなれ、早く大きくな

ればなりません。「こら、お前それでいいの

れ」と言いながら希望をもって保護育成する

か。」と言えば「そうだ、ぼくがこうしたら

中で、喜びと満足を感じながら彼らが大きく

お父さんとお母さんが悲しがるからいけない

なって結婚する日を願われたのが神様の願い

や」と言うことができるように教育しなけれ

です。

ばなりません。

ですから父母は、子供の友達の中の友達で

これと同じように、お父さんとお母さんは
息子・娘をよく育てて素晴らしい相対を選び、

あり、先生の中の先生にならなければなりま

いい夫婦の縁を結んであげなければならない

せん。

というのです。いい夫婦の縁を結んであげれ
エデンの園にいたアダムとエバに友達がいた

ば、その家は栄えるのです。

でしょうか。アダムに友達がいたとするなら
神様と一つになって「神様がアダムとエバ

ば、エバしかいませんでした。その次には神

を造られて愛されたように私たちも神様のそ

様しかいません。天使長とも友達になること

の愛を見習って息子・娘を愛さなければなら

は願われませんでした。天使長は僕です。そ

ない」と言ってどこにでも連れて回りたがり、

れなのに間違って友達になって滅びたのです。

いつでも抱いて歩きたがり、仕事をする時も

ですから父母は先生の中の先生であり、友達

連れて行きたがり、ご飯を食べる時も一緒に

の中の友達であり、愛の中の愛にならなけれ

食べたがればそのようなお父さんとお母さん

ばなりません。

を息子・娘が好むのです。友達の中の友達と
は誰でしょうか。近所のもじやもじや頭の若

愛は神様から始まります。ですから結局、

者が自分の息子・娘の友達ではありません。

相対の愛も誰によるものかといえば父母によ
るものです。ですから父母が「おい、お前た

友達の中の友達は誰かといえば、まさにお

ちが愛し合うのはお前たちによるのではなく

父さんとお母さんです。そうならなければな

父母の恩徳によるものだ」と言う時子女たち

りません。さらには、友達よりももっと好き

は「うちのお父さんとお母さんが私をこのよ

な父母にならなければなりません。そのよう

うに育てて、このような相対を得てくれなか

に考えなければなりません。ですから父母は

ったら大変なことになるところだった」と、

友達の中の友達であり、先生の中の先生にな

こうならなければいけません。

らなければなりません。
ですから恋愛結婚は落第だというのです。
父母が「こらっ、お前、そのようにしたら

その愛の教育は誰から受けなければならない

だめだ」と言ったり、先生が「こらっ、こい

のでしょうか。父母からです。お父さんとお
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母さんが一つになって鳩のように楽しくクゥ

韓国の諺に「憎い人にはご飯もっと上げて、

クゥクゥと愛し合うのを見てそれを見習わな

かわいい人には鞭を上げなさい」という言葉

ければなりません。「ああ、うちのお父さん

があります。正しい伝統を受け継いでいくた

とお母さんがあのように愛し合うのを見ると、

めには仕方がありません。

自分一人では寂しい。私もうちのお父さんと
お母さんのようにクゥクゥクゥと愛すること

父母の鞭が痛いのを忘れてその愛の前に涙

のできるそのような相対が必要だ」このよう

を流すことのできる人にならなければなりま

にならなければならないし、父母はそのよう

せん。

になるように教えなければなりません。

人は近ければ近いほど賞金を上げるのではな
く、「こら、お前どうしてそうしたんだ？」

そのようになればその息子・娘たちがお父

とかえって懲らしめるのです。隣り近所の子

さんとお母さんがしてきたように繰り返すの

なら間違っても知らないふりをするでしょう

で世界は善なる世界になるのであり、人類歴

が、自分の子供なら「ふくらはぎを出しなさ

史は善なる歴史になるのです。統一教会でこ

い」と言ってたたきながら「お前、いいこと

れをしようというのです。（五七－一一九）

をしたのか、悪いことをしたのか。」と言い
ます。それはたたくことよりももっと多く思
ってあげるからです。しかし思いやりよりも

五 愛の鞭

多くたたけば、それは罪です。自分が思って
ヨハネの黙示録を見ると、「冷たいか熱い

あげるよりも、もっとたたけば怨讐になりま

かであってほしい」、中途半端ではいけない

す。怨讐の中でも大きな怨讐になるというの

とあります。愛の世界で中途半端な態度はい

です。

けないのです。愛の心をもてば鞭打ってもい
いというのです。子供を育てるとき、愛を与

愛するとしてもこん棒を持った以上の愛を

えたのにその心を忘れてしまった時は冷たく

もってたたかなければ、すべて台無しになり

対すべき時もあります。子供が間違った時、

ます。しかし、それ以上の愛をもってたたく

皆さんが叱ってあげなければ分別力を失いま

なら大丈夫です。すなわち、十くらい愛して

す。先生がよく見えても一方では厳しいこと

五くらい鞭打てば五くらいの愛が残っている

を知らなければなりません。悪に対しては無

ので有り難く思うというのです。

慈悲です。しかし善に対しては何千度の溶鉱
子供が受け入れなくても子供を悔い改めさ

炉のように熱いのです。

せるためには、昔愛したその愛よりももっと
最近学校で先生が学生をたたいたという理

大きな愛をもって現れ、愛するようになれば

由で刑務所に行ったという話を聞いたとき、

その不良のような子供でも悔い改めて帰るこ

「アメリカはもうだめだな」と思いました。

とができます。しかし子供に対して自分が育

自ら進んで「たたいてでも、善なる方向に導

ててきた功労を自慢しながら子供を三回でも

いてください」と言わなければなりません。

とがめれば、その子供はふろしきを包むので
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す。しかしその子供に対して骨髄が溶けるほ

でも、特に小学生たちは我が怖くて仕方なく

ど涙を流し、もっと大きな愛をもって愛する

通うのであって、勉強したくて通うのではあ

ようになるとき、その子供は帰ってくるので

りません。初めはみなそうだというのです。

す。もっと大きな愛は小さい愛をすべて消

仕方なく通ってみると、あとでその味を覚え

化・統合することのできる主動性があるから

て、学ぶために通うようになるのです。その

です。

ようになると、お父さんとお母さんは驚くの
です。その味を感じ、そのような刺激的な内

この世でも子供がきついからといって「勉
強するな」と言う父母は本当に子供を愛する

容がそこにあるということを知れば勉強する
のがおもしろくなるのです。

父母ではないというのです。鞭打ちながらも、
「寝ないで勉強しなさい」と言わなければな

そのおもしろさということ自体を見れば悪

りません。なぜそうなのですか。今よくなろ

いものです。しかし相対的に勉強してみると

うというのではなく、未来によくなろうとい

自分が思いどおりにできる範囲が広くなるの

うのです。父母は子供の未来に大きな夢をか

で、そこに味を覚えて勉強するのです。勉強

けてそうするのです。

すること自体が好きな人は一人もいません。
勉強することによって自分の活動できる範囲

子女を生んで育てるためには真の愛で生ん
で育てなければなりません。そうして家庭が

が広がるので好きになるのです。（三六－一
二〇）

一つになり、家庭を中心として国を愛せば、
彼を愛国者だといいます。ですから父母は子

学校に行く学生に対して我は「一生懸命勉

供の成長を見守りながら教育し、正しく成長

強しなさい」と言います。それは易しくない

しなさいと「愛の鞭」を加えたりもします。

道です。苦痛の道です。しかしそれは未来の

間違ったという理由で父母に叱られたりたた

ために準備しなさいという予告です。教授た

かれたりしたといって不満をもったり抗議し

ちが壇上に立って弟子たちに一生懸命教える

てはいけません。それを教訓として密かに自

のも、未来のための準備です。農夫が田畑へ

重しながら反省し、奮闘努力して間違った点

行って一生懸命働くのも、未来のための準備

を直していかなければなりません。そのよう

です。この国に天国を建設するための準備で

な人は正しく成長し神様がいらっしゃる中心

す。（一四七－二○五）

に接近して行くことができるのです。（祝福
皆さんは学校へ何のために行きますか。学

家庭と理想天国Ｉ－一〇二七）

校へ行って勉強してどこに使おうと思います
か。それは幸福のためでしょう。幸福は愛を
抜いてはあり得ません。ですから学校へ行く

六 勉強は何のためにするのか

のは愛の道を短縮させるためだといえるでし
勉強したくて学校に行く学生がどこにいま
すか。みな初めは仕方なく通うのです。なか

ょう。人間において幸福の門が開かれる時と
は、結婚の時です。
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幸福の門を開くために勉強するのはとても

者と美しく愛し合いながら幸福に生きれば財

いい方法だといえるでしょう。しかしその勉

物もついてくるし名誉もついてくるのだとい

強がお金もうけのために、権力をもつために

えます。（祝福家庭と理想天国Ｉ－三七三）

するのなら間違いだといえます。勉強は真の
愛で愛することができるように学ぶものでな

七 真の父母と先生の教え

ければなりません。お嬢さんたちが大学へ行
父母は自分の息子・娘のために働きます。

って学士になろうとするその結論が何ですか。
いい新郎を得ようというのです。それ以外に

自分が食べるために仕事をする父母はいませ

何もありません。そしてある男性がいくら立

ん。子供が多い父母が農村であるいは仕事場

派になったとしても、その家庭が一つになら

できつい仕事をする時、貧しくとも背負子を

なかったならその男性は不幸な人です。（祝

背負い畑の草取りをし、畝間や田んぼで耕し

福家庭と理想天国Ｉ－三七二）

たりするのは、千年万年、子供の幸福のため
です。父母の額から流れる苦労の汗は自分の

勉強するのも真の男性に出会い真の母にな

ためのものではありません。その汗の結実が

るためにしなければなりません。真の母にな

子供を愛する心とともに絡み合えば、そこに

るためには、まず国のために勉強しなければ

は新しい創造の役事が展開されるのです。い

ならないし、夫を真の夫として侍り真の夫に

くら畑で草取りをし仕事場で荷物を背負って

侍る真の妻にならなければなりません。この

もその足取りには新しい希望が宿っているの

ような自分になれなければ真の夫に侍ること

です。（二五－九七）

もできないし、真の息子をもつこともできな
いのです。女性は真の妻となって一家庭の主

わが国（韓国） に四千万の国民が住んで

婦として夫と百年偕老（夫婦になって仲睦ま

いますが子供を愛さない親もたくさんいます。

じく共に老いること）しなければなりません。

彼らの中で誰よりも子供を愛する気持ちを、
十年、二十年以上持続できる父母がいるなら、

お嫁に行くために勉強するなら大学を出た

そこには親孝行の子供が出てこざるを得ませ

人たちはみな百年偕老しなければならないで

ん。息子と娘たちはその父母の顔を見るだけ

しょう。しかし百年偕老する人が多いですか、

で、手を見るだけで、自分たちのために苦労

離婚する人が多いですか。調べるまでもない

したということを知るようになるのです。こ

ことです。文字を一字も知らない者たちがも

のように骨髄から湧き出る父母の愛を感じる

っと長く共に生きるというのです。男性や女

とき、そこからは長い歳月の深い事情が流れ

性が生まれて長い教育期間を経て成熟した人

てくるのです。

格者になるのも、愛の理想的相対者に出会い
幸福な暮らしをするためであるといえます。

このように、子供を国のために貢献させる

最近の世の中では結婚相手に出会うために勉

ことによってその父母は国家的な父母、ある

強するのではないといいますが、結局は素晴

いは世界的な父母になるのです。また皆さん

らしい相対者を得るためのものであり、相対

が父母の願いを叶えてあげようとする心情に

408 * 四百八

천성경

天聖經
Cheon Seong Gyeong
徹して勉強するようになるとき、新しい担い

弟子たちは、その先生が果たせなかった意志

手になるのです。皆さんの中にそのような感

を果たすことでしょう。このように、先生は

情と思いをもてない人がいるとすれば、その

自分の生涯を捧げて弟子たちのために精誠を

人は勉強するといってもまともにすることは

尽くし、父母は自分の価値よりも国家と世界

できません。

の価値を大切に思いながら子供のために精誠
を尽くせば、その先生と弟子とその父母と息

もし父母が子供に「私がお前を愛し、お前
のために骨を祈り、お前のために苦労して汗

子・娘たちは棟梁の器（一国を支える人材）
になることでしょう。（二五－九八）

を流すのは、私を思うよりは、この国をもっ
と愛しなさいという意味からだ」と言う愛国

八 世界とともに生きることのできる教育

の志士の心情をもって教育すれば、そのよう
な父母の下で愛の教育を受けた子供は父母が

宗教は元の教えです。神様の元の教えは人

願う愛国の志士になるために努力することで

類を教え、人類を愛そうというものです。そ

しょう。彼は父母の愛を回想するたびに四千

れ以外にはありません。ですから真の父母は

万民族のことを思うことでしょう。そして民

子女に対して、世界が喜び、神様が喜ぶこと

族のために勉強するでしょうし、自分の民族

を教えてあげます。人倫では、父母を愛し、

が悲惨な目に遭う時は自分の父母以上に悲惨

夫婦同士愛し合い、子女を愛しなさいと教え

さを感じることでしょう。

ます。皆さんは誰のために父母を愛さなけれ
ばならないのか、考えてみましたか。誰のた

しかし、そのような立場にだけ立ったから

めに夫婦が愛し合わなければならないのか、

といって愛国者になるのではありません。そ

誰のために子女を愛さなければならないのか

のような立場に立って成し遂げた土台がなけ

を考えてみましたか。

ればなりません。それでこそ、国民が千年万
年慕うことのできる要因になるのです。そう

愛することに責任を取ってくださる主人公

でなければそれはすべて過ぎ去ってしまいま

を失ってしまった人間です。神様は無限の愛

す。このようなすべての問題を考えるなら深

を語られました。最後に残るものは愛だとお

刻です。皆さんの学校に、どのようなことが

っしゃいました。その愛は神様の愛です。皆

あっても自分の弟子たちに正しい思想を引き

さんは慕うその目的を知らなければなりませ

継がせるために苦労する先生がいるならば、

ん。愛する目的がなければなりません。誰の

彼は大韓民国という国家の運命を心配しなが

ために愛しますか。神様のためです。神様の

ら、皆さんの手をつかんで涙を流し、次のよ

ために愛さなければなりません。

うに勧めることでしょう。
自分のために愛する者は死んでみてくださ
「私のために順応しないで国に対して順応

い、どこへ行くか。皆さんが子供を産んで乳

しなさい。私のために尽くすよりも国のため

を飲ませかわいいと言いますが、誰のために

に尽くしなさい」。このような教えを受けた

かわいがりますか。それは天と地の身代わり
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としてかわいがらなければなりません。この

素晴らしいお母さんたちは子供を胸に抱い

国、この世界のために、神様のためにかわい

て、世界を動かすことのできる善なる存在に

がらなければならないのです。神様の愛に従

なるためには、どのような困難な立場でも耐

った天倫の運勢は世界を越え、天地を包容す

えられなければならないとその子供に教えま

るために動いています。それなのにその縁を

す。それはお母さんたちが、善は滅びないと

通じて生まれた息子・娘を自分のために愛す

いう天理を知っているからです。善は何によ

るならば、それは許されないというのです。

って動くのでしょうか。私のためにではあり
ません。ご飯を食べるのも私のために食べる
のではなく天宙のために食べなければなりま

子供を抱いて乳を飲ませるおばさんたち、

せん。

天と地を身代わりして神様の愛する息子・娘
を抱くという切実な心情で自分の息子・娘を

花嫁を迎えるのも自分のためではなく、み

抱かなければなりません。皆さん、恵みを受

旨のために結婚しなければなりません。世界

けることを願いますか。永生することを願い

を目標にしなければなりません。経験するの

ますか。そうするためには、公的な人になら

も世界を中心としなければなりません。その

なければなりません。子供を教育するとき、

ようにする人は格好が悪く見えても本当に味

自分の息子・娘としてのみ愛してはいけない

のある素晴らしい人です。七十年ないし八十

というのです。世界の人々のための祭物的な

年の瞬きするような人生を過ぎれば永遠に生

息子・娘として愛する父母にならなければな

きる道があるのに、人間はそれを知らずに生

りません。そして、子供を胸に抱いて乳を飲

きています。永遠に生きる世界の時間圏内に

ませる時にはこの地球上の人類を代表した母

入ってその世界と連結させることのできる道

の立場で、人類を代表した赤ちやんに乳を上

を知れば、その永遠は私のものになるのです。

げるという心で与えなければなりません。そ
して自分の子供にだけかわいいといって乳を

ご飯は栗飯を食べ、服はたとえ見すぼらし

飲ませるのではなく、他人の子供にも自分の

い風呂敷のようなものをまとっていたとして

子供だという心情で対するお母さんになって

も、世界を中心として「昔、家がこうだった

ください。

時、このような人はこのように生きてこのよ
うになった」と言うことのできる、幅広く絶

そのようなお母さんの乳を飲んで育つ赤ち

え間ない話題をもっている人が住んでいる所

やんたちは必ず偉大な人物になることでしょ

ならば、そこにいる子供たちは優秀な人にな

う。すぐにはならなかったとしても、一代二

るというのです。（祝福家庭と理想天国Ｉ－

代を経ていくうちに必ずその後孫の中に世界

一〇四七）

を動かすことのできる人物が生まれることで
しょう。これが公式です。そのようになるの

第十章 復帰すべき人類の真の家庭

です。

一 神様の救援摂理の目的
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神様の一番必要なものが何かが問題です。

す。神様の真の愛を中心として血統的な因縁

神様を何と言いますか。神様は真の愛の王で

をもつことのできる神様の家庭がなかったの

あり主人です。もしも、真の愛の王であり、

です。

新郎であられる方が神様ならば、相対者にな
る皇后が必要だということが絶対的原理なの

堕落した父母によって、偽りの愛と偽りの

です。では神様という絶対的なお方の前に真

生命と、偽りの血統の因縁を結ぶことによっ

の愛の相対になれる方が誰なのかと尋ねてみ

て、私たちの心と体の闘いが起こりました。

ると、それは真の人間です。神様の愛と一体

アダムとエバが怨讐になりました。アダムの

になるアダムとエバだったのです。皆さんは

息子・娘の間に殺戮戦が起こりました。

お金を必要とし、知識を必要とし、権力を必
要としますが、妻がいなければすべて無駄な

それゆえ、神様がこのようになったことを

ことです。夫は妻が必要であり、子供が必要

復帰するための救援摂理は復帰摂理なので、

です。妻は夫が必要であり、子供が必要なの

失った真の心と体が一つになった息子・娘と

です。そのような愛の対象が暮らす場所が家

して絶対的に一つになる夫婦、息子・娘が絶

庭という所です。

対的に神様の真の愛を中心として完全に一つ
になり、神様と永遠に共に暮らすことのでき

良心の欲望をいっぱいに満たすことのでき

る真の家庭を築き、新婦宗教格であるキリス

る愛の主体である神様に侍り、その神様の愛

ト教と連結させ神様と結縁関係を結ぶことに

の相対である男性と女性が一つになり、その

よって、神様の真の愛に統一される家庭、氏

愛の中で息子・娘をもち、幸せに暮らすこと

族、民族、国家、世界を再び編成しなければ

のできるその家庭で、神様の真の愛を中心と

ならないのが神様の救援摂理の完成なのです。

した地上天国の初出発の基地とならなければ

（祝福家庭と理想天国Ｉ－八〇）

ならないのです。私たち人間も、愛する対象
が自分より何千万倍、無限大の価値ある存在

神様が宗教を立てた目的は何でしょうか。

として現れるのを願うのと同じように、神様

神様が一番愛する息子・娘、神様の骨と肉を

も自分の愛する相対が無限の価値ある存在に

一つにでき、そのような愛する息子・娘を中

なることを願われるのです。そのような人が

心とした愛する家庭、氏族、民族、国家を形

真の人間なのです。皆さん！ そのような男

成することが神様のみ旨だと言わざるを得な

性と女性が堕落しないで完成しなければなら

いということを皆さんは、はっきりと知らな

ないのが、まさにアダムとエバだったという

ければなりません。次に、メシヤはどのよう

事実を知りませんでした。（祝福家庭と理想

な方なのかということを、皆さんは知らなけ

天国Ｉ－七九）

ればなりません。

堕落によって神様は、アダム家庭の真の母

永遠な神様の真の愛を根にして、初めて地

と息子・娘をみな失ってしまいました。神様

上に来られ、すべての宗教が願う理想を完成

が所有できる真の息子・娘がいなかったので

する方が再臨のメシヤだということを私たち
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は知らなければなりません。そうして真の父

堕落はどこから始まったのですか。家庭で

母になり、失ってしまった真の愛を中心として

堕落したというのは何をしたのですか。善悪

真の生命と真の血統を全地上に理想家庭として

の実を取って食べたのですか。家庭的に堕落

立てようとするのが、神様の救援摂理の目的で

するというのは愛以外にありません。善悪の

した。（祝福家庭と理想天国Ｉ－八〇）

実を取って食べて堕落しますか。善悪の実を
取って食べて原罪が生じますか。父親が善悪

二 サタンの所有物になったアダム家庭

の実を取って食べたことが罪だというのです
が、何千代何万代後孫が罪人になる善悪の実

アダムとエバが堕落することによって、神

とは何なのでしょうか。これは血統的関係で

様は彼らを真の人類の祖先として、人類の父

す。血統的に罪の根を植えておけば、遺伝の

母として、ご自身の息子・娘として対するこ

法則によって永遠に続くのです。そうであり

とができなくなってしまいました。アダムと

得るのは愛の問題だけです。過った愛が堕落

エバは神様の前に掛け替えのない息子・娘で

の原因です。

あったにもかかわらず、神様が息子・娘とし
て対することのできない位置に立ってしまっ

不倫な淫行関係によってエバは天使長と一

たのです。神様はまた、アダムとエバが成人

つになり、アダムもまた、天使長と一つにな

したのちには夫婦として祝福し、慰労の対象

ったエバと一つになることによって、アダム

にしようとされました。ところが彼らは、息

とエバは結局神様を中心にしたのではなく天

子・娘としての慰労の対象になれないのはも

使長を中心にした夫婦関係を結び、家庭を築

ちろん、新郎・新婦としても慰労の対象にな

くようになったので、アダムとエバの後孫で

れませんでした。

あるすべての人間はサタンの血を受け継ぐよ
うになったのです。

神様も願われた所願が大きいゆえに、彼ら
に無限なる価値を賦与し、眺められたのです

したがって、本来のアダムとエバの息子は

が、彼らが堕落することによって、神様は彼

神様の長子、次子にならなければならなかっ

らから、子女として慰労してくれる心情を感

たにもかかわらず、エバが不倫な情で天使長

じられず、新郎・新婦として、すなわち夫婦

と関係を結んだため、神様の息子である長子

として慰労してくれる心情を感じられなかっ

と次子はサタンの所有物になってしまったの

たのです。神様はアダムとエバが未来に希望

です。

ある祖先として、すべての人類の前に一つの
王として、神様の前に忠孝の道理を立てる立

本来、創造理想の中では愛は所有を決定す

場に立つことを願われたのです。しかしなが

るようになります。愛の関係を結べば、その

らこのような願いをもつ神様の前に、彼らは

愛を中心に主体と対象は必ず互いの所有権を

慰労の対象となることができなかった事実を、

もち合うようになるのが原理です。したがっ

皆さんは知らなければなりません。（祝福家

て、この原理的な基準でよく見るとき、エバ

庭と理想天国Ｉ－三二七）

が天使と不倫なる愛の因縁によって堕落する
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ようになったので、エバの後孫として生まれ

し出さなければなりせん。しかし、個人的な

る人間の所有権は天使長であるサタンにある

神様の息子、家庭的な神様の息子を探し出そ

ようになったのであり、サタンはその所有権

うとするなら、人類はどれほど苦労すること

を堂々と主張できるようになったのです。

でしょうか。そこで神様は、国家的基準の息
子圏を代表したメシヤを送られたのです。

アダムとエバが堕落することによって神様
の創造理想は成就されず、むしろ堕落した父

ですから、人間たちがこのメシヤを迎える

母になったことによって、原罪のある子女を

日には、個人的な神様の息子、家庭、氏族、

繁殖するようになりました。そして堕落した

民族、国家的な神様の息子まで探し出すこと

アダムとエバの家庭を中心にして氏族、民族、

ができるのです。このように、神様の国家的

国家、世界へと発展してきたのが人類歴史な

な息子まで探し出すことができるという喜ば

のです。それゆえに堕落以後今日まで、神様

しい知らせを伝えてあげるのが、メシヤの降

の本然のみ旨を完成した立場に立った真の父

臨だということを、皆さんは知らなければな

母の理想が残されてきたのです。そして真の

らないのです。

父母を中心とした真の家庭と真の氏族、民族、
堕落の因縁をもって生まれた私たちは、サ

国家、世界は今でも理想として残っているの
です。（祝福家庭と理想天国Ｉ－三二五）

タンの讒訴条件を超越することができる、神
様の息子に出会わなければならないのです。
神様の息子に出会ったのちは、父母に出会わ

三 堕落人間の願い

なければなりませんっ皆さんは、堕落した父
人間始祖アダムとエバは、堕落することに

母はもちましたが、堕落していない真なる父

よって堕落の血統をつくってしまいました。

母はもつことができませんでした。それで、

彼らは神様が願う本然の理想世界、堕落して

神様が愛することのできる真なる父母を探し

いないその世界で神様と一体となり、神様の

出さなければなりません。次に父母の家庭を

直系の血統を受けて息子・娘を生むべき真の

探さなければなりません。

父母の立場になれず、サタンと因縁を結び、
死んだ子供を生んだサタンの魁首になったの

父母の家庭を探し出したのちに、神様の愛

です。ですから今日人類は、すべて偽りの父

を探さなければならないのです。そして、神

母に出会ったのです。ゆえに偽りの父母の血

様の愛を探し出したのちには、神様に出会う

統を否定し、真の父母に出会わなければなり

のです。このように、堕落人間は、神様を中

ません。

心として兄弟を探さなければならず、父を探
さなければならず、母を探さなければならず、

堕落人間の願いは、神様の息子に出会うこ

私の家、私の故郷を探さなければなりません。

とです。カインの息子として生まれた無念さ

このような道を歩いていかなければならなか

をもって嘆息し、神様の真の息子を探し、さ

ったのが、この地上の人類だったという事実

まよっています。私たちは、神様の息子を探

を皆さんは知らなければなりません。
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それで、神様の愛を受けられる父母と、神

ようとされました。それが、再びアブラハム、

様の愛を受けられる息子・娘が、神様の愛を

イサク、ヤコブを経て、モーセの時代に移り、

中心に互いに愛し合う家庭を築くようになれ

イエス様につながれ、私たちの時代まで来た

ば、「家和萬事成（家和して万事成る）」と

のです。ですから、復帰摂理の最終目的は、

言うことのできる環境において、愛の歌を歌

失ったアダム家庭を捜し立てることです。

いながら、自動的に栄えることができるとい
今まで、神様は何を捜してこられたのでし

うのです。そうなれば、自動的に神様の愛を

ょうか。主体を捜してこられたのではありま

中心とした民族が形成されるのです。

せん。理想的な対象を捜してこられたのです。
ところが、アダムがそのような家庭を失っ

神様を模範として、造られた世界の内外の内

てしまったので、宗教を通じてそのような家

容を備えているものを捜してこられたのです。

庭の基準を探さなければならないのです。家

このような結果的な一つの基点は何でしょう

庭を探し出さなければ氏族や民族、国家、世

か。家庭です。家庭よりも宇宙を代表できる

界は探し出すことができないのです。

ものはないのです。

歴史全体が何で帰結されるのかといえば、

人間の理想、願い、希望は何かというと、
次のように結論づけることができるでしょう。

物質と子女と父母、さらに家庭を基準として

第一に、神様を私の父として侍ることが最大

帰結されるのです。これが宇宙の根本です。

の希望であるというのです。第二に、神様の

父母がいなくては子女が生まれることができ

愛を受ける息子・娘になることであり、第三

ません。父母から生まれた子女が父母を中心

に、神様が所有しておられるものすべてを相

として万物を主管しなければなりません。こ

続することです。それ以上大きな人間の願い

れがすべて一遍に作用されるのです。

はあり得ないのです。（祝福家庭と理想天国
結局、神様が六千年の間復帰摂理をされた

Ｉ－四八〇）

のは、何を捜し出すためだったのでしょうか。
四 復帰の最終目的はアダム家庭を復帰する

一つの国を捜し出す前に、あるいは民族と教

こと

会を捜し出す前に、何を捜し出さなければな
らないのでしょうか。家庭です。つまり、ご

復帰の目標は、アダム家庭復帰にあります。

自分の相対を捜し出し、家庭を捜し出すこと

神様は、アダムとエバが堕落するとすぐに救

でした。一つの国が形成されるためには、家

援摂理を始められました。しかし、カインが

庭がなくてはならないのです。ゆえに、全体

アベルを殺害し、アダム家庭を中心とした救

の根本が何かといえば家庭です。

援摂理は、ノア家庭に移されました。神様は、
ノア家庭を中心として、世界のすべての人々

人類の祖先であるアダムの家庭が破壊され

を洪水審判で滅亡させ、サタンの侵犯条件を

たので、これを復帰しなければなりません。

越えた家庭を立て、地上摂理の基盤を構築し

イエス様は堕落しなかったアダムとして来ら
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れなければなりません。ですから、イエス様

五 イエス様がなさるべき家庭の復帰

は第二のアダムとして来られた方です。人類
の最初の祖先であるアダムは堕落した祖先と

イエス様は、何をしに来られたのでしょう

なったので、神様は本然のみ旨を立てるため

か。家庭を探しにこられました。救いの歴史

に、堕落していない真の祖先としてイエス様

は、復帰歴史です。病気になれば治さなけれ

を送られたのです。そういう真の祖先を中心

ばならないのです。イエス様は、堕落した人

に、アダム家庭を捜し出さなければなりませ

間を救うために来られました。では、救いと

ん。聖書を見れば、人類始祖が堕落したとな

は何でしょうか。家庭を失ったので、それを

っています。

もう一度探し出すことです。もう一度探し出
そうとすれば、どうすべきでしょうか。失っ

では、その始祖が堕落する時、一人だけで
堕落しましたか、二人が堕落しましたか。

た本来の場所に帰らなければ探し出すことは
できません。

（二人とも堕落しました）。それが問題です。
堕落したとしても、一人だけで堕落したとい

では、どうして人間が家庭を探し出さなけ

うなら問題は簡単です。一人だけで堕落した

ればならないのでしょうか。イエス様は、ど

とすれば、神様は創造の神様でいらっしゃる

うして家庭を探しにこなければならないので

ので、もう一度造ることができるのです。

しょうか。それは本来の家庭を失ってしまっ
たからです。病気になったので、病気を治さ

なぜ家庭から出発するのですか。すべての

なければなりません。つまり、堕落したので、

事件が家庭から広がったからです。つまり、

復帰しなければならないのです。（祝福家庭

アダムとエバの家庭から始まったのです。神

と理想天国Ｉ－四八四）

様を失ったのも、天使世界を追放したのも、
万物世界を失い、人間の価値を失い、人間の

神様は、原理・原則に従って運行される方

愛を失ったのも、すべてアダム家庭で男性と

であられるということを知らなければなりま

女性が過って出会ったからです。

せん。

今日まで宗教団体、特にキリスト教が目標

アダムを失ったため、サタン世界からもう一

とし、信仰してきた個人の救いは、完成では

度捜してこなければなりません。アダムが過

なく、第一段階の始まりにすぎない原初的な

って、夫の役割を遂行できなかったため、ア

救いなのです。救いの目標は、家庭の救いを

ダムはエバを支配し、治めることのできる位

単位とするのですが、その家庭の救いの基盤

置にいたにもかかわらず、エバをサタン世界

というのは、世界を指導でき、世界の救いま

に奪われました。それで、サタン世界からも

で責任を負える家庭のことをいうのです。そ

う一度捜してこなければならないのです。

のような心情圏が確立された家庭を築くこと
が、信仰生活の最高の理想にならなければな

ですから、エバを再び捜してくるなら、闘

りません。（祝福家庭と理想天国Ｉ－四八四）

わないですむでしょうか。国の基盤から教会
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の基盤、氏族の基盤、家庭の基盤を神様は準

かれましたか。神様の家庭は築かれませんで

備されました。そうしてヨセフ家庭を立てら

した。イエス様はこのような神様のみ旨を知

れ、ザカリヤ家庭を立てられました。それゆ

っておられたし、また信じました。しかし、

え、ヨセフ家庭のイエス様と、ザカリヤ家庭

ユダヤ民族の不信で、イエス様のためのイス

の洗礼ヨハネが一つになったならば、短い期

ラエル民族の四千年歴史の基盤とユダヤ教が

間に神様のみ旨が成されたはずです。

崩れ、イエス様は十字架で惨めに亡くなられ
ました。

洗礼ヨハネがイエス様を信じたならば、ど
うなったでしょうか。また、洗礼ヨハネの妹

このような胸が詰まるイエス様の事情を今

を、イエス様が新婦に迎えていたならば、ど

まで誰が知っていましたか。誰も知りません

うなっていたでしょうか。み旨は成就できた

でした。今日、この文という人が、このよう

はずです。こう言えば、キリスト教徒たちは、

な話をしてあげるので皆さんが知るようにな

すぐさま反対するでしょう？ 大変なことに

ったのです。これが事実ならば、イエス様が

なったと大騒ぎすることでしょう。しかし、

どれほど喜んでおられるでしょうか。新郎に

いくら反対してみても・・。皆さんが、今反

なられたイエス様が、新婦になられる真の母

対していますが、霊界に行ってみれば、レバ

を探し立てなければ、神様の家庭完成は不可

レンド・ムーンがうそを言わなかったことが

能です。イエス様の家庭が築かれない限り、

分かるはずです。

神様のみ旨は永遠に成されないのです。

神様を中心とした家庭を復帰できなければ、

元来、アダムとエバが、実体の父母として
一体となり、神様の創造理想である家庭の完

国も探し出せないし、世界も探し出せないの

成、すなわち愛の家庭理想を完成しなければ

で、イエス様も、この地に来て、神様が愛す

なりませんでした。ところが、これができな

る家庭を築こうとされました。ですから、一

かったので、それを完成させるために、イエ

人の新郎として、新婦を探し出さなければな

ス様が来られなければならなかったのです。

りません。一人の男性を中心として、真の父

そして、イエス様が来られ、新郎の位置で新

母も現れ、真の夫婦も現れ、真の兄弟も現れ

婦を迎えなければならなかったのです。そう

ることができるので、これを決定的に成すと

して、神様の愛と一つとなり、エデンの園で

預言したのが、小羊の婚宴の時に新郎・新婦

堕落せず完成できた本然のアダムの位置を復

を迎えようというのです。（祝福家庭と理想

帰し、その愛で結ばれれば、誰も二度とは堕

天国Ｉ－四九〇）

落させることができないのです。
六 再臨主を中心とした家庭の復帰
神様のみ旨が何かと言えば、男性完成の基
復帰の家庭とはどのような家庭でしょうか。

準と女性完成の基準を立てておき、アダムと
エバが神様の愛を中心として、神様の家庭を

歴史的な願いの実体です。神様は、今まで六

築くことでした。ところが、神様の家庭は築

千年の間、この一つの家庭を探し出すために
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摂理されました。この歴史的な願いの実体は、

方です。その方が再臨主です。その再臨主が

どこで築かれなければならないでしょうか。

来られて、家庭を築かなければならないのです。

とりもなおさず、この現世の、現実社会で築

今日、私たちの恨みは何でしょうか。アダムと

かれなければなりません。未来に築かれては

エバがエデンの園で真の父母として真の家庭を

なりません。これが歴史的な願いの基準であ

築き、歴史を出発できなかったことです。

り、現世万民の願いの基準です。人類の過去、
現在、未来の願いの基準です。人間として生

これは人類の恨みである前に神様の恨みで

まれ、行き来した数多くの聖人、賢哲たちも、

す。神様が人間をお造りになった目的は、そ

この家庭を慕いました。

のような家庭を立て、この地上に平和の王国
を創建することでした。それにもかかわらず、

再び来られる主が、新婦を迎えることによ

その家庭が壊れることによって、神様は六千

って、初めて復帰の家庭という言葉が現れま

年という長い歳月の間、恨みを抱き、復帰の

す。再び探し出さなければならない復帰の家

歴史を繰り返してこられたのです。その過程

庭、それは人類が願う家庭です。六千年の歴

で、数多くの恨みの峠を限りなく踏み越え、

史の中で、信じて現れた数多くの宗教指導者

今までの歴史を築いてこられたのを、皆さん

たちが、数多い怨讐の執権者たちや為政者た

は知らなければなりません。そのような歴史

ちに犠牲にされながらも、懇切に願ったのは、

に責任を負い、解決するために来られる方が、

主が来られ、自分たちの恨みと怨讐に報いて

再臨主です。では再臨主は何をしなければな

もらうことでした。

らないのでしょうか。家庭を築かなければな
りません。家庭を築くのも、空中でではなく、

しかし、彼らの怨讐を討つにしても、主お

地上で築かなければなりません。そうしてこ

一人ではできません。一人でできるのであれ

そ、そこから氏族が現れ、民族が現れ、国家

ば、既にやったでしょう。ですから、天の家

が現れ、世界が現れるのです。

庭が現れなければなりません。天の家庭が編
成され、地上に新しい足場を築くのです。そ

来られるイエス様は、必ず神様が願われる

うして、心情のダイナマイトをもって、サタ

家庭を立てなければなりませんが、その家庭

ン世界を爆破しなければなりません。（祝福

は真の家庭でなければなりません。今まで人

家庭と理想天国Ｉ－四九四）

類は、真の愛を追求してきました。いずれに
せよ偽りの愛の形態は、家庭や社会をだめに

復帰の家庭といいますが、その復帰された

するのです。ですから、万民が共有できる神

家庭の中心に誰がなるのでしょうか。神様が

様の愛を中心とした、人類全体が願う最大の

お捜しになる真なる息子・娘によって築かれ

愛を中心とした、一つの真の家庭が出現しな

た一つの家庭が、神様の創造目的ですから、

ければなりません。

その家庭の中心は、神様の本当の息子・娘で
なければなりません。では誰でしょうか。こ

そのような家庭が現れなければ、氏族を編

の宇宙を相続できる全権をもってこられるお

成することができないのであり、そのような
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民族が現れなければ、国家や世界を築くこと

ですから、今までの宗教は、独身生活を強

はできないのです。それゆえ、神様が人類の

調しましたが、統一教会は家庭を重要視する

前に提示された救いの摂理で、人間が対し得

のです。家庭を中心として行くのです。その

る最高の基準と、神様として願われる最高の

家庭は世界のための家庭であり、神様のため

理想的基準点は、家庭にあると見るのです。

の家庭です。これが、統一教会の信徒たちが

（祝福家庭と理想天国Ｉ－四九四）

行くべき道であり、今後、皆さんが生活して
いくべき道であることをはっきりと知らなけ

七 統一教会は本然の真の家庭を探すために

ればなりません。（祝福家庭と理想天国Ｉ－

ある

四八五）

歴史時代のすべての宗教は、今まで何をし

法を超越し、制度を超越し、環境のすべて

てきたのでしょうか。今まで、男性一人を再

の背景を超越し、自分も超越し、永遠に共に

び探してきたのです。今までの宗教は、相対

いたい因縁を結ぼうというのが父母の愛であ

の因縁を許しませんでした。新しいものを許

り、夫婦の愛であり、子女の愛なのです。

しませんでした。そのように進んでいけば滅
びるようになります。けれども、一人を探し

これを無視した社会制度はあり得ないし、

てくる歴史時代において、男性を見つけ出し

これを無視した国家は形成され得ないのです。

たということのできる基準まで行くようにな

ですから、統一教会は個人教会を願うのでは

れば、そのあとには女性を探し出さなければ

なく、家庭教会を願うのです。統一教会は、

なりません。ゆえに統一教会は何をする所か

個人の救いを願うのではなく、家庭の救いを

と言えば、家庭を探し出す教会です。

成就しようというのです。統一教会はこの点
が違います。

今までの宗教の目的は、個人を教うことで
した。しかし統一教会は、個人の救いよりも

すべての人間たちが、最後にもつべき共同

家庭の救いを目的としているのです。救うの

的な目標であり、行くべき共同的な関門は何

も家庭を救い、天国に行くのも、一人では行

でしょうか。国でもないし、世界でもありま

かないというのです。統一教会の救援観は、

せん。共産主義世界でもなく、民主主義世界

夫は天国に送り、妻は地獄に送ろうというも

でもありません。共産主義世界がある前に、

のではありません。二人とも天国に行こうと

本然の家庭がなければなりません。また、民

いうのです。また、お母さんお父さんを地獄

主主義世界がある前に、民主主義世界を創建

に送るのではなく、お母さんお父さんに侍り、

できる、本然の家庭がなければなりません。

また息子・娘も連れて天国に行こうというの

それでは、今までここに対する秩序がどこに

です。統一教会は、自分が愛する家庭、自分

あり、ここに対する教育がどこにあり、ここ

が愛する氏族までみんな連れて天国に行くこ

に対する目的、基準がどこにあったでしょう

とのできる道理を教えてくれる宗教なので、

か。このような決定的基準が、この地上に現

他の宗教とは次元が違うのです。

れなかったというのです。これが現れる前に
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この真の家庭主義の代表者は、神様の真の

は、平和の王国、平和の理想国家、平和の国

息子でなければなりません。彼は、神様の心

はあり得ないのです。

情的なすべてのことを相続する内情的相続者
ですから、私たちが願うのは、このような

であり、外形的相続者、そして万物所有権の

理想的家庭、本然の家庭、生きるべき家庭、

相続者にならなければなりません。言い換え

出会うべき家庭、探し出すべき家庭が、この

れば、神様の心を相続できるお方であり、体

地球上に必ず現れ、人類歴史と共に、運命を

を相続できるお方であり、万物を相続できる

共にできる一時が来ることです。そうしてこ

お方でなければならないのです。そのような

そ、地上に対する神様の摂理が成就されるので

息子であってこそ、神様の代身者になれるの

あり、安息の福地、安息の巣が出発するという

です。

のです。（祝福家庭と理想天国Ｉ－四八八）

その息子が来られてこそ、初めて天国が築
かれるようになります。真の家庭主義とは、
私たち統一食口の願いは何でしょうか。復

どのような主義ですか。真の家庭主義とは、

帰の家庭になることです。私たちの願いもこ

神様の愛の主義です。筒単でしょう。愛がな

こにあり、アメリカの平和の起源もここにあ

ければ、いくら世界一だと腹を出して歩いて

り、天上天下の幸福の基点もここにあり、一

も、その人は不幸な人です。そうですか、そ

つの摂理の基点もここにあります。天と地が

うではないですか。真の家庭主義は、父母が

ひっくり返る天地開闢の基点もここにあり、

行けば、息子・娘は父母の後を永遠について

すべての人生の価値の根源もここにあり、願

いく主義、また、兄さんが行けば、弟が永遠

いの出発もここにあります。すべてここです。

についていく主義、弟が行けば、兄さんが永

では、復帰家庭の中心は誰でしょうか。真の

遠についていき、兄さんの国があれば弟の国

祖先です。真の祖先は、真の父母です。（祝

もついて行こうというのです。（祝福家庭と

福家庭と理想天国Ｉ－四九六）

理想天国Ｉ－五〇一）

神様の愛の主義は、どのような主義でしょ
うか。国境を超越し、このすべての平面的な

八 真の家庭主義と真の父母宗教

世界を超越し、互いに授け受ける場合におい
堕落した父母の因縁で、神様から離脱した

て、互いがまず与えよう、受けることは後に

伝統を受け、この世界がこのありさまになり

しようとする主義です。そのような主義の世

ました。ですから、真の父母が来られて、新

界が、今後来る理想世界です。

しい主義を立てなければなりません。それは
どのような主義でしょうか。世界主義でしょ

理想世界は何か大きな権勢をもって「この

うか。天宙主義でしょうか。真の家庭主義で

野郎」と怒鳴りつける世界ではありません。

す。真の家庭主義が現れなければ、世界主義

理想世界というのは、自動的に心が動いて神

が現れ得ません。

様の愛に和することができる、万民兄弟主義
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の世界です。今後、そのような世界になるで

いっても、そこに酔って生きるのではなく、

しょう。これからは家庭救世主の宗教が現れ

それを忘れ、いつでも神様の愛に酔って生き

なければなりません。それが真の父母主義で

られる、そのような家庭です。

す。真の父母の宗教です。
息子のものは父母のものであり、父母のも
真の父母の宗教というのは、四位基台を成

のは神様のものとして、そっくりつなぐこと

す真の父母の生活宗教です。そうなれば、お

ができなければなりません。天宙主義とは、

父さん、お母さんがその家庭の息子・娘の救

どのような主義でしょうか。真の父母主義で

世主になるのです。

す。結局、この二つの主義は父母の主義です。
これはわが家主義であり、わが国主義であり、

皆さんが、黙示録の一番後ろを見れば、復
帰歴史が出ています。ですから聖書は偉大だ

皆さん個人の主義です。（祝福家庭と理想天
国Ｉ－五〇三）

というのです。このような復帰の原則があっ
たので、聖書の終章に復帰の内容を入れるよ

第十一章 家庭は永遠の幸福の土台

うになったのです。ヨハネの黙示録第二十二

一 家庭はなぜいいのか

章十七節を見ると、「御霊も花嫁も共に言っ
た、『きたりませ』。また、聞く者も『きた

家庭はなぜいいのですか。家庭では、愛を

りませ』と言いなさい。かわいている者はこ

互いに授けて受けることが自然にできる基盤

こに来るがよい。いのちの水がほしい者は、

になっており、栄えることができるからです。

価なしにそれを受けるがよい」と記録されて

それゆえ、人は自分の故郷がなつかしく、父

いますが、花嫁、御霊が何であるか分かりま

母と兄弟がいる所を恋しがるのです。（三八

すか。

－二三八）

花嫁は、主の妻になるのであり、御霊は霊

家庭はいい所です。なぜいいのでしょうか。

的なものなので、ここから霊肉が合わさった

お母さんとお父さんがいていい所であり、お

母が現れなければならないのです。イエス様

姉さんとお兄さんがいていい所であり、弟と

は人類の父として、男性なので女性の中から

妹がいていい所であり、親戚がいていい所で

母を探し出し、新しい世界へと救わなければな

す。ですから人間なら誰でも本郷の地、故郷

りません。これを、キリスト教徒たちは知りま

に対してなつかしい郷愁の心情をもっている

せん。教えてあげるといっても嫌だといい、か

のです。国よりも故郷をもっと考えます。大

えって異端だというのだからあきれるでしょう。

韓民国に住みながらも懐かしい所は故郷です。

（祝福家庭と理想天国Ｉ－五〇二）

（二三－一五一）

天宙主義とは何でしょうか。家庭について

皆さん！ 家庭がなぜいいのですか。それ

いえば、「私」が住んでいる家庭に、金銀財

は父母の愛を中心として自由運動の価値にな

宝が天下をぎっしり埋めても余るほどあると

るからです。同じように神様が自由に活動で
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きなければなりません。どんなに見た目には

きる最も近い立場にいるからです。その次は、

みすぼらしくても、光る愛の核をもった内的

愛する夫と妻になるでしょう。その夫と妻の

な人間が成し遂げた社会になれば、神様は自

愛は、ある条件的な愛ではなく無条件的な愛、

由です。皆さん、そうではありませんか。ど

この愛は、たとえ絶対的に天が下さった永遠

の家でもお客様として行けばお金持ちのよう

の愛と密接な関係ではなくとも、夫婦間の相

でしょう。なぜそうですか。それは愛の因縁

対的関係から結ばれる愛になるならば、その

がないからです。愛の因縁が四方性を備えら

愛がその家庭に幸福と和睦をもってくる最も、

れないので、ぎごちないのです。ですから、

よいものではないだろうかとみるのです。

私たちが行くべき道は人格の道です。
その次は、父母に対する子供の愛、父母の
一つの家庭を中心として、一番いいものは

ための子供の愛です。絶望ではなく、あすの

何かというとき、一番いいものは皆さん自身

望みとして芽生えることのできる理想的な環

で決定することではないのです。それでは、

境を慕いながら、肯定的な姿勢で子供が父母

家庭の最上の価値は何でしょうか。父母です。

のために犠牲になり、愛することができるなら、

皆さん一個人を見ても、皆さんにとってあら

その子供の愛は、その家庭の幸福のための純粋

ゆる権力や知識、または名誉やお金が貴重な

で真実な価値としての愛となるでしょう。

ものになるかもしれませんが、そのあらゆる
ものよりも、もっとも大切なものは「父母」

このように父母の真の愛と夫婦の真の愛、

以外にはないのです。次には、皆さんの妻や

そして子女の真の愛が完璧に具備された家庭

夫になるでしょうし、また次には、皆さんの

があるなら、その家庭は私たち人間世界の中で、

子女になるでしょう。

最も理想的な家庭だと言わざるを得ないでしょ
う。（祝福家庭と理想天国Ｉ－九一四）

事実、皆さんの家庭で皆さんの父母や妻、
そして子女たちよりもさらに大切にしている

二 家庭は永遠なる幸福の基盤

ものがありますか。ないのです。では、なぜ
父母がいいのでしょうか。そして、また夫と

人間の生活で、ある人を幸せな人だという

妻、そして子女がなぜいいものになるのでし

とき、何を基準として幸福といいますか。外

ょうか。「愛」があるからです。父母の愛、

的にある能力、権勢、権威を備えたなら、幸

これは子供にとって絶対に必要なものです。

福な人だということができますか。そういう

そして兄弟間の友愛などや、子女が父母に対

ことはあり得ません。また、他人がうらやま

してもつ真心も一つの家庭に絶対的に必要な

しいくらいお金があったとすれば幸福な人で

のです。（二二－二九〇）

すか。そうではありません。また世界的な知
識をもっていて、世界を思うがままにできる

皆さん、家で一番いい人は誰ですか。父母

位置にいるとして、彼が幸福な人になること

でしょう？ なぜ父母が一番いいのですか。

ができますか。決してそれだけで人が幸福な

愛を中心として、一生涯関係を結ぶことので

のではありません。（二三－一一）
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ある人がこれくらいなら天上天下にうらや
むものはないといって、幸福をうたうとして

には、人間を離れた場では、そのような理想
があり得ないというのです。

も、そのような外的なものは幸福になり得ま
せん。幸福を見いだす条件にはなり得ますが、

人間とともに関係を結んでこそ、その一致

幸福それ自体にはなり得ないのです。それで

点をもたらすことができるのです。私たちが

は何が決定すれば、幸福を感じることができ

家庭で、情緒的なすべての内容を備えた立場

るでしょうか。愛する父母がいて、夫婦がい

で幸福を感じるのと同様に、神様もやはりそ

て、子女がいなければなりません。これはど

のような立場で幸福を感じられるのです。

この誰も否定できません。ここにその一つだ
けでもなければそこに該当する比例的な悲し

幸福はどこから来るのでしょうか。鼻歌を

みを感じるでしょうし、比例的な不満がその

歌いながら迎えることのできる、そのような

胸の中に残されざるを得ないでしょう。（祝

環境はどこから来るのでしょうか。家庭から

福家庭と理想天国Ｉ－九一三）

来るのです。家庭の幸福は、情緒的に問題が
あれば成され得ません。また心情、愛がなく
ても、成され得ないのです。父母の前に子女

この地のすべての人間が、幸福の基盤は家

がいないときには、その父母の幸福はあり得

庭だと一般的に感じています。家庭には父母

ません。子女に父母かいなくても、子女の喜

がいなければなりません。世の中では父母か

びはないのです。あるいはある男性がいれば、

いない子供は孤児と呼ばれ、その孤児はかわ

相対たる女性がいなくてはならないでしょう。

いそうな人として扱われます。家庭には父母

女性も同様です。

がいると同時に夫婦の因縁があります。父母
がいないのもかわいそうなことですが、夫婦

ある夫婦がいれば、その夫婦の願いは、彼

で片方がいないのもかわいそうなことです。

らの主体と対象の関係をおいて、より高い次

どんなに愛おしく暮らした夫婦だといっても、

元で愛を維持することです。そして、夫婦の

愛する配偶者を失うときは、この上なく悲惨

前には必ず子女がいなければなりません。そ

で不幸になるのです。それだけでなく、夫婦

うしてこそ一つの家庭が築かれますが、上に

が子女を身ごもることができなければ、それ

は父母がいて、下には子女がいなければなら

もやはり不幸でないわけがありません。三三

ず、また夫婦がいなければなりません。この

－一一）

ようにして、一つの家庭は縦と横に一つとな
らなければならないのです。それでは、誰を

家庭には必ず父母がいて、妻子がいなけれ

中心として一つとなるのでしょうか。

ばなりません。そうしてこそ、その家庭が幸
福の土台となるのです。神様が人類を探し求

人間だけでは不可能です。人間だけでは、

めてきた目的も、神様ご自身の幸福を模索す

より高い価値を追求することができないので、

るためであることに間違いありません。それ

絶対的な愛の主体がいるなら、その主体を中

ゆえ、神様ご自身が幸福の土台を探し求める

心として、父母は一つとなることを願うでし
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ょう。そこで、夫婦と子女がその主体を中心

成の基本単位です。天国は一度行ってみれば

として愛で一体となった場が、幸福の場であ

帰りたくないし、十遍、百遍会っても、また

り、望みの場となるでしょう。すべてのこと

会いたいその方がおられる所です。

を一つに帰結させ、より価値的で、刺激的な
面で統括させなければなりませんが、それは、

万民共通にそこに行きたがり、その方に会

私たち人間の愛だけではいけないのであり、

いたがり、その方と共に暮らしたがるなら、

絶対的な立場でこそ可能なのです。（祝福家

世界は統一されるでしょう。しかし、それは

庭と理想天国Ｉ－九一三）

一度に成されるのではありません。まず個人
の基台が立ち、その次に家庭の基台が立ち、
その次に民族、国家、世界に伸びていかなけ

三 家庭は天国完成の基本単位

ればならないのです。（祝福家庭と理想天国
私たちの家庭と天国は、類型のようなもの

Ｉ－九四二）

です。私たちの家には父母がおり、夫婦がお
り、子女がおり、兄弟がいます。私たちの家

天国はどこにあるのでしょうか。空中から

は愛で一つにすることができます。ここでは

どさっと落ちてくるのではなく、お父さんと

統一が成され、生命が連結され、理想を実現

お母さん、そして子供の間に授け受ける、そ

させることができます。ですから皆さんは、

の生活的な舞台を育て、またその中にあるす

夫婦の愛を尊重でき、父母の愛を尊重できて

べての被造物を私たちの生活に利用し、私たち

こそ、天国に行くことのできる資格者となり

の理想の条件に利用する面白み、その面白みを

得ます。

一〇〇パーセント享受することのできる所が天
国です。（祝福家庭と理想天国Ｉ－九四五）

祖父母は父母の前に愛を相続させてあげて
います。ここでどの愛を否定しても天国は成

皆さんの家庭は、天の国の主権を代身した

されません。自分たち夫婦同士が愛し合う以

立場であることを知らなければなりません。

上にお母さんとお父さんを愛し、自分のお母

父母は主権を代身するものであり、子女は国

さんとお父さんを愛する以上におじいさんと

民を代身するものであり、物質はその国の地

おばあさんを愛さなければならないという結

を代身するものであるため、父母に孝を尽くす

論です。これがすべての天国の核心となり、

ことが国に忠を尽くすことであり、父母に孝を

理想的モットーとなるのです。（祝福家庭と

尽くすことが聖人の道理を果たす道と通じるの

理想天国Ｉ－九四六）

です。今、家庭があらゆる醜態に満ちたものの
起源となっていますが、神様は家庭が聖なる土

天国の起点は個人でもなく、国家でもあり

台となることを望んでこられたのです。

ません。家庭なのです。それゆえ、イエス様
は新郎・新婦の因縁を尋ね、この地上に来ら

人間たちは、必ず家庭をもたなければなり

れるのです。個人が天国の起点ですか。家庭

ません。家庭を中心として見れば、家庭には

が天国の起点だというのです。家庭は天国完

父母がおり、子供かおり、物質があります。
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それでは、旧約時代、新約時代、成約時代に

イエス様が「私は新郎であり、あなたがたは

おいての縦的な歴史全体を、横的に展開させ

新婦である」と語ったのも家庭を標準とした

て代身することのできる実体とは何でしょう

ことです。

か。万物と子女と父母です。すなわち、父母
と子供と彼らの所有物です。これらは家庭の

家庭には誰がいますか。第一に父母がいて、

一つの囲いの中で必要なものです。（祝福家

第二には子女がいて、第三には夫婦がいて、

庭と理想天国Ｉ－九四三）

その次には兄弟姉妹がいます。では家庭は何
で絡み合っていますか。愛によって絡み合っ

神様の愛を中心として二人が一つとなる所

ています。ゆえに、家庭は何によって一つに

でのみ、夫婦天国は成されます。一つとなっ

できますか。愛で一つになります。愛は変わ

たものを、その誰も引き離すことができない

らないので、祖父母の愛が一つになり、父母の

し、別れたり離れたりする心配がありません。

愛が一つになり、夫婦の愛が一つになれるので

皆さんはどのような愛を求めましたか。神様

す。愛には統一性が介在されるので、おじいさ

の愛を求めたなら、皆さんの心と体が完全に

んとおばあさんの生命が連結できるのです。そ

一つとなって、神様の愛が臨むことができな

して、理想がここに連結できるのです。

ければなりません。
祖父母は父母に相続してあげるのです。す
ですから、夫婦天国が生まれ、家庭天国を

なわち、子女に相続してあげるのです。祖父

成さなければなりません。お母さんとお父さ

母の子女は父母であり、父母の子女は私たち

んが完全に一つとなって愛し合うようになり、

です。このように、愛を中心とした所が天国

その息子・娘もお母さんとお父さんのような

です。そこであることを否定すれば天国は成

対象を得てこそ、家庭天国が実現されるので

されません。神様は愛の主体であられ、過去、

す。父母がプラスとなり、息子・娘がマイナ

現在、未来を統合できるお方なので、自分た

スとなれば、家庭天国となるのです。（祝福

ち夫婦同士が愛し合う以上に、お母さんとお

家庭と理想天国Ｉ－九四三）

父さんを愛さなければならないし、自分のお
母さんとお父さんを愛する以上に、おばあさ

四 愛の理想実現は家庭から

んとおじいさんを愛さなければなりません。

愛の理想実現はどこからしなければなりま

男性は天を象徴し、女性は地を象徴します。

せんか。私たち統一教会からですか。国から

男性は主体なので、誰かの干渉を受けること

ですか。世界からですか。世界をどんなに統

を嫌います。女性は愛するよりも、愛される

一したとしても、自分の家庭を統一できない

ことを好みます。男性は天を象徴し、女性は

人は不幸な人です。愛の理想実現は家庭から

地を象徴するので、男性と女性が一つになる

しなければなりません。家庭は幸福のすみか

ことは宇宙が一つになることです。愛するこ

です。それゆえ、天国は家庭から始まるので

とによってのみ宇宙を主管できるので、愛す

す。この地上に天国を築こうとして来られた

ることによってのみ宇宙の主体になれるので
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あり、自分の相対を宇宙よりもっと大きいと

訣は何でしょうか。天国は個人だけが入るの

考えなければなりません。天と地、この二つ

ではありません。家庭的に入らなければなり

の世界を連結できるのは変わらない愛です。

ません。家庭的に入らなければならないだけで

地上で愛によって育まれた人生を生きた人は

はなく、血族を率いて入らなければなりません。

天国に行くことができます。愛を中心とした

この地上で神様の前に多くの血族をもったとい

世界を霊界というのです。

うことは、福を受けるということです。

神様と人間の個人個人が完全に一つになれ

ある家庭に息子・娘が多く、財物が豊かな

ば、自動的に男性と女性が一つになるように

ら、福を受けた家庭だというでしょう。この

なり、完全な夫婦が生まれれば天地は統一さ

ように福を受けて、天国に入ろうとすれば、

れるようになっています。神様はどこにいる

個人が一人で行くのではなく、家庭的に入ら

ことを願われるのかというと、愛は男性と女

なければなりません。天の国には絶対に個人

性の二人の中から生じるので、真の男性と真

では入れません。先生が探ってみると、天国

の女性が愛し合う所にいることを願われるの

は今までキリスト教徒たちが信じている、そ

です。神様がおられるので、その愛が永遠で

のような妄想的な所ではありませんでした。

あり得るし、その愛が永遠の統一を成し得るし、
その愛が永遠の生命をもつことができるし、そ
の愛が永遠の理想をもつことができます。

本来、天国は家庭単位で行くようになって
いる所です。家庭が行くようになっているの
です。家庭が行くのです。お父さんとお母さ

それゆえ、その愛をつかむ者は、すべての

んと息子・娘が共に行って、神様を中心とし

ものを占領できます。真の愛を中心として成

て共に暮らすことのできる所が、理想的な世

された家庭の目的は、家庭だけのためではな

界なのです。ところで、お父さんは地獄に行

く、天国を築くためのものです。宇宙が一つ

き、お母さんは天国に行き、兄姉は地獄に行

になるために、このような目的が一致するよ

き、弟妹は天国に行く、そのようになれば、

う標準を合わせて、家庭から民族、国家、世

自分は天国に行ったとしても、うれしいでし

界、天宙まで拡大していくのです。そして、

ょうか。天国は家庭として行くのです。家庭

世界まで行ったなら再び、帰ってこなければ

が行くのです。（祝福家庭と理想天国Ｉ－九

なりません。（四八－一〇）

四八）

天国とは、人間が堕落しないでこの地上で
神様の愛の懐において聖婚をして、神様が好

五 天国は家庭単位で入る所

まれる息子・娘、神様が喜び得る孫たちを迎
天国とは何でしょうか。極楽または天堂に

え、神様の愛を受けてその家庭がみんな一緒

行くといいますが、自分一人で行く所ではあ

に入る所です。子供が入ることができなくて

りません。自分の父母と兄弟が一緒に行かな

も、自分だけ入れば天国ですか。しかし、楽

ければならない所が天国です。天国に行く秘

園はいくらむつまじい夫婦や父母、子供でも、
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別れて入る所です。家庭とは何ら関係があり

本来神様は、夫が天国に入り、妻が地獄に
入るように創造なさったのではありません。

ません。そのような所が天堂ですか。

創造当時の理想の主人公たち、すなわち、父
父母に侍り、全家族すべてが入り、神様を

母と息子と娘が、氏族を成し、民族を成し、

中心として授け受けることのできるその世界

国を成そうというものでした。それでこそ、

が天国です。息子が地獄で死ぬと騒いでいる

いいのではないでしょうか。ところが、人間

のに、父母は天国で満足に生きればいいので

が堕落したために地獄が生じたのです。（祝

すか。そのような所が天国ですか。

福家庭と理想天国Ｉ－九四九）

六 愛する人が死ぬとなぜ悲しいのか
統一教会でいう天国は、一人で入る天国で
はなく、家族が一緒に入る天国です。神様の

愛する人が死ぬと、なぜ悲しいのでしょう

創造理想を見るとき、男性と女性が別れて入

か。愛する人が死ぬと、それを即時に感じま

る所が天国でしょうか。違います。二人で入

すが、それはこの宇宙に満ちている超人的な

る所が天国です。お父さんが入ればお母さん

力の作用によってです。人は自分にこの力が

も入り、父母が入れば子供も共に行く所が天

入ってくれば入ってくるほど、神様との縦的

国だというのです。お父さんとお母さんが一

関係を中心として、宇宙的な力を感じるよう

緒に行ってこそ天国であり、お父さんは天国

になるのです。ところで、愛する人が死ぬと、

に行くのにお母さんが地獄に行けば、天国に

その力が自分から離れるようになります。そ

なるでしょうか。（祝福家庭と理想天国Ｉ－

して、離れた結果を即時に感じるようになる

九四九）

のです。

本来、創造原則による天国は、家庭を中心

これは悲痛なことです。自分が完全な合格

として入る所です。父母が入り、子供が入り、

品にならなければならないのに、それによっ

自分の一家全体、一族が入ってこそ幸福なの

て不合格品として決められるのです。私たち

であり、父母は地獄に行き、子供だけが天国

の人生は、完成を追求します。ところが、そ

に行くなら、それが何の天国でしょうか。で

れと反対の不合格の要素をもつときは、そこ

すから、統一教会がこれから天国に行くこと

に比例する要件を宇宙の力が追い出すのです。

のできる道を立てるためには、家庭的な基準

そうなれば、それが苦痛として現れるのです。

を立てなければなりません。そうでなくては、

皆さんはこれをはっきりと知らなければなり

天国に行くことはできません。家庭を中心と

ません。（祝福家庭と理想天国Ｉ－九〇一）

して、サタンが讒訴できる基準から脱しなけ
ればなりません。歴史的な讒訴基準、時代的

愛する父母を失ってしまえば、言葉にでき

な讒訴基準から脱しなければなりません。

ない悲痛さを感じてこそ孝子です。父母も子

（祝福家庭と理想天国Ｉ－九五〇）

供を失ってしまえば、悲痛さを感じます。夫
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婦同士も、同様です。私たちの後孫たちも、

が、娘に対する愛の味は分からないからです。

同様です。これは千年万年変わらないのです。

皆さん、蜜の味がどうだと、誰かが説明して
分かりますか。それは、説明だけではだめな

皆さんの夫や妻が死ぬと悲しいでしょう。

のです。説明する前に、直接口を開けて食べ

なぜなら、宇宙の原則は父母と夫婦と子

させてあげてから、これが蜜の味だと教えて

女・・。三段階が一つとなって、神様を中心

あげなければならないのです。

として四位基台を形成するようになっていま
す。この宇宙の原則によって、不合格者は合

それでは、息子がいなければなぜ寂しく不

格圏内から追放されるので、苦痛と悲しみを

幸だというのでしょうか。娘だけをもった人

感じるようになるのです。

は、息子をもった人を見れば、この世でそれ
以上望むものはないといいます。西洋の人々

皆さん、妻が死ねば、夫がなぜ涙を流すの

は、そのような面で少し鈍いです。彼らは個

でしょうか。第三目的である、息子・娘を得

人主義思想を強調して、そのような感情はす

ることのできる道がふさがれたからです。そ

べて失ってしまったのです。失ってしまった

れを成すことができなければ、倒れるしかあ

ために、再び探さなければなりません。です

りません。死ぬしかありません。ですから、

から、今それを再び探すために、東洋思想に

泣くしかないのです。電気を見れば、陽

帰ってくるようになるのです。

（十）電気と陰こ）電気がありますが、この
二つのうち一つがなくなれば、残りのものも

ですから、夫がいて、妻がいて、息子・娘

何の作用もできないのです。人が行く道もそ

がいる家庭にならなければならないというの

れと同様です。（祝福家庭と理想天国Ｉ－九

です。そうして、彼らが完全に一つとなって、

〇三）

初めから目的地点まで天運と歩調を合わせて
いけば、この家庭は永生するのであって、一

自分の息子・娘がいなければ、不幸を感じ

人では永生できないのです。たとえ永生する

るのです。「息子・娘がいなければ、夫婦だ

としても、永遠の世界で苦労というふろしき

けで仲良く過ごせばいいだろう」と考えるか

を包んで、行き来するようになります。幸福

もしれませんが、そうではありません。天理

という要件を受けることができません。（祝

法度が四位基台原則になっているために、男

福家庭と理想天国Ｉ－九〇四）

性と女性が出会って一つとなったなら、必ず
息子・娘を生んで、四基位台を成さなければ

七 家庭を通して人間が行くべき天道

なりません。これが宇宙の公法です。四位基
台を成すことができなければ、合格できない

人間は自分の父母を愛するかのように隣り
村の父母を愛し、自分のおじいさんを愛する

のです。

かのように隣り村のおじいさんを愛さなけれ
また、息子だけいてもいけません。息子だ

ばならないし、自分の息子・娘を愛するかの

けいれば、息子に対する愛の味は分かります

ように隣り村の息子・娘を愛さなければなり
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ません。そうすれば上下関係が広がり、左右

まれ、結婚してお母さんやお父さんになり、

が広がり、前後関係が広がるのです。それが

おばあさんやおじいさんになっていくのが一

繰り広げられ、この縦的な心情の基準が築か

生です。それゆえ、おばあさんやおじいさん、

れ、天道が生じるのです。ですから、それを

次にお母さんやお父さん、その次に自分たち

実践しようというのです。私たち統一教会は

夫婦、その次に息子・娘、これが人生の公式

それを実践するために理想的な家庭を建設す

的路程なのに、それを愛さなければ天道には

るのです。そのようになるのです。教会とい

ずれるのです。これを根本的にまとめておか

う所は、その縦的な基盤を横的に四方化させ

なければ世界を収拾する道がありません。

ることができる所です。その数が多くなるほ
どいいのです。
西洋のような所を見ると、おばあさんやお
なぜ多いといいのですか。家庭時代から氏

じいさんがかわいそうです。彼らは東洋の風

族圏を越えて、氏族圏から民族圏を越えてい

習がどれだけうらやましいか分かりません。

くからです。それゆえ、伝道をたくさんする

「ああ！ 東洋思想は、おばあさんやおじい

ほど天的な基盤が自分を通して繰り広げられ

さんたちに神様のように作り、七十、八十歳

るので、神様の前に人格的価値基準が前進す

の老人のすべての世話を息子がするのだから、

るのです。それで、私たちは、この縦的中心

それがどれだけいいだろうか」そう思ってい

で何をしなければなりませんか。これを横的

るのです。

に再現させようというのです。（七〇－一五
それゆえ、おばあさんやおじいさんを愛す

二）
お父さんとお母さんが一つとなる日には、

ることが分からない人は、神様を愛すること

その家庭は発展し、子供と父母が一つとなる

ができないのです。一番、年を取ったおじい

日には、より次元の高い家庭に発展すること

さんは誰でしょうか。そのお方は神様だとい

を知らなければなりません。それでは、家庭

うのです。おじいさんよりも、お年寄りの方

と親戚間において一つとなる日には、どのよ

が神様であり、子供よりも若い方が神様なの

うになるでしょうか。そこには新しい民族の

で、すべての人を愛さなければ神様を愛する

正気が起こるでしょう。それがより高い次元

ことができないのです。

に向かっていこうというときには、環境的に
全部結束し、国家基準まで忠臣の血族として

それゆえ神様が年を取っておられるとすれ

残されるようになるということを忘れてはな

ば、一番、年を取っておられる方ですし、未

りません。（祝福家庭と理想天国Ｉ－九二

来に対する青春ならば、誰よりも青春です。

一）

その方を私が愛するために、その中にいるど
んな人類も私が愛さなければならないし、歴

もう先生は、遠からずおじいさんになりま

史の時代に霊界に行った方たちも、その圏内

す。皆さんも年を取ると、おばあさんやおじ

で今、希望を求めて生きようとしているので、

いさんになります。同じです。息子・娘に生

その方たちまでも愛すべきであり、神様に従
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って愛することのできる道を求めていくとい

であり、彼の姿が「私」の姿であり、彼の困

うのが理論的です。（七〇－一五二）

難が「私」の困難であり、彼の傷が「私」の
傷として感じられ得る境地にまで入らなけれ
ばなりません。

八 統一教会は家庭天国を築こうとするもの
そのような境地に入って、彼の心情も
私が今、教会をつくらないのは、すべて考

「私」の心情となってこそ、天国家庭が成さ

えがあってのことです。教会にたくさんの人

れるのです。これがこの地上で完結されてこ

が必要なのではないからです。天国は教会か

そ、天国家庭が生まれるのです。

ら成されるのではなく、家庭から始まるので
す。家庭、すなわち新郎・新婦から始まるの

真の愛とは何でしょうか。父母の愛、夫婦

です。女性は男性に巡り会うために生まれ、

の愛、子女の愛です。愛は互いが犠牲になる

男性は女性に巡り会うために生まれました。

伝統を備えなければ、長くは持続できず、壊
れる定めです。父母が子供のために犠牲にな

赤ん坊が眠りから覚め、初めて目を開けな

るがゆえに、父母が子供を愛する因縁は壊れ

がら呼ぶのが、「お母さん」です。赤ん坊が

ないのです。そして、真なる父母の愛を受け

お母さんを呼ぶ以上に、夫は妻を呼ばなけれ

て育った息子・娘なら、自分の父母に絶対に

ばなりません。このように呼んでみなかった

不孝をすることができないのです。

人は、かわいそうな人です。また、妻も夫以
上にそう呼ばなければなりません。互いがそ

また、夫は妻に、妻は夫に対して「あなた

うできる夫婦として対さなければならないの

は私のために生きた」という立場で、互いが

です。

与え合い、一層犠牲になる立場が広がるよう
になるとき、その家庭には福が訪ねてくるの

琴瑟之楽（＝夫婦仲がとてもよいこと）の
夫婦として、互いにそのように呼び合いなが

です。そのような家庭が、神様が訪ねてこら
れる福地なのです。

ら暮らさなければならないというのです。そ
のように千年万年暮らせば、老いても青春が
うらやましくないというのです。（祝福家庭

天国生活はどこから始まるでしょうか。家
庭からです。ほかの所から始まるのではあり

と理想天国Ｉ－九四四）

ません。天国は家庭を立体的に拡大させただ
男性と女性はみ言の時代を経て、実体の時

けであり、家庭圏を外れたものではないので

代を経たのちに初めて、相逢うひと日が成さ

す。それゆえ、皆さんが自分の妻や夫を抱く

れるのです。そして、相逢うひと日が成され

ときに、これは世界の男性と女性が一つとな

たのちに初めて、天国生活をすることができ

るのだという考えをもたなければなりません。

るのです。相逢うひと日には、彼の心が

このように世界人類を愛したという条件を立

「私」の心であり、彼の心情が「私」の心情

てることのできる場が、まさにこの家庭です。
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今、先生は家庭に対する規範、天国家庭と

える人は一人もいません。骨や血や肉もすべ

してもつべき生活に対する規範を教えてあげ

て母親のおなかの中で譲り受けたものです。

なければならないということを感じています。

この体の重要な部分は、母親の体の延長とい

わが統一教会の組織は、家庭組織です。家庭

う事実を認めなければなりません。私たちの

を主とするのです。これからは、わが統一教

体のあらゆる要素は、卵子と精子に含まれて

会で礼拝を捧げるのも、説教形式ではなく、

いたのです。例外はありません。ですから、

報告形式でしなければなりません。報告の内

個人主義というものが存在する根拠がないの

容は、その家庭が誇ることのできるものでな

です。

ければなりません。
上という言葉が成り立つときは、下を認め
ですから、家庭全体が来て、礼拝を捧げな

たうえでいう言葉です。上ということだけで、

ければならないのです。そうしながら、立派

個人主義が成り立つでしょうか。個人だけと

な家庭を見ては倣い、劣った家庭を見たなら

いう概念はあり得ません。右というのは、左

ば、うまくいくように導いてあげなければな

というものをあらかじめ前提としたうえでい

らないのです。そうして、家庭天国を建設し

う言葉です。前後について見ても、前という

ようというのです。家庭天国を先に成せなけ

のは後ろを前もって認定していう言葉です。

れば、地上天国は成されないということを、

男性という言葉も、男性一人を念頭に置いて

はっきりと知らなければなりません。（祝福

いう言葉ではありません。女性を前提条件に

家庭と理想天国Ｉ－九四五）

していう言葉なのです。これは、誰か一個人
の言葉なのではなく、宇宙的な事実です。

第十二章 真の家庭を求めて
男性はなぜ生まれたのでしょうか。男性た

一 自己のために生じたものは一つもない

ちは自分一人で生きていけるので、そのよう
どこに個人主義がありますか。自己におい

なことに関心がないなどとよく言いますが、

て自己だけを主張する部分は一つもありませ

男性は女性のために生まれたのです。女性が

ん。子供が父母の愛によって母親のおなかの

いなければ、男性は必要ありません。絶対的

中で、卵子から育って生まれるとき、九九・

に必要ないのです。結局、自分のために生ま

九九九パーセントは母親の骨と血と肉です。

れたものは、一つもないのです。

そして○・○○一パーセントの一つの父親の
私たちの五官を見てください。自分の目が、

精子が合わさって生まれるのです。そこには

自分の目を見るために生まれたのでしょうか。

自己という概念はあり得ません。

鼻や耳、口、手もすべて相対のために生まれ
誰でも生まれるとき、自分自身だけという

ました。五宮を総動員して、集中させること

概念はなかったのです。いかに立派な人であ

のできるその力が何かといえば、真の愛です。

っても、自分一人で立派に生まれついたとい

目、鼻、耳、口、手は、真の愛のために生ま
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れた真の愛の道具です。自分のために生まれ

場に、神様が臨在されるのです。（祝福家庭

たものは一つもありません。

と理想天国Ｉ－六二）

反面、人のものを自分のものにする人を泥

二 神様が臨在できる至聖所

棒といいます。人のものを持ってきて、自分
のものとして使う人は泥棒ではないでしょう

神様の属性とは何ですか。神様は絶対的で

か。ですから女性のために生まれた男性の五

あり、唯一であられる方であり、永遠不変な

官と体を、自分勝手に使う人は泥棒なのです。

方です。では愛の主人は誰でしょか。男性で
もなく女性でもありません。そのお方が、ま

男性と女性は、何が互いに異なるのでしょ

さに神様であります。愛を中心として愛を通

うか。生殖器を含んだ体が異なります。では、

してのみ、神様と人間が一つになるのです。

男性の生殖器は、誰にとって絶対に必要なの

なぜなら、神様でも人間でも愛が絶対に必要

でしょうか。男性の生殖器は、女性のために

だからです。

あるのです。人間の生殖器の一つは凹であり、
一つは凸ですが、なぜそのようになったので

神様が必要とする愛はどのような愛でしょ

しょうか。二つとも、とがらせるとか、二つ

うか。神様は絶対的な愛を願われます。皆さ

とも平べったくすることができるのに、なぜ

んはどうですか。私たちも同じです。神様が

そのように異なって生まれたのでしょうか。

絶対的な愛、唯一の愛、不変の愛、永遠の愛

すべて、相対のためです。

を必要とされるように、私たち人間も絶対、
唯一、不変、永遠の愛を必要とするのです。

男性のものは、女性が絶対に願い、女性の

みな、神様に似なければならないのです。

ものは、男性が絶対に願います。女性のもの
は、絶対に男性のものであり、男性のものは

神様の至聖所はどこでしょうか。愛が宿る

絶対に女性のものだという事実を知らなかっ

堕落以前の男女の性です。ここが天の至聖所

たのです。それを占領することによって、愛

です。愛とは何でしょうか。愛とは神様が臨

を完全に知るのです。

在できる至聖所です。愛を通して、堕落した
世の中をきれいに掃除しなければなりません。

二つが一つになるような経験を通してのみ、

堕落とは、人間が思春期を正しく送らなけれ

最高の高い境地の愛を知ることができるので

ばならないのにその時期を正しく過ごせず、

す。どこの誰であれ、このような事実を絶対

脱線したことを意味するということを既に明

に否定することはできません。誰でもみな、

らかにしました。

認定しなければならないのです。二つが完全
に一つになるその場で、理想的な夫婦が生ま

人間始祖エバがまず天使長と霊的に不倫の

れます。まさに、その場に絶対愛が存在する

関係を結ぶことによって堕落し、それからエ

のです。絶対的に変わらないそのような愛の

バがアダムと肉的な関係を結んで肉的に堕落
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したのです。それゆえ、彼らの罪の血統が後

行けば、明日に対する希望もなく絶望が満ち

世の人間たちにまで遺伝してきているのです。

ているばかりです。結局は神様の審判によっ
てではなく、人間性を失った人間たちによっ

サタンの痕跡が残っている所には、神様が

て自滅してしまうのが、火を見るよりも明ら

絶対に臨在され得ないという事実を知らなけ

かなのです。（祝福家庭と理想天国Ｉ－三四

ればなりません。人間が神様の愛を受けるた

七）

めには、死んでも再び生きなければなりませ
ん。人間社会でも、二度目に結婚した時、前

統一教会は六千年間秘められてきた愛の摂

の夫が忘れられない妻を、新しい夫が好きに

理を知って、神様の愛を中心にして創造理想

なれるはずがないではないですか。それゆえ

の完成を成すために、祝福の足場を広げてき

に神様も蕩減復帰を通して人間たちが罪を清

たのです。祝福を通して愛の至聖所をつくっ

算するようにさせながら、救援摂理をしてこ

てきたのです。ここから生命が新しく生まれ

られたのです。

出ることを知らなければなりません。（祝福
家庭と理想天国Ｉ－三四六）

愛の色はどんな色だと思いますか。夜には
黒く、昼には白く、夕方ごろならば黄色だと

三 男性の主人は女性であり、女性の主人は

思いますか。愛の色はどんな色だと思います

男性

か。愛の中心の色には、平和と統一そして人
類の平等思想を成就できる力があります。で

主体と対象、すなわち陽性と陰性が一つに

すから愛の至聖所にむやみに入っていこうと

なるとき、何を中心として一つになるのでし

すれば焼け死んでしまうのです。統一教会の

ょうか。キスすることによってでしょうか。

愛の理念は素晴らしいと思いませんか。

愛は概念であって実在ではありません。愛が
定着することのできる実在は何でしょうか。

今日の米国社会における愛の色は、一言で

男性が男性になり、女性が女性になるように

言えばおぞましい死の色です。男女間の愛を

するものが何であるかを知らなかったという

通して永遠なる創造理想の世界を築くのでは

のです。それがまさしく生殖器です。

なく、死のどん底に落ちています。祝福を受
けるまで、男女は愛の至聖所を清潔に守らな

それを卑しく思う人かいますか。貴く思う

ければならないし、一度愛すれば守り続けて

とすれば、どのくらい貴く思うでしょうか。

いかなければならないのに、米国人たちは愛

今までは、それが善くないものと考えたとし

の至聖所を侵犯する悪党たちであり、悪女た

ても、今からは貴く思わなければなりません。

ちなのです。
未来の世界はどのような世界でしょうか。
結婚を祝福として受け入れない米国の男女

生殖器を絶対的に貴く思う世界になるなら、

は、愛の目が遠くて、前を見ることができな

その世界が善い世界でしょうか、悪い世界で

い患者たちばかりです。米国社会がこのまま

しょうか。栄える世界でしょうか、滅びる世
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界でしょうか。冗談でいっているのではあり

博士や学者は数多くいますが、これ一つ考

ません。神様が人間を創造なさる時、最も重

え抜いた人かいないのです。さあ、皆さんは

要視して、精魂を込めてお造りになった所と

この真理を否定できますか。皆さんの父母、

はどこでしょうか。目ですか、鼻ですか、心

祖父母、曾祖父母、そして人類の先祖たるお

臓ですか。そうでなければ頭脳でしょうか。

方と、さらには宇宙の根本であられる神様に

これらは全部、死んでなくなってしまうので

尋ねても、すべてこれに同意するようになっ

す。実際、そうではないでしょうか。

ているのです。これが鉄則です。

「世界平和統一家庭連合」の目的とは何で

この真理こそ、宇宙が億万年過ぎても原

しょうか。道徳と宗教、すべての分野を完全

理・原則として残る鉄則です。そして、神様

に超越し、生殖器が一つとなって、神様まで

の前に出ていけば、この鉄則によって、正し

も拍手で歓迎することのできる人が暮らす世

い人と間違った人の判定を受けるようになる

界があるなら、どのような世の中になるでし

のは当然です。アダムとエバの堕落を知って

ょうか。男性と女性として生まれるのですが、

みれば、まさにこの鉄則に背いたところに由

彼らの生殖器の主人は誰なのでしょうか。

来しているのです。

アダムとエバは、自分たちの生殖器が自分
夫の生殖器の主人は妻であり、妻のものの

たちの所有だと錯覚したのです。問題を誤っ

主人は夫です。生殖器の主人が互いに取り替

て、宇宙のどこからも公認を受けられなくな

えられていることを知りませんでした。これ

ったので、追放されてしまったのです。

は明快な真理です。これを否定できないとい
うのです。千年、万年、歴史がいくら流れて

鉱物界や植物界や動物界の雄と雌もすべて、

も、この真理は変わりません。あらゆる男性

愛の相対のために自分の生殖器を保管してい

たちは、それが自分のものだと考え、またあ

るということを、アダムとエバが知らなかっ

らゆる女性たちも、それが自分たちの所有だ

たのです。

と考えたために、世の中がこのように滅びつ
つあるのです。互いが主人を間違えていると

では、生殖器は何のために存在するのでし
ょうか。それは愛のためです。愛を探すため

いう話です。

にそのように男性と女性として生まれたとい
うのです。
すべての人々は、愛は絶対的であり、永遠
なるものだといいながら、夢のようなものだ

すべての男女が自分たちに所属した生殖器

け考えていますが、その永遠の愛の主人がひ

が、実は、自分のものではなく、主人が自分

っくり返っているということをはっきりと知

の相対だということを認定するようになれば、

るなら、世の中がこれほどまでにはならなか

私たちすべては頭を下げ、謙虚な姿勢で愛を

ったはずです。

受け入れるようになることでしょう。
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愛は相対なしには来ないのです。相対から

革命を必要としないのです。純粋な愛、それ

来るということを知らなければなりません。

自体が永遠に保存されるのを願うということ

ために生きないところには、愛があり得ない

を知ってください。

のです。絶対に為に生きるところで、絶対愛
を見いだせるということを肝に銘じてくださ

愛する人の間になぜ離婚という問題が生じ
るのでしょうか。離婚した人や、離婚をしよ

い。（祝福家庭と理想天国Ｉ－五三）

うとする人たちすべてが、最初は生死をかけ
た愛の関係だったことを考えてみると、何か
が間違っているのです。離婚をするようにな

四 愛には発展も革命もない

った理由はいろいろありますが、結局何かが
愛には発展もなく、どんな革命もあり得ま

変わってしまい、二人の間が変化したことを

せん。愛は原型そのままで完全なものであり、

意味するのです。彼らは愛を守り、育てるこ

不変で永遠で絶対的なものです。

とができなかったので、そのようになったの
です。愛それ自体は変わりませんが、人の心

愛は発展もなく革命もないのです。愛が永
遠で完全なことは、永久不変の真理です。と

は変わるのです。（祝福家庭と理想天国Ｉ－
三五二）

ころで愛が発展すると考えて試験してみよう
と思えば、それは間違った考えです。愛を生

ある男女が夫婦となれば、「お前と私」の

活の手段として考える米国は、そのような意

間に不変的な統一をどのようにして築くかが

味から滅亡するしかないのです。

重要です。そのように一つになった立場で幸
福をうたうようになるとき、それは永遠なる

神様はそのような米国の未来を祝福してく

幸福といえるのです。理想的な愛情も、やは

ださるはずがなく、米国自らが滅びなければ

り変化しない主体的な何かをもっている所に

先生が愛の爆弾を爆発させてでも滅ぼすので

だけ、そのような基準が設定されるのです。

す。はっきりしていることは、愛が生活の一
つの方便や手段に利用されては絶対にだめだ

結婚するときはその男性が美男子だといっ

ということです。（祝福家庭と理想天国Ｉ－

て愛していたのに、一週間過ぎたのちに事故

三五一）

が起こり、体が不自由になった場合、離婚し
ようとなっては真の愛とはいえません。偽物

夫は妻に対して、初めて愛した姿から、ど

の愛です。

んな革命や発展も望みません。それは女性が
夫に対して願う望みでもあるのです。初めて

今日、先進国家の白人たちは世界を主導して

愛を出発させたその純粋な姿を保つよう願う

動かす高い地位にあり、黒人たちは大部分が

のは、夫や妻、みんなの願いであることをは

被支配者として低い地位にあります。しかし

っきりと知らなければなりません。純粋な愛

父母が子供を愛する場合は、その濃度におい

に、ある色が加味されることを願わなければ、

て白人と黒人の差はないのです。誰かが誰か
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の支配を受けることはないのです。またそれ

さんは行くべき正道からはずれる行動をして

は、永遠に変わることがありません。

はなりません。

父母が子供を愛する心、妻が夫を愛する心、

青春時代に純情を失ってしまったアダムと

夫が妻を愛する心、真に愛し合う人たち同士

エバの恨みを踏み越えて蕩減できる貴い時期

の愛する心は、歴史がいくら変動し、発展し、

である思春期に、純情を汚してはならないの

革命の過程を経ていったとしても変わり得ない

です。その純情をきれいに貴く保存して「千

のです。（祝福家庭と理想天国Ｉ－三五一）

年、万年一人で行っても、愛が蹂躙されるこ
とは絶対にあってはならない」という志操と
決意をもたなければならないのです。

五 女性は貞節、男性は志操

皆さんは今、思いのままに愛することがで

ある男性たちは自分の妻がいてもきれいな

きるようになっていますか、なっていません

女性を見れば、自分の妻だったらいいのにと

か。道で男性からふいに声をかけられて、つ

思うのです。このように二つの心をもった男

いて行くようになっていますか、なっていま

性を指して、泥棒の心をもった人と言います。

せんか。（ついて行きません）。皆さんは、

二つの心から始まったものがサタンなので、

ついて行くようになっているでしょう。その

二つの心をもった男性を指して、サタンだと

ような素質をもっていてはいけません。

いっても間違いありません。そのような人々
がいるならば、その人はサタンにほかなりま

皆さんは時が来るまで、自分の体をよく守

せん。（祝福家庭と理想天国Ｉ－三四九）

らなければなりません。純情を化け物のよう
な男性にゆだねてはいけません。街頭で威張

男性も貞節を守らなければならない時が来

りちらして、ぶらぶらして役に立たずにいる

ています。男性が貞節を守ることができなけ

男性たちは、全部化け物たちです。自分の運

れば、その一門がみ旨の前に重罪を犯すよう

命をそのような男性にゆだねますか。これは

になるのです。大臣だといっても、浮気をし

簡単な問題ではありません。一生に一度しか

てもいいようになってはいないのです。男性

ないので、一歩踏み違えた場合には自分の人

が間違えれば、その一門は滅びるのです。そ

生が狂ってくるのです。そうでしょう。これ

のような時が来ています。統一思想を知るよ

は男性にもいえるのです。

うになれば、そのようなことはできません。

それゆえに、今までは女性に貞操を守りな

これからは、男性も貞節を守らなければな

さいといいましたが、これからは男性も貞節

らない時代です。男性も貞節を守って歴史的

を守らなければなりません。そうしてこそ復

な純潔の伝統を残さなければなりません。イ

帰されるのではないでしょうか。いくら世の

エス様の血と肉を食べる儀式は、イエス様の純

中が悪く、いくら世の中がせち辛くても、皆

潔なる血と肉の伝統を立てるためのものです。
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女性は貞節、男性は志操（意志）という言
葉があります。この言葉はどういう言葉かと

らないでしょうか。問題は彼らの堕落にあり
ます。堕落ゆえに血統が変わったのです。

いえば、み旨（愛）を成就するための貞節で
あり、目的を果たすための志操なのです。で

それゆえ、神様は彼らをエデンの園から追

すから女性は貞節というからには、一つの愛

い出されたのです。本来、神様の体となるべ

のほかは知らないでこそ成され、男性は志操

きアダムと、神様の婦人格に立つべきエバが

というからには、一つの目的だけのために精

堕落することによって、神様ご自身の体と理

進してこそ成されるのです。

想を病気にかからせ、怨讐になったので、そ
れをご覧になった神様のご心情がどれほど大

アダムとエバを中心にして見るとき、自分

変だったでしょうか。堕落は自らを埋葬する

が行く道を知り、志操と貞節を守らなければ

墓です。人のものを奪い取っていく行動です。

ならなかったのに、守ることができなかった

言い換えれば、堕落はフリーセックスの根に

ので堕落したのです。男性は神様の愛を中心

なり、個人主義の先祖になりました。

として女性を愛するときに、「完全に愛した。
初めから終わりまで永遠に変わらず愛した」と

今日、アメリカはどのような国ですか。極

言うことのできる立場に立たなければなりませ

度の個人主義、分に過ぎる私生活の追求、フ

ん。また女性はそのような立場に立つために、

リーセックス、このようなことを神様が好ま

自分の身を固く封じなければなりません。

れると思いますか。

数多くの花びらが幾重にも重なり合ってい

極度の個人主義を追求すればどうなるでし

る芍薬の花のように、固く埋めておかなけれ

ょうか。彼らの言うとおりにすれば、天と地、

ばなりません。そして春という天地の調和に

世界、国家、社会、家庭そのうえ、おじいさ

合わせ、そこに和合して新しい人生を出発し

んやおばあさんまでも、すべてを放り投げて

なければなりません。これを正しくしなけれ

しまい、父母と兄弟までも失ったまま、ジプ

ばなりません。（祝福家庭と理想天国Ｉ－三

シーやヒッピーになって好きなようにさすら

五〇）

いながら雨が降り、雪が降れば、行く所がな
いので、自殺して一生を終えようという話で
はありませんか。

六 堕落はフリーセックスの根であり個人主
しかし、人間の本心は極度の個人主義やあ

義の祖先

きれるほどの私生活の保障を願っていません。
神様はエデンの園にアダムとエバを創造さ

宇宙と国家、町と村、そして父母の愛を受け

れながら、彼らに生殖器をもつことを共に許

ながら暮らしたいのが私たちの本心の願いな

されましたが、何のためにそうされたのでし

のです。しかし、そうできない反対の道を行

ょうか。彼らが成長すれば、神様が彼らを結

くので良心に火がついて本心との葛藤を感じ

婚させてくださるでしょうか、させてくださ

るようになり、簡単に薬を飲んで自殺するこ
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とがよいと判断し、自ら首を締める現象がだ

のです。これは明白な結論です。（祝福家庭

んだんと増えつつあるのです。「蒔いたとお

と理想天国Ｉ－四九）

りに刈り入れる」という真理がとてもよく合
ですから、絶対純潔（絶対性）は神様を中

うのを目撃するのです。

心としたものであり、フリーセックスは自分
アダムとエバがエデンの園にどのような種

とサタンを中心としたものです。歴史的に政

を蒔いたでしょうか。フリーセックスの種、

治家や経済人たちは、文学作品やメディアを

すなわち、節制のない性関係の種を蒔きまし

通してフリーセックスを刺激することが多く

た。それを否定できますか。そうしたために、

ありました。ですから、今から私たちはみな、

彼らは下半身を覆ったのです。幼子たちも父

政治家や経済人、文人、作家と言論人たちと

母が隠しておいた大切なお菓子を盗み食いし

一つになって先頭に立ち、フリーセックスを

て、見つかれば手や口を隠すのが本性の作用

防がなければなりません。フリーセックスは、

ではないでしょうか。

完全になくならなければなりません。（祝福
家庭と理想天国Ｉ－六三）

もし、善悪の実を取って食べたなら、その
取って食べた手や口を覆うべきなのに、なぜ

七 絶対純潔と真の家庭運動を通した平和世

下半身を覆ったのかというのです。堕落は淫

界実現

乱によって引き起こされたということを否定
今、青少年の問題が深刻な問題です。エデ

することができません。

ンの園でアダムとエバが、青少年期に日陰の
では、どこで天国と地獄が分かれるのか調

もとで淫乱によって堕落して、フリーセック

べてみましょう。空中ですか。どこでしょう

スの種を蒔いたので、取り入れの時期である

か。まさに皆さんの生殖器です！ 深刻なこ

終わりの日には、必ず世界的に青少年たちの

とです。これが天地をひっくり返しました。

フリーセックスの風潮が蔓延する現象が現れ

この事実を誰が否定できますか。レバレン

るのです。

ド・ムーンが発表した原理の本の堕落論に、
説明がなされています。疑問に思うならば神

終わりの日に神様はサタンが何を願うかを
ご存じなのです。サタンはフリーセックスを

様に尋ねてごらんなさい。

通して、ただの一人も神様の前に帰ることが
皆さんとしては夢にも想像できない内容と

できないように、言い換えれば、全人類を完

理論をもって、体系立てておいたレバレン

全にだめにしてしまい地上地獄をつくろうと

ド・ムーンの原理の本に、誰も反対すること

するのです。

はできないのです。生殖器を目がつぶれた盲
人のように、方向を失ったまま使用すれば地

今日、私たちが生きているこの世界が、地

獄行きであり、反対にこれを神様の絶対愛に

上地獄となっていく世界でなくて何でしょう

基準を合わせて使えば、天国の高い所に行く

か。したがって、このように地上地獄になっ
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たこの世界と一八○度異なる、正反対の道を

く使わなければならないのです。そのように

求めていけば、天国に行く道があるのです。

過った愛がエデンの園でなされ、終わりの日

再臨主が来られて、この世の中を救ってくだ

にその結果として現れる現象が青少年問題で

さるのも、まさにこのような一八○度反対の

す。それで性の混乱時代が来るのです。

道を教えてくれて、天国に導くということな
それを清算するためには、絶対純潔でなけ

のです。

ればだめなのです。このセックスの概念だけ
それでは、フリーセックスの道と一八○度
異なった正反対の道とはどのような道でしょ

が、家庭崩壊を廃止し、青少年の倫落を防ぐ
ことができるのです。

うか。偽りの父母が現れて、つくっておいた
道がフリーセックスの道なので、真の父母が

神様がアダムとエバに期待したものとは何

現れて、この間違った道を正してあげなけれ

だったのでしょうか。絶対純潔愛を期待した

ばならないのです。神様はそれに干渉なさる

のです。絶対純潔愛が存在する所には絶対純

ことはできません。この地の主権や軍事力、

潔夫婦が誕生するようになり、自動的にフリ

経済力、政治力でも手をつけることのできな

ーセックス、ホモ、レズビアンという言葉は

い問題です。

消えるようになるのです。このような絶対純
潔愛を探す運動を世界的に広げるためにレバ

偽りの父母によって引き起こされたことな

レンド・ムーンは一生を捧げて、受難の道を

ので、真の父母がメスをもって手術しなけれ

克服してきましたし、今は勝利のファンファ

ば、決して人類は救われる道がないのです。

ーレを響かせ、世界に号令をかけ得る時が来

罪を犯した者がその罪を蕩減しなければなら

たので、天の前に感謝をするのです。

ないのです。間違った結婚で家庭を築いて、
血統が一八○度ねじれてしまったので、真の

世界平和に向かっていくことのできる礎石

父母が来られて、結婚させてあげ、一八○度

を置くのも家庭であり、世界平和への道を破

原状に戻すことによって、天国に行く道を開

壊し得るのも家庭です。人類の希望と幸福の

いてあげるようになるのです。

土台が破壊された所がアダム家庭でした。し
たがって、きょう、このように世界平和家庭

人間の堕落が愛によって起こったので、人

連合を創設し、皆さんの家庭も、今からはサ

類は真の愛を失ってしまいました。それゆえ、

タン世界と一八○度異なる方向に行くことの

この真の愛をどのようにして取り戻すのかと

できる道を開くようになったことを、天の前

いう問題が提起されます。真の愛を失ってし

に感謝せざるを得ません。この道でなくては、

まったというのは、淫乱によって堕落したと

自由も幸福も理想もありません。

いう意味です。
皆さんは今、絶対純潔、唯二不変、永遠の
すなわち、生殖器を中心として過ったので、
これを取り戻そうとすれば、その反対に正し

生殖器を中心として、これを基盤にして、神
様を求めていかれるようお願いします。この
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基盤が真の愛の基盤、真の生命の基盤、真の
血統の基盤、真の良心の基盤にならなければ
ならず、ここから真の家庭が、真の国家が、
真の世界に連結することによって、平和世界、
理想世界が形成されるでしょう。

どこに行かれても、テレビやその他、言論
機関を通してレバレンド・ムーンの話を伝え
てみてください。そうすれば絶対に滅びませ
ん。地獄になったこの世界を、果たしてどん
な力で変えることができるでしょうか。神様
の愛、すなわち絶対、唯一、不変、永遠の基
準に立って、生きていかなくては不可能なの
です。私たちの生殖器の本来の主人は神様であ
られます。（祝福家庭と理想天国Ｉ－五一）

以上

真の家庭（合本版）2000（平成 12）年 2 月
10 日 初版 発行
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Book 五: 地上生活と霊界

今回、愛する日本食口のために、これらの
み言を選び出し、訓読教材用として『真の神

Earthly Life and the Spirit World

様』、『真の父母』、『真の愛』、『地上生
活と霊界』、『罪と蕩減復帰』、『礼節と儀
式』、『成約人への道』など、七巻として発
刊しました。このうち、『真の父母』と『地

はじめに

上生活と霊界』の二巻は、韓国で既に発刊さ
真の御父母様が訓読会を定めてくださった

れ、訓読教材として使われているものを、日

のは、天国家庭の伝統として家庭に神様を迎

本の事情に合うように、またすべての人に読

えて暮らすためだと思います。訓読とは、み

みやすく編集し翻訳したものです。

言を通して神様の深いみ意を悟り、真の御父
母様の勝利の聖業と役事を知ることによって、

これらの書籍は完璧に編纂されたものだと

み言の内容と一致させようとするところにあ

は言うことができませんが、少なくとも真の

ります。み言は真の御父母様が一生の間、千

御父母様の内的なみ意を体系化したものです

辛万苦によって探し出されたダイヤモンドの

ので、訓読を通して本然の道理を理解するに

鉱山のようなものです。真の御父母様は、一

おいて、必要な教材になるものと思われます。

つしかない貴い宝物、億千万のお金を払って
も買うことのできない貴い宝物がたくさん埋

この本によって、神様の正しいみ意を受け
継ぎ、真の御父母様が願われる真の子女とな

められているとおっしゃいました。

り、天的な理想家庭をつくることで、この地
真の御父母様は生涯を通じて珠玉のような
生命のみ言を私たちに身に余るほどにたくさ
ん下さいました。そのみ言の中でも、特に神
様の実在性と霊界の実相、真の愛と真の父母、

上に創造本然の理想世界を立てるのに大きく
貢献されんことを切に願うものです。
み言を下さった真の御父母様の愛に心から
感謝するものです。

罪と蕩減復帰についてはっきりと知る人は罪
一九九九年十月

を犯すことがなく、善なる人になるだろう、
とおっしゃいながら、機会があるごとに、こ
の部分をたくさん教育されました。

このような真の御父母様のみ意に従いなが

日本語版発刊によせて

ら、さらにみ言の中から、蕩減復帰時代に私
たちが実践しなければならない信仰的内容、

歴史を通して洋の東西を問わず「人間は死

そして成約時代を迎えた私たちが永遠に実践

後どうなるのか?」という素朴な疑問は、多

しなければならない生活的な内容を探し出し、

くの人々の心を悩ませてきました。この疑問

教育教材として使用する必要性を深く感じて

にどう結論をつけるかで、その人の人生観が

きました。

大きく変わってきます。
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霊界を否定する思想のもとでは、人間は一
個の動物と理解され、人間の尊厳性を認める

放棄しても未練の残らない立場にあるという
ことを、私たちは知るべきです。

ことができず、人生観も表層的となり、やが
ては刹那的快楽主義に陥ってしまうのです。

今私たちは、お父様の愛で暮らす理想世界、

一方、逆に霊界の存在を受け入れる人生では、

本然を訪ねていかなければなりません。第三

人間としての尊厳性や価値の永遠性を認めて、

の生の自由権限をもち得る解放児として出生

豊かな霊的・精神的文化を生み出すこととな

するその日を、今日この地上世界で準備しな

ります。一時的な肉体的享楽に溺れる人生は

ければなりません。

虚しいものとして退けられます。
赤ん坊が胎中にいるとき健全であってこそ、
文鮮明先生は、御自身の豊かな霊的体験を

地上に生まれてからのその一生が健全であり

土台として「霊界と共に暮らす生活」を教え

得るのと同様に、地上生活が健全であってこ

てこられました。教えられる霊界の事実は驚

そ、天国の生活が健全であり得る、というこ

愕する内容が多いとともに、一貫した原理に

とを知らなければなりません。天と地が協助

よって説明されています。

し、万宇宙の動的な運勢に拍子を合わせるこ
とができる立場に立つためには、今日の世の

この本によって霊界の実相に関して理解を

中とは相いれず、悪が主管する世の中である

深め、希望ある新しい人生を出発される契機

ために、死を覚悟しなければいけないという

としていただければ幸いです。

事実を、私たちは知るべきです。私たちの後
孫たちは私たちと同じ立場に立てられては絶
対いけない、ということを悟らなければなり

一九九九年十月

ません。（四九―三〇八）

第一章 有形、無形世界での人間の存在

愛するお父様、今まで春の環境を開拓する

第一節 人生路程

ために、絶えず苦労されたお父様がいらっし

一 人生路程に対する祈祷文

ゃるという事実を思うとき、私たちはお父様
に無限に感謝し、無限に歓迎しながら、自分

愛するお父様 7 天が屈辱を受けるその恥

の生命と愛全体を、そっくり移してさしあげ

ずかしさを恐れながら、幼い時から今まで戦

られる自らになれなかったことを嘆息し得る

ってきた小さな者を守ってくださったお父様

息子、娘になるべきです。私たちが新しい春

の恩賜に感謝申し上げます。

を迎えるためには、私の生命が同化すること

この地に何が良いといっても、お父様が運

ができる因縁をもって、そこに完全に吸収さ

行される本然の心情につながったもの以上に

れなければならないということを知るべきで

貴い基準がないことを思うとき、その立場を

ございます。

無限に恋しがらなければなりません。お父様

そうしてこそ、初めて春を迎えて花を咲か

のその愛に接する人は、世の中の万事をみな

せることができるという事実を知るべきでご
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ざいます。「一生で、どのひと時に春を迎え

お父様 7 お父様に侍り、謙遜に敬礼を捧

たことがあるのか」と聞かれるとき、いつだ

げたい心のない人は、永遠のあの世でお父様

と答えられない、春を迎えられずに逝ったか

と因縁を結ぶことはできない、ということを

わいそうな霊になってはいけません。一つの

知るべきなのでございます。

花が咲いて実を結ぶためには、夏と秋を経な

今、私たちが、心の門を開いてお父様の心

ければならないように、私たちも一つの実を

情を感じさせてくださいまして、今日我々の

結ぶためには、そのような過程を経なければ

心から聞こえてくるあなたの音声を聞き、失

ならないのでございます。

った自分の体を探すことができ、お父様が私
一人を探すために、私の背後において艱難と

一つの生命が投入され、実が結ばれるまで

苦労の歴史過程を経てきたことを感じて、自

には、夏の季節を過ごし、その根と幹と枝の

ら頭を下げることのできる私たちになるよう

全体から生命の要素を吸収してこそ、完全な

にお許しください。（四―二八〇）

生命力をもって第二の生を出発できるという
事実を思うものでございます。同様に、この

二 人が願う目的

体は死んだとしても、その心の中に、新しい
世界に再び生まれ得る生命の気運が膨れ上が

神様には体がありません。それで、すべて

り得るかという問題を、自ら推し量ることの

の万物を神様の体として、アダムを神様の顔

できる息子、娘になるべきです。

で表したのです。それが創造理想です。
神様は、本来の霊的な焦点であり、アダム

いくら歳月が過ぎていき、暴風雨が激しく

は本来の肉的な焦点です。その二つの焦点が

吹き荒れても、内的な生命力は、その環境の

九〇度をつくるのです。それが神様の創造目

侵犯を受けずに絶えず発展の路程を行ってこ

的であり、人が願う目的です。

そ、春を迎えて再び蒔かれ得る、第二の生命

アダム・エバが堕落しなかったなら、あの

の母体である種になれることを知るのでござ

世に行ってお父さん、お母さんとして永遠に

います。

現れることができるのに、堕落したためにそ
うできないのです。堕落しなかったなら、自

同様に、私たちの外的な姿はみすぼらしい

分の父母に神様のように侍れば、誰でもみな

ものですが、無限の生命力を集約できる母体、

天国に行くようになるのです。（一一九―一

あるいは結実体として再び無限の世界に植え

〇九）

られ得る価値ある人がいるならば、いくら外
的に悲惨であっても、悲惨な人ではないとい

三 生まれた理由

うことを思うのでございます。その外的な姿
が悲惨になれば悲惨になるほど、内的な価値は

今日、この世界は丸くなっています。太陽

より充実するということが保障されるという事

も丸く、地球も丸く、星も丸く、口も丸くな

実を、私たちが知るようにお許しくださること

っています。どんなものでも、みなそのよう

を切にお願い申し上げます。（三二―三七）

になっています。それゆえ、宇宙は丸く丸く
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回りながら関係を結ぶのです。そして、丸く

瞬間を無視する人は、貴いものをもつこと

なっていても個別的に存在するのではなく、

ができません。偉大な人にもなれず、神様の

全体に連関性を結んでいます。

王座と王冠を受け継ぐこともできません。そ

では、なぜ自分が生まれたのでしょうか。

れゆえ、瞬間を輝かせるために、皆さんは言

この大宇宙と拍子を合わせるために生まれま

葉一言、行動一つにも注意すべきであり、考

した。大宇宙と拍子を合わせるために生まれ

えることも注意すべきです。自分の生活で繰

たということです。

り広げられるすべての内容が、世界と関係す

それで海の波がざぶんざぶんと音を立てれ
ば、自分の心もざぶんざぶんと音を立て、風

る現象として残るという信念で解決できる所
でのみ、勝利圏が決定されるのです。

が気分良く吹けば、自分の心も気分が良く、

このように、勝利圏が決定されるのは瞬間

花が咲いて香りを放てば、自分の心も香りを

です。したがって、歴史的な勝利圏、天宙的

放てるというのです。（一〇四―一二二）

な勝利圏も瞬間に決定されます。瞬間を輝か
せることのできる無限の価値を感じて生活す

愛から生まれ、愛から育って、愛から生き

る人は、偉大な人になることができるのです。

て、愛から死ぬようになるときは、生むのも

聖人にもなることができ、神様の息子、娘に

有り難いことであり、生きるのも有り難いこ

もなることができるのです。このように、生

とであり、死ぬのも有り難いことです。

死の分岐点は瞬間にかかっています。（三一

皆さんは、母、父がこの上なく愛する場に

―二一八）

同参して生まれたというのです。同参者であ
今日、我々の姿勢が問題です。まず、み旨

るということです。
皆さんは、父母の愛から生まれたために、

にかなった国が来ることを願い、そのみ旨が

父母様の愛が差してある旗だと思いなさい。

成されることを願うのも必要でしょうが、そ

それゆえ、旗が動くのは愛を表示するためな

れより、自体がどのようにすればみ旨と一致

のです。一生の間、愛のために生きるのです。

していくかということが重要です。

それで、母のためにも愛の旗を振ってあげ、

一時間なら一時間を、どのようにすればみ

父を見ても愛の旗を振ってあげ、兄弟たちの

旨と一つになるかということが、み旨の国が

ためにも愛の旗を振ってあげるのです。（一

成されるのを願うことより重要だということ

〇三―二五八）

です。それゆえ、まずみ旨を継承し得る個人
的な環境、家庭的な環境、氏族的な環境、民
族的な環境を成してこそ、み旨の国と関係を

四 瞬間（一日）と一生の関係

結ぶことができるために、神様を中心として、
皆さんの生活全体が栄養素を吸収し得る基

一日の生活圏内で、一時間なら一時間をどの

盤にならなくては、生命体を完成することが

ようにみ旨と関係を結ぶかということが、重

できません。これが、自然の現象世界で繰り

要な問題であらざるを得ません。

広げられるのです。生命の分岐点は、長い期

復帰摂理歴史を見れば、アダム家庭からノ

間にあるのではなく、一瞬間にあるのです。

ア家庭、アブラハム家庭、モーセ家庭とイエ
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ス家庭まで、四千年の歴史が下ってきていま

のように生きたなら、その人は天国に行けま

すが、彼らが失敗するようになった動機は、

せん。

ある一年を中心としたものではありません。

いくら自分が暮らしているその国が良いと

アダム家庭において、アダム・エバが堕落

いっても、一日の勝利基準をもてなければ天

したのも、一年や十年、あるいは何十年を計

国に行くことができず、一年の勝利基準をも

画して失敗したのではありません。その失敗

てなければ永遠の世界に入ることができない

は、一瞬にもたらされ、一瞬の失敗が、億千

のです。それゆえ、信仰者は永遠を夢見てい

万年続いてきたということを考えるときに、

くことも重要でしょうが、それより重要なこ

その瞬間がどれほど恐ろしく、どれほど怖い

とは、現実においてどのように悪を清算して

ものであるかを知ることができます。

善の旗手になるかということです。このよう

その一瞬の失敗で歴史時代に修行の道を行

な問題が何よりも重要です。

った数多くの人たちが、受難の応報を受けな

このような点から見るとき、アダムの瞬間

ければならず、そのみ旨についていかない数

的な失敗が億千万年の恨を残してきたのです。

多くの民族が、滅亡のどん底に落ちなければ

アダム家庭で、カイン・アベルが父母の恨を

なりませんでした。それが、とてつもない蕩

解いて、兄弟の壁を崩して、一つの家庭の起

減の祭物の起源になったというのです。この

源をつくらなければなりませんでした。この

ような事実を考えるとき、一時間、カチカチ

ように、復帰摂理の代表として立てられたア

という瞬間が恐ろしいのです。それゆえ、永

ベルが死んだのも、瞬間的な事件でした。

遠の天国も一瞬を離れてはあり得ないのです。

百二十年かかって箱舟を造ったノアの苦労

永遠の出発は、自分が死んで始まるのでは

の路程でも、神様が「願いを成就する日が来

ありません。永遠の出発は、自分がみ旨を知

たので、船に乗れ」と言われた命令も、一瞬

った瞬間から続くのです。ここに一日のうち

に下されました。この命令に同調した人は、

の瞬間でも、時間の関係において飛躍があっ

永遠の神様の祝福を受けることができました

たり、どん底が生じれば、永遠は中断される

が、そうできなかった人は、永遠の審判圏内

のです。

に埋葬されたというのです。

それゆえ、我々が生涯の路程を中心として、

アブラハムも同様です。神様が「あなたの

信仰の道を行くのに、今年行けなければ来年

子孫をふやして、天の星のように、浜べの砂

に行き、来年に行けなければ再来年に行き、

のする。……もろももの国民はあなたの子孫

十代に行けなければ二十代に行き、二十代に

によって祝福を得るであろう」（創世記二

行けなければ三十代に行き、三十代に行けな

二・一七、一八）と祝福されましたが、その

ければ四十代に行き、四十代に行けなければ

祝福の命令もカチカチという一瞬に下された

五十代に行きと、このようにしてはいけませ

というのです。アブラハムが供え物をした時

ん。一生をこのように生きていくなら、彼は、

間も、何十年間供え物をしたのではなく、た

一生をみ旨と一つになった一日の生活をもっ

った一日でした。祭物を裂いて供え物をする

てみることができずに死ぬでしょう。もしそ

時間は、一時間未満でしたが、ここで歴史的
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なすべての生死禍福の起源が組まれてくるの

我々が暮らしている社会、国家、世界は、
自分の意志に符合する環境になっていないの

です。
今日、信仰者たちが恐れるべきことは、終

で、すべての苦衷が生じており、善悪の分岐

わりの日に訪ねてくる審判ではなく、一日一

点が重なり合っています。百人なら百人、

日の生活圏内で訪ねてくる時間です。それを、

各々自分なりの一日の生活を営むために環境

どのようにみ旨と一致させるか、どのように

と闘争しており、その環境を押して進んでい

み旨と交差路を形成していくかという問題で

ます。それゆえ、朝に計画した一日の仕事に

す。（三七―二一九）

対して誰も自信をもつことができないという
ことを、我々は一日の生活の中でよく体験し
ます。その上に、その環境の範囲が大きけれ
ば大きいほど、自身の一日の生活を勝利とし

五 幼児期と三段階秩序

て結果づけるためには、それに比例した決意
アダム・エバを神様が造ったのなら、それ

と推進力をもたなければなりません。そうで

をどのように造ったのでしょうか。土でこね

なくては、その日が勝利の日になり得ないの

て造ったなら、どのような土で造ったのでし

です。そのような一日一日が加わってひと月

ょうか。どこで出発したのでしょうか。どこ

になり、ひと月ひと月が加わって一年になり

から始まったのでしょうか。アダム・エバを、

ます。

成人になった人として造ったとは考えられま

そのひと月も、我々が計画したとおりに暮
らせる環境になっていません。我々がひと月

せん。
赤ん坊から造りました。神様が、赤ん坊を

の勝利をもたらすためには、そのひと月の環

はらんだ母が、抱いて育てるのと同様な、そ

境に備わった複雑なすべての事情、すべての

のような過程を経て造ったという論理を立て

与件を打破することができる推進力と決意が

なくては、このすべての三段階の秩序を通じ

なければなりません。それがなくては、ひと

た存在の形成というものは、説明する道理が

月の計画を勝利したものとして終えることが

ありません。それで、アダム・エバに幼児期

できないのです。

があったというのです。その次に、成人期が

一年を押し進めるためには、三百六十日を

ありました。これは天理です。その次に完成

克服することができる闘志力、あるいは推進

期がありました。

力を備えなければなりません。そうでなくて

幼児期とは、どのよう期間だったのでしょ

は、一年を勝利で飾ることはできません。こ

うか。無形の神様が、無形の世界から有形の

のような一年に十年が加わって、二十年、あ

過程を経てくることができる、赤ん坊の存在

るいは三十年が加わった日々を過ごしている

を抱いて育てたという論理から始めなければ

のが、我々の人生の道です。（三一―三〇）

なりません。（二二五―一九八）
今日、この地に暮らしている人間たちは、
六 我々の人生の道

時間性を外れることができません。人類歴史
について見ても同様です。個人、家庭、氏族、
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民族、国家、世界もそのような時間圏内で動

西四方の文化背景によって、高い所に前進す

いていっています。

ることができる一つの統一された宗教世界を

人が生きていく所には、必ず達成すべき目
的があります。その目的を中心として、十年、

率いてきています。
そのような本郷の所へ導くべき宗教である

二十年、三十年、七十年、一生の間行くべき

ために、宗教は何を教えているのでしょうか。

なのです。目的が大きければ大きいほど、内

「ため」に生きなさいということを教えてい

的にもっと強く誓わなければなりません。そ

ると言わざるを得ません。そして、高次的な

うでなくては、その目的に到達することはで

宗教であるほど、「ため」に生きるべきだと

きません。時間という過程を通じて、その目

いう原則を強調しなければならず、「温柔謙

的を凌駕し得る内的な決意を続けない限り、

遜」であれと言うのです。数多くの人を高め、

その目的を達成することはできないのです。

彼らのためにする立場に立てというのです。

（三一―一四九）

「犠牲奉仕せよ」と教えるのです。なぜでし
ょうか。その国の法度に合う訓練をしなけれ
ばならないからです。（七八―一一七）

七 我々が訪ねるべき本郷

皆さんは、霊界の事実を知らないかもしれ

八 人生最高の行くべき道

ませんが、先生は神様の特別な恵沢を受けて、
未知の世界についてよく知っています。
その世界の根本を掘り返してみると、原則

人生の行くべき道とはどのようなものでし
ょうか。神様の愛を占領することが、人生の

は簡単でした。その世界は、神様の天地原則

行くべき道です。神様の愛を占領することが、

の世界であるために、生きた人だけが行く所

人生の行くべき最高の終着点です。この道は、

です。そのような内容で形成された世界が、

男も女もみな行かなければなりません。すべ

理想天国です。

ての人が行くべきなのです。

そこが、我々人間が訪ねるべき本郷です。

人生の行くべき道は、無限であられる愛の

今日、我々は堕落した人生として、本郷から

神様を探すことです。十回でも百回でも、死

追放された人間になったために、本郷の地に

の峠を経てでも、死んでも絶えず探していく

向かって帰るべき運命にあるのです。しかし

べき、神様の愛を探すのが人生の最高の行く

そこへは、その人間自体としては入ることが

べき道です。

できないために、神様は、人間が入ることが

欲望の終わりとはどこでしょうか。神様の

できる道を歴史過程に設定せざるを得ません。

愛を占領する所です。神様を占領したといっ

それで、その民族の文化背景、風習、ある

ても、その中にもっと貴い愛を占領できなけ

いは伝統が異なることによって、数多くの宗

れば、神様は自分の神様ではありません。そ

教を立てて収拾していきました。そのように

れゆえ、神様の愛を占領しなければなりませ

収拾するための訓練場として立てたのが宗教

ん。愛だけ占領すれば、神様はいらっしゃら

です。ですから宗教は、本郷の地に入ること

なくても大丈夫なのです。彼のものが私のも

ができる資格者を錬磨させる訓練場です。東

のであり、私のものが彼のものになるとき、
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初めて内外が一つになるのです。そのような

出発が過ったので、再び帰らなければなり

国が、上下の等級のない理想の本国になるの

ません。帰るには帰るのですが、どこに帰る

です。

のでしょうか。原点に帰らなければなりませ

そのような場に横たわるようになれば、天

ん。偽りの父母として始まったので、帰って

下にある存在の中で、良く見えないものがな

「真の父母」として再び始めなければなりま

く、天下にいる存在の中で、自身のために存

せん。ですから、どれほど深刻ですか。自分

在しないものはないと感じるのです。そのよ

が、神様の愛と、神様の生命と、神様の血筋

うなものが神様の愛なので、今日人間が行く

を再び引き継がなければなりません。

べき天上世界、すなわち天国は、愛で充満し

それで、出発するとき、血統転換式をしま
す。それを、自分の生命よりもっと信じなけ

た所なのです。（三九―二一〇）

ればならないのです。統一教会の一つの礼式
だといって、ただ一般の宗教儀式として考え

九 出生の基準と生涯の基準

てはいけないのです。これは、死んだ立場か

一) 過った出生の基準

ら回生させる注射の薬と同じです。解毒注射
今日、世の中の人は、自分自身は高貴な人
だと言っている人でも、いくら博士だと言っ

です。
我々の先祖が過ったのです。これのために、

ている人でも、自分の出生が間違ったという

歴史を経ながら多くの人々が犠牲になりまし

ことを知りません。神様の怨讐であるサタン

た。これを知る私たちは、再びその道を行く

の愛と、生命と、血筋をもって生まれたとい

ことはできません。絶対行けないのです。堕

うことを知らないというのです。重要な問題

落天地に不倫の愛を残すことによって、歴史

です。

を通して受けたその代価が、とてつもなく大

堕落によって人間は、サタンの愛により生

きかったのです。個人、家庭、社会、国家、

まれたのです。サタンの愛がその父母にまで

世界に及ぼした影響が、とてつもなく大きか

つながってきました。母の生命、父の生命に

ったというのです。（二一六―一〇九）

その血が流れていて、その血が今日、自分に
二) 生涯の基準

つながってきたというのです。そのような三
種類の結実が、正に自分です。
ですから皆さんは、サタンに属したのです。

ここで、生涯とは、永遠の生涯を言います。

いわば皆さんの血管に乗ってサタンの血が流

地上界だけを言うのではありません。それは

れているのす。したがって、自動的にサタン

生きている永遠の暮らしです。

は自分の理想的な結実を結んだのであり、神

「私」という存在は、神様の愛の対象とし

様は、そのような男女を本然の純粋な完成人

て造られました。絶対的であり、主体的な神

間として救おうとされるのです。

様の対象が、正に自分です。神様の愛の相対

皆さんは、サタンの愛から出発したのです。

が私というものです。神様が自分より、もっ

皆さんは、サタンの血統をもって生まれたの

と貴く考えるものが、真の愛の概念です。神

です。それゆえ、出発が過ってしまいました。

様は、絶対的であり、永遠であられる生命の
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中心です。そして神様の理想は、もっと永遠

す。その父母は、霊界でも無形です。形があ

なものですが、その理想の中心が、正に真の

りません。それで、形をもった人間の父母に

愛です。その愛の相対が自分です。

なるためには、形をもたなければなりません。

愛の属性は、主体と対象が一つにすること

そうでなければ、中心になり得ないのです。

です。それは、国家を一つにします。それゆ

二番目は何かというと、垂直線は一点にと

え、どんな場でも同参することができ、どこ

どまります。面積がありません。すなわち、

にでもついていくことができます。全財産を、

霊界では繁殖をすることができないのです。

みな相続することができます。神様の心情ま

垂直の次元で、それを横的に展開して三六〇

でも、みな相続するのです。先生が悲惨な過

度の球体になってこそ、多くの空間が生じる

程を経てこれを発見することによって、その

ようになります。

基盤の上に立つようになりました。これは何

三番目は、愛の相対圏の永遠性を維持する

とも換えられないし、崇高で高貴なものなの

ためです。神様の相対になるのは、アダムと

です。驚くべき恩賜です。

エバだけではないということです。アダム・

それゆえ、神様と同じ立場に立つのです。

エバが相対の位置に立つのと同時に、その子

永遠の真の愛の場に同参するのです。あの世

女たちも相対の位置に立つようになるのです。

界は、制限された地球星とは次元が違います。

ですから、神様の相対の位置を永続的に保存

制限された所では自由に動くことができませ

するため、人間を創造したのです。

んが、あの世界は次元が高い世界であるため

アダムもエバも神様をお父さんと呼びます。

に、何でもできる所です。時間を飛び越えら

では、その子女たちは神様を、おじさんと呼

れるのです。愛を中心として何でも願いさえ

びますか、おじいさんと呼びますか。お父さ

すば、いつでもどこでも、みな得ることがで

んと呼びます。

きるのです。

相対というのは、平等なものです。神様の

我々は元来、永生体として造られました。

愛を横的に繁殖し、その愛の価値を完成しな

真の愛を中心とした対象体である自分は、永

ければなりません。完成した愛の価値は、一

遠の生命体なのです。だから、霊界に行けば

つです。平等なのです。

自由なのです。

そこには、三つの理由があります。一番目

それで、生涯の基準として、第一が善悪の基

は、形が必要なのです。形態が必要です。父

準です。皆さんは、それを知るべきです。善悪

母としての形が必要です。アダムの父のような

の基準が第一であり、第二が本然の出発点であ

顔で、霊的にその形態を得るということです。

り、三番目は永生です。（二一六―一一五）

二番目は、天国の国民の生産地が必要です。
ですから、夫婦は生産工場です。生産工場な

第二節 人間の位格

ら、大量生産するのがいいでしょうか、少量

一 神様が人間を創造した目的

生産するのがいいでしょうか。大量生産する
のがいいのです。

神様は、人間をなぜ造ったのでしょうか。
第一は、神様自身が父母の立場に立つためで

生産工場が自動化され明確に大量生産する
ようになれば、天国はいっぱいになるのです。

449 * 四百四十九

천성경

天聖經
Cheon Seong Gyeong
ですから、女性は多くの赤ん坊を産むように

りません。体は勝手にできません。（一三六

なっています。（二二二―三三八）

―一四）

人間には、体と心があり、心の上に霊があ

二 人間は、霊界と肉界の媒介体

り、霊の上に神様がいらっしゃいます。それ
本来、神様の創造過程を考えてみれば、神

ゆえ人間は、神様と完全に一つになってこそ、

様は万物を造って、人間を造ったのです。神

完全な人になるのです。人は、たとえ小さな

様を中心としてすべてが始まりました。人を

一つの個体であっても、全体の歴史に代わっ

造ったことによって、神様と人間と万物が平

た存在であり、未来のすべての因縁に代わる

行的な立場で統一を見るのを願われました。

存在であるために、天宙的な価値をもってい

これが神様の創造のみ旨です。神様がいて、

ます。

この被造世界があり、その中に人がいます。こ

人は、自分の生涯の因縁を訪ねていくのに

のような中間的立場に立ったのが人間であるた

おいて、自分の心を前に侍っていかなければ

めに、人間は霊界と肉界を接触させることがで

なりません。これが天倫です。心の命令に服

きる媒介体であるです。（六七―一四三）

従しない者は、天がたたきます。今まで天は、
歴史路程で人間に良心のとおりに生き、物質
的な悪の条件に引っ掛かるなと言いました。

三 体と心、そして霊人体

では、人間の良心は、天倫に一〇〇パーセ
今日、我々が暮らしているこの被造世界に

ント似たのでしょうか。そのようになってお

は軸があります。その軸にも、二つのものが

らず、数多くの障壁で遮られているのです。

あります。見える軸と見えない軸、二重構造

天国の関門の前に、曲折の門が横たわるよう

になっています。

になるというのです。これがキリスト教で言

一つの主体を中心として回るのに、その主

われる審判の関門です。今日の思潮は、恐怖

体自身も回ります。体と心が授け受ければ、

と不安と混乱の時期を迎えています。中心を

回るようになるのと同じことです。

つかもうとしてもつかむことのできない時代

すべての存在物は、このような原則によっ

ということです。

て存在します。同様に、今日堕落した人間世

今日、我々は、物質を多くもっていてもい

界からの復帰の道も、軸を直さなければいけ

けません。なぜなら、神様が人を造るとき、

ません。

体と霊人体を造りましたが、霊が中心である
からです。（四―二六八）

人間において、体の中心とは何でしょう
か?

心です。心を中心として、体がつなが

っているために、体は霊を中心として回るの

四 完全作動と共鳴

です。心の命令に体が動きます。心が「東に
共鳴とは、振動するときの周波数が同じこ

行け」と言えば、東に行かなければならず、
「西に行け」と言えば、西に行かなければな

とをいいます。
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人間は、永遠に生きることができる我々の

振動数が同じように共鳴するのと同じ道理で、

内的人と、地上天国に暮らすことができる外

神様の愛の作用が我々の心に来れば、自動的

的人が、愛を中心として共鳴することができ

に体に反応するということです。

なければなりません。共鳴するときは、音波

それゆえ、体と心を一〇〇パーセント共鳴

が同じであってこそつづられるのです。そう

させ得る圏内に追い込むことができるのは、

しながら回ります。回るには、そのまま回る

神様の知恵でもなく、能力でもなく、力でも

のではなく、核を中心として回るのです。

なく、ただ愛です。（一三八―二五四）

同様です。霊人体と肉身が神様の愛を中心
として調和するようになるときは、霊的細胞、
第三節 人間の生命の本質

肉的細胞が完全に作動するのです。
それゆえ、目が完全作動するときは、目を

一 霊的なものが人間の本質

開くようになれば、天上天下、地上天下がみ
な見えるのです。完全作動をするためです。

ある一つの核心があれば、それを中心とし

マイクもそうではないですか。性能が良けれ

ても相対的な存在が必ずあります。陽子を中

ば、一〇〇パーセント響きわたります。

心として電子が回っているのと同じように、

同様に、愛の力で肉身と霊人体が一致して、

神様と人間との関係もこれと同じです。電子

爆発し得る境地になれば、天上世界、地上世

のような我々人間の心が、陽子のような神様

界が、神様がすることなく、みな共鳴するよ

の心の核心と関係を結んで作用しているため、

うになるのです。（一七一―一〇三）

神様が人間に対して復帰摂理をなさることが
できるのです。

人間を見ると、心と体が二重構造になって

我々が真理のみ言を探せば、神様の生命が

います。男もそうであり、女もそうです。男

躍動すること、神様の愛が和動するのを感じ

も女も心の人と体の人から成っています。そ

ることができす。このように、真理の道を経

れで、男女を合わせれば四人だと言うことが

て、神様の生命と愛を探していくのが、価値

できます。分けておけば四人ですが、これが

あることです。
パウロが言ったのと同様に、世の中の光に

どのように一つになるでしょうか。
神様は、なぜこのように四人に造られたで
しょうか。神様の真の愛を中心としては、完
全に一つになるのです。真の愛で完全に一つ

なることができる自分になったのも、中にあ
る神様の愛のためです。
真理は、永遠不変です。では、我々はこの
悪なる世の中で、どのように善悪を分別しな

になるのです。
皆さんには、霊的人、統一教会で言う霊人

がら真理を探していくべきなのでしょうか。

体があり、肉身があります。霊人体は我々の

自分を中心とした心を捨てて、いつも低い位

目に見えませんが、存在するのです。

置に下りなければなりません。聖書でも、

では、霊人体と肉身はいつ一つになるので

「自分を高くする者は低くされ、自分を低く

しょうか。これが問題です。これは、音叉と

する者は高くされるであろう」（マタイ二

同じです。音叉の一つを鳴らせば、他の側も

三・一二）と言いました。
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人間の本質は、霊的なものです。それゆえ、

因を占領することができないのです。被造物

あの世に行けば、そのような人間の本質が人

は、原因に占領されるようになっています。

のためになるようになっていることを、もっ

皆さんは、結果的存在であることは間違い

と実感するようになるでしょう。ところで人

ありません。霊長と言えば、長は霊の中で中

間は、どうして自分だけのためにという心で

心であるという言葉です。この言葉は、本来、

万事に臨んでいるのでしょうか。

神様と人間が一つになった関係について言う

これは、すべての人間が、天倫に背いた天
使、言い換えれば、サタンと血統的な因縁を

言葉です。
それゆえ、霊長は、神様と通じるのです。
しかし、人間が万物の霊長だといって、すべ

もっているためです。（二―一三七）

てが霊長ではありません。霊長になり得る人
今我々は、霊的な御飯を食べなければなり

は、別にいます。その霊長になり得るクラブ

ません。皆さんは、肉的な御飯と霊的な御飯

に加入できる資格者は、少なくとも個人のた

のうち、どちらがおいしくなければならない

めに生きる人ではありません。全体のために

でしょうか。自分が生き残って神様の側に立

生きる人です。神様は、そのような人を中心

つためには、霊的な御飯の味が、肉的な御飯

として願いを成そうとされるのです。そうな

の味よりももっと良くなければなりません。

れば、誰の天国になるのでしょうか。神様の

霊的な力を中心として暮らす生活の味が、肉

天国ではなく、その人の天国になるのです。

的な力をもって暮らす生活の味よりも、もっ

（三二―一三六）

とおいしくなければならないのです。（一三
人は、どのようにすべきでしょうか。永生

一―二一一）

しなければなりません。悪なる世の中で、八
十年ほど暮らしますが、犬が死ぬことや、人

二 万物の霊長であるという意味

が死ぬことには、違いはないと考えるかもし
万物の霊長という言葉は、何を意味してい
るのでしょうか。万物の霊長とは誰でしょう

れませんが、それは違います。人は霊長であ
るために違います。

か。「人だ」と言っていますが、万物の根本

万物の霊長になり得るのは、何のためでし

となった霊長は神様です。皆さんは、霊があ

ょうか。年を取らない心のためにそうだとい

るということが分かるでしょう。人間には、

うのです。万物は、みな変わり得ます。純金

霊があります。人間は、その霊の中の長であ

も変わります。風化作用により、減少します。

るために、結局神様と直結させて霊長だと言

ですが、心だけはそうではありません。変わ

うのです。

らないところにおいて、最高の権威をもって

万物の霊長だというのは、人間自体だけで

います。（一五九―二七八）

はなり得ません。人間も被造物であるのに、
どのように万物の霊長になるかということで

万物の霊長だということは、何を中心とし

す。被造物とは、相対的な結果体です。被造

て言うのでしょうか。お金を中心として、知

物だけでは、原因に通じることができず、原

識を中心として、権力を中心として言う言葉
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ではありません。それは、神様の最高の愛を中
心として言うことです。（二一〇―三〇九）

皆さんがいくら肉身を中心として豊かに暮
らしても、結局は死ぬようになるのです。ど
うせ肉身は死ぬようになっているのです。そ
のようになっているのです。では、霊的な基

三 内の人と外の人

準と肉的な基準のうちで、どちらがより重要
人間の本然の因縁とは何でしょうか。神様

なものでしょうか。我々は、肉的な基準を中

の絶対的な愛の圏内で、互いに完成した愛を

心として生きていくのではありません。肉は

楽しむことができ、褒めたたえることと尊敬

霊のために、霊は肉のために存在するのです。

の価値を現すことが、本然の因縁です。そう

皆さんは、世の中の人たちが生きていくのと

する中で、天の因縁と地の因縁が、すっかり

同じ立場にすがってはいけません。

和合して、一つに調和して現れたのが人間で

皆さんは、肉を救ったという立場で、霊肉

す。それゆえ、見えない心があり、見える体

が合わさった実体を備えて、より甲斐のある

があるのです。

立場から出発しなければなりません。（二〇

本来の因縁をもって生まれたなら、体と心

―三二六）

が分かれて一つになるのです。
皆さんも、内の人と外の人が互いに闘って
います。この闘いは、いつ終わるでしょうか。

四 地上生活の目的は霊肉完成

約十年ほど過ぎれば終わるでしょうか、死ん
でも終わらないのでしょうか。神様が人間を

み旨とは何でしょうか。結局、人間の霊肉

そのように造ったなら、その神様は一つの目

を完成させることです。自分自身を中心とし

的をもった神様ではなく、二つの目的をもっ

て、過去は霊的であり、今日は肉的です。過

た神様です。そのような神様は、混沌とした

去は霊的であり、現在は肉的であるというこ

神様だというのです。

とです。二つの世界の侵犯を受けました。現

宇宙のすべての法則は、前後左右が行き違

在の立場がサタン世界だから、サタン世界に

いなく秩序整然と一つのはっきりとした目的

勝った肉になるべきであり、過去のサタン世

があります。これを見るとき、人は本来この

界に勝った、霊的基盤を築かなければならな

ように創造されたのではないのです。それで、

いのです。過去と現在に勝利すれば、霊肉を

体をほうり投げて、本然の心を探さなければ

もつことができる基準が、未来に対する祝福

なりません。（四四―一九四）

に広がるのです。（七三―九六）

我々人間の肉身と霊人体の中で、より重要
なものとは何でしょうか。肉でなく霊なので

我々が知るべきことは、霊界が主体ではな

す。肉は七十、八十年の時間圏、限界圏内で

く、肉界が主体だということです。完成させ

生きては去ってしまいますが、霊は時間圏を

るのには、霊界が主体でなく、肉界が主体で

超越し、空間まで超越する権限をもっていま

す。肉界の完成は、霊界と肉界の完成なので

す。したがって、歴史的な責任を悟って、責

す。ですから、肉身生活が貴いというのです。

任を果たすことが人間の本務です。

（九一―一七八）
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第四節 肉身生活の高貴性

偶然に物事が起きるのではありません。準

一 肉身生活は霊界生活のための準備

備というものは、たやすいものではありませ
ん。それゆえ、一生について見るときに、少

神様が、万物と人間を造られ、良しとされ

年時代は青年時代のための準備です。壮年時

たのは、互いに闘うなということです。体を

代は、老年時代のために準備しているのであ

打って心の前に屈服させることが、宗教の教

り、老年時代は、霊界に行く準備をするので

えです。悪から善に越えられなければいけま

す。一生は、大宇宙の人格を備えるために、

せん。

一つの訓練過程を経ている修練期間です。準備

自分の体が完全に勝利したということは、

期間であるというのです。（一四七―一八八）

サタンまでも完全にその根を抜いて征服した
ということです。天国へは、サタンを征服し

我々は、この世に暮らしていますが、この

てこそ行くことができます。サタンに勝つこ

世の中だけがあるのではなく、霊界がありま

とは、肉身を脱いではできません。なぜなら、

す。世の中と霊界は、二つの世界ではなく、

肉身が地で事故になったので、直すのも肉身

一つの世界につながるべきです。

を使って、地で直さなければならないのです。

では、我々が行くべき所、我々が行って暮

地上ですべきことをみなできなければ、永遠

らすべき所とはどこでしょうか。もちろん、

に地獄に行きます。

我々は肉身生活をしながらこの地にいますが、

それゆえ、地で勝利して天の側の善なる立

永遠の世界に向かって行っているのです。一

場に立つようになれば、永遠に天国に行くの

般の人たちは、世の中に生まれ、青春時代を

です。（六五―二九四）

過ぎて、壮年時代を過ぎて、老年時代を経て、

この肉身世界は、短い期間です。長くあり

沈む日のように人生を終えます。しかし、霊

ません。それを知るようになれば、寝る時間

界があるという事実を知る人たちは、一生と

が惜しいのです。御飯を食べる時間が惜しい

いうものがしばらくの間であり、死んだ次に

というのです。そうなると御飯を歩きながら

迎えるべき世界が永遠だということを知り、

食べ、寝るのも、歩きながら寝て、遊ぶのも、

準備するのです。ゆえに、一生の期間は、永

歩きながら遊ぶのです。そうであるほど、世

遠の世界に入るための準備する期間です。

界の誰も受けられない福を受けるのです。
（八〇―二二六）

学生を例に挙げて言えば、一学年に単位を
取るべき、学校で制定する単位の基準がある

私がたとえ制限されたこの地で八十年くら

のです。その基準にどれくらい到達したかと

いはいるといっても、我々の舞台は世界の祭

いう対照によって、学校で認められる学生に

壇です。それゆえ、ここにある万物は、世界の

なるのです。

万物であり、自分の体は、世界人類の体であり、

しかし、単位に達しなければ、学校が立て

自分の心は、世界人類の心です。そのような心

た価値基準から遠ざかるのです。それゆえ、

情は、神様と一つになっています。これが全部

ある標準を中心として、すべてを測定するよ

一つの祭壇です。（七五―一六六）

うになります。
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我々が肉身世界で暮らすのは、まるで学校
で定めた単位基準に合わせようとして準備す

六・一九）とあるのです。このような二重構
造の一体性で解明されます。

る期間と同じです。我々は、一生の間に積む

皆さんは、肉身を使ったこの期間が、どれ

べき実績を追求しているというのです。言い

ほど貴いかを知るべきです。神様も復活させ

換えれば、責任を追及するある基準の前に、

ることができ、宇宙も復活させることができ、

どれほど一致するかという、その基準値を中

すべての天下を統一させることができるのは、

心として生涯路程を行っているのです。（一

肉身を使っているこの期間しかありません。
神様と万物を合わせても、この肉身世界と

四〇―一二一）

換えることができません。なぜでしょうか。
皆さんは、すべてを自分のために消化して

神様とこの宇宙を合わせても、肉身をもった

はいけません。神様のために、天地のために

人間がいなければ、完成されないからです。

消化し、自分の国と自分の氏族と、自分の家

人間の体がどれほど貴いかを知るべきです。

庭と、自分の相対のために消化するというこ

我々の肉身は、宇宙とも換えることができま

とを考えるべきであって、自分のためにして

せん。聖書の「全世界をもうけても、自分の

はいけないのです。

命を損したら、なんの得になろうか」（マタ

一生の間、自分を中心として暮らせば、全
部が心配です。しかしながら、「ため」に暮

イ一六・二六）という言葉も、それで成立す
るのです。（九一―一九一）

らすようになれば、すべてが自分の友達にな
るのです。絶えず「ため」にしてみれば、自

肉身生活は八十年ほどにしかならない短い

分は真空状態になるために、真が訪ねて入っ

生涯路程で、歴史的に絡んだすべての善の圏

てきます。

を収拾しなければならないのです。

我々統一教会の誇りとは何でしょうか。第

この短い肉身生活に因縁を結ぶべき善の圏

一が真の愛であり、第二が 「真の父母」で

が膨大だということを知るこの心、良心は、

す。これは、統一教会にだけある言葉です。

どれほどせきたてるでしょうか。死ねばでき

辞書にもありません。第三が真の子女であり、

ないのです。生きている間に本郷の地を訪ね

第四が真の氏族です。これが我々の四大目標

て、祖国の主権回復をすべきです。そのよう

です。（二〇三―一〇一）

にして天の主権者に侍り、その国で生きてい
ってこそ、天上天国に行くのです。（一五五
―二七）

二 肉身生活の貴重性

自分が解放されれば、神様が解放されます。

霊界、無限の世界は永遠です。そのような

家庭が解放されれば、天国の家庭がそうなり、

世界に行くためには自分自体をどのように収

この地上がそうなら、天国がそうなるのです。

拾すべきでしょうか。そんなことを考えてみ

それゆえ、聖書に「あなたが地上でつなぐこ

ましたか。肉身生活をする間に収拾しなけれ

とは、天でもつながれ、あなたが地上で解く

ばなりません。これを正すことができるのは、

ことは天でも解かれるであろう」（マタイ一

この時しかないのです。それを正すのは、絶
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対自分のためにしては正す方法はありません。

は、韓国人たちがキムチ、味噌、コチュヂャ

自分のためにして正す方法があるなら、統一

ンを食べる習慣性よりももっとひどいのです。

教会の文先生が、今まで絶対苦労しなかった

これは歴史性をもっているのです。悪魔が
出発したその日から、根が刺さった習慣性を

のです。（五九―五〇）

もっているますが、これをどのように抜いて
統一教会が提示する原理の道は、千年、万

しまいますか。

年過ぎても行くべきです。生きている間に行

穴を掘って根まで埋めようとしても、埋め

けなければ、億千万年の永遠の霊界に行って

られないのです。深刻な問題です。天国に行

からでも行かなければなりません。（一三五

くには、神様を中心とした習慣性もたなけれ

―二九七）

ばなりません。（二一三―二〇）

三 習慣性が重要である

四 肉身生活の標準

今日、我々はサタン世界の習慣を捨てて、

先生の生活は、神様のために生きる生活で

神様の新しい秩序を確立しようというのです。

す。この世界のために生きる生活です。自分

（二一三―一九）

のために生きるという考えをしてはいけませ
ん。それで皆さんは、神様と「真の父母」と

皆さんは、キムチとコチュヂャン（注：と
うがらしみそ）が好きでしょう?

（はい）。

人類のためにしなければなりまん。
神様と「真の父母」と人類を結ぶためには、

西洋人たちは、キムチとコチュヂャンが好き

自分を中心として四位基台をつくるためには、

ですか? 見ただけでも逃げるのです。（笑

真の愛がなければなりません。神様も真の愛

い）このごろも、優れているという輩のアメ

を願い、「真の父母」も真の愛を願い、人類

リカ研修を続けていますが、今回も二百三十

も真の愛を願います。真の愛を中心として、

名ほどが行きました。行って、ホテルでキム

真なるこの宇宙を相続することができる人に

チを出しておいて食べるから、西洋人たちが、

なければなりません。これをいつでも考えな

「ああ 7 これは何のにおいだ。何かのにお

ければななりません。

いより、もっとひどい」と、こう言っては逃

それゆえ、今まで皆さんがどれほど天が願

げていくのです。しかし、韓国の輩はどうで

う生活と一致したかということを、比較しな

すか?

「ああ 7 蜜の味よりいい」と言っ

ければなりません。そして、人類を代表した
自分になるべきです。父母を代表した自分に

て、舌なめずりをするのです。
習慣性を打破するということは、とても大

なり、神様を代表した自分になるべきです。

変です。その言葉は、今まで皆さんがサタン

そのように生きた人は、霊界に行っても、地

世界で自分を中心とした習慣性をもって生き

上のどこへ行っても、境界線がないのです。

てきましたが、その習慣性が固着したもので

自分が千名の友達と共に食物を食べたい場

す。そのように固着してしまったその習慣性

合、そのような環境も、愛を通じた世界でだ
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け可能なのです。神様が創造主の能力を行使

ですから、振り回して、みな排泄しなけれ

するとき、その愛を中心として造ったのです。

ばなりません。濾過装置を経なければならな

霊界の世界では、真の愛がつながれば、す

いのです。したがって自分があってはいけな

べてを調節することができ、すべてを創造す

いのです。自分があれば、引っ掛かります。

ることができます。それが我々の理想郷です。

水自体に砂粒のように汚い 塊

真の愛と関係を結ばなければ、みな不可能な

いれば、流れることもできず、引っ掛かるよ

ことなのです。（一四七―一一五）

うになっています。

が混じって

霊界に行くようになれば、そのような装置、
レントゲン写真のようなものに照らされるだ
ろうと考えてみませんでしたか。神様も、そ

五 肉身を使って記録される

のような濾過装置を経た人たちを必要としま
皆さんの生涯の中で、もし三分の二以上が

す。（九七―六〇）

口で言えない悲惨な生活をしたとするなら、
その三分の二の生活をすべて取り除いてしまう
ことができますか?

六 地での暮らしがあまりにも重要である

取り除くことができませ

ん。必ずついて回るのす。（三四―一三九）

皆さんは、霊界に行って、保護官生活をし
なければなりません。何千年も待たなければ

蕩減、なぜ必要ですか。復帰するためです。

ならないのです。

復帰とは、再創造でもあります。それゆえ、

皆さんの家庭の基準がみな違います。それ

皆さんは価値のある生涯を残さなければなり

で、行くのにも、みな自分の級に合う所に行

ません。ある人は、「ああ、年を取ったらイ

って、長い間とどまるのです。では、皆さん

エス様を信じて、死んだら天国に行こう」と、

の先祖たちが、息子、娘たちが、「なぜそう

このように言っています。しかし、年を取れ

したの? なぜ、そのようにうまくできなか

ば、何かを正すことは難しいのです。

ったの? それは何?」と言いながら讒訴しま

それゆえ、若い人でなければならないので

す。皆さんは、そこに該当するほどの長い時

す。それで、二十歳に入ってくるより、十五

間、そこにとどまらなければなりません。そ

歳に入ってくるのが良く、十五歳のときより

のように易しいことではありません。それで、

も、赤ん坊のときから知って大きくなったと

地ですべきなのす。先生が「しなさい」と言

いうのが、もっと価値があるのです。

うことをみなしなければなりません。

皆さんの中に、水がいっぱいになっていれ

ボルトがあれば、これに合うナットを作っ

ば、それは清い水ですか、泥水ですか。そこ

て満たさなければなりません。ナットが合っ

に砂粒が混じっているし、小石が混じってい

てこそ、満たされるのです。分かりますか。

ます。大雨が過ぎたのちに、川辺にありとあ

それが合わなければいけません。

らゆる汚いものが引っ掛かっているのと同じ

この地上にいる生活がどれほど重要でしょ

で、皆さんの中にもありとあらゆる汚いもの

うか。一度しかありません。瞬間ですが、一

が混じっているのです。

度しかありません。地上生活を永生に例えれ
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ば、これは一点にすぎません。あまりにも短

の実体圏に立つためのものです。（二一八―

い瞬間です。これは重要ではありません。肉

一二八）

身生活を越えて、霊界のために準備をしなけ
責任分担を遂行するには、皆さんはどのよ

ればならないのです。
いつもそのような主流思想をもって、セン

うにしなければならないでしょうか。責任分

ターに立って一切を調節し、一切を征服する

担を果たすことができる人になるためには、ど

ことができなければなりません。そうでなけ

のようにすべきでしょうか。サタンの情、サタ

れば、個性完成をなすことができません。

ンの血筋を受けて、生まれたすべてを否定する

（二〇七―九九）

立場に立つべきです。（一三九―二五六）

人間が霊界に行けば、どのようになるでし
七 肉身を使って責任分担遂行

ょうか。神様の体になります。アダムは、神
様の体になるのです。コリント人への第一の

皆さんは暮らしながら、神様を思い、「真

手紙に、「あなたがたは神の宮であって、神

の父母」を思わなければいけません。そうす

の御霊が自分のうちに宿っていることを知ら

ることで、愛によって心身が円満で、安全な、

ないのか」（三・一六）と記録されているの

満足な圏内に暮らすようになるのです。

と同様に、神様が臨在し得る聖殿、家です。

そのような生活をした人は、霊界に行けば、

では、神様とどのように似るのでしょうか。

そのままになるのです。地上には内面的に拡

責任分担完成段階に至って、神様が臨んで一

大した生活がありますが、内面的に拡大した

体化がなされるのです。（一三〇―二二）

その基準は、霊界に行けば表面化されるので
す。愛が内面化されているために、神様と人

第五節 祝福と永生

類が一つの体の細胞と同じです。自分自身が、

一 永生問題を知るべき理由

その細胞のうちの一つになる世界が霊界です。
そのような境地に入れば、神様が間違いなく

なぜ今、世の中の家庭が壊れていっている

自分の心の中に入ってくるのです。「神様

でしょうか。また、お母さん、お父さん、子

7」と呼べば、自分の心の中で「誰が私を呼

女が、怨讐になるでしょうか。真の愛がない

ぶのか。何だ?」と言うのです。すなわち、

ためです。

神様と共に暮らしていく世界です。

一番重要なものは永生です。しかし、霊界

責任分担は、それほど重要なのです。それ
で先生が責任分担という原則を立てたのです。

があるか、ないかということを知らずにいま
す。

皆さんが毎朝鏡を見るとき、男として女とし

間違いなく永生するということを知るよう

て生まれて、責任分担をどのように果たすか

になれば、他の人が「罪を犯せ」と言っても

を考えなければなりません。それは深刻な問

犯さないのです。「自分のために生きろ」と

題です。五官が、責任分担を完成した愛に酔

言っても生きません。これを知らなければ、

っていると思うのです。感覚のすべては、愛

既成教会を信じても、何かの宗教を信じても、
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絶対に天国に行けません。神様の理想世界に

刻になるのです。年を取るほどに、だんだん

行けないのです。真の愛、生命を投入せずに

深刻になるのです。

は、駄目なのです。（二〇五―二六一）

愛というものは、年を取るほど希薄になり
ますが、永生の概念を入れれば、年を取るほ

我々の教会が原理で武装しておけば、永生

ど、だんだん深刻になるのです。それゆえ、

問題が確実になります。この永生問題とつな

宗教理念だけが、これから世界を料理するこ

がらなければ、社会革命も不可能です。現在

とができるのです。環境が頻繁に変わっても、

の立場で暮らしていることよりも、もっと疲

悲喜劇がぶつかってこようとも、永生の概念

弊して没落した環境に陥るなら、誰もがその

さえ徹底すれば問題にならないのです。

場に行かないのです。

それゆえ、問題は、永生という概念をどの

しかし、永生問題、永遠の生命の問題とな

ように入れるかということです。

ると、環境的与件をすべて克服することがで

神様はアダム・エバを、愛の対象として造

きるのです。宗教は、それで偉大なのです。

りました。それは間違いありません。そのた

永生問題が懸かっているのです。永生の概念

めに、愛の対象となって生きるべきなのです。

だけしっかりと立てておけばできます。

それを言葉だけでなく、実感しなければなり

今まで宗教は、習慣性で結ばれた文化背景

ません。また、体恤しなければなりません。

を消化できませんでした。越えられませんで

真の愛の力が偉大だということを知れば、

した。なぜそうでしたか。永生という概念を

「行くな」と言っても、行くようになってい

つくっておけなかったからです。

ます。

キリスト教は、環境が変われば変わるほど、

それゆえ、永生の概念だけ入れれば、みな

なぜ揺らぐのでしょうか。永生という概念が

終わるのです。これを入れるにも、理論的に

ないからです。永生問題に自信がないのです。

一致し得るとき、心にどかんと響き、体まで

生命を差し出して、環境を越えていくことが

一番近い級で一つになり得る時が、青少年期

できるかという問題について見るとき、皆そ

だというのです。

こに所属して、四方を見回しながら現在の生
活に落ちていっているのです。

そして、十五歳以前は、堕落前の本性基準
を一〇〇パーセント活用し得る時です。十五

その人たちに永生の概念を入れなければ、

歳以前は、アダム・エバが堕落する以前だか

中間に落ちるのです。では、永生の概念を入

ら、本性基準が生きているのです。それゆえ、

れるのは何でしょうか。人です。これは、統一

青少年の時に、神様を知らなければなりませ

教会だけが完全に入れることができるのです。

ん。神様を知ることによって、自分と神様と
の不可避の関係を知るのです。その関係が不

信仰の道は肉身生活の準備ではなく、永遠
の世界の生活のための準備です。このような

可避だということを分からせるためには、永
生概念を入れなければならないのです。

信念さえもつようになれば、それはほってお

これさえ入れれば、我々統一教会の二世た

いてもいいのです。人は、四十を越え、五十

ちに、「他の道を行け」と言っても行きませ

を越え、死ぬ日が近づくと、永生に対し、深

ん。それゆえ、世の中を早く救い、すべて天
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国に連れていかなければなりません。それが

活に絶対必要です。それゆえ、「生きよう」

自分の所有になるのす。その持っていったす

と言う人たちは死ぬのであり、「死のう」と

べてで、あの世での等級が決定されるのです。

言う人は生きるのです。その短い期間にみ旨

ですから天国は、今完全に空いています。

のため死のうと、天のため死のうと思えば、

（一九九二・四・一五）

永遠に生きるのです。同様な道理です。独身
のときに死ぬと思って、愛する妻を迎えるよ
うになれば、どれほど有り難く思うでしょう

二 永生の道

か。結婚できずに死んだ男が、復活して結婚

一) 一生と永生問題

することができる日をもつようになれば、ど
皆さんは、どれくらい生きそうですか。全

れほど喜ぶでしょうか。

部「七十年、八十は生きるだろう」と、この

さあ、皆さんは、何歳まで生きて逝きます

ように考えているでしょう。その前には死ぬ

か。神様の命令によって、すぐに死ぬ立場に

と思いません。皆さんは、欲張りです。一生

進むならどうしますか。天が自分を褒めるこ

を生きるのに、八十歳に死ぬとか、百歳に死

とができる何かを残すべきです。そうなれば

ぬだろうと信じるとしても、あす死ぬか、き

寝る時間が惜しく、食べる時間が惜しく思わ

ょう死ぬか分からないのです。皆さんの考え

れます。心配しようにも、心配する間がない

には、「ああ、私は若いので、今後少なくと

のです。

も四十年、五十年は生きる」と、そんな欲を
みなもっているでしょう。それが神様に保障

一生と永遠の問題で、一生を短くつかむほ

されましたか。皆さんは、できるだけ一年以

ど価値があるのです。個人を愛し、家庭を愛

内に死ぬものと思いなさいというのです。こ

し、氏族を愛することとは何でしょうか。全

の短い時間にみな準備すべきです。このよう

人類を愛するための教材なのです。彼らを愛

な観念をもって生きなければなりません。で

するのは、全体を愛するための教材なのです。

きるだけ短くつかむほど、幸福です。短くつ

そして、時間と空間を超越したあの世界へ行

かむほど、損害を見ないのです。その期間に

って、すべての人を愛するための教材だとい

真になるように、準備するその内容が、自分

うのです。（一〇二―一二二）

の永遠の生命の家を建てるのです。
では、その短い期間に、神様を愛してみま
二) 人間は永遠の生命を追求

したか。神様と一つになって愛したいのに、
愛することができないのです。神様は、「愛
せよ」と言われるのです。そのように生きて

永遠の生命の世界を追求するのが、信仰生

死ねば、それが永遠の生命の主体になるので

活です。永遠な神様の愛を追求するのが、信

す。

仰です。永遠の生命とともに永遠の愛と一致

皆さんが、二年後に死ぬと思うならば、ど

するために、神様の喜びを自分の喜びとして

れほど深刻ですか。共同墓地にも、葬式をす

感じられる決着点を探していくのが、信仰の

る所にも行ってみるのです。これは、信仰生

道です。それゆえ、信仰生活をする我々の個
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体が、どれほど前進的愛と生命力をもって生

ような諸般の問題がつながっているのです。

きるかというのが、何よりも重要な問題です。

（一六二―二六四）

五官を通じて感じる感覚の一切が、生命、
四) 永生しなければならない理由

愛とどの程度の関係を結んで生きるかという
ことによって、人間としてどれほど価値をも
っているかという問題が左右されるのです。

神様は人をどのような存在として造ったの

それゆえ我々は、我々自身が生命力と加重さ

でしょうか。神様の絶対唯一の価値になり得

れた愛の心で社会生活をしてきたかという問

る、愛の対象者として造りました。これは驚

題を考えなければなりません。もし、そのよ

くべき事実です。このごろ、一人の人間の生

うな立場に立っていられないならば、それは

命の価値がどれほどになりますか。何文にも

停止したり、でなければ後退するのです。

なりません。本来、そのような無価値な人間

（三二―一九）

ではありませんでした。宇宙とも換えること
ができない高貴な価値がありました。
今日、すべての文学世界について見ても、
その骨子は愛です。人は、愛から出て、愛で

三) 永生と宗教

生きて、死にます。しかし、そのままなくな
人は永生するのです。宗教は、今まで地球

るのではありません。主体であられる神様が、

星でなくならず、文化背景と風習が異なるす

永遠、不変、唯一なので、その前に対象の愛

べての環境を経てきながら、世界的な版図を

の立場に立つようになるときは、永生するの

拡大させてきました。それは、人の一生が問

です。永生という理論が、ここから出発する

題ではなく、永生すべきであるためです。

のです。生命から始まるのではありません。

人が生きるには、宇宙と共に生活しなけれ

（一四二―一四三）

ばなりません。一生は百年くらいの短い生涯
ですが、生涯の限界でそのままなくなるので

真なる人とは、どんな人でしょうか。神様

はありません。その限界線を克服すれば、限

と内外で一つの体になって、子女の立場で完

界としていた地球村を越え、超越した場で生

全に愛されることができる人が、真なる人で

存を続けることができるのです。

す。そのような人が暮らしていく生活を、真

それゆえ、厳然と永生しますが、そうでな

の人生の道だというのです。

いとしても今まで苦痛の中でうめいて生きて

人は、誰彼を問わず最高を願っています。

きた人類に同情し、助けるためには、仮想的

人間が最高の立場に行くようになれば、神様

な永生論であっても主張すべきであり、仮想

は自分のものです。また、自分は、神様のも

的な神を中心とした理想国家形態を推理し抜

のです。そのようになれば、自分は神様の息

かなければならないのです。そのような面で

子になり、神様自身にもなるので、宇宙も私

も、宗教が必要なのです。

になるのです。

それで、皆さんの永生問題とともに、神様

神様が一番愛して、貴く考える物があるな

の問題まで解決しなければなりません。この

ら、それを一日、あるいは十年や百年ぐらい
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共に過ごしたのちに、ほうり投げるように造

っていきます。それを誇りたがりますか、誇

りましたか、永遠に共にいるように造りまし

りたがらないですか。誇りたがります。では、

たか。永遠に共にいるように造りました。永

それを一日、二日誇ってやめますか。やめま

遠に共にいるように造られたのです。人も同

せん。自分が死ぬようになれば、それを自分

じです。

の後代に永遠に残したがるのです。

人は永生すべきです。なぜでしょうか。絶

それは、神様も同様です。神様が永生され

対者の神様が、絶対的な愛を中心として、喜

る絶対者なら、その方が愛する対象も永生し

ぶことができる対象であるためです。一日や

なければなりません。それで人々は、昔から

二日、あるいは十年、百年喜んで、投げてし

永生するのを願うのです。それゆえ、絶対者

まうなら、それは愛ではありません。愛すれ

である神様は、永生の価値をもった愛する息

ば愛するほど、共にいたがるのです。愛する

子、娘を探さざるを得ないのです。（三九―

妻が死んだので、その妻のハンカチを持って

四二）

独身で生きた人もいませんか。インドのネル
ーのような方は、自分の妻が若くして死にま

我々人間は、神様が造られた傑作品として、

したが、その妻がバラを好んだといって、一

神様に似ました。神様が永遠であられるので、

生の間バラの花を身に着けて歩きながら暮ら

我々も永遠の性稟をもたなければいけないた

したといいます。

めに、我々の心は老けないのです。

それなら神様が、一人しかいないこの上な

それゆえ、人は永生すべきです。永生して

く貴い息子、娘を造るとき、百年ぐらい生き

こそ、その傑作品の存在価値をもつことがで

たのちに滅びるように造られたのでしょうか。

きるのです。それで万物の霊長なのです。こ

違います。それゆえ、人は永生するのが原則

こで、霊が出てくるのです。人は、永生しな

です。永生するには、より強い力が排出され

ければなりません。ですから、我々が八十年

得る作用の基盤の上に立たなければなりませ

ほど生きて、死ねば終わりだとは考えられま

ん。それゆえ、愛の力は、時日が過ぎれば過

せん。（一五九―二八一）

ぎるほど、授け受けすれば授け受けするほど、
五) 永生のための人生

消耗するのではなく、もっと強くなり、もっ
と大きくなるのです。そこでは、うれしかっ
たらうれしいものとして終わるのではなく、

人は誰でも、各自自分なりに生活していま

その喜びが拡張して、無限の喜びとして発展

す。「生活」するとは、一日一日暮らすこと

し得るのです。そのような世界が、我々が理

を言い、「生涯」は、一生の人生、一生を生

想とする国であり、神様がいらっしゃる天国

きることを言います。さらには、宗教をもっ

です。

た人たちは、永生という言葉を使っています。

では皆さんは、永生を願いますか、願いま
せんか。漠然とですが、永生を願っています。

永生というものは、一生ではなく、永遠の人
生を生きることです。

自分に貴いものがあれば、避難する時それを

生涯路程を永生にどのようにつなげるかと

持っていきますか、持っていきませんか。持

いうことが重要ですが、それをすべきなのが、
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生涯の責任です。また、永生ということは、

装って、もっと美しく表示することができな

一日一日の生活をつなげてこそ決定されるの

ければならないのです。万宇宙をそのように

です。皆さんの一生というものは、日々がつ

造ったのです。（二〇四―一〇一）

ながったものです。
生涯の価値的な内容は、どこから決定され

大気が一〇〇パーセント絶対低気圧圏にな

るのでしょうか。生涯をみな生きて、決定さ

れば、高気圧圏が自動的に生じ、循環運動が

れるのではありません。一日一日の暮らしの

起こるのです。神様は、知恵の王です。その

日々が、決定するようになっています。それ

ように自動的循環原理を通じて、永遠の回転

ゆえ、うまく暮らさなければならないのです。

が始まるために、永生論理が論理的に設定さ

では、いったい、うまく暮らすこととはど

れるのです。

ういうことでしょうか。うまく暮らすのは、

投入して、投入して、また投入するところ

生涯のすべての路程を代表し得る日々を、意

から、永生の論理が繰り広げられるのです。

味深く送る生活です。きょうをうまく暮らし

「ため」にするところは、滅びません。（二

たというのは、自分の一生で誇らしくあり得

〇四―一〇七）

る記憶の日です。「うまく暮らす」ようにな
れば、生涯路程において、必ず一番価値があ

神様が絶対的な愛のパートナーを求めると

るように暮らす日でしょう。価値があるよう

すると、それは間違いなく人間です。それゆ

に暮らした日があれば、生涯の中でその日は、

え、「万物之衆、唯人最貴」という言葉が出

忘れられない日になるでしょう。（一九七―

てくるのです。これは何でしょうか。創造主

一八六）

の永遠な愛と一つになった愛のパートナーも、
永生するという論理が生じるようになるので
す。永生というのは、自動的な産物です。永

六) 永生論理とは

生は、ここから繰り広げられるのです。愛の
それで、永生の論理をどのように探します

関係を中心として、永生論理をどのように立

か。神様は、知恵深いお方です。もし、神様

てるかという問題は、宗教において極めて貴

が愛の理念を立てなかったら、神様は孤独単

重な話です。男に永生があり、女に永生があ

身です。喜怒哀楽を感じることができない神

るのではありません。神様に永生があるので

様だというのです。

はありません。神様の愛に永生があるという

絶対的なこの愛を失われた神様は、歴史始

のです。（二一八―二一一）

まって以来、誰も体験することができない、
七) 一番重要な永生問題

深刻で、あきれる、絶対的に悲惨な立場に立
ったのです。誰も永遠に慰められないのです。
本然の願いだった息子、娘を犠牲にして、御

今日、キリスト教徒たちは、「イエスを信

本人が夢見た希望の理想形態を再現させたも

じれば永生する」と言います。永生は、継続

のとして満足するのではなく、それを抱いて、

的な作用を続けていかなければなりません。

千里、万里移動しながら、もっと輝くように

人生の道を永遠に行こうとすれば、心臓の動
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九) 信仰と永生問題

脈と静脈のような、循環器官が恒常的に動か
なければならず、神経系が恒常的に動かなけ
ればならず、大脳、小脳のすべての作用が恒

どのように永生するでしょうか。キリスト

常的に動かなければならないのです。そうす

教徒たちは「イエス様を信じれば永生する、

るには、莫大な消耗が繰り広げられます。

救われる」と言うが、とんでもないというの

（一二一―一七二）

です。愛でだけ救いを受けるのです。神様の
創造原則から見るとき、真なる人だけが神様

寝床に就くとき、脱いでおいた靴を、次の

の愛の同伴者であるために、真の愛をもてば

日の朝に再び履く自信がありますか。いくら

永遠に暮らすことができるようになっていま

忙しいといっても、永生問題以上に重要なも

す。その愛の圏内に入っていれば、霊界や地

のは、この世にありません。それで、この世

上に暮らすようになるときに、自分がどこで

の中で永生問題を決定づけること以上に深刻

暮らすべきか分かるようになります。

なことはありません。（一〇―二四九）

大洋を通う大きな船が破損する危険が生じ
れば、その船の中に暮らしていたねずみたち

八) 結局人間は永生に帰結すべし

は全部陸地に逃げるというのです。微々たる
ものにすぎない動物も、自分の生死圏をわき

新しい潮流の波である「真の父母」の愛の
道理を植えて、堕落の恨を解消し、神様が君
臨することができる真の愛の家庭を築いてこ
そ、天国に直行し得るようになるのです。

まえていくすべを知るのに、ましてや万物の
霊長である人間はどうでしょうか。
なぜ、そうなったのでしょうか。堕落のた
めです。この堕落の仮面を悪魔の愛と、悪魔

地上天国と天上天国のレールは同じでなけ

の生命と、悪魔の血筋をどのように解脱する

ればなりません。レールが同じでこそ貨車が

でしょうか。この解脱という言葉は、抜け出

走ることができるのと同様に、地上と天上の

すという意味です。完全に抜け出して、関係

世界のレールが合わなければなりません。地

ない立場に、自主的な立場に立つという言葉

上天国から天上天国をつなぐための道が、真

です。（二一五―五三）

の愛の道です。それゆえ、個人が行く道、家
庭が行く道、全部つながらなければなりませ

九十歳を超えた母親は、七十歳を超えた息

ん。方向が一致しなければならないというの

子がどこかに出掛けるとき、「車に気をつけ

です。

て、いってらっしゃい」と言います。九十の

それゆえ、一生の間、自分がするすべての

老年になるほど、そのように毎日のように繰

ことは、全部真の愛のための実績として、自

り返しても、疲れません。それは、永遠に続

分の後ろに永遠に固着されるために、あの世

いても疲れません。そのようにさせる原動力

に行くようになれば、一生の間残された功績

とは何でしょうか。愛です。堕落した世界の

にふさわしいその級に自然にとどまるのです。

父母の愛もそうなのに、本然の世界である神

（二一一―二八八）

様の愛に属していればどうでしょうか。
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このようになるとき初めて、真なる神様の

我々は、永生を願っています。永生を願う

対象圏を確定づけることができます。神様の

のに、変わらないものとは何でしょうか。愛

愛が永遠不変なことを知るようになるとき、

です。他のものはみな変わります。環境的に

我々人間の愛を中心として、永生の論理を妥

変わるのです。では、愛はなぜ変わらないの

当化させることができるのです。愛を中心と

でしょうか。

して永生するのです。（一四三―二三〇）

愛は、すべての生命力の中心であるために、
変わらないのです。愛は理想的な与件の中心
に位置を占めるためです。中心は、その周囲
が全部なくなる前には、なくならないという

十) 統一教会と永生

ことです。愛は宇宙の中心になっているため
先生は、統一教会の教徒たちに、苦労をた
くさんさせようとします。苦労させても逃げ

に、愛と一つになれば、神様が残っている限
り残っているのです。（一五七―二六七）

ません。なぜ逃げていかないのでしょうか。
二) 真の愛と永生

永生があるために逃げないのです。統一教会
で離れられないのは、永生があるためです。

真の愛とは何でしょうか。結婚するとき、

（二〇四―八二）

結婚相手が自分より良い人を願います。自分
人々にはみな欲望があります。全部神様の

の息子、娘が、自分より良いことをを願わな

息子、娘になろうとします。孫も嫌で、神様

い父母はいません。それは誰に似たのでしょ

の婿も嫌で、神様の息子、娘になりたいので

うか。神様に似たのです。神様が愛の相対が

す。誰でも欲望を成就、完成する所は、家庭

自分よりより良いのを願うのです。
絶対的な神様が我々人類の父なら、その父

なのです。（二二一―二五）

は絶対的に行わないで、その息子、娘にだけ、
絶対的に行えと命令できるでしょうか。でき

十一) 永生に必要な観念

ません。神様が愛の相対を自分よりより良い
皆さん、「自分は永生する人だ。真の愛を

のを願われる原則から見るときに、人間の価

実践する人だ」という姿勢で生きるべきです。

値が最大の価値です。愛は中心として神様よ

ですから何をするのでしょうか。「永世のた

り高い価値があるということです。

めだ」と「永世を訓練することだ」と、考え

それゆえ、皆さんの心は、最高のものを願

なさいというのです。皆さんには、永生と真

っているのです。それが不可能なことではあ

の愛との観念は、いつも必要です。永遠に必

りません。万人平等に可能なことです。堕落

要なのです。（二一六―一二七）

しなかったなら可能なのです。
高く貴い立場で、この宇宙を眺めて管理し
て主導するようになっているのであって、引

三 愛と永生
一) 愛と直結した永生

かれて回り、服従するようになっていません
でした。皆さんの心がそうでしょう? 解放

465 * 四百六十五

천성경

天聖經
Cheon Seong Gyeong
された心です。誰の支配も受けたがりません。

れは投入です。一〇〇パーセント以上投入し

これは、万民が共通です。真の愛の位置にい

ます。一〇〇パーセント以上投入するところ

れば、神様の位置、天国の宝座に自由に行く

に永生があります。真の愛をもたなくては永

ことができます。神様の友達になることがで

生がありません。永生しない人は、神様に会

きるのです。

うことができません。（二〇五―一二九）

愛のために人間を造ったというときは、神
様が永遠で、絶対的であるがゆえに、人間自

これから、世界をどのように収拾するので

体も永生をもつというのです。これは、自然

しょうか。第一は利他主義、第二は真の愛、

的な論理です。それゆえ、真の愛は永遠です。

第三は永生に世界が収拾されるのです。

永生するには、その真の愛の圏内で暮らさな
ければなりません。（二一一―二七二）

真の愛とは、何でしょうか。自分の生命以
上の投入をしなければなりません。生命以上
を投入しない所には、真の愛はありません。

真の愛により、永生が可能です。なぜでし

生命以上に投入するところから真の愛が成立

ょうか。創造の出発、動機、過程、目的など

します。「真の父母」が成立しなければ、永

すべてのことが、愛を中心として完成するか

生はないのです。

らです。過程を通じて結果が出てくるのです。

なぜそうなのでしょうか。皆さんがサタン

自分の体と心の完成は、真の愛によって、

の血を、サタンの血統を受け継いで生まれた

根本的に可能になっています。理想の結実を

からです。それで、聖書には、「『心をつく

結ぶものは、愛しかありません。真の愛しか

し、精神をつくし、思いをつくして、主なる

ないのです。真の愛により、神様も永存して

あなたの神を愛せよ』。これがいちばん大切

います。

な第一のいましめである」（マタイ二二・三

永生は、愛によりつながるのです。それで、

七、三八）とあります。この言葉の意味は何

永生の環境を成すには、愛の環境を中心とし

でしょうか。心を尽くして、思いを尽くせと

て生活しなければいけません。愛の実体圏を

言ったのは、生命まで懸けなさいということ

もつには、愛を中心として、実体的な体恤をし

です。これが第一の戒めです。

なければいけないのです。（二一八―一三四）

第二の戒めは、「自分を愛するようにあな
たの隣り人を愛せよ」（マタイ二二・三九）
ということです。「隣り人を自分を愛するよ

三) 絶対必要な真の愛

うに愛せよ」というのはどういうことでしょ
神様は霊界のどこにいらっしゃるでしょう

うか。生命を懸けて愛しなさいということで

か。絶対的な中心、愛の中心にいらっしゃい

す。生命を投入しなければいけません。なぜ、

ます。その愛は真の愛であり、直短距離を通

生命を懸けなければいけないのでしょうか。

じます。

第一は、サタンを屈服させることができず、

皆さんは第一に、神様を知らなければなら

第二は、サタンの環境から抜け出すことがで

ず、第二に、永生を知らなければならず、第

きず、第三は、サタンの血統から抜け出すこ

三に、真の愛を知らなければなりません。こ

とができないからです。
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サタンの環境からは抜け出すことができる

皆さん、考えてみなさい。神様がおられま

としても、サタンの血統は仕方がありません。

すか。（はい）。神様には時間があるでしょ

しかし、真の愛は生命を超越するのです。

うか、ないでしょうか。（ありません）。な

男女が生まれたのも、利他主義です。男が

ぜありませんか。時間がなければ、永遠に終

生まれたのも女のためです。これは、絶対的

わると同時に永遠に始まるという、そういう

な真理です。永遠の真理です。なぜ、そのよ

言葉ではないですか。過去も、現在も、未来

うに生まれたのでしょうか。真の愛のためで

も、同じだということです。そのようになっ

す。

ても、嫌であり得ない作用を引き起こすこと

男もそうであり、女もそうです。世の中で

ができる、神様が安息され得る本来の基礎と

は、「二人で永遠に一つになりたい」と言い

は何でしょうか。そのようなことが問題にな

ますが、二人が一つになって何をするでしょ

ります。

うか。神様を占領しようというのです。真の
愛でなければ、神様を占領できません。

それは何でしょうか。全知全能であられる
能力をもって可能でしょうか。駄目なのです。

皆さんの家の中で、主人には誰がなるでし

神様の知恵、全知全能、分からないことがな

ょうか。その家の全体のために、一生を生き

いことをもってしては、駄目だということで

ていく人が、中心者になるのです。神様の代

す。何にもならないのです。愛の力だけが可

わり、父母の代わりに中心者になるのです。

能なのです。神様も、「愛」と言えば「そう

百名の友達がいるとき、その百名のために

か 7」と言うのです。それ以外は、神様に必

一生の間を生きれば、その友達百人からあが

要ではないのです。

められる中心になるのです。ですから、永遠

我々は結局、どこへ行くのでしょうか。霊

の世界で、永遠に「ため」にする主人がいれ

界です。「死後の世界」と言いますが、死後

ば、永遠の主人になるのです。その方とは誰

の世界ではありません。なぜ、死後の世界に

でしょうか。神様です。ところで、その方は

なり得ないのでしょうか。愛と関係している

我々の父であるために、すべての宇宙が

世界であるためです。愛と関係している世界

「私」と共にいるというのです。そこに永生

であるために、死後の世界ではありません。

があります。そうでなかった所には、永生が

真なる愛を中心として出発したものであるた

ありません。

めに、自分が真なる愛の立場に立つようにな

それで、聖書に、「死なんとする者は生き、
生きんとする者は死なん」とあります。それ
はどんな言葉でしょうか。死を越えるべきで、

るときは、今ここが霊界です。それゆえ、愛
は偉大なのです。
球形運動をしてこそ、上下、前後、左右が

越えなければ生きることができないという言

和合することができます。縦は縦で、横は横

葉です。（二〇五―二五八）

になって和合ができなければ、上下、前後、
左右全体が和合できないのです。統一が繰り
広げられません。愛だけが統一することがで

四) 愛と関係した死後の世界

きるのです。
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それゆえ、統一教会が、真の愛を中心とし

では、真の愛とは何でしょうか。縦横を通

た統一理想世界を論ずるのも、原理観におい

じて、どこでも九〇度に合うのです。東洋の

て一致した結論です。（一四四―一九九）

家にも合い、西洋の家にも合い、南型の家に
も合い、北型の家にも合い、五色人種、文化

神様は、人間を率いてくださろうとします。

背景、すべての宗教背景が全部違ったとして

神様も息をするのです。愛の呼吸をされるの

も、合わなければなりません。それが何でし

です。愛を中心として、宇宙が永遠に続くの

ょうか。真の愛です。（一八〇―八六）

です。愛に永生があるのです。
愛も息をするのです。宇宙の脈拍がこのよ
うになっているために、男や女が「ああ 7

今日、この世には、多くの人たちが暮らし

私、嫌だ」と言えません。拍子が合えば、互

ています。その人々の中で、統一教会で言う

いが愛さなければならないのです。一方向で

祝福という意味を知る人は、多くありません。

す。全部神様を中心とした一方向だというの

この祝福という言葉は、統一教会で初めて始

です。（二〇一―一九一）

まった言葉であり、その言葉を中心として、
今まで祝福行事をしてきました。

五) 「ため」に生きてこそ永生する

これから、人類はどこに行くのでしょうか。
すべての人類は、祝福の門を通らずしては、

おじいさん、おばあさんも、千年、万年後

天国に行くことができません。数多くの人た

代の後孫も、霊界に行っている霊人たちも、

ちが、既成教会を信じますが、その既成教会

永生できるその公式的路程は同じです。

自体も祝福という門を通らずには、天に行く

永世へは、「ため」に生きた人たちだけが
パスすることができるます。（二〇三―一九

ことができないのです。
このように言うと、既成教会では、「統一
教会のレバレンド・ムーンは独善的な言葉を

三）

たくさん言う」と言うでしょう。統一教会で
言う祝福は堕落した人類が、必ず行くべき道

四 祝福と霊界

です。いくら反対したとしても、霊界と肉界

一) 愛の威力

をつなげて入らなければならない、非常に重
霊界も肉界も、愛によって動きます。真な

大な問題になるのが、この祝福です。

る愛を中心として、環境的与件は拍子を自動
的に合わせるのです。（一八五―二〇）

今日、一般の宗教を信じる人は、「救い」
と言うと、個人の救いだけを考えます。自分

過去の人も、現在の人も、永遠にできる資

がよく信じれば、天国に行くと信じるという

格とは何でしょうか。我々人間世界で必要と

のです。しかし、本来の神様の理想について

するそのすべての欲求の要因とは何でしょう

見るとき、天国は一人で行くようになってい

か。それは愛です。つまらない愛ではく、真

ません。愛する夫婦、愛する家族が共に入る

の愛です。

ようになっています。（一四三―二三五）
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三) 結婚と霊界

二) 夫婦の霊人体

我々は、愛の理想を探していく群れです。

キリスト教では、神様を愛すると言います

ですから、霊界の代弁者として立つために、

が、漠然としているのです。聖書で言うには、

愛の理想を横的な世界に扶植させるべきです。

「『心をつくし、精神をつくし、思いをつく

種として蒔くべきです。ここで愛の心を授け

して、主なるあなたの神を愛せよ』。これが

受けしながら育つのです。大きくなるのです。

いちばん大切な、第一のいましめである。第

こうして、愛の実を結んで、その夫婦が霊

二もこれと同様である、『自分を愛するよう

界に入るようになるとき、神様の永遠の愛の圏

にあなたの隣り人を愛せよ』」（マタイ二

内に抱かれ、神様と一つの体になるのです。神

二・三七～三九）とあります。そうなればい

様と一つになるのです。（一四四―二二四）

いのです。
神様を愛する前に、皆さんが食べる食物を

皆さんは、真の愛の論理をたくさん習わな
ければなりません。我々統一教会の霊神

愛さなければなりません。万物を愛し、体を
愛さなければならないのです。

（注：草創期からいるおばあさん）たちは、

皆さんの第一の父母は、皆さんを生んでく

五十になったのに、顔を見れば四十代のよう

れた父母ですが、第二の父母は地球です。こ

です。五十歳を越えたのに、人々でいえば大

の地です。皆さんは地から、皆さんの体が大

体三十代しかならないように見えます。です

きくなれるよう、その要素を供給してもらう

から愛するほど若返るのです。

のです。地が体の第二の父母です。第二の父

人はこの地上で、殻（体）は老けていきま

母を経て、第三の父母に入るのが死ぬことで

すが、夫婦生活をして愛すれば愛するほど、

す。第三の父母に行くには、そのまま入るの

霊人体は若くなるのです。どういう意味かと

ではありません。第三の父母に帰るには、本

いうと、人間が長く生きれば生きるほど、内

来の父母だった神様の形に似なければなりま

的人間である霊人体は、最高の円熟した美男、

せん。

美女になるのです。その殻は服のように脱が

したがって、結婚はなぜするのでしょうか。

なければなりませんが、若返ってくっついた

神様の形に似るためです。神様は、二性性相

らどうしますか。

が合体化した一律的な存在であり、その神様
の分性自体が男女であるために、彼らも合性

ですから、外的な殻は、老ければ全部駄目
になりますが、内的な中身は、丈夫になって

一体化して種のようになって、神様の本性の
位置に帰らなければならないのです。

未来の相続者になり、美人になるのです。そ

しかし、その種をつなげるためには、愛の

れゆえ、秋の栗のいがのようになるのです。

道を通じなくてはいけないために、生まれな

秋になり、丈夫だった栗のいがが、熟れれば、

がらも愛され、育ちながらも愛を目標として

殻はぶよぶよになって割れ、栗の実が落ちる

育ち、暮らしながらも愛を中心として暮らし、

ようになっています。それと同じです。（一

行きながらも愛に帰るために行かなければな

六四―一〇二）

らないのです。
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その道は、「ため」にする目標を中心とし
て訪ねていかなければ、方向が異なってしま

み、おばさんたちがみな好む。子供たちまで
好む」と、そうでなければなりません。
それができなければ、霊界に行って再び帰

います。（一三八―九八）

ってこなければならないのです。帰ってくる
には、先生がサインをしてあげなければいけ

四) 祝福家庭の霊界の立場

ないのです。祝福を受けた家庭たちが、地に
我々統一教会の信者たちは、霊界が確実に

勝手に来ることができますか。先生が祈祷を

あるということを知っています。信じている

してあげてこそ、可能なのです。それで、ま

のではなく、知っているのです。多くの体験

ず行った人たちが、みな縛られています。今

を通じて、否定しようとしても否定できない

まで統一教会の祝福家庭は、みな縛られてい

のです。今日、統一教会が世界的な基盤を形

るのです。
それゆえ、地が問題です。（一四〇―一二

成するまで、多くの体験過程を経てきました。
それゆえ、霊界がないと言うことのできない

三）

立場にいる人たちが、統一教会の信者です。
五) 祝福は約束

では、霊界の中心とは何でしょうか。霊界
は絶対的神を中心として構成された世界です。
その絶対的神がいるなら、その神は、宇宙の

統一教会の祝福家庭は祝福を受けたとき、

起源になる方です。彼によらないものがあり

永遠の家庭として暮らすと約束しました。先

ません。彼に属しているために、彼に属した

生は、永遠の家庭を治める人です。永遠の国

全体は、彼と共に感じ、彼と共に因縁をもっ

を治める人です。永遠の国の家庭を設定する

て過ごしているのです。

のです。その約束を守る人が、家庭はもちろ

そのような愛の圏が成される所には、サタ
ンはいません。それゆえ、サタン世界は、自

ん、永遠の国を引き継ぐのです。（二〇五―
三五九）

分を中心として愛するのです。天が一番では
なく、自分が一番です。天を否定し、地を否
定して始まるのです。
六) 祝福の栄光

しかし、その反対に、天を認めて地を認め
父母の平均的愛のもとで一つになれば、サタ
ンが主管することができないと見るのです。

真なる女は、どうあるべきでしょうか。真

それが本然のアダムの位置です。その基準を

なる男を中心として、男がしようというとお

回復しなければなりません。

りにしてあげなければなりません。家庭のた

ある町内に、統一教会の夫妻が住めば、そ

めに奉仕して、氏族のために奉仕するように

の町内で話題になければなりません。先生が

なれば、その周囲が全部拍手するようになり

どこへ行っても話題になるのと同じです。

ます。

「あの夫婦は、この町内に実によく来た。あ

皆さんは、先生が好きです。なぜ好きでし

の奥さんは、この町内のすべての男たちが好

ょうか。苦労しながらも皆さんを生かしてあ
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げようと、人類を解放させてあげようとする

るのです。これは、否定することのできない

からです。先生が苦労しなければ、皆さんが

事実です。

霊界に行って、億万年待っても祝福を受けら

一生を経たのちに、自分はある所へ行くの

れないのです。不可能なことなのに、先生が

でしょうか。これが、人間たちが解決すべき

苦労して、価値ある祝福の版図が繰り広げら

重要な問題です。宗教もこの問題を解決する

れたというのです。これは天の霊界とこの地

ために、哲学も歴史もこの問題を解決するた

上世界に、栄光なもので、華やかなことです。

めに動員されています。ですから、皆さん自

（一六二―六八）

身も、このような運勢に引きつけられ、率い
られていっているということを、否定するこ
とができないのです。
では、どうせ行くべき自分自身だというの

第二章 死と霊界
第一節 人生必然の道

に、この体はどこへ行こうとし、この心はど

一 永生と距離が遠い体

こへ行こうとするのでしょうか。また、この
生命はどこに向かって傾いていて、自分の心

地球も息をして運動をするのです。皆さん

情はどこに行こうとするのか、自分の願い、
あるいは希望と理念は、どこへ行こうとする

の細胞も息をします。
皆さんは、地上で永遠に暮らしますか、無

のでしょうか。この問題を解決できなかった

形の愛の実体になった所で永遠に暮らします

としても、我々はどうせ行くべき運命に置か

か。無形の愛の実体になった世界で永遠に暮

れているのです。

らさなければなりません。神様が御自身を見

我々が生きて死ぬ日、この体は土に埋めら

せてあげたいと思われても、皆さんの体では

れて終わるのです。それなら、体が埋められ

神様を見ることはできません。ですから、霊

るその日、この心も、この生命も、この心情

人体が必要なのです。

も、この理念も、あるいは希望までも共に埋

見えない精神の中心になる神様ゆえに、神

められてしまうのでしょうか。ここに、内容

様は相対的存在である人間に、自分の永遠の

と、解決点と、目的観を提示しておかなけれ

理想圏を全部与えたいのです。（一一一―一

ばなりません。
それで、行く歩みをつかまえて、動く心と

一二）

傾く心情を妨げておいて、「お前はどこへ行
くのか」と聞いてみて、これを解決しようと

二 大部分の生涯

闘ってきた人たちが、聖賢、賢哲であり、数
今、我々は、知る知らないにかかわらず、

多くの道主たちです。彼らはそれを解決する

あるところに向かって行っています。私が動

ために出てきたのですが、今まで「私の体は

いている時間にも行っていて、休んでいる時

このような所に行き、私の心と私の心情、私

間にも行っているのです。単に私だけでなく、

の生命と私の理念は、このような所に向かっ

この民族、あるいはこの世界、さらには天と

て走っていく。ゆえに、全天下に存在するす

地までも、あるところに向かって今行ってい

べての存在物は、ここに向かって行け 7」と、
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自信をもって命令した人はいないのです。

もし、人を、何日間かいてなくなる、その
ような存在として創造したなら、神様は絶対

（八―一九四）

者ではありません。神様は、人間を永遠に見
宗教は、私的な欲望から出発したこの世の

ていたい、貴い存在として創造したのです。

中が滅びるのを願います。公的な世界を、一

人間が神様の喜び得る対象なのに、神様が

つに統一された平和の世界を、数千年前から

永遠であるなら、人間も永遠であるしかあり

待ち望んできたのが宗教です。

ません。そして、永遠な神様は、永遠の世の
中を相手にするのです。

では、宗教人は、どのように生きるべきで

ところで、人々は「八十年生きればいいの

しょうか。自分の夫婦だけでおもしろく生き

であって、死んでしまえば終わりだ」という

ることより、もっとおもしろく生きることが

考えで、今まで生きてきた人たちがたくさん

できるのは、この歴史的距離を短縮させ、世

います。しかし、歴史路程を通じて考えを深

界とつなげて、天宙とつなげて生きることで

める人たちは、「どのようにすれば人が死な

す。そのような家庭が、解放された家庭なの

ずに永生することができるのか、もっと生き

です。また、その家庭は、絶対的な家庭にな

ることができる道はないか」という考えをも

らざるを得ないのです。

ちました。志を抱いたことがある人であれば

明洞の街を過ぎてみると、若い男女たちは

あるほど、「人生とは何か? 人間はなぜ生

仲むつまじいのです。それは誰のためにそう

まれて旅人のように行くか」と言い、「人生

なのでしょうか。一度しかない若い青春時代

は苦海」とか、「草露の人生」とかと言いま

なので、楽しむためにそうだと言うのですが、

した。しかし、永生できるなら、そのように

それでいいというのです。では、その楽しむ

悩む必要はないのです。（三九―二二九）

ことにおいて、主人は誰でしょうか。これが
深刻だというのです。皆さんは、いつまでも

三 死は人生必然の道

楽しむことができますか。二十代から楽しく
六十、七十、八十歳と過ぎるようになれば、

皆さんは、いつかは霊界に行かなければな
りません。間違いなく霊界に行くのです。

楽しいはずはないのです。

大韓民国に訪ねてくるのに、金浦空港に降
しかし、統一教会式は違います。食べるの

りるといって金浦空港に来たのではありませ

も何のために食べますか。世界のために食べ

ん。金浦空港からどこへ行くのでしょうか。

るのです。悪なる世界をなくすために食べる

全羅南道に行くか、慶尚南道に行くか、平安

のです。見るのも、悪なる世界を討ち払うた

道に行くのか。平安道に行って、またどこに

めに見るのです。悪の側になるために見るの

行くのでしょうか。郡を訪ねなければなりま

ではなく、悪を討ち払うために見るのです。

せん。また郡でもどこへ行くでしょうか。面

聞くのも、考えるのも、歩くのも、行動するの

を訪ねていかなければなりません。また面に

も、全部世の中と違います。（三六―七二）

行って、どこを訪ねていきますか。里です。
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里でも、ある班を訪ねていかなければなりま

も超越的な過程で、神様のみ旨によって死ぬ

せん。簡単ではありません。

ようになるのです。（三六―六四）

自分の居所を確定づけられない人間たちが
出世して、何をするのでしょうか。問題です。

五 生涯はあまりにも短い

神様が霊界から呼び出し命令をすれば、文
先生もきょう偉いとしても、あすの夜に連れ
ていけば行くのであって、他に方法がありま

人間は、何千年、何百年生きるのではあり
ません。百年ほど生きて、みな死にます。

せん。どんなに大きな声を出しても、行くの

数多くの歴史時代を経てきながら、多くの

です。私が声を大にしながら行くときには、

我々の先祖たちが死んでいきましたが、全体

正しい言葉を言って行くのです。国が行くべ

に良いこと、全体の利益を考えたなら、百年

き道を提示しなければならず、世界が行くべ

生きたことが、千年たってもそのまま残され

き道を提示しなければなりません。過ってや

たことでしょう。ところで、個人を中心とし

れば死ぬのです。（一七七―四二）

て現れたなら、全部滅びました。全体を滅ぼ
してしまうのです。
そのような人生の暮らしをしてきたために、

四 生命の主人は神様

問題が起きたのです。ここで一番問題になる
先生の起源は何でしょうか。私ではありま

のは何でしょうか。自分を中心としたすべて

せん。先生の起源も自分を超越したものでな

の測定方向を、どのように全体測定方向に代

ければならず、目的も自分を超越したもので

替するか、自分第一主義を強調したのを、全

なければなりません。自分の生命は、父母や

体に利益になり得る面で、どのように投入す

社会や民族、国家を通じて生まれたのではな

るかということです。

く、それを超越した絶対者である神様から始

それで、個人主義、自体の利益を追求する

まったと言うべきです。動機を、絶対的な立

人生行路の出発を、ひっくり返えさなければ

場にある超越的な動機と結びつけなければな

なりません。ひっくり返すには、ただそのま

りません。時代的な因縁とか、環境的な因縁、

ま、何もなくひっくり返してはいけません。

あるいは社会的な与件に結びつけてはいけま

一着しかない服を着ているのに、これを誰

せん。超越的な原因に結びつけ、超越的な目

かが脱がそうとすれば、死んでも脱ぐまいと

的に結びつけてこそ、飛躍して、超越して、

するのです。春夏秋冬の服を持って、春に冬

脱出することができるのです。

の服を着れば、春服を持っていき「これは冬
の服だ、脱ぎなさい」と言い、夏に春服を着

自分の生命を超越的な動機に結びつけなけ

れば、夏の服を持っていって「脱ぎなさい」

ればなりません。自分の生命の出発は、自分

と言うべきなのです。そのようなことを知ら

から始まったのではありません。絶対者であ

なかったのです。代替し得る、より価値があ

られる神様から出発したのです。自分を超越

るものが何かを知らなかったのです。（二〇

的な動機に結びつけるようになれば、死んで

〇―九一）
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この地上には父母がいて、師がいて、親戚

人間が帰る（亡くなる）ということは、韓

たちがいます。この地には、そのような因縁

国人として生まれて、韓国人として帰る（亡

を結んでいくことができる道がありますが、

くなる）ということを言うのではありません。

霊界にはそのようなものがありません。霊界

韓国人として死にましたが、韓国人として帰

では、全部神様を中心として全体のために暮

るというその道ではないのです。我々人類の

らすのです。位置が全部区別されています。

先祖の根源の世界に帰るのです。

それゆえ、上にいる人が下に来ることもでき

それは何を言うのでしょうか。創造主がお

ず、下にいる人が上に行くことも難しいので

られるなら、その創造主がおられる所に帰る

す。本来は、地上で完成してこそ霊界に行く

ということです。そこから出発したので、そ

ことができるようになっています。一度あの

こに帰るのです。

世に入れば終わりです。どちらにせよ人間は

宇宙は、循環作用をします。山に積もって
いる雪が解けるようになれば、小さな渓谷を

死にます。
生涯の路程は、あまりにも短いのです。一

通じて流れていき、多くの支流を通じて大海

生はあまりにも短いのです。人の寿命が八十

に流れ込みます。大海に入るようになれば、

年だとすると、あまりにも短いのです。霊界

それが水蒸気になって、再び帰るのです。

の時間では八時間にもなりません。永遠の世

循環運動をします。帰ろうとすれば、どこ

界の時間で考えれば、八時間にもならないの

に帰るのでしょうか。高くあり得る所に、も

です。

っと良くあり得る所に帰るのを願います。

ですから、真の愛の力は偉大なのです。早

誰も小さくなるのを願いません。しかし、

いのです。真の愛の速度は、我々が認識でき

すべての自然界の運動法則というものは、作

ないくらいです。（二〇五―六五）

用すれば小さくなるようになっています。作
用すれば、だんだん小さくなるのです。我々
が何かを転がしてみても、それが永遠に転が

第二節 死に対する理解

らないのです。早く転がって、だんだん遅く

一 「亡くなる」という言葉の意味

なり停止するようになります。（一一四―二
六九）

間違いなく霊界はあります。間違いなく霊
界はあり、我々人間は、どうせ霊界から生ま

二 我々が行くべき所

れたために、霊界に帰らざるを得ません。
我々韓国の言葉の中で、おもしろい言葉は

我々は、この世の中に暮らしていますが、

「トラガンダ（帰る、亡くなる）」という言

この世の中だけがあるのではなく、霊界もあ

葉です。どこに帰るのでしょうか。共同墓地

ります。世の中と霊界は、二つの世界ではな

に行くのは、帰ることではありません。出発

く、一つの世界としてつながっています。

した本処に帰るということです。その出発が

では、我々が行くべき所、我々が行って暮

共同墓地ではないというのです。果てしなく

らすべきその所とはどこでしょうか。もちろ

遠い歴史の起源を越えて帰るということです。

ん我々は、肉身生活をしながらこの地にいま
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すが、永遠の世界に向かって行っているので

受けて早く死ぬ人と、民族や世界の罪を蕩減

す。一般の人たちは、世の中に生まれれば、

するために早く死ぬ人がいます。

十代、二十代、三十代、中年、壮年、老年時

もしある町内で、屈指の若者が三人だけ死

代を経ていきます。青春時代を過ごして、壮

ぬようになれば、その町内には福が来るとい

年時代に入るようになれば、だんだん一つの

うのです。ある一族を例に挙げるなら、その

峠を越えて、その次には老年時代に入るよう

一族から期待を受けた若者が、三人だけ死ぬ

になるのです。このように沈む日のように、

ようになれば、その一族には福が来るという

一生を終えます。

のです。すなわち、蕩減を払わなければなら

しかし、霊界があるという事実を知る人た
ちは、一生はちょっとの間であり、死んだの

ないということです。どこでもそうなのです。
因果法則はどこでも作用します。

ちに我々が迎えるべき世界が永遠だというこ
とを知っています。ゆえに、一生は、永遠の

神様が、千人の価値をもった一つの存在を

世界への準備するための期間です。（一四〇

中心的な立場に立てて、代わって死の道を行

―一二一）

かせたとき、千人がその人の恩徳の前に感動
して、その人を慈しみ、その人の生涯を見習

三 亡くなる日は貴い日

い、その人のように生きるというようになれ
ば、その民族はその人のような恵沢圏内に入

アダムが生まれた日と成婚の日、そして、

ってくるのです。人々が忠臣の思想を見習お

亡くなった日を記念する、世界的な統一圏が

うとし、聖賢の思想を見習おうとするのも、

形成されていたなら、そのような日々を記念

彼らと同じ恵沢圏内に入るためにそうするの

する人類は、一つの兄弟になり、一つの民に

です。

なったでしょう。すなわち、一つの世界に暮

昨年も何人かが霊界に行きましたが、今年

らす人間になることができたということです。

も何人かが霊界に行くでしょう。言いはしま

そのようになっていたなら、アダムが生活した

せんでしたが、先生は既にみな知っています。

すべての風習は、人類歴史に継承されたであろ

これはなぜそうなのでしょうか。一段階越え

うし、その時に形成された文化は、永遠に継承

ていくときには、必ず蕩減を払わなければな

されたことでしょう。（三一―二三一）

らないためです。（三三―一〇）

この地上に生まれた人間たちの中には、希

四 二つの死

望をもって生きる人たちがいて、希望をもて
皆さんがいくら「死なない」と言っても、

ずに生きる人たちがいます。しかし、希望は
人間を中心とした希望と、天を中心とした希

死ぬ時になれば死ぬのです。
霊界に行く人にも種類があります。自分の

望の二つがあります。

寿命どおりに生きて行く人と、自分の寿命ど

我々は、生まれたその日から、母の懐の中

おりに生きられずに行く人がいます。自分の

が何よりも自分に一番いいものと思って育ち

寿命どおりに生きられずに行く人にも、罰を

ますが、母の懐を離れ友達と付き合って、友
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達が一番いいものと思って過ごします。しか

日、地上に生きている人間たちが考えなけれ

し、結局は友達とも別れてしまうのです。

ばならない、重要な問題です。

それで、人間たちは、だんだん育ちながら、

今日、世の中の万事は、みな過ぎ去ってし

愛する父母も自分の希望の全体になれず、愛

まいます。家庭も過ぎ去り、国家も過ぎ去り、

する夫婦も自分の希望の全体になれず、さら

世界あるいはある主義も、みな過ぎ去ってし

には、愛する子女も自分の希望の全体になれ

まいますが、最後に残されるものとは何でし

ないのです。

ょうか。死と戦って勝利することができる一

人間たちが多くのことを希望しますが、そ
の心が薄れてなくなってしまうのです。家庭
に対する希望、あるいは国家に対する希望、

つの希望です。我々にそのような希望がなけ
れば、人生の敗北者です。
反面に、生まれながら世の中の人たちが願

さらには世界に対する希望をもっていますが、

う一切の希望を拒否し、人間的なものを一切

年齢が多くなるに従って、その希望する心が

拒否し、天の希望、永遠の希望を抱いて生き

だんだん弱くなっていくのです。

る群れがあります。

地上に生きている人間たちの中に、その希

天は、人間的な希望を中心として生きてい

望を自分の全体の希望として誇り、自分の生

る地上の人間をして、新しい希望をもって死

命を失う恨があっても、それを離れては生き

の峠を越えることができ、永遠の世界を欽慕

られないという確固たる信念をもって生きて

しながら生きることができるようにするため

いく人は多くありません。人間は、そのよう

に、無限に苦労されました。それゆえ、信仰

に生きて、最後には死と戦って越えなければ

生活をする人たちは、地上のある希望を抱い

いけない運命に逢着するようになります。

て生きるのではなく、死までも越えて立つこ

人間は、一生の間、すべての希望を抱いて
生きますが、のちには死にぶつかり、自分が

とができる永遠の希望の世界を夢見て生活す
べきなのです。（六―四四）

抱いていた希望をみな捨てたまま行ってしま
うのです。きょうも生きるのを願い、あすも

五 死の意味

生きるのを願い、新しい希望を探してさまよ
っていますが、死にぶつかるようになるとき

「死」という単語を使った目的は、人生の

には、希望をもてなかったまま、絶望しなが

意味を知るためです。では、人生の価値は誰

ら最後の道を行くのです。

がよく知っているのでしょうか。生きると言
う人は分かりません。死の窮地に入って、生

人間が自分を中心として見るときは、希望

死の岐路で、天にしがみついて人生の価値を

をもったようですが、死の峠を越えることが

打診してみた人でなければ分からないのです。

できる希望をもてずにいます。そのような希

（七四―二四三）

望をもてなかったまま、消えています。これ

今日世の中には、睡眠薬のようなものを飲

を人生の手本と思って死んでいくのでしょう

んで自殺する人がたくさんいます。それは、

か。そうでなければ、死もあざ笑って、一つ

女が多いですか、男が多いですか。女が多い

の希望を探して行くのでしょうか。これが今

のです。なぜ女が多いのですか。女は一方的
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にしか考えるすべを知りません。男はどんな

るその瞬間を喜ぶでしょうか。なぜこんな話

に不細工でも、ああだこうだと考えるすべを

をするのでしょうか。皆さんが死の恐怖から

知っています。女は決心が一つしかありませ

解脱せずには、神様と関係を結ぶことができ

んが、男はああだこうだと引っ掛けて、死に得

ないないためです。

る道を避けていくのです。ですから、女より男
に自殺が少ないのです。（二二二―七〇）

人は、蘇生、長成、完成時代を経ます。腹
中の水の世界、地上の地球星世界、その次に
は天上の空中世界で暮らします。言い換えれ
ば、腹中の水の時代、地上に生まれて生きる

六 死は三世界を連結する過程

百年の地の時代、飛んでいく空中時代、この
自分も神様に似ようとし、そして自分が神
様の息子、娘であるなら、神様も似させたい

ように三時代を経ます。
人は生まれるとき、一番深い水の中から生

という観念をもつのは必然的です。ですから、

まれるのです。腹中時代は水の中の時代です。

自分は神様に似たいし、神様は自分を連れて

赤ん坊がお母さんの胎中にいるときは、水の

いきたいのです。これを可能にし得る道を模

中に浮いています。水の中に暮らすために、

索するでしょう。それで人は、再び神様と似

水を吸って送り出さなければならないため、

ることのできる体を着て生まれなければなり

赤ん坊はホースをおなかにつなげて生きるの

ません。そのように生まれる日を神様も待ち

です。

望むのであり、人間も待ち望むでしょう。そ

赤ん坊は、栄養分をどこから供給されます

のような人として生まれる日が必要です。そ

か。へそから供給されます。へそが入り口な

れが何ですか。死です。

のです。ですから、それをばかにしてはいけ

では人間は、死を歓迎すべきでしょうか、

ません。「へそや、お前は昔苦労した」と言

歓迎してはいけませんか。歓迎すべきです。

い、たたいてやれというのです。へそをたく

死ぬのに、何のために死ぬのかというときに、

さんたたいてやれば、健康になるのです。そ

「神様の真の愛のために死ぬ」と言うべきで

のように運動しろというのです。へその運動

す。それゆえ肉身を脱ぐのは、無限の神様の

をたくさんすれば、健康になるのです。いく

愛の活動圏に自分が同参するためであり、神

ら寒い部屋で寝たとしても、へそだけよく覆

様の愛の世界のためにそうするのです。

い被せて寝れば下痢になりません。

神様の愛の中で生まれることが、死ぬこと

腹中では、皆さんの口はへそです。この息

ですが、人間世界では「ああ、死ぬ」と大騒

をする器官が、へそを踏んで上がるのです。

ぎするのです。制限された愛の圏内から、無

その次の口は何ですか。この口です。絶えず

制限の愛の圏内に突入し得る喜びを迎えるこ

上がるのです。

とができる瞬間が、死ぬ瞬間です。ゆえに死

では、へそに緒をつけたのを、どのように
すべきでしょうか。切ってしまうべきです。

ぬ瞬間が、第二の出生の瞬間です。
そうであるなら、神様は、皆さんの肉身が

同じです。空気の世の中で、霊人体が体に

生まれた日を喜ぶでしょうか、第二の無限の

くっついて、胎児のように肉身をすすってい

世界の愛のために活動する息子として生まれ

るのです。そうして、肉身が老いれば、捨て
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ていくのです。胎児が生まれて、お母さん、

子供を、なぜ「孤児」と言うのでしょうか。

お父さんの前に愛の対象になるように、霊人

あの霊界と永遠につながり得る愛がないため

体が、霊的父である永遠の神様と相対するこ

です。それで、一人で独身暮らしをするを、

とができる人として、再び生まれなければな

「かわいそうだ」と言います。
死ぬということは、第二の呼吸をしていた

らないのは、原理原則です。
胎児が生まれて、お母さん、お父さんと友

肉体につながった器官を壊して愛の要素を受

達になることができる所が、地上世界です。

け継ぐのです。愛は見えません。父母の愛、

お母さん、お父さんと、愛を共にすることが

夫婦の愛、愛を中心として、一つの内的な構

できる地上世界に生まれるのと同様に、霊的

造が育っているのです。

に無限の世界に通じることができる父母の代

それで、神様の法則のとおりに胎内で正常

わりの神様と、愛を分かち合うことができる

的な赤ん坊として育つのと同様に、地でよく

霊界に生まれなければなりません。

育つべきです。

水の中の時代があり、陸地の時代があり、

とんぼの卵が初め幼虫になって、水の中で

飛んでいく時代があります。今日、人間が飛

泳ぎ回って、地上に上がってきてしばらくの

んでいくのをどれほど待ちましたか。飛んで

間、はい回ります。その次には、ひらひらと

いくというなら、世界で一番の注目の的にな

飛び回り、地ではい回っているときには食べ

ります。

るだろうと思いもしなかった虫を捕まえて食

地上で愛を呼吸する人は、死んだのではな
く、生きたのです。腹中で呼吸するときは、

べます。天下を自分の舞台として、飛び回る
のです。

パイプの仕掛けを通じていました。生きてい

昆虫類の中には、三段階の世界を経るもの

ますが、へそにつながった胎盤を破壊して生

がたくさんいます。昆虫といえば、大概羽が

まれ出るようになるときは、新しい次元、高

あります。昆虫も水で、陸地で、空中で暮ら

い次元に上っていきます。高い次元で供給さ

すのに、万物の霊長という我々人間に羽があ

れるのです。空気を供給されて出てくるので

るでしょうか。次元の高い羽があるのです。
死が第二の出生の、幸福なる関門です。

す。
腹中から出て何を発展させるのでしょうか。

死ぬということはどういうことでしょうか。

空気ではなく愛です。愛の要素を受けるとい

地上生活は空気中で、胎内のように泳ぎ回っ

うことです。御飯だけを食べていてはいけま

て暮らすのと同じです。空気のおくるみの中

せん。御飯だけを食べていれば、死んでいく

で、生きているのです。死ぬということは、

のです。水を飲んで、皆このように生きるの

別に変わったことではなく、第三の人生へと

は、全部袋、水袋です。全部死んでいくので

出生することです。その瞬間が、死ぬ瞬間で

す。それは、第二の存在です。地上生活では

す。（一一六―一七二、四九―二八五、一三

何を満たすべきでしょうか。この期間には、

九―二一四）

新しい愛の人格を形成しなければなりません。
この地上で、皆さんに必要なものとは愛で

七 死ぬ前にすべきこと

す。お母さんとお父さんの愛を受けられない
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どうせ一生に一度は死にます。ですから、
いくら恐ろしい暴風雨がたたきつけても、最

懸けて越えていかなければなりません。（一
四―一七）

後の峠を越えなければなりません。うまく進
んで、境界線の前で倒れてはいけません。皆
三) 罪を犯すな

さんは、このような境界線に立って何をする
のでしょうか。皆さんは統一教会に入ってく
るのは、うまく入ってきました。皆さんの姿

皆さんは「心がまっすぐだ」という話をし

は、各自で自分勝手にできていますが、よく

ます。電信柱がまっすぐだというとき、一直

入ってきました。しかし、気をしっかりして

線に立っていることを言います。心がまっす

走っていっても終わりまで行くか分からない

ぐだというのも同様です。それで、人は立って

のに、慌てたなら、行って途中で終わってし

歩くのです。垂直にならなければなりません。

まうのです。最後の決勝点まで行き、境界線

自分の心を完全に垂直になるようにすべき

を突破しなければ勝利者になることはできな

です。そして体が水平線になるのです。遠心

いのです。

力、求心力があるべきです。垂直から引いて

人として生まれるのは、価値のあることで

くれる力と、回る力が均衡を取らなければな

す。後ろから反対し迫害したとしても、自分

らないのです。それゆえ、自分を探さなけれ

の行くべき道を行けばいいのです。人が反対

ばなりません。

しても、関与する余地がありません。一歩一

自分が「自分だ」というときは、神様が

歩運命の道を経ていく人が、最後の境界線を越

「そうだ」と言うべきであり、「真の父母」

えることができるのです。皆さんは、そのよう

が「そうだ」と言うべきなのです。その次に、

に行かなければなりません。（二四―七七）

親戚、一族、一国が正しいと言わなければな
らないのです。糾弾される者は、問題になり
ます。

二) 形状と心情と神性に見習え

これからは、大陸を中心として、寒帯地方と

我々は、いつか肉身を脱いで霊界に行かな
ければなりません。それゆえ、この世に生ま
れた我々は、死を覚悟しなければなりません。
また、善なる自己を永遠の世界に第二の自分

温帯地方を分けるのです。罪をたくさん犯した
人は、北極に送るという時が来るでしょう。

伝染病患者を隔離するようにするのです。
（二〇二―二八〇）

として立てるためには、苦労をしなければな
りません。お母さんの腹中で胎教をよく受け
てこそ、健康で善なる赤ん坊として生まれる

四) 世界のために生きて死ぬべし

のと同様に、この地上世界での生活は、腹中
での生活と同様なのです。

先生は、アジア情勢や韓国民族を中心とし

それゆえ、神様の形状を見習い、神様の心

て苦労したのではありません。世界的な分野

情を見習い、神様の聖なる神性を見習って育

で、どのように責任を果たすでしょうか。その

たなければなりません。育って、また生命を

ために、死ぬことができなければなりません。
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このようなことを考えてみるとき、皆さん
は世界のために生きて死ななければなりませ

くなって、活動舞台が広くなるのです。（一
〇二―三八）

ん。世界的でなければなりません。では、ど
六) 公的な仕事をせよ

んな立場で死ななければならないのでしょう
か。世界的な場に立って、愛する妻を抱き、
家庭を抱き、氏族を抱き、民族を抱いて死な

天の法度とは何でしょうか。公儀を優先す

なければなりません。統一教会は、今、氏族

ることです。私的なことはサタンのものであ

を編成して、民族を編成していっています。

り、公的なことは神様のものです。皆さんは、

それゆえ統一教会の先生は、死んでも、ど

公儀のために行くべきです。そのような路程

んな立場で死ぬのでしょうか。民族と大韓民

で、すべての人たちがいくら反対したとして

国までそっくり抱いて、世界のために死ぬで

も、自分に損害を受けずに、難しい道も生命

しょう。韓民族が一つになって、世界のため

力をもって行く人がいるなら、彼は春を迎え

に死のうとするときは、世界と共に生き得る

る天国人になるでしょう。（四七―二七二）

道があるために、その道を探していくのです。
皆さんが市場に行って見ても、店の主人が

（三四―一九三三）

自分の欲ばかり張るようになれば、お客が物
を買いに来ないのです。自分の欲ばかり張れ

五) 多くの仕事をせよ

ば、誰でも嫌がります。公的な仕事や、私的
皆さんは、どの版図で働くでしょうか。お

な仕事を中心として見ても、治め得る方法と

金が必要なら、お金をかせいで、人がいなけ

秘訣を知らない人は、一人もいません。それ

れば、人を育てるために寝ずに、食べずにし

ゆえ、「知らなかったので天国に行けなくな

なさいというのです。誰かに助けてくれと、

った」と言い訳をすることはできないのです。

絶対言うなというのです。本部にも絶対そう

なぜでしょうか。公的か、私的かということ

せず、助けてあげなければなりません。普通

は、教えてあげなくても分かるのです。
例えば、皆さんのお母さんが、皆さんのお

の人の三倍以上をすべきです。
それゆえ、私が七十年を生きたとしても二

姉さんや皆さんにおいしいもちを全く同じに

百十年生きるのと同じです。皆さんも百歳ま

分けてくれたのに、皆さんは皆さんの分をみ

で生きると思わずに、七十歳まで生きても三

な食べて、お姉さんは食べずに真心込めて保

倍働くようになれば、二百十歳まで生きるこ

管しておいたとします。それを、寝てからそ

とになります。十倍するようになれば、七百

っと起きて、一人で食べようとすれば、「こ

年を生きるのです。二十倍するようになれば、

いつ 7」と言うでしょう。そのような気がし

千四百年を生きるのです。一生の間、二十四

ないなら、人ではありません。そうなるべき

時間を働くのです。そうしてこそ、霊界に行

なのです。なぜでしょうか。皆さんの心は、

って実を結び、愛の所有が多くなるのです。

公的なものを追求するためです。私的なこと

愛の財産が多くなるのです。自分の所有が多

についていけば、滅びるのです。
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本来、天法に従っていけば、自分自身が滅

娘として愛する父母にならなければなりませ

びるのを防備してくれ、保護してくれようと

ん。そして、子供を 懐に抱いてお乳を飲ま

する心があるのです。本来あるものとは何で

せるときは、この地球星の人類を代表した母

しょうか。これは、神様に本来からそのよう

の立場で、人類を代表した幼い赤ん坊にお乳

な心があるので、人間にも本来からあるよう

をやるという心で飲ませなければなりません。

になったのです。自分が作った法でないとい

そして、自分の子供だけかわいいというよう

うことです。「良心よ、私がこのようなため

に対そうとするのではなく、人の子も自分の

にこうだ」と、そう言いますか。「私の考え

子のようだという心情で対する母になるべき

がそうであるために、そうであるべきだ」と

です。そのような母のお乳を飲んで育つ赤ん

命令するとして、良心が作用しますか。どこ

坊たちは、必ず偉大な人になるでしょう。す

だか分かりませんが、他の所から命令を受け

ぐには駄目でも、一代、二代を経ていく間、

るのです。そのような感情が、自分を支配す

必ずその後孫の中に、世界を支配し得る人物

ることを見るとき、これは公私問題を中心と

が誕生するでしょう。これは公式です。（三

して支配するということが分かるのです。

一―一六八）
では皆さんは、私的な蕩減のために自分の

（三一―二四一）

一生を投入しますか。そうでなければ、公的
今日、人々は、自分の生活を中心として、

な蕩減のために自分の一生を投入しますか。

善悪の分岐点と公私の分岐点で、内外にひっ

一生を投入するのは同じですが、公的な蕩減

くり返って行ったり来たりして、結局は私的

のために公的な環境に一生を投入すると生命

におぼれる場合がたくさんあります。しかし、

を懸けて立ち上がる人は、偉大な人物になる

そのようになれば、滅びるのです。ですから、

のです。そのような群れによって、新しい歴

過去は私的な生活であったと悔い改め、再び

史は創建されるでしょう。

公的な生活のためにこれを歯を食いしばって
やらなければなりません。そうして行ったり

では、そのような主管を前にしている我々

来たりして私的な側に入り込むときが多くな

は、残った時をどのように埋めればいいので

り、そうしてみると公的な善とは遠ざかる生

しょうか。これが今から皆さんが行くべき試

活をします。これが今までの信仰生活です。

練の路程です。それで、自体の生活で、個人

それゆえ、私的な生活をするすべての人たち

的な生活をするのか、公的な生活をするのか

は、悔い改めなければなりません。（三一―

ということが問題になります。自分自身の生

二四一）

活で、自分が何を食べて、何を買って売って
というすべてが、誰のためのものでしょうか。

皆さん、福を受けるのを願いますか。永生

自分のためのものでしょうか、神様のための

するのを願いますか。そうするには、公的な

ものでしょうか。また、問題になるのは、そ

人にならなければなりません。子供を教育す

れが公的な生活か、私的な生活かということ

るのに、自分の息子、娘だけ愛するなという

です。そして、皆さんの感情が私的な感情か、

のです。世界の人のための、祭物的な息子、

公的な感情かということも問題になるのです。
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公的な道を行くために誓うべきです。歴史

お母さん、お父さんに代わる立場です。お母

を蕩減させるべき使命を負った人なら、誰で

さん、お父さんを通じて生じた腹中時代を経

も願う立場まで進まなければなりません。そ

て、お母さん、お父さんの血と肉を受け継ぎ、

れゆえに、生活の中で私的な感情を超越して、

供給されて生きるのです。

公的な感情をどのように体得するかという問
題が、信仰者が重要視すべき問題です。

それで、今日地上時代には、「宇宙の母、
万物の母」です。これが地です。地球星が母

罪とは何でしょうか。罪は、私的な所で生

なのです。元素を皆さんに供給してくれます。

まれるのです。滅びるのも、私的な基準で繰

他の段階の元素を供給してくれる母なのです。

り広げられるのです。悪も同様です。私的な

母の腹中で育つようになるときに、腹中で呼

ことが度数を超えるようになれば、悪として

吸するのに、何で呼吸するでしょうか。へそ

現れるのです。私的なことには限界があり、

で呼吸します。へそが母の体とつながったホ

その限界を超えれば、悪くなり、滅びるよう

ースです。
しかしながら、第二世界、空気の世界につ

になり、罪を犯すようになるのです。
では、永遠に善であり得、永遠に繁栄する

ながったことを知っています。腹中で暮らし

ことができ、永遠に福を受けることができる

てから、けってしまって出てくれば破壊です。

立場とはどこでしょうか。滅びることを避け

そのときは、泣くのと同時に何につながるの

得る立場、罪となることを避け得る立場、悪

かというと、ひよめき、鼻の穴で息をするよ

くなることを避け得る立場とはどこでしょう

うになっている、空気の世界につながるので

か。それは、正に公的な立場です。御飯を食

す。鼻の穴が絶対補給路です。では鼻の穴を

べても、公的な立場で食べなければなりませ

ふさいで生きることができるでしょうか。息

ん。仕事をしても、公的な仕事で、言葉を話

ができなければ死にます。二重構造になって

しても公的な言葉で消化しなければなりませ

います。

ん。このように、一切を公的なことと関連づ

腹で空気の世界に出てくるときは、腹中世

けて暮らさなければなりません。そのような

界で暮らしたへその緒と水袋をみな破壊して

人は、地獄に行こうとしても行くことができ

出てこなければなりません。その器官、腹中

ないのです。（三一―一六四）

のへそと胎盤は破壊されて死ぬのです。死ぬ
のと同時に、何が出てくるのでしょうか。こ
の宇宙、地球星の母に現れるのです。こうし

七) 愛を体恤すべし

て、口で元素を補給されて生きているのです。
皆さんは、自らが「私だけだ 7」と、自分

腹中から出て、この体は何をすべきでしょ

だけを考えればいいのでしょうか。皆さんは、

うか。腹中でへその緒で息をするのと同様に、

皆さん自身だけで存在しているのでしょうか。

空気のパイプである鼻の穴を準備して、どっ

皆さんから、お母さん、お父さんの要素を抜

と出てくるときに取り替えて息をするのです。

き出して、供給されたすべての万物の元素を

そして、今この世界ですべきこととは何でし

抜いていけば、皆さんはなくなります。それ

ょうか。生まれてすべきことは、愛というも

ゆえ、「私」という存在とは何でしょうか。

のを体恤することです。愛という空気を吸わ
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なければなりません。お母さんから、お父さ

縦的な家庭をなして、横的な環境を、東西南

んから、愛の空気を吸わなければなりません。

北に多くの家庭たちを並べておかなければな

愛の空気を供給され、経ていかなければなり

りません。それで、彼らが縦横をつなげるこ

ません。一家庭に赤ん坊として生まれて、サ

とができる真の家庭の形態をなして、氏族圏、

インカーブと同様に、上がれば下がらなけれ

民族圏、国家圏、世界圏につながるようにす

ばなりません。赤ん坊として生まれて成長し

るとき、愛でつながったその世界を天国とい

て、年を取って死ねば分解されていくのです。

うのです。（一三九―二一二）

赤ん坊として生まれて、赤ん坊に帰るのです。
そのようになるときは、どのようになるの
でしょうか。第二の腹中世界をけってしまい、
第三の愛の呼吸器官につながらなければなり

八 霊界に行く前に残すべきこと
一) 愛の墓を残すべし

ません。父母の愛、兄弟の愛をけってしまい、
大宇宙の神様の本体に和した愛の世界に入り
ます。霊界は愛の空気です。愛の空気でいっ

普遍的に人は永生を中心として十年、百年

ぱいに満ちています。それゆえ、皆さんは、

だけでなく、千年、万年、億千万年を考える

今この地上世界で愛の息をすることができる

ようになります。人が死ねば、動物と同様で

パイプ装置をしなければなりません。それで、

すが、それを残して何をするでしょうか。こ

霊界の体験が必要で、霊的愛を感じることが

のごろは、宗教を信じないで、神様を知らな

できて、呼吸することができる人になってこ

い人も、「ああ、名誉を残さなければならな

そ、死なないというのです。

い」と言いますが、その名誉を残して何をす

この地球星の母の腹の中をけってしまって

るでしょうか。アメリカの愛国者になって、

立ち上がるとき、皆さんは愛の呼吸器官で息

記念館に入っていても、アメリカが滅びるよ

をするのです。第三の愛を受け継いでこそ、

うになるときは、消えるのです。名前を残し

永生を得るというのです。それで、愛をつな

て何をするのでしょうか。ですから、滅びた

げてどこに帰るのでしょうか。神様に帰るの

り繁栄したりする歴史時代に残ったとしても、

です。愛の呼吸器官につながって、霊界に帰

良いというものも、悪く扱われるのです。

りますが、神様の本体に帰る道が残っている

（一〇三―一六）

のです。種が出てきたなら、それは本体から
出てきたために、結果を結んで本体に帰るべ

地上に生きている神様の息子、娘を残すた
めのものが、神様の目的です。それゆえ、自

きです。
それで、人生行路は、旅人の行路ですが、

分が霊界の神様の前に行っても、地上に生き

ここで備えるべきものとは何でしょうか。愛

た神様の息子、娘を残す立場になるときは、

の体恤をして行かなければならないのです。

自分も神様と同じ立場に立つようになるので

母と父の愛をよく受けられなかったのが堕落

す。それが聖書の「うめよ、ふえよ、地に満

だから、真の父母の愛、真の兄弟の愛、真の

ちよ」というみ言の意味です。（一四六―二

夫婦の愛、真の息子、娘の愛を中心として、

二三）
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生涯に何をすべきなのでしょうか。愛の墓
を残すべきです。愛の墓を残していこう 7

あの世の金持ちは、どんな人でしょうか。
愛のために投入した人が金持ちなのです。

愛の墓の中で暮らせば、恨がありません。墓

伝道とは福を集めることです。愛の福を集

のような所で、いくらじっと暮らしても、愛

めるのです。天のものを奪っていったサタン

の中で暮らせば恨がないのです。我々が暮ら

世界のどろぼうたちに、主人が愛で探すので

しながら愛の墓を残せば、人生は永遠におい

す。お前のお母さん、お父さんを私がもっと

て成功するのです。そのように皆さんが暮ら

愛するという、愛の心で訪ねていき、愛に因

して死ぬときは、霊界で神様が息子、娘を連

縁づけられたすべての福を取り入れるという

れて歓迎に出てくるでしょう。そのときには、

ことです。

指輪をはめられなかった手なら、天国のダイ

冷遇を受けるとしても滅びるのではありま

ヤモンドをはめてくれるだろうし、服を着れ

せん。その後ろには数限りない聖徒が従い、

なかったなら、天国の皇族たちが着る最高の服

万物がついてくるのです。ついてくるから、自

を着せてくれるでしょう。（九七―一六九）

然に金持ちになるのです。（二〇五―三四七）

霊界に入っていくとき、お金を持って行く
二) 霊界の所有権は伝道で決定

のではありません。サタンの息子、娘を収拾
すべきです。一人が百二十名以上収拾しなけ
ればなりません。天国の民をみな失いました。

霊界での自分の所有権とは何かというと、
天国の民をどれほど連れていったかというこ

それを接ぎ木して、失わなかったという条件
を立てなければならないのです。

とです。それが自分の財産です。永遠の財産

霊界の十二の真珠門を経ていくためには、

です。今からは、それを問いただすべき時が

地上でサタンから天の民を探さなければなり

来ました。一日に何百万が伝道される時が来

ません。そうするためには、涙と血と汗を流

ます。統一教会には、そのようなすごい内容

さなければなりません。再創造の真の愛の心

があるのです。世の中を見てください。今死

情を中心として、サタンの父母以上、サタン

ぬか生きるか、人生とは何か、空中にさまよ

の夫と妻以上、息子、娘以上の心情を投入し

い歩きながら、落ち着くことができず、狂っ

て、涙とともに交差する過程を経ずしては、

たように回って自殺する人がどれほどたくさ

天国の自分の民を所有することはできません。

んいますか。（二一八―二二七）

この数の比例に従って、あの世の栄光の立場
に、神様の前に近づく条件が成立します。

霊界に行けば、愛の懐が大きいほど、その

（二一一―三五二）

懐に入ろうと列をなすようになります。その

これから、霊界に行くとき、何をもってい

人は、あの世で尊敬されるのです。千人、万

くかというと、お金をもっていくのではあり

人に囲まれて、「あ 7

この人と一緒に暮らし

ません。統一教会の名前をもっていくのでも

たい」という声を聞くようになれば、その人は

ありません。これから皆さんがすべきことと

それほど領土が大きい金持ちになるのです。

は何でしょうか。神様が愛することのできる
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息子、娘を、どれくらいたくさんつくるかと

の民を訪ねていかなければならないのです。

いうことが問題です。人々が赤ん坊を産むと

それが天国では自分の所有になるのです。

しても、何人かしか産むことができません。

それゆえ我々が、早く世界人類を、この世
を消化しなければなりません。早く消化すれ

それは、誰もができることです。
復帰過程で経ていくべきこととは何でしょ

ば、霊界のすべての霊たちも再臨復活してい

うか。皆さんがサタン世界で、神様が愛する

くようになっています。今、長子権がサタン

ことができる多くの息子、娘をつくるように

の基盤ですが、神様の基盤として逆さまにな

なるとき、その功労は先祖とつながって、ま

れば、アダムが長子権をもてば、天使長はア

た、先祖を解放させることができる道が繰り

ダムの言うことを聞いて、ついてくるように

広げられるのです。これが復帰路程において、

なっています。絶対服従する位置に行くよう

自分が取ることができる最大の贈り物です。

になれば、神様の愛とともに、アダムの愛の

いくら教区長をしたといっても、信仰の息
子、娘がいなければ、あの世に行くとき、空

圏内にあるために、自然に天国に入るのです。
原理がそうなのです。

き缶を持って行くのです。自分を中心として

地上で人間が、この責任を果たせないこと

一人もぶら下がっていないために、そうなの

によって、裏返しになったために、人間がす

です。

べきことは、裏返したものを再び解かなけれ

天国は、無限の世界なのに、そこでは愛の

ばならないのです。蕩減復帰して、道を開い

心情でつながることができる橋がなければな

てあげなければなりません。ですから、伝道

らないのです。それゆえ、自分が伝道した人

という仕事がどれほどとてつもないことかを

が世の中にたくさん広がっていれば、霊界に

知るべきです。それゆえ、自分が何人を永生

行っては、それほど広く往来することができ

圏内に受け付けさせるかが問題です。統一教

る道が生じるのです。全部が自分と因縁を結

会という看板をつけては、何の役にも立ちま

ぼうとします。

せん。
イエス様がエルサレムに上ったとき、いち

地で解いてあの世に行くようになれば、霊

じくの木に実があると思って行ってみたのに、

界で解くことができる相対的関係になってい

実がなくて、それを呪うことによって、いち

るから、膨大な活動基盤になるのです。それ

じくの木が枯れて死んだのです。ちょうどそ

が全部、自分の所有になるのです。それゆえ、

のようになるのです。うわべだけ良くてどう

自分が活動する舞台は、その基準を中心とし

しますか。それゆえ、自分が祝福家庭を何家

て全霊界に通じることができるのです。それ

庭つくったかということが、皆さんに収穫と

がなくなれば、コーナーに追われて活動しに

なるのです。

くいのです。ですから、歳月を送って休む間

百二十名、何百名を伝道しなければなりま
せん。それもできずに、自分の息子、娘を愛

がありません。
御飯を食べて暮らし、息子、娘を食べさせ

するというのはあり得ません。原理を見ると、

て育てることは、あの世に行くようになれば

百二十名を伝道しなければなりません。百二

大したことではありません。それゆえ、天国

十家庭は、イエス様の世界国家を代表したの
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です。四百三十家庭は、一国を中心として、

正して、自分以上の実績を残し得るかという

その中にある名字と同じです。四千三百年を

ことが問題です。そのようになるとき、世界

中心とした四百三十家庭です。それは名字と

は早いうちに復帰されます。それゆえ、精誠

同じように、国民が天国に入ることができる

を尽くして育てなければなりません。

門を開いておいたのです。門を開いておいた
のであって、入ったのではありません。

先生もそうです。先生が今までみ言を語る
ようになれば、五時間、六時間ずつしますが、

これは、空論ではありません。理論です。

そのようにしたくてするのではありません。

歳月をそのまま送るなというのです。青春時

その骨子は簡単です。十五分話す内容にもな

代に息子、娘を産んで、育ててこそ、後代に

りません。しかし、それを中心として多方面

誇り得る基盤を残すのと同じです。また、そ

の人たちに、来たすべての人たちに、いろい

の子供たちが、立派な人になってこそ、歴史

ろな例を挙げて分かりやすく説明して、その

に誇ることができるのです。そのような歴史

人たちをその圏内に共に同参させようとして

に対して、誇り得る実績がなければ、自分の

そうするのです。目的は、春が来るようにな

一家や町内ではグループに入れますが、国に

れば、何としてでも種をたくさん蒔こうとい

は入れないのです。国に入るためには、歴史

うことです。種をたくさん蒔いておけば、た

の伝統に残り得る実績がなければなりません。

くさん生えるのです。

それゆえ、誰でも国に何かを残すのを願い、

では、種を蒔くには、どこに蒔かなければ

世界に何かを残すのを願い、天地に何かを残

ならないのでしょうか。汚れない場に蒔こう

すのを願うのです。同様な道理です。それゆ

とすべきです。汚れない場とはどこでしょう

え、自分の所有版図をどのように確定するか

か。青少年たちです。分かりますか。その時

という問題が、終生の目的だという観念を確

一度植えておけば、一生もつのです。その時

実にもたなければなりません。それゆえ、み

一度植えておけば、抜いてしまうことができ

旨の道で「嫌だから辞める」と考えることは

ません。
人は、どの時が一番鋭敏でしょうか。小学

できません。
先生が監獄に入って苦労を一人でしたとし

校の時が一番そうなのです。中高等学校に行

ても、その責任をもつということは何のため

けば、だんだん希薄になるのです。大学に行

でしょうか。その環境で、苦労する人たちを

くようになれば、その隣町を経ていくのと同

救ってあげるということです。苦労する環境

じです。旅をしてきて何かをするようになる

で、自分たちが利益になり得るなら、ついて

のです。一番難しいのが小学校の時です。そ

くるのです。ついてくることによって、収穫

の次に中高等学校の時です。時がたつほど、

になるのです。霊界に行くとき、これを全部

だんだん薄らぐようになります。ですから、

公的なものとしてもてなされるために、その

その時に生命の種を蒔かなければならないの

人は天国の一番高い位置に行くのです。

です。

国民教育をよくすれば、その国が繁栄する

子供たちと遊びながら、童謡も教えてやり、

のです。同様の道理です。天国の生命圏を中

話もしてやれば、それが自分の将来のための

心として、これをどれほど悟らせて、精神を

永遠な財産を積むのです。年取った人たちも、
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会いさえすればみ言を証すのです。統一教会

皆さんが、今まで統一教会に入ってきて、

の指導者たちは、このようなことがよくでき

暮らしながら働くと言いますが、どの立場で

ていません。

働いたかを考えなければなりません。方向が

バスに乗るようになれば、十人に、どこに

どこで、位置がどんな場なのかをいつも考え

行くのかと聞きながら、親しくなればもう一

なければなりません。そのようになって、祈

度会って話をしようと言って、また会えば原

祷すれば、神様が自分と共にされるというの

理のみ言を伝えるのです。いくらでも伝道す

です。そのようになって、目をつぶりさえす

ることができるのです。材料はいくらでもあ

れば分かります。祈祷をしなくても分かるの

るのです。伝道しようとするなら、自家用車

です。どこかに行って話せば、言葉がすらす

に乗って回ることより、バスや地下鉄に乗っ

らと出てきます。良心のある人に行けば、自

て回るのが良いのです。通勤時間に一つのコ

分がずっと引かれて入っていくのです。

ースだけ行っても一年十二カ月を毎日通って

全部が相対的です。花も、自分と相対し得

みると、顔が分かるようになります。ですか

るものを引っ張る力があるのです。自分の主

ら、あいさつするようになれば、互いが受け

体や対象になれば、引っ張るのです。初めて

答えすることのできる人脈がつながり得るの

会ったと言って、相手にならないのではあり

です。そのような道が通じているのに、なぜ

ません。磁石がそうです。その本質は、永遠

歳月だけ送るのかというのです。

に不変です。それと同じように、そのような
所に行くようになれば、心がうれしく、言い

御飯を食べることよりもっと重要なことが、
天国の民を取り入れることです。それが我々

たくなるのです。その境地に入れば、話すま
いとしても口が開くのです。

には、うまくいっていないのです。それが本

皆さんが、これからあの世に行って、復帰

職です。この地上に生きる我々の本業です。

歴史をされる神様の前に、一人のアダムを探

生涯にすべきことの中で、それ以上貴いもの

すために、今まで苦労した神様の前に行って、

はありません。就職して出世したり、お金を

何と言うでしょうか。神様は創世以後、今ま

集めたりしたものは、みな流れていくのです。

でアダム完成者を探してきました。そして皆

あの世で、お金は何の役にも立ちません。あ

さんは、原理を知りました。これは数千、数

の世では、物質が必要でなく、知識が必要あり

万の民を救うことができる武器です。今まで

ません。習わなくても、心が先に分かるのです。

神様が人間に教えることができず、知らない

一週間以内に、何でもみな通じるのです。

うちに摂理されました。それに代わって、地

そして、あの世では、権力が必要ありませ

上で神様の理想の仕事を我々がするのです。

ん。霊界で必要なのは愛を中心とした和合力

我々には原理で数百、数千のアダムを教化し

です。愛を中心とした感化力です。それゆえ、

て連れていくことができる道があります。

愛を中心として感化力をもてなかった人は、

ですから、生命とつなげなければなりませ

愛で感化され得る本然の世界に行っては、本

ん。永生問題は、深刻なことです。春になれ

質的に和合をせず、反発するのです。それは

ば、娘たちが山菜を摘みに探し回るのと同様

地獄に行くのです。

に、自分が要求するものがどこにあるかを探
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し回るのと同様に、皆さんは一生をそのよう

永生問題を教えてあげなければなりません。

に生きていかなければなりません。そうして、

これからは、皆さんが責任をもたなければな

相手が現れれば、夜通しで彼のために原理の

りません。それゆえ、今まで私は、統一教会

み言を伝えてやるという心をもたなければな

に反対する人を呪うことができませんでした。

らないのです。一度会って感動を与えるため

天は、自分と関係を結び、決定づけるのを願

には、精誠を尽くさなければなりません。

うのに、その人が落ちれば、我々の統一教会

皆さんがすべきことは、天国に連れていく

の責任だというのです。先生が責任を取らな

ことができる息子、娘を探すことしかありま

ければなりません。サタンによって、世の中

せん。いくら億千万の金をもって、豊かに暮

が反対するようになりましたが、その反対さ

らしても、そのようにみな流れていくのです。

れる環境を早く克服すべきことが、我々の責

自分のすべての物質と知識と生命まで、投入

任なのです。それができないことによって、

してでも、しなければなりません。それを

被害を受けるすべての環境は悲惨なのです。

別々に投入するのではなく、「一遍に投入し
て天国の民をつくる」と言うべきなのです。

それは、赤ん坊にお乳を飲ませるのと同じ

投入する全体が加重するに従って、その価値

です。赤ん坊を産めば、お乳を飲ませなけれ

は比例していくのです。

ばなりません。それゆえ、会いに訪ねてくる

ここの統一教会の長という人たち、肩に力

のです。訪ねてくれば、絶対冷遇してはいけ

を入れて誇り、そのように考えるかもしれま

ません。先生も一生をそのように暮らしてい

せんが、恥ずかしいことです。自分を中心と

ます。誰が夜十二時にここに入ってきても、

して、いくつの生命を救ったかが問題です。

その人が行きたがらなければ、自分が座り続

皆さんが、どれほど永遠に天の前に功績を

けるのであって、「行け」とは言いません。

褒めたたえられるかということは、どれほど

その人は、必要なものがあるために行きたく

天国の民を収穫して取り入れたかという問題

ないのです。それなら、み言を語ってあげな

にかかっているのです。それを取り入れる鋤

ければなりません。先生は一生をそのように

が今まではありませんでした。知らないから

暮らすのです。絶対事務的ではありません。

できなかったのです。ですが、皆さんには背

霊界はいつも覚めています。

負子があります。熱烈にみ言を伝えるように

皆さん、統一教会員たち同士けんかをし、

なれば、爆発的な収穫を収めることができる

一人でも落ちれば、その被害は大きいのです。

のです。しかし、そのような内的な実力をも

その人がこれからみ旨を知って、天の前に自

って歳月を送っているので、神様が雷を落と

分の責任を果たすとき、何千名、何万名を救

したいはずです。

うことができる、自分よりましであり得る、

夜十二時が問題ではありません。明け方が

驚くべきこともあり得るのです。ですから、

問題ではありません。夜も昼もそれが問題で

人事措置を誤れば、全部引っ掛かるのです。

はないのです。天は、それを受け入れるのを願

それゆえ、自分が低い所にいて、みな高い所

いますが、「ああ、私は眠りたいです」と、そ

に置こうとすれば、引っ掛かる所がありませ

う言えません。その立場は直行する立場です。

ん。それが謙遜だというのです。
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しかし、誤れば下がります。夜に妻と子供

祝福の場にまで出させなければなりません。

たちがいる部屋に入るとき、父として責任を

祝福を受けなければならないのです。それで、

もって、夫として責任をもたなければなりま

祝福を受けて伝道するようになれば、それは

せん。夫がうまくすれば、あの世で妻が自分

自然につながるのです。難しい環境のサタン

についてくるのです。もちろん、その父の家

世界で、迫害を超えていくことができれば、

に入るためには、訓練過程がありますが、た

その人は、既に生命の道に入るのです。祝福

だそのまま行くことができれば早いのです。

を受けるところまで行けば、終わるのです。

あの世は、許しのない世界です。その世界に

そして説教をしても、「私」というものが

拍子を合わせるために、今準備をするのです。

生きていてはいけないのです。血と汗を流し

そのことのためには、飢えてもしなければ

ながら、話さなければならないのです。出産

ならないのです。「御飯を食べてきて、しよ

の苦労をしなければなりません。涙を流しな

う」と言ってはいけません。今ダイナマイト

がらしなければなりません。皆さんの目から

の導火線に火がついて、爆発するはめになっ

涙が乾くようになれば、それは偽者です。

たのに、御飯を食べてはできないのです。深

（一九九二・四・一五）

刻なのです。それゆえ、永生問題をどのよう
三) 息子、娘をたくさん生むべき理由

につなげるかということが問題です。
電気で言えば、全部送電所を経て、配線器
具につながってこそ明かりがつくのと同じで

統一教会の人たちは、神様を知らない人が

す。発電所の電気がここに来ているのです。

いません。霊界を信じます。愛から始まって、

つながってこそ残ります。

神様から分かれて出てきて、結局は神様に帰

それで、信仰の息子、娘を自分の息子、娘

る路程です。

よりももっと愛し、信仰の息子、娘は、信仰

霊界に行けば、本当に一心同体になった夫

の父母に、自分を産んだ母よりももっと「た

婦は、いつでも男が女になり、女が男になる

め」にしなければならないのです。自分を産

ことができるのです。愛は一体だと言います。

んでくれたのは、サタン世界の父母ですが、

女の中をのぞいてみれば、男が入っています。

信仰の父母は天の世界の父母のために、自分

その夫が入っているのです。神様の二性性相

を産んでくれた母よりももっと「ため」にし

と全く同じです。性相と形状、それが分かれ

なければならなりません。そして、信仰の息

て出てきたために、その本体に帰るには、愛

子、娘たちは、全部自分を救ってくれた人の

のはしごに乗らなければなりません。創造の

子供たちを精誠を込めて育てて、結婚させて

基準が愛から始まったために、このはしごに

あげるべき責任があるのです。み旨がそうな

乗って入らなければなりません。結局終着点

のです。ですから、その子供たちを全部育て

は、神様と共にするのです。
霊界では赤ん坊を産みません。霊界は縦的

てあげなければなりません。
それゆえ、永生問題とつなげなければ、す

な世界です。神様を中心として円形を成した

べてが無駄です。彼らがみ言を聞いたとして

世界なので、赤ん坊を産む必要がないのです。

終わるのではありません。催促し、催促して、

横的な基盤が必要であるために、人間を、体
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として造ったのです。繁殖する畑です。霊界

うな場に行っても、生きることができるので

の民は、全部この地球から行くのです。この

す。そのような訓練が、みなできているのです。

ように考えてみれば、今産児制限をなぜすべ

絶対的な愛のために、すべてを犠牲にする

きなのか分かりますか。それは、天命による

ようになるとき、神様も調節することができ、

ものです。悪なる血統をこれ以上繁殖させる

サタン世界も調節することができ、天運も調

なというのです。

節することができるのです。調節するのは何

統一教会の祝福家庭は、どれほど天国の国

でしょうか。神様がついてくるということで

民を繁殖させるかということが財産です。信

す。神様がついてきて、この世界がついてき

仰の息子、娘より、自分が生んだ息子、娘が

て、天運がついてくるのです。（二〇一―一

もっと価値があるのです。信仰の息子、娘は、

三三）

祝福という関係を知りません。そのような息

皆さんは、地上で子女を立派によく育てて

子、娘をどれほど残していくかによって、天

残していかなければなりません。将来、その

国で自分の位置が決定されるのです。（二〇

子女はすべて霊界に行くのです。霊界に行っ

五―九九）

て、天国の国民になるのです。自分が何人を
天国の国民として捧げたかというとき、地上

完成は地上でするのであって、霊界でする
のではありません。地上で「真の父母」を中

ではつらいことでしたが、永遠の世界では、
それが高貴な栄光の道になるのです。

心として、可能なのです。霊界ではありませ

地上では、教育とか、食べさせることの問

ん。それゆえ息子、娘を生まなければなりま

題で、とても苦労します。しかし、霊界では、

せん。息子、娘が正に天国の民になるのです。

食べるものは問題ありません。着ることは問

皆さんの息子、娘が、理想的な天国の民にな

題ありません。暮らすことは問題ありません。

るのです。ですから、皆さんが息子、娘をた

できるだけたくさん、たくさんいればいいと

くさん産まなければなりません。本来は十二

思うのです。（二一八―三一九）

方向以上にならなければなりません。それで、
先生が十二方向以上を願います。（二一七―
一三〇）

霊界に行けば、繁殖がないのです。神様は、
縦的な父母の立場でいるために、一点しかな
いのです。（二二一―二〇四）

息子、娘がいなければ、天国が繁栄しませ
ん。ですから祝福家庭たちは、地上で産児制

神様がすることとは何でしょうか。世の中

限してはいけません。飢えて死んでも、全部

を救うことです。霊界に行ったすべての次元

霊界に行きます。飢えて死んでも、愛の中で

の高い人たちの仕事とは、地の仕事です。地

飢えて死ねば、天国に行くのです。それゆえ、

とはどんな所でしょうか。天国の国民を生産

サタン世界は産児制限しますが、統一教会で

する生産工場です。広大無辺な天国です。

は産児制限をしてはいけません。

一人が子供を約百人ずつ産んでも、天国は

先生がみ旨のために苦労しましたが、飢え

広いので過剰生産ということはありません。

死にはしませんでした。我々は飢えて死ぬよ

あの世は、いくらでも収容することのできる
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世界です。産児制限してはいけません。あの

ってしては、いくら死んでも駄目なのです。

世に行けば、天国の民を、どれくらいつくっ

最高の立場、神様の心情の国を中心とした、

て率いてくるかということが問題になります。

最高の立場で死ぬべきです。天国の真ん中で

真なる天国の息子、娘をたくさん率いてくる

死ぬべきなのです。その天国が一番です。天

とき、それが自分の権益になり、天上世界で

下が、旗を掲げて歓迎する立場で死ぬべきで

表彰され得る等級の等差を設定し得る資料に

す。（三四―一八四）

なるというのです。（二〇二―四〇）
今日、我々は最後の復活の一日、希望の一
日を願っています。すべての人が願っている、

九) 死の前での姿勢

その希望の時は、万民が楽しむことができる
イエス様がみな教えてくれました。「死な

希望の時とはいえ、その時はたやすく近づい

んとする者は生き、生きんとする者は死な

てくるものではありません。そして、その希

ん」と教えてくれました。世の中に、そのよ

望は、死に勝った者だけが所有することがで

うなでたらめな言葉がどこにあるでしょうか。

きます。その希望は、神様と共に、サタンと

そのような言葉はありません。しかし、その

戦った者だけが占有するでしょう。その希望

言葉は事実です。

は、天のために、神様と共に迫害を受けた者

では、死ぬのはなぜ死ぬのでしょうか。死
ぬ目的とは何でしょうか。生きるためにです。

であってこそ、占有するでしょう。
このような時が、我々の前に来るというこ

生きることには何かの目的があるのです。生

とを考えるとき、この生活環境を乗り越え、

きていく人間の目的は、全部違います。「心

死の恐怖までも乗り越えることができる切な

をつくし、精神をつくし、思いをつくして、

る心をもたなければなりません。そのような

主なるあなたの神を愛せよ」（マタイ二二・

切なる心が、皆さんからわき出なければ、そ

三七）というのは、何のためでしょうか。神

の希望の一日を皆さんの生活圏内に引き込ん

様の息子になるためです。神様を愛するため

で暮らしていくことができないのです。

に、首を差し出せということです。その首が

それゆえ、真の生活をするという人は、

一つしかないのに、差し出せというのです。

「私がどんな姿で死ぬのか」ということを考

どこに行って死ぬべきでしょうか。あのどん

えるのです。八十年生きて死ぬその時間にな

底に行って死ぬのではなく、最高の立場で死

ってやっと、「私はどんな姿で最後の一日を

ななければなりません。

飾るだろうか」と言ってはいけないのです。

それゆえ、天国を中心として死ぬべきです。

イエスは死の場に行って「すべてが終わっ

天国は世界のどの国よりも大きいのです。天

た」、「父よ、私の霊をお受けください」と

上天下の、一つしかない天国で死ぬのです。

言いました。やはりその方は、人生行路に勝

では、どこで死にますか。これが問題です。

利された方でした。

死ぬのにも方法があるのです。死ぬのにも場

皆さんは、これからある一日に死ぬように

所があるのです。つまらない韓国的なものを

なります。そして死を前にして過去を回顧し

もってしてはいけません。韓国的なものをも

ながら、そのとき、どのような一言の言葉を
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残して行くか、ということを考えなければな

今日、地上に生きている人間たちは、苦痛
の道や悲しみの道を願いません。ある喜びの

りません。
この道は、友達もいないのです。愛する父

場面があれば、その喜びの場面が過ぎ去るの

母もいない道であり、愛する兄弟もいない道

を惜しく思い、懐かしむのが人間の心性です。

であり、愛する夫婦、愛する子女もいない道

我々が生きているこの地は、悲しみと喜び

です。ただ一人で行くべき道です。再び行っ

がひっくり返っている世の中です。我々が楽

てみることもできず、行って帰ってくること

しんでいるこのすべての喜びは、死とともに

もできず、一度行けば永遠に帰ってくること

消え去る喜び、すなわち死を越えて残り得る

ができない道です。このような道を行くよう

喜びになり得ないというのです。

になるとき、皆さんはどのような心をもって

では、悲しみが死とともに消え去り、楽し

行くのでしょうか。皆さんが死に逢着するそ

みも死とともに消え去れば、人間が喜びを探

の瞬間に、その死を乗り越えることができる

して、もっと良いものを願い、永遠の世界に

希望がなければ、そこで最後です。

憧れるその心も、死とともに終わるでしょう
か。違います。心がそのような方向に動き、

今日まで神様のみ旨を奉じて、神様のみ旨

心情がそのような方向に動くということは、

を立ててきた数多くの人たちは、どのような

そのような世界が実際にあるという証拠です。

人たちがいるかというと、死の道の前で後退

人間は、霊的な存在であるゆえに、その生

した者たちではなく、死をあざ笑い、死を

命は永遠です。天の前に忠誠を尽くし、天の

堂々と乗り越えた人たちでした。そのような

ために死の道も行き、多くの人が嫌だという

人たちが、天の道を立ててきました。

道も希望を抱いて行った人がいれば、彼は普

皆さんは、死に逢着するようになっても、

通の人たちが感じられないものを感じ、普通

それを乗り越えることができる希望を抱かな

の人たちが分からない価値を知ったのです。

ければなりません。そして、この道を越えて

そうなったので、死の道も行くことができる

しまえば、自分は天の前に堂々と立つように

というのです。

なるだろうという希望と、心で憧れた本郷に

皆さんの憧れることが、現実生活でぶつか

向かって、喜びで走ることができなければな

るどんな逆境と困難と悲しみ、あるいは死よ

りません。神様の理想世界を希望する心が切

りも、もっと強くなれなければ、皆さんは死

実であってこそ、死に勝つことができる存在

の前で後悔する者であり、悲しみと苦痛の前

になるということです。

から後退する者にしかなれないということで

世の中の万事は、みな過ぎ去ってしまいま

す。イエス様が死の峠を越え、永遠の世界に

す。愛する父母、愛する妻、愛するすべては、

行かれたので、復活の世界を建設されたので、

みな過ぎ去って、あとには死の前に逢着する

今日我々も、どうせ死の峠を越えなければな

ようになります。しかし、その死までも過ぎ

らない運命に置かれているのです。

去ってしまうようになる勝利的な希望をもっ

では、天の希望を抱いて生きる人は、どん

た人であってこそ、この天の前に立つことが

な人でしょうか。人間が悲しむ死の峠も喜び

できます。

で乗り越えることができる人です。それは人
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が天の希望を抱く者です。それゆえ、皆さん

る生命を殺せというのではありません。サタ

は死を前にして、世の中の万事を恨んで嘆息

ン世界の堕落した血統を受け継いだ生命を殺

する人にならず、天の前に立って自分の死の

せというのです。ですから、み旨のために死

価値を誇り得る人になるべきです。天は、こ

のうとする人は、生きるのです。この言葉が、

のような希望の息子、娘たちを探しておられ

逆説のようですが、堕落と復帰の内容を中心

ます。

として見るとき、そのようにしなければ復帰

このような立場に立って、天の喜びを感じ
た人がいるならば、彼は神様が愛すまいとし
ても愛さざるを得ないのです。そのような立

ができないのです。これは、復帰の正常的な
論法です。
それゆえ、生命を差し出すことができるか

場で天に対して泣き叫ぶ群れがいるとしたら、

というのが、最も大きな問題です。先生がこ

天がその泣き叫びに答えまいとしても答えざ

の道を出発するとき、生命を差し出すことが

るを得ないのです。（六―五三）

できる覚悟ができているかを考えました。
先生は、死ぬ覚悟をしました。死ぬとき、

み旨のために「死なんとする人は生き、生

どのように死ぬかも考えました。そうしなが

きんとする人は死なん」というこの言葉はど

ら、死ぬ時は、どんな言葉を残して行くのか

ういう意味でしょうか。み旨のために死ぬべ

を考えました。どのようにすれば生きるかを

き立場では、死ななければならないのです。

考えたのではありません。

では、死ねばどのようになるのでしょうか。
死ぬ前までは自分のものですが、死んだのち

大韓民国を中心として、役事しなければな

には神様のものになります。それは、我々が

らないために、死ぬ立場を訪ねていったので

堕落した血統を受けたためです。それゆえ、

す。死ぬ立場とは、どこでしょうか。怨讐と

死ぬ前までは、我々の生命が、サタン側の因

対決する立場、すなわち怨讐を訪ねていった

縁を逃れられないのです。しかし、死んだの

のです。怨讐の本拠地を訪ねていったのです。

ちには、神様と因縁が結ばれるのです。

韓国のキリスト教を中心としたみ旨の基盤が、

生命と死について見るとき、どちらが強い
でしょうか。死より生命がもっと強いでしょ
うか。生命より死がもっと強いですか。サタ

サタン側に回ったために、それを探すために
サタンの巣窟である北韓に行ったのです。
先生が、今後の世界的な共産党と戦わなけ

ン世界では、生命より死がもっと強いのです。

ればならないために、それのために北韓を訪

それゆえ、み旨を知ったのちには、死ぬべき

ねていったのです。手錠をかけて牢屋の身に

立場で死ぬのを嫌がってはいけないのです。

なるのを覚悟して、不倶戴天の敵の国を訪ね

サタン世界では、どうせ死ななければなり

ていったのです。いくら暴悪な試練が私に襲

ません。死ななくては、復活することができ

いかかってきても、私はそれに屈服しません

ません。一つの時代が過ぎなければ、他の時

でした。いくら極限の飢えの立場でも、神様

代を迎えることはできないのです。

の威信を失いませんでした。組織的な生活圏

では、聖書で言う、「死」とは何を言うの
でしょうか。神様が、永遠にもつことができ

内で、いくらつつかれる生活をしても、天の
法度に背きませんでした。
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先生は、すべてのことが拘束されても、そ

一) 死が差し迫ったとき

の拘束される基準で、すべてを探すことがで
き、さらに神様の前に新しい出発の動機と、

人生の勝敗は、何十年の期間によって決定

新しい生き甲斐を探してきました。そのよう

されるのではありません。それは一瞬に決定

にして出発したのです。先生は、「ありとあ

されるのです。我々の人生について見ても、

らゆる重労働をする立場に入っても私は負け

皆さんが生まれるその瞬間は、長い時間では

ない、他の人はみな死んでも私は死なない」

ありません。もちろん、生まれる前までの腹

という信念をもってきたのです。

中の時期がありますが、その腹中の十カ月と

統一教会は、生きようとする所から出発し

いう期間は、出生する一瞬のための準備期間

たのではなく、死のうとする所から出発した

です。ところで、十カ月間いくらよく準備し

のです。しかし、皆さんは統一教会のみ旨を

たとしても、決定的な一瞬をうまく越えられ

知ってから、死を覚悟しましたか。自由党時

なければ、生まれるその赤ん坊は悲運の運命

代の特務隊長金昌龍殺害事件の首謀者である、

を迎えるようになるのです。

許大領（大佐）が死刑を受けるときに、「今

十カ月の期間を安全な生命体として絶えず

回のことを計画して指示した者として恨がな

育ててきたのは、生まれるその一瞬を飾るた

いか」と聞くと、彼は「何の恨もない」と言

めです。言い換えれば、出生を見通す目的の

いながら男らしく死んでいきました。そのよ

一瞬のために、腹中時代があるのです。それ

うな殺害事件や銃殺事件が起これば、それを

ゆえ、腹中時代がいくら立派だったとしても、

自分と比較してみなさいというのです。比較

生まれる一瞬に誤るようになれば、悲運の結果

してみながら、自分は果たしてどのように死

を迎えるようになります。（三一―一八五）

ぬだろうかと考えなさいというのです。
怨讐の謀略で、国家の大反逆者として追い

この地上に生まれて、運命の瞬間を迎える

込まれて死ぬこともあるでしょうし、同志の

最期の場で、過去を悔いる人がいるなら、そ

妨害や、友達の妨害、あるいは愛する人の妨

の人の心には、過去のすべての事実が、映像

害など、いろいろなことによって死ぬことも

として過ぎていくでしょう。これこれこうい

あるでしょう。しかし、死ぬときには、世の

う人だということを、誰が教えてくれなくて

中のためになる心で死ななければなりません。

も、自ら分かるでしょう。先祖から受け継い

恨みを抱かずに死ななければならないのです。

だ生命体をもって、今まで因縁づいた環境と、

どうせ死ぬからには、恨みを抱かずに何かを

残しておいた事情など、過去のすべてが一生

植えておいて死ななければならないのです。

の最期の瞬間に、自分の心に映像として現れ

怨讐を怨讐ではない友達として愛しながら死の

るでしょう。

うということです。そのような意味から見ると

その中で、「真があった、自分の生命より

き、イエス様が十字架上で怨讐のために祈った

も貴い何かを残した」という人がいるなら、

のは、偉大なことです。（三四―四七）

彼はたとえこの地に生まれて死んでも、甲斐
ある一時を残す人になるでしょう。しかし、

十 霊界に入るとき

「生まれて死ぬこの一生の行路が、通行人の
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ようにただ通り過ぎるものだった」という人

善であったか、真になったか、神様の前に

もいるのです。そのような人のすべての過去

一人立つことができたかという問題について

の事情を回想してみるとき、そのすべての事

見るとき、真と善は自分から始まり、自分に

情が、頭を振って回想したくない過去をもっ

終わるのではありません。自分から始まり人

たなら、彼は悲惨な人です。過去を回想すれ

に結果を結ばせるとか、人によって始まって

ば回想するほど、自分の顔に歓喜があふれ、

自分に結果をもたらすことができてこそ、善

自分のすべての問題が理想に浸ることができ

になり得るのです。我々の原理で、天地のす

るなら、死の恐怖も彼には慰労の一場面とし

べての存在は与えて受ける因縁を経なければ

て飾られるでしょう。

ならない、というのと同じです。
過去の生活が与える生活だったなら、死の

このようなことを見るとき、過去を回想す

道にも恐怖がないでしょう。人のためにすべ

る瞬間が、恐怖の瞬間でなく、他の何かを残

てを与えて、人のために犠牲になり、真に近

したなら、彼の過去も死なないのであり、現

い生活をしながら、涙も人によって流し、自

実も死なないものとして現れるでしょう。そ

分の命も人によって投入し、自分の願いも人

うできる過去をもった人は、必ず民族が従っ

によったものなので、自分の脈拍から流れ出

てくることができる因縁をもった人であり、

るすべての生命力を引き集めて、人のために

世界万民がついてこざるを得ない因縁を残し

投入したというなら、その過去は輝き得る過

た人だと見ることができます。

去でしょう。

では、それはどのような事情でしょうか。

そのような過去を懐かしがりながら、民族

ある民族に、当面した問題を解決できない悲

を思うようになるとき、希望の民族はこのよ

惨で非情な時があるとき、その問題を自分が

うな民族であるべきだという結論が出てくる

責任をもって解決するために、命を懸けてそ

でしょう。彼がそのような過去を懐かしがる

こにぶつかった時があったなら、それはその

ようになるとき、人のために犠牲になり、希

過ぎ去った時の中で忘れられない一時である

望する本然の善は、こうであるべきだという

でしょう。

決定を下すことができるのです。「私がそれ

生涯路程で、自分のために死の場まで行く

のために戦ってきた過去があるために、必然

ことより、兄弟なら兄弟、親族なら親族、他

的にそうすることができる未来がなければな

人なら他人のために、自分の命をみな捧げて

らない」という内容をもって、神様の前に行

彼らを救ったなら、彼らを救うためにぶつか

くというとき、その内容は、自分の永遠の生

った時があったなら、そのような事実が最後

命の基盤になります。

の運命の場で、彼の心の線上に映像として現

聖賢が行く道と、凡人が行く道は違います。

れ得るということになるでしょう。いくら自

聖賢は、歴史とともに生きようとし、世界と

分を中心とした幸福な時があり、数多くの群衆

ともに生きようとし、未来とともに生きよう

から歓迎されて、自分が光栄にたたえられた聖

とした人です。しかし、凡人は、自分によっ

なる時があったとしても、それはその瞬間には

て生きようとし、世界も自分によってあるよ

効力を発揮できないようになっています。

うにしようとした人です。
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できません。その世界は、時空を超越した世

二) 霊界に入るとき

界です。（一四一―二七〇）
我々人間が暮らす生活を見ると、生まれて
みな同じ生活をします。転がっていっていま

霊界に行くようになればどうでしょうか。

すが、これがだんだん弱くなるか、だんだん

心霊基準があります。一度なら一度の限界内

強くなるのでしょうか?

においての心霊基準があるために、一番最初

自分を知って、ある決心をしたのに、その

にあの世に行く時は、祝福された人たちも、

決心したものが十年になり、二十年になり、

ある時は分かれます。なぜでしょうか。心霊

三十年の生涯路程を経て、五十、六十、七十、

の程度が違うからです。（一六四―六二）

八十年、老後の生活圏に入っていけばいくほ
ど、だんだん小さくなります。これが問題で

皆さんは、天国の何になるでしょうか。大

す。作用すればだんだん小さくなるようにな

使になりますか。その大使館で使いをする僕

っています。自然力学世界でなされるのと同

になりますか。大使にならなければなりませ

様に、ある力があれば、その力を中心として

ん。大使になるのは易しくありません。死ぬ

作用すれば、小さくなるのです。

ことがあれば、彼が先に死ななければなりま

それゆえ、入力、入ってくる力、電気で言

せん。

えば入ってくる力が、どのようなモーターを

私たちは、霊界があるということを知って

回しても、作用をしていくときには小さくな

います。この世界よりももっと確実なのです。

るのです。ここには、必ず消耗が起きます。

その世界は、どんな世界でしょうか。神様が

このように見るとき、我々は一生の間、停

良いと言うことができる構想で、すべてが可

止していることができません。一生の間動く

能な世界です。（一〇七―五六）

のです。否応なしに動くのです。動くのに、
正しく動くか、間違って動くか、いろいろあ

皆さんは、天国に行く時に、礼物として持
っていくものがあるでしょうか。霊界に行け

ります。
では、人間が行くべき、自分が転がってい

ば、殉教した功臣たちが前にずっと並んでい

くべき方向とはどこでしょうか。どの方向に

るのに、彼らの前に、皆さんが包んでいった

行くのでしょうか。それを知らずに転がって

ふろしきを開いておくことができるでしょう

います。岩にぶつかるか、あるいは、ある下

か。

水のたまりに落ちるかもしれない立場で転が

統一教会が何の苦労をし、皆さんが何の苦

っていく生活をするというときに、それがど

労をしましたか。それだけの苦労もせずに、

れほど危険千万なことか。どれほど不幸なこ

どうして国のため、世界のためだと言います

とか。どれほど不安定なことか。これが問題

か。「苦労をしたにはしましたが、私は苦労

です。

したと思いません」と、それでこそ当然なの

霊界に入るようになれば、今日我々人間た

です。

ちが、空間と時間圏内の内容をもって測定し

まだ行くべき道が残っています。霊界に行

たすべてのものでは、相関関係もなすことが

ってふろしきを開いておいて、「これは一生
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の間、私が準備した贈り物なので、お受けく

がいっぱいになれば、残ったものはどのよう

ださいませ」と言えなければならないのです。

になるのでしょうか。

女たちが嫁に行くときは、一包みずつ持ってい

そこでは炊事場もありません。そこでは、

きながら、天国に行くときは、ひょいひょいと

何の心配もする必要がありません。そこには

体だけ行くことができますか。（三二―七一）

食糧を作る工場もなく、自動車を造る工場も
なく、何もありません。花は、いろいろな花

皆さん自身において、自主性をもたない人

があります。家も、愛の心情の基準に相応す

は、霊界に入れません。霊界にも霊界なりの

る、そのような家を自分が願うとおりに、い

世界があり、国があり、氏族があり、家庭が

くらでも造ることができます。（二二四―一

あり、個人がいます。個人を中心として見る

〇五）

とき、「そこで絶対的に必要な存在だ」と言
うことができる自主性がなくては入れない所

凡人は過去を思えば暗黒ですが、聖人は過
去を思えば光明です。その光明とは何でしょ

が、天国です。
家庭を中心として見るときも、氏族を中心

うか。それは、自分のためのものではなく、

として見るときも、やはり「自分が絶対的に

希望の民族を描き出すことができるのです。

必要だ」と言うことができる、そのような自

それゆえに希望の天国があるなら、その天国

主性がなければなりません。そこで自分が絶

は彼らによって出発を見なければならないの

対的に必要だという自主性があってこそ、行く

です。それが天国です。

ことができる所が天国です。（一九―四五）

皆さんは、見るからに険しい環境を備えた
この堕落圏内で、皆さん自身が行く姿を図表

霊界では、天地というもの、地球というも

を書いてみるようになるとき、一年はこのよ

のは、ほこりの一点のようなものです。霊界

うに行き、一年はあのように行くだろう、あ

はどれほど広大か知れません。時空を超越し

るいは十年はこのように行き、十年はあのよ

た無限の世界です。そして、「ある時代に、

うに行くだろうと言って、自分なりに一生の

これこれこういう心情をもって、地上で生ま

行路を計画しながら、高低を予測するでしょ

れて暮らして行った人がいれば、ここに直接

う。その高低が、自分を中心として高くなっ

出てきてみろ 7」と言えば、瞬く間に現れま

た、低くなったという人は、最後の運命を迎え

す。そのように、直感的感覚が現実化する世

るようになるとき、自分のために生きながら、

界です。

人を犠牲にしたそのすべてが、自分をがんじが

一度に百万名の宴会をすると言っても問題

らめにするでしょう。（三一―三〇八）

です。「私がこのような理想的な愛の喜びを、
みなに分けたくて、晩餐会をもとうと思いま

皆さんが「七十になっても私はこのように

すが、女はこのような服、男はこのような服

行く」ということを一度考えてみましたか。

を着て現れろ 7」と言えば、すぐに現れるの

「年が八十になって死ぬ瞬間にも、私はこの

です。食事も、果物も問題ありません。瞬く

ように行く」ということを考えてみましたか。

間に願うとおりに現れます。そして、おなか

死ぬ場でも、「私はこのように歴史を明らか
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にし、今までこの時代にこのようなことをし、

らわなければなりません。この三つの証明書

これからもこのようなことをすることができ

が必要です。（一五―一二一）

る私が死ぬが、お前たちが代わりにしてく
れ」と言える証拠物を提示できなければなり
十一 死んでみてこそはっきり分かる

ません。
それを言葉だけで言ってはいけません。彼
が死んだときに人々が彼にしがみついて、涙

皆さんが、祈祷で霊界と通じるようになれ

を流して「そうだとも、そうだとも」と、そ

ば、霊界では後孫たちを天の前に近く立てる

のように言えなければなりません。（七三―

ために努力しているということを知るように

一一六）

なるでしょう。しかしここでは、先祖の悪口
でも言って、自分だけよく生きようとします。

三) 霊界の手続きに必要な証明書

それゆえ、死んでみてこそ分かるのです。
先生の言葉が合っているかいないか、死んで

皆さんは、最初にどこで証明書をもらって

みれば分かります。しかし、死んで生き返る

くるのでしょうか。「私はこのようになった。

ことができればいいですが、死ねば終わりで

このようなことをした。これが勝利の証明書

す。ですから、人々は、統一教会の文先生が

だ」と言い得る証明書をもらうべきでしょうか。

恐喝をしても、とてもすてきな恐喝をする、

そのような証明書を自分自身が使うことは

誰もできないとてもすてきな恐喝をすると言

できません。では、誰が使うのでしょうか。

います。しかし、死んでみなさいというので

初めには、サタンが使います。神様は使うこ

す。先生が何か言うことがなくて、このよう

とができません。サタンから、その勝利の証

なことを言っているのではありません。（二

明書をもらわなければいけないのです。イエ

二―三三八）

ス様は、それはよく知っていらっしゃいます。

神様の最高の愛は、どこで発見するでしょ

それで、三年の公生涯路程の出発のときに、

うか。王宮ではありません。死んでいくあの

四十日間サタンを呼び出して証明書をもらう

地獄のどん底に、血を流して倒れていくその

戦いをされました。それが三大試練でした。

中に、神様の最高の愛を占領し得る道があり

イエス様が三大試練を勝利すると、サタン

ます。

は「あなたは、民族的に勝利しています。で

先生が共産地下の監獄にいるとき、言葉を

すから、私が証明書を書かざるを得ません。

話さなくても霊界から伝道しました。それで、

そうでなければ、私の活動舞台をすべて天の

先生のために死を覚悟して、どんなことでも

側にすぐに捧げなければならないためです」

できる弟子たちをもっていました。私が世の

と言ったのです。

中の悪党なら、監獄を爆破して出てくること

それゆえ、皆さんは、まずサタンに証明書

ができる道が、いくらでもあったというので

をもらい、イエス様の証明書をもらわなけれ

す。そのような立場に神様が共にするのです。

ばなりません。その次に、神様の証明書をも

（九一―一七五）
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十二 「ため」に生きれば神様の近くへ行く

人のために生きた人は、天国に行くのです。
この二つの世界が、死から分かれるのです。

霊界は三段階になっています。霊界では、

（二〇三―一〇〇）

誰が高い所に上がるのでしょうか。より「た
これからどんなことが起こるかというと、

め」にした人です。
自分のためにした人は、反対の世界が繰り
広げられます。それも同様に、三段階です。
「ふん 7 我々はお前のようなのは嫌だ 7」

自分の財産を天のものとして捧げるための仕
事が繰り広げられます。
「ため」に生きなければなりません。全体

と反対するのです。自分のために生きた人は、

のために、より大きいことのために生きなさ

全部反対し、人のために生きた人は、全部歓

いというのです。世界のために、神様のため

迎します。

に、人類を解放するために生きなさいという

地上に生きて霊界に行った人たちで、高い
所に行く人たちは、全部人のためにした人た

のです。自分によって、新しい血筋に転換さ
せなければなりません。

ちです。世界四十カ国なら四十カ国を回りな

血筋が引っ掛かっているために、今まで神

がら、自分の母と家庭を拡大したような心情

様が無力な神様になりました。今は、転換時

で「ため」に生きた人たち、世界の人々を全

期に入ってきたので、自由天地が訪ねてくる

部悪から救ってあげる聖人の心をもった人た

のを知って、皆さんが善の種を植えなければ

ちが、高い所に行くのです。

なりません。自分がどのようにすべきか、よ

それで先生は、「私は一人の男として、歴

く分からなければなりません。これから、メ

史時代の孝行者を代表した総大将であり、愛

シヤの一族、天国の国民、永遠の天国とつな

国者の総大将であり、聖人の総大将だ。神様

がり得る、永生をもった群れになるべきです。

の息子という名前をつけたすべての人たちは

（二〇三―一八七）

失敗したが、私は勝利した息子として生まれ

これから何の競争が起こるでしょうか。互

た」と考えます。そのように言えるようにし

いが「ため」にしようとすることです。なぜ

てくれるものは、たった一つありますが、そ

でしょうか。天国では「ため」にする人が高

れは何でしょうか。簡単です。絶対「ため」

い位置に行くために、その高い人のために自

に生きることです。与えて忘れ、「ため」に

分がなれば、その人に乗って飛躍できるから

して忘れてしまって生きる人だけが、その世

です。ケープ・ケネディ（現ケープ・カナベ

界を消化することができます。

ラル）に行けば、人工衛星の発射台がありま

皆さんが天国に行く輩か、地獄に行く輩か、

すが、そこで人工衛星が発射されて空に飛ん

はっきり知るべきです。レバレンド・ムーン

でいくのと同様に、そのようになるのです。

が、ただ考えて言う言葉ではありません。霊

その人のためにすることは、神様が創造し
て相対を造ったのと同じであるために、その

界をよく知っている人です。
死を避けることができる人は一人もいませ

人の愛の対象圏に立つというのです。誰かに

ん。死を避けることはできないのです。自分

ついていって、「ため」にするのも、みなそ

のために生きた人は、地獄に行くのであり、

のためです。
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先生のためにするのは、先生を利用しよう
してしまおうということです。先生の愛の対
象になって、飛躍して、神様を占領しようと

て、すべての国は神様の圏に属していないの
です。
統一教会から、個人が生じ、家庭が生じ、
氏族的メシヤ、国家的メシヤ、世界的メシヤ

いうのです。
人工衛星が出てきたのは、今日信仰者たち

が出てくるのです。個人が行く道が家庭につ

が跳躍して、天国にどのように行き、何千里、

ながり、家庭が行く道は氏族が行く道につな

何万里をどのように行くかということを表示

がるのです。
では霊界は、どんな世の中なのでしょうか。

するものです。
どうせ、人間は本然の故郷に帰るようにな

真の愛を中心として、他の人のために生きる

っています。世の中の故郷もあるでしょうが、

所が霊界です。自分のために生きるのではな

それよりも本然の故郷に、永遠の故郷に帰る

く、全体のために生きる所です。ここの地上

ようになるとき、そこで歓迎され得る内容を

でも、一〇〇パーセント人のためにする人は、

備えられなかった人は、悲惨なのです。グル

「私を踏み越えて行け 7」と言うのです。い

ープに入れないということが、どれほど途方

くらアメリカという国が大きくても、アメリ

もないことかが分かるでしょう。（二一三―

カの大統領より、その国の民のためにもっと

一九四）

する人がいるなら、その人が大統領を踏み越
えていってもみな歓迎するのです。しかし、

今までは家庭がありません。しかし、今か
ら家庭の組織が始まるのです。全部分かれて

自分の利益だけを取るようになるときは、全
部怨讐になるのです。

いったのです。なぜでしょうか。文化背景が

霊界に行っても同じです。より大きなこと

異なり、心情的背景が異なり、暮らす風習が

のために生きるというときは、自然に通過す

全部異なるので、みな分かれたのです。

るのです。より大きなことのためになれば、

ですから、家庭とは何かというと、新しい

自然に通ずるのです。ですから、世界のため

風習と新しい文化をつくって、習慣化する所

に生きる人は、アメリカのために生きなくて

です。しかし、家庭がないから、社会があり

もいいのです。世界の中にアメリカが含まれ

得ません。一国の社会がありません。その次

るのです。韓国も同じです。すべての国が含

には国がなく、世界がないのです。

まれるのです。

それゆえ、今主流を成しているのが宗教で

では、行くのにおいて、家庭もそのまま通

す。仏教圏とかキリスト教圏とか言って、こ

り過ぎて、すべてが歓迎し得るその方向の内

こにとどまるのです。他の国の人同士は共に

容とは何でしょうか。それは「ため」に行く、

いられませんが、宗教圏は共にとどまること

愛の道しかありません。

ができるのです。宗教圏は、一つの世界を願

この二つは、地上のサタン世界でも妨げら

ってきて、一つの神を祭ってきたために、共

れません。この二つは、サタン世界も絶対順

にとどまることができるのです。しかし、す

応しなければならないのです。いくら悪徳な

べての宗教が神様の圏に属しているのに反し

父母、いくら悪い者でも、真の愛をもって自
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昔、我々は、麦飯もなく、食べられずに冷

分のために与えようとする人は、すべてが歓

たい部屋で震えていた、そのような日が多か

迎するのです。（二一五｜一七四）

ったのです。かえって、そのような日が神様
の前に近かったのです。その時は、国を心配
し、世界を心配しました。すべてが大きくな

十三 審 判

って、すべての基盤が拡大されるに従って、
皆さんに霊界の大審判の法廷に出廷しろと
いう命令が下るだろう、ということを考えて

「私」という人を、無数の人が、どのように
すれば喜ぶのかを考えたのです。
知識が多くても、権勢があっても、お金を

みましたか。いつかは大審判の法廷に出廷し

もったとしても、そのようなものはみな流れ

ろという命令が下るのです。
その法廷を管理して支配するためには、判

ていくのです。死ぬとき、みな置いて行くの

事がいなければならず、検事がいなければな

です。もって行くべきものは、神様の愛を中

らず、弁護士がいなければなりません。では、

心として、この愛を世界に拡大するために努

その判事は誰で、検事は誰で、弁護士は誰で

力したのです。人類を愛し、神様を愛したこ

しょうか。判事は神様であり、検事はサタン

とが最後に残って、あの世の所有権決定の基

であり、弁護士はイエス様です。（一七―一

準になるのです。（一二七―三八）

七七）
復帰の道には、値引きというものはありま
せん。我々がこの世に来るときは、一人で来
ましたが、行くときは一人では行けないので

第三節 高い霊界に行くには

す。多くの人たちを連れて行かなければなり

一 宗教人たちの標準は霊界

ません。（一四―一〇五）
宗教を信じる人たちが、信じない人と違う
皆さんが霊界に行けば、伝道した人の数に

こととは何でしょうか。彼らは一生の間、霊
界を標準として信じます。宗教というものは、

よって、皆さんの霊界の所有権が決定されま

神様に会って生活しようとするところから始

す。自分は責任者だった、という看板を持っ

まるのです。

ていくのではありませ。（一二五―一七）

すべての教祖たちが、残していった経書の
内容は、人間の暮らしを紹介したものではあ

三 人を愛すべし

りませんでした。これは、永遠の世界、超然
とした世界の内容を中心として、神様なら神

霊界では、神様の愛がなければ食べられま

様がおられる所を中心として、我々が関係を

せん。食べる権利がないのです。地獄は見な

結ぶことができる内容を教えてくれたのです。

がらも食べることができない所であり、知り

（一八七―二八六）

ながらも行うことができない所です。
それゆえ、神様の愛を中心として、霊界と

二 霊界での所有権決定基準

肉界が一つになり得る、このような価値的な
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中心を立てておいて、神様の愛を中心として、

孫をもたなくなれば、あの世に行っても、遊

地上で霊肉が一つになった天国生活をした人

んで休むことができる場がないのです。

以外には、永遠の理想的世界をもつことがで

夫妻が八十になって、九十になるまで二人

きないのであり、天国を所有することができ

だけで、額を突き合わせて暮らしながら「幸

ません。（九一―一七三）

福だ」と言いますか。おもしろく暮らすこと
はできません。息子の嫁がいなければならず、

霊界に行って、誇るべきこととは何でしょ

孫がいなければなりません。おじいさん、お

うか。先生は霊界に行ったのですが、「お前

ばあさんは、孫を連れていって抱かせてあげ

は地上で何をしてきたか」と神様が尋ねるな

れば、それ以上の幸福はありません。孫をも

らば、「お金をたくさん使ってきました」と

てなかった人は、霊界に行って天地の調和を

言うことが誇りではありません。どれほど人

成せず、東西南北に拍子を合わせられないの

を恋しがり、愛して生きたかということが誇

です。（一九七―三二）

りです。（一八七―三一〇）
仕事をしてから「ああ、大変だ」という考
えをする余地がありません。「ああ、大変だ。

四 神様をもっと愛すべし

眠れなくて疲れてだるい」という考える余地
あの世で必要なことは、ほかでもありませ

がないのです。そうすれば、霊界が開かれま

ん。世界よりも、自分の国よりも、自分の妻

す。霊界が見えるのです。皆さんが目を開け

よりも、自分の息子、娘よりも、神様をもっ

て霊界を見、霊的に御飯を食べれば、一日御

と愛さなければなりません。それが原則です。

飯を食べなくてもおなかがすかないのです。

あの世に行けば、金もうけをしますか、億

そのようなことが起こります。体が軽く、一

万年眠りますか。億万年眠るのも、金もうけ

日中走っても疲れないのです。

も必要ありません。自分の程度によって、食

そのようなことを体験すれば、世の中がお

べることはいつでもできます。（一二六―一

もしろいのです。横的に、息子、娘を産んで

四二）

そうするために必要であって、事実上世の中
にいる必要がないのです。あの世に家庭を連
れて入らなければならないために、仕方なく
こうしているのです。（九一―一七六）

五 家庭の基台を成すべし

なぜ息子、娘がいなければいけないのでし

六 心情圏の伝統を中心として暮らすべし

ょうか。必ず愛がなければなりません。神様
霊界で宗教が必要でしょうか。必要ではあ

がいなければなりませんし、夫婦がいなけれ
ばならないし、男女がいなければなりません。

りません。そこでは長老派とか、カトリック

その次には、血が混合しなければなりません。

とか言う必要はありません。神様との生活圏

神様の血、愛の血、縦的な血、横的な血が混

内に入るのです。ですから、宗教は必要あり

合して生まれたのが後孫です。それゆえ、後

ません。
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では、何が必要でしょうか。貴いものが必
要ですが、その貴いものとは何でしょうか。

いうことが、地獄から中間霊界、楽園、天国
にまで、全部つながるのです。
そうかといって、世界的に有名な学者だか

神様の愛を受けられることが貴いのです。
今日、統一教会では、心情圏ということを

らと言って、霊界に行けば、天国に行けるの

言いますが、心情圏の基地とはどこでしょう

でしょうか。行けないのです。それゆえ、宗

か。神様を中心とした、真の父母の愛、真の

教界は、すべてを捨てて行けと教えるのです。

夫婦の愛、真の兄弟の愛が普遍化し得る世界

みな捨てて行かなければならないのです。そ

が、心情圏の世界です。

のような論理が成立します。

そのような本然の世界では、夫婦を主にす

では、何が一番貴いものでしょうか。天の

るのではありません。天地、天宙を主にした

ためにどれほど苦痛を受け、世界のためにど

夫婦の愛なのです。それゆえ、天宙をもっと

れほど苦痛を受け、涙を流したかということ

重要視するのです。また、夫婦の愛をなします

が、あの世にパスできるチケットです。

が、世界を主にした夫婦の愛をなすべきです。

それを神様の立場から見れば、神様は、う

ですから、その世界に合格し得る愛の基盤

れしい神様でしょうか。うれしい神様だと思

をどこで築くか、どこで探すかということが、

う宗教は、頭もなく、ただ常識外れの輩です。

この上なく深刻な問題です。それゆえ、今日

一番悲しい方が神様なのです。その神様が、

統一教会は、この世でそれを築こうとするの

今まで涙を流し、苦痛を受けたなら、それは

です。数多くの宗教、この世で貴いという、

神様自身のためではありません。神様が造っ

数多くのその何かと異なり、世の中で初めて

たこの宇宙のために、堕落した人類のために、

このようなことを始めた所が、統一教会です。

今も涙を流しているということです。なぜそ

ここでは何を教えてくれるのでしょうか。心

うなのでしょうか。心情の神様であるためで

情圏の世界における合格者になることを教え

す。（九七―一七二）

るのです。
では、あの世に行くようになれば、民族を
愛する数多くの人、数多くの夫婦、愛国者、

第三章 霊 界

忠臣、烈女、聖人たちが、みないるでしょう。

第一節 肉身をもって体恤可能な霊界

しかし神様の本然の心情圏の伝統を中心とし

一 霊界と時

て生きた人は、一人もいません。（一二六―
今我々が、どの段階まで来たかというと、

一三九）

霊界と肉界を世界的舞台でつなげ得る段階に
来たのです。

七 あの世にパスするチケット

霊界と肉界が世界的に一つになり得る場は、
今からでも、何かのことを出発させるとき

静かな場ではなく、世界が揺れ動く場、天地

は、神様を中心として出発すべきです。これ

が揺れ動く場です。世の中はできないように

が原則です。霊界に行けば、そのような原則

し、天はしようとし、二つが粘り強く戦いを

にどれほど同化して、どれほど一致するかと

して、天が勝つことによってできるのです。

503 * 五百三

천성경

天聖經
Cheon Seong Gyeong
それがいつかというと、ワシントン大会の時

二 これからの時代

なのです。
一九七六年を起点に、サタン世界が神様に

最近、統一教会に新しく入ってきた食口た

対して讒訴できなくなったのです。サタンは

ちを見ると、霊的に先生と出会い、教えを受

直接神様を讒訴できないのです。霊界に行っ

けて来た人たちが多いのです。そのような人

た先祖たちを讒訴することはあっても、神様

たちは遠くない将来に、一国の王になること

を讒訴することはできません。

もでき、一国の大統領になることもできるの

そして、霊界のすべての霊人たちを動員し

です。いつ、どのようになるか分からないの

て、地上にいるサタン勢力を追い出すのです。

です。全世界的にそのような人たちがたくさ

それで今まで、サタンがやった以上の善なる

んいるのです。
これから、アメリカのような国には、一人

ことをできる基盤が形成されるのです。
「統一教会を信じろ」と教えてくれるので
す。イエス様が現れて、孔子が現れて、釈迦

で歩きながらぶつぶつ話す人が絶えず増える
ことでしょう。

牟尼が現れて、マホメットが現れて、自分の

これから全霊界が、地球上に襲撃して入っ

先祖が現れて、統一教会を信じなければ全部

てくるでしょう。そのようになれば、これを

霊的に制裁をし、霊的に罰を与えながら追い

誰が総指揮しますか。これは先生の責任です。

込むのです。

（六七―七七）

霊界が今まで分かれていたのを全部収拾し
皆さんはこれからいい加減にしては、先生

て、今日世界が分かれたのを全部心情的に結
んでいくのです。超民族的基準を中心として、

の前に絶対に現れることができないない時が

ここに世界的代表を集めて、心情的に一つに

来ます。その時になって、先生が霊界の門を

なるこのような運動をするために、霊界も一

すっかり開くでしょう。門の前に来ていて、

つになって接触するようになれば、ここから

そのような者が現れれば「こいつ、何しに来

光を発して世界的な運動が大々的に繰り広げ

た」と言いながら、門前から追い出してしま

られます。

うのです。これからは専門的な面を中心とし

今までは、西洋の霊界と東洋の霊界は互い

て、世界を収拾する時に入るでしょう。

に異なっていました。それを、どのようにし

今世界には、どんな人たちがいるのでしょ

て一つに結ぶことができたのでしょうか。一

うか。イエス様の時と同様の人たちが、世界

つの愛で結ぶことができました。神様の愛を

にいるのです。復帰時代であるからには、そ

中心として、東洋、西洋の人々を統一教会の

うなのです。先生がまだ、そのようなことを

合同結婚式を通じて、民族として結んできま

言ってはいけないために、言わないのです。

した。それで、個人的基準、家庭的基準、氏

神様はさせませんが、先生の代わりに、あ

族的基準、民族的基準、国家的基準、世界的

りとあらゆることをする人たちが世界にはい

基準をみな築いておきました。天国、霊界は、

ます。空中を飛ぶ人もいるし、水の上を歩き

永遠に我々にかかっているのです。（九一―

回る人たちもいるし、千里、万里を瞬く間に

一六二）

行く人が、今いくらでもいるのです。間もな
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く先生がそのような人たちを、あのヒマラヤ

う時が来るのです。冗談ではありません。恐

山脈から、修行の世界から呼んでくる時が来

喝、脅迫ではないのです。（六〇―一九四）

るでしょう。
そのようになるのに、世界が統一されます

三 霊的体験も必要

か、されませんか。神様の全権が平面化して、
再創造歴史に、理想的な愛にこたえられない

皆さんは涙を流しながら、「私はこの顔で

一切の与件は全部破綻して、新しい世界に入

は、そのまま帰れません。死ぬことがあって

るでしょう。

も、帰れません。死ぬよりもっと悲惨です」

これが先生の見る、今後における超感覚時

と、そのような祈祷をして回らなければなり

代の世界観です。愛だけが超感覚時代の世界

ません。皆さんが祈祷しながら霊的体験をた

観をなすことができるのです。超感覚時代で

くさんすれば、復活するのです。

愛するようになれば、ただしがみついて離す

そう思いながら、「ああ 7 自分はアメリ

まいとします。神経線を越えようと、それゆ

カ人として生まれなくて、本当に幸いだ」と

え、神様の愛だけが、それを平面的に歓迎し

思うのです。今、アメリカに来て仕事をしな

得る世界時代に入るのです。

がら感謝するのです。人間の習慣は実に恐ろ
しいのです。ですから、皆さんもその場に行

先生は祈る中で、そのようなことを知って

くには、苦労をしなければならないのです。

います。皆さんの知らない、そのような何か

苦労を通じなければ、行くべき道がないとい

があるのです。皆さんに話をしないから、先

う結論を下すことができるのです。

生は何も知らない人のようですが、みな知っ

皆さんが考えに先立って、いつもそのよう

ているのです。今がどんな時かというと、実

な心情で立ち上がるようになれば、神様が役

体の体で霊界を完全に支配する時です。

事するのです。皆さんが言葉を話して教える

先生が霊界の内容をもって、真理と体をも

すべての言葉の前に、神様の心情を感じるべ

ったために、サタンも屈服しなければならず、

きです。言葉のあとに立つのではなく、言葉

天使世界も完全に屈服しなければなりません。

の前に神様の心情が先立たなければなりませ

それゆえ、仏教に精通した人とか、キリスト

ん。それゆえ、いつも謙遜でなければならな

教に精通した人たちは、全部先生の前に屈服

いのです。
ですから、自分は言うことができずに、後

しなければなりません。
霊通する人たちが、先生が「死ね」と言え

ろに行かなければなりません。しかし、見れ

ば死ぬことができてこそ、実体完成圏をなし

ば神様の心情が前にあるのを感じるのです。

て、地上天国を開門するのです。

それは何ですか。自分を絶えず引いていくの

「そのような世界になった」と思ったとき、

です。そのような場に行けば、多くの群衆が

仕事をする時がありますか。その時、先生の

集まっても、みな教育することができるので

考えを知ったなら、皆さんはあきれかえるで

す。

しょう。「どうして、あのようになったか。

そこでは何だか分からずに、全部教えてく

どうして私があのようにしたか」と、そうい

れます。それでも自分が言う声だから、自分
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今日、堕落した我々人間たちを見るとき、

の耳にも聞こえます。自分が話す声を聞けば、
不思議なのです。その境地に至れば、言いな

その心自体が千人なら千人、万人なら万人が

がらジェスチャーをしても実に自然なのです。

全部同じでしょうか。その根本は同じかもし

どんな表情をしても、それがみな自然なので

れませんが、心自体は素性に従って違うので

す。ぎこちなくないのです。そのようなこと

す。
全部が同じではないのです。それは、なぜ

を感じながら働いてこそ、生命の運動が繰り

そうなのでしょうか。顔が違い、趣味が違い、

広げられるのです。（九六―一六八）

我々の感じる感情が違うのと同様に、その度
霊的世界を体験するということは、四次元

数を描くことができる平行線と垂直線が違う

の世界に通じるということです。また、そう

のです。その度数を合わせなければならない

するときに、何千年前に生きて死んだ先知先

というのです。

烈たちも、今日の自分と因縁を結んで対話す

そうするには、どのようにすべきでしょう

ることもでき、相談もするというのです。す

か。天が主体なら、その主体の前に自分が対

なわち、今日、実際生活的な時間圏内で、自

象的な立場に立つのです。主体となる神様は、

分が経験することができ、また肌で感じるこ

人間に対象として感応することができる基礎

とができるのです。（四―二二五）

を必ず与えたために、平面的な心の根本の基
準の前に垂直に向かう、そのような方向がな
ければなりません。必ずあるということです。
我々が水平線を見るようになるなら、これ

四 霊的体恤の過程

は平面になっていますが、これが垂直に立つ
我々が信仰の主体である神様を敬うその立

ようになれば、この垂直線の基準が全部違う

場に立っているとしても、それは曖昧です。

のです。では、そのゼロ点基準をどのように

では、それ自体をどこから探すべきでしょう

合わせるかというのです。こちらに行けば、

か。

必ず反対になるために、そのゼロ点を合わせ

主体は確定していますが、自分は感じるこ

なければなりません。皆さんが発電所に行っ

とができないのです。我々が五官で分かるよ

てみれば、メーター器がたくさんあります。

うに、そうだということを確定づけることが

メーター器にゼロ点基準のようなものがあっ

できないのです。これをどこから調べること

て、それを中心としてすべての加減の調整を

ができるかという問題を考えるとき、主体か

して、その方向というか、力というか、量の

ら調べることはできません。神様から調べる

対比をつかむのと同様に、そのようなゼロ点

ことはできないのです。これはどこまでも、

基準がなければならないのです。

自分から調べなければなりません。
自分という存在には、体と心があります。

では、ゼロ点基準とは、どんな位置でしょ

体と心があるのに、体を中心としてはこれを

うか。ありながらもないようであり、ないな

調べることができません。心を中心として調

がらもあるような位置です。その位置がある

べなければならないのです。

のです。それゆえ、今日座禅をする人たちが、
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皆さんがこのような場に入るためには、ど

「無我の境地」とかという言葉を使いますが、
それもやはりそのような境地なのです。その

のようにすべきでしょうか。心を磨かなけれ

ような霊的基準に接近することができる自分

ばなりません。神様のみ旨を中心として広が

にならなければなりません。そのような基準

った宗教もありますが、サタンの意を中心と

になれば、必ず自己の水平線基準が反応する

して広がった宗教もあります。これらが全部

ことができる、そのような何かがあります。

混ざっているために、それをより分けて行く

それゆえ、心も見てみると、心の門があり

ということは、限りなく難しいのです。

ます。心門と言います。そうでありながら、

このような結果と同様に、我々の心の世界

その門がいつも一面でだけ開かれているので

も同じなのです。心も、善の心があるのと同

はなく、心自体が回っているために、その門

時に、悪の心もあります。では、皆さん自身

も移動するのです。それゆえ、この門を通ら

の心が「ああ 7 私は善だ」と、このように

ずには、プラスならプラスを中心として、マ

考えていますが、そのような心自体も善では

イナスの立場で関係を結ぶことができないの

ありません。堕落の結果によって成されたた

です。人にはこのような心門があるのです。

めに、悪の心の圏、悪なるサタン圏に感染し

皆さんが祈祷をしてみれば、時間によって

た心をもった人もいて、善の圏内の心をもっ

感じが違います。午前一時に祈祷するのと、

た人もいます。千態万状の差で広がるのです。

三時に祈祷するのとは違います。それは皆さ

それゆえ、信仰生活で一番重要なこととは

んが体験してみれば分かります。神秘的な深

何でしょうか。心の門をどのように合わせる

い境地に入って祈祷してみれば、祈祷する時

かということが、最も重要な問題です。それ

間によって違うのです。感じが違うのです。

ゆえ、皆さんが信仰生活でいつも注意すべき

朝に感じるのと、真昼に感じるのと、夕方に

ことは、心の門が開く時を知って、天の心の

感じるのと、夜に感じるのと、すべて違いま

門とどのように合わせるかということです。

す。

それは、皆さんがいつも準備しなければなら

そのように、我々の心の状態からも、感じ
るその基準が違うのです。我々の肉体的な感

なりません。随時、探して合わせる生活態度
が必要です。

情が、四季の季節の変化によってその感じる

それゆえ、いつも深度をわきまえていきな

感度が変わるのと同様に、心の世界もそうな

がら、心の門を開くようにして、そうしなが

のです。それゆえ、祈祷をするにも、どんな

ら天が向かう門とどのように一致化させるか

時間にうまくいくかを知るべきです。それは

という問題が、信仰生活で最も貴いと思いま

どういうことかというと、神様との感応の度

す。

が近いのです。うまくいくというそこに、だ

だんだん、この相対的立場に立てば、どん

んだん入るようになれば、門に出会うように

な現象が起きるでしょうか。今まで感じたこ

なるのです。神様の心の門と、人間の心の門

とのない、新しい立体的な感じが来るのです。

がぴったりと合って、ある基準まで合わせて

それが、何だか分からずに来るのです。
昔には、冬のような気分だけ感じたのに、

入るようになる場合には、神様が感じること
を体恤する道が生じるのです。

秋のような気分を感じるようになり、秋のよ
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うな気分だけではなく、夏のような気分も感

のですが、ばたばたと鳥が飛んでいくそれ自

じられ、春のような気分が感じられるのです。

体を通じて、内的に何かを教えてくれること

なぜそうなのでしょうか。この宇宙は回って

が繰り広げられるようになるのです。

います。心も回ります。それゆえ、回りなが

実際の生活において、そのような形態が展

ら春夏秋冬の変化を引き起こすのと同様に、

開され始めるのです。暗示的条件が多くなる

我々の心の世界も、回りながらそのように変

のです。ある人が偶然に言ったことに何かを

化する感じを感じるようになっています。

悟らされるようになります。このような事実

それが一年について見れば、春夏秋冬があ

が、だんだん多くなるのです。

り、一年を縮小したのが一日ですが、一日に
も春夏秋冬があるのです。朝は春に該当し、

この段階を過ぎるようになれば、どんな形

昼は夏に該当し、夕方は秋に該当し、夜は冬

態が起こるでしょうか。夢のお告げのような

に該当するのです。

ことを体験するようになります。夢の中で起

このように、春夏秋冬の季節的形態が、一

こることですが、夢も深い眠りの中での夢で

日の間に繰り広げられているのです。また、

はありません。パウロも、夢うつつの間に第

春に該当する朝にも、そうです。そこでも、

三の天を体験しました。

春のようなものを感じ、夏のようなものを感
じ、秋のようなものを感じ、冬のようなもの

そのようなことを、何気なしに流して過ご

を感じることができます。大きなものは大き

すなというのです。それを総合して、どんな

なものを中心として単位の形態を備えていま

方向の因縁を自分につぐために現れるのかと

すが、小さいものも相対的なその単位の形態

いうことを、科学的な面でデータを出せとい

を備えているのです。

うのです。必ずその結果が現れます。それゆ

我々の心もそれと同様です。それゆえ、心

え、皆さんが忘れることができない夢のお告げ

に感じられる感じがいつも同じではないとい

のようなことは、一〇〇パーセント的中するよ

うことです。季節によって自分が春だという

うになります。そんな体験があるでしょう。

のを知ればいいのですが、分からないのです。

夢うつつの間に、ある人なら人、物なら物

秋だということが分からないのです。これを

が因縁づけられたので、それが事実の中で実

多くの体験を通じて、多くの祈祷生活を通じ

際につながるのです。誰かが夢の中で誰かと

て「あ 7 今、こんな時に処しているな」と

歌っているのに、その歌が夢の中の歌ではな

いうことを、わきまえるすべを知らなければ

く、そばで誰かが歌う歌が正にその歌だった、

なりません。

このようなことが起こるのです。これはどう

そのような境地に入るようになれば、どん

いうことを言うのかというと、霊的次元にお

な現象が起こるのでしょうか。我々の言葉に

いて、心の状態が共鳴することができる圏内

暗示という言葉あります。それはどういう言

に入ることを言います。音叉というものがあ

葉でしょうか。自分が道を何気なく行くのに、

ります。共鳴することができる圏内に入るこ

ある良い家の塀にとどまっていた鳥が飛んで

とを言います。このようなことを、限りなく

いくのを見たとき、鳥は飛んでいってしまう

貴く思わなければなりません。
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そのようになれば、どうなるでしょうか。

商売をする人は、布のにおいがします。皆さ

神様がいるなら、その神様がどこに現れるの

んの体からもにおいがするのと同様に、心の

でしょうか。空中に現れるのではなく、心を

においがするのです。その心のにおいをかぐ

通じて現れるのです。皆さんが、そんなこと

のです。そんな形態が繰り広げられるのです。

を感じられないのは、なぜでしょうか。心が

我々の体には、触覚のようなものがあって、

まだ存在を確立できなかっためであり、体に

全部接触します。それで、見えない電波のよ

引きずり回される人になったからです。その

うなものを発射して、対象を探しています。

心が存在を確立して、また他の一つの主体だ

それゆえ、信仰する人の態度は、全部自分

という、そのような人格的な次元の立場が形

と関係していると考えなければなりません。

成されれば、それは必ず違ってきます。

なぜそうすべきなのでしょうか。堕落によっ

祈祷をして次元が高くなれば、心と話すの

て、すべての関係を失ってしまったのです。

です。共鳴する現象が起こるのです。これは

自然に対する関係、本然の人間に対する関係、

次元の高いことですが、そのようになれば、

神様に対する関係を、全部切断してしまった

心の中で言うことを自分が聞くのです。その

のが堕落です。切断した関係の世界を、我々

ような境地で発展していくのです。最初の段

が再び接続させるためには、いつも自分自体

階では、暗示のような事実が皆さんの生活で

が接続させることのできる作用をしなければ

起こります。

なりません。そのような作用をしてこそ関係

それゆえ、信仰者はこのような膨大な資料
を収集しなければなりません。接する人がい

が開拓されるのであって、接続しようとする
態度をもたなければ開拓されません。

れば、何気なく接するなというのです。彼が

皆さん全部が何かを探す心がなければなり

自分に何をもたらしてくれるのか、いつもお

ません。皆さんが朝に祈祷し終えると、「あ、

なかのすいた者の心情になるべきです。彼が

きょうは良いことがある」というのが分から

自分に何をもたらしてくれるかと、そのよう

なければなりません。「良いことがあるから、

に探す心がなければなりません。結局、彼自

ただ良いことが現れるだろう」と、これでは

体は何でしょうか。自分がいつも主体になる

いけません。それを探さなければなりません。

とか、対象にならなければなりません。確定

このような生活態度が、皆さんの信仰生活に

的な主体であり、確定的な対象の立場にいる

ならなければなりません。それゆえ、体恤と

という事実を言うのです。

実践ということは、生命の因縁をもたらすと

それゆえ、主体となり得る存在が現れて、
対象的な存在が現れれば、一遍に分かります。

いうのです。夢うつつの中に、このような事
実が繰り広げられます。

自分が誰か伝道する人がいれば、一遍に分か

その段階が高くなれば、どのようなことが

るのです。むしょうにただ心がうれしくて行

起こるでしょうか。啓示とか指示とか、この

くのです。それを「心波」と言います。心の

ようなことが起こります。啓示というものを、

波長があるのです。そんなことがあるのでは

我々は分析しなければなりません。指示とい

ないですか。皆さんを見れば、肉の商売をす

うものは、直接教えてくれるものですが、啓

る人は、肉屋のにおいがして、布（生地）の

示は違います。それゆえ、問題が起こるので
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す。これは、必ず解釈をしなければなりませ

したような、我々の意識より強い力が入って

ん。何かを教えてくれるには、声で聞かせて

きます。超自然的な、超人的な感情が訪ねて

くれたりもしますが、幻想でも見せてくれま

入るようになれば、我々の体が、堕落性をも

す。良い春の日を迎えて、鹿が一対、小川の

っているために、必ず反発するようになりま

ほとりで水を飲みながら、遠い山を眺める、

す。神様の神性と反発するようになります。

このような幻想は、限りなく幸福な希望を象

それゆえ、堕落した人間の前に、どんな神

徴するのです。そのように、いろいろな幻想

の性稟が強力に入ってきても、自然的に純化

が繰り広げられるのです。

され得る立場になれないのです。これが入っ

そのようなことは、偶然の事実ではありま

てくるには、プラス・マイナスのように、音

せん。自分の心の畑を啓発するための、天の

波も強弱で伝播されていくのと同様に、必ず

役事です。なぜそうすべきなのでしょうか。

その力も一遍にすっと入ってくるのではあり

我々の心の畑というものが、ガラス板のよう

ません。強く入ってきたり、弱く入ってきた

に平らになっていないのです。でこぼこして

り、こうしながら開拓して入ってくるのです。

いるのです。形は水平のような面をもちまし

そこに震動が起こり、自分の意識がなくなり、

たが、それ自体はでこぼこなのです。でこぼ

霊的な力が強く作用する現象が起こるのです。

こしたここに、天の感度が反射して来るよう

それが役事として現れるのです。
このような役事を絶えずするようになれば、

になると、光の屈折と同様に、入ってくる方
向と反対の方向に反射して出ていくのです。

どうなるでしょうか。この体が、肉性という

それで、全部が違うのです。部分部分を啓発

ものが、堕落性が純化され、自然に一〇〇パ

しようとするので、そのような役事をするの

ーセント受け入れることができるようになる

です。

のです。そのようになれば、そのような現象

啓示の段階を過ぎるようになれば、次は黙

がなくても、役事以上の立場に入って、天が

示の段階です。一日中霊界に入って体験をす

教えてくれることをみな受けながら、寸分も

るとか、そういうものです。そのような世界

違わないのです。このような現象の過程を経

にまでつながるのです。神様に対する、生活

て、純化される立場まで上がらなければなり

的な感情圏まで到達することができます。皆

ません。その過程で、啓示とか指示とかいう

さんがこのような体恤的な信仰をしなくては、

過程を皆さんは経なければなりません。
皆さんがそのような体恤段階に入れば、皆

偉大な天のみ旨の結果世界を、我々の生活の
場、生活舞台に適用させることはできません。

さんの心が皆さんに命令するのです。誰かに

それゆえ、体験をもたない信仰者は、信じる

このように話をしようとするのに、言葉が話

ことができません。体恤的な信仰が高貴なた

せないようにするのです。あるいは、自分が

めに、啓発していかなければなりません。

良い言葉でその人のために言わなければなら

我々食口たちは、祈祷する中で役事をしま

ないのに、しかる言葉ばかりが出てくるので

す。役事というものがあります。霊的な力が

す。このような現象が起こるのです。このよ

電気作用と同様に入ってきます。皆さんが体

うに理解できない現象が時々起こるために、

験をしてみれば分かりますが、高圧電気に接

これを調整するすべを知らなければなりませ
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ん。過ったなら、狂人として扱われやすいた

うか。知性的な人はできません。大抵信仰世

めに、それを調整するすべを知らなければな

界で偉大なことをする人は、知的な人ではな

りません。

く、無学で愚鈍な人です。そのような人は、

このような体恤的信仰を、必ずもたなけれ

霊的な人です。

ばなりません。心で感じたことを、体恤した

世の中がどうであれ、感じるままにするの

ことをもって、実験を通じた体験の立場に入

です。神様が「せよ」と言ったからするので

るようになれば、その人は強くなるのです。

す。やってみると、それが実践する環境に伯

誰の言葉も聞かないのです。体恤と実践、こ

仲する、そのようなことが起こるのです。こ

れは我々の信仰生活に最も必要なことです。

れによって、偉大な人物として登場すること

そのような境地に入るには、どのようにす

ができるということも起きるのです。パウロ

べきでしょうか。大概、我々人間は二つの種

のような人も、知性的な人です。しかし、ダ

類に分けられます。一つは知性的な人で、真

マスコで天の霊的な雷に一度打たれてから、

理で何かを探求して、道理に合えば認めて、

気が狂ってしまったのです。ですから、外的

道理に合わなければ否定するタイプの人です。

に探求することよりも、内的に爆発的な道が

また他の一つは、そのような道理よりは、思

あるということを感じたために、全部否定し

いで把握する人です。それを我々統一教会の

て尊重視したのです。そこから、新しいキリ

術語で言えば、「知的だ」、「霊的だ」と言

スト教の革命の旗手になったのです。
それゆえ、理性的に問いただす人は、宗教

うのです。霊的な人は、内的な面から感じて、
外的に作用しようとする人であり、知的な人

的な心霊世界では指導者になれません。

は、外的な面から感じて、内的に適用しよう

我々人間には、二種類がありますが、自分

とする人です。一つは出ていき、もう一つは

はどんなタイプの人かということを知るべき

入ってくるのです。この二つの種類がありま

です。大抵霊的に感じる人は、霊的には大き

す。

いのですが、真理の面では大きくありません。

そのような立場にあるために、知性的な人

初めは太いのですが、細くとがれば始終如一

は、大体祈祷を嫌います。それを考えると、

（注：始めから終わりまで同じ調子であるこ

迷信のようであり、信ずることができず、自

と）でないために、永遠に行けないのです。

分自体が否定されるような感じがするのです。

ある時には、必ず転がり落ちます。また、真

これは、知性的な人です。理論を明らかにし

理は大きくても、霊的な面が小さければ、永

て、何かを探そうとする人、そのような人が

遠に行けません。それゆえ我々は、これを調

いるのと同時に、生まれつき「神様 7」とい

整する生活をしなければなりません。

う言葉が、とても好きな人がいます。説明す

祈祷と真理、心霊と真理で礼拝せよという

る前に無条件に喜ぶのです。「お父様」と言

言葉があります。それは何かというと、平行

うようになれば、御飯を食べなくてもいいと

をつくって和する場に入れというのです。

いうのです。そのような人がいます。

我々人間は、霊界と肉界を調整しなければな

大抵霊的な運動において、革命的な運動を

りません。霊的世界の中央に立つべきです。

することができるのは、どのような人でしょ

真理の世界の中央に立って、調整し得る人間
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にならなければなりません。そのような人間

際そのような人に対するようになれば「ああ

にならなくては、完全な立場に立つことはで

っ 7」と言ってびっくりするようになります。

きないのです。（七六―一二五）

このように、自分の思いと霊界から教えてく
れた霊感が、実際の事実と一致するときが多
いのです。このような体験を積んで、上がら

五 霊的感覚の発展方法

なければなりません。（三〇―一五〇）
ある人を恋しがる心情をもっていれば、そ
の人に接することができないように塀で妨げ

六 君臨（実体役事）

ておいても、その塀を乗り越えるということ
霊と肉は、本来真の愛を中心として一つに

が起こります。
先生が口をつぐんでいても、そのようなこ

なるようになっているのであって、偽りの愛

とが起こります。霊界からその間隔を埋めて

を中心として一つになるようになっていませ

くれます。私が興南の監獄にいる時も、言葉

ん。それゆえ、真の愛の起源を探さずには、

では伝道しませんでした。無言で伝道したの

これが一つにならないのです。その立場を皆

です。霊界が動員されて、協助してくれまし

さんが越え、天の祝福を願って行かなければ

た。してくれなければ大変なことになるため

なりません。
寂しい立場に行くほど、なぜ天が近くにい

です。
同様です。それゆえ、皆さんが地方に出て

らっしゃるのでしょうか。世の中の愛を忘れ、

いっても、このようにしなければなりません。

天の愛の圏内に入るから、天が近くに来るの

先生は一九六〇年代に、名が知られた所へは

です。
天が直接的に現れて、関係するのです。神

みな行ってみました。
きょう、道を歩いていて、「どんな人に会

様の直接主管圏内ということです。神様が現

うだろうか」と考えなければなりません。最

れても、皆さんは分からないために、先生が

初に会う人はどんな人か、二番目に会う人は

現れて代身になるのです。そのように直接主

どんな人か、三番目に会う人はどんな人かを

管を受ける圏内で生きなければなりません。

考えて、「お父様、どんな人ですか、私はこ

（九一―一八四）

のような人に会うのを願いますが、どんな人
皆さんは、先生とどんな因縁がありますか。

ですか」と祈らなければなりません。自分が
考えて、祈ったその基準とぴったりと合うな

祈祷の中で、あるいは夢の中で、先生を毎日

ら気分がいいのです。このような体験をする

見なければなりません。
世界の統一教会の信者は、そのような体験

ことによって、皆さんの霊的触覚が発達する

をみなしなければなりません。霊界に対して

のです。
そのようになれば、道に出ると「きょうは

知らなければならないのです。また、目を開

ある人に会うだろう」という感じがするので

けても、先生をみな見なければなりません。

す。人の霊は、無限的に通じるのです。「き

そのような人もいるでしょう。それで、これ

ょうはある人に会うだろう」と思うのに、実

は歴史始まって以来、世界に初めて起こるこ
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とです。それは、前にもなく、あとにもない

かなければなりません。本来は、先生と霊的

ことだというのです。

に接ぎ木して、一つになってこそ祝福対象者

そのことがだんだん強くならなければなり
ません。アダム・エバが堕落する以前に、神

として祝福を受けることができるのです。
（三一―三三一）

様に干渉を受けたのと同様に、皆さんの生活
我々は、「神様の心情」を言います。神様

圏を先生が干渉しながら、全部指導してあげ

の心情は、どこにあるのでしょうか。祈祷の

るのです。
先生が「せよ」と言うことを、うれしい心

中で声を聞いてみれば、「先生の言葉をよく

で、浮かれて動けば、その世界に入るのです。

聞け。先生を悲しくしてはいけない。先生を

先生は、一番難しいこと、できないようなこ

喜ばせてさしあげなさい」と言うのです。そ

とをさせましたが、「先生よりもっと楽しん

れしかありません。そのように教えてくれる

でしよう」と言えば、その世界に一遍に入る

のです。そして、先生に会いたくて眠らずに

のです。自分の生命を捧げてその場に立ち上

いると、霊界が開いたというのです。それゆ

がれば、一遍に先生が指導してあげるのです。

え、体恤がなくてはいけないのです。（七六

（九一―一七四）

―一五二）

我々統一教会の信者たちは、祈祷や夢のお
告げの中で先生から指導を直接受けなければ
なりません。我々食口たちの中には、どこへ
行っても、その立場で先生の指示を直接受け

第二節 霊界はどのような所か

る人たちがたくさんいます。

一 霊界と肉界

イエス様の時以上に実感のわくことがたく

一) 霊界、肉界の中心

さん起こります。我々統一教会の信者たちは、
先生に直接侍って暮らすのです。それで統一
教会では、イエス様の時にあったこと以上の

皆さんは、霊界について相当に気掛かりで

ことが時々あるというのです。そのようなこ

しょう。世界には、多くの宗教がありますが、

とがあるために、世界が統一教会と一つにな

その宗教が行く道は、霊界と関係を結んで、

ることができるのです。

永生という世界、永遠に生きる世界、すなわ

今日、この死亡圏を通り過ぎようとすれば、
決死的な祈祷をしなければなりません。祈祷

ち神様と共に生きる世界を探して行くのです。
そのような世界が宗教の目的地です。

は、一瞬だけするのではなく、二十四時間し

しかし、今になっては、宗教はどのように

なければなりません。このような自由な時代

なるでしょうか。だんだん脱落して、「宗教

に、そのような体験をできずに直接侍りなが

は、弱者たちが信じるものだ。我々人間に必

ら暮らせない人は、かわいそうな人です。

要ないものだ。それは道義的な一つの表象と

祝福を受けた人は、本来そのような基準と

して、人間たちが操作しておいたものだ」と、

経験があって、そのような内容に全部結びつ

このように結論を下す時代に入ってきました。
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霊界と肉界、霊的な存在と肉的な存在も同

宗教の中心になるキリスト教だけを見ても、
そのようになりました。アメリカが全世界の

じです。ここは神様の愛、神様が中心になっ

キリスト教国家の代表国ですが、そのような

ています。我々が普通考える堕落した人間は、

アメリカの家庭で育った人たちが、宗教を離

神様が中心になっていません。
人間は、心と体から成っていますが、それ

れて、今まで自分勝手に暮らしています。
世界の中心であり、すべての理想の中心が

は違います。次元が違うのです。心と霊界は

神様なのに、その神様がいらっしゃる霊界を

違うのです。霊界と肉界とは、神様の愛を中

中心として理想を描いたそのようなキリスト

心として言うのです。したがって、霊界と肉

教の中にいて、なぜ出てくるようになったの

界が一つになるためには、必ず神様が介在し

でしょうか。

なければなりません。神様の愛を介在せずに

第一に、永遠の霊界があることを確実に知
らなかったからです。知能をもった比較の能

は霊界はありません。神様を中心として霊界
というものがつながるのです。
皆さんには良心があります。良心と霊界は、

力がある人間であるために、良い所があれば、
悪いものを捨てて、そこへ行くようになって

どのように違いますか。心と霊界は、どのよ

います。より次元の高い価値のある所があれ

うに違うのですか。「自分の心も霊だろう」

ば、そこに行くようになっています。それが

と、このように考えるかもしれませんが、混

人間の本性です。

同しています。
心は霊界ではありません。堕落したために、

第二の原因は、神様を知らなかったからです。

心は霊的世界と関係を結んでいません。いわ

第三の原因は、霊界の中心になり、神様の

ば、骨のない人のようなものが、堕落した人

中心になる愛と関係を結べることが分からな

間たちの心です。「骨のない人のようなもの

かったからです。この三つが分からなかった

が、堕落した人間たちの心である」と考えれ

のです。たとえ神様を知り、霊界を知ったと

ば実感がわきます。骨のない人のような形態

しても、愛を中心とした世界ということが分

が、堕落した人間たちの心というものです。
霊人体を見るようになると、霊人体も体的

からなかったのです。
愛がある所では、上がっても良く、下がっ

な要素があり、心的な要素があります。霊人

ても良く、間にいてもいいというのです。愛

体の心のようなものが、霊的世界です。それ

する夫が自分より高いといって嫌だと、愛す

は必ず神様と関係を結んでいます。

る妻が自分より低いといって、それを憎みま

それゆえ、神様と関係を結ばずには、霊人

すか。一つになれば、勝手に低い所から高い

体の心のようなものが生じないのです。霊と

所に上がることもでき、高い所か低い所へ下

心が違うということを知るべきです。心は、

りてくることもでき、中間にいることもでき、

神様と関係ないのです。神様が離れたのです。

どこでも行くことができます。制限がありま

神様自体が関係することはできません。神様

せん。それで世の中では、「この世界は、一

が直接主管することはできないのです。
皆さんの心は、「こうだ、ああだ」と変わ

つの世界であるべきだ」という言葉をたくさ
ん言います。

ります。しかし、霊的世界、霊的存在は変わ

514 * 五百十四

천성경

天聖經
Cheon Seong Gyeong
りません。それは、永遠に一つの目標を立て

できなかったのであり、真の愛が現れなかっ

て、絶えず行くのです。それは、なぜそうな

たために、個人と体が分かれたのであり、真

のでしょうか。神様の側に立っているためで

の愛が立たなかったために、宗教と政治が分

す。心は、人間内に属しています。行ったり

かれたのです。
真の愛を中心として、全部一つになるので

来たりする人間内にいるのです。
皆さんは原理を習っているので分かるでし

す。個人、家庭、社会、国家、世界、天宙が、

ょうが、生心とは何でしょうか。生心は、心

みなつながるのです。我々の手で、そのよう

と霊と合わさって、新しく一つの目的に向か

にしなければいけないのです。そうでなけれ

って動くものです。神様を中心として、我々

ば、本然の天上天国、地上天国を相続するこ

の良心と一つになって、理想的な自分をつく

とはできません。
霊界と肉界の一致をどのようにするのでし

り上げることのできる動機的心です。それで、
その生心がなくては、霊界と真なる愛と関係

ょうか。真の愛で一つにするのです。（二一

を結ぶことのできる、自体の根源を探すこと

六―一〇六）

ができません。
生心が自分に生じれば、体も喜び、全部そ
れについていきます。自動的にこれらが一つ

二 明らかに実存する霊界

になるのです。今まで、人間において一番問
題になることとは、体と心が互いに離れてい

世界三十億の人類の中で、霊界を知らない

るということです。霊的な力が自分に臨んで

人は八○パーセントになります。信じる人た

生心的起源にさえなるようになれば、心と体

ちも、霊界があるか、神様がいらっしゃるか、

が自然に一つになるのです。そのような根本

はっきり分かりません。しかし、霊界はあり

から革命が起こり、根本から是正する根源を

ます。

発見できない限り、我々は理想を尋ねていく
考えてみてください。世の中の金持ちが、

道理がありません。動機があってこそ結果が

これから幸福の郷をつくろうとするとき、自

出てくるのです。
宗教は生心を植えておこうということです。

分のすべての財産を使ってもつくりたい気持

生心を中心として多くの宗教があります。あ

ちがあるのと同じように、天地創造の天の神

りとあらゆる形態があるのです。（九一―一

様が自分のお住まいになる所をいかにつくっ

四〇）

たでしょうか。霊界はある部分を探して凝視
して、千年を眺めても飽きない美の世界です。
想像もできません。ああ、何やら、「世界一
だ」と言っても何でもないのです。霊界の一

二) 霊界、肉界の一体

角にもなりません。だから、この地上が欲し
神様は、尊厳な方です。それで、霊界と肉

い所ではないのです。先生に言わせれば、こ

界は一体化を成さなければなりません。真の

の地上は先生の目的にかなわないので、帰り

愛が現れなかったために、霊界、肉界が統一
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たいのです。（一五―一五四）

ゆえ、「霊界はない」と言うことができない
立場にいる人たちが、統一教会の信徒たちで

一般の人の大部分は、今も霊界を考えませ

す。（一四〇―一二二）

ん。生まれたから、ただ父母に仕えて、家庭
に暮らすと思って暮らします。

我々統一教会の信徒たちは、どんな道を行
くべきでしょうか。神様が願う道に従ってい

そのように暮らすすべての生活の中心とは

かなければなりません。天意の道に従ってい

何でしょうか。どのように暮らすかというこ

くのです。天意とは何でしょうか。個人が行

とです。それゆえ、一番重要なことを衣食住

くべき天意の道があり、家庭が行くべき天意

ととらえます。

の道があります。そして、社会が、国家が、

どのように暮らすかという問題、どのよう

世界が、霊界までが行くべき天意の道があり

に食べるかという問題、どのようにつくろっ

ます。その専門家が、先生です。霊界は、間

て暮らすかという問題、これが中心だという

違いなくあります。（一二一―一四六）

のです。そこは、もちろん人間関係において、
人倫道徳があって向上する、互いが発展して、

神様がいて、霊界があるなら、どのように

互いが良くあり得る内容がありますが、民族

なるでしょうか。ある人は、「神様がいると

が異なり、国家が異なり、世界すべての文化

しても我々と関係がない」と思うかもしれま

背景の違いの差によって、道徳基準であると

せんが、それは考え違いをしているのです。

か、社会制度が全部変わるのです。

「霊界があるとしても、私と関係がない」と

このように見れば、今日、歴史上に生きて

いう言葉はまるで、「自分は家庭の一人とし

いる人間たちが行くべき本然の基準、本来の

て、国が必要なく、世界が必要ない」と言う

基準と、今日、我々が暮らしている生活の標

のと同じです。

準として立てていく人倫道徳の基準が、いろ

それゆえ、もっと大きな神様がいて、もっ

いろな方向に向いているのです。これが一つ

と大きな霊界があるなら、もっと大きいもの

に収拾され得ていません。

と自分は、関係を結ぶことを願います。関係

本然の世界に基づいて、我々が生まれて生

ができて、そして何をするのでしょうか。一つ

きていくべき所とはどこでしょうか。これが

にならなければなりません。天の目的に向かっ

確実ではないのです。それゆえ、一般の人た

て行くべきなのです。（一〇四―一一九）

ちは、霊界があるのか、ないのか、神様がいる
のか、いないのか、分からないでいるのです。

しかし、我々統一教会の信徒たちは、霊界

三 霊界は信仰の原動力（使徒パウロが見た
第三の天）

が確実にあるということを知っているのです。
信じているのではなく、知っているのです。

聖書を見れば、パウロが十四年前に見た第

なぜでしょうか。多くの体験を通じて知って

三の天について述べています。十四年間パウ

います。今日、統一教会がこれほど世界的な

ロはどのよう生きてきたのでしょうか。第三

基盤を形成するまでの背後を調べてみるとき、

の天を見たこと、それが力になって、十四年

多くの体験過程を経てきているのです。それ

間を生きてきました。
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霊界とは、どこにあるでしょか。皆さんの

パウロは、それ以上のことを知ったために、
パウロは第三の天のことを述べても、また行

体の中にあります。ですから、霊界を背負っ

くことができたのです。（六二―四七）

て回り、侍って回るのです。ですから逃げる
ことができません。（一六二―一一六）

使徒パウロが霊界の第三の天の世界を見て

霊界はあります。霊界は、この世界のため

体験したことは、彼が十四年間絶えず宣教活

にあるのです。この世界も、永遠の世界のた

動をし得る原動力になったのです。分かりま

めにあります。世の中に神様がどこにいて、

すか。そのような体験がなければならなりませ

霊界がどこにあるのでしょうか。神様がいら

ん。先生もそれと同様です。（二七―一二八）

っしゃる所が霊界です。（一一七―三〇七）

先生は、死を恐れません。何がそのように

六 霊界はどのような所か

したのでしょうか。愛です。獄中にいくらぶ
ち込んでも、文先生はそれも消化することが

我々の人生が七十、八十年で終えれば、別

できます。ですから、今日このように反対す

に問題がありませんが、永遠の問題を中心と

る環境を消化して屈服させなければなりませ

して生きていくから深刻です。
では、霊界があり、死後に霊界に行くよう

ん。私の手で全部屈服させておいたのです。

になれば、何をもって考えるのでしょうか。

（二〇二―二七）

霊界は広大な世界です。皆さんは知りません
が、広大無辺な世界です。

四 霊界を創造されたとき

この地に、民族間の差別があり、文化的な
霊界は天使世界と似たり寄ったりです。分

格差とか、相いれない生活像があります。も

かりますか。そして、今日の世の中は、アダ

まれて暮らしながらも、自分の主張と自分の

ム・エバのような立場にあります。ところで

価値を残したかったことが過ぎ去るのではな

霊界は、アダム・エバを造る前に造られました。

く、霊界に行っても生き生きとよみがえるの

霊界が神様のみ旨に反対することによって

です。（一八七―二八五）

サタン世界が生じたために、霊界が神様のみ
旨を歓迎してこそ、その世界が復帰されるの

今日、電気とか、宇宙とかと言って大騒ぎ

です。また、霊界を屈服させずには、地上世

するのは、愛の理想世界を成すための一つの

界に主が来ることはできません。それで、統

内的な潤滑剤のようなものです。霊界という

一教会が今まで霊界を屈服させてきたので、

所は、愛の電気で充満した世界なのです。
愛の電気をもってして、できないことはあ

霊界は統一教会に協助しなければならないの
です。（二五―二三三）

りません。ここから、我々の意識構造をもっ
て治め得る可能圏が霊界だといえます。霊界

五 霊界とはどこか

とは何でしょうか。永遠の要素を願う所です。
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霊界は、すべてが愛で充満した、愛でいっ

ん。真空状態になった次には、抵抗がない黄

ぱいになった調和の世界です。ですから、愛

金になるとかしなければなりません。黄金と

のボタンを押せば、宇宙が作動するのです。

いうのは他の要素がないのです。純粋な、そ

地上天国とは何でしょうか。すべての愛の

のままです。黄金をなぜ宝物と言うでしょう

バルブに火がつく所が地上天国です。天上天

か。黄金は抵抗力がないのです。（一一二―

国とは何でしょうか。愛のバルブに火が完全

一七）

につくことのできる所が天上天国です。
それゆえ、皆さんが愛の心さえ抱いて、愛
の綱さえ引けば、みな引かれてきます。後ろ

第三節 霊界の内容と状況

に引けば後ろに行き、前に引けば前に行きま

一 堕落で生じた霊界に対する無知

す。思うがままに操縦されるのです。嫌でそ
我々の体には、百兆に達する細胞がありま

うするのではなく、自動的にそうなるという

す。先祖たちは死んで霊界に行きましたが、

のです。
それで、霊界という所は、「愛の空気で充
満した所」という概念を探すことができます。

我々の体の一部分には、先祖たちが愛を受け
た細胞が伝授されています。

愛の神様が、愛の心で、世界の人類に一度に

生命を中心としてつながった細胞が伝授さ

全部食べさせ、喜ばせたくて、「御飯よ、生

れており、血がつながった細胞が伝授されて、

じよ」と言えば、生じるのです。

生きて動くのです。

霊界では、愛の食べ物を食べます。互いに

秋になれば木の葉が落ち、新しい春が来れ

見るのも、愛の目で見るのです。そして神秘

ば、新芽が出てきて、夏になれば青い園にな

さが形容できない所です。聞いても絶えずも

るのと同様に、我々人間も、自分の中にある

っと聞きたいし、眠りとか、疲れとかという

数多くの先祖たちの血縁的因縁を経て出てき

観念はあり得ないのです。

たのです。今は後孫的立場にいますが、自分

霊界とは、愛の電気で充満した所なので、

自身の人生は、その先祖たちを代表して生き

今日人間たちは、何でも愛に関係を結ぼうと

るのです。先祖の真なる愛を中心として、先

します。なぜ、愛の関係を結ぼうとするので

祖の生命力に従って、先祖の血筋を残すため

しょうか。霊界に拍子を合わせるためです。

なのです。

そのようになっているために、そこに応じる

ですから、先祖を圧縮したのが、正におじ

しかないのが我々、存在物です。その位置を

いさん、おばあさんです。天の前に我々の氏

離れることができません。

族の代表として、我々の家庭の代表としてつ

皆さん、夢で先生を見るようになるのはど

ながった方が、おじいさん、おばあさんです。

うしてでしょうか。それは神様の愛の波長を

お母さん、お父さんとは何でしょうか。お

通じて現れるのです。そうしようとすれば、

母さん、お父さんは、家庭の中心です。この

自分があってはいけません。自分があっては

世界のすべての家庭たちの母、父を代表してい

ならないのです。自分を犠牲にするというこ

ます。おじいさん、おばあさんが過去の時代な

とです。真空状態をつくらなければなりませ

ら、お母さん、お父さんは現在の時代です。
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息子、娘とは何でしょうか。未来の永遠な

地獄はありません。それを分かる人たちは、

神様の理想世界、天国と一体化され得る、天

最初から考えもしません。（二〇四―三〇四）

宙統一を完成させ得る後孫として、我々の家
庭の出発存在として抱いているのが息子、娘
です。

我々の根源には、まだサタンの血がうごめ
いています。サタンの愛が、自分の体に根を

ですから、過去の世界の代表者、現在世界

下ろしました。その愛が、自分の生命の血筋

人類の家庭の代表者、未来の後孫を代表する

を通して、神経を通してつづられています。

代表者を抱いて、一つの所に圧縮させておい

そこで百兆ほどにもなる細胞でできた「私」

たのが家庭です。

という体が生じたのです。

それで、堕落しなかった家庭はそのような

サタンの血とともに生存権を維持するこの

立場に立っているために、霊界と肉界にみな

悲惨なありさまを自ら嘆き、これを破壊させ

通じることができます。地上世界が、父子の

るための行動を一生の間、何百倍するという

関係の愛を貴く考えるのと同様に、その愛を

覚悟と決意をしなければいけません。

もって生きたなら、天上世界も神様を父母と

それなのに、この体を抱き締めて愛するこ

して侍り、息子、娘のような立場で暮らすこ

とができるでしょうか。おなかがすいたと、

とになります。（二一四―二六八）

狂った犬のように口を引きずって歩けるでし
ょうか。このような体を中心として、情欲を
満たすために、相手を訪ねていけるでしょう

二 霊界は即時的感知可能圏

か。
霊界に行くようになれば、あいさつは必要

霊界では何でも一遍に分かるようになって

ありません。さっと会えば分かるようになり

います。あいさつをしなくても、何億年前に、

ます。何千年前の人であるということが分か

何千万年前に、何百万年前に生きていたなに

ります。何百年前の人だということが分かる

がしとかいう、そのような者が来るのです。

のです。今日、「聖書の歴史は六千年だ」と

そのように早い世界です。

言いますが、分からないことを言うなという

先生も難しい問題について、三角地帯で

のです。彼らは霊界を知らない人たちです。

「この点だ」というとき、その点がどこなの

聖書の歴史は、何百万年、何千万年です。

か、指が、体が分かる時があります。それゆ

その時代の我々の先祖を呼べば、一遍に現れ

え、いつでも焦点を合わせて、正しい心をも

るのです。さっと見れば、話さなくても既に

って歩かなければなりません。

分かるようになっています。自分のすべてが

人に接するとき、その人を利用しようと思

現れるようになっています。高めてあげるべ

わず、利益を得ようと思うなというのです。

き人なのか、下げてもいい人なのか分かるよう

そうしてはいけません。本性が一度ぺちゃん

になるのです。それゆえ、あいさつは必要あり

こになると、修正するのに半年から三年まで

ません。自動的に秩序が維持されるのです。

かかります。それで、行動が恐ろしいのです。
そのようになれば、地獄の中でもそのような

すべての秩序は、何でなされるのでしょう
か。愛でなされます。愛で位が決定されるの
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です。それで、神様の息子、娘にならなくて

に行っているのが人生であると、このように

は、天国に行くことはできません。

見るのです。（一四〇―一二三）

神様の愛に接するためには、垂直線に入ら
なければなりません。聖書に「心をつくし、

四 霊界の組織（階級体系）

精神をつくし、思いをつくして、主なるあな
たの神を愛せよ」（マタイ二二・三七）とあ

霊界はまだ未完成です。なぜ未完成なので

ります。それはどういうことでしょうか。す

しょうか。本来、霊界の階級体系は、神様と

べての中心は、愛というものです。それで、

真の父母、真なる子女を中心としてつながっ

あらゆる作用と意識する全体を合わせて、主

ていなければならないのに、それができてい

なる神を愛することしかないというとき、そ

ないのです。地上もやはりできていません。

こからエレベーターに乗って垂直圏に上がっ

言い換えれば、堕落しなかったアダム主義

ていくのです。そのような驚くべき世界です。

であると同時に、真の父母を中心とした階級

（二〇三―一四二）

体系になるのが霊界ですが、それができてい
ないのです。今まで、その中心の中には、仏教
を中心とした釈迦牟尼クラブがあり、孔子クラ

三 霊界の中心

ブがあり、マホメット・クラブがあります。

それで、霊界では真の父母主義とアダム主
霊界の中心は何でしょうか。それは、一つ

義が現れるのを、イスラム教や、儒教や、仏

の絶対的神を中心として構成された世界です。

教などが、みな願っています。ですから、統

その絶対的神様がいるなら、その神様は、こ

一的な方向を経なければならないために、地

の天地創造の時の宇宙の起源であられるお方

上にも真の父母の歴史が世界的な基準を探し

です。彼によらないものがないのです。彼に

て上がっていくようになれば、すべての宗教

属しているために、彼に属した全体は、彼と

の境界線はなくなり、統一運動が霊界の動き

共に感じ、彼と共に因縁をもって過ごしてい

であることによって、自動的に現れるように

るのです。

なります。

例えて言うなら、我々人間は百兆ほどにも

それで、統一教会が世界主義になれば、ど

なる細胞をもっていますが、すべての細胞自

んなことが起こるでしょうか。霊界の霊人た

体がどのような部分でも感じさえすれば、直

ちが霊界に存在しない、ということが起きま

接頭脳に連絡されるのです。天地創造の時の

す。目的が、地上で完成して、逆さまに入ら

創造主を中心としてつながるすべての存在も、

なければならないために、全部再臨するよう

それと同じです。しかも人間として生まれて、

になります。全部活動するのです。

意識しながら生きており、善でより次元の高

世界の至る所にいる統一教会員たちが行動

い価値のものを追求しながら、悲哀を感じる

することは、霊界の数千億の霊人たちの願い

全部が人間から始まったのではなく、人間の

です。

根源から始まったのです。それゆえ、過程を

霊界の組織体系の中心とは何でしょうか。

経て、根源と通じることのできる結果の世界

第一は神様、第二は真の父母、第三は真の息
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子、娘、第四は真なる国です。ここで真の子

ん。そこに自動車を造る工場がありますか、

女は、真の父母の直系の血統を受けた子女で

ないですか。あの世に行って、「私は良い車

す。ここで国を中心として、全部分かれて国

に乗って回る」と言いながら、こうして回り

民になるのです。

ますか。ここでは、何かベンツに乗って回り、

天国の王宮で、一番先に暮らすべき方とは
誰でしょうか。天国の王宮の席に座って、統

何がどうだこうだと誇りますが、そこでは、
それらはみな必要ありません。

治する方とは誰でしょうか。本来神様を中心

あの世に行って何をするのでしょうか。食

して真の父母になったアダム・エバが、天国

べるでしょうか、食べないでしょうか。それ

の王権を支配できる立場にいなければなりま

で、食べるのに何を中心として食べるでしょ

せん。堕落しなかったなら、そのようになっ

うか。愛を中心として食べるようになってい

ただろうけれど、堕落したことによって、そ

るために、愛をもてなかった人は、行って食

のようになれなかったため、再び真の父母が

べようとしても、口が開きません。それが決

出てきて移さなければなりません。

まりです。

このような原則で霊界ができているのに、

自分を愛する心だけあり、全体を愛する心

肉界にこのようなものが現れれば、どれほど

が中心になっていなければ、口が開きません。

引っ掛かりますか。神様を中心として、真の

箸で食べる物をつまんで口に持っていこうと

父母が現れ、真の子女が現れ、第四は真の国

しても、箸が他の所に行くのです。ですから

民を通じた真の国家が現れなければならない

霊界は、真の愛をもってこそ、すべてが可能

のです。（一六一―二二三）

な世界であって、真の愛のコンセプトをもた
なければ、すべてが不可能な世界です。

五 霊界での衣食住
レバレンド・ムーンが教えることは、心情
皆さんが、けさ御飯を食べたといって、あ

の潮流です。天国の神様の宝座と神様の心情

すの朝は食べなくてもいいですか。皆さんの

まで経て、万国が通じることができ、全体と

生命が死ぬまで、「ああ、御飯 7 ああ、パ

関係を結ぶことができる心情の潮流を言うの

ン 7 ああ 7」と言いながら死んでいくので

です。
霊界ではいい家があるというとき、その家

す。
同様に霊界では、毎日のように神様のみ言

に暮らす人が、自分より級が低ければ自分の

を食べなければなりません。ですから、ここ

家にすることができます。それは、その家に

で訓練をしなければなりません。あの世に行

訪ねていくと、自然と分かるようになってい

っても、「神様がどんなみ言を語られたか。

ます。

あのみ言はどんな意味か」ということを知る

神様の息子、娘になれば、膨大な宇宙が、
全部自分のものになります。皆さんが霊界に

のが願いです。
見てください。あの世にパンの工場があり

行けば、先生に付いて回れません。それは、

ますか、ないですか。コーラやジュースを作

皆さんの心情の門が狭いからです。真の愛は、

る工場がありますか、ないですか。ありませ

大きい門でも、小さい門でも自由に行くこと
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ができます。真の愛でなければ行けません。

自動車が必要なく、飛行機が必要ありません。

（二〇七―九四）

瞬く間に億万里でも行くことができます。太
陽の光よりも速いのが、この霊力です。神様

霊界は、我々の故郷の地です。本然の故郷
の地です。この地は、本然の体の故郷の地で
あり、霊界は、本然の心の故郷の地なのです。

がつくった太陽の光でも、一秒間に三億メー
トルを走るのです。
ところで、神様の本然的な愛の力、生命の

この次に行く所が、心の世界、霊界です。そ

力というものは、それより何千倍も速いとい

れゆえ、地上で霊界に合わせて訓練をしてこ

うのです。誰かに会いたいと言えば、何億万

そ、霊界に行っても支障がありません。（二

里、何百万里離れているとしても、すぐに現れ

〇七―七二）

ます。広い天国に行っていますが、自分が会い
たい人、自分が愛した人に会いたいと言うよう

霊界には、自動車もなく、食べ物もありま

になれば、その場で相手が現れるのです。

せん。我々は霊界で創造主であられる神様の

それゆえ、今から何百万年前に生きた人も

ように、すべての種類のものを真の愛を中心

来て、あいさつするのです。何千年前と今の

としてつくることができるのです。

時が、どれほど変わったかというのです。そ

愛を中心として、どんなものでもつくるこ
とができます。「ある工具、現れよ 7」と言
えば、すぐに現れます。また、晩餐会場に、

の時、人たちは今暮らす人より、心では天を
よく感じることができたのです。
ですが、文化生活の面では、反対なのです。

数十万、数百数名が参席したとき、どんな食

文化生活とともに、霊的世界の啓発が共にな

べ物でも願いさえすれば、準備されて出てく

って出てくるのです。知識に通じるようにな

るのです。金色の正装を願えば、即時にその

れば、知識の測度によって理解し、すべてを

ような正装が出てくるのです。

分析するのにおいて鋭敏なのです。それゆえ、

また霊界では、眠りません。霊界は眠りが

霊感を摂取することができる基盤が、もっと

ないために、真夜中にも自分の体を通過して、

拡大されていくのです。それゆえこれからは、

すべての部分で踊りを踊ることができるので

自然にそのような知識が多くなり、世界の流

す。霊的に自分がそうするのは、永遠に楽し

れを心配する人たちには、すぐに霊界から教

みが満ちるようにするためです。

えてくれるのです。

空気も愛の空気、食事も愛の食べ物、服も

霊波を通じて、どのようになるのかが分か

愛の衣服を、真の御父母様が真の愛を中心と

るのです。最高の立場に行くようになれば、

して下さるのです。（二一七―二九三）

終わりは一つしかないのです。（二〇六―一
三八）

地上では、御飯を食べて暮らすのが心配で
す。ですから、自動車工場、肥料工場、服の

六 霊界での知識と権力の使い道

工場、食べ物を作る工場など、工場が必要で
す。家でも食べ物のために大騒ぎです。霊界
に行くようになれば、それがみなありません。

霊界ではお金をいくらでも作ることができ
ます。神様は知識の王です。知識とお金と権
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力は、一生において追求する価値的なものの

霊界では何億万里の距離にいる世界の人で
も、愛の心が強くて会いたいと言えば、さっ

一部分にしかなりません。
教授たちの知識を千年、万年誇ることがで

と現れることができます。「どのように来た

きるでしょうか。持って回りながら誇れるで

か?」と言えば、「あなたが呼んだから現れ

しょうか。一生にとどまるのです。それが自

ました」と言うのです。「どれほど遠くから

分と共にあるのは、一生だけです。お金もそ

来たか?」と言えば、「何億万里離れた所か

うであり、知識もそうです。ですから知識を、

ら来た」と言うのです。距離を超越するので

お金を、権力を誇るなというのです。神様は、

す。宇宙が自分の活動基地です。

それを無価値なもののように見ます。霊界では
全部無価値なものです。（二〇三―二九一）

ところで、その世界にはない物質で首を絞
めています。お金、知識、権力で首を絞めて
いるのです。その世界は、そのようなものは

神様を知るべきです。神様は、人格的神で

一つもありません。この世界では、お金、知

なければなりません。神様が漠然としてはい

識、権力が必要ですが、その世界ではそのよ

けないのです。我々自身が具体的です、知情

うなものは必要ないのです。今までサタン世

意を備えた人格的人なら、その主体であられる

界の人々が、それを願ってきたのです。

神様も知情意を備えた人格的神であるのです。

では、神様がもっている多くの属性の中で、

霊界は権力の真空地帯です。それは、皆さ
んがどこにも暮らせないとうことを意味する

一番の中心は何でしょうか。情です。愛とい

のです。霊界のどんなものも皆さんを歓迎せ

うものです。神様も生きるのに、愛が一番必

ず、霊界がいくら皆さんに関心をもって一つ

要なのです。天国では、知識で暮らすのでは

になろうとしても、皆さんは何ももつことが

ありません。

できないのです。反対的なもの、本質とは反
対のもの、それは一つになることができない

皆さんは霊界を知らないからそうであって、
霊界に行って知るということは、一週間以内

のです。霊界が関心をもてる立場とつなげら
れません。（二〇五―一二八）

にみな終わります。心を鏡のように見ること
神様も、愛のために創造しました。神様に、

ができる世界が霊界です。
霊界は、いくら優れて、いくら立派な知識

何を一番好むかと聞いてみれば、どのように

人がいるとしても、彼がもっている知識を一

答えるでしょうか。神様は、好むものがあり

週間以内に凌駕し得る、直感の世界です。

ません。お金も必要なく、知識も必要なく、

心の光を通じて見るために、そこに関係し

権力も必要ありません。

ている因縁の世界は、自動的に理解されるの

我々統一教会員たちには、何が必要でしょ

です。それは、情の心情を通じて見てこそ、

うか。同様です。愛の中では、お金もあり、

自分と相対的関係をもつとか、主体的関係を

知識もあり、権力もあります。愛の権力は、

もつのであって、知識とか、神様の他の属性

万年権力です。本当の愛が分かる人は、天上

では駄目なのです。（二一〇―三一二）

世界に行って習うものがありません。
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そのような人は、いつでも神様の心の中を
出たり入ったりします。神様の体を通じて、

その方がいらっしゃることで、今日この現象
世界が始まりました。

東西南北を自由に行ったり来たりできます。

そのような絶対的な方は、ある時代に変化

これが中央停車場のようになっています。そ

があったとしても、変わる方ではありません。

れは何の話か分かりますか。それがなぜ必要

絶対的なものは、変わることはありません。

でしょうか。そこに入って出てくるときは、

また、時間や空間に制限を受けることもあり

東西南北の力が集中するために、強力な力で

ません。すべての制限を超越した立場に立っ

出てきます。見知らぬ国も、その中央を通じ

て、すべての制限を主管される方です。神様

て出てくるときは、高い神様と対等な位置に

を、そのような方だとばかり言うではありま

上がるのです。愛には、このような偉大な力

せん。
その方は「父」です。皆さんは「天のお父

があります。
知識とは何でしょうか。知識があることに

様」と呼ぶべきです。その父は、皆さんを生

よって、知ることによって、すべて環境的与

んでくれた父です。人間が堕落をしたので、

件を所有するようになります。知識の中で、

再び生むという言葉が必要なのであって、そ

最高の知識である愛だけもてば、天下がみな

の方は本来皆さんを生んだ父です。肉身の父

つながります。知る人が支配者です。知るこ

は、皆さんへの橋渡しを頼んだ父です。その

とが力だと言いました。力のある人が支配す

父を霊界に行けば、「父」と言うのではなく、

るという論理です。それゆえ、愛をもった人

「お兄さん」と呼ぶようになっています。母

には、知識は必要ありません。あの世では、

に対しても、「お母さん」と呼ぶようになっ

習わなくてもみな分かります。

ていないのです。

先生は、そのようなことを明らかに知って

父母の根をもった人たちは、神様を何と呼

いるために、地上で暮らしたいという考えは

びますか。全部が、キリスト教で呼ぶように、

ありません。その膨大な世界が、愛を中心と

神様を「父」と呼びます。一つの家の中で、

して全部つづられているのです。その愛に和

おじいさんも神様を「父」と呼び、お父さん

する神様の心情圏を所持するようになれば、

も神様を「父」を呼びます。孫もやはり神様

すべて終わります。創造歴史は、永遠に続く

を「父」と呼びます。家の中の家族すべてが、

のです。そのような境地の心に和して、自分

神様を「父」と呼びます。

が構想したすべてのことをすべきです。決心

このように、神様は人間すべてに父になら

して命令すれば、即座に成るのです。（二〇

れる方です。それゆえ、神様は人間に父とな

二―八六）

られ、人間は互いに兄弟になるのです。先生
は時々、本当にそのようになるなら、霊界に

七 霊界での人間関係

行けば実におもしろいだろうと思ったりします。

人間は互いに兄弟だと言いました。それで
神様は、天地を創造された方であり、今日

は、霊界で一番近い兄弟とは誰でしょうか。

この世の存在の起源になる、最も母体であら

霊界で一番近い兄弟は、横的な兄弟ではあり

れる方です。その方は、存在価値の起源です。

ません。この世で父子関係と兄弟関係のうち、
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どちらの関係がより近いですか。兄弟の関係

らなければならないために、神様はもってお

より父子の関係がより近いから、霊界に行っ

られるすべての財産を分けてやる必要はあり

ても自分の父が一番近く、次はおじいさん、

ません。それゆえ兄弟が一つになれば、お兄

その次はおじいさんのおじいさん、またその

さんのものになると同時に自分のものになる

上のおじいさんになるでしょう。そのように

のです。

上がっていけば、最後のおじいさんとは誰で

それゆえ、兄弟同士が一つになるのが問題
です。皆さんが先祖の代数を計算してみれば、

しょうか。その方が正に神様です。
それゆえ、世の中に友達がいないと寂しが

代数は互いに差が出るでしょう。ところが、

ることなく、一人で暮らして死んだといって

本家の先祖たちが完全に一つにさえなれば、

悲しがることもありません。霊界に行けば、

それ以後の後孫たちは宇宙を相続するのです。

上を見ても横を見ても、近い兄弟が無尽蔵に

言い換えれば、その本家の子孫を中心として、

います。しかし、兄弟にはそのままなるので

天上世界を治めるということです。（二一―

はありません。神様を父として侍ることがで

二四九）

きる特権を備えてこそ、このすべての方たち

あの世ではおばあさん、おじいさんが、皆
さんよりもっとかわいいです。愛があれば、

と兄弟になることができるのです。
父を兄にして、おじいさんを兄にしたとし

そのような世界にとどまることができるので

ても、気分が悪くありません。ある考えでは

す。そこは統一された世界であり、とても美

気分が悪いでしょう。世の中においては父と

しい世界です。自分の先祖のおじいさんとは

呼んだのに、霊界に来たといって「お兄さ

誰ですか。一番最初のおじいさんとは誰かと

ん」と呼ぶとは、お父さんはどれほど気分が

いえば、神様です。（二一六―一八〇）

悪いでしょうか。しかし、そのように呼ばな

霊界に行って見てみれば、男女が一つの大
きな人のように見えるのです。人々とは何で

ければなりません。
なぜそうであるべきなのでしょうか。それ

しょうか。皆さんはすべて、一つの細胞と同

は位置でだけ本家の息子になるためです。そ

じです。全宇宙がすべて男女のように見えま

うであるなら、「本家の息子は一人しかいな

す。そのように見えるというのです。それが

いのに、全部本家の息子になればどのように

合わさったのです。その間に入った人たちは、

なるのか」という思いがするでしょうが、霊

神様の細胞と同様です。一つの体になってい

界では全部本家の息子になることができます。

るのです。（二〇七―九八）

神様を中心とすれば、すべてが本家の子孫に
なれるのです。世の中でも、金持ちの主人が

八 霊界の中心は愛

死ねば、その財産を子供に相続してやります。

一) 霊界の空気は愛

そのときに、本家の孫になる長男に財産を半
分やって、それ以外の息子たちは残りをもら

霊界は、どんな組織になっているでしょう
か。あの世では、空気が愛です。愛が空気に

うのが通常の礼法となっています。
しかし、霊界ではそうではありません。霊

なっています。体と心が、このような地上で

界にいる霊人たちは、すべて本家の子孫にな

愛の感触を受けて和することができる要素と
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して、体恤しなければなりません。体恤圏を

を、愛の衛星を撃つことができる基盤が、皆

つくっておくようになれば、ただそのまま通

さんの家庭なのです。（一四三―七二）

じない所がないのです。木の樹液が木の芽と
木の根を通じるように、通じるのです。神様

二) 霊界は愛中心の暮らし

が喜ぶのを自然に自分が感じるのです。東方
に向かって、神様のうたげが繰り広げられると

あの世では、霊人たちが愛を中心として暮

いうことが分かるのです。（一六二―二八七）

らします。それゆえ、愛の福をたくさん分け
てあげなさいというのです。そこには涙が流

霊界には、愛のねじがあります。愛の機械
があれば、そこに軸があります。モーターで

れなければなりません。
人は、良いときに、悪いときにも涙が出ま

言えば、回る軸があります。あるというので

す。良いときにも涙が出るでしょう? 笑う

す。軸を全部解けば愛です。

のと泣くのには何パーセント差がありますか。
笑うときは目を開けて笑いますが、泣くとき

回るものも愛のために回るのです。その秩

には目を閉じて泣きます。笑うとき、あまり

序の調和というものは、心配する必要があり

にも笑うと涙が出ます。顔の形も別に差があり

ません。本質的な愛を中心として生きていけ

ません。目一つの差です。（二一二―一六六）

ば、その世界はどこに行ってもみな、細胞と
同じです。（一二六―二四〇）

これから、芸術だけが残ります。愛に対す
る詩を詠むことができない人は、落第です。

霊界で、呼吸できる空気は、愛です。愛の
道理を果たしてこそ、神様が歴史時代に願っ

（二一一―二四六）
宇宙の核、愛の核はどこにあるでしょうか。

た希望の実体を完成したという格をもつように

愛の核があります。前にアメリカでウプシロ

なり、天国のどこに行っても歓迎するのです。

ンという一つの素粒子を発見しましたが、

それで皆さんの家庭は、天国に行くことが

「人間の能力ではその素粒子に接近できな

できる訓練所です。修練所なのです。そこに

い」と言いました。それを見ると、霊界を自

はおじいさん、おばあさんのような人も暮ら

動的に公認すべき段階に入ってきたのです。

します。拡大すれば全く同じなのです。お母
さん、お父さんの年齢級、自分の夫、妻の年

驚くべき事実です。科学的に証明できてこ

齢級、息子、娘の年齢級を拡大したものです。

そいいのですが、そうできないのは一つの良

家庭で修練された者を四方に拡大して、「た

い契機ではないかと見たのです。それゆえ、

め」にすることができる愛の圏をもって生き

それが四次元世界の起源を備えたのです。自

る人は、天国に行くことができます。家庭は、

動的に物質の世界が限界線に来ることで、霊

天国に直行することができる修練所です。ケ

界が明らかになるのです。限界線があるので

ープ・ケネディ（現ケープ・カナベラル）の

はないのです。霊界と我々の心の中に限界が

ように、人工衛星を飛ばすことができる基地

ありますか。 我々の心も霊界と同じなのです。

のような所です。このように、愛の原子爆弾

526 * 五百二十六

천성경

天聖經
Cheon Seong Gyeong
程度の違いはありますが、同様の感覚があるた

それゆえ、まごまごしないで、「さあ、し

めに、霊物だというのです。（八三―二〇九）

なさい。私は死ぬ。死んでも行く。さあ、し
なさい。勝手にしなさい。この心情の中で死

我々が霊界に行くようになれば、真の愛の

ぬ」と立ち向かい、「お前が死んでも、私の

力でいくら遠い所にいる人でも、瞬く間に会

心情が生きている限り、殺せない。私は霊界

うことができ、いくら遠い所にいる人でも、

にこの心情をもって行き、接ぎ木するだろ

愛のため訪ねていくときは、瞬く間に故郷に

う」と、「お前が神様の心情圏を侵犯する?

帰ることができるというのです。

サタンの心情圏を侵犯することはできるが、

霊界は、無限に膨大な世界ですが、何百万

神様の心情圏を侵犯できないのが天理の原則

里、何千万里の距離も、瞬く間に愛を中心と

ではないか」と、神様の側から言うのです。

して行き来することができる世界です。
愛は、最高の速度を出すことができます。

サタンは、サタン世界の心情圏は主管しま
すが、天の心情圏は主管できません。

しかし、皆さんの体と心の統一的愛の基台を

それゆえ神様の心情圏を中心として、サタ

もてないときには、その世界と自分は関係な

ン世界を同化させてきたとすれば、霊界も同

いのです。ですから、統一の起源が相対世界

化されると見るのです。そのようになれば、

から起こるのではなく、自分から始まります。

天国の王国になり、東西南北十二の真珠門の

（二一六―一九二）

中のどの真珠門を通っても、妨げる者がいな
いのです。みな歓迎するのです。
なぜそのようになるのでしょうか。神様の

九 霊界は心情の世界

心情を通じれば、どこからでも一つになるこ
霊界とはどのような所でしょうか。霊界に
ついて話せば「精神病者だ」と言うために、

とができ、どこからでも和することができる
ためです。（一〇六―二二九）

話をしないようにしていますが、霊界とはど
んな世界でしょうか。神様の心情と同級に立

世の中の「主義」というものは、良心基準

つことができる心情をもてば、何でも可能な、

で意識革命の段階になるかもしれませんが、

そのような世界です。

これからは宿命的に勝利することができ、最

心情の世界は、無限な幸福の世界です。し
かし、そこへ行くには、千段、万段の訓練の
階段を踏んで教育を受けなければなりません。

終的に勝利することができるものが出てこな
ければなりません。それが正に「心情」です。
これから人類の心情を革命して、天道の基

無限の試練を受けていきながら、一段階、一

準を立てることのできる新しい歴史観が出て

段階、何億万年もかかって行かなければなら

こなければなりません。この歴史観を基準に、

ないのです。誰でもそのような運命の歩みを

新しい人生観と世界観を創建することができ

すべきなのです。西洋人や東洋人、みな行か

る心情的な主義が出てこなければなりません。

なければなりません。自分のために涙を流す

では、その主義とはどのような主義でしょう

人ではなく、人のために涙を流す人でなけれ

か。それは心情的な人生観、心情的な世界観、

ばなりません。

心情的な宇宙観を中心としたものであり、統
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一教会は、正にこのようなことを教えてくれ

あの世で芸術家に会うようになるなら、自
分が芸術的なすべての素質を瞬間的に啓発し

るのです。（一六―二五二）

て、ついていけます。万事が可能な世界です。
ですから、あの世に行くようになれば、歌う
ところでは歌い、踊るのです。

十 霊界の状況

神様は、絵を描くのも一番だというのです。
愛以上に和した神様の前に相対になること

神様が傑作品の絵を持ってきて、張り付けて

のできる人は、考えるすべてを即座に実現化

眺めるでしょうか。傑作に行動する創造物を

することのできる人です。何千万名が宴会を

眺めるでしょう。どちらが好きでしょうか。

するというとき、瞬く間に準備をすることが

行動する創造物が好きなのです。そして、そ

できる世界が霊界です。自分が服を豪華絢爛

の世界は愛の心に酔う最高の立場にあるため

にして、愛の対象として神様を一度楽しくして

に、老いません。

さしあげるというときは、豪華絢爛になります。
想像するすべてのことが可能な世界です。

そのような世界が分かる人は、地上では生
きる楽しみがありません。それゆえ、先生を

いつも晴れた日だけであれば、退屈なので
す。そこに霧もかかって、月にかさもかかっ
て、そうしてこそ退屈ではないのです。それ
が美術の世界です。芸術の世界です。

監獄にぶち込んでも、先生にはそれが問題と

地上でいつも、晴れたり雲がかかったり、

はなりませんでした。しばらくの間となる世

ありとあらゆる変化無双の気候を見るとき、

の中での暮らしは、永遠の世界で息を一息つ

それが芸術的なのです。（二〇一―一〇一）

くかつかないかの間と同様です。（二一一―
十一 霊界の生活

二四四）

霊界の生活はどうでしょうか。食べること
霊界に行けば飛び回るのです。真の愛は最

の心配、生きることの心配、着ることの心配

高のスピードをもっているために、広大な二

は必要ありません。なぜでしょうか。自分の

百二十億光年にもなるこの宇宙も、真の愛を

心霊状態どおりに、願うすべてのことが可能

もった神様は、ぴょんと一歩で飛び越えるの

だからです。あの世でも食べます。あの世で

です。皆さんも、すべて同じです。霊界では、

も、自分をまず見れば、血筋が、脈拍がどき

いくら大きい宇宙があっても、そこは自分自

どきするのを感じることができます。同様で

身の活動舞台です。（二一三―二七七）

す。霊的な体ですが、同じです。
自分が何かを食べたいと言えば、食べたい

霊界に行けば、うらやましいことはありま

物が食べることができるようになって現れる

せん。愛の化身体をダイヤモンドと比較でき

のです。それがどこから来るのでしょうか。

ません。黄金の塊や、真珠と比較できません。

根源の世界を動員することができる、能動的

宝石が問題ではありません。愛と化した化身

自主性を行使することができる世界が霊界で

体は、もっと美しいのです。

す。それゆえ、全体を動員することができる
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主体的能動圏をもったものとは何でしょうか。

皆さんが霊界に行って、する仕事とは何で

権力でもなく、知識でもなく、お金でもあり

しょうか。その国でする仕事とは何でしょう

ません。愛です。

か。そこで金もうけをしますか。服が必要で、

神様がいくら高い存在だといっても、「神

家が必要ですか。皆さんが願うものは、即座

様 7」と愛の心で呼べば、「何だ」と自分の

に補給されます。霊界は、自分の程度で解決

心の中で答えます。「神様、どこにいらっし

することができる世です。

ゃいますか」と言うと、「どこにいるかとは

願うものはすべて、「現れろ」と言えば即

なんだ、お前の心の根本にいるだろう」と言

座に現れるのです。しかし、自分のために現

うのです。神様が、本来根本です。心の根の

れろと、いくら「死ぬ」と大声で大騒ぎして

根本にあります。

も駄目です。反対に、天国の王子の立場で王

自分の愛に酔って、直感で感じるのを実現

に侍る中で、「すべてが必要だから現れろ」

するため、命令すればそれがただそのまま繰

と言うようになれば、即座です。想像できる

り広げられるのです。そして、あの世に行く

ものはみな可能な世界が霊界です。（一二九

ようになるなら、乙女で暮らして一人で行っ

―一〇〇）

た人たちや、男一人で暮らして行った人たち
霊界に行って何をしますか。愛の歌を歌う

は困ります。
そのような人たちはどこかに行っても、和

のです。愛で言葉を話すのです。霊界では、

合ができません。女たちの世界に行ってもそ

対象がオペラ式に言葉を話せば、自分もオペ

うであり、男たちの世界に行ってもそうであ

ラ式に答えなければなりません。踊りで言葉

り、行く所がありません。（一九四―四一）

を話せば、踊りで答えなければなりません。
ただ永遠に喜び、飽きません。一箇所で踊り
を踊れば、天国が全部踊り、一箇所で歌えば、

十二 霊界ですべき仕事

全部歌うのです。
我々が死んだのちには、どのようになりま
すか。死ぬことでみな終わるのではありませ

霊界ではいつも、すべての器官が働いてい
ます。どんなことをするのですか。永遠に寝

ん。
お父さんがもっている愛を引き継いだ息子

なくても喜ぶことができる、そのようなこと

は、その家の中など、どこへ行っても歓迎さ

とは何でしょうか。愛です。そのような愛の

れます。それが原則です。霊界にいるすべて

理想だけもてばいいのです。そこで、愛を除い

の霊人たちも、すべて歓迎します。霊界は、

ておけば何の話がありますか。そこでは愛をも

永遠の世界です。一生の間、愛して疲れた人

って、本然の愛を中心として暮らすのです。

は、老いて死んでも、あの世で愛の若者とし

そのような世界を知るために、世の中にい

て生まれるのです。愛の美男子として生まれ

くら難しいことがあっても越えていくことが

るのです。思春期の愛の歌を歌っても余りあ

でき、好きだったことも断つことがことがで

る、そのような無限で永遠な生命体として生

きるのです。普通の人ができないことを、無

まれるというのです。

慈悲に断つことができます。我々は、それを
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基準として測定していくのです。（一〇七―

るべきです。そのようなことがみな分かって

三三一）

みるとき、世の中の万事は、過ぎ去る一つの
旅行地でのことです。（一九四―五六）

第四節 霊界の立場と実像
二 霊界の実像

一 霊界の立場

皆さんがこの時代に考えるべきことは、霊

霊界に行ってみれば、霊界全体が一人の人

界です。今までの霊界は、天使世界と似たり

に見えます。それで、主体である神様と、大

寄ったりです。

きな一人と一つになるのです。そうなれば、

我々統一教会の信者たちは、堕落しないア

全霊界と肉界が、みなとろとろになります。

ダム・エバと同じです。すなわち、堕落しな

神様が跳ねれば、地も跳ね、神様が笑えば、

かったアダム・エバ圏にいるのです。これは

地も笑い、そのようになっています。
霊界に行ってみれば、一人のような組織に

霊界から見れば、この地上に現れた楽園と同

なっているというのです。（九一―二八〇）

じです。（五一―二二九）

霊界に行けば、通じない所がありません。

霊界は、時間と空間を超越した世界である
ために、六千年前の悲しみも、歴史時代圏内

霊界の動きを妨げるものが何もないからです。

に永遠に残るのです。もし、自ら祭物を捧げ

天の本性稟の存在なのに、それを妨げるよう

たという体験で喜びを感じたなら、それが生

になっていないのです。みな通じるようにな

活圏の内容であっても、一生において忘れら

っています。時空を超越しているので、何億

れないのです。歳月が過ぎれば過ぎるほど、

年前にいた人が、今もいます。その人たちも、

その幅と広さが大きくなってあがめられる対

自分が願う年齢で現れるのです。それゆえ、

象になり、それが無限の根源と因縁が結ばれ

そのような人たちにいくらでも会うことがで

るのです。

きます。

これから皆さんがこのような神霊的な体験
をして実行するようになれば、神様が今まで

ですから、説明が必要なく、弁明が必要あ

受けてこられた悲しみが一時的なものではな

りません。さっと見れば、すぐ分かるように

く、連続的につながって出てくるということ

なっています。あの人が自分の下なのか、横

が分かるでしょう。それは、間違いない事実

なのか、高い位置なのか分かるのです。何億

です。（二九―二九四）

の愛の位階が分かるのです。その位階は絶対
的です。その位階が高い人は、自然にその位

人間世界で生じるたった一つの問題とは何

階に合わせて、自分が立つべき位置に立って

でしょうか。愛の光は明るくなければなりま

います。地上世界と違います。謀略中傷して

せん。愛の光が明るくあるためには、内的、

出世する人は、逆さまになるのです。その反

外的に燃えなければなりません。何で燃える

対になります。それで正道を見ろ、正道を見

べきでしょうか。愛するための発動力で燃え

ろというのです。（一九四―一三三）
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なのです。神様の目には、ダイヤモンドの光

三 霊界の誇り

より、もっと美しく見えるのです。
年が多い人たちがみ旨の道を行くには、こ

そして、その光だけが良いのではなく、そ

れからどのようにすべきでしょうか。肉身が

の光の中には味があるのです。それは、見る

老衰すれば、生理作用でも制約をたくさん受

ほど良いというのです。絶えず、見れば見る

けるようになりますが、これを何で補強すべ

ほど酔ってしまいます。それゆえ神様は、愛

きでしょうか。先生はこれを研究しています。

という言葉を言うのです。

霊と肉を中心として活動しなければならない

それゆえ、愛の涙をどれほど流したか、愛

時代に、絶えず弱化したとすればどうするで

の切なさをどれほどもったか、それが皆さん

しょうか。先生がそれを今準備しているとこ

の財産なのです。（一〇三―二八）

ろです。
では、問題は何でしょか。新しい出発をし

四 統一教会と霊界

なければなりません。新しい出発をするには、
毎日のように新しいものを発見しなさいとい

神様は、どれほど大きいでしょうか。この

うのです。新しいものを発見する人は、絶対

宇宙を創造した方です。この太陽系だけでも、

に落伍者になりません。難しい所にやられて

とてつもなく大きいのです。

も、絶対に失望しません。かえって楽しみが

統一教会員たちは、世界の主権をもった天
国の民です。それだけでなく、天国の大使で

わくのです。
霊界に行けば、誇るべきこととは何でしょ

す。大使は、自分の命を捧げる恨があっても、

うか。生命をどれほど生かしてやったかとい

怨讐と徹底して談判するときには、天命に従

うことです。これが誇りです。甲なら甲、乙

って絶対譲歩しないのです。我々はサタン世

なら乙、あるいは氏族を超越して、数多くの

界に入ってきていますが、サタンの命令を受

民族を立てた生命と関連させて、どれほど生

けるのではなく、天国の命令を受けて生きる、

かしてやったかということが財産です。財産

天の国の大使です。
統一教会は、背後の霊界という膨大な基盤

はそれしかありません。
霊界には、ない物がないので懐かしい物は

をもっています。アメリカの国民が、あのア

ありませんが、最も懐かしいものがあるとす

フリカの一つの村で暮らして被害を受ければ、

るなら、真なる人です。それゆえ、真なる人

アメリカの国務省で直接問題になって、ホワ

を養育するために功を捧げたその功臣は、天

イト・ハウスで直接問題になるのと同様に、

上世界で当然、栄光の息子、娘になることが

我々があの田舎の悲惨な場で、もし被害を受

できます。それゆえ、誇ることができるのは、

ける立場にあるなら、天国で問題となって、

それしかないのです。（三〇―一四七）

統一教会で問題となって、損害賠償請求が論
議されるのです。自分がこのような立場に立

霊界で、皆さんの心が愛の鐘の音が鳴る場

っているのです。皆さんがそのような立場に

に入るようになれば、明かりがだんだん大き

立っていると思ってみましたか。そのように

くなります。この光は、五色燦然としたもの

考えてみましたか。ですから、卑屈になるな
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というのです。悪口を言われても堂々と受け

霊界は、悪いことから報告しなければなりま

て、堂々と行かなければなりません。（九六

せん。順序がそうです。何をしたかというと

―八五）

き、悪いことから報告するのです。
統一教会の信者たちは、いったん地獄に入

統一教会は、霊的な個人を動員することが

ります。入ってから弁護士を立てて、全部抜

でき、先祖を動員することができる能力をも

いてこなければなりません。この人は、過去

っています。今までの宗教は、霊界と肉界を

にみ旨を中心として御父母様の時代にある仕

つなげられなかったために、霊的な精誠を捧

事をしたと、弁護して引き出すのです。適当

げて、縦的な面に拍子と波動が合ってこそ接

に暮らしてはいけません。適当にしてもいい

触をしましたが、今はその放送局自体に入っ

なら、先生が監獄を何しに訪ね回り、一生の

てきました。振動板のような立場に立ちまし

間、「あいつはたたき殺す者だ」と指さされ

た。波動ではなく、波動を起こす送信機自体

て暮らしますか。そのように暮らさなくては

だというのです。

いけないのです。ちょこちょことはできませ

ここから何千周波数にするとか、何十周波

ん。（一九六―二八五）

数にするとか、短波にするとか、持っていっ

我々は、すてきな人たちです。世界がうら

てつければ、その波長の電波を全部出すこと

やましがり、天地がうらやましがり、霊界の

ができます。自分が放送局をもったために、

すべての聖人と賢哲たちがうらやましがる、

「霊界にいる我々の先祖たちが来て、私に協

堂々とした人生の生涯を歩んでいる者たちで

助してくださいませ。善の先祖よ、来て協助

す。天が捨てることができず、天が褒めるだ

してくださいませ。そのような震動が必要で

けでなく、訪ねてきて「愛する」と言える、

す」と言えば、来るようになっています。個

そのような背景と内容をもって暮らす、すて

人を呼んで動かすことができ、家庭を呼んで

きな男たちです。（一七一―二九）

も動かすことができ、氏族圏、民族圏、世界
圏を中心としてつなげることができる基盤が、

五 韓国の風習と霊界

地上にできて入ってきたために、それが動い
て降りてくるのです。このようになって、今

韓国民族は、長い歴史をもっている特殊な

まで自分の体が自分も知らずに引かれていく

民族です。他の国を一度も侵犯したことがあ

のです。（一六二―一〇五）

りません。今まで打たれてきました。強国の
間で残ったことは奇跡です。天が保護してく

天の前に行くときは、死ぬようになるとき

ださったために残りました。

は、うまくやったことから報告するのではあ
りません。過ったことから報告して、うまく

韓国のすべての風習は、ユダヤ民族の風習

やったことを報告しなければいけません。世

と、かなり似ています。先生が霊界を知って

の中は「お前は何をした?」と言えば、「私

みると、その霊界の風習ととても似ています。

はこれこれこのようにしました」と悪いこと

赤ん坊を産むときとか、結婚するときとか、

はみな隠します。しかし、霊界は違います。

また生活態度とか、することを見ると、霊界
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の原理型と同じものをたくさん発見するよう

七 霊界の活動舞台

になりました。
宇宙は、霊界の活動舞台です。この地上も
韓国の食卓を見れば、箸が二つ置かれてい
ます。そして、その横には必ずさじがありま
す。食卓には、いつもそれが主になるのです。

霊界の活動舞台であると同時に、膨大なこの
宇宙も、霊的な活動舞台です。
この地上に、そのような外的な世界、宇宙

また、お膳の上に置かれた器を見ても、必ず

と関連を結ぶことができるということは、神

プラス・マイナスの相対的関係、すなわち陰

様の摂理で見るとき、地上に暮らしている天

陽に調和させて食べ物を準備し、食べます。

国の民たちが、あの大宇宙に拡大されている

そして、七数を中心とした数を合わせてい

数えきれないほどの先祖たちと、いつも連絡

ます。赤ん坊を産んだのちには、三日の聖別

することができる基準になったということを、

期間があり、結婚後にも三日の聖別期間があ

象徴的に見せてくれるのです。この外的な世

り、死んだのちにも三日の聖別期間がありま

界で、それを象徴的に表示することが、衛星

す。そして、伝統的なものを相当に尊重視す

を通じた宇宙探索です。（一九六―二一五）

る歴史的な伝統があるのです。（五四―二三
八 霊界の所有

七）

大宇宙を眺めるとき、ダイヤモンドの星の

六 韓国語と霊界

ような宝石の星があるはずです。それが全部
天国に入るとき、「祖国語」というのが一

自分の所有なのです。その楽しみで暮らすの

つのタイトルになったなら、どうしますか。

です。宇宙を愛するすべての群れが、神様の

「祖国語を話せるか、話せないか」と聞くの

愛する群れが、大移動をしながら暮らすこと

です。そのような原理観です。原理原則に入

ができる理想世界です。そこに同伴者になり、

って、アダム・エバの息子、娘が、アダム・

同参者にならなければなりません。

エバが話していた言葉を話すようになってい

同役の者として、犠牲を自任して立ち上が

るのであって、他の言葉を話すようになって

ることができれば、あの世の主役、堂々とし

いません。英語は天使長の言葉なのです。堕

た責任者になるかもしれませんが、適当にす

落した天使長のものです。それは恥ずかしい

る人たちはあの世で、脱落者であるしかあり

ことです。

ません。（一二六―一四五）

それが原理観です。皆さんは霊界に行けば、
皆さんの先祖たちに「先生に侍って暮らしな

九 神様と霊界

がら、韓国語を習えなかったか」と言われな
がら、指さされて讒訴されるようになります。

霊界に行っても、神様は見えません。霊界

韓国語は「真の父母」の言語です。韓国で

に行っても、神様は絶対見えません。声は聞

生まれたから仕方がありません。（一二八―

こえますが、皆さんの目には見えません。で

二四五）

すが、誰が神様の代わりに、形状的な実体と
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して現れるのでしょうか。今まではイエス様

かれたとしても、自分の心が悪で、それを描

が現れました。これから来られる主がいれば、

くことができず、そこに動ずることができな

その主が神様の形状を身代わりします。では、

い立場にいるなら、天国が来ても、その天国

イエス様は何になるかというと長男、息子に

は役に立たないものです。それゆえ、天国を

なるのです。イエス様はどのようになるかと

迎え得る基盤になるのは、環境ではなく、自

言えば、息子になるのです。（一五五―三二

分自身です。自分自身が問題です。天国を維

〇）

持することができる支柱、支持するその支持
点とはどこかというと、環境に先立って、自
分の心なのです。（四六―二三）

第四章 天 国
第一節 天国に対する理解

イエス様は、従っていた弟子たちが現実を

一 天国の所在

清算できずに、これから天国で幸福の基盤を
聖書に「神の国は、実にあなたがたのただ

備えるという出世意識をもっているのを見て、

中にあるのだ」（ルカ一七・二一）とありま

その根本を撃破してしまうために、「神の国

す。天国は、この世界の果てにあるのではな

はあなたがたのただ中にある」と言われたの

く、自分の心にあります。その心とは、どん

です。心の天国を描けない人は、天国の環境

な立場でしょうか。死のいかなる要素も内包

になっても、その天国を動かすことはできな

している立場ではなく、それを克服して一つ

いのです。心で決心ができずには、完全な行

の生命が波及し得る立場です。

動をすることはできないのです。完全な決心

天国は、肉身の世界では探すことはできま

から、完全な行動が生じるのです。

せん。この世界ではありません。ですから、
天国の起点というものは、心の中に描くこと

それゆえ、自分の心が善にどれほど憧れる

が実現される、ある所です。そのある所を探

かが問題です。歴史的善を憧れながらその善

すことによって、天国を迎えることができる

と同行するために、いくら血のにじむような

のです。

環境があったとしても、それを克服して、い

それゆえ、天国はある終末世界を経て来る

くら孤独な環境の中で闘争の路程があるとし

のではなく、自分の心で描く一つの起点とと

ても、それを避けていくのではなく、撃破し

もに来るのです。はかりを水平にすることが

ていくという心で、不変の道を開拓しなけれ

できる一つの支持点と同じものです。はかり

ばなりません。その心に、一体となり得る体

は、水平になるのが目的ですが、これは水平

の生活環境を開拓すると決意して誓うところ

から右に傾かなければなりません。重さが左

から天国が始まるのであって、心と体が別々

に傾いてはいけません。右に傾くことが出発

に行動するところに天国があるのではありま

です。

せん。心と体が一体となったところから、天

それで、天国は心から始まってくるのです。

国に向かった前進が繰り広げられるのであっ

心のどこからでしょうか。世の中に勝った心

て、心と体の行動が分かれるところには天国

から始まるのです。いくら環境的に天国が築

はできません。
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そのような観点でイエス様は、心と体が一
致し得る内容をもち、左右に傾く環境を除去

歴史上の偉人もそのようにし、聖人もそうし
ました。（四六―三六）

しながら前進できる主体性を備えてこそ、天
国を迎えるようになるという事実を教えてく

二 キリスト教と天国

ださったのです。
教会に何百年通ったとしても、自分を中心
天国は、他人によって来るのではありませ

とする心をもって通えば、天国には行けませ

ん。自分によって来るのです。我々は堕落し

ん。救いを受けられません。もしここで、文

た人間であるために、自分を否定しなければ

なにがしが言うことが間違いだと思うなら、

なりません。自分自ら天国を提示できなくな

死んでみなさい。そうなのか、違うのか。天

るときには、他人を通して提示するようにな

国には行けません。

るでしょう。そのようになれば、私は天国を

真の宗教とはどのような宗教かということ

提示した人と一つになってこそ、天国に行く

を知るべきであり、真なる人とはどのような

ことができます。ついていかなければなりま

人かということを知るべきであり、真なる国

せん。絶対的に歩調を合わせなければなりま

とはどのような国かということを知るべきで

せん。彼が東に行けば、自分も東に行かなけ

す。（七八―一一八）

ればならないのです。彼が東に行くのに、自
分は西に行く、彼がこのようにしたのに、こ

霊界に行ってみれば、昔に殉教した信徒た

のようにしてはいけない、という心をもって

ちの中で「私がこのように殉教すれば、天国

はいけません。そこに批判があってはいけな

に行けるだろう」と言った人たちは、天国に

いのです。（四六―二四）

行けないというのです。
反面、「天の父が私に訪ねてくるために受

天国は、自分の心にあると言いましたが、

難の道を歩まれ、血を流されたのだ。主に恩

その天国とはどのような所でしょうか。神様

返しをするためには、どんな道でも行く」と

の愛を中心とした環境圏を設定した所が天国

言いながら、「その恩返しできる立場で、私

です。では、その圏に行ってとどまる人は、

が同参できる栄光の一時を迎えたことは、ど

どんな人でなければならないでしょうか。神

れほど有り難いか」と言いながら死んだ人は、

様の愛の本質と和合できる人でなければなり

間違いなく天国に行ったというのです。

ません。そのような人以外には、行くことは
そのような人は自分のために死んだのでは

できないのです。
神様の愛の本質と和合できる人とは、どん

なく、天地のために死んだのです。「私がこ

な人でしょうか。自分を中心にする人は、価

のように信じて死ねば、天国に行くだろう」

値がありません。相手のために自分の生命を

と言って死んだのなら、それは自分のために

投入し、自分のすべての精誠を投入し、自分

死んだのです。堕落した人間は、自分を主張

のすべてを投入しながら与えようとする人だ

しては、絶対に天国に行けないのです。（四

けが、神様の愛の圏内に存続し得るのです。

一―三五五）
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聖書に「『心をつくし、精神をつくし、思

族長までその内容を知るようになれば、一遍

いをつくして、主なるあなたの神を愛せよ』。

について入るようになるのです。（四一―三

これがいちばん大切な、第一のいましめであ

四一）

る」（マタイ二二・三七、三八）と言いまし
た。ここに引っ掛かる人は、天国に入れませ

三 イエス様と楽園

ん。二番目の戒めとは何でしょうか。「自分
を愛するようにあなたの隣り人を愛せよ」

「イエス様を信じて天国に行こう」と言い

（同二二・三九）と言いました。神様を第一

ますが、誰が天国に行くというのですか。自

に愛し、隣人を第二に愛する人が、孝行者に

分個人が行くのですか。今までお母さん、お

なるのです。（一九八―二五九）

父さんに仕えて、家庭が共に天国に行こうと
いう、そのような宗教はありませんでした。

キリスト教で言うように、イエス様を信じ

今までの宗教は、個人圏を中心にしました。

て天国に行けますか。イエス様御自身も、相

しかしこれからは、「家庭が共に天国に入ら

対理想を成さなければ行けないのです。イエ

なければならない」と言う宗教が出てこなけ

ス様お一人で、真なる人を成すことができま

ればなりません。家庭が一時に救われ得る宗

すか、神様も成せなかったのに。ですから、

教理念が出てきてこそ、天国の門が開かれる

再び来なければなりません。そうであれば、

のです。今までの宗教は、一人で綱にぶら下

雲に乗って来ていいですか。今は、現実的内

がってぶらりぶらりと上がっていくような、

容をみな目で数えることができ、測ることが

個人の救いの宗教でした。

できるこの民族が、私についてくるようにな

それゆえ、修行の世界では、独身生活を強
調したのです。家庭をもっていることが怨讐

っています。（一七六―二一〇）

なのです。イエス様も、「家の者が、その人
今日キリスト教を信じる人たちは、「イエ

の敵となるであろう」（マタイ一〇・三六）

ス様を信じれば救われて、天国に行く」と言

と言いました。みな上がってきては、地の主

います。天国に行くにも、「自分一人で行

権をつかまなければならず、独身男女は祝福

く」と言い、「自分の母や父を連れて天国に

行事に入らなければならないのです。天国は、

行く」と言う人は少ないのです。これから、

本来の息子、娘が結婚して、神様の愛を受け

宗教は個人の救いのみを主張してはいけませ

て入る所です。それが、本来人間が堕落しな

ん。神様が立てた真の宗教なら、宇宙的で、

いで完成すべき天国です。

最後まで残り得る宗教にならなければなりま

イエス様は、霊界に一人で行きました。そ
のために、天国に入れず、楽園に行ったので

せん。
人類が願う最後の宗教があるなら、その宗

す。楽園は、天国に行くための待合室です。

教は「個人だけを天国に行かせるのがみ旨

楽園は、理想的な天国ではないのです。天国

だ」とは言わないでしょう。天国を個人だけ

は、夫婦が家族たちを連れて入るべきなので

に紹介してはいけません。母と父にも紹介し

す。それゆえイエス様は、再び来て、新郎新

なければなりません。そのように紹介して、

婦を迎え、新しく編成された家庭と民族を連
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れて天国に入らなければならないのです。そ

してみることができませんでした。それゆえ、

のようにするために、神様がイエス様を楽園

イエス様は今も楽園で祈っていらっしゃるの

にとどめさせたのです。それゆえ、再び地上

です。

に来て、その原則的な内的基盤を築いて、天

我々は我々の霊と肉、その全体を抱こうと

国に入らなければならないのです。大ざっぱ

される神様の愛を知り、そのような圏内で初

な計算にはなっていません。

めて神様の子女という名分を立て、万物を主

それで、これからはお母さん、お父さんが

管することができなければなりません。その

救われるのです。家庭が全部天国に行くこと

ような世界が、神様が復帰しようとされる主

ができる宗教、そのような救いの道理を教え

管世界であり、安息の園であることを知るべ

てくれる宗教があれば、そこから国が立てら

きです。そうであれば、今我々は個体の問題

れるのです。個人では、国が立てられないの

に帰り、復帰の運命に置かれたことを知り、

です。それゆえキリスト教には、国がないの

新しい理念を探してさまよわなければならな

です。結婚できなかった独身男女を集めてお

いということです。そうすべき時が来ました。

いたのが、キリスト教なのです。カトリック

これからは、真の人生観の問題、宇宙観の問

の神父と修道女を皆さんは見たでしょう。

題が台頭するでしょう。（五―四九）

この地上に、キリスト教国家がたくさんあ
りますが、その国家の主権者は、キリスト教

イエス様が、どうして天国に入れなかった

指導者、すなわち教区長や牧師ではありませ

のでしょうか。天国は、堕落せずに生きた者

ん。厳然として違います。キリスト教は、霊

が入ることができるように、神様が人間に造

的な国です。地上には国がありません。地に

ってくださったものです。人間は、本来の原

国がないために、今まで数多くのキリスト教

則的な基準に立ってこそ、天国に入ることが

徒が殺されたのです。地上に主権があったな

できます。それゆえ、イエス様御自身も堕落

ら、キリスト教徒は国家の保護を受けること

した人間を救い、堕落しなかった人類の父母

ができるために、死なないというのです。し

であるアダム・エバの立場で、息子、娘を率

かし、国がないために、流離弧客（注：さす

いて入らなければならないのです。しかしイ

らいの一人旅）をして、群れを成して歩き回

エス様は、一人で生まれて、一人で死んだの

り、集団で殺されたのです。これから我々は、

で、子孫がいません。いないために、楽園に

世界のキリスト教徒を合わせて、その国の主

行くようになったのです。天国に入れずに、

権をもって、自分の家、自分の国、自分の世

楽園にいるのです。天国に行くための待合室

界を探さなければなりません。それをキリス

のような所に行っているのです。

ト教徒はしなければなりません。（四一―三

それで、イエス様は再び来て、新婦を探さ
なければならないのです。本来のエデンの園

四六）

で、アダム・エバが新郎新婦になってこそ天
今まで神様は一度も、霊と肉が完成したと

国に行くようになっています。人類始祖は堕

いう条件を備えた人を抱き締めて、愛してみ

落しましたが、その原則は残っているために、

ることができなかったのです。イエス様も愛

その原則どおりに花咲かせるため、イエス様
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は来られなければならないのです。「再び来

福を受けようと、福を先立たせていく者が行

て、地で解かなければならない」という聖書

く所でしょうか。違います。天国は、侍るた

のみ言と同じです。（四一―三〇〇）

めに心情的に準備する生活をした人が行く所
です。準備する期間に死ぬとしても、侍る生

堕落がなかったなら天国は、ひとり子、ひ
とり娘が神様の愛を中心として神様の家庭を

活を残して、喜んで逝くことができる者が行
く所です。そこに復活があるのです。

つくり、神様の愛で暮らしてから、引っ越し

生活の内幕は現れていません。どのように

ていく所です。天国へは家庭が入るようにな

生活すべきかということが、今我々が侍る生

っています。個人は、天国に入れないのです。

活の中で、考えるべき重大な問題です。（八

イエス様は、家庭を成せなかったことによっ

―三〇四）

て、天国に入れず、天国の待合室に行って待
っているのです。それが楽園です。楽園は、

天国という所は、心情を通じなくては行く

天国に入る準備をするための待合室のような

ことができない所です。天国は、全体を主管

所です。

し得る本然の国であり、本性の国です。その

このように見るとき、天国は空いています。

国は、事情をもっては所有することはできま

これを考えれば、神様の復帰摂理歴史は、悲

せん。深く染み込む心情の因縁をもってこそ、

しい歴史なのです。

所有することができる国です。それゆえキリ

神様は、アダム・エバを失ってしまいまし

スト教は究極的に、事情に通じる教会ではあ

た。二人を失ってしまったことだけで終わる

りません。心情に通じる教会です。地に対し

のではありません。アダム・エバを失ってし

て摂理される天には、事情の因縁を越えて、

まったということは、アダム・エバの一族を

心情をうたうことができる基盤を築こうとい

失ってしまったことなのです。その一族が拡

う目的があるのです。

大して、民族になり、一つの国家を成し、一

堕落とは何でしょうか。神様の事情を論ず

つの世界に拡大したはずですが、それらを失

ることができないのではなく、心情を論ずる

ってしまったのです。ですから、アダム・エ

ことができないのが堕落です。堕落した人間

バを失ってしまうことによって、天国の王権

を探してこられる神様は、失った息子、娘に

を中心とした王国を失ってしまったことにな

対する心情はもっていても、その心情を分か

り、ひとり子、ひとり娘まで失ってしまった

ち合うことができる人がいないので、その人

のです。（一四三―二五）

たちを探して立てる役事をされます。それが
救いの役事であり、その人たちを立てるため
に送られた者が、救世主です。

四 心情と天国

我々は、天国を望む前に、神様の心情を願
天国とはどのような所でしょうか。準備し

うべきであり、また神様の心情を願う前に、

たものを持って誇る所であり、侍る生活をし

私自身がどのように生きていくべきかを考え

たのを誇る所です。では、その天国とは、ど

なければなりません。私自身が、まず侍る心

のような人が行く所でしょうか。主を信じて

情をもたなければなりません。高く貴いもの
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については、頭を下げて恋しがるのが、人間

宗教が、各々その教祖が教える教理を通じて

の本性です。堕落したとしても、高く貴い天

天国がなされる、と言います。キリスト教だ

の心情に対して侍りたがるのが、我々造られ

け見ても、数十の教派に分かれています。自

た人間の本然の心情です。心情に通じること

分の教派でなければ異端視し、サタン視する

ができる、侍る生活をしてみることができな

現実において、その教団が神様から公証を受

かった人は、天国と何らの因縁もないという

けてそんな言葉を言うなら分かりませんが、

のです。

ただ自分の教派を立てて、自分の教派を残す

侍るためには、侍ることができるようにな

ための欲からそう言うのなら、動機が純粋で

る準備が必要です。その準備の過程を経たの

はありません。そのような教団は、すべて滅

ちには、侍る生活が必要です。侍るための準

びるようになります。もし統一教会がそうな

備の過程を経て、侍る生活を経たのちにこそ

ら、統一教会から滅びるべきです。

行く所が天国です。心情で侍る人が行く所が

このように見るとき、宗教の先決問題は、

天国です。侍ることができる準備と、侍る生

天国を成すことではありません。それが一次

活をたたえ、高くとどろかせる世界が天国で

的な目的ではありません。天国が出てくる前

す。我々は、このような目的の世界に向かっ

に、天国を受け継ぐことができる、一つの特

ていくべき運命に置かれているのです。

定の民族が必要なのです。神様は、そのよう

堕落の血統を受け、生まれたその日から今

な民族をつくるために選民を立てられたので

日まで、全世界の人類が心情を尽くして天に

す。歴史上にこのような選民思想があるとい

侍った一日があったかといえば、なかったの

う事実は、悪の世の中に善の一派を残すため

です。堕落する前に、我々の先祖のアダム・

の主導的な思潮が歴史の背後にあることを証

エバは、創造理想を通じて育ちましたが、心

すのです。

情の因縁を立てて神様に侍ったことがなかっ

悪の世界で選民が出てくるようになれば、
天国は成され始めます。しかし、天国の民が

たのです。
神様の恨とは何でしょうか。心情を中心と

出てくるには、天国の子孫が出てこなければ

して神様に侍るべき人間が、侍ることができ

なりません。また、民と国が出てくる前に、

ない立場に落ちたので、心情を中心として侍

天国を成すことができる家庭が出てこなけれ

られるべき神様が、侍られることができなか

ばならないのです。家庭が出てくるには、天

ったのです。信じる者がいないのが恨ではな

が保障し得る一人の男性が出てこなければなら

く、神様を知る者がいないのが恨ではありま

ず、一人の女性が出てこなければなりません。

せん。心情を通じて神様に侍り、心情を通じ

そのような男性と女性だけが出てくればい

て神様に対し得る人がいないことが、天と地

いのでしょうか。違います。その男性と女性

の恨なのです。（八―二九〇）

を通じて、息子、娘が出てこなければなりま
せん。そうして、神様が永遠の息子、娘だと

今日、数多くの宗教人たちは、「天国は自

保証することができる、一つの家庭が出てこ

分の宗教を通じてのみ成される」と言います。

なければなりません。このような家庭なしに、

それは、すべて妄想的な言葉です。数多くの

氏族と民族を成すことができず、そのような

539 * 五百三十九

천성경

天聖經
Cheon Seong Gyeong
民族なしに、国家と世界を成すことができな

それが戦争として現れます。そのような悪魔

いということは、極めて当然な事実です。

をなくしてしまわなければなりません。

神様が訪ねてこられる拠点は個人です。個

神様の胸にくぎが刺さった事情とは何でし

人に囲いを巡らせているのです。それで、今

ょうか。悪魔が生じたためです。悪魔の血肉

まで宗教は、個人の救いを目的にしてきたの

を愛で植えたという事実、悪魔の種を植えた

です。しかし、神様が探している救いの目的

というこの無念な事実、悪魔の家庭を見たと

は、個人の救いではありません。家庭です。

いうその事実のゆえです。神様の管理下で千

それゆえ、天国の家庭の基盤を探して立てる前

年、万年愛し合いながら暮らすことができる

に、天国氏族、天国民族、天国国家、天国世界

家庭が、悪魔の家庭の顕現とともに、破壊さ

などはあり得ないのです。（四七―二五〇）

れたのです。その代わりに、悪魔の氏族を中
心とした家庭が、世界的に広がりました。今、

天国と地獄はどこから分かれるかというと、

世界には百八十余りの国があります。それも、

聖書をよく知って、言葉をよく話すことで天

数多くの氏族が互いに戦い、弱者が強者に吸

国と地獄が決定されるのではありません。実

収されたので、この程度です。これを神様の

績と心情が問題になるのです。結局、天国と

み旨の中で一つにしなければなりません。
では、サタンはどこに根拠地を立てたので

地獄の境界線は、心情の境界線、実績の境界
線に左右されるのです。（三二―二三一）

しょうか。サタンも神様が分かります。神様
は、創造本性の起源であり、悪魔は本来その
起源を通じて造られたために、相対的基準に

五 肉身と地獄

立っているのです。愛で見るとき、この起源
アダム・エバは神様の体です。コリント人

的基準が良心です。良心は、誰に似たのでし

への第一の手紙第三章に、「あなたがたは神

ょうか。神様に似たのです。それで、神側だ

の宮であって、神の御霊が自分のうちに宿っ

と言います。体は誰に似たのでしょうか。悪

ていることを知らないのか」（一六節）と言

魔に似たために、サタン側だと言います。

われたように、この体には、神様が臨むこと

良心が、体のためにどれほど犠牲になりま

ができるのです。その体は、今日堕落した人

したか。夜も昼も自分を管理するのに疲れた

間たちの体ではありません。イエス様を信じ

ものが、良心です。それでも疲れを見せずに、

て救われようとする、故障して修理工場を経

体が悪い行動をしようとすれば妨げるのです。

てきた体に、神様が臨むというのではありま

自分に一番近いもの、父母の代わり、神様の

せん。純粋な、初愛を含んだ創造理想的人間

代わり、師の代わりになる存在が、良心です。

でなければなりません。しかし、神様の愛の

心自体には教育は必要ありません。しかし、

圏内から脱した人間なのです。

体には教育が絶対必要です。

地獄とは何でしょうか。悪魔の愛の圏内を

それゆえ、体がしようとするとおりにすれ

言います。悪魔は、憎悪と嫉妬とねたみと分

ば、地獄と通じるのであり、心がしようとす

裂と破綻だけを崇拝するのです。それで、悪

るとおりにすれば、天国と通ずるのです。天

魔の圏はそのようなものだけが盛んなのです。

国と地獄の分岐線が自分です。三十八度線を
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中心として南北に分け、サタンが乗っていま

たかを反省してみなければなりません。世の

す。それが分かるために、分けておいたので

中に巻き込まれて回る姿勢ではいけません。

す。これを分けておかずに死ねば、個人的な

一度も深刻な場に立てず、一瞬も深刻な瞬

三十八度線によって霊界がふさがってしまい

間をもてなかったなら、彼は神様の前に恥ず

ます。家庭的三十八度線、国家的三十八度線

かしい人です。

で全部ふさがってしまいます。世界的三十八

私は、どれほど天地の公法をよく守って、

度線、宇宙的三十八度線をどのように越えま

天地が公認することができる立場で生きてい

すか。

るでしょうか。死が差し迫って、今までどの

皆さんが、胸の痛むほど悔しく思うべきこ

ように生きたかと自問したとき、生涯を通じ

ととは、正に自分の体が悪魔の舞踏する場に

て善に生きるという心が、六〇パーセントを

なっているという事実です。悪魔たちの愛の

越えなければ地獄行きです。

場になっています。悪魔の愛を通じて、悪魔

体は制限を受けても、心は制限を受けまい

の血統を受け継ぎました。その血が今、自分

とする闘争の歴史をもたなければなりません。

の体から本然的人格を蹂躙するために、その

天と地、歴史と現実を、そして後孫について

勢力圏で自分を支配しているという、この驚

も、「私は解放されるのだ。だから、私の伝

くべき事実を知らなければなりません。これ

統を受け継げ」と言うことができなければなり

を清算するには、国でも清算する道がありま

ません。そのような瞬間をもてなかったなら、

せん。自分自身がしなければなりません。

彼は容赦なく地獄行きです。（一九―二七）

宗教というものは何でしょうか。罪の根と
闘うのが、宗教の本質的闘争歴史です。しか

世界も混乱です。では、霊界はどうでしょ

し、自分は全部地獄に行く版図になっていな

うか。そのような混乱した人間の群像が霊界

がら、自分自身が悪魔の舞踏する場になって

に行って一箇所に集まっているので、混乱せ

いながら、宗教の旗を掲げて社会を救うと、

ざるを得ません。どろぼうすることも習慣に

大騒ぎするのです。

なれば、いつもどろぼうするようになります。

自分を憎まなければならないのです。この

ですから、地球星でどろぼうしていた者たち

体を憎むべきです。自分の体に怨讐の血が蠢

が天上世界に行っても、ただで得ようと願い

動するのに、これを刀で断つこともできず、

ます。それで、処置に困るので、地獄という

火で焼くこともできない自分であることを知

ものができたのです。

るべきです。神様の保護を受けることのでき
ない立場に立って、万物を消化し消耗する、

地獄は、神様が造ったものではありません。

消耗工場になっているという悲痛な事実を知

地獄は生まれたのです。ごみ箱を作っておい

るべきです。（二一四―二八一）

て、家を建てたりはしません。家を建ててみ
ると、ごみ箱が必要になったのです。同様で

復帰摂理で見て、これが最後のみ旨だと思
うなら、瞬間瞬間を深刻に考える自分になっ

す。既成教会員たちはみな、根本を知りませ
ん。（一四八―二八）
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もし、偽物の包みを持っていたなら、いつ

かったために、全部地獄行きでした。虫が食

清算するでしょうか。皆さんには、そのよう

って、うじがわきましたが、それを豚にでも

な心がありませんか。片方の目が見えなけれ

食べさせるとか、他のものに使うとか言って、

ば、その目を抜いてしまうとか、治しておか

仕方なく持っていって貯蔵した所が地獄です。

なければなりません。分別しなければなりま

地獄と楽園があるというのです。このように

せん。神様がいらっしゃるなら、このような

話せば、天国は空いているということを実感

ことを是正できる方法を教えてあげなければ

できます。（一三五―一一八）

なりません。それで宗教が出てきたのです。
神様は、ねたみの心や嫉妬が多いために、

霊界に行ってみれば、人々が、いろいろな

地獄を造っておいたのではありません。偽物

段階の所にとどまっていますが、その人たち

が生じて、偽物を処理する処置の倉庫として、

は、どのようにしてそのようになったのでし

地獄を造ったのです。誰がごみ箱を先に作っ

ょうか。どれだけ愛の道理に従い、孝行をし、

て、家を建てるでしょうか。キムチを漬けよ

国に忠誠を尽くしたのか、世界で聖人の道理

うと、良い白菜を買ってきたのに、漬けてみ

を果たしたのかという度数の差に従い、該当

ると虫が食ったくずのようなものが出てきた

する立場にとどまっているのです。

ので、ごみ箱に入れるようになるのです。堕

人間がこの地で行くべき道は、正道です。

落は、人間の最初の先祖が犯しました。それ

正道には個人の正道があり、家庭の正道があ

ゆえ、これを蕩減して罪を清算するためには、

り、氏族の正道があり、民族の正道があり、

「真の父母」の資格をもってこそ可能になる

国家の正道があり、世界の正道があり、宇宙

のです。（二〇―一一八）

の正道がなければならず、神様御自身にも正

宇宙の最高のおじいさんとは誰かといえば、

道があります。このような、たった一つの道

神様です。その次に、この世界を一つにする

がなければならないのです。その道とは、何

のに、全天地を一つにするのに、その終わり

の道でしょうか。本然の愛の道です。（一四

の子孫とは誰かというと、未来の後孫です。

七―一八三）

これをつなげなければなりません。何でつな
げるかといえば、家庭です。国ではありませ

あの世に行くようになれば、愛の理想に符

ん。天国に行くのに、「アメリカ人だ」と言

合し得る、訓練された素性を備えられなかっ

っても認めてくれません。「後進国の者だ」

たときには、反作用が働きます。誰かが「地

と言っても排斥しません。

獄へ行け」とは言いません。それゆえ、聖書

この主流家庭の組織を中心として、神様の

には「怨讐を愛せよ」とあります。本当の愛

み旨とともに、過去、現在、未来をつなげ得

は、怨讐にその愛を及ぼして、一次、二次、

るモデル型だけを認めます。これが公式だと

三次、四次さえ過ぎるようになれば、怨讐は

いうことを知るべきです。そのようになった

必ずなくなります。このような偉大な力をも

実を持っていって、貯蔵する倉庫が天国です。

ったために、イエス様も怨讐を愛したのです。

今まで、人間の世の中に生まれた人たちに

今日、キリスト教徒たちは、怨讐とは個人

は、神様が救うことができる条件が一つもな

の怨讐であると思っていますが、違います。
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無限の価値をもった、この愛の法度に背いた

しないのです。それゆえ、地獄まで解放しな

者です。サタンとは誰でしょうか。サタンと

ければならないという論理が成立します。

は、神様の前に姦夫だったという事実を知る

息子が、自分を生かすためにやきもきする
情景を見れば、「うちのお母さん、お父さん

べきです。

は、私のゆえにあんなふうなのだな」と言い、
私があの霊界に行って、持ち上げて出して

千万回罪を悔い改めるようになります。そん

調べるというのです。このようなことを言っ

な母がいて、父がいれば、その子供は、骨が

て、「異端だ」と言う声を聞きました。「異

溶け、肉がやせ細るほど悔い改めるようにな

端の魁首だ」、「キリスト教世界を滅ぼす」

るのです。父母によって、そうし得る道が生

とか、「死ぬべきだ」とかいう、ありとあら

じるのです。

ゆる悪口を聞きました。ですが、「死ね」と

サタンも、人類を救おうという神様の愛の

悪口を言った牧師の死んでいくのを見ても、

前には、讒訴できないのです。父母の愛を通

私はまだ死にませんでした。それは何によっ

じては、悔い改める者を許せない法がありま

てでしょうか。天意によってです。まだすべ

せん。

きことが残っているからです。（一二一―一

それで、そのような心情を通じて、地獄ま
でも解放しなければなりません。それが真の

七三）

孝行者として行くべき道ではないでしょうか。
皆さん 7 自分の子供の中に、殺人強盗に

それで統一教会では、地獄までも救おうと言

なるとか、国家の犯罪を犯して、死刑を受け

うのです。なぜでしょうか。それは、神様が

る息子がいるとしましょう。息子が死ぬ場に

そのようなお方だからです。（六二―五一）

行くときに、その父母がついていって、「お
前は死ぬ場に行くが、死ねばいい」と言う父

地獄という所は、一度引っ掛かれば、永遠

母がいますか。その息子にしがみついて、自

に脱することができない所です。それなのに

分も死ぬ場に共に臨もうとするのが父母です。

皆さんは、自分のお母さん、お父さん、そし

子供の死が永遠に続くなら、父母がそれを

て親戚が、地獄に行くということを実感でき

眺めてじっとしているでしょうか。永遠をか

ません。ただ「何とかなるだろう」と言って、

けて死んでいくというなら、永遠をかけて生

おしまいです。しかし、愛する父母が、本当

かしてやりたい心をもつであろうし、子供を

に地獄に行くと考えてみてください。世の中

生かすためにいかなる苦労もいとわないはず

の監獄にさえ入るとしても、泣き叫びながら

です。このように考えるとき、神様はかわい

ありとあらゆることをしてでも、引き出そう

そうなお方です。

とするのが人情なのに、まして天情で結ばれ

人間が死んで地獄に行くのを見るとき、神

た息子、娘が、自分の父母と親戚、兄弟と姉

様は永遠に生かしてやりたくて、やきもきす

妹すべてが、永遠に出てこれない監獄に行く

るのです。そうすべき父母の立場で責任を果

ことが分かるなら、そのようにしますか。

たすのであって、「えい 7 みな掃いて捨て

皆さんは、まだ何も知りません。地獄があ

てしまおう」と言えば、父母の立場に立ては

るのか、ないのか、あるにはあるようだが、
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どのようなものか知らずにいるのです。確信

死に際に、「神様、私は今まで神様のみ意

がなく、ぼんやりとしているでしょう。しか

のままにできませんでしたが、私の心として

し、死んでみれば分かるのです。死んでみれ

は、天国に行こうとしました。ですから、私

ば、一遍に分かりますが、その時はもう遅い

を蕩減条件を立てたことにしてください」と

のです。

言えば、神様も公平であるために、そのよう

それで、今まで死んだ父母たちが霊的に現
れて、伝道をたくさんします。自分たちが、

な人は、天国に行けそうな場所に連れていく
のです。

統一教会に通う息子、娘に反対して死んで、

どんな場所に連れていくのでしょうか。行

霊界に行ってみると大変になったのです。そ

こうとしたために、天国に行こうとする場所

れで、霊的に現れて、伝道する霊人たちがた

に連れていくのです。行ったとおりに返して

くさんいます。そのようにしなければ、三世

くださるのです。行くには行くのですが、天

界で引っ掛かるからです。自分の息子、娘が

国に行こうとする場所に行きます。その場所

統一教会に通うのを反対して、行けないよう

は、楽園以下の場所です。地獄にいる人も天

にすれば、三世界で引っ掛かるのです。

国に行こうとするのです。（五七―二六五）

それゆえ、天上世界であらゆる精誠を捧げ

七 地上天国と天上天国

て、善なる先祖の名前で特使を受けて、自分
の子供に現れて教えてあげるのです。誰にで

個人が安息しようとするなら、家庭の安息

も現れることができるのではありません。そ

圏をつくるべきです。言い換えれば、家庭の

のような世界に行ってこそ、統一教会がとてつ

囲いをつくるべきなのです。家庭が安息する

もない所だということが分かるようになるので

には、氏族的囲いをつくるべきです。囲いが

す。その時、どれほど驚くかというのです。

なければ、いつも侵犯されます。

「統一教会は、ただこのように集まって別

その次に、氏族が安息するには、民族が囲

かれる所だ」と言うでしょうが、そうではあ

いになるべきです。その次に、民族が安息す

りません。ここで線を引けば、永遠に引ける

るには、国家が囲いになるべきです。そして、

のです。この門を閉めれば、永遠に開ける者

国家が安息するには、世界が囲いになるべき

がいないし、開けば再び閉める者がいません。

です。それゆえ私たちが、国家の囲い、世界

地上で結ばれたことは、地上で解かなければ

の囲いをつくっておいて、中で安息すること

ならないために、皆さん自身が結んだことは、

ができる時が来ます。

皆さん自身が解かなければなりません。これ

この世界が安息するには、霊界と肉界を統

が問題です。それゆえ、皆さんが伝道をする

一させて、囲いをつくらなければなりません。

において、これからはほかの所に行ってする

そうしたのちにこそ初めて、神様の愛が地上

なというのです。（三四―二六六）

の全世界のどこにでも及ぶことができる地上
の天国が完成し、天上天国が自動的に完成す

六 地獄人も天国を願う

るのです。（六八―二〇）
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我々が暮らしたい所は天国です。天国には

イエス様は、血族を通じてそれを成せませ

境界線がありません。天国では二つの言葉を

んでした。それゆえ、イエス様が再び来て、

使いません。人種の差がありません。人はす

これを解怨成就しなければなりません。そう

べて神様の懐から生まれたので、人類はみな

せずには、天国に入れません。天国を開く条

兄弟です。神様を中心として見れば、神様の

件は、どこにあるのでしょうか。地にありま

息子、娘だから、みな兄弟で、地上天国を中

す。それゆえイエス様は、天国の鍵を地に残

心として見れば、すべてが民です。地上天国

して逝かれました。
イエス様と十二使徒が家庭を成せなかった

の民というものです。
国を形成するには、三大要因があります。

ために、今日統一教会で祝福家庭を通し、七

国が形成されるには、第一は主権、次には民、

十門徒、百二十門徒の家庭を再び探し立てな

そして国土がなければなりません。そのため

ければならないのです。そうしてこそ、天国

世界は、神様が統治する世界になれませんで

が開きます。（一六〇―八九）

した。地球星全体が、我々の国になれずに、
世界の民が、一つの国の民になれませんでし

神様がアダム・エバを創造しておいて、婚

た。我々は、天国についていろいろ言います

姻のうたげをしてあげようと、相続すること

が、天国はこのような条件が備えられたのち

を待たれましたが、彼らが堕落したので神様

に成立するのです。これが成されなかったた

はみ旨を果たせず、四千年ぶりに堕落しない

めに、いまだにカイン・アベルが戦いを続ける

立場でイエス様とイエス様の新婦が合わさっ

ので、我々は安息することができないのです。

て、偽りの父母が出発することによって失っ

我々は、復帰過程で暮らしたいのではなく、

た、真の父母の基準を再び探すのです。

天国で暮らしたいのです。それゆえ、我々が

真なる父母が産んだ息子、娘たちは、偽り

天国を築くというのは、我々が暮らす所を準

の息子、娘ではなく、真なる息子、娘です。

備しようということです。我々の暮らす所は、

そこから真なる家庭が出てくるのです。真な

天国をつくっておいてこそ生じるのです。こ

る家庭が出てきて、真なる氏族が出てきて、

れをつくれなければ、我々の後孫はいつも追

真なる民族が出てきて、真なる国が出てきて、

われる民族になるでしょう。我々はあらゆる

そうすることによって真なる世界になります。

精誠を尽くして、後孫にそのような荷を残さ

その世界では、神様を中心として、家庭で天

ない先祖にならなければなりません。（六六

国生活をして、氏族で天国生活をして、民族

―二八一）

で天国生活をして、世界で天国生活をしなけ

天国に行こうとすれば、「罪を犯さなかっ
た」、「神様の愛を直接受けることができ
る」、「イエス様を信じる必要がない」、

ればなりません。それでこそこの地が、地上
天国になるのです。
そのように生きて、この地上で体を脱いで

「救いが必要ないという息子、娘の資格を得

永遠の天国に入れば、そこが霊界の天国です。

ることができる」、これらの過程を経なけれ

これが、神様の摂理の概観です。

ばなりません。そのように生きた人が天国に
行ってこそ、神様の理想の天国がなされます。

今日、この地にサタンの血統を受けて生ま
れた人間は、真の息子、娘とは血統が違いま
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す。それゆえ、ローマ書第八章を見れば、養

ん。天国人になるには、「父の心が自分の心

子の立場で「アバ、父よ」と呼ぶとあります。

であり、自分の心が父の心である」と自信を

血統が異なるため、橋を架けて神様を呼べる

もって言うことができる程度に、父と心情一

のであって、直接には呼べないようになって

体をなさなければなりません。それで、地上

いるというのです。

で父の心に代わり、主と先祖たちの心に代わ

しかし、イエス様だけは、神様の直系の血

らなければなりません。それでこそ、歴史的

統の因縁をもって来ました。それで、「ひと

なすべての問題を解決することができるので

り子だ」と言ったのです。（一六〇―四四）

す。（三―二九五）

今、再臨の一日が来れば、天国でない楽園

八 天国に対する正しい観

と地獄のどん底に、新しい理想圏をつくって
風が吹き、暴風雨が吹きつける恨があって

いかなければなりません。
地獄のどん底で、カイン・アベルを探して、

も、自分が死んで滅びても、「この信念だけ

新しい神様の家庭圏を形成するのです。新し

は間違いない。自分が間違うことはあっても、

い神様の氏族圏、新しい神様の民族圏、新し

み旨は間違いない」という確固不動の信念を

い神様の国家圏、新しい神様の世界圏を成し

もたなければなりません。朝の信仰と、夕の

て、地上にいる人たちを、全部蕩減復帰しな

信仰が違う信仰姿勢をもっていながら、天国

ければなりません。カイン・アベルを蕩減復

を恋しがるなら、それはあまりにも愚かなこ

帰して、すべてを吸収、消化して、統一した

とです。

世界を地上で編成せずして、天国を築こうと

天国に接近することができる道とは、どん

する神様の希望を、解怨成就する道はありま

な道でしょうか。自分を考える立場では、天

せん。

国に行くことができる道は生じません。自分

それでイエス様も、「あなたが地上でつな

が天国と距離が遠いということを発見するよ

ぐことは、天でもつながれ、あなたが地上で

うになれば、自分というものを打破してしま

解くことは天でも解かれるであろう」（マタ

わなければなりません。自分を攻撃する所で

イ一六・一九）と言いました。地で天国を成

のみ、天国、あるいは間接的な天国でも開放

さずには、天上世界に天国が生じません。地

され得る道が開かれます。しかし、自分を擁

上に天国の主権を立てなくては、霊界で善の

護する立場で、相対を自分に適用させようと

主権を回復することができないという、とて

する人、自分自らを主体的立場に置いて相対

つもない事情が内在しているのです。（一四

を引っ張っていこうという人は、天国とは関

三―三〇）

係を結べません。
明らかなことは、天国は自分から成される

皆さんは、天国に行くという考えをしては

のです。いくら相対的天国が完備されたとし

いけません。地上に天国を建設するという考

ても、その天国が呼ぶときに、答えることが

えをすべきです。天国を建設する前に、まず

できる自分自身になれないでいるなら、その

皆さん自身が天国人にならなければなりませ

天国とは関係がなくなります。
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天国とはどのような所でしょうか。サタン

そのまま素直に信じてだけ行く立場では天

を屈服した所です。自身を屈服した所ではあ

国が成され得ないということは、言うまでも

りません。自体だけを屈服した所ではありま

ありません。信じる心だけもっては、絶対に

せん。堕落した世界圏、習慣的な環境圏、あ

天国が成され得ません。その過程でサタンが

るいは常習化した所には、天国は臨むことが

いつも戦いを提示するために、戦いの路程を

できません。この常習化された環境を、サタ

克服してこそ、天国が成されるのです。ここ

ンが凝り固まって支配しているために、サタ

には主権がなければならないし、数多くの民

ンがここに寓居しているために、このサタン

がいなければならないのです。数多くの家庭

の環境を克服してしまってこそ、天国が来る

が、国家なら国家自体を成して、一つの目的

のです。天国は、サタン世界の内容と相反す

のために克服していかなければなりません。

る所で成されます。もし、そのようでなかっ

神様の立場から互いに相いれないことなく、

たら、天国に成り得ません。天国という名前

主体と共に、どんな時、どんな環境、どんな

がついていても、それは環境をたぶらかすた

所でも、こたえて和動することができなけれ

めのトリックにしかならないのです。

ばならないのです。生命を捧げる覚悟をして

天国という概念は、サタンを屈服した場所

信じる立場では、心に臨在する天国を感じる

で、サタンが相対することができる一切の要

かもしれませんが、実体的な天国は成されま

因を否定した場所で、否定するだけでなく清

せん。二千年の歴史を通して、数多くの殉教

算した場所で、成立することができます。サ

と受難の代価を払っても、現実の舞台で天国

タンの否定的与件が残っている、歴史的な遺

は成就され得ませんでした。天国は、そのよ

物であるとか、生活のすべての内容を否定し

うに簡単に成されるものではありません。

て清算した基盤で、天国が肯定され得るので

聖書に、「心をつくし、精神をつくし、思

あって、それを残しては、天国の内容を提示

いをつくして、主なるあなたの神を愛せよ」

することはできないのです。天国は、このよ

（マタイ二二・三七）という句があります。

うに高貴なものです。

「主」という言葉は、永生について忘れられ
ない、絶対的な内容を備えた立場で認識する

絶対的基準の前に一致し得るものが天国だ

ことができる言葉です。主なる神を信じると

といいますが、我々が描く天国の概念は、あ

ころから、天国が到来するのではなく、主な

まりにも混み入っています。あまりにも邪と

る神を愛するところから、天国が来るのです。

なった立場で、天国を待ち望んでいます。こ

父のみ旨は愛するところから成されます。信

のような生活環境で、絶対的な信仰基準をも

じるところからではなく、愛するところから

って克服するところから天国が始まるのは間

成されます。

違いありませんが、それだけでは天国は決定

今まで我々の信仰がどれほど至らず、原則

され得ません。その基盤で、数千年間神様を

に到達するのに、どれほど遠い距離にいたか

苦労させ、数多くの人類をもてあそんだサタ

ということを悟るべきです。ひょっとして、

ンを克服してこそ、天国が繰り広げられるの

ここに初めて来た人がいるかもしれませんが、

です。

個人を中心としては、慰められ得る立場に行
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くことができるかもしれませんが、まともに

今まで地球は、新しい大陸が発見され、だ

天国は成されません。個人の心に天国が成さ

んだん広くなると思ったのに、むしろ日がた

れて、個人を中心として神様が喜ばれるとい

つほど狭くなってきています。言い換えれば、

って、天国に成るでしょうか。それが、個人

文明が発達できなかった時には、世界が広い

の天国にはなるかもしれませんが、全体の天

ように感じましたが、歴史が流れて文明が発

国にはなれません。

達しながら、世界はだんだん狭く感じられる

神様が願うことは、個人の天国ではありま

ようになっているのです。このようなことを

せん。個人が成立させた天国を眺めて喜ばれ

見るとき、真理の歴史を経てなされる理想世界

るのではありません。一人が喜ぶのを見て、

は、すべてが自分と直接的な関係を結ぶように

天国がすっかりできたと言えるでしょうか。

なる宇宙的な世界であることが分かります。

神様は、喜ぶことができる一人、イエス・キ

天国人の基準、すなわち天国の生命と、天

リストをこの地に送ったのは、彼を中心に万

国の愛は、私たち自体から結実されなければ

国を横的につなげて、全体の天国を模索しよ

いけません。

うとされたのです。それゆえ、メシヤをこの

真理と生命と愛は、一つの家庭のようなも

地に送り、犠牲にしたのです。（四六―七

のであるために、真理には必ず愛と生命が伴

四）

うべきであり、愛にも生命と真理が伴うべき
なのです。生命について見るときにも、同様

第二節 天国に行くための準備

です。そこにも愛と真理が伴うべきなのです。

一 天国の拠点

真理と生命と愛は、なぜこのようにつなが
っているのでしょうか。一つの物事が存在す

我々が真理に近ければ近いほど、真理に心

るためには、必ずその物事を中心として、上

酔するればするほど、その真理は、もっと誰

下、前後、左右がなければならないのです。

もが奪っていけない中心になるでしょう。千

存在するものは、何でもこのような三数の圏

万回混乱する地であっても、宇宙がにわかに破

を脱することができません。これが存在の基

壊されても、中心を心にはっきりと立てた人は、

本形態です。

決して変わらず、動揺もしないでしょう。

このように、三つが出会い、一つの統一的
な形態を成していますが、力が逆順に進めば、

しかし、心の中にそのような中心を受け入

本来とは異なった力の作用が現れるのです。

れる準備をしていなければ、いくら真の真理

それゆえ、本来、愛と生命と真理の神様で

が現れても、それを知らず、真の生命が現れ

あられますが、堕落した以後の人間が、愛と

ても知らず、真なる愛が現れても知ることが

生命と真理が均衡の取れた三角形態を成せな

できないでしょう。

かったので、神様はみ旨を成せなかったので

今日のキリスト教が、真なる真理と真なる

す。（二―一三三）

生命、そして真なる愛を探そうとするなら、
終わりまで自分を捨てて、誰も奪っていけな
い心の中心を立てる宗教になるべきです。

イエス様に従う弟子たちは、イエス様がロ
ーマ帝国を一時に占領して、イスラエルの王
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として君臨するようになれば、自分たちは一

せん。そのような責任を誓う一つの方向がな

つずつの職位をもてると思ったのです。その

くては、天の拠点はあり得ないのです。

ようなことは、問題ではありません。まず、

人々の中には、自分は良心的で、社会的に

自分の心の中に天国の基盤を築くべきであり、

人々が仰ぎ見る立場にいるために、「天国は

その心を中心として、体が神様と一つになり

自分から始まる」と堂々と主張する人がいま

得る基盤を築くべきです。これが一番大きな

すが、それはその人が、善と悪は共に出発す

問題なのです。天国は、自分自身から始まる

るという認識をもったからです。しかし、善

のです。それゆえ、天国の拠点は、自分の心

と悪は、同時に出発し得ないのです。悪が東

であるのです。（四七―二七三）

に行けば、善は西に行くべきであり、悪が動
けば、善は停止しなければならないのです。

天国の拠点とは、どこにあるのでしょうか。
キリスト教徒の中には「イエス様を信じて天

また、悪が欲望をもてば、善は欲望をもって
はいけないのです。善と悪は反対です。

国に行く」と言う人がたくさんいます。それ

天国を探すための出発は、人間の世の中に

ならば、天国の拠点はどこにあるのでしょう

対する希望をみな失ってしまったところから

か。「天国はどこにあるか」と聞くペテロに

始まりました。それゆえ、現実生活で満足す

イエス様は、「あなたの心の中にある」と言

る人たちの中には、真の宗教人は存在し得な

いましたが、その天国の拠点とはどこでしょ

いのです。

うか。悲しむ心が天国の拠点になり、自分を
主張しようとする心が天国の拠点になるので

世の中が行き違う運命にぶつかり、自分の

しょうか。それは、我々が願う内容の拠点で

存在を認識できない絶望に落ちるとき、習慣

はなく、神様が賛同することができる天国の

的な生活におぼれているのではなく、自分の

拠点ではないのです。

生命までも否定しながら、新しい価値を探し

天国の拠点を探す人は、この地上の誰より
も孤独な立場にぶつからなければならなりま

ていかなければならないのです。このように
進むところから、真なる善の出発ができます。

せん。それは、なぜそうなのでしょうか。神
様が孤独であるために、その人も孤独でなけ

このような観点で見るとき、「自分の人格

ればならず、神様が克服の歴史を経てきたた

が天の拠点である」と自信をもって言える人

めに、その人も克服の歴史路程を経ていかな

がいるでしょうか。いないのです。また、

ければならないのです。

「私が今率いている家庭が、天の拠点である。

天地に悲しみがいっぱいだとして、人間が

神様がおられるなら、うちの家庭を知らない

その悲しみを感じながら悔い改め、慟哭の涙

とは言えない」と自信をもって話せるという

を流すなら、その立場が天国の拠点になり得

家庭も、やはりないのです。また、「我々の

るでしょうか。それをもってしても、駄目な

氏族は、これこれこのような善の功績をもっ

のです。新しい喜びを感じ得る時を願いなが

ているために、神様が我々の氏族に知らぬ振

ら教団に仕える反面、この世の罪悪を解決し

りをすることはできない」と、自信をもって

なければならないと決意できなければなりま

言える氏族がこの世界のどこにいて、そのよ
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うな民族がどこにいるか、国家がどこにある

ら、永遠の基準で心が合うべきです。十年ぐ

か、主義思想がどこにあるかというとき、呆

らいは合っていたのに、また合わなくなって

然としてしまいます。

しまったのではいけないのです。永遠な神様

それで、「死なんとする者は生き、生きん

に、永遠に心を合わせるべきです。そうする

とする者は死なん」と言うのです。では、そ

には、どのようにすべきでしょうか。永遠に

の言葉はどういう意味でしょうか。悪の世界

互いに好むことができる息子になるべきです。

で、自分自身を千年以上守るために努力する

そのような息子になるには、悲しみの対象と

人であってこそ、千年生きるという夢を見る

しての姿を見せてはいけません。

ことができるのであり、自分自身を万年以上

その次には、神様の体に合わなければなり

犠牲にしても、それを有り難く考えることが

ません。ここで体というのは、方向性をいい

できる心をもってこそ、万年生き得る希望を

ます。考えは四方の中心点に代わりますが、

見いだすのです。

体は方向性として現れるのです。神様の心に

同様に、永遠の生命、永遠の幸福、永遠の

合う息子になろうとするには、神様の体が東

天国を叫ぶ人がいれば、彼は永遠を目標とし

に行くとき、神様と共に東へ行かなければな

て現時点を克服しなければならず、現時点で

らないのです。神様は、温かいものを好むの

自分を犠牲にしながら、耐えて越えていかな

に、イエス様が冷たいものを好めばいいでし

ければなりません。このような立場に立って

ょうか。神様は今、笑いたいし、話したいの

こそ、永遠の拠点が生じるのです。（四七―

に、イエス様が「寝たい」と言えばいいでし

二四七）

ょうか。外的な体を中心として現れるすべて
が、一致しなければならないのです。

二 天国に行く基準
それだけでいいでしょうか。違います。神
神様を愛さずには、サタン圏内を脱するこ

様は、和気あいあいとした雰囲気を好むのに、

とができないのです。それゆえ、自分の妻よ

殺伐としていてはいけません。神様が和気あ

り、自分の夫より、神様をもっと愛さなけれ

いあいとしているときは、和気あいあいとし

ばいけません。堕落した人類がサタン圏内の

ていなければなりません。内と外が合わなけ

愛のなわ目の中から、端まで出てきましたが、

ればならないのです。このように、内外だけ

まだ完全に出てこれませんでした。それゆえ、

が合えば済むのでしょうか。その次には、神

自分の父や母を神様より愛してはいけないの

様のみ旨と一致することをしなければなりま

です。（四一―二九九）

せん。そうするには、心にないことがあり得
ますか。体が嫌がることがあり得ますか。体

天国に入ることができる人とは、どんな人

と心が好むことをしなければならないのです。

でしょうか。まず、神様の心に合う人でなけ

神様がいらっしゃるなら、神様が好まれるこ

ればなりません。どのくらい合わなければな

とがあるのです。また、イエス様が神様の息

らないでしょうか。神様が永遠の目的を中心

子なら、イエス様もそのようなことを好まな

として、永遠の理想を描いていく方であるな

ければならないのです。（四七―二五七）
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天国は、命を懸けなくては絶対に行くこと

天国とは、どんな世界でしょうか。そこは、

ができない所です。命を懸けない人が天国に

本然の世界であるために、サタンに讒訴され

いるか、いないか、天国に行ってみてくださ

得る個人や家庭や氏族は、入ることができま

い。信仰の本質がそのようになっているので

せん。天国に入ろうとすれば、個人と家庭と

す。（三七―二五〇）

自分の親戚である氏族が一つにならなければ
なりません。言い換えれば、三代が一つにな
らなければなりません。アダム家庭について

三 天国の始まり

見るとき、アダム一代、カイン・アベル二代、
天国は、どこから始まるのでしょうか。神

カイン・アベルの息子が三代、このように三

様の悲しみを解かずには、天国に入ることが

代が一つにならなければなりません。神様を

できません。我々人間が、堕落して以来今ま

中心として見るようになれば、神様が一代、

で、悲しい歴史をつづってきたために、悲し

アダム・エバが二代、カインとアベルが三代

い歴史のすべての因縁を直接探さなければな

になります。（二一―五四）

りません。アダム・エバから、六千年歴史か
ら、その因縁を探さなければならないのです。
そのような悲しみの神様を教えようというも

天国は「ため」にしてあげる世界であるた
めに、「ため」にするという観念だけ中心に

のが、統一教会の原理です。

もっていかなければなりません。「ため」に
世の中の人たちは、悲しみがあれば、みな
嫌だと逃げます。そのある悲しい事情よりも、

されるという考えだけをもてば、壊れていく
のです。

もっと悲惨な神様の悲しみを教えてくれるの
が、統一教会の原理です。世の中なら、悲し

天国は、神様の愛が充満した世界です。愛

いことがあれば回避して逃げますが、統一教

の本質は「ため」にされるのではなく、全体

会の原理は、この悲しい所を経ていこうとす

のためになるというものです。それゆえ、天

るのが信条です。世の中では、悲しいことが

国は世の中とは違います。

あれば全部避けていこうとしますが、本来人
間は、そうできないようになっています。
神様に対する悲しみを知れば知るほど、神

宗教の教えは、「ため」にして、絶対服従
して、犠牲奉仕せよというものですが、世の

様の悲惨な内容を知れば知るほど、実際にお

中にはこのようなことはありません。これは、

いての統一教会は、強力な力が出てきます。

世の中の何も分からない乞食の輩がすること

それを解いてさしあげようとする力は、無限

のようですが、天法を知らなくとも福を受け

に爆発作用を引き起こす動機になります。こ

ることができるようにするための、サタン世

れが、統一教会がもった偉大な力です。（二

界に対する神様の暗号による作戦でした。

一―一一三）

（四六―四二）

四 天国の本質

五 天国の枠
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私たちは、本郷の地を見つけることができ

そうしないで、ただうかうかしていれば霊

ませんでした。本郷の地を見つけられなかっ

界も同じです。そのような意味で、神様はサ

たから、本郷の祖国を失ってしまいました。

タンを通じて作戦されるのです。執拗に苦労

本郷の祖国は、地上天国をいいます。天国と

させ、殺したりもするのです。死ぬこと自体

いえば、地上天国があり、天上天国があります。

はかわいそうですが、反作用で結合するよう

国になるためには、三大要素が必要です。

になります。（四九―一〇八）

第一は、主権がなければならないし、その次
には、国土がなければならず、国民がいなけ

天国に行こうとする人は、「悲惨に暮らせ、

ればなりません。しかし、神様には主管でき

悲惨に死ね、悲惨に行け」と言うのです。そ

る主権がありません。主管し得る人類がいま

の言葉は善い言葉ですか、悪い言葉ですか。

せん。ですから、祖国がないのと同じです。

善い言葉です。それでは、「死ぬほど出て伝

このようなものが、本然の人間が暮らすべき

道しなさい」という言葉も善い言葉です。

世界ではないのです。（一五五―二六）

「人のために命を捨てろ」というのです。自
分のためではなく、人のために、世界のため
に、天下のために命を捨てれば、大宇宙の主

第三節 天国に行くことができる要素と条件

人として立ててくださるのです。
貴いものは、万物と人間と神様ですが、

一 天国に行くことができる要素

「この世界を善なる立場で抱く」と命を懸け

一) 苦労が必要

て犠牲になった人は、その三つを懸けて犠牲
永遠に残るものがあるなら、それは公的な

になったために、神様は、その三つ以上のも

苦労です。公的な苦労をして霊界に行ったの

のを返してあげなければならないのです。イ

に、そこで滅びたなら、先生に抗議をしても

エス様はそのような観点で、「あなたの家の

いいです。

家族が怨讐だ」、「死なんとする者は生き、
生きんとする者は死なん」と言ったのです。

民族と世界、天地のために働いて霊界に行
く人は、知恵深い人です。（一九―三〇）

そうしなくては天国に行けないために、これ
が一番幸福な教訓になるのです。一番高く、
一番貴く、一番なくてはならない、絶対的な

一国の責任者が怨讐に捕まっていき、優待
を受けるようになれば、責任者を失う国の

福音なのです。
それで、統一教会に来るようになれば、地

人々は団結ができません。捕まっていった責

上で豊かに暮らそうとしません。ひどく貧乏

任者が悲惨に死ねば死ぬほど、彼と因縁をも

で、ひどく苦労して死んで、道端に倒れて犬

った人々は、鉄の石のように団結するのです。

もかみついていかない死骸になったとしても、

そのため、霊界が我々と結束され得る内容

その場には花が咲く日が来るでしょう。そこ

は、苦労だというのです。我々が苦労すれば

には、すべての聖なる人たちが集まって、城

苦労するほど、霊界は私たちと関係ができて

を築くでしょう。統一教会の群れを、国のた

団結するのです。

めに、世界のためにひどい苦労をさせて、孝
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行者、忠臣にしてみようというのが、先生の

るであろうし、万民の幸福の基調になるでし

考えです。「行かない」と言うなら張り飛ば

ょう。全天下がそれを和動の起点として、大

すべきです。足でけって、現在の悲惨さを、

運動を展開することができる軸になる立場で、

現在の困難を克服させるのが愛です。

神様を動かして、人類の希望を結束させ得る

それゆえ、「心をつくし、精神をつくし、

立場で、自分が動ずれば全体が動き、自分が

思いをつくして、主なるあなたの神を愛せ

静ずれば全体が静ずるようにするという宇宙史

よ」（マタイ二二・三七）とおっしゃったの

的な責任感を感じながら暮らす男なら、決して

が、第二の戒めではなく、第一の戒めです。

臆病者ではないのです。（四九―三〇三）

その次に、「自分を愛するようにあなたの
隣り人を愛せよ」（マタイ二二・三九）とお

修行の道に入っては、人は死ぬときまで死

っしゃいました。あなたの隣人とは誰ですか。

の道を行かなければなりません。死んですべ

世界万民が隣人であり、兄弟です。世界万民

き苦労を、生きて蕩減しようとするから、そ

のために心を尽くし、精神を尽くし、命を懸

のような道を行かなければならないのです。

けなさいというのです。命を懸ければ、すっ

死んで億千万年苦労することを、縮小して、

かり成したということです。み旨のために一

生きている間に蕩減してしまおうというので

度死んでみようというのです。どこで死ぬの

す。このように修行の道は、永遠に行くべき

でしょうか。自分の死ぬ所を探さなければな

受難の路程をこの地上で苦難の道を歩んでい

りません。

くことで蕩減しようというのです。（三一―

一つの爆弾として生まれたら、きれいに岩

三二〇）

に落ちて爆発すべきであって、下水のたまり
に落ちるなというのです。我々は撃ってしま
った爆弾です。「磐石の上に落ちよう。ひど

二) 愛が必要

いもの同士、一度やってみよう」と言うので
す。このような決心をしたために、今日統一

天国へは、愛の軌道に乗って行くのです。

教会の文先生が五十を越えても、まだ行くべ

このように話すと実感がわくでしょう。その

き道が遠のかず、躊躇しません。

愛のひもを引けば引くほど細くなるのではな

あすの希望を実現するために精誠を捧げな

いのです。ゴムひもは引けば引くほど細くな

がら涙を流し、努力と精誠を、熱と誠を尽く

りますが、愛のひもは、引けば引くほど、反

すのです。この目標に符合し得る一つの帰一

対に太くなります。

点、その一点を備えるために、命をちりあく

ですから、み旨のために苦労の親分になる

たのように捨てる覚悟をしていくのが、統一

ことが、世界を占領し得る秘法なのです。苦

教会の先生がもった主流的な思想です。ここ

労の親分が、天国の栄光を独り占めするので

には、冒険が内外につながっているのです。

す。

無慈悲な決闘を展開していっているのです。

今日、宗教を信じる人たちが「天国に行こ

命を限りを尽くしても、死なずに生き残る

う」と言いますが、天国にそのまま行けます

基盤になるなら、これは人類歴史に手本にな

か。まず、地上で天国を迎えてから、行かな

553 * 五百五十三

천성경

天聖經
Cheon Seong Gyeong
ければならないのです。地上で天国を迎える

せん。それで、神様の真なる愛をもって、真

ためには、愛の法度を経なければなりません。

なる父母として、世界人を愛する家庭の主人

皆さんの家庭に、子女たちがたくさん生ま

になったという立場に立つべきです。神様の

れれば生まれるほど、神様の国をもっと愛す

愛を中心とした、本然の父母の因縁の中で、

べき十字架が加重されるということを感じな

真の愛の家庭基準を代表し得る立場に立つこ

ければなりません。その家庭に息子、娘をた

とによって、初めて天国に入ることができる

くさん送るのは、背負う十字架が多いという

のです。

ことなので、国のために捧げるべき責任が多
いという意味です。そのような内容を知って、

天国に入るには、真なる神様と真なる父母

責任を果たす人になるべきです。そのような

の、真の愛に一つになるべきです。その血統

家庭であってこそ、その家庭に後代を相続す

的関係から生まれた息子、娘と共に、この地

ることができる運勢をもった息子、娘が生ま

上に生きてから行く所が天国ですが、今まで

れるのです。（三二―二三二）

そのように生きて行った人は一人もいません。
それゆえ、天国は空いているのです。（一七

どのように天国に行くのでしょうか。神様

六―二一〇）

の愛に狂って生きるべきです。理想のアダ
ム・エバとして、神様を愛すべきであり、ペ

天国に行く道は、兄弟を神様のように愛す

テロ、ヤコブ、ヨハネ以上にイエス様を愛す

るところから開かれます。皆さんは、先生に

べきです。そうしなければ、神様の国を愛し

ついていこうとしますが、その心で兄弟に従

て、真の愛の相対圏を復帰することができま

って共に行こうと努力しなければなりません。

せん。これだけ復帰するようになれば、万事

天国に一番高く、早く、良く導く者は、神

が思いどおりになります。

様でもなく、先生でもなく、兄弟だという結

お金がないと心配せず、息子、娘がいない

論を下すようになります。（六六―一二五）

と憂慮せずに、十年、二十年その道を続けて
行ってみれば、大きな山や険しい峰にも登れ

では皆さんは、世界天国に向かって行きま

るようになります。自分には、だんだん下っ

すか、個人天国に向かって行きますか。世界

ていき、苦労ばかりするように感じられるの

天国に向かって行くと言えるでしょう。先生

ですが、だんだん高くなるのです。統一教会

も欲が深くて、世界天国に行く愛の綱をぎゅ

は、打たれながら大きくなります。一つの家

っとつかむために四十年間、迫害されながら

の中で、十人が暮らしているとすると、公的目

このことをしたのです。個人の愛の綱を残し

的のために九人の反対を受けながらも我慢する

て、家庭の愛の綱、氏族の愛の綱、民族の愛

人が、その家庭の主人になるのです。すぐ天国

の綱、国家の愛の綱、世界の愛の綱をぎゅっ

の主人になるのです。（一四二―二八九）

とつかむためにです。ぎゅっとつかんでどこ
に行くのでしょうか。世界の愛の綱を探した

皆さんは、五色人種の息子、娘を抱いて、

次には、福を受けて出世したから、還故郷す

その孫たちを抱くことができなければなりま

るのです。故郷に行って、かわいそうな人た
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ちを生かしてあげるべきではないですか。

では、天国に誰が入って暮らすのでしょう
か。神様を喜ばせた息子、娘が入って暮らす

（一四三―一四一）

べきなのです。ところで、堕落という名詞が
生まれた以後、数千年の歴史を経てきながら、

三) 実績をもつべし

数多くの人類が膨張、繁殖しました。そのよ
過去には、祈祷をして精誠を捧げても、瞬

うに繁殖した人たちの中で、神様を幸福にし

間しかその宗教の教祖と会えませんでした。

てさしあげた人が、この地に生まれませんで

会ってはみな別かれました。それで、また上

した。（四三―二三）

がらなければなりません。しかし、今は全部
宗教圏を中心として、地上に再臨することが

皆さんは、統一教会を信じて天国に行くの

できる時が来ました。そのような時代が来た

を願っているかもしれませんが、自分がこの

ために、皆さんが過去と、現在と、未来を動か

地上で実績を積むことができなければ、たと

せる実績をもてなければ、天国に行けません。

え天国に行くとしても、恥ずかしいのです。
我々は、観念的に信仰生活をして、天国に行

過去の時代は、天使と善なる霊人たちの時

くという群れではありません。すべての努力

代であり、現在の時代は、父母の時代です。

と精誠を注いで、天国を建設するという群れ

そして、未来の時代は、神様の時代です。そ

です。これに反対したり、制止する人がいる

れゆえ、霊界を動員し、父母様を動員し、神

なら、許すことができません。天国を建設す

様を動員した実績をもたない人は、天国に入

るためには、自分の心身はもちろんであり、

れません。アダム・エバに天使が動いて協助

自分のすべての所有物と環境まで全部投入し

し、神様が動いたのと同じです。そうした次

なければなりません。そして、国家の運命に

に、宇宙はアダム・エバが動かさなければな

責任をもつべきであり、さらにアジアの運命

らないのです。

にまでも責任をもたなければいけません。
（二二―二二六）

皆さん、神様を中心とした三世界すなわち、
過去、現在、未来を支配し得る人だけが、本

四) 「ため」に生きるべし

然の天国に入ります。そうしてこそ、本然の
世界である天国に行くのです。（一六一―一

皆さんが五十年の生涯の中で、二十五年以
上をこの宇宙のために、天倫に従って生きた

九九）

なら、天国に行くのです。それならば、あの
天国に行くことができる条件は、自分の息

国に行って良い霊界にとどまることができま

子、娘よりも神様をもっと愛すべきなのです。

すが、自分を中心にして生きたことが多くな

夫より、妻よりも、主をもっと愛するべきな

ったなら、残念ですが善なる本郷の世界に行

のです。自分の体よりも、聖霊をもっと愛す

くのではなく、自分だけのためにしようとす

るべきなのです。これが三位一体です。（一

る悪の本郷の地獄に行くのです。そのような

〇―一〇〇）

事実を知り、今から皆さんは自分のために生
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きた過去の生活を清算して、全体のために、

ができますが、自分を中心にして世界に問題

国のために、世界のために、天地のために、

を起こしながら、主体的な立場に立とうとす

神様のために生きる余生を残すために努力し

る宗教は下っていくという結論も、ここから見

なければなりません。そうするなら、ここか

いだすことができるのです。（七四―五一）

ら地獄ではなく、天上の理想世界に行進する

天国は愛の世界であり、中心者である神様

であろうことは間違いありません（七八―一

のためにある世界、神様のために生きる世界

一九）

です。（九八―三五）

霊界がどのようになっているかという事実
については、誰にも負けない体験をし、また、

二 天国に行くことができる生活
一) 我々の立場

霊界は私の専門的な分野です。あの霊界の秩
序的起源を尋ねてみれば、どのようになって

人間の創造は、神様が人間を神様の愛に同

いるでしょうか。「ため」に存在するように

参させたことです。神様の愛から出発し、神

なっている世界が、天国です。その所は、

様の愛の懐でそれを相続し、次に家庭を成し

我々の本郷です。

て世界的な愛をつなぐ完成者になり、神様の

我々は良かれ悪しかれ、どうせそこに行く
べき運命に置かれています。それが我々の一

愛の懐に帰らなければならないのが、人生の
道です。

生の道です。我々は、そこに向かって旅人の

堕落することによって、これが根本的に破

道を行っているのです。では、ここで問題と

綻しました。神様と人間との関係が隔離され

なるのは、自分のために暮らしたか、人のた

てしまったのです。いくら神様の前に帰ろう

めの生活をしたかということです。その差に

としても、帰ることができず、また、神様が

従って、人のために生きたことが多いという

我々人間の所にいくら来ようとしても、来る

ときは、天国に行くことができるのです。そ

ことができない間隔が生じました。壁が生じ

の反対になるときは、地獄へ行くのです。こ

て、国境が生じたのです。

の原則は、この場では信じられないでしょう
が、死んでみれば分かるようになります。
神様は、人類を救うために、宗教を立てて

その壁は、神様も越えることができず、神
様を父母として侍る人間も越えることができ
ません。

摂理してこられます。それゆえ、高次的な宗

この壁が、我々個人の心と体の間に入り込

教であるほど、その本郷のみ旨と本郷の原則

むようになりました。夫婦の間にも、壁が入

に一致する教訓を述べざるを得ず、「犠牲に

り込むようになりました。家庭がそうであり、

なれ、奉仕せよ」という勧告をせざる得なか

氏族と民族と国家と世界、全霊界の天国と地

ったのです。

獄の間にも、このような塀が生じたのです。

このように、神様が歴史と宗教の背後から

この塀を取り除かなくては、神様がいくら天

摂理しているという事実を否定することがで

国の栄光の宝座にいらっしゃるとしても、地

きません。このような原則について見るとき、

上にいる我々は、包囲されたこの塀を越える

「ため」になろうとする宗教は発展すること

ことができません。

556 * 五百五十六

천성경

天聖經
Cheon Seong Gyeong
これが、この地上に生きている人間の悲劇
です。この悲劇をどのように打破するか。

示する立場では、訪ねていくことはできない
のです。

我々人間が、神様を父母として侍って生きる

天国はどこから始まるでしょうか。絶対的

べきであり、神様からすべての生活を指導さ

な信仰を起点として出発するのです。絶対的

れるべき立場にあるのにもかかわらず、神様

な信仰というものは、自分を主張できるもの

がいるのか、いないのかも分からず、あるい

ではありません。その立場は、自分を絶対否

は「決定的に神がいない」、さらには「神は

定する立場です。自分を絶対的に否定する立

死んだ。我々人間世界で神を掃いて捨てなけ

場に立たずには、絶対的な信仰が出てくるこ

ればならない」という悲惨な歴史的な環境が、

とはできません。皆さんが、世の中の万事を

我々が生きている世界に展開されています。

肯定しながら信仰の道を行くときには、絶対

（一三五―二六七）

的な信仰が出てきません。
このような根本問題について、今日大部分
の人を見てみれば、一日の生活圏内で、朝に

二) 天国に行けない場合

起きて御飯を食べてする習慣的な生活をしな
み旨が動機になるでしょうか、自分が動機

がらも、「私は神様に対して堂々としてい

になるでしょうか。自分が動機になってはい

る」と言います。そのように信じる人がたく

けないのです。それなのに、いつもみ旨をあ

さんいます。そのような人たちは、天国を所

とにして、自分を動機とする時の多いのが、

有することはできません。堂々とすることが

今日の人間たちです。み旨は受難の道を要求

できないのです。自分を公認する相対的な要

していますが、「私」はそれに背こうとしま

因がなくては、絶対的信仰基準ももてないの

す。相反する立場なのです。み旨は右に行け

です。絶対的な信仰基準ももてなかったのに、

というのに、自分は左に行こうとします。

絶対的な信仰基準を克服してしまったのちに

「私が統一教会に入ってきて、誰ほど苦労で

こそ成される天国が成就され得ますか。とん

きなかったか」という条件を提示して、自分

でもないことです。なぜそうなのでしょうか。

を弁明しようとします。

その立場には、サタンがとどまっているため

自分を弁明しようとする者は、天国に入る

です。（四六―七九）

ことができません。絶対的な信仰というもの
は、自分を弁明する立場ではないのです。弁

今までの歴史上に、神様の前に呼ばれた人

明される立場になるべきです。そこには一言

たちは、全部五十代以上、六十代以上でした。

半句、何かを提示する内容もありません。弁

年が多くて、やつれて、間もなく共同墓地に

明される立場です。うまくやっても、「うま

行くしかない人たち、葬送曲を歌う日が近い

くやった」と言える立場ではありません。自

輩だったのです。そのような背後から、神様

分が一〇〇パーセント認めることのできるも

は今日、このようにやつれてやせた老年層を

のだとしても、神様が見るときは一つです。

捕まえて摂理しますが、これからは壮年層を

自分が百と認めるものが、神様には一つなの

捕まえて摂理しなければならないのに、彼ら

です。それゆえ、天国は自分を中心として提

を捕まえてどのように摂理を展開させるかと
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いう心配をされたのです。神様は、そのよう

体が勝つか、心が勝つか。「私は間違いなく

な事情を抱いて歴史路程を歩んできたのです。

心が勝つ」と言える人にならなければなりま

老年時代が過ぎて壮年時代に、壮年時代が

せん。心が勝つ人は、善の側であり、体が勝

過ぎて青年時代に、青年時代が過ぎて少年時

つ人は、悪の側です。

代に、少年時代が過ぎて幼児時代に、そのよ

では、体と心が戦っている戦場で、心が体

うに皆さんは再び生まれなければならないの

を倒して勝つことができる秘法、または体が

です。そうでなけば、天国に行けないのです。

心をたたいて捕まえる秘訣とは何か、その戦

皆さんは、少しも汚れなく無邪気な幼子のよ

法とは何でしょうか。これが問題です。その

うに、かわいがられることができなければな

武器とすべての装備が、どのような方向を経

りません。それで、イエス様はニコデモに、

て動員されるかという問題が、善になるか、

「新しく生まれなければならない」（ヨハネ

悪になるかを決定づけるのです。ここにおい

三・七）と言いました。生まれ変わらなけれ

て重要なのは、この対立を解決し得る要因と

ば、すなわち「重生しなければいけない」と

は何かということです。悪の世界に暮らして

言われたのです。それで、神様は最高の収拾

いる人間に、善が成立し得る必要要件とは何

する役事として、母の腹中から救いの役事を

でしょうか。悪が成立する要件とは何でしょ

しようというのです。どれほどすごいことで

うか。これを知って、取ったり、取り除いた

しょうか。（二〇―九五）

りしようというのです。この要件は、知って
みれば簡単です。（三六―六一）

三) 天国のための我々の生活
優れているという男、優れているという女
皆さんが七十年、八十年を生きると見ると

がいるときに、男が男の権利をもって「祝福

き、その中で三分の二が悲しい生活だとする

を自分一人で受ける」、また、女が女の権利

なら、この三分の二をどのようにすべきでし

をもって「自分は一人で祝福を受ける」と言

ょうか。神様を中心として、うれしい生活に

えますか。神様のみ旨を絶対視して、人類の

しなければなりません。天国化させなければ

希望として提示されたすべての条件を越えな

ならないのです。天国は与えながら生きる所

ければならないのです。そのままでは、でき

です。神様も与えなければならないのです。

ないのです。これからの地上天国ですること

父母は、子供に与えなければならないのです。

とは何かというと、夫婦が互いの相手から世

良いものを与えてしまっても、もっと良いも

界的な歓迎を受け、世界から尊重される妻と

のがあれば、それもまた与えたいのが父母の

夫になるための道を尋ねていくのです。それ

心です。（三四―一四一）

が、地上天国で暮らす生活方法です。（一六
二―六九）

皆さんは、今戦っています。自分の一生の
間、大砲を撃っているのです。世の中に対す

「私」という一人は、善だけを捕まえて行

る前に、自身の体と心が戦っているのです。

くことはできません。これは世界的に善が占

これをどのように平和にするか。この戦いで

めるとか、悪が占めるとかになれば解決され
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ますが、善が占めるときには生き、悪が占め

な問題を考えてみるときに、きょうも嘆息で

るときには滅びるのです。このようにこの世

あり、あすも嘆息であり、今年も嘆息であり、

界は、死ぬか、生きるかという興亡の道を走

青春時代も嘆息であり、中年時代も嘆息であ

っているのです。

り、老年時代も嘆息なので、嘆息で一生を終

個人は、歴史的所産物です。家庭も歴史的

えるのではないでしょうか。言い換えれば、

所産物であり、国家と世界も歴史の所産物で

悪のことで終わりを見るのではないかという

す。その歴史の所産物の中で、善の所産物が

のです。このような結論を下すしかないので

どれほどになるでしょうか。自分の個体につ

す。悪から生まれたために、悪でのたくり、

いて比重を計算してみるとき、善の所産物が

悪に行くのが、今までこの世の中に生まれて

どれほどになるでしょうか。我々が暮らして

は死んだ数多くの人間たちの生涯であり、今

いる生活環境の中で、善の所産物が何パーセ

この地に生きている数多くの人類の行路とい

ントになり、個体の人格の中で、何パーセン

うものです。

トになるかというのが問題です。
悪に接する要因をたくさんもっているか、

今日、統一教会は何をする所でしょうか。

善に接する要因をたくさんもっているかを見

悪くなれと教えてくれるものでしょうか。そ

るようになるとき、全体が悪に接する要因と

れなら統一教会は必要ありません。悪は教え

して囲まれています。悪が行く道においては、

てやる必要がないのです。悪の道は教えてやら

教育は必要ありません。教育を受けなくても、

なくても、楽に行くのです。（三六―五六）

誰でも行くことができるのです。悪から始ま
った歴史であるために、教育を受けなくても

四) 我々と天国

誰でも行くことができるのです。悪の道を行
くように教育する必要性がありますか。自ら

イエス様は死を目の前にしても、「わが父

そのようになったために、今日人類道徳を中

よ、もしできることでしたらどうか、この杯

心として、良心の標準の前にわきまえて行け

をわたしから過ぎ去らせてください。しかし、

と教育するのです。

わたしの思いのままにではなく、みこころの

何を中心とした教育でしょうか。善を中心

ままになさって下さい」（マタイ二六・三

として、良心を中心として教育をしたのにも

九）と言いました。死に際にも、神様に抗議

かかわらず、その教育の標準に立脚した人が

するのではなく、父のみ旨がもっと大きいよ

どれほどいるでしょうか。悪のことは習わな

うに、もっと大きな犠牲も当然捧げますとい

くても、誰でもみなすることができるのです。

う姿勢でした。この立場では、もっと深く入

誰でも、満点になることができるのです。

れるために、神様ともっと近い立場に入るの

このような環境の中で暮らしている我々に、

です。そのような人の前には、神様も微動だ

良心はいつも「善であれ」と勧告します。

にされません。そのような人を打つ人は、す

我々の心は、いつも善の人になれと、休まず

ぐに滅びます。神様自らが制裁をされるので

自分を刺激し、自分に勧告するにもかかわら

す。それゆえ、「右の手のしていることを左の

ず、善の自分になったでしょうか。このよう

手に知らせるな」（同六・三）と言いました。
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ある日、「誰かに何千万ウォンをあげたか
ら、それに対する利子をいくら持ってこなけ

てしまって、接ぎ木されなければならないと
いうのです。（九一―一七三）

ればならないのに」と言いながら、与えたも
最後に、どのような世界に行くでしょうか。

のを記憶する人は、天国の主人になり得ませ
ん。与えたものを忘れなければなりません。

地獄に行くでしょうか、天国に行くでしょう

父母が子供を育てるとき、いくらいくらを投

か。皆さんは行きながら、「先生 7 私を助

資したから、その利子をもらうと言う、そん

けてください」と言う人になりますか、「先

な父母がいますか。与えても、みな忘れるの

生 7 どうぞ来てください」と言う人になり

が父母の心です。与えたものを忘れるだけで

ますか。死ぬか生きるかなのです。皆さんは、

なく、もっと良いものを与えられなくてふび

「結婚して豊かに暮らす」と言いますが、先

んに思うのが父母の愛です。その愛は永遠に

生が「豊かに暮らせ」と言うのは、「変わら

続くために、父母のいない人を孤児と言い、

ない夫婦になれ」ということです。変わらな

孤児になるのを好む人はいないのです。（三

い夫婦になるには、変わる夫婦の世界に行っ

六―八五）

て、共に修練を受けて、四方に分かれて暮ら
す世界に行っても、分かれてはいけません。

天国とはどんな所か分かりますか。「た
め」にする人たちが行く世界が天国です。自

このような修練をされた立場に立たなければ
なりません。（一二九―一八二）

分のためにする人は、絶対行けません。その
ような人は、地獄に行くのです。有名な牧師

三 四位基台と天国

だからといって行けますか。行ってみれば分

一) 天国は家庭が入る

かります。我々統一教会は、怨讐まで救って
やり、共産党まで救おうとするのに、共産党

先生が、今まで家庭的にだけこのことをし

は統一教会を全部首を切ってなくそうとしま

てきたなら、迫害を受けることがありますか。

す。これが違うのです。

先生は、お父さん、お母さん、親戚一家、姻

ですから、どんな思想がこの世界を支配す

族の八親等まで、全部集まった場で、み言で

べきでしょうか。我々は共産党よりもっと強

彼らを感動させる自信があります。間違いな

くなければなりません。悪なる人になって強

く、親戚や一家全体をみ旨の前に立てる自信

くてはいけないのです。「ため」にする愛を

があるのです。それが天のみ旨ではないため

中心として強くなれば、世界を救っても余る

に、そうすることができませんでした。イエ

のです。

ス様もそうすることができなかったために、

今我々は、天国で暮らす人ではなく、天国

自分の親戚の前から追い出されました。

に行こうとする人です。このような生活がど

しかし、皆さんはそのようなすべての時を

れほど続くでしょうか。きょう終わるのです

過ごした立場なので、親戚を伝道することが

か。十年、百年かかるでしょうか。しかし、

でき、父母を捕まえて涙でも流しながら、自

死ねばどのようになりますか。それで接ぎ木

分の切なる心情を吐露することができる時代

されなければならないのです。ぷつりと切っ

的環境を迎えました。そのため、皆さんの立
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場は先生の立場よりいいのです。今は、皆さ

この問題を解決してあげる時までは、個人的

んの親や親戚たちがみ旨を受け入れまいとす

問題に逢着するするようになるのです。

るなら、泣き叫んでどんな手を使っても感動
させることができる時です。

個人の救いを中心にしては、これから行く
べき道がないために、人類を救うためには、

お兄さんは、どうしても対話するのが少し

家庭を救わなければなりません。このような

難しいですが、弟ぐらいは、「やあ、お前、

家庭全体が救われ得る道を開いてあげるため

信じるのか、信じないのか」と言いながら、

に、再臨主が再びこの地に来られるのです。

小突いて強制的にでも信じるようにできる自

今日キリスト教徒が、「イエス様を信じて天

由な時が来ました。このような時を迎えてい

国に行く」と言っていますが、全部個人主義

るのに、皆さんが責任を果たせなくては、天

に陥っているのです。本来天国には、一人で

の前に面目がないのです。先生もこれからは、

行くようになっていません。アダム・エバが

そのような人たちに対することができません。

堕落しないで、神様の愛の圏にとどまってい

これをしなければ、天国に行けません。天国

たなら、彼らは天国に行くでしょうか、行け

へは、家庭を成してこそ行けるのです。（二

ないでしょうか。そのようになったなら、地

一―六六）

獄はありもしません。

統一教会は、個人では絶対救われ得ないと

天国は、夫婦が息子、娘を率いて行く所で

見ます。個人としては、天国に行けないので

す。息子、娘、孫たちと共に、その一門を率い

す。一人では行けません。原則がそうです。

て行く所です。さらには、国全体が行く所です。

エデンの園のアダム・エバが二人一緒に天国

それゆえ、天国になるのです。天国は、このよ

に行くようになっているのであって、夫また

うにして成される所です。（四一―三〇〇）

は妻だけ天国に行くようになっているでしょ
うか。夫婦が合わさり、家庭が合わさらずに

一人で座って「ここが天国だ」と言えば、

は、天国に行けないのです。それが理想であ

神様が考えるとき、どれほどもどかしいでし

って、父は地獄に行き、母は天国に行けば何

ょうか。これをもって「良し」と言えますか。

の天国ですか。天国は、夫婦が行くべきなの

しかし神様が、人間世界を見るとき、宗教の

であり、家庭が行くべきなのであり、家庭だけ

世界を見るとき、どれほどもどかしいですか。

でなく、家庭の一族が行くべきなのであり、国

（九六―七一）

家全体が行くべきなのです。（五〇―六三）

我々統一教会は、どのような水準にまでな
天国は、どこから始まるのでしょうか。自

るべきでしょうか。釈迦牟尼よりも立派な人

身が生まれた心情的起源までも否定するとこ

になるべきであり、イエス様や孔子よりも立

ろから始まるのです。それで、修行の道を行

派な人になるべきです。今までの宗教の目的

く人は、独身生活をするのです。しかし、こ

は、個人を救うことでした。しかし統一教会

こには難しい問題があります。再臨主が来て、

は、個人の救いよりも、家庭の救いを目的と
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するのです。統一教会が一般宗教と違う点は、

て、魚の餌になっても有り難いと言えば、そ

これです。救いを目的としますが、家庭を救

れが幸福なのです。そうでしょう。我々には

い、天国に行っても自分一人で行かないのです。

そうすることのできる一瞬があるのに、天下
を救うための求道者の主人であり、神様のひ

統一教会の救済観は、夫は天国に行き、夫

とり子であられるイエス様が、このような環

人は地獄に送ろうというのではありません。

境、天国基地を夢にも見ることができず、

二人とも天国に行こうというのです。母、父

「天国はあなたの心にある」と言いながら、

を地獄に送るのではなく、母、父を連れて、

心で天国を犠牲にしようと歩き回って三年も

息子、娘も連れて、天国に行こうというので

満たせずに十字架に帰られたので、その方の

す。統一教会は、自分が愛する家庭、自分が

生涯が、どれほど孤独であり悲惨かというの

愛する氏族までそっくり連れて、天国に行く

です。

ことができる道理を教える宗教であるために、

イエス様が願った天国が心の天国ならば、

他の宗教とは次元が違います。それゆえ、今

心の天国を越えて環境の天国を築くというこ

までの宗教は、独身生活を強調しましたが、

とは永遠に不可能なのです。家庭天国を越え

統一教会は家庭を重要視するのです。家庭を

て、社会天国を築き、国家天国を築くという

中心として行くのです。その家庭は、世界の

のは永遠に不可能です。世界天国はいつ成さ

ための家庭であり、神様のための家庭です。

れて、天上天国はいつ成し遂げられるのでし

これが統一教会の信徒が行くべき道です。

ょうか。メシヤには、万民を救い、霊界を解

（三四―三五九）

放して、神様を解放させるべき責任があるの
です。このような立場を考えるとき、どれほ

今日、幸福とは何でしょうか。一番最初に

どあきれるでしょうか。イエス様は、十字架

話しましたが、我々人間の本性が、より次元

にくぎ打たれて死んだのは何でもないのです。

の高い未来の幸福の基盤のために前進すると

そこから倒れれば、天の前に面目が立てられ

き、現在暮らしている家庭で幸福の対象者が

ないのです。天国理想、理想社会の覇者とし

誰かというとき、夫には妻であり、妻には夫

て立つようになるから、面目を隠すことがで

であり、父母には子供であり、子供には父母

き、覆ってくれるふろしきがあれば訪ねてい

です。この基地から天国建設が可能なのです。

きたかったのです。百回死んでも、その恥ず

「天国はあなた個人にある」という話はさ

かしさを免れる道がないイエス様の心情を分

れましたが、「天国はあなたの家庭にある」

かる者が、誰かいたかというのです。（一二

という言葉は言えなかったイエス様が、どれ

〇―四八）

ほどかわいそうであり、孤独であられたかを
考えてみてください。それでも、皆さんは家

天国という所は、一人では行けません。天

庭をもち、幸福を謳歌しています。あるとき

国という所は、必ず相対理想を決定づけてこ

は、靴を脱いで、世の中が何だかんだ、国が

そ入るようになっているために、堕落人間が

何だかんだと反対しても、それをけ飛ばして、

天国に入るためには、復帰の歴史、復活の歴

漢江の橋から二人が投身自殺して流れていっ

史、再創造の歴史を経なければなりません。
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皆さんに祝福をしてあげるのは、天国の門を

三) 四位基台と天国

すっかり開けておくことです。祝福は、閉じ
ている天国の門を開けてあげることです。

うちに一緒に暮らす夫と赤ん坊たちと、う

その門から家庭が入るのです。息子、娘を

ちのお母さん、お父さん、おじいさんは、天

もって入らなければならないのです。家庭は、

国を案内する三天使だということを知るべき

すべての実績をもった歴史的な実にならなけ

です。おじいさん、妻、息子、娘なので、三

ればなりません。神様の六千年の復帰歴史が、

天使です。対になっているから、三天使の代

一次アダム、二次アダム、三次アダムの時代

表者たちであることを知るべきです。それで、

を経たので、家庭でも三人の息子を経て、そ

お母さん、お父さんは、おじいさんに習い、

の三人の息子にも相対を立てておかなければ

息子、娘に習うのです。分かりますか。夫は

ならないのです。それで、家庭的に入るので

妻に習い、妻は夫に習うのです。これは事実

す。（一五二―二四〇）

です。これが家庭の伝統です。
結婚とは何でしょうか。女は男に対して知
らなかったことを習うためのものであり、男

二) イエス様と家庭

は女に対して知らなかったことを習うための
神様を中心として、永遠に共に暮らすこと

ものです。これを知るべきです。結婚とは、

ができる愛の家庭を標準として教えてくれた

異性について習うためのプログラムです。そ

宗教が、キリスト教です。神様が人間に会お

れは、学校に入学することが、結婚であると

うとするのも、家庭をつくるためです。人間

いうことを知るべきです。それで、単位も百

の願いがこれです。これ以上の願いはないの

点を取らなければなりません。それでこそ夫

です。

も喜び、妻も喜ぶのです。百点を取らなけれ

イエス様が家庭を成そうとしましたが、そ

ばなりません。そのような話を全部細密に話

のみ旨を成せずに十字架に亡くなりました。

せばいいのでしょうが、時間がありません。

新郎新婦の名前を残して逝かれたのです。そ

皆さんが微動だにできないように話をしたら

れでイエス様は、再び来て小羊の宴をすると

いいでしょうが、時間がありません。

言いました。これは何かというと、神様が安
定し得る理想的な家庭を出現させることです。

息子、娘を生むのは、また息子、娘のため

それによって、イエス様は「真の父母」の立

にすることは、世界を愛することを習うため

場に行くようになるのです。「真の父母」の

です。息子、娘が世界とつながって、未来と

立場から、真の子女を生んで、真の兄弟を成

つながります。息子、娘がいなければ、未来

し、このような真の家庭を中心として、真の

とつながらないのです。未来と世界につなが

氏族と真の民族を成し、新しい民族と新しい

り得る教育の資料として、息子、娘を与えた

国家を形成なさらなければならないのです。

ことを知るべきです。その次には、先祖たち、

これをするために、イエス様は再び来なけれ

おばあさん、おじいさんは、霊界に対する教

ばならないという結論が出てくるのです。

育のためです。おじいさん、おばあさんの前

（三九―三四四）

に孝行をすれば……。霊界にそのシステムが
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できているのです。霊界に対する教育を受け

原理」の創造理想の完成は、四位基台完成だ

るためのものです。これを知るべきです。

と言います。
それがなぜそうでしょうか。神様とアダ

それは何を中心としたものでしょうか。愛

ム・エバを中心として、三段階を経て縦的世

というタイトルのもとに、全部つながります。

界と横的世界が繰り広げられると、四位基台

愛を中心として、全部がつながります。おじ

を成そうとするからです。アダム・エバの息

いさん、おばあさん、夫、妻、息子、娘が、

子、娘がいてこそ、横的な世界が繰り広げら

愛を中心にして全部つながっているのです。

れるのです。このようになれば、縦的な世界

その愛をもてば、霊界にいる千万代の先祖に

が自然的に生じるのです。体を中心としては、

も上がっては下がり、あの後孫にもこの愛だ

体の横的基準が息子、娘であり、心の横的基

けが通じるのです。血管と同様の組織が、霊

準が霊界だというのです。そこで初めて神様

界の組織であり、この宇宙の組織だというこ

が臨在なされることができるために、地上に

とを知るべきです。愛の圏がどれほど素晴ら

天国が実現するのです。（九六―二九）

しいでしょう 7 驚くべきことだ 7 ライト
（right：正しい）?

（はいそうです）。ラ

イトにはマイト（might：権力、力）とパワ

第四節 天国の門と天国入城
一 人間の心門

ー（power：力）という意味もあるのです。
すべては正義に従いたがります。皆さんはど

釈迦牟尼のような方も、神秘的な境地に入

うですか。愛の僕になり、愛の奴隷になるの

って、「天上天下唯我独尊」という言葉を言

が、最大の幸福だという結論が出てきました。

いました。修道しながら精神を統一して、霊

（一三五―一二〇）

的世界に入って神様の前に完全な対象の位置
に入ると「天上天下唯我独尊」という言葉が

復帰といえば、四位基台復帰をいうのです。

可能なのです。先生が世の中をぎゅっとつか

四位基台復帰をするには、父を復帰し、母を

めば、世の中がこの握りこぶしの中で溶ける

復帰し、息子、娘を復帰しなければならない

気持ちがするのです。そのような境地に入る

のです。それゆえ、祝福された皆さんは、夫

ようになれば、奇跡は自動的に生じます。病

婦が完全に復帰されて、息子、娘を生んで、

気を治すのは、自然に信仰生活の付属物とし

堕落しなかった立場に立てておかなければな

てついて回るのです。

りません。そうするためには、新しい伝統を

それゆえ、心門に合わせて、心田を啓発し

ほうり込まなけばなりません。そうしようと

なければならないのです。この心の畑を啓発

すれば、聖人より良くなければならないとい

して、方向基準を開拓するためには、必ず主

うのです。（五八―三五）

体であられる神様を発見すべきです。ところ
で、主体であられる神様は曖昧です。曖昧な

家庭天国を成すところで、初めて神様が理

神様につながるには精神を集中させて、自分

想とする地上天国が落ち着くようになるので

の心から出発する道以外にはないのです。心

す。これが四位基台になるべきです。「統一

から、心を明らかにしておけば、必ず方向を
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知るようになるのです。自然についていくの

た神様が、門を開いてあげなければなりませ

です。皆さんもそれを感じるでしょう。東に

ん。個人が行く門を開くべきであり、家庭が

向かって祈祷をしたのに、神秘の境地に入れ

行く門を開かなければなりません。その次に

ば、方向が変わるのです。そのようなことが

は、氏族が行く門を開かなければなりません。

繰り広げられるのです。それゆえ、心の門が

すべての門がふさがっています。民族が行く

あるのです。

門もふさがりました。国家が行く門もふさが

祈祷は良くできるときもあるし、いくら斎

りました。世界が行く門もふさがりました。

戒沐浴をし精誠を捧げても、できないときが

これをみな開いておかなければなりません。

あります。部屋によって、また部屋の位置に

レバレンド・ムーンが、統一教会の家庭を通

よっても違います。一つの中心には東西南北

じて門を開こうとするのです。

があるために、その位置によって違うのです。
また、方向によって違うのです。山に行って

神様は、もっと大きなものを探すために、

も、祈祷が良くできる所もあります。また、

小さいものを準備してくる作戦をします。個

サタンが集まっている所もあります。それは

人から家庭、氏族、民族、国家、世界、その

陰地です。陰地と陽地は、霊的にそのように

次に天宙、霊界までも、地獄と天国にふさが

なっているのです。何回か体験すれば、その

っています。これが、誰のためにそのように

ようなことがみな分かります。

なりましたか。アダム・エバが真なる父母に

すべての暗示や夢のお告げや、啓示や黙示

なっていたなら、これが一つの世界になった

が繰り広げられるのは、人間と神様との関係

のに、堕落して偽りの父母が生じることによ

を結ぶために広がる、開拓的で発展的な不可

って、地獄と天国がふさがるようになったの

避の現象であるために、これをおろそかにせ

です。

ず、生活に適用できるよう努力しなければな

この歴史的な恨みの塀を、誰が克服してし
まうべきでしょうか。真の御父母様が克服し

りません。
そのために皆さんは、心の門を開いて、心

てしまうべきです。そのことは、国の王権を

の畑を啓発することを今までしてきているの

もち、宝座でするのではありません。人類が

です。心の畑が啓発される場合には、それで

地上の地獄に暮らしていて、霊人たちが霊界

終わるのではなく、それを相対的な世界に適

の地獄で苦痛を受けているから、地上地獄の

用させることができなければならないのです。

門と天上地獄の門をすべて開いて、地上の個

（七六―一四三）

人から国家と世界を連結させ、その次に、地
上から天上世界まで通じ得るように道をつな

二 開天門とは何か

げなければなりません。ハイウェイをつなげ

一) 開天門すべき理由

なければなりません。主流と通じることがで
きる、たった一つの道としてつなげなければ

なぜ、開天門があるようになったのでしょ

なりません。それで、皆さんの心と体が一つ

うか。アダムとエバが失敗しましたが、すべ

になり、一つになった基準で家庭を経て、氏

ての責任を神様がもったのです。責任をもっ

族を経て、民族と国家、世界を越えて、天上
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世界に行ってもふさぐ塀があってはいけませ

と思います。分別のなかったころに出会って、

ん。みな克服してしまうべきです。

その時から平行線で上がってくる人生でした。

最後の問題は、ふさがっている霊的な地獄

そのように生きたために、基準がだんだん上

の門と天国の門を開くことです。地上地獄の

がってきているのです。その前には、心情の

門を開き、天上地獄の門を開かずしては、天

深い谷は体験できなかったでしょう。ダンベ

国に入ることはできません。地獄に勝った人

リーによって別れてみたから、先生の貴い価

だけが天国に行くことができます。何によっ

値を知るようになったのです。女性が、夫に

て勝つべきでしょうか。祈祷で勝つことがで

対して、その孤独な事情がどうであるかとい

きるのではありません。神様の愛をもって勝

うことを知ることができたのです。

つべきです。そうせずしては、天国に入れな

それで、二月一日を期して、天上世界と地

いために、レバレンド・ムーンは神様の愛を

獄の門を開く式をするようになったのです。

中心として地上を経て、天上世界の地獄の門

今は、駄目なのです。極と極の立場に立てて

まで開いて、地上から天上まで行ける道を築

おいてこれをつなげ得る立場でだけ、初めて

いておきました。国際平和高速道路という言

一つの解決点が生じるのです。霊界と肉界を

葉も、それで出てきました。ふさがった塀を

つなぐのです。一九八五年二月一日午前三時

壊してしまうのです。

（アメリカ時間）ダンベリーとイースト・ガ

イエス様が、天国の王子、ひとり子の権威

ーデンで、そのような基準を立てたのです。

をもつことができたのは、サタン世界だけを
愛したのではなく、霊界まで愛したためです。

神様の心をもって、愛の力がつながり得る

霊的世界も塀でふさがっています。これを

ことを、皆さんがしなければいけません。ず

全部、より高い神様の心情を通じて払いのけ

うずうしい責任者になって、神様が救ってあ

ておかなければなりません。天上世界の高い

げるべき立場で行こうとするのか、この垂直

宝座から、存在する塀を壊してしまい、逆さ

線から行こうとするのか。

まに下りてこなければなりません。何万年の

天性に向かって行く道は、男と女が一つに

我々の先祖の塀から、その次に何千年の我々

なって行くべきですが、どこで一つになるの

先祖の塀、何百年のこの時代の塀、今何年前

でしょうか。軸で一つになるべきなのです。

に行ったすべての人たちの塀まで、全部壊し、

軸で一つになって、軸に従っていかなければ

地上のすべての塀を壊して、これを地獄まで

なりません。上がっていくときは、軸に向か

つなげることができる道を築かなければ、開

って上がっていくべきであり、下がっていく

天門がなされないのです。（一四〇―四三）

ときも、軸に向かって下がっていくべきなの
です。そのような道を、家庭を中心として、
氏族圏、民族圏、国家圏、世界圏まで蕩減復

二) 開天門の始原

帰の原則により、誰でもが行かなければなら
今回、先生が有り難く思うのは、お母様で

ないのです。誰でも、そのような道を経なけ

す。お母様は先生がダンベリーにいる間、た

ればなりません。なぜなら、堕落圏にいるた

びたび深い次元の心情的谷を経験しただろう

めです。（一三六―四七）
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先生は一生の間、怨讐を愛することをしま

お父さんが地獄へ行き、お母さんが天国に

した。個人段階からそのことをし、家庭段階

行っては、それが何の天国ですか。父母は天

でそのことをし、氏族、民族、国家、世界段

国に行って、子供が地獄に行けば、それが何

階、その次に天宙段階までそのことをしまし

の天国かというのです。天国は、父母と子女、

た。ダンベリーになぜ入ったのでしょうか。

氏族、民族、国家がみな入る天の国です。

霊界と肉界が塀でふさがっています。堕落し

人類が偽りの父母として出発したので、天

た父母によってもつれてしまったものを解く

国の門を開いて入るには、「真の父母」が出

ためには、霊界と地獄に道を築いておかなけ

てこなければなりません。神様も、自ら天国

ればならなかったのです。

の門を開くことができません。神様が自ら天
国の門を開くことができるなら、そのような

一九八五年二月一日午前三時を期して、お

能力がある方が、なぜしないでしょうか。堕

母さんと特別祈祷をすることによって、その

落は、人間がしたために、罪を犯した人間が

ような条件を立てました。その時から、地獄

罰を受けなければなりません。人間が天国を

のすべての塀が崩れて、誰でも努力すれば、

失ってしまったから、人間が探さなければな

天上世界に上がることができる道が生じまし

らないのです。それで六千年もかかったので

た。また、霊界において自分の親戚たちの中

す。

で善の霊がいれば、地獄に来て教育をして、

では、天国を開門するためには、どのよう

率いていくこともできるようになりました。

にすべきでしょうか。僕の僕の立場にいる人

霊界の救世主の役割が始まったのです。救世

を、養子として直系の息子と因縁を結ぶよう

主の役割が霊界にはなく、この地にだけあっ

にして、その直系の息子に絶対服従させなけ

たのに、このような道を築いてあげることに

ればなりません。ここにおける直系の息子と

よって、あの世の善の霊たちが地獄にいる悪

は誰かというと、堕落する前のアダムです。

の霊たちを教育して、善の先祖が救世主の役

また、養子は誰かというと、堕落する前の天

割をしながら、発展して上がることができる

使長です。本来、養子は僕の立場なので、愛

道が開かれるようになりました。（一三六―

することができません。（四二―二八六）

一八七）
堕落しなかったなら、霊界に行った人たち
が、神様の愛と「真の父母」の愛の核につな

三) 真の父母と天国の門

がって天国に入るでしょうが、歴史始まって
統一教会の使命とは何でしょうか。統一教

以来、そのような因縁をもてなかったために、

会は、過去の宗教とは異なり、個人的な救い

天国行きが全部保留になりました。どこで保

だけを願う宗教ではありません。堕落しなか

留になったかというと、地獄で保留になり、

った本然の理想世界を願う宗教です。本然の

その次には楽園で保留になっています。それ

理想世界は、完成した人間が、神様の愛の中

ゆえ、天国は空いているのです。

で夫婦の因縁を結んで、息子、娘を生んで天
国に行く所を言います。

天国には誰が先に入るべきかというと、
「真の父母」が先に入らなければなりません。
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「天国は空いている」と言えば、レバレン

ようになれば、神様の愛の圏を中心として、

ド・ムーンを見て「ばかげた話をする」と言

一つになった立場で、人類を愛することがで

うでしょうが、イエス様も天国に入れません

きるので、自分はサタン世界とは関係ない立

でした。天国は一人では入れません。人間の

場に立つのです。

先祖が、思春期を過ごし、神様を中心とした

その代表的な方が真の父という方であり、

愛の理想をなして生き、真なる愛の種を残し

真の母という方です。「真の父母」を愛する

て父母になり、先に入るべき所が天国です。

以上の心をもって人類を愛せば、万事がＯＫ

しかしまだ、神様の愛を中心として、父母と

です。天上地獄の門も開いて、地上地獄の門

してこの地上に愛の種を残した父母がなく、

も開くのです。そのような人になるところは、

そのような後孫を残した基盤が生じなかった

どこでもハイウェイです。その代わりに、ガ

ために、天国は空いているのです。

ソリン代は皆さんが出さなければなりません。
本然の世界では、天国に行く道は、真の御

天国に行くには、地獄を経なければなりま
せん。天国に行くには、地獄に勝たなければ

父母様が導くのではなく、天使たちが導くの
です。

なりません。地獄に勝った人が、天国に行く

真の御父母様が皆さんを導くのは、原理で

のです。地獄を越えて、天国に入る道端にと

はないということを知らなければなりません。

どまっている所が楽園です。

真の御父母様が道を築いておいたから、真の

人類を一人の男と一人の女として見なさい

御父母様を愛すれば、この道をついていくよ

というのです。四十億の人類がいるなら、

うになっています。今、その道についていき

「四十億の人類の半分である二十億の人類は

ながら、真の御父母様を愛する立場に立って、

男であり、二十億の人類は女である。二十億

人類を真の御父母様以上愛するようになれば、

個の細胞をもった男が生まれ、二十億個の細

皆さんが行く道は、万事が都合よく運びます。

胞をもった女が生まれた。私は、これを愛す

ふさがる道がなく、小道がないのです。です

る」と、このように考えなさいというのです。

から、皆さんは地上から天国まで直行するこ

四十億の人類を植えて、アダムの再創造とエ

とができるのです。（拍手）
世の中を眺めれば、二人、男と女がいます。

バの再創造の役事をするのです。
その言葉はどういう意味かというと、二十

父母様の愛する心をもって、皆さんはサタン

億の人類の中から、初愛をすることができる

圏を超越した心情圏に入るのです。父母様の

一人の男性を選び、二十億の人類の中から、

前に引っ掛かる条件があれば、皆さんはまた

初愛をもって結ばれ得る一人の女性を選び出

行かなければなりません。それで、先生が一

すためのものなので、このような代表者を二

生を経て、父母の立場で子女たちが行くべき

十億の人類の愛の実として見るのです。それ

道を、責任をもってみな築いたのです。

で、「二十億の人類の愛の実になる実体を、

皆さんが父母様を愛する心で、人類を愛す

自分を生んでくれたお母さん、お父さんより

る立場にあるなら、皆さんは、「真の父母」

も、もっと愛し、四十億の人類を自分のお母

と一つになって水平線に立つようになります。

さん、お父さんより、もっと愛する」という

そうなれば、堕落した心情圏は下になるので、
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サタンが皆さんに触れることはできません。

か知るべきです。サタンと神様が、人間の責

皆さんは、天国に直通することができるので

任分担の遂行可否について、「これは、あな

す。そのようなことを始めるためのものが、

たのものであり、これは私のものである」と

開天門の日の宣布です。（一四〇―四五）

分けています。人間は責任分担を果たせなけ
れば、神様のものになれません。サタンが、
「これは私のものだ」と主張します。

四) 開天門に先立つ我々の姿勢

皆さんが、神様の愛、夫婦の理想的な愛、
「真の父母」が地上にハイウェイをつくっ

子女の理想的な愛を慕いながら責任分担を果

ておき、天上において勝利の覇権をもたらし

たすようになっているのであって、「お金が

て伝授してあげたから、伝授してあげたその

必要で、何が必要だ、知識教育しなければな

立場で、体と心に神様の愛の根を張り「真の

らない」と、このような言葉を言いながら責

父母」と一つになることによって、サタンは

任分担を果たすようになっていないのです。

皆さんを離していくことができないのです。

天国に入ろうとすれば、門番が責任分担を

そうなれば、皆さんはどのようになるので

尋ねるのです。「あなたの責任分担を果たし

しょうか。「真の父母」と世界のために代表

ましたか」と。堕落した世界には、絶対天国

として、カインの息子、娘を救ってあげる蕩

に行く人はいないのです。それゆえ神様は、

減復帰の役事をしたから、皆さんも「真の父

アダム、イエス様の時代を経て、再臨時代を

母」を愛する以上の心情をもって、世界を愛

迎え、三次アダムを立てて、責任分担基準を

したというようになれば、皆さんが地上世界

撃破するための運動をしてくるのです。

や天上世界に行く道を、邪となったものが妨

今、すべての宗教人たちが、宗教を信じる

げることはできないのです。皆さんが地上か

のは、全部天国に行くための責任分担を果た

ら出発して、世界を越えて、天上世界、天国

そうということです。責任分担についてサタ

にまで直行することができるのです。しかし、

ンは、すべての宗教人たちを一遍に燃やして

そのようにできないときは、皆さんの行く道

祭物として捧げても、責任分担というものを

が、幾重にも重なった大きな山と険しい峰に

人類の前に出してやることができないと考え

なります。これを先生が知ったために、今ま

るのですが、神様は、この宗教人たちを犠牲

で命を捧げて準備して、今日皆さんに開天門

にする恨があっても、責任分担を探してこな

の日の記念に参席することができる特権を与

ければならないと思うのです。（一四九―三

えたから、どうか、そのような心情圏をなし

二三）

て、皆さんが無事通過することができる勝利
者になることを願います。（一四〇―六二）

四 天国と地獄は自身が選択する

信仰生活をしながら、我々は不平を言って

三 責任分担を通じた天国行き

はいけません。不平を言える内容がありませ
皆さんは、今どこにいますか。自分の位置

ん。喜ばなければなりません。涙を流しなが

を知るべきです。皆さん自身が、どこにいる

らも、喜んで行かなければなりません。涙を
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流しながら、笑って行くべきなのです。この

二 永生と地上生活の重要性

ように教えてあげましたが、それをどうしま
地上の生活と霊界の生活とは、別々ではあ

すか。しなければ、できません。神様もでき

りません。地上の生活も重要であり、霊界の

ません。先生もできないのです。

生活も重要です。霊界の生活は、地上生活か
それゆえ、天国に行き、地獄に行くのは、

らつながるという、そのことです。二つとも

自身が決定するのです。レバレンド・ムーン

重要ですが、今日この地に生きる人たちは、

が決定するのではなく、神様が決定するので

永生の概念が分かりません。この地の生活が

はなく、自分が決定するのです。不平を言え

重要だと思っているのです。これが問題なの

ば地獄であり、不平を言うところを感謝して

です。我々統一教会員にも、現在の生活が永

いけば、天国なのです。（九六―一二二）

生を保障する基盤であるということを知らな
い人がたくさんいます。
それゆえ、「永生は今からだ」という天国

天国へは、誰かが教えてあげて行くように
なっていません。良心的に生きる人は、自動

観を設定した基盤上に、永遠の生命のために、

的に行くようになっている所が天国です。太

自分が生きるという、その重要性をいつでも

陽の光が差せば、すべての木の芽は太陽に向

感じなさいというのです。これを知らなけれ

かいます。草木までも、自ら方向性をもって

ば、他のことをするのです。今自分がするす

回るのに、まして万物の霊長である人間が、

べてのことで、永生の価値が決定するという

自分の行くべき道を知らないはずがないので

ことです。
地上世界と霊界は、互いに見つめ合って動

す。このような現象が起こるのです。（七五

きます。地上世界が上がれば霊界も上がり、

―四二）

地上世界が下がれば霊界も下がります。一方
が回れば、他方も同様に回ります。それで、
第五節 天国と地獄に関係した指示のみ言

現世においてそれを実感して、永生にプラス

一 天国、地獄観設定

させる生活をしなければなりません。永生と
現世は分かれないのです。天国と地獄を明ら

自分の家庭を中心に、氏族圏を復帰するこ

かにしなければ、それが分かりません。永生

とは、メシヤの使命です。このような氏族的

と地上生活の重要性を感じながら、働きなさ

メシヤの使命を果たすことによって、天国、

いというのです。それは、誰も面倒を見てく

地獄観を設定し、「そこに行けば天国であり、

れる人がいません。誰よりも自分自身が、神

ここに行けば地獄である」ということをはっ

様をよく知っているのです。そのようになれ

きりと分別して、地獄側に行かず、他の人も

ば、皆さんが進んでいくときは天運が抱擁し、

行かないようにしなければなりません。氏族

その村を離れれば、その村の人たちが、「あ

がそのようになった場合には、その周辺の多

の人はどこに行ったか。何日間見ないけれど、

くの氏族、町もみな追いかけてこざるを得な

どのようになったのか。朝晩に聞いたその声

いのです。

が懐かしい 7」と言いながら探すようになる
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のです。そのようにならざるを得ません。天

る立場で祭物になっていたなら、再臨する必

運が共にあるために、良心をもった人は、自

要はありません。完全に捧げられませんでし

動的にその方向に、鉄粉が磁石にくっ付くよ

た。半分しか捧げられませんでした。体は失

うに、すべての生命が光を向けるのと同じで、

ってしまい、霊だけ捧げられました。これで

合わさるのです。

は、霊界の天使世界と似たり寄ったりです。

先生がいなければいけません。日本人も、

それゆえ、キリスト教を信じていく人たち

韓国人も、アメリカ人も同じです。なぜそう

は、天国に入れず、楽園級以下の霊界に行っ

なのでしょうか。永生の観念は、一致化させ

て待つのです。楽園級以下の霊界は、天使長

ようとする主体があるべきだからです。それ

が支配する霊界、すなわち天使長圏に該当す

を、すべての地上的な標準、永遠の標準にす

るのです。それゆえ霊界で勝利圏を保障され

ることができます。それは、最も重要なこと

るためには、地上に勝利圏をつくっておかな

なのです。（二一七―八四）

ければなりません。それを継承させるのが、
神様のみ旨であり、イエス様が生まれて死ん
だみ旨であるために、キリスト教は霊界の勝

第五章 メシヤと霊界

利圏と地上の勝利圏を一遍に探して立てて、
天使長圏を継承しなければならないのです。

第一節 イエス様と霊界

これがキリスト教の使命です。キリスト教で
イエス様は、洗礼ヨハネの使命を果たす路

は、実体的完成があり得ません。霊的完成だ

程で、十字架を背負って亡くなられました。

けがあるのです。それゆえキリスト教は、霊

それで、息子の使命を果たすことができませ

界を主にして来たのです。

んでした。イエス様は亡くなられたのち、今

再び来られる主は、霊界の天使長圏を屈服

までどんなことをされたかというと、天使長

させ得る権限をもたなければなりません。そ

を探されたのです。天使長を探した次には、

れがなくては、地上での出発を見ることがで

息子の道を行かなければならないのです。そ

きないのです。再び来られる主は、洗礼ヨハ

れゆえ人間は、僕として行くべき道と、養子

ネから継承されたのと同様に、霊界で勝利し

が行くべき道を探すのです。イエス様は、直

たイエス様以下の霊的世界全体を継承される

系の息子の使命を果たせなかったのです。天

立場で来なければなりません。言い換えれば、

使長の道、僕の道、養子の道を行ったのです。

イエス様が洗礼ヨハネから継承されたものと

それゆえ、イエス様を信じても、せいぜい

同様に……。洗礼ヨハネが、イエス様に霊的

養子にしかなれないのです。この養子は、血

な継承はしましたが、その約束どおりには実

筋が違う立場にあるカインと同じ存在です。

践できなくて、分かれました。それで、これ

今まで摂理歴史は、その血筋をつなげるため

を再度なすために、キリスト教を立ててきた

の戦いをしてきているのです。

のです。（四七―一五七）

イエス様は、十字架で息子として死んだの
ではありません。イエス様が霊と肉が一つに

イエス様は、この地で十字架に亡くなった

なった息子の立場で、神様に勝利をお返しす

ことだけでも無念なのに、死んで三日間地獄
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に行っていました。それが試験です。人間に

このように、メシヤと共に霊界を全部開い

は、死が最高の恐怖なのに、イエス様には、

ていくのです。これをなすには、地で相対的

地獄に行くことが最高の恐怖だというのです。

関係がなされなければならないのです。です

ではイエス様は、その地獄で恐怖の主人にな

から、メシヤの個人時代があり、家庭時代が

ったか、でなければ幸福の主人になったでし

あり、氏族時代があり、世界時代があります。

ょうか。イエス様は地獄に行って、三日間、

これが、霊界までつながるのです。地で個人

苦痛を克服するための試練がありました。

の勝利基盤、家庭の勝利基盤、氏族の勝利基

（三四―一四四）

盤、民族の勝利基盤、国家の勝利基盤、世界
の勝利基盤まで築かなければなりません。こ

神様は公平であられるので、メシヤは平等

のために、すべての霊界を地上に動員するの

な思想をもって訪ねてこられるのです。メシ

です。中心を探していくためには、メシヤが

ヤは、堕落した人間を全部救うための救い主

世の中に来て、苦労しながら行かなければな

として来るために、どんな人間にも公平に対

りません。苦労しながら個人、家庭、氏族、

してくれます。公平な目的と、公平な時代的

民族、国家、世界を順番に復帰しなければな

環境をもって来ます。それゆえメシヤと一つ

りません。それで今、人々が一つの目的点を、

になる人は、メシヤの弟子になることができ

一つの世界を探して入るようになります。

ます。

（九一―二七八）

メシヤは、人間世界の一番底の地獄から、
一番栄光の立場まで行くという言葉が成立し

第二節 再臨主と霊界

ます。人類の救いのために生命を差し出して、
行かない所がないという結論が出てきます。

再臨主は、第三イスラエルだけではなく、

このような原理で見ると、メシヤが雲に乗

第一、第二イスラエルの先祖として来なけれ

って空中に来るというのは、全く荒唐無稽な

ばなりません。統一教会員は、イエス様当時

ことです。真っ赤なうそです。そのように言

の第一イスラエルが疑ったのと同じ立場を越

う人は、霊界に対して何も分からない人です。

えて、父の心情を通じて、父の腹の中にある

先生の教えることが事実であるか否か、霊界

子女のような立場に立つべきです。

に行ってみなさいというのです。死んでみれ

再臨主は、霊界を収拾しなければなりませ

ば分かります。メシヤは、そのような公式に

ん。霊界を収拾することによって、第一イス

よって動きます。

ラエルを立てた基台の上から出発しなければ

なぜ、霊人たちが人間の世の中と接しよう

なりません。霊界にいる人たちは、「真の父

とするのでしょうか。これが今まで分かりま

母」と因縁をもつことができないので、この

せんでした。それが、なぜそうですか。地で

過程を経なければなりません。霊界には十二

解決しなければ完成の道を解決できないため

支派型がありますが、第二イスラエルになる

に、そうなのです。優れた人も、劣った人も、

べきキリスト教は、支派を編成する中心を失

この法度にみな引っ掛かっているのです。

いました。ゆえに、統一の理念を立てて、支
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派編成をしなければなりません。（一〇―二

を中心として、このサタン世界に永遠に存在

一八）

させるための一つの決定的な線が引かれまし
た。これを断つ道はありません。

神様は無形なので、霊界に行っても見えま

では、「真の父母」とは何でしょうか。こ

せん。それゆえ神様は、体をもった父になら

のような基盤から、上がれば上がるほど、だ

なければならないのです。体をもった父にな

んだん大きいことを教えてくれるのです。天

ることによって、無形と有形が一つになるの

国、永遠の国に行って拍子が合うように、呼

です。それは、宇宙が一つになることを象徴

吸に支障がないように教えるのです。肉身の

します。

父母から教育を受ける人が霊界に行けば、す

神様は、体をまとうために、アダム・エバ

べて壁のようなコーナーに行って、とどまっ

を造りました。体をまとえるようにすること

ていなければなりません。振り返って見れば、

は、愛だけが可能なのです。愛があってこそ、

全部自分を否定して、犠牲になるという人た

神様の形状に似た体を備えるようになります。

ちだけなので、窒息するほどなのです。

神様が、アダムとエバが神様の体を備えれば、

誰がこれをつくったのでしょうか。サタン

彼らの心の中に神様がいらっしゃって、地上

がつくりました。それで、「真の父母」が来

世界と無形世界を統治するというのです。神

て解放してくれるのを願っています。それを

様の王宮を造るのです。神様の王宮は、愛の

解放するには、そのまま解いてはいけません。

王宮だというのです。愛を中心としてのみ、

反対に解かなければなりません。（一二九―

霊と肉が合わさるようになるのであって、他

九九）

のものをもってしては合わさることができま
神様に帰るには、三次元の世界である霊界

せん。（一四三―九三）

の訓練までも受けなければなりません。霊界
を愛し、霊界と一つになる訓練場所が、神様
第三節 「真の父母」と霊界

を愛して、「真の父母」を愛する場所です。

一 肉身の父母と「真の父母」の違い

この地上で「真の父母」として霊界と実体世
界に神様をつなげる使命を果たすために、メ

肉身の父母と「真の父母」は、愛に対する
概念が違います。肉身の父母は、肉身を中心
とした愛を教えてくれて、「真の父母」は、
霊的な世界を中心とした真の愛を教えてくれ

シヤが来るようになります。メシヤの使命は、
それしかないのです。
メシヤは本当に我々を愛し、その誰よりも
我々のためにしているのです。
メシヤ、すなわち「真の父母」がこの地に

ます。
肉身の父母だけでいいのに、「真の父母」

来る前までは、霊界が全部分かれていました。

がなぜ必要ですか。堕落したためです。今ま

世の中が一つになっていないのと同じです。

で堕落した父母は大きなものをみな取ってし

このように多い塀を、「真の父母」が実体を

まって、自分を中心として絶えず下っていく

もって全部崩していくのです。そうしてこそ

ことを教えてくれました。それで、父母の愛

通じるのです。それで「真の父母」は、肉身
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世界だけでなく、神様に代わって霊界を代表

てでしょうか。「真の父母」です。神様の心

するのです。

情で、霊界の軸と地上の軸が「真の父母」と

初めて「真の父母」に侍り絶対愛すること

一つにならなければなりません。霊界でも地

によって、霊界と通じる道を築くことができ

上でも「真の父母」というのは、中心から抜

るのです。メシヤの前に絶対服従することに

くことはできません。

よって、霊界のある霊人にも絶対服従したと

悪なる父母が生じることによって、横的な

いう条件を立て、神様の命令の前に絶対服従

面で戦いが起こり、二つに分かれました。ま

したという条件を立てるようになるというの

た、縦的な善の神と、悪の神の世界に分かれ

です。神様の代身である「真の父母」に絶対

ました。偽りの父母が生じ、このようになっ

服従すべきだというのです。それはなぜ、そ

たので、ここに「真の父母」が来ることによ

うすべきなのでしょうか。天国の民と一つに

って、これらが授け受けするのです。偽りの

なり得る伝統を立てるためです。

父母によって堕落が生じたので、これに対峙

「真の父母」になぜ侍らなければならない

するためには「真の父母」が出てこなければ

のでしょうか。「真の父母」が、霊界と神様

なりません。真が出てこなければならないの

を代表するためです。その次に、第一父母、

です。（一四九―二七九）

第二父母、第三父母が心情的絆を結び、愛の
中に結んでおく心情的勝利圏に同参できる資

三 「真の父母」中心

格を得るためです。（一〇五―一一二）
民主世界は右翼を代表し、共産世界は左翼
を代表します。これらが今崩れています。ア

二 「真の父母」が軸である

メリカも同じです。両世界には中心がありま
真なる父母がどこにいて、真なる兄弟がど

せん。今必要なのは、頭翼思想と神主義です。

こにいて、真なる家庭がどこにあり、真なる

どんな人道主義も、神様の前に立ち上がるこ

社会がどこにあり、真なる国家がどこにあり、

とはできません。神様だけが絶対的であり、

真なる世界がどこにあるのでしょうか。ここ

永遠のセンターです。頭翼思想だけが、全人

になければ、不幸の中から出て、不幸の中に

類の中心になり得ます。

行く人生ですが、これが本然の人生の道では

「真の父母」は、真の霊界と肉界の中心に

ありません。それゆえ、真を探し、身もだえ

なります。頭翼思想と神主義は真の愛を中心

してもがくのが我々の人生です。これは、今

として見るとき、すべて同様の概念です。

まで宗教や哲学を動員して、いくら解決しよ

（二〇五―二六三）

うとしても解決できないのです。これを人間
の力で解決することはできません。（一五五

「真の父母」を必要とする限界線とはどこ
でしょうか。これには限界線がありません。

―二八二）

世の中もそうであり、霊界もそうであり、ど
我々は、「真の父母」と世界を一つにしな

こでも永遠なのです。ですが、アメリカの大

ければならないというのです。何を中心とし

統領の限界線とはどこでしょうか。四年から
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八年後になれば、転がり落ちます。しかし、

様と、再び一つになることができ、分かれた

「真の父母」は転がり落ちません。限界線が

二つの境界線が一致し得る一つの起点になり

違います。アメリカの大統領は、四年から八

ます。蕩減の祭物の立場に立たれた方とは誰

年にさえなれば、ふろしきを包まなければな

でしょうか。「真の父母」なのです。

りませんが、「真の父母」はそのようになっ
ていません。

我々が切迫して神様を呼ぶとき、神様が千
年の事情をみな忘れて、自分と因縁を結ぶこ

この地上世界だけが真の御父母様を必要と

とができる立場があるなら、その立場は世の

するのではなく、霊界も同じです。どうして

中のいかなるものとも換えられない立場です。

でしょうか。そこには、地上で愛をもって暮

救いが必要な我々自身において、父と共に

らした人が行って宮殿をつくらなければなら

いることができるたった一つの因縁、神様と

ないのに、人がいないのです。愛の宮殿は神

共にいることができず、神様と因縁を結ぶこ

様もつくれずに、霊界の人もつくれないので

とができない人類が、自由な環境で神様と因

す。真の御父母様がつくらなければなりませ

縁を結ぶことができるよう神様が送ってくだ

ん。

さった方が、「真の父母」です。

霊界において、愛の宮殿は「真の父母」か

では、「真の父母」を自身に無条件の因縁

ら始まるのです。霊界に宮殿があっても、

を結んでくださった神様に、何をもって感謝

「真の父母」が行って「ここを宮殿にしま

しますか。皆さんは、どれほど感謝を捧げま

す」と言って宣布すれば、それを中心として

したか。そして、皆さんが救われるようにし

全霊界が落ち着くのです。そのような責任が

てくれた、その恵みに対して、歓喜で和合し

残っているために、霊界でも「真の父母」を絶

ながら勝利を誓わなければならない自身であ

対に必要としています。（二〇五―一五五）

るということを、どれほど考えてみましたか。
無限の希望をもって、無窮の価値をもって、

四 「真の父母」と結ばれた因縁の強度

再出発するという考えを、どれほどしてみま
したか。これが問題です。

「真の父母」は、人類が探すべき真なる父

息子、娘を探してこられた歴史的な願いが、

母です。その「真の父母」がいることによっ

「真の父母」を通じてなされるということを

て、真なる善が成立するのです。「真の父

御存じの神様が、その「真の父母」をどれほ

母」とは、どんな方でしょうか。父と共に行

ど憧れてこられたか 7 それなのに、「真の

くことができる一つの足場になる方です。

父母」を憧れる基準と、死亡世界で救いを憧

「真の父母」は、人間と神様との間隔とくぼみ

れる我々の基準を比較してみるなら、我々は

を埋めるための一つの祭壇であり、死亡世界を

「真の父母」を神様よりもっと貴重に思って、

越え得る橋だと言うことができるでしょう。

神様よりもっと貴く思って、神様よりもっと

その立場は、神様と自分が共にいることが
できる立場であり、神様と父子の因縁を結ぶ
ことができ、神様と一体をなし得る一つの焦
点です。すなわち、堕落によって分かれた神

価値あるように感じるべきなのに、今までそ
うできませんでした。
人間が「真の父母」と共にいることができ、
「真の父母」と因縁を結ぶことができ、「真
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の父母」と再会することができる立場を、神

供の間の因縁が実現することによって、世界

様がどれほど期待なさるでしょうか。そのよ

は新しい出発をすることができるのです。

うな立場に自分が行き、「そのような勝利の

「真の父母」と皆さんの因縁は、どんな剣

基盤を自分が築こう」と言えなければなりま

や、権力をもっても断つことができず、サタ

せん。どんな困難があっても克服し、その成

ンの力でも断つことができません。なぜでし

果を自分の生涯の価値を左右する転換点とし

ょうか。この因縁は、今日のすべての問題を

て、また、その因縁を自分の生涯の原動力に

突破して、人間たちを救うことができる勝利

しようと、どれほど誓うかが重要です。この

の特権をもっている因縁であり、人間たちが

ように見るとき、我々がどれほど偽りであり、

歴史的に願ってきた力が結集している本拠地

流れていく風の便りのように落ちつ着かず、

であるためです。ある一時代的な力を結集さ

彷徨するのかを悟らなければなりません。

せては、歴史的な力が結集したこの関係を断

神様と共にいることができる自分になって

つことができないのです。このように、すべ

いるのでしょうか。そうではありません。救

ての悪を除去して、新しい因縁を備えて、勝

い主が必要なのです。救い主は、どのような

利のための出発点に神様が歴史的な祭物とし

方でしょうか。「真の父母」の因縁を備えた

て立てた方が、「真の父母」です。

方です。このように見るとき、この「真の父

神様が深刻な立場にいらっしゃるならば、

母」の因縁とは、どれほど驚くべき因縁です

自分も深刻な事情にいるべきです。父の事情

か。「真の父母」によって、自分の真なる一

が、自分の事情として感じられなければなら

生が始まるのであり、新しい生命が因縁づけ

ないのです。子供の道理を果たし、神様を慰

られるのです。この生命の因縁によって、新

めてさしあげる人がこの地に出てこなくては、

しい家庭が出発するのです。新しい社会と国

歴史的な問題を解決する道はありません。

家と世界が出発するのです。そして、二千年

我々は、限りなく難しい立場に立っても、

のすべての生死の道を解決する勝利の与件が

神様の同情を願うのではなく、神様に同情し

備えられるという事実を、悟らなければなり

てさしあげるべきです。そのような因縁に従

ません。

ってきた歴史の結晶体が、イエス様でした。

そこには自分がないのです。神様は、堕落

ですが、イエス様がみ旨を成せなかったため

した世界を救うために受難の道を歩まなけれ

に、再び来られる主が、そのみ旨を成さなけ

ばならない方ではありません。堕落した世界

ればなりません。再び来られる主も、その道

に対すべき神様ではありません。神様は真の

を行かなければなりません。「真の父母」は、

愛の因縁をもって出てこられる方です。新し

歴史的な希望の集約体です。神様が、全体に

い希望と、新しい復帰の基盤を備えて来られ

代わる歴史的な実体として立てた方が、「真

る方です。そのような立場で、神様と自分の

の父母」なのです。

因縁が結ばれるのです。四方が一致し得る因

「真の父母」との因縁には、霊界からでは

縁が、一つの起点からつながって、死亡の世

なく、地上からつながらなければなりません。

界を爆破して、新しい光明の天地の基盤をも

「真の父母」は、実体を備えて地上に来られ

つようになるのです。このように、父母と子

るため、自分が呼べば答えてもらうことがで
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き、自分が難しい立場にあれば、同情しても

皆さん、今四十を越えて五十になった人が

らうことができるのです。このように平面的

多いけれど、「それまで何をしたでしょう

な途上で「真の父母」に会うことができると

か」と聞くならば、何と答えますか。十年、

いうことは、人間たちにとってどれほど幸福

二十年以内に死ぬかもしれません。死を前に

なことか分かりません。

したとき、み旨を知り歩んできた過程を振り
返り、私が、悪魔の後孫として残った世界人

神様は、今までどんな困難があっても、そ

類を復帰する責任を果たせないことによって、

れを克服して、決定的な勝利を収めようとさ

神様がまだ落ち着けず、僕のように恨めしい

れました。ここで、自分が勝利の王者になる

仮面を脱げなかったと考えるとき、霊界に行

か、なれないかということが問題です。その

ってどのように顔を上げるでしょうか。どの

心情に一体となって、「離そうとしても離す

ようにそこへ行って、自分の姿勢を備えて回

ことができない自身になった」と言えなけれ

ることができ、どのように暮らしていくべき

ばなりません。言い換えれば、神様と共にい

でしょうか。ただとどまっていなければなら

るという信念、「真の父母」と共にいるとい

ないのであり、そうでなければ、白日のもと

う信念が、生涯路程の軸にならなければなり

に一〇〇パーセントがあらわになるのです。

ません。それで、我々が行く方向で動揺がな
く、千年、万年持ちこたえ得る自我になって
こそ、地上天国と天上天国がつながるのです。

霊界に行かないということはありません。み
な行くべきです。何をもって行くでしょうか。

すなわち、天上の主人として臨むのであり、
地上の主人として臨むのです。ここで初めて、
天上天国と地上天国が開かれるのです。

貧しい家の娘が、自分のみすぼらしい姿だ
け見ても一族の前に頭を上げることができな
いのに、婚礼家具も備えられず、その兄弟の

このような因縁は、楽な立場で結ばれるの

一族だけでも、百名近く世話すべき人が元気

ではありません。難しい立場、それ以上ない

でいる中、四代の組が集まって暮らすお金持

深刻な立場、死ぬか生きるかというさなかに

ちの息子の家に、入って暮らすことができま

おいて、より一層冒険する立場で結ばれるの

すか。手ぶらで行って、その嘲弄をどうやっ

です。

て避けますか。「うちの伝統によれば、誰々

それゆえ、聖書を見れば「死なんとする者

はこうであり、おばさんは全部こうであり、

は生き、生きんとする者は死なん」と言いま

うちの姉さんもこのようにこうこうして、皆

した。これは、イエス様の時代錯誤的な言葉

そうなのに……」と言うようになるとき、そ

のようですが、このように行くのが復帰の道

こで落第生のような身の上になって、顔を上

を行くにおいて、心情の世界に似ていくにお

げて座って御飯を食べることができますか。

いて、正常な姿勢であり、正常な態度だと言

さじを持つことができますか。考えてみてく

えます。このような境地を追求していく自分で

ださい。

あることが明らかであるなら、自分の行く道は
真なる路程になるのです。（三一―七四）

軸に入り込めないことは、我慢できないこ
となのです。皆さんは、何を持っていきます
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か。統一教会を四十年信じたならば何を持っ

ていませんでした。ぺちゃんこで板のようで

てきました 7

す。この前後が薄いのです。私は、この前後

霊界は、ここよりひどい所でしょうか、い

がもっと厚いのです。力士型でしょう?

い所でしょうか。皆さんが死んだとき、行く

ですから、会わせたワイシャツが、ボタン

所がここよりひどい所でしょうか、いい所で

をかけても、へそがみな見えるのです。裂け

しょうか。千万倍いい所です。自分が、すべ

ている服を着て背筋にひどく力を入れると、

てのものを正確に測定できる世界です。

あとにしびれが出てくるのです。その場で声

霊界は、自分がどんな立場にいるかという、

を出すことができますか。壁のある所に行っ

その悲痛さを実感できる所です。一段階上がろ

てうつ伏せになり、しびれを解いたことを思

うとすれば、何千年、何万年もかかるのです。

い出します。

皆さんは、祝福という貴いものを受けたた

全羅南道の何かをするという名前のある人

めに、門は開いていますが、入っていくこと

は、皆が集まったその大衆の前で、何千名が

のできる礼服を着ていないのです。祝宴を行

集まったその場面で、付き添いがそうしてい

う家には、礼服を着て行くべきです。新郎の

るから、「ねずみの穴でもあれば入るのがた

付き添いに行くのに、労働服を着て行ってい

やすいのであって、そこに座ってこらえられ

いでしょうか。考えてみてください。そこに

なかった」と言うのです。

合う装いをしてその場に行ってこそ、その環
境の歓迎を受けるでしょう? そうできなけ

軸に入れないことが、そのように我慢でき

れば追放されるのです。「こいつ、どけ 7」

ないことなのです。先生が霊界をよく知って、

と言うのです。

聖者たちだとか何とかいう、ましだという教

昔、木浦に金持ちがいましたが、木浦の北

祖たちを、みな知っているのに、お前たちに

部地方の土地が、全部その人のものだという

負けることができないというのです。その軸

ほどの金持ちでした。ところで、先生の友達

から抜けてはいけないのです。（二一二―二

がその人の一人娘と結婚して、その家の婿に

二四）

なりました。その時は、日本の統治下だった
ために、結婚式をしても今のようにモーニン

第四節 先生と霊界

グコートを着て、礼服を着て新式の西洋式の

一 先生の霊的条件成立とその基盤

結婚はできませんでした。国防服を着て、胸
完全なマイナスは、完全なプラスを自動的

に花を一つ差して結婚する時です。
ところで、その人は、金持ちである上に友

に生じさせ、完全なプラスは、完全なマイナ

達も多いので、新式の結婚式をさせました。

スを自動的に創造するのが原則です。それが

その時、先生を含めて四人が新郎の付き添い

この宇宙の創造原則であり、存在の法則です。

に行きました。付き添いの服を新婦の家で準

それで、この地上で原則的で完全な運動をす

備したのですが、それらをすべて自分の婿と

れば、霊界がつながるのです。歴史始まって

同じ背丈に合わせました。先生と新郎は背が

以来、このようなことが初めて起こりました。

同じですが、新郎は先生のようには体が太っ

ですから、霊界で問題となることは、この地
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でも問題になり、それをこの地で解決すれば、

先生は、万民に道を開いてあげなければな
らないために、死刑囚とも友達になり、窃盗

霊界でも解決します。
そうするたびに蕩減が必要です。先生は蕩

犯と手錠を一緒にはめて回り、共に御飯を食

減の道を、一人で責任をもって、歴史と宇宙、

べながら彼らを慰めてあげました。この前は、

そして霊界と肉界の問題を解決してきたので

ラスベガスまで行って、刑務所に収監された

す。ある時に、蕩減すべきことを知り、それ

人たちのために祈祷をしてきたのです。ニュ

が崩れる場合には、霊界がどのようになって、

ーヨークのニューヨーカー・ホテルを買った

地上がどのようになるということを、はっき

のは、これからニューヨークの一番の悪の巣

り知っているのです。

窟から掃除をして、新しく基盤を築こうとし
たからです。

聖書では、「あなたがたが地上で解くこと

そこに行って、交わってあげ、慰めてやら

は、天でもみな解かれるであろう」（マタイ

なければなりません。そうしてこそ、各界、

一八・一八）とあります。地で解くためには、

各層、サタン世界の滅びるべき人にまでも、

蕩減が必要です。しかし、皆さんは蕩減の道

その道を開いてやり、道を築いてあげること

を知りません。個人的環境での主体・対象蕩

ができます。そうしながら、地上で道を築い

減時代、家庭的環境での主体・対象蕩減時代、

てやってこそ、霊界のふさがったものが開か

氏族的環境での主体・対象蕩減時代を経て、

れ、世界が一つになり得るのです。それゆえ、

民族的主体・対象蕩減時代、国家的主体・対

超民族的に黒人も結婚させてあげ、白人も結

象蕩減時代を経て、世界的主体・対象蕩減時

婚させてあげ、白人にも家を買ってあげるで

代に行くべきです。これを皆さんは知りませ

あろうし、黒人にも家を買ってあげるでしょ

んが、先生は知っているため、先生が言った

う。このように先生は、世界にないことをし

ことがそのまま霊界に反応して現れるのです。

ている人です。（九六―一六〇）

（一三一―二二六）
先生は、霊界で勝利しました。このことを
天国は、地上の一番悲惨な所で成されます。

誰ができるでしょうか。広く世界にいる数多

地上の一番悲惨な所とはどこですか。監獄中

くの修行を積んだ人たちは、これから先生の

の監獄、そこでも一番のどん底です。

所に来て、習わなければなりません。間違い

霊界と肉界の基盤を、統一教会の文先生が

なく、そのようになるのです。それゆえ、一

築きました。地獄のどん底、監獄のうちで一

民族の民衆が反対し、世界の人類が反対して

番悲惨な監獄から、霊界と協力しながら基盤

も、問題ありません。霊界にいる数千億の人

を築いてきたのです。基盤を広げてくる過程

たちは、全部先生の言葉を聞くのです。（一

で多くの反対を受けました。家庭でそうであ

三―五〇）

り、氏族でそうであり、民族でそうであり、
国家でそうであり、アジアでそうであり、世
界の中心国家であるアメリカでもそうであり、
全世界が反対しました。

二 霊界に行く特許権
今からは、霊界にどのように橋を架けて、
飛び越えさせるかということを話しましょう。
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おもしろいでしょう? ここにいる文なにが

も、顔を見ても、格幅を見ても、何を見ても

しという人は、韓国人ですか、アメリカ人で

良くできて、相撲をしても勝ち、御飯を食べ

すか。東洋人ですか、西洋人ですか。東洋の

てもたくさん食べ、何でも一等になり得るし、

韓国人でしょう?（いいえ）。なぜ、いいえ

十も百もいいのに、それを一つくらい知らな

ですか。そうでしょう。ですが、一つ特許権

いといって、博士学位をくれないのですか」

があります。皆さん、文明時代の発展の要素

と言っても通じないのです。先生が、そのよ

は、大部分特許権でつながれます。服を作る

うな霊界の特許権をもったかもしれないとい

特許権、何でも全部特許権です。特許権だけ

うのです。

もてば、どこへ行っても世渡りすることがで

先生が監獄に行き、よこしまなうわさが出

きるというのが、世の中の実状です。霊界で

て、「みな滅びてなくなる」と思ったのに、

もそのような法があるというのです。

今も生きて、堂々と大きな声を出しています。

特許権は白人にだけ通じる、という法はあ

アンテナをもって、全部見て、聞いて、やっ

りません。黒人は駄目で、アジア人は駄目だ

て、知って、大きい声をどんどん出している

という法はないのです。どこに行っても、通

のです。

じます。
霊界に行ける特許権を取るために、歴史上

神様も、先生のサインができているか、で

に苦労した宗主たちと宗教人たちがたくさん

きていないかを見て、その次に決済するでし

いましたが、そのような宗教人たちの中で、

ょう。先生のサインがあるかないかを見て、

チャンピオンの特許権をもった人がいます。

先生のサインがあれば、「ＯＫ」と言い、な

霊界に行くことができる特許権をもった人

いときは「ノー」と言われるでしょう。

を何で知るようになるでしょうか。ここに集

言葉で言うのは易しいのであって、事実が

まったまだらになっているこの人たちが、全

どれほど難しいかということを、皆さん考え

部一つになって、「どこでも上がっていく」

てみてください。先生が、もしそのような印

と言うから、それでいいというのです。では、

のレッテルさえもっていれば、これからの世

神様はどうですか。先生が、「駄目だよ」と

界、霊界は、全部先生の手中に動いているの

言えますか。神様が、「先生のサインがなけ

であり、この肉界は、どうせ一つの谷を行か

れば行けない」と言うかもしれません。

ざるを得ないという結論が出てきます。（一

アメリカの立派な大統領でも、ある王、あ

三四―一七）

る聖者、ある宗主でも、「先生のサインが必
自然界は、真理に満ちているのです。皆さ

要だ」と言うときは、全部頭を下げて先生の

んは霊界についてよく分からないでしょうが、

所に来ざるを得ないのです。
博士学位を受けるには、指導教授の下の世

先生は霊界の専門家です。そこは、二十一世

話もしてあげ、その教授が足でけっても、

紀ではなく、二十二世紀、三十世紀になって

「ああ、ありがとうございます」と言ってこ

も、先生がいなければ開門することができま

そ、サインしてくれるのであって、そうでな

せん。理論的に霊界を教示して、霊界を開門

ければしてくれないのです。「私が鼻を見て

するにおいて体系的内容を明らかにしてくれ
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た元祖が文先生だという名声が、永遠に残る

して、方向をわきまえていかなければ、霊通

でしょう。

人たちはサタンになりやすいのです。

世界的に優れているという霊通人であって

今は、霊界が先生を証し、先生についてき

も、先生の所に来て、習わなければならない

ています。先生は、霊界の内容を専門的に知

のです。それゆえ、先生が統一教会の教祖に

っているために、サタンだ何だということを

なったのです。世界のキリスト教を統一する

よく分類して、今までここまで率いてくるこ

というのです。先生の言うことさえ聞いたな

とができました。それで滅びないのです。

ら、既にみな統一されたでしょう。（二〇三

霊界には、何千億の霊人たちがいます。そ
れに比べて世界の人類は、あまりにも少ない

―三二五）

のです。これから我々が国家基準さえ超える
先生がアベルの立場で長子権を復帰して、

ようになれば、霊界を動員することができる

一度宣布してしまえば、それまで霊界が地上

のです。世界人類は、問題にもなりません。

を利用していたのを中断します。むやみに霊

そのような時が来れば、我々の時が遠くない

界に対して「これから地上に協助せよ、地上

ということを知るべきです。このように見る

に屈服せよ」と言えば、そのようになります

とき、世界はこれからどのようになり、共産

か。内容もないのに、「こうせよ」と言えば、

世界はどのようになるのか、大体の輪郭が出

そのようになりますか。これはこうで、あれ

てきます。（五四―二三三）

はああだということを説明して、それが可能
になるようにしなければなりません。それで

あの世に行ってみると、殺人した者、殺さ

こそ南北が統一されて、東西が一つになり、

れた者、ありとあらゆる人が一箇所に集まっ

みな収拾されるのではありませんか。（二一

ているので、そこでは刀を持って闘おうとも

〇―一九三）

するし、復讐しようともするのです。ですか
ら、数多くの塀でふさがれています。
それゆえ、悪なる霊たちが怨讐の子供たち

三 霊界の統一と地上世界の統一

の所に行って、急死するように事故を起こし
霊界を統一しなければ、地上を統一させる

て連れていくというようなことが起こるので

ことはできません。では、霊界を統一した主

す。これを解かなければなりません。これを

人がいらっしゃるなら、地上の統一は問題で

みな解くためには、地上世界で解かなければ

しょうか。それは難しくないのです。

なりません。そのためには、もっと良いもの

これから我々は、霊通する人同士主管しな

を与えなければ、解くことはできません。死

ければならないのです。今、霊界に通じる人

ぬよりもっと良いもの、怨讐関係になったこ

たちの大将が先生です。彼らもここに来て、

とよりもっと良いものをあげなければ解かれ

習わなければなりません。

ないのです。

彼らは一方向しか知りません。それゆえ、

何をもって霊界を解放し、神様を解放する

霊界から教えてくれるといって、それを絶対

のでしょうか。このような関係は、人間の先

視してはいけないのです。それを原理で解読

祖がこれを結ばせて天上世界をめちゃくちゃ
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にしたから、今日後代の後孫は、先祖たちの

う時は、霊界が教えてくれます。「どこどこ

すべての過ちを償わなければなりません。真

にある川を越えろ」とです。

の孝行者の伝統を受け継いだ子供なら、父母

その川にはわにがたくさんいます。そのよ

の借りを支払わなければなりません。父母が

うな川を泳いで越えれば、わにが丸ごとのみ

借りたものを支払わなければならないのです。

込んで跡形もなくなります。そのような危険

そのような意味で、霊界の先祖のすべての

な所を通って、国境を越えていくようにする

塀を崩す運動をしなければなりません。そう

ために、霊界がよく教えてくれます。「何時

することによって、先祖たちがここに来て、

何分から、何時何分の間に越えればいい 7」

皆さんに教えるようになるのです。これは夢

と言ってです。
そうする以外に方法がありません。そのよ

のような事実です。
先生は皆さんをさっと見れば、先祖がどう
で何をやったのか分かります。悪なる霊人の
後孫を見ると、真っ暗になります。その先祖

うな命令を啓示として受けながら、行き来す
る宣教師が多いというのです。
共産圏はすべて「神様がいない」と言って、

の顔がさっと見えたかと思ったら、ふっと消

神様の存在に反対する世界です。共産党は、

えるのです。それゆえ、悪なる霊、善なる霊

どの国でもみんな宗教が入ってくると、それ

を分けるのです。

を撲滅します。そんな状況の中で、神様は準

霊界を結束しなければなりませんが、霊界

備しなければなりません。

を収拾できない人は、天下を統一できないの

そのような経験をしてみれば、神様がいな

です。天運の根が天なのに、天を収拾できな

いと否定する人は一人もいなくなります。そ

い人が、どうしてその結果をこの世の中の道

のような事実を実感する感動は、生命を越え

理にして、世界を統一しますか。それゆえ、

て永遠に残るのです。そのような境地で神様

地上を統一する前に、霊界を統一しなければ

を愛し、真の御父母様を慕いながら通過した

なりません。（一九一―二〇五）

経験は、永遠に残るのです。それが人生の中

皆さん、先生に夢の中で会ってみたことが

心になります。そうなれば、霊界との境界線、

ありますか。みんな会わなければなりません。

そのような壁は、瞬間的になくなるようにな

このような団体は世の中にありません。国も

ります。直行することができるのです。

ありません。なぜ、統一教会が世界的に成長

信じるのが先ですか、知るのが先ですか。

しているのでしょうか。どこに宣教師として

信じることは事実と遠い所にあり、知ること

送っても、霊界を実感する生活をしなければ

は事実と一致します。

なりません。
どんなことが起こるのでしょうか。宣教師

「信仰生活」と言いますが、信仰を生活化

は三カ月が過ぎれば、その国を離れて再びビ

していますか。そこには、体恤圏が表面化し

ザをもらわなければなりません。そうでなけ

ていくのです。内面化ではなく表面化した実

れば、その国にいることができません。それ

体圏とつながって生活しているという誇りが、

だけでなく、その国をたって、他の国に行く

どれほど大きく有り難いことか分かりません。

にも、自由にたつことができません。そうい

そのような境地もあるのです。
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「霊界は間違いなくあります。神様は、間

先生は多くのことを成しました。誰の話に

違いなくいらっしゃる 7 誰が否定しても、

も耳を傾けない世界の学者たちを一つにつな

いらっしゃる」と実感しているという事実は、

ぎ合わせました。また、互いに争っている宗

恐ろしいことです。それは神様の世界に属す

教界もつなぎ合わせ、民族同士で争っているの

る心です。いくら地上で苦難を通過するとし

をつなぎ合わせて世界的な合同結婚式をしたこ

ても、その人は神の国の国民です。神様の子

とは、これまでの歴史になかった事件です。

女です。
今までに先生が成してきたことは、霊界の
皆さん、いくら難しいことがあっても、自

誰が成したことにも勝ります。誰よりも多く

分の心が絶対変わらないという境地に入って

のことを成してきました。ですから統一教会

いるか自問してみてください。そこまで行か

が、霊界のどん底にいるでしょうか、最高の

なければなりません。それが峠です。サタン

位置にいるでしょうか。最高の位置にありま

世界の城壁を越えて入れば、神様の存在が実

す。これは先生の作り話ではありません。

証されるでしょう。そうでないときには、城

（一四六―三三三）

に入る橋を越えたのに宮中に入れなかったの
と同じです。一度入ってみなければ、何も分

五 霊的体験の生活化

かりません。城の外でいくら眺めてみても、
そこに行けません。（二二四―一〇八）

先生があらゆることを調べ、霊界の裏道ま
で尋ね歩いて調べてみると、天地の道理は簡

四 心情と実績で異なる霊界での待遇

単なものでした。真理は簡単なのです。二人
が絶対的な力で合わさり、真空状態になった

統一教会の先生の誇りは、神様を知ってい

ところに神様が入ってこられ、骨髄のような

ることです。霊界で知っている以上に知って

芯になるのです。ここに、男性の愛と女性の

いるのです。いくら多くの人がいたとしても、

愛の二つのかけらがぴったりとくっつくので

神様の心情を知る人を、神様は一番好まれます。

す。これが宇宙の核です。愛の理想的実体が
合わさって愛の軸になるのです。（一七〇―

宗教人たちが涙に浸り、ひざが切れてえぐ

一七一）

れるほど一生涯祈祷を捧げても、イエス様に
出会い、導かれるかどうかというところです。

先生は霊界に対してたくさん知っています

それなのに、皆さんはこうして先生に会って、

が、霊界の話はあまりしません。霊界を知る

このような話を聞くことができるということ

と、狂う人が多いのです。特に女性たちは、

は歴史的な事件なのです。

「あんな夫と長生きする必要なんてない。早
く天国にでも行ったほうがいい。ああ早く天

皆さんが先生にいかなる資格をくれてもく

国に行きたい」と言うことでしょう。しかし、

れなくても、先生は既にあらゆる資格をもっ

夫を教育して率いなければ天国に行くことは

ています。

できません。（一八二―六一）
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先生は、霊的体験をしても、多くは話しま

私が越えるべき峠を越え、私が果たすべき

せん。体験があるのかないのか、皆さんはよ

責任を果たすためには、休もうにも休むこと

く分からないのです。それをどのようにする

ができず、止まろうにも止まることができま

のでしょうか。真理で調整しなければなりま

せん。そのように走っているうちに、このよ

せん。「これは、これこれこうであるために、

うな年になったのです。しかし、心は「今か

このようになるのである」と言いながら、中

らまた始めなければならない」と言うのです。

庸の道を行くのです。そうしていつも天の摂

そうして霊界に行くのです。

理観に方向を一致させることによって、霊界

そのように生きている生活の裏面に、何を

の発展をもたらすことができ、地上世界の発

残すのでしょうか。人類を愛したということ

展をもたらすことができると見るのです。

です。他の何ものでもありません。国を愛し
たということ、統一教会を愛したということ、

そうするには、霊的世界がどのように動い

それ以外に残し得る何かがあれば、それは滅

ており、真理とどのように関係を結ばれるの

びる歴史とともに流れていってしまうでしょ

かを知った上で霊界と関係を結ぶことを生活

う。（一三六―一三五）

化しなければなりません。神霊と真理が必ず
一つにならなければならないのです。この調

第五節 真の父母の家庭と霊界

和が取れていなければなりません。なぜそう

一 霊界の長子権成立

なのかと言うと、我々人間自体がそのように
なっているからです。（七六―一三八）

興進が霊界に行くことによって、地上と天
に分かれた天使とアベルが、双子のように一
つに結ばれるようになりました。その一つに

六 愛を残して行くべき霊界

なった基盤の上に、父母が出動するのです。
先生についてくる中で、霊界に行った人た
ちがたくさんいます。先生に従う人たちを、

これが原理観です。
興進は息子格のアベルですが、その息子は、

あのソ連の衛星国家、ソ連の重要都市に浸透

「真の父母」の愛の原理主管圏の蕩減条件を

させておきました。ある時は、「宣教活動を

立てた基盤から霊界に行きました。サタン主

していると死刑宣告を受けた」という報告を

管圏から勝利して直接主管圏を成した立場で、

聞きました。そのような報告を聞く指導者の

霊界に行ったのです。それゆえ、堕落以後、

心は、深刻なものです。子供が寝込んでいた

最初に完成した資格を備えた息子として天上

としても、その子供を心配するようになって

世界に行ったという条件をもっているのです。

いません。彼らが私を尊敬するのは、世界を

本来堕落しなかったなら、霊界に行ったすべ

尊敬することなのです。彼らのために涙を流

ての人たちが「真の父母」の心情圏を中心と

してあげるべきであり、心配をしてあげるべ

して、原理結果主管圏と直接主管圏が一つに

き立場に立っているのです。それゆえ、先生

なった家庭的基盤に愛を中心とした主人や息

は平安な生活ができないのです。

子の資格をもつのです。これをもたずには、

584 * 五百八十四

천성경

天聖經
Cheon Seong Gyeong
天上界に行けないようになっているのが原理

場にいて、それ以外のすべての霊人たちは、

です。

弟の立場にいるのです。心情圏を中心として、

イエス様やキリスト教は、今までその立場

そのようになるのです。神様の立場から見れ

を経ることができずに行ったために、全部中

ば、先生は父なので長男であり、興進は小さ

間霊界にいるのです。ところで、興進が行く

い息子になるのです。

ことによって、神様と接ぎ木することができ

霊界で見れば、興進が愛の圏を中心として

る中心が繰り広げられるのです。また、興進

最初に生まれた息子であり、そして霊界にい

は祝福を受け、自分の相手が地上に残ってい

る人が弟の立場に立つのです。逆さまになる

るので、家庭生活をしてから死んだのと同じ

のです。それで、長子権の心情基準が興進を

立場になるのです。それで、興進の家庭を中

つかんで入るという結論が出てくるのです。

心として、地上家庭を訪問することができる

これは原理講義するとき、よく説明しなけれ

霊界基盤が設定されます。これが貴いのです。

ばならないのです。今霊界にいる霊人たちの

興進の家庭基盤を設定したということが、最

前に、イエス様の前にもそうであり、すべて

も貴いのです。

の善の聖者たちの前にもそうですが、心情圏

イエス様が死んだとしても、このようなこ

を中心として誰が長子として先に生まれたか

とができたなら、今日キリスト教はそのよう

といえば、興進だというのです。ですから、

に犠牲になりません。しかし、仕方がないと

心情圏を中心としては、興進が長子であり、他

いうのです。なぜでしょうか。「真の父母」

の霊人は次に生まれる次子だということです。

の心情圏で結果主管圏内のサタンを除去し、

それゆえ興進が、長子権の福を次子圏に相

直接主管圏内に愛の基盤を備えられなかった

続してやることができるのです。サタンは、

ために、イエス様自身があの世に行って再臨

相続してやるまいとしたのです。サタンは、

しなければならないのです。しかし、興進は

相続をしてやらず、自分が強奪するのに、長

再臨する必要がないのです。

子の興進は、地上に行っていた福を全部残し

興進は霊界と肉界、二つの世界に暮らして

てくれるというのです。ですから、つながり

いるというのです。そうなれば、どんなこと

ます。今までサタン世界は、全部残してやる

が起こるのでしょうか。霊界と地上を双子の

まいとするのに、興進は絶えず残してやろう

ような心情圏として見るとき、父母が長子の

とするのです。（一三一―五二）

立場にいるのです。家系の代数で見れば、す
なわち縦的に見れば、父母が先立ったのです。

二 霊界に立った愛の中心

興進が二代なのです。下だというのです。
ところが、霊界では反対だというのです。

興進は全世界の人を自分の生命以上に愛し

地上で先生と興進の出生について見るとき、

たという条件を残したために、皆さんにも生

先生は兄の立場にいて、興進は弟の立場にい

命以上に愛することができる因縁がつながっ

ます。先生がカインの立場にいて、興進がア

たのです。興進は「真の父母」の代わりに行

ベルの立場にいるのです。これが霊界に行っ

きました。それゆえ、興進を愛することは、

ては、興進が長子になります。興進が兄の立

「真の父母」を愛する条件になります。興進
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を愛するということは、「真の父母」を愛す

それで先生が、「私自身が青春時代に、韓
国に基盤を築いて栄光の神様にすること、私

るということと連結されるのです。
霊界では、今までそのような中心がありま

一代に世界的基盤を築いてあなたを慰安して

せんでした。霊界とつなげ得る中心がなかっ

さしあげること、これらのできなかったこと

たのですが、興進が行くことによって、興進

を、この息子によって蕩減してくださいま

を愛するすべての霊界の霊人たちには、父を

せ」という祈祷を捧げました。

愛する条件がつながるのです。これは、統一

今、霊界も愛して、地上も愛するので、父

教会と連結されます。統一教会として見れば、

母も愛しなさいという標語を立てるべきです。

興進は、地上で生命を捧げて戦うにおいての

先生は、興進が霊界から地上世界と霊界で、

標準になり、霊界では愛をつなげるのにおい

愛の復活圏を成すのだと考えます。興進が死

ての、今までの歴史にない霊界の代表になっ

を通じて、愛を復活させるというのです。霊

たのです。

界をつかまえて、地上をつかまえて、愛の復

地上では、統一教会の信徒たちに生命を捧

活圏を宣布するでしょう。

げてもみ旨を愛すべきだという手本を見せて

そうするようになれば、死亡圏と決別をす

くれました。「真の父母」を愛しなさいとい

るのです。それゆえ、葬式の時も悲しんでは

うのです。世界のために「真の父母」を愛し

いけないのです。（一三〇―二〇二）

ていくべきなのです。ですから、興進が霊界
に行くことによって、霊界が興進を愛するこ

三 地上と霊界の王権確立

とで、地上の「真の父母」と愛の関係が成立
興進が霊界に行く前の日、統一式を終えて

するというのです。
それで霊界では、興進を迎える日が、歴史

から祈祷したこととは何でしょうか。「お前

始まって以来一番うれしい日になるのです。

は地上を離れても、地上にいるのと同様に、

興進は愛のメシヤとして、霊界の門を開き、

お前の養子を選んでやり、息子の班列に同参

地上では標本的な殉教の道を開いたというの

させてやろう」と祈祷で約束したのです。そ

です。それで、統一教会の信徒たちは、興進

うするには、地上で祝福をしてやらなければ

を愛すべきなのです。

ならないのです。そうしなくては、そのこと

霊界でも興進を愛し、統一教会でも興進を

が不可能です。神様は、地上を救うためにメ

愛するから、我々の「真の父母」はどのよう

シヤを送りましたが、今日「真の父母」は、

にすべきでしょうか。天の愛を歓迎して、地

霊界を救うために父母様の代わりに全権大使

上の愛を歓迎する意味で、自分の息子を祭物

として愛の王者を送ったということを知るべ

として捧げることを栄光として思わなければ

きです。なぜ、地上にそのような世界的基盤

なりません。誇りとして思うことができなけ

を立てるべきなのでしょうか。イエス様もそ

ればならないのです。また、神様が今まで青

の立場に行けなかったのです。神様が初めて

少年のアダム・エバを息子、娘として愛せな

歴史始まって以来、「自分の息子」と言い、

かったのですが、霊界では愛せるようになっ

愛することができる少年をもったという事実

たと考えなければなりません。

を知るべきです。
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初めて、霊界で神様が愛し、地上で「真の

ところで、ここに一つ問題があります。王

父母」が愛しているというのです。それで、

権を立てるには、興進が一人でいてはいけま

二つの世界がつながるのです。この世界は、

せん。女王権をどのように探すかということ

堕落の愛の圏内、すなわち原理結果主管圏内

が問題になるのです。これが第一の問題です。

にあるために、「真の父母」の愛の因縁は今

王権を結合しようとすれば、女王権を探し、

までありませんでした。しかし、これが初め

王の相対を決定してあげなければなりません。

て出現したという、驚くべき事実を知るべき

そのようになれば、この王権が霊界につなが

です。

るのです。また、女王が地上にいるために、

では、あの世に行ってどのようになるので
しょうか。

百二十カ国の王権の民を連れて、地上につな
げることができる基盤がつながります。神様

韓国人として生まれたために、韓国の善王

の愛を中心とした霊界と肉界の統一です。こ

の実を現すということを知るべきです。霊界

のように結婚させてやることによって、興進

のそのような王権が興進の立場です。そのよ

は思いどおりに地上に来て活動するようにな

うな立場で、韓国の善王たちを比べるとき、

ります。

興進は年は幼いですが、アベルの王だという

このとき、興進が一人で来るのではなく、

のです。霊界は、この地上のように事情が完

王権を統一したすべての王が地上についてく

全に分かるのです。完全に一つになるのです。

るようになります。ですから、このような式

カインとアベルが一つになれば、その上に

をせざるを得ません。今出れば、反対する人

天の父母が運行することができるのです。天

はありとあらゆることを言うでしょう。興進

の父母の運行圏が生じるのです。それで、興

を愛の代表として送って、「真の父母」が霊

進の王権と韓国のアベル王権が一つになるこ

界に行ってすることを代わりにさせようとい

とによって、韓国を中心とした主管圏が形成

うのです。

されます。それが一つになることによって、

それゆえ、興進が昇華してから五十日にな

アベル王権の位置に立つようになるのです。

れば、五旬節と同じです。百二十名がマルコ

その次には、すべての国の王たちが、アベ

の屋根裏部屋で聖霊が降臨するとき火を受け

ル圏に立つのです。皆さんは、地上にいるか

て、世界的役事が繰り広げられたのと同様に、

ら分かりませんが、霊界では一遍に一つにな

薫淑嬢が結婚することによって、どんなこと

るのです。それで、すべての王権、韓国を中

が起こるかというと、百二十カ国の王たちが、

心として百二十の国家が完全に一つになり得

この地に来て復活して、世界的役事を展開す

るのです。その王の前にアベルになり得る人

ることができる運動として繰り広げられると

たち、ユダヤ教を信じて逝ったとか、キリスト

見ます。それが五旬節を代表した今日である

教を信じて逝った人たちにおいては、全部王権

ことを、皆さんは知るべきです。ですから、

はメシヤとして侍るためのものであったために、

霊界にいる百二十の王権がこの地に訪ねてき

それをあがめ尊ぶすべての宗教界のアベルの民

て、地上と一つになるのです。このような二

は、次々と完全に一つになるのです。

つの、とてつもない意味があるのです。
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それで、百二十カ国のうち、どこでも「真

ば落ちるだろう。先生、揺すらないでそっと

の父母」に侍ることができる一つの国さえ生

しておかなければなりません」と言っていい

じるなら、そこから天国が開門するのです。

ですか。ここにそのような輩もいるでしょう。

（一三一―一四）

反面、「先生がおのでぶん殴って、自分を思
いどおりに揺すっても、自分で下りる前には、

第六章 我々と霊界入籍

絶対落ちません」という群れもいるでしょう。

第一節 人生の結実と生霊体

皆さんはどちらの輩に属しますか。（四六│
一五五）

我々の生の一代というものは、わずかの間
です。この一代が、永遠と瞬間を上がったり

人の一生において、生まれる時、結婚する

下がったりするのです。この生が延長されれ

時、そして死ぬ時が重要だということを我々

ば、無限に延長され、反面、これを折ればも、

は知っています。

ここから新しい天地が起こるのです。秤と同

ある個人が生まれ、成長して、実を結ぶた

じように、上がったり下がったりするのです。

めには、必ず相対と因縁を結ばなければなら

皆さんは全部、先祖たちに代わって先祖の

ず、その次には、最後の道を行くようになっ

顔を被って出てきた復活体です。その歴史は、

ているのです。これは、一つの国も同じです。

どれほどになるでしょうか。何十万年になっ

どのような国も必ず創建期があり、次には繁

たと言われます。そのように長い歴史過程が、

栄期があるのです。その次には、夕方のよう

結局は自分一人をつくるために苦労してきた

な期間を必ず経ていくのです。

のです。金氏なら金氏という自分一人を誕生

一つの生命体として、自体内で生命が実を

させるために、数多くの先祖たちが生まれて

結ぶことのできる内容が備わっていなければ

死んだと考えるのです。ですから我々は、歴

なりません。そうでなければ、いくら結実の

史的な結実体です。

時が来たとしても、結実を見ることができな

このような結実体が、虫が食って穴がぽか

いのです。

りと空いた果実であればいいでしょうか。開

それゆえ、自分の環境を克服しなければな

いてみると、真っ黒な種が、ころころと転が

りません。それだけでなく、結実され得るす

って出てくるリンゴがいいですか、その種が、

べての与件を受け継ぎ、その結実のための動

べたべたして付いているリンゴがいいですか。

機となる自らの力をもたなければなりません。

皆さんをぽっかりと裂けば、よく熟した種

そうしてこそ結実の過程を経て、新しい歴史

が出てくるでしょうか。皆さんの二世が間違

過程であるとか、人類社会が必要とする一つ

いなく、天の実になると思いますか。皆さん

の結実体となることができるのです。

の心の中を裂いてみれば、よく熟した統一教

人は生まれて、必ずそれ自体として環境を
克服しなければなりません。かといって、そ

会が出てくるでしょうか。
六千年の人類歴史の結実体が、熟さずに落

れを克服することだけで終わるのではなく、

ちる果実のように落ちていいでしょうか。

未来に新しい生命を受け継いで、結実の内容

「ああ、私は落ちそうだ。風がもう少し吹け

をもち得る過程を経ていかなければなりませ
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ん。この過程を経たのちには、正しく実効を

このような実には、宣伝する必要がありま

現し得る一つの位置を占めなければならない

せん。それ自体を見て、内外に備わったその

のです。

価値を、誰もが一〇〇パーセント評価するこ

例えば、穀物は種が蒔かれて、芽が出て、

とができるのです。そうするために、その柿

育って、実を結んだのちにこそ主人の手によ

の木なら柿の木自体が、実として完成する時

って収められ、倉庫に蓄えられるのと同様に、

まで、どれほど苦労の過程を経たことでしょ

必ずある目的において必要で、収められる過

うか。

程を経なければならないのです。

その実は完熟するまで、枝に咲いた他の多

それゆえ皆さんは、皆さん自体にそのよう

くの花の実よりもっと闘争をし、もっと努力

な願いを引き継ぐことができる内的要因を準

したという事実を、我々は知るべきです。夏

備して、内的要因を中心として外的な環境に

の間、風が吹いて雨が降り、暴風雨が吹きつ

再び適用しなければいけないという立場にあ

ける、そのような険しい環境と、栄養が足り

ることを知らなければなりません。これは、

ず未熟なままで実が落ちるかもしれないとい

守勢的立場ではなく、必ず攻勢的な立場で表

った、いくつもの環境をみな克服したのです。

さなければなりません。

その木が実をたくさんつけられずに、実を

柿の木を見ると、春に花が咲きます。柿の

一つだけ残したとすれば、その実は、木の全

花は、他の花のように際立って華やかではあ

体のエキスと外的な闘争力を総合した内容を

りません。また、柿の花は葉の色と似ていま

もった実なのです。そのような実だけが残っ

す。それで、ちらっと見ただけでは、花があ

たならば、その一つの実が、その木の価値に

るのかないのか、よく分かりません。また、

代わり得るのです。それが柿の木なら、その

実が結ばれても葉に包まれているときには、

一つの柿の実によって秋を迎えるとき、自ら

実があるのかないのか、よく分かりません。

の価値と威信と権威を立てることができるの

その葉があまりにも青々としているために、

ではないだろうかというのです。

実があるのかないのか、感じられないのです。

木に花がたくさん咲き、実もたくさん結ん

実は、夏を過ぎて秋になれば、色が変わり始め

だでしょうが、それらが全部落ちてしまって、

ます。これが完熟すれば、実の中まで赤くなり

秋になったのに一つの実も結べず枝だけ残っ

ます。そうして、葉はみな落ちても、その実だ

たならば、その木はどれほどみすぼらしく、

けが一際輝きながら、木についています。

悲しいでしょうか。しかし、多くの実は結べ

統一教会員も、これと同じです。統一教会

なかったとしても、どんな木の実とも比較で

自体について見るとき、一九七〇年代が結実

きないほど完熟した一つの実をつけたなら、

の時代だとするなら、葉のようなすべての要

その一つの実をもって、数千、数万の実の前

因は全部消えるべきでしょう。枝だけが残っ

に堂々と誇ることができるのです。

たところに、一つの結実の価値をもった実が、

現代社会に数多くの宗教があります。キリ

全体の価値として現れる、そのような柿の木

スト教ならキリスト教の中にも、数多くの教

の実のような存在になり得るかということが

派があります。このような現実の中で、結実

問題です。

の時代を迎えた統一教会自体を中心として見
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るなら、神様が我々に、ある結実を要求して

いのです。風が吹く時や、あるいはそれより

おらるのです。先ほど言ったように、一つの

もっと暴風雨が吹きつける時や、どんな試練

木に多くの実が結ばれなければなりませんが、

の過程があっても、この要因が途切れてはい

そうできずに一つの実だけを残したとしても、

けないのです。その要因は、終始一貫、連綿

その実が、その木としてはそれ以上出すこと

として、それ自体に保有されていなければな

のできない完全な実なら、その木は、その実

らないのです。
このような観点から見るとき、皆さん自身

によって秋を迎えた価値と権威と威信を立て

は信仰の道に入ってきて、自分の新しい生命

ることができるのです。
これと同様に、我々統一教会も、必ず結実

が発生するのを感じ、喜悦を感じ、新しい希

がなければなりません。統一教会が出発して、

望を感じるでしょう。「私はこのような木に

今まで激しい波風と試練を経ながら、一つの

なり、このような人格者になり、世界の前に

結実に向かって進んでいます。ここから、ど

このような存在になる」という決心をして立

んな結実になるかということが、大いなる問

ち上がったその日からは、秋の収穫期のため

題であらざるを得ません。

に準備するすべての内的な要因が、絶えるこ

このような立場で皆さん自らが、果たして

とがあってはいけません。時がたてばたつほ

自分は正常な春を迎えたか、正常な夏を迎え

ど念を押し、そこにプラスする過程なくては、

たか、そして、正常な秋を迎えて完熟した実

完熟した結実を見ることができないのです。

になり得るだろうか、ということを点検して

（三六│一〇）

みなければならないでしょう。
実自体を見れば、そこには木の枝もあり、
木の葉もあり、根もあり、また種もあるので

第二節 審判と公認
一 審判の種類

す。その実を摘んだということは、その木自
体をもったというのと同じ立場です。実には

怨讐を愛さなくては行くことのできない道

種が多いために、その実を中心として数十あ

が、原理の道であるということを御存じの神

るいは数百本の木をもつことができます。

様が、終わりの日に審判を通じて世界人類を

一つの木の実は、その木が十年過ぎても、

滅ぼされるでしょうか。違います。神様は、

二十年過ぎても、その木が引き継がせてあげ

人間に対しては父母の立場にいらっしゃいま

ようという全体的な生命の要因を、相続して

す。今日キリスト教で言う、いわゆる「火の

もらわなければなりません。それでこそ、完

審判」というものは、言葉そのままの「火の

全な実として収められるのです。

審判」ではないのです。（三一│一六七）

そして、実が育つ過程に、その要因を一度
でも切断してはいけません。絶えず育つよう

師弟の間にも、先生が守るべき法があり、

に置いておかなければなりません。生命が始

弟子が守るべき法があるのです。統一教会で

まったその日から、実として収められ、主人

も、先生が守るべき法があり、皆さんが守る

の手を経て倉庫に入って蓄えられるときまで、

べき法があるということを知るべきです。で

その要因が、どのひと時も途切れてはいけな

すからみ言に対する審判は、み言を聞いてい
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る皆さんが受けるということです。み言を誤

りません。我々は、神様のために、「真の父

って聞けば、審判を受けるのです。

母」のためにそうならなければなりません。

その次には、実体を成すのです。実体を成

そのような仕事をするのです。霊界に行って、

すべきなのに、実体を成すための活動ができ

神様のために「真の父母」を中心として生活

なければ実体審判があるのです。審判には、

しようとするならば、ここで拍子が合わなけ

み言の審判があり、実体の審判があり、心情

ればなりません。それでこそ調和するのです。

の審判があります。三大審判過程を経なけれ

それゆえ、恐ろしい実体判断を受ける過程
を経なければならないのです。これが法です。

ばならないのです。
まず、原理のみ言が審判し、その次には実

このようになる日には、心情的基盤が自動的

体の審判をするのです。誰が審判するのでし

に生じるのです。皆さんが熱心に伝道したり

ょうか。伝道やいろいろな活動を熱心にし、

苦労しているのに、なぜ悪口を言われて迫害

すべての法度を守り、実体を成した人たちが

されるのでしょうか。それは、皆さんに心情

審判するのです。一生懸命にした人たちが審

がないからで、心情を探すためなのです。愛

判するのです。それが審判です。み言どおり

を探すためです。そのような人たちを愛する

にしないときは、サタンも審判するのです。

ことができる人になるためなのです。皆さん

他人が、実体が、讒訴するのです。皆さんは、

がこのような訓練過程を経ないことには、い

先生が審判し、統一教会の幹部たちが審判し、

くらの人になろうとしても駄目なのです。言

み旨に従ってきた人たちが審判するのです。

い換えれば、サタン世界の愛以上の愛を、自

皆さんは、どのように行くべきでしょうか。

分が見つけなければならないのです。そうで

サタン世界で食口を経て、先生の認定を受け

なければ、天国に行けないのです。愛を探し

て、霊界を経て、神様の所へ行くのです。そ

求め、天国に行こうと、そうするのです。愛

れが行くべき道です。法です。そのように行

を探し当てた人が、天国に行くのです。
その時の審判主は誰でしょうか。神様が審

くのが正しい方向です。
讒訴条件があれば、これが合わさって、実

判主になり、イエス様が審判主になり、先生

体的に讒訴するのです。実体審判です。そこ

が審判主になるでしょう。ですから、実践を

で、うそが通じますか。仕方なくするのは、

しなければなりません。これが、我々の当面

しないのと同じです。神様と先生を思いなが

の課業であり、神様の命令だという事実を知

ら、その仕事をすれば、神様の中身が、先生

るべきです。（一〇三│二三六）

の中身が、その中に刻み込まれるのです。栗
のいがに中身が入ったのと同じようにです。

二 天国に行くパスポートを準備せよ

このように、心の中で神様を思い、先生を思
えば、先生のみ言が、神様のみ言が、中身に

誰にも最後の日が来ます。サタン世界で最
後の理想世界を立てるためには、あらゆる体

なるのです。
皆さんは、神様と先生と食口たちが歓迎し

験をして、そこに合格しなればいけません。

得る人になるべきです。それで皆さんは、む

天国に行くパスポートをもたなければなり

いてみたとたんに栗の実のようでなければな

ません。パスポートをもらった個人と家庭と
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国家がたくさん現れなければなりません。パ

偉人たちも多く、立派な人たちが多いのに、

スポートをもった国家があってこそ、神様が

何をもって上がっていきますか。
またそこには、ローマの迫害時代に殉教し

天地を任せることができるのです。
パスポートは、サタンを追放するのです。

て死んだ人が多く、公的に犠牲になった人た

サタンは来れないというのです。生活の中で、

ちがどれほど多いでしょうか。それなのに、

サタンが関係しません。サタンの干渉を受け

何をもって、どのように上がっていきますか。

ないようにするには分立しなければなりませ

ここでは、アメリカの軍隊のある小隊に入

ん。個人分立、家庭分立、氏族分立、民族分

るには、証明書があってこそ入ります。それ

立、国家分立、世界分立、天宙分立までしな

なのに、霊界という高次元の立場まで踏んで

ければなりません。「統一原理」でサタン分

上がることができますか。数千億が集まって、

立歴史を習ったでしょう? 何をもって分立

時間と空間を超越して眺めているのに、「あ

するでしょうか。蕩減の道を通じて分立しな

の人は歓迎する」と言われるほどになりまし

ければなりません。

たか。皆さん、自信がありますか。霊界は距

学者も大統領も、例外ではありません。蕩

離がありません。彼らは、皆さんが上がって

減の道は、探して行かなければなりません。

いくのを見守っているのです。それなのに、

蕩減の道は、教えてもらって行く道ではあり

どのように上がっていきますか。

ません。自分が探して行かなければなりませ

そこを通過するためには、証明書が必要で

ん。これをしないと、地獄に行くのです。地

す。証明書がなければ通過できません。「私

獄の鎖が、皆さんの目に、鼻に、考えに、み

は文学博士の学位をもって行く」と、そのよ

な引っ掛かっているという事実を知るべきで

うに言って行くことができますか。それは、

す。これは脅迫ではありません。堕落という

霊界のトイレの紙くずほどにもなりません。

ことを、ひっくり返すために必要なことなの

私がなぜこの堕落世界で、この悪なる世界
で反対するのを突き抜けて、上がっていかな

です。
白い紙に書いてある文を消すのは、どれほ

ければならないのでしょうか。証明書をもら

ど大変ですか。サタンが書いた文字を消すの

うためです。この世的なことではありません。

は、インクの字を消すよりも難しいのです。

私が世の中に出ていったなら、誰もうらやまし

それを消すには一度死んでから生き返らなけ

くないほど出世をしたことでしょう。そのよう

ればなりません。生きているとは名ばかりで、

な能力をもった人です。（一四六―三三〇）

死んでいるということを知るべきです。これ
が残っている限り、サタンが、「私のもの

イエス様は、天国は相続しましたが、この

だ」と言うのです。それでイエス様は、「死

世は相続できませんでした。では、この世は

なんとする者は生き、生きんとする者は死な

誰が相続したのでしょうか。カインが相続し

ん」と言いました。（一二九│一八三）

ました。それゆえこの世は、カインの国です。
ですから、アベルは天国を相続したのちに、

霊界には、イエス様とか孔子、釈迦のよう

この世のカインが保証する証明証をもらわな

な立派な人たちがいます。聖賢たちも多く、

ければなりません。天国に行くには、サタン
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の証明証をもらって行かなければならないの
です。

皆さんが天国に行くには、サタンの証明証
をもらわなければなりません。サタンの証明

堕落人間は、この二つの原則に引っ掛かっ

証とは何でしょうか。罪人が釈放されるには、

ているのです。このような原則が解けなかっ

まず検事を通じ、弁護士を通じてから、判事

たために、今までの六千年の歴史が、繰り返

によって釈放されるのです。このような立場

しの連続だったのです。ですが、今分かった

で見るとき、サタンは検事であり、神様は判

のです。聖書を見ると、「また真理を知るで

事であり、イエス様は弁護士です。サタンが、

あろう。そして真理は、あなたがたに自由を

「お前はこれこれこのようにしただろう?」

得させるであろう」（ヨハネ八・三二）とい

と言って、さっと罠にかけて神様に、「この

うみ言があります。それが分かったのなら、

人は、このようにしなければならない 7」と

歯を食いしばってでも愛さなければなりませ

言えば、神様もどうすることもできないので

ん。どの程度まで愛すべきでしょうか。怨讐

す。すると、イエス様は弁護士の立場で、

であるカインまで愛さなければなりません。

「神様、この人の先祖はこのようなことをし

（三四│二七八）

ました。本来、血統は悪くない人です。これ

人間の堕落は、神様の立ち会いのもとでな

これの条件に引っ掛かったので、その条件に

されたのではなく、サタンが主体となってな

該当した蕩減条件を立てさせ、罪を脱がせて

されたので、堕落圏から逃れるには、サタン

やらなければなりません」と言うのです。こ

を屈服させなければなりません。「サタン、

のようなことをしてきています。

こいつ 7 お前と組んで私がこのようになっ

それゆえ、皆さんが天国に行くには、サタ

たから、お前を屈服させて、私は帰る」と言

ンの証明書をもらわなければならないのです。

うべきです。それで、サタンを屈服させた証

サタンを愛したと認定されなければ、永久に

書をもらわなければ、神様の愛を受けること

天国に行けません。それで統一教会は、その

はできません。イエス様も三大試練で勝利し

ようなことをしようというのです。反対する

ました。歴史的に勝利したというサタンのサ

人を怨讐として対すべきなのにもかかわらず、

インをもらわなければ、天国に行くことはで

愛さなければならないとは、あきれたことで

きないのです。

す。怨讐を愛せというのです。彼らのために

どのようにしてでも、サタンのサインをも

福を祈ってやらなければならないのです。そ

らわなければなりません。イエス様がサタン

のようにしなければいけません。カインとア

から三大試練を受けて勝利したとき、その立場

ベルが一つにならなければ、復帰ができない

でサタンが涙を流しながら、「あなたと私は永

のです。父母に帰ることができないのです。

遠に違う」と認めました。（二四│三三七）

（四八│三一六）
キリスト教は、歴史時代に数多くの人々と

カインを屈服させるためには、終わりまで

共に、悲惨な運命を開拓しながら、真のオリ

カインを愛し切らなければなりません。その

ーブの木を探す歴史を経てきたのです。真の

ような人でなくては、カインを救うことがで

オリーブの木は、すなわち神様の息子です。

きないのです。

その息子が来れば、その方の津液を受けて、
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枝をもらわなければなりません。その枝に自

ないで、論文も書かずにもらった学位は、偽

分を接ぎ木しなければならないのです。その

物です。統一教会にも本物と偽物がいます。

ようになると、歴史時代のすべての先祖たち

正確な尺度で測ったのちにこそ、本物になる

が蕩減条件を提示して、サタンに引っ掛かっ

のです。（一二九│一八六）

て倒れ、今まで結ばれている歴史的な条件が、
その場で全部なくなるのです。

天国へは、どんなにきれいで純粋な心をも

沃土、暖かいねぐらのような基盤ではなく、

っていたとしても行くことができません。天

砂利の多い土地のような所で、接ぎ木される

国に入る手続きを踏まなければなりません。

というのです。

登録をするには、資格証を出すべきでしょ

今までサタン世界にない本性を備えたので、

う?

いくら「私は絶対的に純粋な心をもっ

神様の息子になり得るという証明書を、サタ

た純粋な人である」と言っても、天国に行け

ンからもらわなければならないためです。そ

ないのです。通過し得る形式がなければなり

れは神様がしてくださるのではありません。

ません。

神様が自由にしてくださるなら、六千年前に
すべてしてくださったのです。

滅びゆくこのアメリカに行ってくるために
も、ビザとか何とか、どれほどややこしいで

刑務所から出てくるために、判事が公認し

すか。天国に入るのは、アメリカに入ること

てくれるのではありません。では、誰がして

よりも難しいのです。あらゆる法の手続きを

くれるのでしょうか。検事が公認してくれる

踏まなければなりません。それを学ばなけれ

のです。公判廷では、検事はサタンです。そ

ばならないのです。それゆえ、統一教会でな

れゆえ、裁判の場で検事の公認を受けなけれ

く、統一大学です。天国の大学だというので

ば出てくることができないのです。それゆえ、

す。ですから、先生が地上で指示したすべて

サタンの公認を受けなければ、神様は「お前

が、あの世に行く時において条件になるので

は私の息子だ。私が生かしてやろう」と言え

す。「これができなくては行けません 7」と、

ないのです。必ずサタンの公認を受けてこな

このように言えば、先生を見て「何もしない

ければならないのです。皆さんは、サタンの

で命令だけするのではないか」と言うでしょ

公認を受けましたか、受けていませんか。サ

うが、先生はそれをみな実践して命令するの

タンの公認を受けなければなりません。

です。なぜそうなのでしょうか。「真の父

統一教会は、何を教えてくれる教会でしょ
うか。サタンから公認を受ける方法を教えて

母」なら、教えてあげなければならないから
です。

くれる所です。サタンから公認を受けると言
っても、霊的にだけ公認を受けたのではいけま

先生は相談する相手がいないのです。アメ

せん。霊肉を合わせた実体として公認を受けな

リカの大統領にも、復帰摂理について相談で

ければならないのです。（一七│一二四）

きません。ここにドクター・ダーストが来て
いるとしても、復帰摂理路程を相談できない

天国に行くパスポートを、何もせずにもつ

のです。相談するようになれば、天使長が讒

ことはできません。ただ座って、試験も受け

訴するのです。天使長は、人間を堕落させた
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張本人です。それゆえ、神様と先生以外は知

自分が生きるということは、霊界に拍子を
合わせるためのものです。誰もが、霊界に拍

らないのです。
今は、統一教会が世界の峠を越えていくの

子を会わせて生きなければならないのです。

です。今は、統一教会を誰かがなくすことは

我々、統一教会を信じていった人たちが霊界

できず、先生を誰も監獄にほうり込むことは

に行くときには、先生が教えてあげた条件が、

できないのです。皆さんが今、結婚して、生

霊界の門前にしっかりと打ち込まれていて、

活して、息子、娘を生むことは、忙しいこと

皆さんに質問するのです。

ではありません。皆さんは、いつ死ぬか分か

先生が今まで教えたことすべてが条件にな

りません。行く途中に、車の事故に遭って霊

って、書かれているのです。そこで答えられ

界に行くかもしれません。ありとあらゆるこ

なければ入れないのです。中間ぐらいの霊界

とが、たくさん起きるのです。いつ、どの瞬

で待たなければなりません。そこで、先生が

間に行くか分かりません。

霊界に来るのを待たなければなりません。

祝福された家庭が、これから霊界に行く問

「先生が霊界に早く来たらいい」と待つのに、

題を等閑視して、自分たちだけでおもしろく

先生が霊界に行っても、先生が行く所に皆さ

暮らして霊界に行くならば、統一教会の先生

んがすべて入れるわけではありません。（一

の前に出ることができますか。祝福を受けた

四六│三三七）

家庭というものは、長成期完成級圏内にいる
ために、世界圏にまで上がることができてい

「悪魔を追放しよう 7」、これが先生の標

ません。長成期完成級にいるために、世界を

語です。人類歴史の数多くの人々を蹂躙して

越えなければなりません。そのような過程に

きた悪党、サタンのしてきたすべての行動を、

いるために、越えなければならないのです。

公儀の裁判長である神様の前に、検事となっ

先生が、霊界に行くことができる道をみな

て讒訴しようというのです。我々が検事にな

準備したのに、皆さんがしないでじっとして

って、悪魔サタンを讒訴しようというのです。

いたら、どれほど悲惨でしょうか。

そうすれば、悪魔が検事に屈服するでしょう

先生は無能力な人ではありません。性格を

か、屈服しないでしょうか。そこには弁護士

見ても、誰にも負けない性格です。先生は、

がいません。悪魔には、弁護士がいません。

踏まれることを嫌いますが、踏まれても生き

しかし、人間には弁護士がいるのです。

てきたし、反対されるのが嫌ですが、反対さ

イエス様があの世に行って、弁護士の役割

れて生きてきたのです。そのような基盤で、

をしているのです。イエス様が弁護士になっ

統一教会に入ってきた皆さんは、どのように

て、「この人は、私の名を信じ、善なること

行くべきかということがはっきり分かる人で

をしました。善であろうとし、公理の法度を

す。早く国と世界を越えていかなければなり

守った人は、悪魔も連れていけないというこ

ません。皆さんは、お嫁に行くのが忙しいで

とは、悪魔と神様と協定した条約ではないで

すか、暮らすのが忙しいですか、霊界に行く

すか」と言うのです。そうすると神様も、

準備をするのが忙しいですか。

「そうだ」と言うのです。
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イエス様の名で善なる立場に立てた人たち

では、統一教会の人たちは、どのような人

は、悪魔が引いていくことはできません。そ

になるのでしょうか。内的世界にも入るすべ

れで、「イエス様を信じなさい」と言うので

を知り、外的世界にも出ていくすべを知り、

す。よく調べもしないで、イエス様を信じさ

また、出てから入ってくるすべも知り、東西

えすれば天国に行きますか。私が霊界に行っ

南北を訪ねていくことができる人になるのが

て、立派な牧師たちが地獄に行ってひれ伏し

理想的です。内的世界が主体になって、外的

て、「私は文先生がこのような方だとは知ら

世界を支配し得る人をつくろうというのです。

なかった 7」と言っているのをたくさん見ま

外的世界は、悪が侵犯したために、その世

した。夢のような話です。皆さんの従う先生

界に行けば地獄に行き、内的な世界に行けば、

は、そのような人です。高次元の世界、五次

善なる霊界である天国に行くのです。この外

元世界以上の理論をもっている責任者なので

的世界と内的世界を自由に往来することがで

す。私に従おうとすれば、そのような内容を

きれば、地獄にも行くことができ、天国にも

知らなければなりません。（一四九│九八）

行くことができるということなのです。それ
を知っているがゆえに、「どこに行っても歓

我々には、国がなければなりません。国は
ありますが、我々が行く国は、ほかの国です。

迎され得る人になってみよう」というのが先
生の主張です。それが神様の主張です。

その国の公認された市民権を新しくもらわな

神様は、地獄に自由に行くことができます。

くては、天国に入ることはできないのです。

手続きを踏まずに行くことができます。また、

公認された市民権をもった人には、サタンが

天国の王宮に行くにも、手続きを踏まずに行

東西南北を通じても、過去、現在、未来を通

けます。どこでも思いどおり行けるのです。

じても、讒訴しようとしても讒訴できないの

（一一六│一七七）

です。（一四八│二八七）
二 霊界に行くときもっていく贈り物
第三節 霊界入籍
霊界の神様の前に行くときに、もっていく

一 天国市民が楽しむ自由

贈り物とは何でしょうか。お金でもなく、学
女性が美人として生まれれば、間違いなく

士、博士の名誉でもありません。自分の愛す

外的についていくのです。醜い女性は、外的

る夫がいいとか、豊かに暮らしているとか、

に行くのではなく、内的に行くようになって

そのようなことではありません。そのような

いるのです。外的に行けば行くほど、サタン

ものは贈り物にはならないというのです。そ

世界に染まったサタンのぼろきれになります

こには世界のため、神様のための愛をもって

が、内的に行くようになれば、神側に近づき

いかなければなりません。それが残るのです。

ます。内的に行くすべを知る人は、外的な側

ヨハネによる福音書第三章十六節に、「神は

にも思いどおりに行くことができますが、外

そのひとりごを賜わったほどに、この世を愛

的な側に行った人は、内的な側に絶対来るこ

して下さった」とあります。神様が世の中を

とができないのです。

愛するとあります。それで、ひとり子を与え
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てくださいました。ひとり子は、世の中を愛

どうして国のため、世界のためだと言えるで

するために来た人です。

しょうか。「苦労をするにはしましたが、私

それゆえ、愛を中心として信ずれば、滅び

は苦労したと思いません」と、それでこそ当

ないのです。救われるのです。主人が世界を

然なのです。まだ行くべき道が残っています。

愛するので、世界を共に愛さなければならな

霊界に行ってふろしきを解いて、「これは一

いということなのです。今日のキリスト教は、

生の間私が用意した贈り物ですので、お受け

教派の名で全部分かれていきました。世界が

取りくださいませ」と言えなければならない

どうで、神様がどうでということは考えもし

のです。女性たちが嫁に行く時は、荷物をし

ないのです。自分の教派と自分の国だけを愛

っかりと持って行きながら、天国に行く時は

して滅びていくこのキリスト教を眺めるとき、

手ぶらで体だけ行くことができますか。

我々は教派を超えて、国を超えて世界を愛し、

皆さんは統一教会の信徒として、神様から

神様を愛さなければならないのです。（九八

どんな使命をもらった者たちですか。皆さん

│三二九）

は、神様の精兵として、神様の息子、娘とし
て、結婚するようになれば、その家の中の家

いくら殺人強盗だとしても、証拠物がない

門を受け継がなければならないのです。そう

ときは、判事でもどうすることもできません。

するために、皆さんは暮らすようになります。

強盗が、「私が殺人をしたのをいつ見たか」

独立性を育てなければならないのです。この

と立ち上がれば、どうしようもないのです。

ような高潔な使命が、皆さんにあるのです。

しかし、証拠を突き付ければ、微動だにでき

それゆえ、先生と毎日生活できず、離れてい

ません。証拠がなければ、証拠を探さなけれ

ても、また、神様がいつも皆さんに直接命令

ばなりません。賛美歌に「イエス、イエス、

しなくても、皆さんは、神様の管理圏で使命

信じることは、もらった証拠が多い」という

を賦与された人たちであるということを忘れ

句があります。皆さんは、もらった証拠があ

てはいけません。

りますか。もらったと威張って伝道に出るも

皆さんは、自身を絶対視しなければなりま

のの、そのようなものが証拠だと思いますか。

せん。そうして、その絶対的な価値によって

そのような証拠をもって何をしますか。伝道

なされた成果が万民のものとして、後代の後

して残った人もいなければ、何の関係もない

孫のものとして、天上世界の宝物として、永

ということです。

遠に保障されるという決意をもたなければな

皆さんは、天国に行くときに贈り物として

りません。これが任命された者の責任です。

もって行く物がありますか。霊界に行けば、

その責任を果たせなければ、乞食よりもっと

殉教した功臣たちが前にずらりと並んでいる

かわいそうです。乞食たちは時が来れば、も

のに、彼らの前に皆さんがもって行ったふろ

らってでも御飯を食べますが、責任を果たせ

しきを開いて見せることができるでしょうか。

ない人は、時間に合わせて御飯も食べられな

大した物でもないのに開いて見せることがで

いのです。

きるでしょうか。皆さんがどのような苦労を
しましたか。それぐらいの苦労をしただけで、

このような責任を完遂するのに、神様が
「十年間にせよ」と言ったなら、十年間、忠
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誠と精誠を尽くさなければなりません。歴史

その次には成就時代が来ますが、その成就時代

を輝かすことができる子女の道を、価値ある

は希望が宿る時期なのです。（三二│七一）

道として復帰してくる期間を、どのように短
縮させますか。神様が計画した十年という期

三 三大主体思想と入籍

間を、七年に短縮させるためには、自分の汗
が必要であり、自分の血が必要であり、自分

心は、神様の代わりです。心は、烈祖、先

の努力が必要であり、自分の苦労が必要なの

祖たちを代表するのです。心は師を代表し、

です。その消耗の代価を通じて、量と質をそ

心は国王を代表するのです。ところで、これ

こに補充しなくては、国家的で世界的な版図

までこの心を、どれほど蔑視し、ないがしろ

を収拾することはできないのです。統一教会

にしてきましたか。宇宙の中心として真なる

の信徒たちは、このような責任を負って行く

父母の立場にあり、真なる師の立場にあり、

人たちにならなければなりません。

真なる主人の立場にある、真の愛の主体とし

そのような時代が来たのです。既に基礎を

ていらっしゃる方の代わりであるその心が、

築いて、外部工事はみな終わり、これからは

この地上で、自分一人を収拾するためにどれ

装飾をする時代です。内部装飾は、主人の手

ほど犠牲になってきましたか。

が必要なため、私がいなければいけないので

蔑まれ、引きずり回されながらも、人が悪

す。壁などは直接関係がありませんが、直接

い考えをもって明け方にどろぼうでもするよ

関係してくる、必要とされるすべての与件を

うになれば、「おい、こいつ 7」と、再び忠

備えるためには、必ず段階的期間が必要です。

告するのです。皆さんがそのような心を、ど

それゆえ、準備時代、実践時代、成就時代が

れほどもてあそびましたか。心は、父母の代

あるのです。

わりであり、師の代わりであり、主人の代わ

自分の生涯を、時期に合わせて計画し実践

りです。心の世界では、公判が必要ありませ

していかなければなりません。準備時代には、

ん。皆さんが、皆さん自身を誰よりもよく知

あらゆる精誠を尽くして準備し、実践時代に

っています。第三者、証人は必要ないのです。

は、あらゆる精誠を尽くして実践し、成就時代

父母の前で堂々とできない自分、師の前で

には、あらゆる精誠を尽くして成就しなければ

恥ずかしい自分、国の君主の前で恥ずかしい

なりません。それでこそ、内部装飾がうまくい

自分、神様の前に恥ずかしい自分です。そう

くのです。その装飾は誰が見ても、「その精巧

であるために、「悔い改めよ」と言うのです。

さにおいて、精誠を込めた度数がずば抜けてい

本郷に帰るには、悔い改めなければならない

る」と言われなければなりません。

のです。
本郷では、神様を王として侍らなければな

ですから、皆さんはみ旨の世界において、

りません。神様は、宇宙の王であり、国の王

準備時代が来て「準備しなさい」という任命

であり、氏族の王であり、家庭の王です。神

を受ければ、準備しなければいけないのです。

様は、宇宙の師であり、国の師であり、氏族

その次には、実践時代が来ます。その時は、

の師であり、家庭の師です。神様は、宇宙の

昼夜を問わず実践をしなければなりません。

主人であり、国の主人であり、氏族の主人で
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あり、家庭の主人です。これが三大主体思想

したとしても、サタン世界で立てた法をもっ

です。ここには、「ため」にする愛、「た

ては、処理できないようになります。アメリ

め」にして忘れることができる愛の本質があ

カ人たちを韓国の国法をもって処理すること

るがゆえに、この三大主体思想が天国を代表

ができますか。国籍が違うからできません。
そのような圏内に入れば、その圏内の法だ

するのです。
自分自身が、その三大思想を全部備えるな

けが適用されるようになります。ですから、

ら最も理想的ですが、それを全部備えられな

サタン世界の法は、いったん越えさえすれば、

くても、「真の父母」の立場に立てば、主は

いくらどのようにしても適用されないのです。

右、主人は左に立つのです。それゆえ、この

サタン世界の法が適用されないのですから、

三つのうち、どの一つでももてばいいのです。

結局はこの世の法をもってしてはいけないと

真なる父母になるなり、真なる師になるなり、

いうことです。ですから、地獄には行かない

真なる主人になるなり、いずれか一つの立場

ようになるのです。

だけにでも立つようになれば、天国入籍は問

人は一度生まれたなら、一度は死ななけれ
ばならないのです。それは公式です。では、

題ないのです。（二〇九│一五四）

死んでからどこに行くのですか。統一教会員
は、霊人体があるということを知っています。

四 入籍の条件

その霊人体は、育たなければならないのです。
堕落とは何かというと、み言と実体と心情

これから、皆さんに問題となることとは何

の因縁が離れていったのです。ですから、皆

かというと、時が来れば、全体が自分の自叙

さんがみ言を知って、み言を実践しなければ

伝を書かなければならないのです。統一教会

なりません。み言を実践するには、父母の心

に入ってきて何をしたか、その記録の内容が

情を備えて動いていかなければなりません。

何かというのです。ここにおいて、どこかの

蕩減復帰をすることができる実体的な行動を

会社に就職して生活したといった内容は、何

経た者となって、初めて祝福してあげること

の条件にもならないのです。かえって、統一

ができます。口先だけではいけません。こう

教会に入って会社にいたという事実は、恥ず

して、天の一族、言い換えれば、この国の生

かしいことです。今に、そういう時が来ます。
これから、入籍が始まります。南北が統一

命体になるのです。
我々の生命現象において、霊形体と生命体

されれば、入籍をしなければなりません。宗

と生霊体があります。これらは霊界の反応的

族的メシヤという言葉が問題なのではありま

な現象なので、この世で霊形体、生命体、生

せん。その内容と事実が問題なのです。その

霊体と同様の因縁を経るのです。生霊体にな

ようなすべてのみ言の内容が、今後自分が永

ればそこに入籍して、自分の位置を見つけて

遠の道を行くための蕩減条件になるのです。

入るのが復帰の路程です。ですから今からは、

あの世に行って、皆さんがその道を行くため

皆さんが入籍するのです。

に、心で体恤しながらどれほど努力したか、

もしそのようにつながって入籍される場合
には、皆さんがいくら過って、いくら失敗を

努力だけでなく実績をどれほど残したかとい
うことが問題になるのです。
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救いの道というものは、今まで生きてきた、

て入籍ができません。なぜでしょうか。神様

そのままの習慣的生活を通じて得ることがで

は、六千年の復帰歴史路程で苦労されたので、

きるものではありません。完全に蕩減の道を

それを考えながら断食をしなければならない

行かなければならないのです。救いの摂理は、

のです。それで、統一教会では、七日断食期

復帰摂理であり、復帰摂理は再創造摂理です。

間があります。それは、皆さんを苦労させよ

それゆえ、再創造されるためには、堕落する

うというのではなく、神様の前に肉身を打っ

前と同様に、本然の位置、ゼロの位置に帰ら

たという条件を立てさせるためなのです。

なければならないのです。

（一七│一八三）

そこには、意識もなく、習慣もなく、金氏
とか李氏とか、自分の姓もないのです。その

我々はどのように暮らすべきでしょうか。

ようなゼロの位置に帰らなければなりません。

その方法は、個人は家庭、家庭は氏族、氏族

天の創造本然の基準から見ると、造られたす

は民族、民族は国家、国家は世界、世界は天

べての万物は、ゼロから出発したのです。

地、天地は神様のために、神様の愛のために

ところで、人間が堕落することによって、
天国に行く途中、その道に反することが人間

生きることです。このように生きて、死んで
いくのです。

世界にあふれているのです。これを切ってし
まわなければなりません。それは言葉ではで

我々は、他の人たちとは違うのです。伝統

きません。すべての民族が、サタンの愛を中

がしっかりと立っているのです。なぜそうで

心として、サタンの生命、サタンの血統と因

しょうか。伝統を立てなければ、あの世に行

縁を結んで歩んできた歴史的文化背景の中で、

って入籍する所がありません。あの世がその

習慣性、あるいは風習が混在しているために、

ような組織になっているから、そこに合わせ

これはそのままでは除去されないのです。

なければ、入籍することができないのです。

聖書は、「死なんとする者は生きん」と言

堕落していない本来の人として再現して、

いました。歴史的な論理がそれで成立するの

帰らなければなりません。そのような人にな

です。死のうとしてこそ生きるのです。自分

らなければ、入れません。これが原理観です。

の生命を投入しなければならないのです。そ

（一三一│五六）

れで、このすべてを洗濯すべきです。言い換
えれば、蕩減して、復帰しなければならない

皆さんは、天国に入籍をしなければいけま

のです。そのような過程が、絶対に必要なの

せん。アブラハムは、神様の近くに行くため、

です。

祭壇の上に自分と共に万物を捧げました。万

堕落世界で所有していた習慣性とか、罪悪

物を失ったために、それを復帰の条件とし、

性が残っている限り、神様と関係を結ぶこと

人を失ったために、アベルの位置に立って、

はできないのです。（二一三│九七）

万物をアベルの立場に立ててカインに条件を
立てさせ、神様に捧げるのです。そのように

皆さんが霊界に行くとき、一週間以上神様
のために断食ができなければ、あの世に行っ
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皆さんが入籍するのに先立って、絶対的人

手続きを踏んで、完全に合格しなければなり

間として生まれるためには、どのようになる

ません。どの窓口に行っても、どの地へ行っ

べきでしょうか。これをはっきりと知らなく

ても、大韓民国のどこへ行っても入籍するこ

ては、絶対的に完成品に代わり得る位置、す

とができる窓口があります。そこへ行けば甲

べてに勝ち、自分の主体性を天の前に主張す

という人、乙という人、丙という人、ありと

ることができるその位置に訪ねていくことが

あらゆる男女が入り口に座っていても、その

できないのです。

人が判を押してあげなければならないのです。

我々人間は、神様を中心として生まれまし

（一七七│三〇五）

た。どこまでも出生の動機は、創造主です。
創造主によって生まれたのです。創造主の何

五 霊界の族長になる人

によってできたのでしょうか。これが問題で
す。創造主がダイヤモンドが好きで、ダイヤ

神様と一つになったなら、カインを愛さな

モンドを任せるために我々を造ったのか、権

ければなりません。神様の愛を受ける立場に

力が好きで、権力を相続させるために造った

立ったなら、心を尽くして、命を尽くして、

のか、知識が好きで、すべて知識を伝授する

思いを尽くして神様を愛するのと同じように、

ために造ったのでしょうか。始まりの起源、

氏族と民族と国を愛さなければなりません。

出発の起源とは何でしょうか。これが問題です。

これが地上の第一の戒めです。天国の戒めで

絶対的な神様が起源となり、彼によって内

はなく、地上天国の戒めです。天上天国の戒

的に因縁を結んで生まれた自分を主張したと

めは、「心をつくし、精神をつくし、思いを

しても、これから本郷の地に帰るプログラム

つくして、主なるあなたの神を愛せよ」（マ

を正確に知らなければ、その進行上のすべて

タイ二二・三七）ということですが、地上天

は未完成として結論づけられるようになって

国の一番の戒めは、「あなたの心を尽くし、

います。

命を尽くし、思いを尽くして、あなたの国と

自分の出生の動機は、どこまでも我々の父

あなたの民族を愛せよ」ということです。

母によるのです。父の生命、母の生命が、自

それゆえ、神様の愛をどのように植えつけ

分をつづって出生させたのに、二人の内外の

るか、神様の権能と天国の畏敬性にどのよう

人格を伝授されるにおいては、生命同士がぶ

に因縁づけるかということが問題なのです。

つかって出てきたのではないのです。生命に

そうするには、自分を中心として、横的に広

先立って、このことをつなげる根元的な作動

がった舞台をもたなければなりません。その

があったのですが、その作動の動機とは何か

ような人が、霊界に行って、神様の威厳を永

というと、愛というものです。

遠に相続することができる支派長や族長、祭

生命が貴いか、愛が貴いかという問題につ

司長になるでしょう。（三四│七〇）

いて見るとき、生命は第二の位置にあるので
これから神の国を中心として、入籍時代が

す。愛が第一の位置です。
入籍のために本郷の地に行くべきですが、
本郷の地に帰ることは簡単ではありません。

来ます。十四万四千の群れに入ると言うでし
ょう?
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入籍時代に向かっていくには、自分の氏族圏

に早く行くことができる道さえさらけ出せば、

が、天国の故郷の地と同じ立場にならなけれ

地上は自然に解決するのです。その道は、ど

ばなりません。それでこそ天国の入籍時代に、

のように行く道でしょうか。霊界のサタン世

氏族的に入籍するのです。

界に行って、個人、サタン家庭、サタン氏族、

個人の救いの時代は、過ぎるのです。一国
の大統領が、統一教会に入教して宣誓すれば、

サタン国を全部天側に引き継ぐ秘法さえもて
ば、それが可能なのです。

その人たちも天国の眷属になり、教会が提示

霊界にそのような時が来れば、地上にもそ

する礼式を経てさえいけば、みなサタン圏か

れが反映するために、すべての変遷が早くそ

ら脱するのです。（二一九│一〇〇）

の世界に転がって越えていくというのです。
（一三四―一五）

いつか我々が考えるべき重要な問題は、自
分の体と心を統一して、妻と一族を結ばなけ

我々が実践する新しい運動とは、何の主義

ればならないということです。体が蘇生なら、

でしょうか。神様がいるなら、神意による主

夫婦は長成、氏族は完成です。それゆえ、皆

義です。神様がいるなら、霊界があるでしょ

さんの氏族を一つにしなければなりません。

う。霊界があるなら、霊界は今まで歴史始ま

南北統一されれば、その次には、入籍が起こ

って以来、数多くの我々の先祖たち、今生き

ります。

ている数多くの人たち、これから来る数多く

そのような時代に、恥ずかしくないように、

の人たちがみな行ってとどまる所です。

同参することができなければなりません。そ

霊界にも善の霊界、悪の霊界があるでしょ

の時は、皆さんが統一教会に入ってきた以後

う。悪の人たちは、必ず悪の霊界に行かなけ

の歴史を、みな記録しなければなりません。

ればならないでしょう。もし神様と何かの関

間違っていれば、あの世で引っ掛かります。

係を結ぶことができる人間が残り得る一つの

何をしたかというすべてを、いちいち明らか

集合体が霊界なら、その霊界も不可避的に二

にしておいて、それを踏んで越えていくとき、

種類になるのです。これは悪の種類、善の種

この事実が自分をつかむようなことがあって

類です。

はいけません。讒訴条件にならないように、

では、いったい悪の種類とは何で、善の種

記録を残しておいて越えていってこそ、初めて

類とは何でしょうか。神様も悪の霊界と善の

入籍時代に入るのです。（二一三│二〇六）

霊界が和合して、人間世界が和合できること
を望むでしょう。それで各自がもった目的も

第七章 我々と霊人との関係

達成すると同時に、各自が全体目的も達成す

第一節 霊的現象と霊人の解怨

ることができる、理想的二重結果の立場を追

一 善霊界と悪霊界

求するだろうというのです。人間には、二重
目的、個体目的と全体目的があります。

霊界は、二つのグループになっています。

今まで人類歴史は、何を追求してきたので

霊界は、サタン世界と神様の世界になってい

しょうか。善とは何であり、悪とは何でしょ

ます。霊界のサタン世界で、善の神様の世界

うか。なぜこのように塗炭の苦しみの中に暮
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らさなければならず、壁にぶつからなければ

で生き、死んだ霊なのです。それは、宗教を

ならないのでしょうか。その出発点から、行

信じて行った霊人たちです。（一三四―九）

く過程、終着点の内容が異なるためです。内
容を分析すれば、簡単なのです。（一二六―

二 霊的現象

八三）
最後に、もし宗教同士互いに戦うなら、ど

霊界がどのように発展し、どのように動き、
この地上と関係を結んでいくかという全般的

のようになりますか。そのような現象が起こ

な内容を知らずには、これをはっきりと知る

りやすい時代にあります。そのような時代を

ことはできません。霊界というなら、善の霊

防備するために、統一教会が生まれたのです。

界と悪の霊界、このように二つに分けること

統一教会は、それを防ぐための防備材です。
それで、宗教戦争時代には、霊肉共に防備

ができます。その世界は、実在する世界です。
地上世界の人たちには分かりませんが、そこ

するのです。霊界は、地所を占領しているの

は、確実にある世界です。

です。

霊界でも、善の霊人たちと悪の霊人たちが

霊界には、霊人が何千億もいるでしょう。

闘争しているのです。霊界にも闘争があるの

日本の一億は問題ではありません。それは、

です。善の霊は、悪の霊を扇動しながら良い

足の下のほこりほどにもなりません。数千億、

所に連れていこうとし、悪の霊は、善の霊を

数万億の霊人たちが、地上を占領するための

何としてでもいい所へ行けないように妨げる

攻略をしてくるのです。ノイローゼ現象がそ

闘いを続けています。

の一つです。

サタンを中心として、悪の霊がつながって
いますが、その悪の霊の統治圏内に、今日地

二〇〇〇年代を越えれば、その時はみな霊

球星の人間たちが暮らしているのです。それ

的に通じるかもしれません。悪霊に通じるな

は、なぜそうなのでしょうか。今まで行った

り、善霊に通じるなり、霊的に通じるように

先祖たちは、善の霊も悪の霊も、全部霊界に

なれば、「戦争をするな」と言っても、戦わ

行っているために、その善の霊も、堕落した

ざるを得ません。そうする時が来るかもしれ

世界と区別されたという条件をこの地上で立

ません。それを防備しなければならないのが、

てて善の側に立っているのかと、神様が御覧

「統一原理」の使命です。
高いアンテナには、ピーピー音が出ます。

になるとき、完全な善の立場に立っているこ

それがノイローゼ現象です。最も恐ろしいこ

とはできないのです。
神様の本然の理想世界、本然の人間になる

とは、悪霊だけが動員されて地上攻略をして

ことができる、理想的善圏に向かっていくに

くることです。そうした場合に、どのように

おいて、善の霊たちはそこへ前進しようとし、

なるかが問題です。いくら人が全地球星に満

悪の霊たちはそれを妨げようとしているので

ちたとしても、悪霊に攻略されてしまうので

す。悪の霊界と悪の世界というものは、いつ

す。それで、神様はそこまで準備していらっし

でも通じます。いつでも連絡できます。善の

ゃるのです。善霊たちを中心として、霊界の基

霊は、悪の世界で対立して、反対される立場

台を広げてきているのです。（五五―三〇）
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心配をする必要がありません。服の心配が必

三 霊界から来た手紙

要ありません。衣食住のすべてを超越します。
この前、李相憲さんの奥さんの閑淑さんか

そこに自動車が必要ですか。自動車工場、

ら、霊界から手紙が来たのです。その手紙の

食品工場、服の工場、織物工場があるでしょ

内容はどのようなものかというと、「霊界が

うか。みなありません。そこでは、億千万里

どれほどいいか、祝福がこのようにとてつも

を瞬間的に往来するのです。何の力をもって

ないとは思いませんでした。天国の皇族圏内

するのでしょうか。愛の力をもってそのよう

に入ってきているという事実が、夢のような

にします。愛する人に会いたいとすれば、す

話です。あまりにも素晴らしくて、あなたよ

ぐに現れます。
愛の速度というものは、最高に速いのです。

り私が先に来たのが申し訳ありません。許し
てください」というものでした。夫より先に

愛の行く道は、直短距離を通じるのです。そ

死んで、霊界に行ってみると、統一教会を信

れは世の中の愛ではありません。神的な愛で

じて行ったために、豪華絢爛な夢のような事

す。神的愛が真の愛です。真の愛の圏内に入

実が繰り広げられたので、あなたよりも先に

るようになれば、直短距離を通じる最高の速

来たのが申し訳ないと言うのです。あまりに

度で行き来することができるために、宇宙を

もいいからそうなのです。

自分の考えの圏内の舞台として活動すること

私のような人は賢い人です。その世界がよ

ができるのです。先生は、そのようなことを

く分かるために、そのプログラムに合わせる

みな知っているために、世の中の万事に対し

ために、一生の間暮らすのではないですか。

て、悲しい苦痛の谷の道を一人で行きながら

根源から来たので、根源に帰らなければなり

も、生涯、開拓者の一線に立って経てきなが

ません。

らも、恨まずに来たのです。今も、死ぬ日ま

海に集まった水が水蒸気になって大気中に

で直行しようと決意をしているのです。
死ぬようになれば、霊界の軌道があります。

上がり、雨となって降り、川ができたのでは
ないですか。ですから、本然に帰らなければ

レールがあるのです。地上のレールと霊界の

ならないのです。すべては循環運動を通じて

レールは、国境を越える線路と同じです。こ

生命が連続するのです。循環しなくなれば、

れは狭くてもいけないし、高くてもいけませ

全部元素に帰るのです。

ん。合わなければならないのです。そのよう

神様はどんな方でしょうか。神様は、宇宙

なことが分かるのは、宗教の中で統一教会し

の存在世界の心のような方です。神様は宇宙

かありません。いくらキリスト教が何だかん

の心のような方です。

だと言っても、それは分かりません。イエス

皆さんは、心を見ることができますか。霊

様が霊界の話をしましたか。

界は心のようなものが体と化した生活の世界

二十世紀後半期、先端科学を誇るこの時代

ですが、これは時空を超越した所です。そこ

に、公式的な発達の論理を追求する現時代に、

では、御飯を思いどおりに食べることができ

公式的過程を通じた宗教的理論を通じて、神

ます。御飯の心配をする必要がありません。

様を実証することができる内容をもった所は、

水の心配をする必要がありません。飲料水の

統一教会しかありません。（二一〇―二二五）
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今は、イエス様が反対された時代ではあり

後代を準備するためには、何かを残してお

ません。韓国全体が世界的な版図をもった歴

かなけれなりません。自分の後孫たちを、豊

史性を中心として、先生をたたえることがで

かに暮らさせるために、国に良いものを残し

きる時代が来たために、皆さんは氏族的メシ

ておかなければなりません。そうすれば、国

ヤの責任を果たさなければなりません。今、

の人たちが保護するようになります。お金や

一族たちは、瞬間的に姻族の八親等まで復帰

知識や権力を残しておかずに、愛国的な功績

されるのです。六カ月に百二十家庭は問題で

を残しておきなさい。すべての人が「滅び

もありません。今、このような兄の立場に立

る」と言いましたが、先生は滅び得ない準備

ったのです。

を鉄石のようにしたのです。ですから、滅び

天地が開闢するのです。おじいさんが孫に
なり、お父さんが息子の立場に立つのです。

ようとしても滅びないのです。（二一三―一
四六）

孫が王になるようになれば、おじいさん、お
父さんが自分の先祖たちに侍らなければなら

四 霊人の願い

ないのと同じ道理です。メシヤが王権を代表
するのです。その国では、すべての聖徒たち

霊界に行っている人間たちは、何を願うで

が再臨して、キリストの名で王の役割をする

しょうか。霊界は、自分が置かれている基準

のです。ですから、これは氏族的王権になる

で、すべてを補給され得る世界です。

のです。そのようになれば、国家的世界の版

自分が願うなら、即時的です。消化して動

図圏に、王権が同参ができる解放圏になるの

かすことができる主体的な能力がある人なら

です。

ば、不可能がない世界です。このような話を

今回、李相憲先生の奥さんの閑淑さんが霊
界に行って、そこから送った手紙があるので

すると、「気が狂った人だ」と言うから、私
は話をしません。

す。「霊界に来てみると、いいのです。祝福

もし百万人の宴会をするなら、考えると同

されたら、こちらに上がってくることができ

時に百万人が広場に現れて、すべての準備が

るのです。天の皇族が何のことか分からなか

可能であるために、百万人の宴会を瞬間的に

ったけれど、今来てみると、本当にとてつも

することができるのです。今日、この地上世

なくいいのです。あなたより私が先に、この

界がどれほど悲惨ですか。このごろの韓国社

ようにいい所に来てごめんなさい」と言った

会を見れば、失業者が多いではないですか。

のです。そのような所です。

そのような世界です。何が可能になるでしょ

広大で永遠な世界が本郷に繰り広げられる

うか。原子力の分裂作用において熱が出るの

のに、そこで活動地域を制限され、方向感覚

と同様に、皆さんが愛の分裂作用をすれば、

を失ってしまい、かわいそうな行動をする男

瞬間的に可能になります。そういうことが、

たちにしたくないから、広い大宇宙でも東西

あるようではないですか。（一四一―二七八）

南北、四方を自由に旅行することができる、
明らかな解放圏をつくるために、こうするの
です。

あの世界は、どのようになっていて、つな
がっていくのでしょうか。あの世界において
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我々は、そばで誰かが食べていようと、休

も、現在の立場より、あすの立場が良くなる

んでいようと、何をしても関係なく、その道

のを願うことは同じです。
地上で暮らす人間たちが生活する中で、き

を行くべきです。ずっと前まで、数千名が一

のうよりきょうが良いことを願い、きょうよ

様にみな行っているのです。休まず動きなが

りあすが良いことを願うのは、共通真理です。

ら、精誠を捧げて身もだえしながら行くよう

西洋人も東洋人も、昔の人も今の人も未来の

になれば、他の人たちもその縄を巻いてくれ

人も、誰に限らず、現在生きているより、良

るのです。ですから、数多くの人たちがそこ

くなることを願うのは、共通真理だというの

から落ちるのも、感じるようになるのです。
マラソン大会をするのと同じです。走って

です。これは変わりません。

みれば、一等も出てくるし、二等も出てくる
霊界に行っているすべての霊人たちも、そ

のです。歴史がそうです。今まで数千年間、

れと同じなのです。現在より良くなるべきだ

数多くの霊人たちがその縄にしがみついてき

というのです。地上で生活した時より、良く

ました。その中で、一等になってあの世に行

なるのを願うのです。（一四一―二六九）

って、その巻く装置と因縁を結んで、丸ごと

今までの六千年の歴史は、アダム一人を探
してきた歴史です。アダム一人を再創造する

巻いてやるようになれば、霊界と肉界が復帰
されるのです。（三二―一四五）

歴史です。それゆえ皆さんは、先生について
こなければならないのです。エバはアダムが

五 霊人の解怨

出てこなくては、創造されることができませ
我々は、三時代の使命を完結しなければな

ん。それゆえ、たった一人のアダム、たった

りません。霊界に行っている霊人たちを解放

一人の男性を創造するのです。
その一人を創造するためには、復帰摂理の

し、今日この罪悪の世の中に生きている人た

途上に生まれては死んでいった数多くの人た

ちを解放し、これから来る後代の人たちも、

ちの血と肉が材料にならなければなりません。

ここから解放しようというのです。このよう

億千万の霊人たちの恨みが、ここにまとまら

に三時代の解放圏をもって出てくるのです。

なければならないのです。そうして、この実

これは膨大でとてつもないことです。この

体が登場する日に初めて、激しい迫害の中で

ような夢のような内容が、事実として現れれ

血を流して死んでいった殉教者たちは、殉教

ばどうなるでしょうか。目が真ん丸くなり、

したことに喜びを感じるようになるのです。

口は限りなく開き、耳はぴんととがるでしょ
うが、頭は下がるようになるのです。（二八

たとえ霊界にいたとしても、地上にいる実

―二〇一）

体と関係を結ぶことによって、自分たちにも
解放がやってくるのです。このようになって

統一教会は、何をする団体でしょうか。平

います。それが観念的で漠然としていてはい

和をつくるための団体であり、和解をさせる

けません。この自覚を、どのようにするかが

ための団体です。ところで、誰と和解をつけ

問題です。（二九―二七一）

るのでしょうか。イエス様と聖霊が今まで、
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このことをしています。出産の使命を果たす

は今まで六千年間、堕落した人間を救う摂理

のです。イエス様と聖霊が果たすべき使命は、

において、休んでみたことがありますか。休

息子、娘を出産することです。

んでみることができなかったのです。みな休

聖書を見れば、「子を産むことによって救

めませんでした。では、統一教会は休んでみ

われるであろう」（テモテⅠ二・一五）とあ

ましたか。統一教会の先生が休んでみました

ります。女性たちは出産すれば救いを受ける

か。今も、年が五十歳を越えても、驚いた鹿

とあるのに、既成教会の人たちは「女は赤ん

のように跳んで回るというのです。

坊を産んではいけないのだ」と言います。そ

なぜそうなのでしょうか。和解をさせ、神

うであるなら、神様が女性に赤ん坊を産む器

様を休ませ、イエス様と聖霊を休ませ、我々

官をなぜつくったのでしょうか。それは、女

の先祖たちをみな楽にしてあげるためです。

性を代表したエバに代わって再び出産しなけ

神様も先祖でしょう? キリスト教で言え

ればならないということを象徴的に言ったの

ば、生まれて死んだ先知先烈たちが全部先祖

です。

なのです。宗教で言えば、昔から生まれて死

エバは霊と体を身にまとって本然の母の性

んでいったすべての宗教指導者たちも、全部

稟を結実すべき本性的主体性をもった立場に

先祖なのです。そのような先祖たちを解放し

ありましたが、相対的基準に立てなかったこ

てあげなければなりません。先祖の恨みを解

ととによって、実体化することなく、神様が

怨成就してあげなければなりません。（七五

それを再び神様のもとに収めたのです。そう

―三八）

して、それをイエス時代に、主体の前に対象
として送ったのです。それで、それには体が

先生は目が覚めさえすれば、もう便所に行

ないのです。イエス様は体がありますが、聖

きながらも考えるのです。寝ても覚めても二

霊には体がないのです。それで聖霊を、火の

十四時間考えるのです。それゆえ、皆さんに

ような聖霊、油のような聖霊、風のような聖

借りをつくる男ではありません。借りをつく

霊と言うのです。

る男ではないのです。どれほど劣っていれば、

ですが、母的使命を果たして、我々人間の

責任者が借りをつくるかというのです。

心に入ってきて感動を与えて罪を洗う役事を

先生が若い人に負けてはいけないと思うの

するようになれば、きれいになるのです。そ

です。このごろも、船に乗って毎日のように

れは、母が妊娠をして、赤ん坊を育てるのと

出掛けるのです。アメリカにおいて、これか

同じです。そのようにするには、父の保護を

ら海に関心をもつ人が無限な繁栄圏をもつよ

受けなければならないように、イエス様の保

うになるということを知っているために、そ

護を受けて、再び生まれたという条件に立っ

ういうことをしているのです。
海で死んだ霊界の霊人たちを解怨してあげ

てこそ、重生になるのです。生まれ変わると

るために、先生がそのことをしているのです。

いう言葉が成立するのです。
イエス様と聖霊が、今まで休んだことがあ

ある時は、台風が吹くという警報を聞いても、

りますか。休めませんでした。キリスト教が

船に乗って出るのです。そのようにして死ん

休んでみましたか。休めませんでした。神様

だ霊たちが、多くのことを知っているために
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そうするのです。私が一九七五年にケープ・

理想を探していく過程で、霊的なものと肉

コッドに行って何をしたかというと、霊人た

的なものが一つになるのは、何によってでし

ちを解怨させてやったのです。解放運動をし

ょうか。霊的な世界は霊界であり、肉的な世

たのです。それは、世の中の誰も知らないの

界は地上世界ですが、霊的世界と地上世界が

です。

一つになるためには、すり替えなければなら
ないのです。自分のものをもってはいけない

では、反対されるのに、なぜそのようなこ

のです。全部与えてこそ、あちらが来て、ま

とをするのでしょうか。それは、霊界の解怨

たあちらから全部与えてこそ、こちらがあち

のためにするのです。（九三―九六）

らに行くのです。失ってしまった立場に行く
のです。（一四七―九四）

六 霊界統一
我々がこれから霊界と肉界をつなげるには、
肉的世界はサタンの活動舞台であり、霊的

まず世界的な信念の自覚、統一的な理念の自

世界は神様の活動舞台になって、いつも食い

覚をして、世界的に打開するための受難の道

違ってきました。これが復帰摂理時代に恨の

を甘受していかなければなりません。こうす

与件として残っているというのは、間違いな

るようになれば、霊界と肉界が自動的に一つ

い事実です。これを食い違えさせてはいけな

になり、ここから統一が繰り広げられます。

いのです。神様を中心とした心の圏と、神様

統一の道を行く方向が決定されるのです。

を中心として治められる体の圏を備えなけれ

（二九―二八五）

ばなりません。生活圏内でこれをどのように
発展させるかというところから、統一基盤の

統一教会が霊界を統一する前に、肉界を統

基準が確立されるというのです。（四五―二

一することができますか。できません。それ

一三）

が原則です。それゆえ先生は、霊界を統一す
るために、肉界にいる皆さんを死地に追い出

この世界が統一されるためには、霊界から

すのです、無慈悲にたたいて捕まえるのです。

統一しなければなりません。皆さん、霊界が

そのようになれば、霊界は皆さんに協助せ

分かりますか。霊界を知らなければなりませ

ざるを得ないのです。皆さんが悲惨な立場に

ん。霊界を統一しなければなりません。霊界

入れば入るほど、それを中心として、霊界は

を統一するのは、たやすいことでしょうか。

霊界なりに団結するようになるのです。皆さ

霊界の統一なくしては、地上の統一がないの

んが深い立場に入るようになれば、三千万の

です。今日、この地上の戦いが実に大変でし

民族の中で天国圏が繰り広げられるのです。

ょう?

この圏は、昔から地獄に行っている輩までも

地上の戦いが大変です。しかし、霊

界の戦いは、地上の戦いより難しいのです。

含まれるのです。（四九―一〇九）

このようなことを考えるとき、今日、「大
変」という名詞を口を開いて言うことができ

第二節 地上人と霊人との関係

ません。（一五三―五六）

一 地上人と霊人
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この世界は、悪魔の世界です。悪魔の世界

二つとも到達することができないと見るので

を訪ねてこなければならないのです。皆さん

す。それゆえ今日、多事多端な世界的事件が

は、いつ死ぬか分からないではないですか。

問題解決の焦点ではなく、体と心をどのよう

誰でも死ぬのです。死の峠を越えて往来する

に一つにして、目的に向かって飛躍すること

ことができる基盤を地に築いて行かなければ、

ができる自分自身を発見するかという問題が

地上天国ができないのです。地上天国ができ

引っ掛かっているのです。

なければ、天上天国ができないのです。皆さ

宗教と世界統合を、自分自身から探さなけ

んが霊界に行っても、この地上に思いどおり

ればならないという観点で見るとき、統一教

に来ることができるようにしておかなければ

会は、何をする教会かという問題がここに台

なりません。それでこそ地上天国に暮らし、

頭するのです。統一教会は、宗教だけのため

天上天国が成されて暮らすようになるのです。

の宗教ではありません。統一教会は、この世

霊界に行ってから、来ることができなけれ

と一致和解して、宗教的活動基盤が、社会的

ばいけないのです。地上に天国を成せなけれ

活動基盤に同伴することができる道を探して

ば、地上に来れないのです。これは妄想では

いくべきであり、また、世の中が宗教分野の

ありません。そのようになっているのです。

道を探していくことができ、これが一つにな

永遠をかけて、しなければならないのです。

り得る道を模索しなければなりません。ここ

先祖たちが、全部責任分担と蕩減条件に引っ

には、大きな塀が横たわっているのです。宗

掛かって、霊界に行っても行くべき道を行け

教と社会が一つになるにおいて、個人的、家

ずに、地に再び下りてきて蕩減するのと同様

庭的、民族的、国家的、世界的に、霊界まで

に、その道を皆さんは残してはいけないので

塀で妨げているのです。

す。原理のみ言が事実なら、皆さんはそこに

この塀をどこから壊すのでしょうか。故障

みな引っ掛かるのです。（一四六―二二三）

はどこから生じたのでしょうか。世界の果て
で生じたのではありません。個人に生じまし

宗教として行くべき道、あるいは、一般の

た。個人が、自分を中心として故障する結果、

世界が行くべき道が、互いに塀でふさがって

体と心が分かれました。体と心が分かれて、

います。不信者がどのように信仰する人と和

いく筋も指向する、自分なりの目的をもって

解することができ、また信仰する人が、どの

行くようになる結果になったのです。ここか

ように世紀末時代に来て和合することができ

ら問題となるのは何でしょうか。目的をどの

るでしょうか。これを解決しなくては、人類

ように一つに帰一させるかという問題、分か

は二股に分かれて、新しい一つの世界に入れ

れた体と心をどのように一つにつなげるかと

ないようになっているのです。

いう問題があります。

もし二股が一つの世界に入っていくことが

神様とサタンがいるとするなら、神様とサ

できるというなら、その世界は二股の世界の

タンが働いています。神様は、今まで人間を

結果をもたらすようになるのですが、それは

救うための復帰摂理をしてこられ、人間を救

絶対的な神様が理想とするものになり得ませ

うための求道の摂理を指導してきています。

ん。一つであるしかない神様の理想世界に、

それに反してサタンは、神様の摂理に反対し
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てきています。善側の神様は、摂理の方向に

告げなければならないようになっているので

おいて一つの理想世界を目的として、毎日毎

す。「私はこうだ」という事実をありのまま

日より分けていきながら、その目的に接近で

に告げなければなりません。我々人間が、世

きる道を推進させていく反面、悪神のサタン

界的舞台を中心として一つになれるかなれな

は、そちらに行ってはいけないと言いながら、

いかという結果的事実は、善神と悪神が世界

反対の道に妨げているのです。

の基準で証すのです。自分がそこに包括され

一つの境界線、一つの塀を中心として、神

ており、包容されているために、それを測定

様は「塀を越えるな、お前は右に行かなけれ

できず感じられないだけであって、善神と悪

ばならない」と言いながら妨げて、サタンは

神はそのような立場で、世界舞台で戦ってい

「お前は左に行かなければならない」と言い

るのです。（一四五―一五）

ながら妨げているのです。それで分かれるの
です。右に行くための人間の出発が実を結ん

二 霊人たちの霊界での立場

だのが右翼であり、左に行けというのを世界
的に展開させてきたのが左翼です。この左翼

今日地上には、四十億の人類が暮らしてい

と右翼の世紀末的な歴史時代に対するように

ますが、霊界には数千億の霊人たちが暮らし

なる時が、今です。この右翼と左翼は、心と

ています。それゆえ、地上のこの世界と、

体が戦う結果を表したものです。

我々が眺める主体となる霊界が、どのように

では、これをどのように一つにするか、こ

つながっているかというのが問題です。我々

れが問題です。世界が一つになり、国家が一

が貴く思う物質を中心としてつながっている

つになり、氏族が一つになり、家庭が一つに

のでしょうか、知識を中心としてつながって

なって、個人が一つになるのでしょうか。違

いるのでしょうか、我々が地上で重要視する

います。出発をどこからしなければならない

権力と同じ内容を中心としてつながっている

かと言うと、個人からしなければなりません。

のでしょうか。そうではないのです。

ですから、この世界において、急がなければ

なぜかと言えば、あの世界は、物質世界を

ならない問題は、個人から一つにする運動を

超越した世界だからです。あの世界は、知識

しなければならないのです。それで、宗教の

の世界を超越した世界です。時空を超越して

中で現実がつながり、現実の中で宗教がつな

いる世界であるために、きのうの喜びがきょ

がって、互いが否定できない自分自身を発見

うの喜びになり得、きょうの喜びがあすの喜

しなければなりません。

びになり得る世界なのです。

ところで、ここで問題となるのは、悪神が

このように見るとき、その本質の世界は、

体を支配しているのです。悪神の根は自分の

今日人間世界に暮らしている我々が必要とし

体を中心としており、先生の根は自分の心を

て、重要視する内容を中心としては動かない

中心としているのです。それで、唯物史観と

のです。霊界の生活のすべての価値的な中心

唯心史観に分かれるのです。世の中の言葉は、

とは何か、それが重要なのです。

ただ出てくるのではありません。その時代的

霊界に暮らす人たちは、各個人が霊界の社

な時が来るに従い、罪人は罪人であることを

会に属しています。霊界にも人間世界と同様
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に、霊界の家庭があり、一族がいて、一つの

ら下りてくるとき、その主流が直線では駄目

国があり、世界とつながっています。

なのです。ユダヤ教の互いに違う系統が精誠

今日、地上に暮らしている人は、好きでも
嫌いでも、誰に限らず、死んでとどまる所が

を尽くすようになれば、その主流が移って、
行ったり来たりするのです。
それゆえ、霊界にいる人が下りて来るには、

霊界です。そこには未開人から文明人まで、
歴史時代に生まれて死んだ千態万象の人間の

直線に該当する人以外には下りて来れないの

群像が集結しているのです。

です。再臨役事の協助ができないのです。そ

今までの人類歴史が、平和を中心とした人

うして、一世紀もたてば、またその人も霊界

類歴史になれず、幸福を中心とした人類歴史

に行くのです。霊界に行って、その次の時代

になれず、理想を中心とした人類歴史になれ

に来るには、やはりこのような原則で下りて

なかったなら、霊界に行っている人たちは、

来るのですが、特定の霊人たち以外は下りて

どのようになるのでしょうか。どのように治

来れないのです。
霊界の塀は、だんだん多くなります。だん

められるのでしょうか。ここで暮らした人が、
あの世界に行って突然変わることはできませ

だん複雑になるのです。その次の世代が全部

ん。「三つ子の魂百まで」という言葉がある

霊界に行くのです。それで、だんだん壁が大

でしょう? 生まれもった性格は直しにくい

きくなるのです。全部壁です。今の時は、世

のです。

界的時代なのです。どれほど複雑か考えてみ

このように見るとき、あの世に行っている

てください。これを探してくるには、どれほ

霊人体たちは、我々が今まで暮らしたのと特

ど回り回って来なければならないかを考えて

別に違うのでしょうか。突然変わるのでしょ

みてください。それゆえ、時になったなら、

うか。そうすることはできないのです。ここ

塀を崩さなければならないのです。霊界から

で暮らしたその形、そのままで収穫されてい

下りて来る道と、入って来る道をつくってお

くのです。

こうというのです。このことを統一教会がす

霊界に行っているすべての霊人体は、結局

るのです。（一〇二―二九）

は地上に暮らしていた人たちの霊人体です。
そのように見れば、今日この人たちが暮らし

今まで霊界に行った霊人たちは、全部分か

ている世の中と、別に違いのない世界なので

れています。霊界では横的には通じません。

す。（一四一―二六八）

縦的にはこの程度に通じます。（二一八―一
二五）

霊界は、今まで数多くの部類の歴史をもっ
ています。ところで、この霊人たちは、思い

三 霊人の数が地上人より多い

どおりにここに来て働くことができないので
皆さん、霊界がどれほど大きいか分かりま

す。ふさがっているのです。
それで、宗教で橋を架けなければ、特定の

すか。霊界にどれほど多くの人口があるか考

人以外には、再臨することができないのです。

えてみましたか。今霊通する人たちが言うの

ユダヤ教の中にも派閥が生じました。霊界か

を聞けば、一人に対して三千三百二十余名の
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霊人たちがついて回ると計算しています。

上において在世当時、自分たちと共に生きた

我々の側がそのようにいると考えるとき、世

という条件が恨みになります。

の中に負けるでしょうか、勝つでしょうか。

私がそのような考えをもって、海洋事業を

霊人たちが原子爆弾を怖がりますか。それ

中心として、万民の食糧問題を解決し得る道

と同様に、皆さんも銃弾を怖がらず、原子爆

を準備するのです。二重、三重に苦労しても、

弾を怖がらず、国を怖がらなければ、絶対負

統一教会が一番近い人たちになり、助けてあ

けないのです。間違いなく勝利するのです。

げることができる道のために、世界的宣伝を

超越しなければなりません。皆さんは反対し

して準備をするのです。ワシントン・テレビ

ますが、私は「行け」と言い、後ろについて

ジョン・センターを造ったのも、みなそれで

行ったのちに、門を閉ざして主人の役をする

す。募金運動をするつもりです。

というのです。みな過ぎれば門を閉ざしてし

人が百年生きられないのを考えるとき、五

まうのです。そのような考えをしながら、今

十億の人類の中に、一年に五千万が霊界に行

戦っているというのです。（八六―一九三）

きます。これらが地獄に行くのをどのように
しますか。サタンが蒔いておいた種を、全部
天に収めるのを神様が願うのに、これが遅れ
れば遅れるほど、どうなりますか。今まで四

四 放浪する霊たち

十年間に、どれほど地獄に行きましたか。数
飢えて死ぬ人より、もっとかわいそうな輩

十億が行ったのです。深刻なことです。あの

が、神様を否定する人たちです。飢えて死ぬ

世に行って、霊たちに会うようになれば、

人は、自分の善意の道理によって、あの世に

「先生の在世当時に我々に対して責任を果た

行くようになっても級がありますが、神様が

せなかった」と言われれば何と言いますか。

いないと言う人は、霊界を否定するために、

心だけでもしなければなりません。心だけで

基盤がないのです。霊界で雲のように放浪し

も食口たちに話し、未来についても責任をも

ます。さすらいの霊になるのです。雲が集ま

つという行動を中心として行くようになると

って雨が降るのと同様に、集結して全部悪い

き、「あなたは驚くべき方です。我々を考え

影響を及ぼすのです。ですから、全部地獄に

てくださった」と言うのです。（二一三―三

訪ねていって、地獄を煩わしくするのです。

五五）

そのようなことをちゃんと知って、これらを
生かしてやらなければならないために、この

五 霊人の区分は心が知ってする

ことをするのです。
深刻な心情の立場で話をして、汗を流し、

その次には、死ぬ人が問題です。今、一日
に六万名が死んでいっています。それを父母、

帰ってきて飲む水の味を、世の中の普通の人

子供、兄弟たちが見るとき、胸が絞めつけら

たちは知らないのです。その味は、どうだっ

れ慟哭する出来事が繰り広げられています。

たでしょうか。コーラとか、蜜の味とは比較

ところで、「真の父母」という人が、同情せ

にもなりません。味が違うのです。毎回違い

ず、それに対する準備をしなかったなら、地

ます。
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そのようなことも発見しなければなりませ

皆さんもそのような立場に立ったというこ

ん。そのようなことを感じなければ、霊感を

とを知るべきです。ですから、皆さんはいつ

感得することはできないのです。霊界に対す

も「三世代を代表した私だ」と考えなさいと

るすべてに感応することができないのです。

いうのです。

そのようなことを感じるようになれば、耳が

それゆえ、霊界が自分の肩にかかっている

鋭敏になって、あちらで話せば、すぐに何の

のです。皆さんの先祖が、皆さん自身にかか

話をしているか分析してしまうのです。目を

っているというのです。過去、現在、未来を

つぶっていても、誰が過ぎ去るか、良い人な

全部このように集めて、二つを合わせて引っ

のか悪い人なのか突き止めるのです。霊感が

張っていけば、走ってくるのです。そのよう

来るのです。それを知らなくては、霊界の悪

な使命を果たすべきです。
ですから、霊界が自分の肩にかかり、親戚

神なのか善神なのか見分けがつかないのです。
見て分かるのではなく、心が分かるのです。

が自分の肩にかかり、親戚だけでなく国が自

心の目は、見て分かる目よりも、高次的な立

分の肩にかかり、これから来る後孫の前に正

場にあるのです。

しい伝統を立てておかなければならないのも、

皆さんはまだ行くべき道が遠いので、先生

自分の肩にかかっています。これをいつも考

がこのような話をするのです。それを知るべ

えるべきです。皆さん一人が、うまくできる

きなのです。自信をもつべきではありません。

かできないかによって、霊界に行った皆さん

それで聖書には、「こころの貧しい人たちは、

の先祖たちも解放することができ、皆さんの

さいわいである、天国は彼らのものである」

親戚たちも解放することができ、皆さんの後

（マタイ五・三）とあります。同様の道理で

孫たちは解放の選民として決定され得るので

す。みな通じる言葉です。（九六―一七〇）

す。（六六―七六）

神様が標準を六千年間合わせようとしまし

六 地上人の暮らしの価値

たが、今まで一つの標的にも当たらなかった
我々は、アダム・エバに対して、今まで数

のですが、今何万年目に撃ってぴたりと当た

千年下ってきながら、数多くの人たちが讒訴

ったのです。その合う時間を考えれば、一番

したことを知っています。今、皆さんが新し

眠気が差す時です。一番眠気が差し、一番疲

い先祖になるのです。皆さんの後代の前に讒

労困憊する時なのです。神様がその時、居眠

訴され得る先祖になるか、栄光を受け得る祝

りしたり、疲労困憊の状態でいるでしょうか。

福の先祖になるか、この二つの道の岐路に立

神様御自身が撃つ時、疲労困憊して眠気が差

ったのです。アダム・エバが公的な立場に立

すか差さないかという時、気を引き締めて撃

てなかったことによって、讒訴の条件を残し

ったのです。その時、撃ってから居眠りして、

ましたが、より公的な立場に立って犠牲の道

疲労困憊して倒れるでしょうか。神様が体面

を克服していたならば、今日人類の後孫の前

も何もなく「うわ 7」と喜ばれるのです。
霊界では、どれほどあきれるでしょうか。

に讒訴されなかったであろうことは、当然の
道理です。

天使世界から見るとき、「天使が過って神様
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をあのようにしておいたのに」と言い、どれ

うにするすると抜けていく孫娘とを霊界から

ほどあきれるでしょうか。どうか合えと、ど

先祖たちが見るとき、どちらを褒めるでしょ

うか合えと願ったことが、何万年続いたのに、

うか。うさぎのようにする孫娘を褒めるでし

それがぴたりと的中すれば、霊界はどうでし

ょうか、亀のようにする孫を褒めるでしょう

ょうか。

か。亀のようにする人を褒めるのです。

世界の人たちが、そのような素晴らしい所

うさぎは小便をよくします。亀はよく分か

があるなら、入場券一枚が一万ドルするとし

らないでしょう。亀が小便をするのを見たこ

ても、買って入るでしょうか、入らないでし

とがないので、亀はよく分かりません。うさ

ょうか。そこにありとあらゆる人たちが来て、

ぎは少し行っては小便をして、少し行っては

「ああ、チケットを買って損した 7」と不平

小便をするのです。それはなぜですか。他の

を言って出たのに、あとでその町内のある乞

うさぎたちが来ることができないように、自分

食がお金を借りて、物乞いしてチケットを買

の領土を決定するために、小便をするのです。

って入り、神様が標準を合わせるのを見たら

亀のようにしなければならないのです。

どうでしょうか。乞食がそこで踊りを踊るで

「しなさい」と言えばして、夜が来ても昼が

しょうか、踊らないでしょうか。

来ても、歳月が流れても、春夏秋冬を忘れて

そのようになれば、神様も気分が良くて誇

ただまめに行く人は、みな歓迎します。あの

るでしょう。「おい、当たった、当たった 7

世のすべての先祖たちが、皆さんの暮らしを

誰かいないか。誰かいないか」と、このよう

みな見ています。隠れる所はありません。先

に探すのではないですか。その時、神様がそ

祖たちが全部見ているのです。霊界に行くよ

の乞食を見たなら、「おい、こいつ、乞食よ

うになれば、壁もみな通じるのです。地球の

7」と、そう言うでしょう。「ああ、うれし

固まりも、みな通じるのです。

い」と言って踊りを踊られるでしょう。（一
〇三―八七）

そのような世界に行って、永遠に暮らさな
ければなりません。神様の愛の対象として造
った人間であるために、神様が永遠であられ

第三節 先祖たちと我々

る限り、愛の対象になる存在も永遠に必要だ

一 我々を見下ろす先祖たち

というのです。神様が永遠であられるように、
我々も永遠なのです。愛の相対にならなくて

皆さんが霊界に行ったなら、先祖たちが現

は、永生がありません。

れるでしょうか、現れないでしょうか。「う

あの世では、どんな人が一番高い位置に行

ちの孫たちが統一教会に入って、文先生に会

くのでしょうか。千年、万年、自分が何度も

ったって 7」というところから、天国の宮殿、

生まれて、神様のように人類のために生き、

皇族が始まるのです。今まで天国に宮殿があ

神様に同情し、神様を慰めることができる自

りませんでした。

分になるという人が、神様の前に一番近くに

「真の父母」が教えてあげたとおりに、た

行くのです。良いものがあれば、全部人類の

だ愚鈍に「しなさい」と言われるとおりにす

ために使おうとする人です。おじいさん、お

る孫と、自分の思いどおりにうさぎの子のよ

ばあさんは、行く日が近くなれば、良いもの

614 * 六百十四

천성경

天聖經
Cheon Seong Gyeong
は全部息子、娘の前に残してくれるでしょ

るのです。永遠に神様の愛と人間の愛を共に

う?

分けて、それを呼吸するのです。

自分が努力したすべての代価を譲って

それゆえ、神様の愛を受けなければならず、

くれるのと同様に、そのような心を世界人類
の前に残してあげると言い、世界の前に譲っ

その次には、先祖になったアダム・エバの愛

てあげると言える生活をしなければなりませ

を中心として、誰がもっと本質的な愛に近い

ん。（二一三―一九六）

かというのが、あの世に行って修行していく
永遠の路程です。（二一三―一九〇）

二 我々が先祖よりより良くあるべし
三 墓参りもしなければならない
先祖が生きてきたこの家の中に、自分の曾
おじいさん、おばあさんが亡くなったなら、

祖母、曾祖父が暮らしたその部屋に、うちの
おじいさんを産んで、うちのおばあさんを産

墓参りをしなければなりません。神様が墓に

んで、自分を産んだその部屋に、おじいさん、

埋められたとして、墓参りをしなければなり

おばあさん、曾祖父、曾祖母が愛したその愛

ません。今亡くなられるいう時になれば、慟

より、もっと大きな愛を残すことによって、

哭して泣きなさい。おばあさん、おじいさん

天が見るとき、愛光沢で光るのです。百ボル

に侍られなかった恨を、自分一代で贖罪しな

ト、千ボルト、一万ボルト、何億ボルトの光

さいというのです。

がずっと輝くのです。その輝く光がどこに行

自分の泣く声を聞いて、天上世界の神様が

くかというと、故郷に行くのです。先祖、先

全部認める立場で、うちのおじいさんを自分

祖、先祖と上がっていくのです。霊界に行く

を見て、「そうだ。よし」と言える伝令が来

ようになれば、神様を中心とした天国に行く

るまで、精誠を捧げなければなりません。収

のです。その天国が、本来我々の本然の故郷

穫の時になれば、そのおばあさん、おじいさ

です。我々の本来の父が神様でしょう?

んをそのまま残しておいてはいけません。春
夏秋冬四季の佳節全部に訪ねていって、侍る

アダム・エバは、神様の体です。アダム・

ことができなければなりません。統一教会の

エバは、横的な父母であり、神様は縦的な父

お化けになったと思い、流れていく鬼の子だ

母であるために、我々が横的なこの体を脱い

と思ったのに、王孫（注：王の血筋を引く

でしまい、縦的に還故郷して、天国で永遠の

者）が生まれたとたたえるのです。

王として侍って暮らすのです。その王とは誰

父母に侍ったこの地のある王よりも、家庭

でしょうか。アダム・エバが堕落しなかった

的に侍らなければなりません。皆さんの父母

ら、神様の体として和して、その体を身にま

が王になればいいと思うでしょう? 皆さん

とって完成して、この地上で神様の愛で直接

の父母が、神様よりも、王よりももっと高け

主管圏と間接主管圏をつなげる責任分担を果

ればいいというのが皆さんの心なのです。そ

たした人の王になるのです。そうすれば、神

れがみな許されていたのです。「自分が王宮

様は、そのアダムの心においでになり、アダ

の道理の法を守ってでも、父母を世界のどん

ムの霊は、神様の体になるのです。一身にな

な王よりも幸福にする」と言うことができる
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王孫の資格を備えて生きなければならないの

て、先祖の墓の前で即位する王のように侍ら

です。

なければなりません。
「我々は『真の父母』によって、新しい血

そこでは、父母たちが口を開くようになれ
ば、自分の息子を誇らざるを得ないのです。

統を引き継ぐことができる先祖になることで、

天国の先祖たちもたたえ、後孫たちもたたえ

解放圏が繰り広げられる、祝福された氏族に

るために、ここからその父母を中心として、

なります 7 この氏族は、永遠不変の神様の

統一圏が繰り広げられるのです。父母を中心

眷属であり、血族になります 7」と、このよ

として統一圏が繰り広げられ、おじいさんを

うになれば、サタンと完全に決別します。
それで、統一教会は、先祖たちに仕えるこ

中心として侍って統一圏が繰り広げられ、全
部が統一圏が繰り広げられるようになります。

とを許すのです。キリスト教が祭祀をするの

孫の統一圏、父母、孝行者の統一圏、息子、

を許しましたか。統一教会は、今その伝統を

娘が侍るのに、将来、万世一系の主流の統一

立てなければならないのです。これは、世の

圏がここから決定されるのです。統一の種を

中の伝統ではありません。

完全に蒔くことができる基盤になるのです。

天の父母、天の国、天の先祖に仕えるにお

これをもつようになれば、夢を見ていくので

いて、その代を受け継いだ氏族的メシヤ圏、

す。（二二〇―三五〇）

伝統的血族を、千年、万年侍ることができる
王の領土になるのです。王に侍り、永遠の太

今まで長子権復帰をしたので、先祖たちは

平盛大を謳歌できるその国になるのです。そ

全部おじいさん、お父さん、お兄さんの三代

の国で暮らして行ってこそ、皆さんの父母、

を中心として、この長子権、父母権、王権の

一家、一族が天国に直行するのです。（二二

立場に屈服して、孫を先祖として、おじいさ

〇―二二二）

んとして侍るのです。自分の子供をお父さん
として侍らなければならず、自分の弟をお兄

四 我々が会うことができる霊界の先祖たち

さんとして侍ることができる天地開闢、一八
〇度ひっくり返る道が繰り広げられることに

自分の家がどうだということを知るべきで

よって、地獄でもこれと同様に、天国に向か

す。自分の家は、人間たちがこの地上で一生

うことができる方向に転換されるのです。

を生きる家の中で、代表的な家です。それだ

それで、故郷に行って百六十家庭をしなけ

けでなく、霊界まで代表している家です。そ

ればなりません。故郷を中心として、行った

れが自分が暮らすことのできる家です。その

り来たりしながら、み言を聞かせなければな

ように暮らした人は、自然に根本の本郷の世

りません。先祖の根である本家がいいと言え

界、故郷に自動的に行くことができるのです。

ば、分家の孫が全部ついていかなければなら

おじいさん、おばあさん、誰に会っても、そ

ないのです。このように百六十軒を訪ねて、

こでは 藤がありません。

一箇所に集め宴会をして、統一教会の宣誓式

あの世に行ってみれば、数千代の先祖たち

をするのです。「神様の王子、王女の命令に

が一遍に集まっています。そこに、地獄に行

絶対服従する」と言って、先祖の墓に集まっ

った先祖たちがいます。何代は地獄へ行き、
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何代はどこへ行き、先祖ごとに全部級が違い

今に超感覚的な時代が来ます。霊通しない

ます。「ため」に生きた人たちが行く所が天

人がいない時が来ます。サタン、悪魔が今襲

国です。それゆえ、「家和萬事成」は自分に

撃していますが、善なる霊たちが襲撃する時

よって成されるのです。自分が家庭のために

が来るのです。そのような道を築くために、

生き、おじいさん、おばあさんに三回だけた

私がこうしているのです。子供に対する父母

めになれば、おじいさん、おばあさんも間違

の立場を見ても、愛する立場、愛する心をも

ったことが分かるのです。

って、その子供のためにしてやれる父母がい

モーセがエジプトで奇跡を行いながら、

るからいいのです。
誰が否定しても、行かざるを得ない道です。

「ため」になろうとしたことが何回ずつです
か。七回、十回、十二回以上、全部「ため」

死の道は、行かざるを得ないのです。一人で

にしようとしたのです。「ため」にしようと

行くようになるときは、どうしますか。荒涼

したのに、受けてくれなければ、天が導いて

とした霊界が繰り広げられればどこに行くで

くれるのです。天が導いてくれます。自分が

しょう。国籍がない民族はどこに行きますか。

「ため」にしたすべての公的な基盤が、他の

一番恐ろしい世界になります。そこにはサタ

世界へ行って、成してくれるのです。それで、

ンが来るだろうし、そこには天使も来るでし

サタン世界であるこの地上で信仰する人の中

ょう。
死んでから目をぱっと開けたなら、霊界が

に、神様のように「ため」に生きた人たちは、
世の中では反対され、迫害されましたが、イ

あるのが分かるようになるでしょうし、その

スラエル民族が選民圏として選ばれて、荒野

時、サタンが引いていこうとすれば、どのよ

を過ぎて本郷の地に入ったのと同様に、自分

うにしますか。「おい、お前が先に立て」と

の本郷の地である神の国で豊かに暮らすよう

言い、こうして飛びかかってくるでしょう。

になるのです。

そのようなことが起こるのです。そのような

皆さんは、頭の白くなったおばあさんによ
く仕えましたか。神様は、白い神様です。高

道があると考える時、ここで眠気が来ますか。
それは必然的な道です。
先生は、死後にどのようになるか、そのよ

い山には、白雪が積もるでしょう? 神様は
きれいな方です。ですから、みな分かるので

うなことについて深刻です。私が霊界に行く

す。また、そのようなおばあさんは、自分の

日には、誰々が泣くだろうというのを、みな

姑、夫の祖母によく仕えましたか。姑、夫の

つくっておきました。孔子とか、釈迦とか、

祖母があの世に行くとき、「私が先に行って

イエス様とか、彼らの秘密を私がみな知って

お前がしたように、あの世でお前の来る道を

いるのです。
イエス様に、「あなたはこうして死にませ

きれいに準備しよう」と、こう言えなければ
なりません。（二一三―一八二）

んでしたか」と言えば、「そうだとも。どう
して先生はそんなことがみな分かるのです

第四節 霊的新時代到来

か」と、そう言うのです。そのようなことが

一 超感覚時代到来

分かるので、イエス様と友達にもなることが
できるのです。
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皆さんやキリスト教信徒は、イエス様を
「主様 7

主様 7」と言うかもしれませんが、

数千数万代の先祖たちを一遍に、全部復帰す
ることができるのです。霊界から地に再臨す

先生はそう言わないのです。友達の間柄なの

ることができる時代になります。地上の組織

です。このようなことを言うから「異端だ」

が、霊界の組織までも編成するのです。一つ

と言われますが、誰が異端か、行ってみれば

になるのです。このような驚くべきことが起

分かります。先生が霊界に行くときは、予想

こります。霊界でどれほど喜ぶか、考えてみ

外に大騒動が起きるということを知っている

なさい。
それゆえ、宗教の勝利の時代が来たのです。

ために、こういうことをするのです。それが
信じられないなら、すぐに祈ってみて、調べ

霊界の勝利の時代が来たのです。（九六・二

てみなさい。これが、統一教会の一つの脅迫

五一）

のような言葉です。祈ってみて、本当か、本
今は、皆さんが祈ってください。「先生の

当でないか、大きく違っていたら、このよう
になりますか。そのような内容がみな準備さ

み言とともに、『天勝日』である十月四日

れているために、そう言うのです。

（一九七六年）とともに、我々の善なる霊た

それゆえ、その道をついていくには大変で

ちは、再臨して、この地上にいる悪なる後孫

すが、私はその道を行くのです。皆さんはど

たちを、善なるあなたの懐を通じて天国に導

こに行きますか。準備できていますか。死ぬよ

いてください 7」と命令すれば、その命令が

うになった時には、「ああ、先生、私が死んで

可能であり得る時代に入ってくるのです。

霊界に行くからお願いします」と、その時言っ

我々は、アダム時代圏内で生きるのであり、

ては準備できないのです。その準備は、地上で

霊人たちは天使世界圏内で生きるために、ア

しなければなりません。（六一―三二七）

ダムのために天使が協助すべき原理原則のた
め、動かざるを得ないという結論がしっかり
と出てくるのです。（八九―一一三）

二 「天勝日」発表で新しい時代進入

イエス様を中心として見れば、イエス様は

精神的な世界が、どれほど統一圏であるか

蘇生、十二弟子は長成、七十二門徒は完成で

分かりません。私が「誰かに会いたい」と言

す。三段階です。これができなければ、皆さ

うと、二十四時間待てば、その人が来るので

んは天国に行けません。本来は、これをして

す。それが実現されるのです。集中するよう

おいて初めて、祝福をされるのです。そうす

になれば、現れるのです。それは、方向性の

れば、イエス様も結婚するのです。

電波を送るのと同じです。そうするとその人

これから、家族が全部信じるようになると

は、受信機のような自分の心の基礎があるた

き、おじいさん、おばあさん、息子、娘、孫、

めに、無性に気掛かりで行きたくてそうなる

三代がこちらを受け持ち、あちらを受け持て

のです。（七六―一四二）

ば、三代の役割をすることができます。それ
が繰り広げられれば、父母を復帰することが

三 「統一式」と霊界協助

できるから、皆さんは、父母、父母、父母、
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今日、父母様の御聖誕日（一九七六年陰暦

霊界では、大韓民国の霊人や日本の霊人な

一月六日）には、どのような意義があるので

ど、みなつながっていないのです。各国の国

しょうか。今回、先生が帰ってきて陰暦の二

の霊人たちが、自分の国にだけつながってい

月一日に何をしたかというと、「統一式」と

るのであって、世界的な一つの道に集まって

いうものをしたのです。「統一式」とは何か

「どこに行け」と言っても、全体が動員する

が、皆さんは分からないでしょう。

ようにはなっていないのです。地上で解決し

復帰の路程を歩んでいくにおいて、個人完
成し、家庭完成し、氏族完成し、国家完成し、

てやる前には、霊界においてこのような整理
はできないのです。
それゆえ、霊界を見るようになれば、日本

世界完成し、これが直線でつながらなければ

人と韓国人とが怨讐になります。日本人たち

ならないのです。
地上で先生が個人基準を中心として、家庭

と中国人たちとが、全部怨讐です。国家と国

基準、氏族基準、民族基準、国家基準を中心

家の間に、どれほど怨讐の霊たちが多いでし

として歩んできましたが、霊界とつながって

ょうか。その怨讐の霊たちが全部反対するた

いないのです。霊界もつながっておらず、統

めに、それをつなげなければならないのです。

一教会の家庭を中心としてもつながっていま

それで昨年（一九七五年）五月一日に何を

せん。道は築いておきましたが、この道を中

したかというと、「総解怨式」をしました。

心として、霊界とつなげなければならず、地

全体を解放してあげ、全体を許してやる解怨

上とつなげなければなりません。それでこそ、

式をしたのです。サタンまでも解放すること

統一の式が繰り広げられるのです。

ができる道を開いてあげたのです。「総解怨

統一の式というものは、いつ起こるのでし

式」をすることによって、怨讐を怨讐として

ょうか。今キリスト教が、世界的民主主義国

対することができず、みな許すのです。先生

家を中心として発展してきたために、世界的

の立場から見るなら、サタンは怨讐ですが、

基盤が築かれるようになる時に、初めて統一

サタンまで許すようになれば、神様が怨讐と

することができるのであって、その道が築か

して考えないようになり、怨讐がいなくなる

れなければ、統一の基準をつなげることがで

のです。
今は、統一され得る時が来ました。地上と

きないのです。その時までは、国家的基準を
中心として世界基準まで向かうだけであって、

霊界が一つになれば、どのようになるでしょ

これをもって決定は下せないのです。それを

うか。
堕落によって霊界と地上とが分かれたので

固着させることはできないのです。

す。神様とアダム・エバが分かれたのです。
今まで先生がアメリカに行って築いた基盤

アダムとエバの間に心情的決裂が起きたので

によって、今これをつなげることができます。

す。それゆえ、地上と霊界と一つになった立

国家と世界がつながり得る時が来たのです。

場に、アダム・エバの家庭を中心として、氏

そのような世界的基準を中心として、この霊

族を中心として、民族を中心として、国家を

的基準が世界基盤につながり得るようになる

中心として、世界を中心として、超民族的な

時に、初めて霊界もつながるのです。

構成形態が繰り広げられれば、世界的な統一
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圏を形成することができるという論理が形成

ちが、「真の父母」の聖誕を祝うことがきる

されるのです。

同参の恵沢を受けるようになるのです。

そのようなことを解決してやらなければな

そうすることによって、この地上にいるま

らないために、アメリカの地では、駄目なの

だ統一教会を知らない後孫たちまでも、再創

です。アメリカの地ではできません。

造することができるのです。天使長の協助を

韓国を中心として、個人基準を築き、家庭

通じて、神様がアダムを造ったのと同様に、

基準を築き、氏族基準を築き、民族基準を築

先祖たちを動員して、後孫のアダムのような

き、国家基準を築いて、世界に来たために、

立場にいる地上の人たちを再創造して出発す

韓国が中心国家であるために、先生が大急ぎ

ることができる時代圏に移るのです。そのよ

で訪ねてくるようになったのです。

うな論理があるために、今日全世界の万民も、

それで、「統一式」をしておいてみると、
今年の先生の誕生日は、歴史的な誕生日なの

父母様の聖誕を祝うことができる恵沢圏内に
入るのです。（八三―一〇九）

です。なぜならば、統一された立場に立って、
霊的世界にいる霊人たちは、「真の父母」の

四 「一心式」と先祖協助

誕生日を一度も迎えたことがありません。一
度祝おうとしても、祝う資格がないのです。

先生自身が、文氏の一族で、族長になりま

また、世界にいる万民、世界にいる後孫たち

した。先生が強制的に命令するのではありま

が、「真の父母」の聖誕を祝い得る恵沢圏内

せん。自分たちが進んで侍ろうとしました。

にいることができないのです。なぜならば、

そのような歴史が過ぎました。先生が、そん

霊的基準と肉的基準が結束できないでいるか

なことが分かりますか。会うのは、初めて会

らです。

ったのです。とにかく、因縁ができて、宗氏

霊肉を中心として、そのような恵沢圏が繰

一族たちが先生を韓国の一つの父母として登

り広げられ、霊界が加担することによって、

場させるようになったのです。このようなこ

その後孫を通じて復帰するでしょう? その

とをするためには、この式がなくてはいけま

ような原理的立場で、先祖は天使長型であり、

せん。

後孫はアダム型になるのです。天使長がアダ

統一教会で言う「真の父母」の立場は、韓

ムを創造する仕事に協助したのです。霊界に

国の民にだけではありません。本来は人類全

行っている先祖が統一されることによって、

体の先に行った先祖たちにまでも、「真の父

地上にアダムを創造することに協助できる圏

母」の血族として天上世界、霊界に行くべき

が繰り広げられ、後孫たちに対して干渉する

ですが、堕落によって、全部過ってしまいま

ことができる時代圏に入るという論理が成立

した。アベル的立場が地上であるために、ア

するのです。

ベルたちが長子権復帰していく道に順応する
ことによって、天上世界を解放させることが

今年先生が韓国に来て、誕生日を祝うこの

できます。

日は、歴史的な一つの起源を備える日です。

今からは地上が長子権を復帰したために、

言い換えれば、霊界に行った数多くの霊人た

霊界は我々の動きを押してくれ得る時が来ま
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した。それで、この時間によって、確定づけ

ば、霊人たちを動員して、天国理念の実現の

て宣布する式が「一心式」です。

ための地上の仕事に協助するようになるのです。

皆さんは、霊界の事実を知らないでしょ
う?

このようになることによって、皆さん

の善の先祖たちが、一族の会長たちを通じて

霊界の霊人たちがこの地に来れない原因は、
この地に嘆息の囲いができているためです。
（四―六〇）

協助する、万端の準備をするのです。これが
ＸとＹのように、地上に連結されます。堕落

皆さんが今立っている立場は、昔アダムが

した世界は、地上が眺める立場と霊界の立場

堕落したその立場ではありません。その峠を

は、互いに違います。霊界がこのように行こ

越えた立場です。言い換えれば、神様とアダ

うとすれば、地上は反対になるのです。何で

ムと直接的に対話することができる時であり、

経ていくのでしょうか?

直接的に神様の目的のために、直行できる期

それが真の愛です。

（一九〇―三一四）

間です。
このような観点で見るとき、三次七年路程

第五節 再臨復活と霊人協助

になる前の歴史と、三次七年路程になったの

一 過去の先人たちの霊界の位置

ちの歴史は、全く違うのです。三次七年路程
を中心として、悪の勢力は下らなければなら

歴史的な悲しみの中で摂理される神様の心

ず、善の勢力は上がっていくのです。それゆ

情を体恤しながら生きていく人は、どこにと

え、三次七年路程は、霊界と肉界が交差する

どまっても、神様を涙なしには見つめること

時期にもなるというのです。

ができないでしょう。そのような立場で神様

霊界を中心として見ると、悪の霊がいるの

のみ旨を知り、その方の息子、娘になるため

と同時に、中間の霊がいて、善の霊がいます。

に戦うようになるとき、彼と意を共にする同

蘇生、長成、完成の三段階にとどまるのです。

志がいるなら、神様はその場に訪ねてこられ

三次七年路程がつながることによって、善の

て、涙を流されるでしょう。

霊たちが地上に連絡することができる道が生
じるのです。そうするしかないのです。蘇生、

神様の悲しみは、我々の一身にあると同時

長成圏がサタンの主管圏内にとどまっている

に、この国、この世界、この万物の中にある

ために、悪の勢力の版図圏内にいる悪霊たち

のです。我々はこれを清算して、神様の喜び

が主導的な役割をして、悪人たちが世界を全

を復帰してさしあげる運動を展開しなければ

部料理してきました。しかし今からは、霊た

なりません。そのような我々において、生命

ちが交差し始めるのです。

の中心は神様の悲しみを体恤することです。

交差するときは、霊界が下りて来ますが、

人間たちが知らない霊界の霊人たちを動員

悪霊から下りて来ます。交差する時は、中間

して、証させることができる基準が自分にあ

霊界を越え、善霊界に越えていく時です。こ

るかが問題です。霊界もそのようなことを要

れが越えていく日には、善霊たちと善人たち

求しています。霊界は神様の心情を知ってい

は上がり、悪霊と悪人たちは下りていくので

るために、地上にそのような人がいて訴えれ

す。今までは、善悪が互いに上がったり下り
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たり交差しながら、ごちゃ混ぜになりながら

れゆえ皆さんは、この道を最後まで行かなけ

来ましたが、今からは、善と悪が完全に分か

ればならない運命にあるというのです。

れ得る、新しい次元の時代に入ると見るので

それで、霊界が我々に協助するのです。個
人的に協助し、家庭的に協助し、氏族的に協

す。（七五―一九三）

助し、民族的に協助し、一遍に協助して統一
霊界に行ってみれば、昔、新約時代に現れ

運勢を経ていくのです。世界さえ統一するよ

た立派な人、尊敬されて殉教をした人が、高

うになれば、霊界は自動的に合わさることが

い所に行くと思ったのに、一番悲惨な立場に

できるようになるのです。霊界にいる霊たち

行っているのです。死ぬときに「自分がこの

が地上に下りて来ますが、善霊よりも悪霊た

ように死んでこそ天国に行く」と考えて死ん

ちが先に下りて来ます。それゆえ、地上の人

だ人は、天国に行けません。そのように死ん

には、ノイローゼ現象が起きるのです。この

だ人は、気の狂う病気にかかって、天国のた

ような事実を知らないから、そうなるのが分

めに自殺したのと同様の心の姿勢になってい

からないのであって、今悪霊たちが、全部下

るのです。しかし、それとは異なって、殉教

りてきて、人間世界を侵犯しているのです。

はしなかったとしても、苦労をしながら、

そして、民主世界と共産世界を中心とした

「ああ 7 私一人犠牲になって国を天国にし

思想の混乱時代が来るとともに、霊界の悪霊

て、数多くの人を天国に行かせた」と信じて

たちが下りて来て、霊肉が混乱時期に陥るよ

行った人は、天国に行っているというのです。

うになります。そうですが、善霊たちが下り
て来るようになれば、悪霊たちの周囲に力が

我々は、信仰の本質を改めなければなりま

及んでいくのです。地上に下りて来て、悪霊

せん。キリスト教がそのような思想をもった

たちをかき分けて、悪霊たちが占領した地を

ために、多くの波風が立ちました。この波風

占領するようになるのです。善霊たちが、こ

を打破してしまおうというのが、統一教会の

の地球星を占領するようになる時は、悪霊た

思想です。たたきつぶさなくても、滅びるよ

ちはこれ以上行く所がないから、屈服し始め

うになっているのです。ところで、なぜ早く

るのです。

たたきつぶさなければならないのでしょうか。

霊的サタンが地上に来て屈服するようにな

滅びるようになれば、神様の前に全部捨てら

れば、悪霊までも復帰するのです。それで、

れるために、これをたたきつぶして救ってや

終わりの日には、サタンまで復帰しなければ

らなければならないというのです。（六四―

ならないのです。（五四―二二八）

一一〇）
二 霊界動員と協助
皆さんの先祖の中には、地獄に行った人た
ちがたくさんいます。これを全部解放させな

皆さんは伝道ができない時にも、伝道をし

ければなりません。この道が父母が行くべき

なければなりません。石を海に投げるのと同

道であるために、皆さんもこのような父母に

じです。それで海の水をみな埋めて、山にな

ついていくべき道に置かれているのです。そ

るまで限りなくするのです。そうすることに
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よって、自分が心情的に育つのです。体は何

より熱烈であるべきですか、僕がより熱烈で

も変わるものはありませんが、心情が育つの

あるべきですか。
皆さんが霊界を協助するようになっていま

です。
夜明けに起きて、その町内のために、自分

すか、霊界が皆さんを協助するようになって

が任された責任地域のために祈って、涙ぐま

いますか。霊人たちが協助しようと待ってい

なければなりません。その道は、心情的であ

ますが、なぜ待つのでしょうか。地上に天国

りながら霊界と霊的な因縁を結ぶ道なのです。

を成すために働く所に協助するでしょうか、

神様が町内を見下ろせば、全部地獄に行くし

皆さんがよく食べて豊かに暮らすのに協助す

かない人間たちであるために、涙を流さざる

るでしょうか。地上に天国を成すために働く

を得ないのではないかと言って、神様に代わ

所に協助するのです。（一六一―二二七）

って自分が涙を流すのを自ら感じるのです。
神様の心情で涙を流すことができる共鳴力が

霊界が動員されなければなりません。霊界

入るようになれば、霊界が総動員するのです。

が動員されなければ、どのように天国を形成

人間として、神様の前に感動的な涙を流さ

しますか。形成できません。天国は「真の父

なければなりません。神様が「おお 7 有り

母」から始まるようになっているのであって、

難いな 7 堕落したアダム・エバの後孫は、

今までの堕落した後孫から始まるようになっ

昔のアダム・エバよりましだな 7」と感動し

ていません。

て、涙ぐむことができる立場に入らなくては、

アダムを創造する時、天使長世界の協助を
受けたのと同様に、再創造も霊界から下りて

霊界と通じません。

きて、全部地上に協助しなければなりません。
「堕落したアダム・エバの後孫として、天

そうでなくてはいけないようになっています。

に背いた後孫であるお前たちが、こうするこ

原理がそうではないですか。復活原理がそう

とができるか」と言いながら、神様が感動的

でしょう? 復活原理がただそのまま結果と

涙を流してこそ、霊界が協助するのです。そ

して現れてこそ、真だと言うのです。（一六

こから霊界が開かれるというのです。それ以

二―一一五）

下は、絶対に駄目なのです。絶対に駄目です。
先生が皆さんを貧しくさせてみな苦労させ

それが原理です。（九六―二八二）

るのは、皆さんが憎くてするのではなく、皆
皆さんは霊界に行くのがいいですか。地上

さんを生かしてあげるためにするのです。す

の皆さんが霊界に行くという心と、霊界の人

べて皆さんを生かしてあげるためのものであ

たちが地上に再臨するという心のうち、どち

ることを知るべきです。皆さんを生かしてあ

らがより切なるものですか。原理的に見ると

げるために苦労をさせるということを知って、

き、皆さんがより熱烈でなければなりません

有り難く思わなければなりません。そうすれ

か、霊界がより熱烈でなければなりませんか。

ば、天の心情世界、新しい心情世界が繰り広

霊界は天使長世界であり、ここはアダム・エ

げられるのです。そのようにするのが順序で

バの世界、息子、娘の世界です。息子、娘が

す。そのようにして、心情的結びつきをもっ
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てこそ、天の命令なら、どこでも飛んでいく

先生は、人々の顔を見れば、その先祖が良
いか悪いか、大体分かります。ある人は、良

のです。
「世界を率いていく機関車のような責任を

い先祖がいて、福を受けるかと思えば、ある

果たす」と言うようになれば、霊界が協助し

人は、悪い先祖がいて、ひどく苦労ばかりす

ます。そのように考えれば、霊界が間違いな

るのです。そのような人は、伝道しに任地に

く協助するのです。（九六―二七九）

出ても、ひどく苦労ばかりします。（三七―
一四四）

皆さんが基準を立てて、統一教会と歩調を
合わせていくようになれば、国家的な運勢に

自分の性格の足りないところを埋めるため

よって動いた霊界にいる善の霊人たちや先祖

には、証を聞けというのです。これを聞いて、

たちが、皆さんのために働くでしょう。

自分のものとして吸収するのです。補強しな

皆さんは、外的に見るに、顔がぺちゃんこ

ければならなりません。それゆえ、多くの人

で、耳がすっと入って、薄幸に見えますが、

の体験談を聞かなければなりません。人が言

霊界では皆さんを「福を呼ぶ」と思っていま

ったことを批判してはいけないというのです。

す。さらに、十代の圏内にいる先祖たちは、

批判するのはサタン側になるか、天の側にな

気が気ではありません。なぜなら、復帰歴史

るか、二つのうちの一つを決定するというこ

は十代を中心として成されるためです。とこ

とを意味するのです。

ろで、もし悪なる後孫が現れれば、十代圏内
にいる先祖たちが、「こいつ 7 お前が我々
を駄目にしたな」と言って審判します。

批判した時は、サタン側になるか、天の側
になるか、二つのうちに一つに分かれてしま

それゆえ、善の先祖をもった後孫がここに

うのです。それゆえに、批判することは、自

いれば、先祖たちが積極的に協助するのです。

分が発展するにおいてのがんなのです。サタ

そのような立場に皆さんが立っているのです。

ン側になった者が、神側に行くことができず、

そのような立場にいる皆さんが、喜んで見事

神側になった者が、サタン側に行くことはで

に戦っていく所々で、百戦百勝の戦績を立て

きないのです。我々人間生活において行くと

る時に、霊界では永遠に喜ぶのです。それゆ

ころにには、直行は絶対できません。じぐざ

え、このような先祖たちは、皆さんを王様に

ぐに行くのです。
先祖も善の先祖だけいるのではなく、悪い

仕えるように仕えるでしょう。
今日、我々は神様のみ旨の前に「神様の伝

先祖たちも全部関係しています。自分自体が

統を汚すものか 7 神様の威信を汚すものか

素性的に見るとき、善の先祖の素性をたくさ

7」という心で勝利の基盤を築かなければい

んもっているときはこのように行きますが、

けません。皆さんは、どんな伝統を立てるか

悪の先祖の素性を受けた部分もあります。自

について、祈らなければなりません。今は幸

分の人生においてそのような時が来ます。そ

せな時です。（一四―二〇）

ういうときは、必ずこのようにするようにな
ります。批判すれば大変なことになるのです。

三 霊界と先祖

それゆえ、「判断するな」という言葉も、み
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なそのような道理から出てくる言葉です。

は驚くべきことです。それで、皆さん一人を

（日付未詳）

中心として見るとき、体は精神を中心として
善の先祖たちが全部ぶらさがっているのです。

真の愛をもてば、神様が宴会をするその場

善の先祖たちは、体が悪の世界に行くのを妨

にいつでも同参することができます。時間と

害して、善の世界に行くことができるように

空間を超越するために、霊界に数千の先祖た

追い込むのです。（一六二―一〇四）

ちがいても、一目でみな見るのです。これを
管理して、超越するのは、真の愛の心をもっ

この地にすべてを管轄することができる真

た人だけが可能なのです。神様の相続権を受

なる父母と、真なる家庭と、真なる社会と、

け得る特権を得ることができる道は、愛の道

真なる国家と、真なる世界になっていたら、

にだけあるのです。真の愛をもった人が、自

この世の中がどれほど素晴らしいでしょうか。

分の体をかすめて通り過ぎても、全部喜ぶの

しかし、そのような世の中になれなかったの

であって、反抗しないのです。全部が歓迎す

です。

るのです。あの世がそのようになっているた

世の中がなぜこのようになったのでしょう

めに、ここでそのような訓練を受けなければ

か。堕落したからです。大体見れば真になれ

ならないのです。

なかった動機をもって出発し、今まで存在し

先生がこのようなことを教えてあげるのは、
天の世界に行くことができる人、天の世界で

ているこの世界が、堕落した世の中であるた
めに、そのようになったのです。

呼吸することができ、拍子を合わせることが
できる人をつくるためです。それでこそ踊り

人がこの一生だけで終わるなら、どれほど

を踊る場で、踊れるのです。そうでなくては、

簡単でしょう。人は永生するようになってい

拍子が合わないのです。先生ももう霊界に行

ます。永生するようになっているというので

くべきではないですか。先生の後ろには、サ

す。それは、良いことは良いのですが、大変

タンがついて来れないのです。（一四七―一

なことになりました。人は永生するようにな

一六）

っています。皆さんが霊界に対する体験がな

神様からの真なる精神を通じて、一つにな

いために、知らないからそうできませんが、

らなければなりません。人間が根本から生ま

霊界の体験がある人たちは、昔のアダムから

れたために、根本主体から動機になって、過

何千年前までの先祖たちにみな会うことがで

程的人間の肉体まで動かすことができる基準

きるというのです。（一五九―二七七）

をつなげてきてこそ、完全な統合になります。
そうでなくては、不完全な統合だという結論

霊界に行くようになれば、数多くの先知先
烈たちと、数多くの先祖たちと会って、討論

が出てきます。
自分たちが勝手に行こうとしても、霊界か

するのです。「あなたはどこから来たか。地

らブレーキをかけて教えてくれる霊的体験を

球星のどこか。どの国か。どこだ」と聞いて

通じて、すべてを収拾していく背景が確実な

回想して言うのです。友達同士会うようにな

現実生活圏内に動いているのです。この事実

れば、自分の昔話をすべてするでしょう?
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霊界に行くようになれば、皆さんの最初の

同様に、皆さんの先祖たちも地上にいる皆さ

おじいさん、数千数万の先祖たちに会うよう

んを条件にして、再臨することができる特別

になります。ところで、「こいつ、どうやっ

な恵沢圏内に入ってきました。皆さんがこの

て暮らした」とぞんざいな言葉を遣うとき、

ようなみ旨を知って、勝利の枝になれば、一

気分がいいですか。考えてみなさい。（一四

つの生命体を成すことができる立場になるた

八―三二一）

めに、皆さんの先祖が皆さんに協助するので
す。このように、皆さんは、数千代の善なる

四 霊人たちの願い

先祖たちが再臨し得る基盤になるべきです。
イエス様当時には、霊界で条件的に生命体

我々ムーニーが、「ああ、何とかして、私

級の復活のための協助をした時代でしたが、

の一生に御父母様を一度喜ばせてさしあげる

今は、霊界が無条件的に生命体級の復活のた

ことができないか」という切なる愛の心をも

めの協助をする時代です。このような時代が

つようになれば、あの世と拍子が合うのです。

来たために、これ以上の福はありません。も

霊界の人たちは、どうでしょうか。先生が

う一度言うと、霊界から協助するということ

何かを一つ食べるところを見たくないですか。

です。（一四―二二）

霊人たちは皆さんより熱心です。それは事実
です。皆さんは分かりませんが、霊人たちは、

世界が、先生に反対しました。私を殺そう

みな知っています。これからどのようになる

とし、統一教会をなくそうと、どれほどそう

ということを、みな知っているのです。皆さ

しましたか。その中を切り抜けてきたのは、

んは、何も知りません。反対に、あの世は確

私が狂っていなかったから可能だったのです。

実に知ってそれを理解するのです。

天地の道理に従って、高い綱を神様に結び

霊人たちはどうすれば先生のために献身し

ましたが、その綱を持って引ったくろうとし

て、どうすれば先生のために奉仕することが

ても引っ掛からないのです。結局は、その戦

できるのかをはっきりと知っているのです。

いがそこに及ばず、教会の戦いが起こり、国

五感全部は、先生から来るそのような刺激的

の戦いが起こり、亡国の路程に脱落してしま

な力を感じるのです。今までは、そのような

いました。統一教会に反対していた既成教会

経験をした時がありませんでした。ですが、

との戦い、統一教会に反対する政党との戦い、

今の時は、先生につながれば、そのようなこと

統一教会に反対する民主世界、共産世界との

を感じるようになるのです。（二〇七―九八）

戦いで、それを全部倒したのです。高い所か
ら綱を垂らしておいたから、ここで引っ掛か

五 再臨復活と重生

っているのを切ろうとしますが、自分の力を

一) 再臨復活

もって切れますか。統一教会を断つことがで
きますか。哲学でも、宗教でも、霊界を通じ

イエス様が地上に来られることによって、

ても、理論的に我々はやられないのです。

それ以前の善なる先祖たちが霊形体級の霊界

私がアメリカに行っている時のことです。

から生命体級の霊界に入ることができたのと

アメリカに霊通人協会があり、そこの会長で
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あるフォードという人がいます。その人が、

るのです。それで、旗を掲げて、先生の写真

アジアにレバレンド・ムーンという、これこ

を掛けて、その前に毎日のようにあいさつを

れこういう人がいるといううわさを聞いたの

する人は、自分の先祖たちを復活させ得る役

です。我々の宣教師が行って宣教するときは、

事が起こるのです。

人を訪ねて回りません。霊界に通じる人に原

自分を中心として絶対服従しろと教育する

理の本を手渡しながら、「この本がどんな本

なら、先生がこのような話をする必要はあり

か調べてみてください。一週間後にまいりま

ません。私はそのようなことは嫌いですが、

す」と言っておいて、一週間後に行けば「あ

仕方がないのです。

あ、先生いらっしゃいませ」とあいさつする

それゆえ、今まで数多くの雑霊界を通じる

ようになっていました。（二〇八―一九五）

霊人たちは、「統一教会に行くな」と言いま

我々は、霊界が屈服し得る理論的体系と、

した。しかし、今からは、釈迦牟尼、イエス

実戦的基台を中心として、神様の前に祭祀も

様、孔子、マホメットも、「統一教会に行

捧げなければならないのです。祭祀を捧げる

け」と教えなければ、天法に引っ掛かるので

式が、けさの敬礼式（一九九〇年十一月十七

す。なぜそうなのでしょうか。先生が言う宗

日、第三十一回「真の子女の日」）だったの

教は、父母の宗教であるからです。（二〇八

です。

―一五四）

その場で先生が祈った内容は、時が至った
ので、今まで天上世界と地上世界に逆さまに

二) 重生論に対する質問と答え

流れていた潮流が、今や正しく流れるべきだ
ということです。天が長子権を復帰したため

アジアで言うのは、重生論ではなく、輪廻

に、これから生まれる次子たちと、今のすべ

説です。輪廻説は、仏教思想です。それは再

ての次子たちは、天の治める圏内にいるので

臨現象をその一時だけ見て感じるために、そ

す。それゆえ、長子権復帰以後の次子権時代

のような現象として見るのです。全体を知ら

には、悪魔の活動舞台を天法で許すことがで

ないために、そうなのです。霊界にいる霊人

きません。

たちは、地上の人間を通じて自分が恵沢を受

そして、霊界に行ったすべての霊たちが、
今まで地上のアベル圏を利用しました。長子

けるのを願います。これが霊人たちの要求な
のです。

が次子を殺して祭物にしたのと同様に、これ

堕落しなかった本来の人は、天使世界と宇

からは長子権がここにあるために、霊界まで

宙を主管することができる価値的存在です。

コントロールするのです。

人間が堕落することによって何段階も下に落

今は、我々に協助することで自分たちが福

ちたために、再びその位置まで上がっていか

を受けるようになっているのであって、反対

なければなりません。上がっていくにも、一

すれば反対するほど、絶えずどん底に落ちて

遍に上がっていくのではなく、段階を経て上

いくのです。天運が急変して入ります。これ

がっていくのです。段階を経て、個人、家庭、

からは家ごとに先生の写真を掛けろと大騒ぎ

氏族、民族、国家、世界、天宙まで復帰して

になるでしょう。霊界で自分の先祖が忠告す

上がっていかなければならないのです。
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本来の人間は、この世界に訪ねていくべき
です。ところで、この世界に訪ねていくには、
一遍に上がっていく道がないために、一段階、

て乙という人に再臨して協助して上がってい
くのです。必ず蕩減期間があるのです。
蕩減期間は、原理的な期間があって、短期

一段階を開拓しながら、個人から家庭に、家

間にはなされません。それゆえ、第二次に選

庭から氏族に、氏族から民族に、段階を経て

んだ乙という人が蕩減できなくなれば、その

いかなければならないのです。

次には、丙という人を選んで再臨するのです。
それで、結局、丙という人にパウロが再臨し

神様の摂理について見れば、旧約時代、す

たということになるのです、この時に、乙が

なわち個人を救い得る個人的な摂理時代以前

ある文字を書いておいたり、何かをするよう

に死んだ霊人たちは、その時代に入って恵沢

になると、「私はパウロの霊の協助を受けて、

を受けようとするのです。それで、一段階を

今役事する」と言うのです。その次の時代に

上がっていくためには、必ず蕩減が起こるの

丙という人においても、ある文字を書くよう

です。一段階を越えるためには、カイン・ア

になれば、彼もやはり、「パウロの霊の協助

ベルの場合のような蕩減役事が、必ず起こる

を受けて役事する。私がパウロだ」と言うの

のです。

です。このようになるので、結局は全世界に

ある霊人が、この時代を経てきながら、甲
という人に協助してきたとしても、一段階を
越えていくためには、ただでは越えられない

パウロの霊が、乙に現れ、再び丙に現れたの
と同じようになるのです。
このような現象が起きるために、これだけ

のです。ここには必ず蕩減期間があるのです。

を見て輪廻だと言うのです。リーインカネー

それは、一日、二日に成されるのではなく、

ション現象のようなものとして現れるのです。

七年とか、四十年、七十年、あるいは何世紀

全体を知らないために、そのように言うので

を経ていく時があるのです。

す。それがこの時代と同様で、世界天宙時代

それゆえ、ここで協助した霊人は、その蕩

まで起こるのです。

減期間が終わらないうちは続けて上がってい

本来の人間は、サタンの支配を受けず、神

くことができないので、霊界に帰るのです。

様の直接主管圏内で暮らさなければならない

その霊人は、地上にいる甲という人が基盤を

のに、堕落することによって堕落圏に暮らす

すっかり築いてくれるのを願っているのに、

ようになったので、それを脱するためには個

その人がその期間内に蕩減を果たせず死ぬこ

人として蕩減し、家庭として蕩減しなければ

とになれば、その霊人は、第二次に乙という

なりません。これを蕩減せずには、脱するこ

人を選んで、乙に再臨するのを待ち望みます。

とができないのです。霊人は、必ずその時代

ですから乙に再臨する霊人は、甲に再臨して

ごとに再臨現象を経て現れるために、その段

いた霊人なのです。

階、段階が輪廻、すなわち生まれ変わる現象

その霊人がパウロなら、パウロが時代的に

として見えるのです。

一段階一段階上がっていくためには、第一次

このような観点で見るとき、皆さんも同様

に再臨した甲という人が、蕩減期間内に蕩減

です。皆さんが個人的にただ信じて死ぬよう

を果たせずに死ぬようになれば、第二次とし

になれば、家庭をもてなかったために、家庭
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基準、氏族基準、民族基準、国家基準、世界

くらずには、皆さんに教えてあげることはで

基準といった段階をみな越えていかなければ

きないのです。

なりません。それゆえ、何億万年がかかるか

言い換えれば、ノア家庭の内容を知って、

もしれないのです。それは無限に該当します。

アブラハム家庭の内容を知って、ヤコブ家庭

イエス様も国の基準を越えられなかったため

の内容を知って、モーセ時代の内容を知って、

に、国の峠を越えるために再びやって来て、

洗礼ヨハネの内容とイエス時代の内容を知っ

国の峠を越えて初めて天国に入ることができ

て、それで終わるのではなく、それらのこと

るのです。イエス様は、今楽園にいますが、

を知って、全部蕩減して復帰した勝利の基盤

同様の道理です。

を備えるのが問題です。その基盤が備わって

イエス様が、この中のある人に再臨して、

初めて、皆さんに教えてあげるのです。

その人を直接指導するようになれば、イエス

過去にサタンに負けたものを、勝った立場

様が臨在したその人は、「自分がイエスだ」

で復帰しておかなければ、神様のみ旨を成し

と言うのです。それゆえ、それだけ見れば、

ていくことができないのです。今まで復帰摂

昔のイエス様が自分として生まれ変わったと

理を担当してきたノアとか、アブラハムとか、

思うために、輪廻説のような現象が起こるこ

ヤコブとか、モーセのような人たちも、これ

とになるのです。皆さんは、このような霊的

を知らなかったのです。
しかし、この地に来られる主は、個人とし

世界をよく知らなければなりません。
人は、本来神様が直接主管なさる善主権内

て失敗したのを復帰しなければならず、家庭

で暮らさなければならないのに、堕落圏内で

として失敗したのを復帰しなければならず、

生きているために、悪主権を脱しなくてはい

氏族として失敗したのを復帰しなければなら

けない運命にあるのです。それゆえ、このよ

ず、民族として失敗したのを復帰しなければ

うな問題があるのです。イエス様は、霊的に

ならず、国家として失敗したのを復帰しなけ

それを成しました。キリスト教も霊的にその

ればなりません。来たるべきその世界を得る

ことをしてきているのです。

時まで、それらを全部知って、実践すること

このような観点で見るとき、統一教会の復
活論は、霊界の事実にそのまま当てはまるの

ができる代表者です。実践しなくては、成す
ことができないのです。

です。言い換えれば、統一教会の復活論は、

皆さんがメシヤに出会い、その方を信じて

霊界の公式を皆さんに教えてくれているので

従えばどのようになるでしょうか。その方が、

す。今までの数多くの宗教人たちが、そのよ

個人、家庭、氏族、民族、国家時代を中心と

うな未知の霊界の事実を体験はしましたが、

して完成する時、皆さんがその方に会えば、

それがどのようになっているか、その事実を

皆さんは、個人、氏族、民族時代の恵沢を受

知らなかったのです。

けて、国家時代とともに上がっていくのです。

皆さんは、この原理自体が理論的にそのよ

ところで、個人時代にいる人が、メシヤを迎

うになっているのだとだけ考えて原理を学ば

えて家庭時代に上がっていくためには、霊界

ないでください。この原理自体を探すのも大

にいる霊人たちと同様に、肉界で蕩減をしな

変ですが、これを実践して、勝利の基盤をつ

ければならないのです。また、家庭時代から
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氏族時代に上がる時にも蕩減路程を行かなけ

え、今まで数多くの宗教が、多くの犠牲を払

ればならないために、結局、統一教会に入っ

いつつ、復帰の路程を通過してきているのです。

てきて長くなった人であるほど、蕩減をたく
さん果たしたということになります。長くな

霊界の霊人や、宗教家が、最高の善である

るほど、先生と近い立場にいるという結論に

この基準をどのように越えていくか、言い換

なります。

えれば、国家基準を越えて、どのように落ち
着くかということが問題です。メシヤは、蕩

国家時代まで上がっていくには、縦的に上

減する方法を知っているために、もし国民が

がるようになります。ここで国家体制を決定

まだ蕩減できなかったとしても、彼と共に一

して、越えていかなければならないのです。

つになれば、蕩減期間が短いのです。もし、

ところが、その過程において、上がっていっ

メシヤと共に国が落ち着けば、すべての個人

てこれ以上上がっていけなくなったときは、

は、全部ここに適用されます。国家が蕩減を

落ちることもあります。なぜなら、霊界の現

果たしたなら、家庭は家庭なりに世界的にな

象は、いくら高い段階まで上がってきて役事

り、氏族は氏族なりに、民族は民族なりに、

したとしても、同様の現象が起こるのです。

そして国家は国家なりに世界的に上がってい

ここには、蕩減があるためです。蕩減とは行

くのです。このように見るとき、国家を探せ

こうとする所に対して行けないようにするこ

ば世界復帰がどれほど早いかということを、

となのです。反対になることをさせるのです。

皆さんは考えなければなりません。

それゆえ、うっかり過ったら、落ちやすいの

国を立てておいてこそ、楽園を越えること

です。ここで失敗するようになれば、みな崩

ができるのです。楽園とは何かというと、天

れるようになります。

国に行くための待合室と同じです。それゆえ、

イスラエルの国とユダヤ教が、イエス様を

アダム、ノア、アブラハム、ヤコブが、この

迎えるために四千年間準備してきましたが、

ような過程を通じて復帰してくる時に過った

み旨をなせずに死ぬことによって、準備した

ことが残っているなら、それは全部蕩減しな

基台がすっかり崩れたのです。それゆえ、こ

ければなりません。蕩減しなければ、横的に

こから上がったり下がったりする過程で、数

発展させていくことができないのです。

多くの犠牲者が生まれたのです。

このような観点から見るとき、国がどれほ

それは、神様の主流摂理を通じてすること

ど重要かが分かります。国さえあれば、落ち

ですが、支流的にも世界の数多くの民族を中

ないのです。ここでもドイツ人以外の外国人

心として、このような適用が起こるのです。

はドイツ政府の干渉を受けるのと同様です。

このような適用が起こることによって、世界

もし、間違えるようになれば、追い出される

的に蕩減が繰り広げられるのです。

のです。追い出されるとき、自分の国家がな

一つの主流としてこのように上がっていく

ければ、どこに行くかというのです。そのと

なら、ここに従って全世界的にあるものは別

きは、行く所がないのです。そのような人は、

の立場で蕩減が起こるのです。このような蕩

死んでしまうとしても、どこにも訴える所が

減を果たして、収拾していくのです。それゆ

ないのです。
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サタン世界も同じです。サタン世界におい

それゆえ、国が生まれてこそ、皆さんは入

て、我々は彼らの怨讐です。神様を信じる人

籍することができます。皆さんは入籍しまし

たちは、彼らの怨讐ですから、その国で我々

たか。皆さんは、統一教会には入籍しました

をどれほど憎み、いじめるでしょうか。それ

が、統一された神様の国には、入籍できてい

だけでなく、彼らが我々を追放しても、ある

ません。国がないのに、民になれますか。な

いは殺しても、訴える所がないのです。この

れないのです。

ように国が重要であるために、神様も国を探

それゆえ、霊界にいるすべての霊人も、そ
の国の人にどのように協助するかということ

してこられるのです。
皆さんが国家を探していくには、個人、家
庭、氏族、民族、国家まで蕩減しなければな

が、望みです。その国さえ存在するようにな
れば、再臨現象は横的に起きるのです。

りません。個人的な蕩減路程と、家庭的な蕩

横的に起こるために、自分が苦労すれば、

減路程、氏族、民族的な蕩減路程を行かなけ

苦労した基盤が残ります。その国を探して上

ればなりません。そうしなくては、世界を行

がっていくときは、いくら蕩減しておいたと

く道がないのです。このように国家が中心に

しても、崩れるようになればみななくなりま

なるために、各国もこのような中心となった

す。このどん底からどこまで上がってきたと

国家を通じなくては、この道を行くことがで

しても、崩れてしまえばなくなるのです。こ

きないのです。

れの繰り返しですが、これを横的な基準です

もし、皆さんが国家を復帰できずに死ねば、
この地上に再臨しても、せいぜい個人を後援
し、家庭を後援することができるだけであっ

るときは、自分の実績は横的に永遠に残るの
です。
言い換えれば、復帰して上がっていくときは、

て、堂々と権勢のある後援はできません。サ

蕩減してなくなる時代ですが、国を探して、横

タン世界を征服するための戦いをすることが

的にするときは、それが蕩減ではなく、実績と

できる資格者になれないのです。

して残る時代なのです。（五四―二二七）
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Book 六: 人間の生と霊魂の世界

霊界は本質の世界です。地上よりもより深

Our Life and the Spiritual Realm

く、より広い世界であり、神様を中心として
永遠に生きていく心情の世界です。その世界
は、真の愛の成分で満ちあふれた世界であり、
真の愛さえもつならば万事が通じる愛全能の
世界です。

はじめに
霊界は、人と調和して喜びと幸福を満喫し
「人生の夕暮れは美しい。夕暮れの美しさ
は、日が昇る日の出の美しさよりももっと感

ながら、お互いが「ために生きる」共生共栄
の世界です。

激的である。人生が夕暮れにさしかかった時、
うろたえることなく最後の光を輝かせていく

果てしなく広がる霊界は、神様と人間、そ
して人間と万物が自然な関係をもちながらも、

のが勝者の生き方だ」。

天理法度がより厳格に適用される世界です。
人間の死は、日が西の山に傾くように、神

そして、そこは地上生活の延長線上にあるの

様が下さった精気と知恵と時間をすべて使い

で、そこでは鏡に映るように地上での生活の

果たし、最後をより美しく飾っていくことだ

姿がそのまま映し出されます。ゆえに、霊界

ということです。しかし、まだ多くの人々は、

を訪ねていく時は、自らが審判し、自らの霊

死に対する疑問と不安と恐怖から抜け出すこ

的基準に合わせて訪ねていくのです。それゆ

とができず、死後の世界に対しても確信をも

えに、真の御父母様は、地上での生活がとて

つことができずにいます。

も重要であるとおっしゃいました。

死は「存在の終わりなのか」、そうでなけ

この本は、真の御父母様のみ言選集の中か

れば「また別の何かの始まりなのか」、「死

ら霊界の実相に関する部分を抜粋したもので

んだのち、来世はあるのか」、もしあるとす

あり、人間の正しい地上生活と永生の本体で

れば「その世界はどのような世界か」という

ある霊人体の成長の秘法を明らかにしたもの

疑問をめぐり、今まで多くの論争が続けられ

です。ゆえにこの本は、人間が真の人生を生

てきました。

きていく上でこれ以上ない貴重な本となるは
ずです。

このような人間最大の関心事である死と死
後の世界に対する究極的な疑問について、真

どうか真の御父母様のこのみ言を通して真

の御父母様はそのみ言を通して明快に明らか

の生命の道を悟り、地上生活がより価値のあ

にされました。それだけでなく、人間の根本

る生活となることを切に望みます。

と、霊界と肉界の調和する人生の生き方につ
いても教示されました。

二〇〇一年三月
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て生きることもできず、死の道を避けること

第一章 人生の行くべき道
一

もできない自らをもって何かを誇ってみても、

私たちの人生の道

一) 一寸先も見通すことのできない人生

哀れで物悲しいだけです。生まれたから生き
なければならない運命であり、またそのよう

人々はしばしば、「人間は来ては逝くもの

に生き、逝かなければならない運命です。

だ」と言います。古来より、いくら立派な聖
賢君子も来ては逝きました。このような歴史

今私たちは、知っていようがいまいが、あ

の動き、このような天倫の動きは、この瞬間、

る所に向かって進んでいます。私が動く時間

私にも続いているということを考えなければ

にも進んでいるのであり、休んでいる時間に

なりません。来ては逝くべき私たち自身です。

も進んでいるのです。単に私だけではなく、

何の因縁と関係しているのかは分かりません

この民族、あるいはこの世界、さらには天と

が、この地に来て、この万象と、あるいはあ

地までもある所に向かって今、進んでいるの

る理念的な形態の中で身もだえして逝くこと

です。これは否定できない事実です。この一

をよく知っています。では、私たち人間は何

生をたどったのちに、私はどのような所に行

のために来て、何の目的のために逝くのでし

くのでしょうか。これが、人間が解決すべき

ょうか。これを数多くの哲人たち、数多くの

重要な問題です。宗教もこの問題を解決する

宗教人たちが心血を傾けて解決しようとしま

ために、哲学も歴史もこの問題を解決するた

した。しかし、解決できないままに、人類歴

めに動員されています。ですから、皆さん自

史はそれによる寂しさとともに今まで動いて

身もこのような運勢に捕らわれ、引っ張られ

きました。また今も、ずっと動いていってい

ているということを否定できないのです。

ます。
行く歩みを捕まえておいて、動く心と傾く
私がなぜ来て、なぜ生きなければならず、

心情を阻んでおいて「お前はどこに行くか」

どこに行かなければならないのでしょうか。

と尋ね、これを解決するために闘ってきた

生まれたことを、皆さん自ら生まれたものと

人々が聖賢賢哲であり、あるいは数多くの道

考えてはなりません。生まれはしましたが、

主たちだということを私たちは知ることがで

何の動機で生まれ、何のために生まれたのか、

きます。彼らはそれを解決するために現れま

私を生むようにした動機と目的が分からない

したが、この日まで「私の体と私の心、私の

私たちです。生まれることは生まれましたが、

心情、私の生命と私の理念はこのような所に

私が生まれようとして生まれたのではなく、

向かって走るものなり。ゆえに全天下にある

生きるには生きますが、私が生きようとして

すべての万民、あるいは天地に存在するすべ

生きるのではなく、死ぬには死にますが、私

ての存在物はこちらへ行け」と、自信をもっ

が死のうとして死ぬのではないというのです。

て命令した人はいないのです。

それなのに、自分をもち上げて何を誇るの
でしょうか。自分自身が生まれたくて生まれ

今日、人間の生活というものは七十年、八

ることもできず、自分自身のその何かをもっ

十年しかありません。七、八十年しかないこ
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の短い生涯路程において、歴史的にこんがら

私たちは何を中心として生まれ、何を中心

かった善の圏をすべて収拾しようとするなら、

として行くべきであり、何を目的として行く

億千万年かかってもできないということを、

べきでしょうか。これは神様を抜きにしては

心は知っているというのです。ですから、こ

絶対に駄目なのです。神様を抜きにしては動

の短い七、八十年のこの期間において、善な

機のない因縁になるのです。動機をもつこと

る圏を因縁づけるべきことが、そのように膨

のできない人は、あることを成就しようとし

大にあるということを知っているこの心、良

ても、その結果を収めることができないし、

心はどれほど催促するかというのです。

価値を認めてもらえないというのです。ある

死んでは駄目だというのです。死ねばでき

建物を建てるときは、設計者が設計した設計

ないのです。生きている間、因縁を結んで地

図によって建築をします。設計の原本もなく

上で祖国光復をし、本郷の地を求めて天の主

造られた建築物は、設計者が目的とした建物

権者に侍り、その民とその国で生きて逝って

になり得ないのです。

こそ、天上天国に行けるはずですが、その世
界に行くことができず、その世界を見つめる

出発を誤れば、とんでもない所へ行くので

ことができないこの心が、どれほどせわしい

す。それゆえに船が大海を航海しても、出発

かというのです。

した港から羅針盤を中心として、行くべき目
的地に向かって方向性を描いておいてこそ行

どうせ逝くべき私自身だとするなら、この

くのです。それでは、人間が出発した港はど

体はどこに行こうとするのでしょうか。この

こでしょうか。分からずにいます。羅針盤を

心はどこに行こうとするのでしょうか。また

もって彼岸の世界に到達できる、目的地を描

この生命はどこに向かって傾いていて、私の

いて行くことのできる方向性はどこにあるで

心情はどこに行こうとするのでしょうか、ま

しょうか。ないのです。これがくねくねと、

た私の願い、あるいは希望と理念はどこに行

自分勝手に行ったり来たりしました。このよ

こうとするのでしょうか。

うに考えると、人間はいくらやってみたとし
ても、人間として終わるのです。

この問題を解決できないとしても、私たち
はいずれ逝くべき運命に置かれているのです。

二) 私たちはどこに進んでいるのか

私たちが生きたのちに死ぬ日、この体は土に
埋められることによって終わるはずです。で

人生をこのように生きていく目的は何でし

は、体が埋められるその日は、心も、この生

ょうか。この問題を再び考えてみなければな

命も、この心情も、この理念も、あるいは願

らないのです。動機が自分によるものではな

いまでも共に埋められてしまうのでしょうか。

かったので、目的も私だけのものではないに

消えてしまうのでしょうか。ここにはっきり

相違ないのです。暮らすことにおいて幸福な

とした内容と、はっきりとした解決点と、は

立場を嫌う者はいないし、豪華絢爛な立場で

っきりとした目的観を立てておかない限り、

生きたくない者はいないと思いますが、思い

人は不幸な人であらざるを得ないのです。

のままにできないのが私です。しかし、また
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自分自身を誇ってみたいし、思いのままに生

霊界があるという事実を知っている人たち

きたいし、思いのままに残りたい私です。こ

は、人生というものがわずかの間で、死んだ

のような心情の交差点をもった私だというの

のちに私たちが迎えなければならない世界が

です。

永遠だということを知っています。ゆえに一
生の期間とは、永遠の世界を準備するための

秋の季節が来たという事実は、冬が迫って
いるということをいうのです。冬は、生命が

期間だというのです。世の中とはそのような
ものではないですか。

あるもののみが通過できる過程です。生命を
もっていないものはすべて、ここで後退せざ

人はどこへ行くのでしょうか。霊界に向か

るを得ないのです。それで、冬が来る前に新

っていくのです。霊界は海と同じです。どう

しい生命を注入しろというのです。新しい生

せ行かなければならないのです。海にも流れ

命は新しい愛を中心とした新しい主義と思想、

があるのと同様に、そこには調和無双な変化

そして、新しい人生観、新しい世界観、新し

があります。海には主流の流れを中心として、

い宇宙観をもたなければならないのです。そ

淡水にはない調和の存在があります。海に数

うでなくては冬の季節を通過できません。冬

多くの魚族がいるように、そこには数多くの

の季節を通過できる生命力をもつようになれ

新しい天地の家庭がいます。あの世に行くよ

ば、それを通過する過程は難しいけれど、行

うになっても同じです。

けば行くほど春が近づくのです。春が訪ねて
くるというのです。統一教会はその道を行く

人はどこへ行くのでしょうか。天国へ。こ
のようになるのです。天使はどこへ行くので

のです。

しょうか。天国へ。父母はどこへ行くのでし
ょうか。天国へ。それだけでなく、育てた子
私たちはこの世に生きていますが、この世

犬はどこへ。地獄ではありません。昔避難す

だけではなくて霊界があることを知っていま

る時、北韓でとても良い生活をする金持ちの

す。この世と霊界は二つの世界ではなく、一

家に、とても高い犬だと自慢していた人がい

つの世界として連結しています。私たちが行

ました。その人が避難するとき、犬をしっか

くべき所、私たちが行って住まなければなら

り門に結んでおいて、「おい！ 元気でな。

ないその場所とはどこでしょうか。私たちは

私だけ行ってくるから」と言うのです。私た

肉身生活をしながらこの地にいますが、永遠

ち統一教会の食口たちは、それではいけない

の世界に向かって行っているのです。一般の

のです。今からは犬も天国へ。すべての万物

人々はこの世に生まれ、十代、二十代、三十

も天国へ。主人が行く所には、どこでもつい

代を過ぎて青春時代を過ぎて壮年時代に入っ

て行くことができるというのです。

ていくようになれば、どんどんと一つの峠を
越えて、その次には老年時代に入っていくよ

霊界と肉界、人間の混乱した思想界の複雑

うになるのです。このように、沈む太陽のよ

なことをすべて打開して、このように単調で

うに一生を終えます。

簡単な一つの方向が設定されて、明確な一つ
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の価値観を私が見つめていくようになったと

に合うようにこの地上に生きて一体理想、均

いう驚くべき事実を知らなければなりません。

衡的な平準化を成し遂げなければならないの

その段階ごとで力が分散されるのではありま

です。相対的平面です。均衡を取って、九〇

せん。段階が発展すれば発展しただけ、力が

度を中心として引っ掛からないで水平に回ら

共にあるのです。愛の原動力が私の生活圏に

なければならないのです。それで、三六〇度

反応するのです。ですから、愛から生じ、愛

を回りながらも、ここで引っ掛かってはなり

を受けて愛したのち、愛の世界へ行くのです。

ません。サタンが少しだけ口出ししても引っ

神様に帰っていくのです。結果は原因へ帰ら

掛かるのです。ですから、回っても、回って

なくてはならないでしょう。ですから、神様

いないように見えるこのような歴史をもつ人

のような考え方をもたなければならないとい

が入っていかなければならないのです。家庭

うのです。

の本格的な再検討時代が来るのです。統一教
会検討時代です。これからは教会がなくなる

私たちはどこへ行くべきでしょうか。死線
を越えてでも行くべき所とはどこでしょうか。

のです。神様に侍って暮らすことのできる本
然の時代です。

神様を求めて、その神様に仕え心から喜んで
楽しむことのできる日、私の心の世界で「こ

生命圏、愛圏、血統圏の堕落、全世界が引

れ以上の願いはありません」と言うことので

っ掛かっているこのことが、同じ条件と同じ

きる一時を迎えなければなりません。そのた

公式なのです。同じ公式の条件に引っ掛かっ

めに、私たちは困難に耐えて、無念さに耐え

ているのです。それゆえに、どんなことがあ

て、悔しさに耐えながら、この世界を越えて

ってもサタン圏の、自分の肉体が要求するす

いかなければならないのです。このような世

べてを放棄し、良心圏が願う所に一〇〇パー

界を越えていく自分自身になっていない限り、

セント移動すれば地上天国圏に立つので、神

世界と共に消えるのです。

の国、地上天国世界と天上天国世界を境界な
しに無限に通じることができる自由圏を得る

人間は何も考えずに流れに任せて生きなが

ことができるのです。そちらへ越えていかな

らも、死ぬことを嫌い、「なぜ生きなければ

ければならないという自覚をもたなければな

ならないのか。根源がどのようになってい

りません。このような難しい問題があるとい

て」と、皆さん、疑問が多いでしょう。その

うことを、人間は知らずに生きているのです。

すべての疑問は、人間の哲学書だけでは解決

人間は、このようにもつれた背後の内容があ

できないのです。哲学というのは、今まで神

るということをみな知らずに生きて霊界に行

様を求めて行く道を開発したのです。宗教は

くので、地獄に行くのです。

何ですか。神様を知って、共に生きる生活か
私たち人間は、生まれると一度は死ぬよう

ら始めることが宗教生活です。

になっています。ところで、死ねばどこへ行
霊界を無視しては駄目です。これが行く原

くのでしょうか。煙が消えてしまうように消

則であるゆえに、いくら優秀な人もその原則

えてしまうのではありません。必ず霊界に行
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くようになっています。霊界に行くようにな

です。このように見るとき、霊界に行って住

れば霊界の国があります。では、その霊界の

むときも、すべての環境的条件をつくられた

主人は誰ですか。神様です。それゆえにその

神様が、人間に無限な価値をただでくれたが

神様の息子、娘にならなければなりません。

ゆえに、霊界に行っても無限な価値の存在が

神様の息子、娘になることができなければ天

すべて自然に供給されるのです。その霊界は、

国に入れないのです。

神様が住まわれる本郷の地です。ここでは、
お金を出して買って食べないのです。私たち

霊界があるならば、霊界はああしたりこう

人間の想像が及ばないほど、すべてのことが

したりと変わると思いますか。「人の心は朝

可能な補給地です。皆さんはその霊界を知ら

夕に変わり、山の色は古今同じである」とい

ないから、分からないのです。本来の堕落し

う言葉もありますが、霊界は変わりません。

ない後孫ならば霊界を知っているのです。

神様がいるならば、その神様は変わりますか。
神様は変わりません。神様が統治する霊界の

なぜ本郷を恋しがるのですか。父母に対す

国があるならば、その国は変わりません。億

る愛、兄弟に対する愛、夫婦に対する愛、そ

千万世に定めた法に従って生きながらも、不

の地に対する愛、故郷山河に対する愛と同じ

平不満を感じないで順応と柔和の道理に従っ

です。あの世でも真の愛という全く同じ公式

て、厳然と存続し生存するのです。そこには

になっています。本郷には父母がいて、夫婦

革命家は必要ないのです。革命をすれば、す

がいて、兄弟がいます。すべてのものがそこ

べて滅びるのです。

にあります。立派な食べ物もあるのです。食
べ物も、見える食べ物と見えない食べ物を合

皆さんはカナン福地に入らなければなりま

わせてこそ本当の食べ物になるのです。なぜ

せん。この地球星がカナン福地になっている

私たちがこのように苦労をするのですか。故

ために、天国の外的世界が近づいてきたがゆ

郷に行くためです。そのような希望に満ちた

えに、地球村時代が来ます。人工衛星という

霊界の相続を受けようとしてそうなのです。

ものがあって、座っていても天上世界を旅行
できる時代が来ました。相対圏の人工衛星時

故郷というのは、制限されたここだけのこ

代が来るのです。その次にはコンピューター

とをいうのではありません。どこに行っても、

時代が来るのです。霊界にコンピューターが

故郷で暮らすように生きなければならないの

あって、一生のすべての記録が現れるのです。

です。どこに行っても、一生を恋しい故郷で

人生の歴史やすべてのものをあっという間に知

暮らすのと同じ心をもって生きなさいという

ることができる時代になったのと同じように、

のです。大韓民国の四千万を中心として和合

統一教会を中心として地上地獄膨脹主義時代か

し、そのように暮らすことのできる人は、あ

ら地上天国出発時代へと交代するのです。

の世に行けば霊的な人格の価値が大きくなり
ます。このようなことを知って、故郷を考え

アダムとエバがエデンの園で、食べ物のお

る時は必ず霊界を思いながら愛の人格を備え

金を払って食べたのでしょうか。すべてただ

て、父母のように、お兄さんのように、お姉
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さんのように「ため」に生きなさいというの

を食べ、唐辛子みそを食べなければなりませ

です。それとともに、自らの愛と生命を投入

ん。霊界にもハンバーガーがあるのか、キム

し息子、娘を育てて、もっと立派な子孫を故

チがあるのか知りませんが……。ですからこ

郷の地に残すという心をもたなければなりま

こで、そこに拍子を合わせるようにすること

せん。そのような思想をもって暮らしてあの

によって、あの世に行って苦痛がないのです。

霊界に行くようになれば、すべてが私の故郷
今まで一般の人々は死ねばすべてなくなる

の地になるのです。

と考えたのですが、そうではありません。霊
私たち統一教会の食口たちは、どのような

界があるので、そのままつながるのです。そ

道を行かなければならないのでしょうか。神

の霊界に行くためには地上で準備をしなけれ

様が願う道に従って行かなければならないの

ばなりません。霊界に行けば愛によって呼吸

です。天意の道に従って行こうというのです。

するために、地上で愛を中心として生活して

天意とは何ですか。天意には個人が行くべき

こそ、そこでも自由に呼吸できるのです。地

天意の道があり、家庭が行くべき天意の道が

上で愛を中心として生活しなければ、そこで

あります。そして、社会が、国家が、世界が、

自由に呼吸できないのです。霊界は、愛を呼

霊界まで……。皆さんは霊界を知らないでし

吸する世界です。愛が空気のような世界だと

ょう。その分野の専門家が文先生です。霊界

自由に考えればいいのです。第二の新しい出

は間違いなくあるのです。

発を「死」というのです。それゆえに、その
ように怖がる必要はありません。死は新しい
出発の門を開くのです。

三) 一生は霊界へ行く準備期間

いくら考えても自然世界の摂理はやむを得

霊界が故郷です。故郷に帰って永遠に暮ら

ないのです。皆さんも死なないことを願うで

すことのできるその基準を、地上で合わせて

しょう。死なない自信がありますか。自然が

逝かなければなりません。地上生活で自分の

調節するのです。霊界の法に従っていかなけ

思いのままに、今までの世の中の何も知らな

ればならないのです。それと同じ道理です。

い人々のようには生活できないのです。霊界
を知って、そこに合わせて生きることによっ

霊界が私たちの故郷の地です。本然の故郷

て、この世を離れるようになる時、神様の前

の地です。この地は本然の体の故郷の地であ

に行って天国と関係を結ぶことができるので

り、霊界は本然の心の故郷の地なのです。こ

す。そうでなければ、不可能だというのです。

の次に行く所が心の世界、霊界です。それゆ

それゆえに皆さんは、霊界に対する事実をは

えに、ここであらかじめそこに合わせて訓練

っきり知らなければなりません。

をしてこそ、そこに行っても支障がありませ
ん。アメリカの人々は、ハンバーガーを食べ

霊界は愛の空気でできていますが、皆さん

なければなりませんし、チーズを食べなけれ

の霊人体が準備をせずに天国に入っていけば、

ばならないでしょう。韓国の人々は、キムチ

息ができないのです。ここは空気で成ってい
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ますが、あの世界は愛の霊界です。皆さんの

わるというのです。これと同じように人間た

霊人体が愛を感じることができるように準備

ちは、すべて霊界へ行くのです。淡水で生き

をしなければなりません。そのようにできな

たそれが、そのまま通じないのです。海水に

くて霊界に行けば、関係を結ぶことができな

なるのです。
ですから、宗教人たちは、生きていきなが

いのです。これが問題です。問題が大きくな

ら塩水を加えることができる資格をつくらな

ります。何千万年はかかるのです。

ければならないというのです。そうすれば、
皆さんは、本然の愛で愛さなければならな

霊界に行って相反しないのです。万一、淡水

いのです。それゆえに霊界に行くようになれ

がそのまま入っていってしまえば問題が起こ

ば、霊界は愛が空気になっています。細胞が

ります。人間もそのまま霊界に入っていくよ

愛化することを体験してこそ、すべてのもの

うになれば、大変なことになるのです。

が自然らしくなるのです。細胞はすべて呼吸
するでしょう。愛の細胞をすべてどこで育て

河川水はどこへ行きますか。海へ行くので

ていくかといえば、真の夫婦になって神様の

す。海水と河川水は違うのです。地上は河川

愛を中心として育て、神様の世界に行き愛の

水と同じであり、霊界は海水と同じです。そ

空気を永遠に吸いながら暮らすのです。それ

れゆえに人間はどのような者も、地上で生き

でこそ死にません。愛が根本であるがゆえに、

た者は霊界にすべて入っていきます。淡水と

愛をもてば何でも自由に実践躬行できる世界

塩水と混ざった場合には、淡水魚は塩水では

だというのです。愛する人のために何でもつ

どのようになりますか。淡水魚は塩水では死

くり、何でも創造できるのです。そのような

んでしまいます。突然に入っていけば窒息し

霊界があるのです。私たちの本郷があります。

ます。それゆえに、慣れなければならないの
です。

塩水と淡水は何が違いますか。味が違うの

水の色合いも同じで温度も同じだった場合

です。塩水は塩辛く、淡水は何の味もありま

には、どこにある水を飲んでも何でもないの

せん。同じです。この地上では味がありませ

と同じです。地上世界と霊界の世界が突然に

ん。しかし、霊界に行けば味があるのです。

連結した場合には、淡水魚が塩水と出合って

水は生命を伴うことができる力をもっていま

死ぬのと同じになるのです。どのように呼吸

すが、塩は生命を生産するために必要なもの

しますか。大変なのです。鮭が塩水から淡水

です。

へ上っていくのには二週間の期間を費やして、
少しずつ慣らしながら上っていくというので

水は、海深くまで行かなければならないの
です。いくら大きい川を流れる淡水であって

す。呼吸が苦痛でないようにしながら、歩調
を合わせて移動していきます。

も、海に入っていけば塩水になります。いく
海へ入っていく時の気分はどうでしょうか。

らきれいだといわれる有名な河川水でも、海
に入っていけば間髪を入れず、さっと変わる

「ああ、入っていきたくない！」と言うでし

というのです。全く異なる色合いと味とに変

ょうか。皆さん、そう思いますか。皆さんに、
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死んでしまってどこへ行くのかと尋ねると、

える所です。彼らが皆さんを迎えるようにな

みな「霊界へ行く」と、そのように言うでし

る時、評価するのです。

ょう。それでは、その霊界へはどうやって行
くのですか。死んで行くのです。かといって、
誰でも死んでみたくはないものなのです。

準備といっても、易しい準備はありません。
それゆえに一生を見る時に、少年時代は青年

それでは、河川水が流れてついに海に入っ

時代のための準備時代であることを知ってい

ていくようになれば、どのようになりますか。

る人は将来性があるのです。壮年時代は老年

河川水が海水をかぶると、どのようになりま

時代のために準備しているのであり、老年時

すか。「ああ、気分いい！」そのように言う

代は霊界に行く準備をするのです。一生自体

のですか。すべてのものが小さくなってしま

は大宇宙の人格を備えるために一つの訓練過

ったような衝撃を受けるのです。縮小された

程をたどっている修練期間であり、準備期間

とでもいいましょうか……。最も大きいもの

だということを私はよく知っています。

から最も小さなものになってしまったような、
今はビザとか国境が問題になるためにでき

大きい衝撃を受けるというのです。

ませんが、言語だけでも統一されれば、どこ
霊界に行きたくないとしても、誰でも行か

でも私の故郷のように、私の国のように暮ら

なければならないでしょう。ここで自分は絶

すことのできる時代になるというのです。ど

対に死なないという人、手を挙げてみてくだ

うせ、そのように行かなければならないので

さい。いくら刀をテーブルの上に刺して誓っ

す。ですから、ソ連でもアメリカでも、みな

ても、人間は死なざるを得ないのです。死ね

一つの家族のように生活しなければなりませ

ばどこへ行きますか。霊界に行きます。そこ

ん。今後はテレビのようなものも、財布のよ

は大きい川と同じです。いくら大きい川とい

うに小さいものを作るのです。今でもそうで

っても、流れていってすべて海に行くのです。

はないですか。ポケットに入る小さいテレビ

「海に行くことができない。海に行きたくな

も出ているでしょう。ですから人工衛星を中

い」と言うのは、生きているけれど死んでい

心として、すべて見ることができる時代に入

るというのです。それは存在の価値をもって

ったというのです。どこに行ってもです。そ

いないことと同じです。

のように集約された小さな世界が、すべて入
ってくるというのです。

私たちが霊界に行く前に、私が何をして暮

人間生活が便利に、どこでも移動できるよ

らしたのかと、私たちの生活を一度ずっと反

うになるのです。そのような小さなものを車

省してみる時、それは深刻な問題です。皆さ

一つにすべて積んで、行き来しながら暮らす

ん、霊界は未知の世界です。霊界はどうせ行

ことのできる時代にならなければなりません。

かなければならない世界ですが、未知の世界

そうなれば、いいでしょう。韓国を離れて七

だというのです。無限拡大の世界です。そこ

十、八十歳まで世界一周をしながらですね。

に行くようになれば、皆さんの先祖にすべて

そのような時代が間違いなく来るのです。先

会えるのです。数千、数万の先祖と一遍に会

生は、そこに対する準備をしているのです。
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故障すればどのようになりますか。これ以上

四) 生涯はあまりにも短い

行くことができません。それを修理しなけれ
人間の一生は短いのです。生涯において十

ばなりません。修理する能力がないと大変で

年がいつ過ぎたのか知らないのです。結婚し

す。それで、力や能力がない場合には一年も

て三十年以内に、すべてのものが決定される

かかり、二年もかかり、十年もかかるのです。

のです。それゆえに、人生の道はいつも待っ

そこを抜け出てくることができなければ死ぬ

ていません。忙しいのです。そして、一回ず

のです。そのような旅路を行くのです。時に

つみな死ななくてはなりません。死なないで

は旅館に入っていっていろいろな人に出会っ

すか。死なない自信がありますか。死ななく

たり、時には立ち寄る所もいろいろあるでし

てはなりませんね。死ねばどこへ行きますか。

ょう。人生は、一つの旅行の道のようなもの

霊界があることを知っていますか。先生は霊

です。そうして行く所が結局は霊界なのです。

界を知っているがゆえに一生をかけてこの仕
事をしています。世界をすべて料理しながら

一生というものは早いのです。一生は本当

です。この世はつかの間です。十カ月の腹中

に早いのです。物事の分別がつき事情を知っ

生活と同じです。

て、ああだこうだしているうちに四十を越え
ればすぐ五十であり、十年はつかの間です。

統一教会は、その霊界へ行くことができる

五十ならば六十はつかの間で、六十になれば

準備をするのです。ですから統一教会は、霊

七十がつかの間で、私も静かに考えてみると

界で合格するための準備をする所です。では、

「一場春夢」という言葉を実感するのです。

そこで完全に合格するか、不完全に合格する
かというのです。また、落第生になって不合

私たちの人生の一代というのはつかの間で

格になることもあるというのです。このよう

す。この一代が永遠の尺度を上げたり下げた

に見る時、皆さんは霊界に行く準備を地上で

りするというのです。秤と同じように上がっ

しなければなりません。地上という所は、旅

たり下がったりするのです。そのようになっ

人の旅路のようなものです。いろいろな過程

ているというのです。

を通過します。女性としてある父母から生ま
れて育ち、今は年も取るだけ取ってどこで生

皆さん、見てください。皆さんが八十年生

まれたのかも分かりませんが、そのように育

きたとしましょう。その中で夜に寝る時間を

ち男性に出会い、共に道を歩んできながら愛

除くと四十年に減ります。半分に減るのです。

を通して子供も生むようになります。そのよ

寝ることも生きていることですか。寝ること

うなことをしていきながら苦労するのです。

は死んだことと同じです。寝ることは死んだ

ちょうど苦労して馬車を引っ張っていくよう

命なのです。それゆえに、二十四時間の中で

に……。

生きようとあくせくする時間は半分にしかな

ところが、その車がいつ故障するか分かり
ません。険しい岩の道を通ることもあるでし
ょう。そこで誤ってしまうと故障するのです。

りません。
またここで御飯を食べる時間を一時間ずつ
抜いてしまうとどうですか。御飯を食べる時
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間を一時間と考えなければなりません。また

きるだろうか、もっと生きることのできる道

その中で友人の祝宴の日、町内の人の還暦日、

はないかと考えてきました。み旨を抱いた人

誰かが死んだ日、葬式を執り行う日、病んで

であればあるほど「人生とは何か。人間はな

横になっている日、あらゆる日を除くと、生

ぜやって来て旅人のように逝くのか」と言い、

涯において生きている日が半分にもなります

「人生は苦海」とか「草露の人生」だという

か。この前計算してみると、生きているとい

話をしてきましたが、永生することさえでき

うことが七年と出てきます。その七年の中で

るならば、そのように悩む必要がないのです。

「本当に生きた」と言うことのできる日が何
日出てくるかです。何日にもなりません。

歩みをとどめて、揺れ動く心と傾く心情を
抑え、「お前はどこへ行くのか」と尋ねて、

この肉身世界は短い期間なのです。長くな

それを解決するために闘ってきた人々が聖賢

いというのです。それを知れば眠る時間が惜

賢哲であり、あるいは数多くの道主たちだと

しいのであり、御飯を食べる時間が惜しいの

いうことが分かります。彼らはそれを解決す

です。御飯を食べることも行きながら食べま

るために出てきましたが、今日まで「私の体

す。寝るのも行きながら寝て、遊ぶのも行き

はこのような所へ行って私の心と私の心情、

ながら遊んで……。それはどれほど悲惨です

私の生命と私の理念はこのような所に向かっ

か。そうであればあるほど、世界の誰も受け

て走るのである。だから天下のもとにいるす

られない福を受けるのです。これは歴史的な

べての万民、あるいは天地に存在するすべて

内容だということを、皆さんが知らなければ

の存在物はこちらへ行きなさい」と自信をも

なりません。

って命令した人はいません。

自分が運を百ぐらいもって生まれたのに、

皆さん、ここで永遠に生きますか、無形の

百二十ぐらい生きて逝く人は、子孫が滅ぶの

愛の実体になったところで永遠に生きますか。

です。人の運はゴムひもと同じで、縮められ

神様が無限な創造世界を見せたいと思う時、

るのです。しかし、八十ぐらい生きて死ねば

皆さんはこの体で神様についていくことがで

二十ぐらいの福を残し、その運勢を子孫の前

きますか。ですから霊人体が必要なのです。

に相続してあげて逝くことができるというの

これは妄想ではなく、事実なのです。見えな

です。そうでなければなりません。

い精神の中心となる神がいるならば、その神
が相対的存在を必要とするならば、人間を連

二 死に対する正しい理解

れてきて自分が創造した永遠なそのすべての

一) 死は人生必然の道

理想圏を見せてあげたいし、与えたいことで

人々は七、八十年生きればよい、死んでし

しょう。

まえばそれまでだ、といいながら死ねばおし
まいだと思って今まで生きてきた人々が多く

一つしかない服を着たならば、それを誰か

います。しかし歴史路程を通じ考え深い人々

がはがそうとすると、死んでも脱がないよう

は、どのようにすれば人が死なないで永生で

にするのです。春夏秋冬の季節の服をきちん
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としておいて、今は春なのに冬服を着ていた

死の道は、友もいない道です。愛する父母

ならば「これは冬服だ、脱ぎなさい」、夏に

もいない道であり、愛する兄弟もいない道で

春の服を着ている人には夏服を持っていって

あり、愛する夫婦、愛する子女もいない道で

あげて「脱ぎなさい」と言わなければなりま

す。ただひたすら一人で行かなければならな

せん。そのようなことを知らなかったという

い道です。行ってみることもできず、行けば

のです。人間の死の問題も同じだというので

戻ってくることができない道、一度行けば永

す。代替することができる、より価値のある

遠に帰ってくることのできない道ですが、こ

ものが何かを知らなかったというのです。

の道を行くようになる時に、皆さんはどのよ
うな心をもって行くのでしょうか。皆さんが

天は人間的な希望を中心として生きている

死に逢着する瞬間、その死を越えて立つこと

地上の人間をして、新しい希望をもって死の

ができる希望がないとするならば、そこでお

峠も越えることができ、永遠の世界を欽慕し

しまいです。

ながら暮らせるようにするために無限に心を
砕かれたのです。それゆえに信仰生活をする

韓国語の中にどういう言葉があるでしょう

人々は、地上の希望を抱いて生きるのではな

か。年を取って死ねば、「帰られた」と言い

く、死までも越えることができる希望を抱い

ます。おじいさん、おばあさんがなぜいらっ

て、永遠なる希望の世界を夢見て生活しなけ

しゃらないのかと尋ねると、「帰られた」と

ればならないということを教えてきました。

言うでしょう。どこへ帰ったのでしょうか。
霊界へ帰ったのです。

皆さんは、すべて霊界に行かなければなり

本来、無形の神様から出発したがゆえに、

ません。それが一つの国ですか、二つの国で

本然の故郷は無形の世界です。無形の世界か

すか。一つの世界です。それでは、その世界

ら有形の世界を経て地上で繁盛して暮らして、

で生活する内容とは何でしょうか。それを考

その次には再び無形の世界へ帰っていくので

えてみましたか。水の世界の魚は水の世界を

す。そのように帰るのです。無形の父から出

離れては生きられないのです。水が絶対的な

発し、有形の父の体を借りて生まれて暮らし

生命です。河川水に暮らす魚が河川水にだけ

て、有形世界の体を脱いで本然の形態へ帰る

にいては駄目です。海水にも行ったり来たり

ことが、霊界に行くということです。

しながら生きなければならないのです。
なぜそうあるべきですか。淡水の魚は海水

人間の男性、女性は、すべて五官をもって

と接するその水を味わうことなしに繁殖する

います。その中で頭に四官があります。目、

ことができません。それを知らなければなり

鼻、口、耳、手、これで五官ですね。ここで

ません。海に暮らすものは必ず淡水に来てそ

一番重要なものは頭にあります。この頭にあ

の水を味わってこそ繁殖するようになってい

る四官というものは、神様を中心とした霊界

ます。二つの世界に通じなければならないの

を象徴します。肉体とは別個の世界でしょう。

です。心と体もそのようになるのと同様に通

その頭は思いのままに回ります。それはなぜ

じなければなりません。

回るのかといえば、四方を見るために、四方

644 * 六百四十四

천성경

天聖經
Cheon Seong Gyeong
を聞くために、四方のにおいをかぐために、

に生まれる日を神様も待ち焦がれるはずであ

四方に向かって話すためにです。それゆえに、

り、人間も待ち焦がれるはずです。

もし頭が回らなければどのようになりますか。

そのような人として生まれる日、そのよう
な体で生まれる日、それは必要ですか、必要

とんでもなく不便だというのです。

ないですか。これが、死だというのです。そ
この地上に生きている人間は、第三世界で

れでは、人間は死を歓迎しなければならない

ある本然の世界に帰らなければならないため

でしょうか、歓迎してはならないでしょうか。

に、愛の世界に行って暮らすことのできる私

死ぬにおいて何のために死ぬのかというとき

になるため、愛の世界において呼吸器官のよ

に「神様の真の愛のために死ぬ」と言うべき

うなものを準備しなければなりません。この

です。ですから、肉身を脱ぐことは無限な神

肉身を破裂させて出ていくのです。赤ん坊が

様の愛の活動圏に私が同参するためであり、

みな、赤ん坊の家を破裂させ、破壊しておな

神様の愛の世界のためだというのです。

かから出てくるのと同じです。それで、産み
の苦痛を受けるでしょう。同じように第二の

神様の愛の中に生まれることが死ぬことな
のですが、人間世界では「ああ、死ぬ」と大

産みの苦痛が死です。

騒ぎするのです。それでは、神様はそれを見
肉身が生きている間には何を準備しなけれ

てゲラゲラ笑いますか、それとも「うー」と

ばならないのでしょうか。水の中で空気とす

言うでしょうか。人間世界では泣いたりわめ

べてのものに合わせることができる呼吸器官

いたりしているのを神様が見るとき、悲しむ

を準備したように、この肉身の世の中で準備

でしょうか、喜ぶでしょうか。制限された愛

することは、霊界に行き愛の器官を中心とし

の圏内から無制限の愛の圏内へ突入できる喜

て呼吸できる準備をしなければならないとい

びを迎えることができる瞬間が、第二の出生

うのです。そうして、体をすべて破裂させて

の瞬間、死の道を通過するその瞬間ではない

出ていくようになれば、愛の器官を中心とし

でしょうか。

て呼吸し、制限的環境に生きてきたことを越

それなら神様が皆さんの肉身が死ぬ日を喜

えて、無制限に自由奔放な人間として生きな

ぶでしょうか、第二の無限拡大世界の愛のた

ければならないというのです。

めに活動する息子として生まれるその時間を
喜ぶでしょうか。なぜこのような話をするの

私も神様に似てみたいし、神様も私が神様

でしょうか。皆さんが死の恐怖から解脱しな

の息子、娘であるならば似るようにしてみた

ければ神様と関係を結ぶことができないとい

いという観念をもつことは必然的なのです。

う事実を知らなければならないからです。

ですから、私は神様に似てみたいし、神様は
私を連れていきたいということを可能にする

神様の息子として本当に生まれる日には…

道を模索するはずです。それで、人は再び神

…。あの無限な星の中で、ダイヤモンドの星

様と似ることができる体をつけて生まれるべ

の世界があると思いますか、ないと思います

きだという結論が出てくるのです。そのよう

か。それを考えてみてください。ダイヤモン
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ドが欲しいでしょう。「金だけでできている

救援摂理を誰が主導するのかといえば、神様

星はない」とは言えないのです。それはあり

が主導し、復帰摂理も神様が主導しなければ

得ます。

ならず、再創造摂理も神様が主導しなければ

私たちの父である神様が、どれほどお金持

ならないのです。

ちでしょうか。考えてみましたか。無限なこ
の宇宙をあっという間に往来できます。それ

二) 死は三世界を連結する過程

に関心がありますか。本当に関心があります
か。そうしようとするならば、神様が「やっ

私たち人間の一生は腹中時代十カ月、肉身

てはいけない、やりなさい」というその法度

時代百年、そして霊魂時代の千年万年を永遠

を守ればよいのです。そうすればそれが可能

に生きていきます。私たちの顔を見れば口、

であって、自分勝手にしては可能ではないと

鼻、目、三段階になっていますが、これは人

いうことは理論的に正しいのです。皆さん、

間が生きていく三時代の姿を見せてくれてい

神様が「やってはいけない、やりなさい」と

るのです。口は物質の世界である腹中時代を

いうことを守ることができますか。「人は二

象徴し、鼻は人の世界である地上時代を、目

重になっていて、心が主体で体は相対なので、

は霊界の天上時代を表しています。

心と体が一つになりなさい！」。これは正し
皆さん、人は最初生まれる時、最も深い水

いですか、間違いですか。

の中で生まれるのです。腹中時代は水中時代
神様の恨とは何ですか。真の息子、娘を心

です。赤ん坊が母の胎内にいる時は、水中に

情的完成者として教育できず、兄弟的心情を

ふわふわ浮いています。さっと考えれば、母

教育できず、夫婦の心情を教育できなかった

の腹中時代には息が詰まって生きるのが難し

ことです。この地上において夫婦がこうでな

いように感じられます。しかし赤ん坊は胎内

ければならないというその心情的基準で教育

が宇宙です。そこが水中でも、赤ん坊にはそ

できず、夫婦になって母となるところにおい

の世界が自由天地なのです。水中に生きてい

てはどのようにしなければならないかという

るので当然、水を飲んだり出したりすること

教育をすることができなかったというのです。

をしなければならないでしょう。そのために、

これが、人生の教本だったのに、その教本を

腹中の子供たちはホースをおなかに連結して

すべて失ってしまい自分勝手に生きる人間像

暮らすのです。

になってしまったので、霊界に行く時は地獄

人は三世界、蘇生、長成、完成時代を経る
のです。腹中での水世界、それから地上での

に行くのです。
地獄に行くにも、一つの所に行けないので

地球星世界、その次には天上での空中世界で

す。地獄に行っても放浪するあらゆる群れが

住みます。言い換えれば腹中水時代、地上に

いるのです。これを収拾しなければならない

生まれて暮らす百年地上時代、それから飛び回

のがアダムとエバですが、知らずに堕落した

る空中時代、このように三時代を経るのです。

から完成がないのです。それゆえに、すべて

腹中にいる時は外側の世界へ行こうとしま

のことを知っている神様が責任を負うのです。

すか、ここにくっついていようとするでしょ

646 * 六百四十六

천성경

天聖經
Cheon Seong Gyeong
うか。このくらいの穴から私が抜け出さなけ

のです。おしっこやうんち自体が人より先に

ればならないならば「うー」と言いますか、

出てくることができないのです。アダムが出

「ああ、これはいい！」と言いますか。「そ

てきた次にそれが始まるのであって、先にな

うするならば、あなたがいる家がすべて破壊

ることはないのです。そのようになっている

されて、あなたが住んでいた所の栄養価値と

というのです。

すべてのものが壊れてしまい、あなたの頭も
長くならなければならないし、体も伸ばさな

人間を見ると腹中時代には水を飲まなくて

ければならないのに、それでも良いのです

はなりません。人間の四分の三は水です。人

か」。そう言えば、その時すべて「ノー」と

間の世界は空気の世界をいいます。それゆえ

言いますか、「イエス」と言いますか。生ま

に水中にいる時は目、耳、鼻など五官は必要

れる直前まで、母は死にそうになりながら、

ないでしょう。水で五官が必要ないから目を

力を入れて子女が生まれるその時間まで「ノ

閉じて微動だにしないのです。腹中で十カ月

ー、ノー、ノー」としつつ、ぐっと……。追

育つとき、鼻で息を吸ってみましたか。鼻で

い出すので出てくるのです。それで、一つの

息を吸っては死んでしまいます。五官が完全

世界はなくなり、次の世界でまた「ふうふ

にふさがっているのです。ところが、鼻がな

う」息をするのです。

ぜ必要ですか。次期の世界を準備するのです。
これが、順次に呼吸器に入っていくならば、

この地球星が母親のおなかです。このこと

このあらゆることを破壊して出てこなければ

をはっきり知ってください。腹中時代には何

ならないのです。ただこれも切ってしまわな

によって食べて息をしますか。口で息を吸い、

ければなりませんし、母の子宮や水の家すべ

鼻で息を吸いますか。どこで息をしますか。

てを破壊して出てこなければなりません。そ

食べるのもへそで食べて、息もへそで吸うで

れはどういうことかといえば、子宮と水の袋、

しょう。へそですべてするから食べる口も必

その環境がすべて破壊されるのです。死ぬの

要ないし、息を吸う鼻も必要ないのです。そ

です。水中世界に破壊と終末を告げて、新し

れでは、見ることができる五官が必要ですか、

い出発が始まるのと同じです。

必要ではないですか。必要ないのになぜぶら
下がっていますか。目があり、鼻があり、口

へそに緒がついているのを再び使わなけれ

がなぜありますか。外に出て使うためにある

ばなりませんか、切って捨てなければなりま

のです。

せんか。切って捨てなければなりません。
「その人の命綱であるのに、人と人との命綱

腹中時代には五官を使いますか。五官が必

を切ってしまうのですか」と言うかもしれま

要ないでしょう。おしっこもしないし、うん

せん。それを見る時に赤ん坊は「死ぬ」と

ちもしないし、すべて死んだようになってい

「わーわー」泣くけれど、神様が見る時は笑

ます。十カ月そのようにしているということ

いますか、泣きますか。全く同じです。

が不思議ではないですか。おしっこやうんち

空気の世の中で今まで、霊人体が体にくっ

は真の愛より先んじることができないという

ついて胎児のように肉身を吸い取っていまし

647 * 六百四十七

천성경

天聖經
Cheon Seong Gyeong
たが、肉身がすべて老いてしまったのでけ飛

死ぬのです。死と同時に何が出てきますか。

ばして出ていこうとしているのに、肉身が

この宇宙、地球星の母のところに現れるので

「ああ死にたくない。死にたくない！」と言

す。このようにして、口によって元素の補給

うとき、神様が見ればほほえみますか、「あ

を受けて生きているのです。

あ」と同情しますか、「この娘め、こいつ
め」と言うでしょうか。赤ん坊が生まれて父

せみを知っていますね。せみが飛ぶ前の幼

母の前に愛の対象になり、父母と愛の友にな

虫のとき、「私は幼虫として生きるぞ。ああ

ることができるのが地上世界です。そして、

殻を脱ぐのは嫌だ！」と言っても、脱いでし

父母と愛を共にすることができる地上世界に

まえば、パタパタと飛ぶようになるのです。

生まれるのと同じように、霊的無限な世界に

幼虫からせみになるときに、それを脱ぎたい

通じることができる父母であられる永遠な神

ですか。「ああ、陸地も空気もみな嫌だ」と

様と愛を交わすことができる霊界に生まれな

言うでしょうか、「いい。早く脱ぐようにし

ければならないのです。

てください」と言うでしょうか。飛ぼうとは
考えていないのです。とんぼも初めは幼虫に

地上で愛を呼吸する人は死んでいるのでは

なって水中で泳ぎ回っていますが、地上に上

なく、生きているのです。腹中で呼吸をする

がってきて一時ははい回ります。その次には、

ときは、未来の空気世界でのパイプを装置し

パタパタと天下を自分の舞台として飛び回る

て生きています。生きていますが、へその緒

のです。

に連結された胎を破壊させて死んで出てくる

昆虫類の中には三段階の世界を経るものが

ようになる時には、新しい次元、高い次元に

多いのです。昆虫といえば、羽のない昆虫が

よってどれほど変化しますか。高い次元で供

いないのです。大概羽があるでしょう。昆虫

給を受けるのです。空気の供給を受けて出て

もこのように水で、陸地で、空中で生きるの

くるというのです。ここで出てきてからはま

に、万物の霊長である私たち人間が地上でだ

た何によって発展させますか。愛です。愛の

け生きて良いですか。皆さんも「嫌だ」と言

要素を受けるのです。御飯だけ食べていては

うけれど、死んで脱いでみると「ふう」と言

いけません！ 御飯を食べることは、死に向

うのです。それは嫌ですか。事実がそうなの

かって進んでいるのです。水を飲んでこのよ

です。うそではなく事実がそうであることを

うに暮らすことは、すべて死に向かって進ん

知らなければなりません。三段階の世界を経

でいるのです。ここで何のために、この期間

ることがそっくり同じだという事実を、皆さ

に何を満たせばよいのですか。この期間には、

んは知らなければなりません。死が私たちに

新しい愛の人格を形成しなくてはなりません！

とって、第二の出生で、幸福になる関門だと
いうことを皆さんは知らなければなりません。

腹中から空気世界へ連結させて出てくる時
は、腹中世界で生きたへその緒と水の袋をす

昆虫も飛び、小鳥も飛び回ることができる

べて破壊させて出てこなければなりません。

のに、人が飛び回ることができないのですか。

その器官、腹中のへその緒と胎は破壊されて

植物の種も、風が吹けば飛び回ることができ
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るのです。皆さん、あのたんぽぽの種は自然

に出ていくのではないかと思って「ああ、出

に飛ぶようになっています。飛び回るように

ていかなければいいのに」と言うのです。し

なっているのです。このように鳥も飛び、昆

かし「出ていかないほうがいい」と言うかも

虫も飛び、植物の種も飛ぶのに、万物の霊長

しれませんが、時になればすべて破裂してし

である人が飛べませんか。それなら神様を見

まうのです。羊水がぱっと破裂し出ていくの

てじっとしていられますか。「神様、みんな

に伴って外に出れば、安産になるのです。よ

飛んでいるのに、私はなぜ飛ぶことができな

く生まれたということです。

いのですか」と抗議したくないですか。神様
が「まあまあ！ じっとしていなさい。あな

地上時代には、宇宙が母で、万物が母です。

た方も何十年か過ぎればそのようになるはず

これが地上です。地球星が母なのです。元素

だから、それまで待ちなさい」と言う時、

を皆さんに供給してくれるでしょう。別の段

「ああそうですか。それならそうします」と

階の元素を供給してくれる母なのです。母の

言うのはかまわないのです。

腹中で育っている時には腹中で呼吸をするの

それではその時まで何をすべきでしょうか。

ですが、何によって呼吸しますか。へその緒

その世界に行って合うように、ここで訓練し

で呼吸するでしょう。これが、母の体と連結

なければならないのです。父母を見て愛して

されたホースなのです。よく知っておかなけ

こそ、神様を愛せるのであり、新郎を愛して

ればなりません。しかし、第二の世界、空気

こそ、あの世に行って神様を愛することがで

の世界に連結されたことを知っています。腹

きるのです。訓練場が地上世界だというので

中で暮らしていたのをけ飛ばして出てくれば

す。それでは、死なないでそれを願うことが

破壊です。その時は、涙と同時に何に連結さ

可能ですか。この体を脱がずに可能ですか。

れるかといえば、息をする穴、鼻の穴によっ

体を脱がなければなりませんか、脱がなくて

て息をするようになっている、空気の世界に

もよいですか。

連結されるのです。空気の世界に連結されて、
鼻の穴が唯一の補給路となります。

人は水の世界で一度生きてみたし、地上の

水は腹中時代を象徴します。その次には上

世界で一度生きてみたでしょう。それでは、

に上がっていくでしょう。鼻は空気の時代で

空中の世界で一度生きてみたいですか、生き

す。母の腹中から生まれて空気の時代です。

てみたくないですか。皆さんが腹中から生ま

その次には目の時代です。太陽の時代、太陽

れるとき「私は陸地の世に出て口で蜂蜜も食

の光の時代です。「愛は光だ」と言います。

べ、餅も食べ、御飯も食べ、牛肉も食べ、み

明るくなるというでしょう。光の世界です。

んな食べる」と考えてみましたか。そういう

人生は三時代を経て暮らすというのです。と

ことを考えてみたことがありますか。「ああ、

んぼも水中で暮らし、地上に来て暮らし、殻

ここから出れば死ぬ」と言いつつ、へそで息

を脱いで飛び回りながら虫を捕まえて食べま

をしながら生きているのです。

す。三時代を経るのです。

そう考えると、どれほど苦しいでしょうか。
窒息するほどでしょう。それでも腹中から外

万物の霊長である人間も同じです。腹中時
代。母の腹中から出てくる時は、自らの暮ら
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していた所帯道具を抱き締めて出てきますか、

れなければならないのです。父母の愛、兄弟

すべて破壊させて切り捨てて出てきますか。

の愛をけ飛ばして、大宇宙の神様の本体に和

一つでもつけたまま出てくれば大変なことに

する愛の世界へ入っていきます。

なるのです。へその緒で食べたり息を吸った
りしていたのに、それを切って捨てれば死ぬ

霊界は愛の空気です。愛の空気がぎゅっと

でしょう。しかし、母の腹中から出てくる時

詰まっているのです、愛の空気！ それゆえ

はそれを切って捨てなければなりません。無

に皆さんは、今この地上世界で愛の息をする

慈悲に切って捨てなければなりません。すべ

ことができるパイプを装置しなければならな

てを破壊させて出てくるのです。

いというのです。ですから、霊界の体験が必
要で、霊的な愛を感じることができて呼吸で

死ぬこととは何ですか。地上生活は、空気

きる人になってこそ死なないというのです。

中で胎内にいた時のように泳ぎ回って暮らす
ことと同じです。空気のふろしきの中で生き

私たちは、いつかは肉身を脱いで霊界へ行

ています。そうではないですか。死ぬことと

かなければなりません。ですから、この世に

は何ですか。死ぬことは特別なことではなく、

生まれた私たちは、死を覚悟しなければなら

第三の人生として出生することです。その瞬

ないのです。また、善の自我を永遠な世界で

間が死ぬ時です。そのように考えると気分が

第二の私として立てるためには苦労をしなけ

良いでしょう。

ればなりません。母の腹中で胎教をよく受け
てこそ健康で善なる赤ん坊として生まれるこ

この体が今何をしなければなりませんか。

とができるように、この地上世界の生活も腹

腹中においてへその緒で息を吸う時と同じよ

中での生活と同じなのです。ゆえに神様の形

うに空気のパイプである鼻の穴を準備し、破

状を見習い、神様の心情を見習い、神様の神

裂して出てきた時にへその緒に代わって息を

聖な神性を見習って成長しなければなりませ

吸うのです。それと同じように、生まれてし

ん。成長し、また命を懸けて愛でもって越え

なければならないことは愛の体恤です。愛と

ていかなければならないのです。

いう空気を吸わなければなりません。父と母
三) 死はもっと良い世界へ移ること

から愛という空気を吸い込まなくてはなりま
せん。愛の空気の供給を受けて、すべて経て

人間は、自分を中心として見る時は希望を

いかなくてはなりません。
一家庭に赤ん坊として生まれ、サインカー

もっているようですが、死の峠を越えること

ブと同じように上がっていってみな死んでい

ができる希望をもつことができずにいます。

くのであり、赤ん坊として生まれ、大きくな

そのような希望をもてないまま消えています。

って、その次には分解されていくのです。赤

これを人生のパターンだと思って死んでいく

ん坊として生まれ、赤ん坊として帰っていく

べきか、そうでなければ、死を嘲笑して越え

のです。そのようになる時は第二の腹中世界

ることができる一つの希望を求めて、その希

をけ飛ばして、第三の愛の呼吸器官に連結さ

望を楽しみながら逝くのか。これが、今日地

650 * 六百五十

천성경

天聖經
Cheon Seong Gyeong
上で生きている人間たちが考えなければなら

なりません。そのようなことができますか、

ない重要な問題だと思います。

皆さん。

私たちは、結局どこへ行かなければなりま

人生の行くべき道とは、無限であられる愛

せんか。霊界です。それはどういうことです

の神様を探すことです。十回でも百回でも死

か。死後の世界だといいますが、死後の世界

の峠を経たとしても、また死んだとしても絶

ではないのです。なぜ死後の世界になり得な

えず探していかなければならない神様の愛、

いのでしょうか。愛と関係している世界であ

その愛を探すことが人生の最高の行くべき道

るために、死後の世界ではないのです。真の

です。

愛を中心として出発したために、私が真の愛
の位置に立つようになる時は、今ここが霊界

人が生きていくにおいては必ず達成しなけ

です。霊界肉界、二つの世界が一つのもので

ればならない目的があります。その目的を中

す。それゆえに愛が偉大だというのです。

心として十年、二十年、三十年、七十年、一
生の間行かなければならないのです。目的が

皆さんの第一の父母は皆さんを生んでくれ

大きければ大きいほど、内的により一層強く

た父母ですが、第二の父母は地球です。皆さ

決意しなければなりません。そうでなくては、

んは、体が大きくなるように、地からすべて

その目的に到達できないのです。時間という

の要素の供給を受けます。地が体の第二の父

過程を通して、その目的を凌駕できる内的な

母です。第二の父母を経て、第三の父母に入

決意を続けない限り、その目的を達成できな

っていくことが死ぬことです。第三の父母の

いというのです。

所に行く時は、そのまま入っていくのではあ
りません。第三の父母の所に帰ろうと思えば、

心の終着点、すなわち欲望の終着点とはど

本来の父母だった神様の姿に似なければなら

こでしょうか。神様の愛を占領する所です。

ないのです。

神様を占領したとしても、その中でもっと貴

皆さんが「七十になっても、私はこのよう

い愛を占領できなければ、神様は自らの神様

に逝く」ということを一度考えてみましたか。

ではありません。ですから、神様の愛を占領

「年齢が八十になって死ぬ瞬間でも、私はこ

しなければならないのです。その愛だけ占領

のように逝く」ということを考えてみました

すれば、神様はいらっしゃらなくてもかまわ

か。死ぬ場においても「私はこのように歴史

ないというのです。その方のものが私のもの

を明らかにして、今までこの世代にこのよう

であり、私のものがその方のものになるとき、

なことをして、今後もこのようなことをし得

初めて内外が一つになるのです。

る証拠物を提示する」と言うことができなけ

そのような国が上下の等級がない理想の本

ればなりません。言葉だけでは駄目です。そ

国となるのです。そのような位置に横たわる

うしてこそ彼が死んだのちに、人々が彼をつ

ようになれば天下にあるすべての存在が良く

かんで涙を流して「そうだとも、そうだと

見え、天下にあるすべての存在は自分自身の

も」と言うのです。そのようにさせなければ

ためにあると感じられるのです。そのような
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ものが神様の愛ならば、今日人間の行くべき

って、切ってしまって生まれるのと同じよう

天上世界、すなわち天国はどのようになって

に、私たちの霊人体に対して肉身はふろしき

いるでしょうか。そこは愛によって充満して

のようなものであるために、これを切ってし

いる所です。

まって飛んでいくのです。ですから、人間は
結局、水の世界、陸地の世界、空中の光の世

統一教会の先生はどのような位置で死ぬの
でしょうか。民族と大韓民国まですべて抱い

界を経て、永遠なる真の愛の世界で生きるよ
うになるのです。

て、世界のために死ぬことでしょう。韓民族
が一つになり世界のために死のうとするとき

統一教会は、死んだのちの葬儀もそのよう

は、世界と共に生きることのできる道がある

にしません。「昇華式なのです！」。どこか

ので、その道を探し求めていくのです。

に行くと思って生きています。天下において
怖いものがどこにありますか。罪悪の世界、

おじいさん、おばあさんも、千年万年後代

混乱した世界において自主的な中心の形態を

の子孫も、霊界に行っている霊人たちも、永

備えて、天地の度数を合わせて神様の愛の圏

生へ行くその公式的路程は同じなのです。そ

内の垂直の位置に入っていくようになります。

こには「ため」に生きた人々だけがパスでき

なぜ垂直の位置に入っていくのでしょうか。

る正門があり、そこを門番が守っている事実

その場には影がありません。垂直の位置に影

を知らなければなりません。そこにパスでき

がありますか。すべてのことが完成です。そ

る資格者をつくってあげるために先生がお願

れからこれが回るようになるために、その回

いするのだということを、よく理解してくだ

る環境全体が垂直化されます。
自らの死の一日を行くときに、私がどのよ

さい。

うに九〇度で天上に跳躍して昇華し、上がっ
ていくかということが問題です。四五度で行

四) 死は新しい次元への昇華である

っていては、そこにたどり着くことができま
堕落しなければ、人が死ぬことは幸福です。

せん。ただ九〇度でのみ上がっていってこそ

それで今日、統一教会は、死を悲しみで迎え

神様の愛の相対になれるのです。神様の愛は

る教会になってはならないと教えるのです。

直短距離を通じるために、九〇度以外にはあ

それゆえに、死を「昇華式」と言います。

りません。垂直しかないのです。

皆さんも肉身を脱いで死ぬことが嫌だとい

統一教会では死んで葬儀をすることを「昇

うでしょうが、実際死んで肉身を脱いでみる

華式」と言います。死んだ人にすがりついて

と、私たちは、霊人体として第二出生の幸福

泣くのを見れば、死んだ霊が嘆息するという

の関門を通過するために、さっと飛んでいく

のです。「こんなに無知だから、私の行く道

のです。私たちは、初めに母の胎内にいまし

を綱で引っ張って行くことができないように

た。その胎が私たちを育てたふろしきです。

している」と言うのです。そのようなことを

そのふろしきの中から出てくる時、すべてけ

知っているために、統一教会では「昇華」と
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言うのです。高潔に飛翔するというのです。

なければならなかったのです。霊界へ行く道

愛の力をもって押してあげなければなりませ

をすべて整理しておかなければなりません。

ん。引っ張らず、押してあげなければなりま

そうすれば、堕落圏がありません。それゆえ

せん。昇華式とは何ですか。変化して一段階

に興進がこの前来て役事しながらも、「お父

上がっていくということです。

様に対する負債は返す道がない」という話を
したのです。真の父母の家庭で育った青少年

今日、人間が死んでいくとはどういうこと

として、霊界に行ったのは初めてです。興進

かを知らなかったのです。それは悲しみでは

が行くことにより、霊界の再臨主と同じよう

ないというのです。それは次元が低い世界か

に霊界のメシヤとして行ったのです。それで、

ら次元の高い世界へ、愛の橋を通じて移動す

彼と一つになることによって高い所に上がっ

ることだと思うのです。ですから統一教会は

ていくのです。

死を「昇華式」と言います。次元高く昇華す
るということです。それは愛でのみ可能です、

霊界に行くことは、悲しいことではありま
せん。解放のラッパの音とともに天国の旗を

愛でのみ。

掲げて、足どりも堂々と百戦百勝し、天下の
神様は誰のためにいらっしゃるのでしょう

故郷に錦を飾る旗を掲げて、民族と人類の歓

か。愛の主体である神様は愛の相対を探すた

声を受けて堂々と入っていくことができる還

めに、立てるためにいらっしゃるというので

故郷の道です。悲しいことではありません。

す。何を中心として。真の愛を中心として。

統一教会では泣きません。それを何と言うの

真の愛は「ため」に生きて投入して忘れてし

ですか。「昇華式」と言います。

まうのです。そこに永生があるというのです。

ゆえに興進君が行くことによってこの死亡

世の中万事がそうです。私たちのような人は

の垣根を、死の垣根を壊してしまうのです。

そうです。永生問題を知っているために、絞

それで、「昇華式」と言うのです。死は落胆

首台が問題ではありません。怖いものがあり

や気落ちではありません。落ちるのではなく、

ません。

跳躍するのです。昇華するのです。統一教会

それゆえに統一教会では死を「昇華」と言

の食口たちは死に対する恐怖をもってはいけ

って、その式を「昇華式」と言うのです。統

ないのです。死はこのような自然循環の法度

一教会員たちは、霊界に行っている妻と話し

によって来るものです。もっと良い世界に移

ながら生きているのです。今この世ではその

してもらうための手順なのです。

ようなことを理解できずにいるので、あきれ
かえります。それは、お金を払って買うこと

愛ですべての死亡圏に勝ったのです。「真
の愛は死亡圏に勝つのである！」。これが創

ができますか。

造原理です。それで、「愛勝日」を宣布しま
昇華式は、私たちの興進が行った時から生

した。今興進君がそのように霊界に行くこと

じました。その時、成立したものなのです。

によって、私たち統一家のすべての息子、娘

病院で酸素マスクをしているのを先生が外さ

たちが昇華式を行うようになるとき、サタン
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が讒訴する何らの条件もないというのです。

痴呆が起こることもそうなのです。世の中

あの世に行く船に乗るようになっても、義人た

で良心自体が麻痺して肉体に主管されれば、

ちがすべて迎えにくるのです。そのような歴史

地獄の霊人体と対話しながら痴呆が起こるの

的で大革命的な次元に連結される時間です。

です。そのような人は、善の霊人を通し天国
の理想を記憶させて、順次浄化して昇華、昇

「愛勝日」という言葉は何ですか。皆さん

天するようにしてあげなければなりません。

はそれを知らなければなりません。先生は興
進が死んでから送り届けるまで、涙を一滴も

すべての人々は生まれて、結婚して、死ぬ

流しませんでした。死亡圏に勝たなければな

時に戸籍地に申告をするでしょう。私たちも

らないのです。愛をもって死亡に勝ったとい

そのようにしなければならないのに、私たち

う、このような立て札を立てなくては昇華式

の国がありません。私たちの国があれば私た

がなされないのです。「昇華式」という言葉

ちも生まれて、結婚して、昇華する時に登録

は興進君から出てきたでしょう。そうでしょ

をしなければなりません。あの世に行けば、

う。その愛勝日という、その愛勝とは何です

皆さんはアメリカ人として入っていくはずで

か。死亡に勝つことです。

す。「どこから来たか」、「アメリカから来

他の人々と同じならばお母様も身もだえし

た」、「天国に入りたいか」と、そこの門番

て痛哭しかねないことですが、お母様が涙を

が尋ねてくるのです。「どこから来たか」、

流すといけないのです。三日以内にこの式を

「真の父母に侍っていた地上天国から来た」

してあげなければならないのです。死亡に勝

と言えば、天国に入っていくのに何ら問題が

ったのだと宣布しなければなりません。それ

ないのです。これは事実です。コンセプトで

ゆえに、統一教会では昇華式が生じたのです。

はなく、事実なのです。

死亡を越えて喜びに向かっていくのです。昇

五) 死の前での姿勢

華式を経ていく人々は、霊界のすべての谷間
をひゅーと越えていくのです。もちろんそう

人々が死ぬ時、最初に誰を呼びますか。神

でない者たちは、行って中間にとどまってい

様を呼びます。最も難しい立場で神様を求め

ます。それを知らなければなりません。昇華

ることは、その個人にあっては最高の真実で

式というものは、興進君から始まったのです。

す。死ぬ時、本当に神様を呼んで死ぬ者には
許される道が開きます。それはなぜでしょう

統一教会で人が死ねば、昇華式をするでし

か。死の道理がそのようになっているためで

ょう。それは跳躍して別個の世界へ移動する

す。その原則に近い立場で、その原則だけつ

瞬間です。それゆえに歓声を上げなければな

かんで死ぬようになれば、回生できる道が開

らないのです。死んでいく人は、霊界をよく

かれるのです。

見るのです。泣くような所へ行くのではない

それゆえに、すべての人々が死ぬ立場に行

のです。楽しい所に移動していくのです。堕

くと「ああ神様」と神様を求めるというので

落したため、目がすべてめちゃくちゃになっ

す。これは教訓中の真実の教訓です。人が死

て分からなくなったので泣くのです。

ぬ時は、それでも正しい言葉を残して死ぬの
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が普通でしょう。そのようなことを見る時、

女を利用しようと思っている父母です。です

誰が教えたのか分かりませんが、よく教えた

から、皆さんが先に実践してから、死ぬ前に

ものです。それは正しい言葉の中の正しい言

息子、娘に「私はこのように恥ずべきことが

葉です。

ないように生きたから、お前たちもこのよう
に生きろ」と遺言をすれば、その遺言は神様

死ぬ時も四位基台を備えなければなりませ

が永遠に守ってくれるのです。皆さんは死ぬ

ん。四位基台を備えることができずに死ぬ人

時に、後孫にそのように遺言する自信があり

は、死への道も正しく行くことができません。

ますか。これは深刻な問題です。

それゆえに死んだのちも、霊魂が行ったり来
たりするのです。それでは、このような原則

普遍的に人は歴史をおいて、永生を中心と

を知っている皆さんは、死ぬ時には誰をつか

して十年、百年だけではなく千年万年、億千

んで死にますか。神様、その次には真の父母

万年を考えるようになるのです。人が死ねば

です。生まれる時もその方を通して生まれて、

動物と同じなのに、それを残してどうするの

死ぬ時もその方を通して死んでこそ、霊界で

ですか。

も永遠に共に暮らすのです。その方を通して

近ごろは宗教を信じず神様を知らない人も

出て、その方を通して結末をつけるのです。

「ああ、名誉を残さなければならない」と言

すべてこの原則のもとで生きていくことが孝

っていますが、その名誉を残してどうするの

の道理であり、忠の道理なのです。このよう

ですか。アメリカの愛国者になって記念館に

な孝と忠の道理を果たした人が、人生行路に

入ったとしても、アメリカが滅びる時は記念

おいて果たすべき責任を全うしていく人だと

館がすべて壊れるのにです。知っているのは

いう結論が出てくるのです。生き方はこのよ

アメリカ国民ぐらいです。名前を残してどう

うにしなければならないのです。

するのですか。ですから滅びまた興隆する歴
史時代にいくら残したところで、「良い」と

皆さんが死ぬ時、何を中心として死にます

言っていたものも悪く取り扱われるのです。

か。愛をすべて忘れてしまって死にますか、

しかし、すべての主権者は百年も生きるこ

しっかり抱きかかえて死にますか。愛の中で

とができずにみな死に、国も何百年、何千年

も誰の愛をつかんで死にますか。父母の愛を

も経たないうちに滅びますが、永遠に死にも

先につかまなければなりません。それから夫

せず滅びない方がいるならばどうでしょう。

婦の愛と子女の愛をつかまなければならない

そのような方がいるならば、名前、名誉を残

のです。死ぬことも四位基台の原則に符合し

したことをその方の前にすべて任せて依託し

なければならないのです。

たいものなのです。皆さん、そのように考え
てみませんでしたか。

今後、皆さんの子女にどういう遺言を残す
べきかというのです。どういう遺言をするの

天国を中心として死ななければなりません。

ですか。父母がしていないのに子女に「しな

天国は世界のどの国よりも大きいでしょう。

さい」と言えますか。そのような父母は、子

天上天下に一つしかない天国で死ぬのです。
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それでは、どこで死ぬのでしょうか。死ぬに

皆さんは、死を前にして世の中万事を恨んで

も場所があるのです。これは、韓国的なつま

嘆息する人にならず、喜んで天の前に立って

らないことではいけません。韓国的にいくら

自らの死の価値を誇ることができる人になら

死んでも駄目だというのです。最高の位置、

なければならないのです。

天上天下を通過した神様の心情の国を中心と

天はこのような希望の息子、娘を探してい

した最高の位置で死ななければなりません。

らっしゃるという事実を私たちは知らなけれ

天国の真ん中で死ななければならないのです。

ばなりません。このような立場に立って天の

その天国が最も良いのです。それでは、世界

喜びを感じた人がいるとするなら、彼は神様

がすべて反対するとき、どのようにしますか。

が愛すまいとしても愛さざるを得ないのです。

逃げればいいですか。違います。平然と耐え

そのような立場で天に対して泣き叫ぶ群れがあ

て、天下がすべて旗を掲げて歓迎する立場で

るとするなら、天はその泣き叫ぶことにこたえ

死ななければならないのです。

まいとしても、こたえざるを得ないのです。

神様のみ旨を信奉して、神様のみ旨を立て

み旨のために死のうとする人は生き、生き

てきた数多くの人々はどのような人々だった

ようとする人は死ぬというのです。これはど

のかといえば、死の道の前で後退した者たち

ういう話ですか。み旨のために死ぬべき立場

ではなく、死をあざ笑い、死を堂々と越えた

では死ななければならないというのです。そ

人々でした。そのような人々が天の道を立て

れでは、死ねばどうなるでしょうか。死ぬ前

てきたという事実を、私たちは歴史を通じて

には私のものですが、死んだのちには神様の

よく知っています。

ものになります。それは、私たちが堕落した

皆さんは各自が死に逢着したとしても、こ

血統を受けたからです。ですから、死ぬ前ま

れを越えることができる希望を抱かなければ

では、私たちの生命すべてはサタン側の因縁

なりません。そして、この道を越えていけば、

から抜け出すことができないのです。しかし、

私は天の前に堂々と立つようになるはずだと

死んだのちには神様と因縁が結ばれるのです。

いう希望と、心で憧憬した世界、その本郷に

生命と死を見てみるとき、どちらが強いで

向けて喜んで走ることができなければなりま

すか。死より生命がもっと強いですか。生命

せん。神様の理想世界を願う心が切実であっ

より死がもっと強いですか。サタン世界では、

てこそ死に勝つことができる存在になる、と

生命より死がもっと強いのです。したがって、

いうことを皆さんは悟らなければならないの

み旨を知ったのちには、死ぬべき立場で死ぬ

です。

ことを嫌がれば駄目なのです。

天の希望を抱いて暮らす人は、どのような

劉孝元協会長がこの世を去る時、「先生に

人でしょうか。人間が悲しむ死の峠も、喜び

会って今までこのようにやってきたが、終わ

によって越えることができる人です。そのよ

りをどのように結ぶのか」と私が尋ねたとこ

うな人が天の希望を抱いて暮らす人だという

ろ、劉協会長は「永遠に変わらない」という

ことを知らなければなりません。それゆえに

言葉を残して逝きました。そうでなければな
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らないのです。サタン世界はいずれ死ななけ

のですか。愛の墓です。そのように理解して、

ればならないのです。死ぬことなしに復活は

それを忘れないでください。さあ、一度その

できないのです。一つの時代を過ごさなけれ

ように生きてみるという人は手を挙げてみま

ば、他の時代を迎えられないのです。

しょう。みんな挙げましたね。神様の祝福が
皆さんと共にあることでしょう。

聖書でいう死とはどういうことですか。神
様が永遠にもつことができる生命を殺せとい

六) 祝福によって永生の道が開かれる
①

うのではありません。サタン世界の堕落した

最も重要なことは永生問題

血統を受け継いだ生命を殺せということです。
ですからみ旨のために死のうとする人は生き

人は誰でも、自分なりの生の道を願って生

るというのです。この言葉は逆説のようです

活をしています。「生活」といえば一日一日

が、堕落と復帰の内容を中心として見るとき、

暮らすことをいい、「生涯」といえば一生の

そのようにしなければ復帰ができないのです。

生、一生を通して暮らすことをいうのです。

これは復帰の正常な論法です。それゆえに、

さらに宗教をもった人々は、「永生」という

生命を差し出すことができるかということが

言葉を使っています。永生とは一生ではない

最も大きい問題です。先生がこの道を出発す

のであり、永遠な生活を送ることです。永生

る時は、どうだったでしょうか。私は、生命

するためには、生涯路程をその永生にどのよ

を差し出す覚悟ができているかを考えました。

うに連結させるかということが重要であり、
それをすることが生涯の責任です。

私の生涯に何をするのでしょうか。愛の墓

皆さんは、どのくらい生きると思いますか。

を残していこうというのです。これが結論な

みんな「七十、八十までは生きる」と考えて

のです。「愛の墓を残していこう！」。愛の

いるでしょう。その前に死ぬとは考えません

墓の中で生きれば恨がないというのです。墓

か。皆さんは欲張りですね。私が一生を生き

のような、いくらうんざりするような所で生

ていくのに、八十で死ぬとか百歳になって死

きても、愛の中で生きれば恨がないというの

ぬはずだと絶対的に信じるとしても、あす死

です。「私たちは生きながら愛の墓を残して

ぬかきょう死ぬか分からないのです。御飯を

いこう！」。そうすれば、人生は永遠におい

食べている途中で死ぬかもしれません。今夜、

て成功するのです。

帰ってきて履き物を脱いで、眠っている途中

そのように皆さんが生きて死ぬ時は、神様

で死ぬかもしれません。

が祝福してくれるでしょうし、霊界では神様

そうです、皆さんの考えでは「ああ、私は

が息子、娘を連れて歓迎に出てくることでし

若いのでこれから少なくとも四十年、五十年

ょう。その時には、指輪をはめることができ

は生きる」と、そのような欲をみんなもって

なかった手ならば天国のダイヤモンドをはめ

いるでしょう。神様に保証を受けていますか。

てくれるでしょうし、服を着られなかったと

皆さんはできるだけ短く、一年以内に死ぬと

すれば天国の皇族たちが着る最高の服を着せ

思いなさい。この短い期間に準備をすべてし

てくれることでしょう。私の一生は何を残す

なければなりません。この観念をもって生き
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なさい。できるだけ短く計画するほど幸せだ

です。これは驚くべき事実です。このごろ、

というのです。短く計画を立てるほど損害を

人間一人の生命の価値がどのくらいになりま

見ないのです。その期間に真実に準備するそ

すか。いくらになりますか。そのような無価

の内容が、自らの永遠の生命の家を建てるの

値な人間ではないというのです。神様の前で

です。

は宇宙を与えても取り替えることができない
高貴な価値、愛の相対圏を備えて男性を造り

夜に寝床に入る時、脱いでおいた履き物を
翌朝再び履く自信があるのですか。いくら忙

女性を造ったという驚くべき事実、それはす
てきでしょう。

しいといっても、世の中に永生の問題以上に
重要なことはありません。離れていく人々が

私たち人間は、神様が造られた創造的な傑

いることは、この世で永生問題を決定づける

作品として神様に似て生まれたというのです。

という深刻な感じが彼らにないためです。

神様が永遠であられるので、私たちも永遠な
性稟をもたなければならないために、私たち

信仰の道とは今生きている人生、肉身生活

の心は老いないというのです。それゆえに、

の準備ではなく、永遠な世界の生活のための

人は永生しなければならない、永生してこそ

準備であるに違いないという信念だけもつよ

その傑作品の存在的価値をもつことができる

うになるならば、それはほっておいてもかま

というのです。

わないのです。人は時が過ぎていけばいくほ
ど、四十を越え五十を越えるほど、死ぬ日が
近づいてくるために永生概念が深刻化すると

人々は誰彼を問わず最高を願っています。

いうのです。年を取るほどますます深刻化す

人間が最高の位置に行くようになれば、神様

るというのです。

は私のものであり、また私は神様のものなの
です。そして、そのようになれば私は神様の

愛というのは年を取るほど希薄になります

息子になって、神様御自身にもなるので、宇

が、永生概念だけ入れると、年を取るほどま

宙は誰のものになるのですか。神様が最も愛

すます深刻化するのです。それゆえに宗教理

して、最も貴く思う物があるならば、それを

念だけが今後世界を主管できるのです。邪悪

一日、あるいは十年や百年ぐらい共に過ごし

な環境、混乱した変化がどれほど頻繁に起こ

たのちにほうり投げるようにつくったでしょ

っていますか。頻繁に変わる環境を貫き越え

うか、永遠に共にいるようにつくったでしょ

て、いかなるところで悲喜劇がぶつかってき

うか。永遠に共にいるようにつくられたので

ても、永生概念だけ徹底すれば、すべてのこ

す。人も同じです。人が生まれて死ねば、そ

とが問題にならないのです。

れまでとなるのがいいですか、永生しなけれ
ばなりませんか。永生しなければならないの

神様は人をどのような存在として造ったの

です。なぜでしょうか。絶対者、神様が絶対

でしょうか。神様の絶対唯一の価値をもつこ

的な愛を中心として喜ぶことができる対象で

とができる愛の対象者として造ったというの

あるためです。
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神様が永生なさる絶対者ならば、その方が

すか。愛です！ このようになるのです。ほ

愛することのできる対象も永生しなければな

かのものはみな変わります。環境的に変わる

りません。それで、人々は古くから永生する

のです。それでは、愛はなぜ変わらないので

ことを願うのです。これをはっきり知らなけ

しょうか。愛は、すべての生命力の中心であ

ればなりません。それゆえに、絶対者である

るがゆえに変わらないのです。愛がなぜ変わ

神様は永生する価値をもった愛する息子、娘

らないのでしょうか。愛は理想的な要件の中

を求めざるを得ないというのです。

心の位置を占めるからです。中心は、その周
囲がすべてなくなる前にはなくならないとい

愛すれば愛するほど共にいたいのです。愛

うのです。愛は宇宙の中心になっているため

する妻が死ねば、その妻のハンカチを持って

に愛と一つになることによって、その愛は神様

独りで生きた人もいます。ネルーのような人

を中心とした愛と一致しているために、神様が

は、自分の妻が若くて死んだのに、その妻が

いらっしゃる限り残っているというのです。

バラを好んだからといって一生の間バラの花
をつけて行き来しながら過ごしたのです。そ

永生、私は永生する人です。それから、真

れなら神様が一つしかない限りなく貴い息子、

の愛を実践する人です。永生と真の愛を私は

娘たちを造る時、百年くらい生き、その次に

ここで実践する人だというのです。ですから、

滅びるように造られたでしょうか。それゆえ

私がここでしているすべての仕事、工場で仕

に、人は永生することが原則です。

事をして何かをするということが、永生を延
長させることができる材料だというのです。

人は愛で生まれ、愛で大きくなり、愛で生

「永生を訓練して永生を育てる、このような

きて、愛で死にます。ところが、そのままな

訓練材料を生産することが、今私がしている

くなるのではないのです。神様、主体であら

仕事だ」と考えなさいというのです。皆さん

れるその方が永遠、不変、唯一だから、その

に永生と真の愛は、いつも必要なのです。永

前に対象的愛の位置に立つようになる時は永生

遠に必要なのです。

するのです。永生という理論がここから生じる
のです。生命から始まるのではないのです。

自分の体と心の完成とは、真の愛に属する
愛のゆえに人間を造ったとするならば、永

ことにより根本的に可能になっています。無

遠であられる神様、絶対的な神様、永生する

限の根本、原因から過程、それから理想の結

神様であるために愛に一致した人間自体は永

実を結ぶのは愛しかありません。真の愛しか

生を備えている、ということは自然的な論理

ないのです。真の愛によって、真の愛を中心

です。それゆえに永生しようとするなら、そ

として神様も永存しています。神様が永存す

の真の愛圏内に生きなければなりません。

るのは何を中心として永存しますか。永生は
愛によって連結されるのです。それで、永生

「私たちは、永遠であり得る！ 永生を願

の環境をなすには愛の環境を中心として生活

う！」。永生を願う時に変わらないのは何で

しなければならないのです。愛の実体圏をも
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つには、愛を中心として実体的な体恤をしな

ないですか。愛する相対が現れることにより、

ければならないのです。

夜を克服できるというのです。ここから永生
概念が出てくるのです。永遠な愛の力が続く

「どのように永生するか」と尋ねれば、皆

限り永生できるのです。すべてのものを克服

さんはどのように答えますか。イエス様を信

して愛化できるために、喜びの永生が連結さ

じれば永生しますか。信じれば救われますか。

れるのです。

とんでもないというのです。愛によってのみ
救いを受けるのです。神様の創造原則の本質

神様は絶対的な愛であるというとき、その

的原則から見るときに、真の人だけが神様の

愛の前に絶対的な相対になって一つになると

愛の同伴者であるので、真の愛をもてば永遠

きは、神様が永存する限り人間も永生すると

に生きるようになっています。その愛の圏内

いう論理が理論的に決定されるのです。それ

に入っていれば、霊界や地上で生きるときに、

を知らなかったのです。私たち人間が神様の

自分がどこに行って生きるべきか、すべて見

前に絶対的に必要な、対象的な存在になった

ながら生きるのです。

ということを知らなかったのです。そうでな
ければ、神様は一人で生きなければならない

②

という論理が成立します。それは違うという

愛から永生概念が出てくる

のです。
絶対的な価値の基準は神様です。絶対愛を

神様の性稟がどういうものか、漠然として
いるというのです。神様は絶対的です、唯一、

中心として神様と絶対愛を探していく人は、

永遠、不変なのです。それは否定する道理が

相対主権を絶対否定できません。神様が絶対

ないのです。そのような愛をもった人は、絶

的な方であることを否定できないので、私が

対的な幸福者であり、唯一的な幸福者であり、

立てられた位置を絶対否定できないというの

永遠的な幸福者であり、不変的な幸福者です。

です。絶対安着が生じるのです。ですから神

そこに初めて永遠な自由があり、絶対的な自

様の愛は永遠であり、神様は永遠な方なので、

由があり、不変の自由、唯一の自由があるの

そのような愛の関係を結ぶことによって永生

です。そこで初めて幸福も、絶対、唯一、不

が論理的な、理論的な相対圏として着地でき

変、永遠なものがあるというのです。そこに

るのです。それゆえに、真の愛をもった人は

連結されてこそ、永生は自動的な結論だ、と

地上世界から天上世界まで永生するというの

なるのです。

です。この理論を否定できません。堕落した
世界には真の愛の関係がないから、地獄へ行

愛をもてば、食べても食べなくてもかまわ

くのです。

ないというのです。愛する人同士であれば寝
ても疲れないし、食べなくても腹が減らない

愛は永遠性をもっています。離れることを

というのです。愛する人同士は、会って時空

嫌います。真の愛は永遠な愛であるので、永

を克服するのです。神様もそのような愛する

遠に離れたくないというのです。それゆえに、

相対が来る時は、夜になれば寝なければなら

真の愛に永生があるのです。別に離れるとこ
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ろには永生がないのです。それゆえに愛は偉

宇宙の大原則の起源と和合できれば、永存

大だというのです。愛は不変で、永遠なもの

できるのであり、そうでないものは永滅する

だというのです。真の愛を中心として血統関

のです。神様が永存するので、その対象、

係を結ぶとき、人間は永生するようになって

「ため」にあり得る対象は永存するのです。

います。神様は変わらない愛の主体ですが、

それは理論的であり、永生論理は自動的な結

その主体と一つになったので、神様が変わら

論です。明らかでしょう。

ず永遠であるように、その愛と一つになり一
体なったその対象も不変で永遠だということ

「私」という存在は、神様の愛の対象とし
て造られました。絶対的神様の、主体的神様

は理論的です。

の対象の位置が正に私だというのです。神様
父母が子女のために無限に投入して犠牲に

の愛の相対だというのです。神様が自分自身

なれば、真の愛が背後にある限り子女はその

よりもっと貴く思うものが、真の愛の概念で

真の愛に無限に感謝するようになるのであり、

す。神様は絶対的で永遠であられる生命の中

父母は大きい喜びによってその犠牲の跡を埋

心であり、その神様の理想はもっと永遠なも

めるのです。このように犠牲的な真の愛の力

のであって、その理想の中心が正に真の愛の

を授け受けする作用を発展させて、真の家庭

理想です。その愛の相対が私です。そのよう

で、そして真の世界で永遠な喜びと平和の関

な永遠な立場にどのように行きますか。「永

係を結ばせます。このようなところに永生の

遠のパートナーの立場がどれほど貴い立場で

理想世界が顕現するのです。

すか！」。それは主体と対象が一つになるの
です。どの位置にでも同参でき、どこへ行こ

この宇宙は、小さなところから大きくなっ

うがついて行くことができます。全財産をす

てきました。そして、相対をもらって無限運

べて相続することができます。神様の永生の位

動をすることで生成されてきたというのです。

置、その心情までもすべて相続できるのです。

この空間に存在する慣性により、無限に運動
してきたのです。言い換えれば、その相対的

神様の愛の心、神様の被造万物と共にある

基準を中心として、この太陽系であれば太陽

その心、神様が皆の心にとどまりたいという

系において備えてぴったりと成熟した立場に

心まで、すべて相続できるのです。ですから

立ち、無限運動をするというのです。

どれほど貴いでしょうか。その高貴な価値を

これと同じように、アダムとエバも愛を中

発見したので、どれほどうれしいことでしょ

心として完全に「ため」に生きる愛で一つに

う。どんなものとも取り替えることができな

なれば、無限運動をすることによって永遠、

い崇高で高貴な位置です。驚くべき恩賜なの

永生が始まるのです。直線には永遠がありま

です。

せん。永生圏がありません。回転するところ
に永遠が生じます。それゆえに、回転しなが

大気が一〇〇パーセント絶対低気圧圏にな

らだんだん大きくなっていくのが歴史発展の

れば高気圧圏が生じて、自動的に循環運動が

現象です。その中心は一つです。

起こるのです。神様は真の知恵の王です。な
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ぜ投入して忘れてしまわなければならないの

一瞬に飛躍するのです。この制限された地球

でしょうか。自動的に循環原理を通じて永遠

上とは次元が違います。制限された所では自

の回転が始まるために、永生論理が論理的に

由に動くことはできませんが、あの世は次元

設定されるというのです。投入して投入して、

が高い世界であるゆえに、何でもすることの

また投入するところで永生の論理が生まれる

できる所です。時間を跳び越えるのです。愛

のです。「ため」に生きるところでは滅びま

を中心として何でも願いさえすれば、いつ、

せん。小さなものから大きいものに移りなが

どこでも、すべて得ることができるのです。

ら、その次にはどこへ行くかといえば、中心

無窮無尽なのです。

へ入っていくのです。
永生、私は永生します。神様を中心とした
神様が絶対的な愛のパートナーを求めると

真の愛が私と連結され、神様を中心とした真

すれば、誰を連れてきて立てるかというと、

の生命が私と連結され、神様を中心とした真

それは間違いなく人間だと結論づけることが

の血統が私と連結されるのです。結論がはっ

できます。それゆえに「万物之衆、唯人最貴

きりしています。私は永生する、神様のよう

（注：あらゆる万物の中で、人間が最も貴い

に真の愛を中心として。神様がこのように創

の意）」という言葉が出てきたのです。これ

造されたのです。皆さんもその責任分担を果

は、何ですか。創造主の永遠の愛のパートナ

たすようになれば、皆さんは成功したという

ー、創造主の愛のパートナーになることがで

ことです。

きるという論理的結論を出すようになるとき、
その愛と一つになった愛のパートナーは永生
するという論理が生まれるようになるのです。

神様も息をするのです。愛の呼吸をしてい
らっしゃるのです。神様も宇宙の拍子に合わ
せているために、愛を中心として宇宙が永遠

永生というものは自動的な産物です。永遠

に続くのです。愛に永生があるというのです。

である永生は、ここから生じるのです。愛の

ですから、皆さんがそこまで行かなければな

関係を中心として永生論理をどのように立て

りません。それでこそ、神様の呼吸圏内に入

るかという問題は、宗教では限りなく貴重な

っていって、さっと越えていくのです。

話です。男性に永生があり、女性に永生があ
るのではないのです。神様に永生があるので

神様の摂理が生きて地上の歴史とともに動

はありません。神様の愛に永生があるという

くのは、永遠の道を築くためだ、ということ

結論が出てくるのです。

がしっかりと入れば、信仰化させやすいとい
うのです。そうでなければ着陸させることが

今から神様と同じ位置に立つのです。永遠

できる、地上で信仰化させることができる基

の真の愛の位置に同参したのです。外の世界

盤が、あいまいになるというのです。この時

のどこへ行っても、この永生概念はないので

代的限界性をはっきり教えてあげることによ

す。自分が永遠の生命によって生まれたので、

って、地上に着陸できる信仰基盤が確定され

死んで霊界に行ってみなさいというのです。

るというのです。
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神様のこのような仕事を私が地上で協助す

教会は違います。統一教会は、血統がどこか

るので、神様のみ旨がなされたあの霊界が私

ら始まったのでしょうか。神様から始まった

たちの現在の実生活と関係をもつようになっ

というのです。それゆえに、サタン世界にお

て、神様と共に永生できるという概念をもつ

いていくら反対してみても、反対したほうが

ことができるのです。それゆえに、この地上

損害賠償を支払うようになるのです。

生活は永生する準備の生活だというのです。
直結するのです。それが連結していないまま
信仰生活をすることはできないのです。

私たち人間は血統的にサタンの血統を受け
たので、それ自体としては天の前に帰れない
のです。ですからメシヤは、絶対に血統復帰

③

をしてサタンが汚した血統を造り変えなけれ

祝福と永生

ばなりません。これを転換させなければなり
堕落人間は、血統を転換しなければなりま

ません。それで、メシヤは必ず来なければな

せん。これが根本的な問題です。神様と人間

らないのです。メシヤが来なければ血統復帰

の関係は父子の関係ですが、このようなこと

はできないのです。血統を復帰しなければな

すべてが未知の事実として残ったので、歴史

りません。

が解けず、今まで神様の摂理を知らなかった
というのです。血統転換も個人圏、家庭圏、

終わりの日には、どのような時代が来るの

民族圏、国家圏、世界圏、すべてしなければ

でしょうか。同族相姦関係が起こるのです。

なりません。これは、メシヤが来なくてはな

近親相姦関係が起こります。同族も近親も同

らないのです。父母が出てこなければ血統が

じです。なぜそのようになるのでしょうか。

転換されないのです。このようなすべての問

イエス様の父は誰ですか。ザカリヤです。キ

題に個人が責任をもたなければなりません。

リスト教ではみんな「聖霊によって妊娠し

個人がすべて、このようなことをして越えて

た」と言いますが、うそなのです。無精卵を

いかなければなりません。これを知らないの

知っていますか。無精卵とは何ですか。卵は

で、知っているメシヤが来て身代わりしてあ

卵ですが、種が入っていなかったというので

げるのです。

す。今日、堕落した人間は無精卵です。神様
とは関係がないというのです。ですから永生

皆さんは、新しい血統を受け継がなければ

がありません。

なりません。受け継ぐために、メシヤが父と
して来てサタン世界に勝ったという、サタン

真の父母は何をしなければなりませんか。

が干渉できない超世界的である基盤で、エバ

サタン世界の根である誤った血統を正さなけ

に侍り蕩減復帰しなければなりません。そし

ればなりません。また、誤った生命を元に戻

て、夫婦の因縁を中心とした、家庭を中心と

さなければなりませんし、誤った愛の道を正

した息子、娘を立てて、横的に接ぎ木をする

しく開かなければならないのです。聖書に

ことが起こらなければなりません。それで、

「生きんとする者は死に、死なんとする者は

統一教会では祝福をしてあげるのです。統一

生きん」とあるのですが、そのような逆説的な
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論理がなぜ出てこなければならないのですか。

じなければならないのです。統一教会の一つ

サタン世界は死ななければならないからです。

の礼式だとして、ただ一般宗教儀式だと思っ
てはいけないのです。これは死んだ人に対す

血統的転換は誰がするのでしょうか。それ
は誰もができるのではないのです。先生がこ

る、回生という薬の注射と同じです。解毒注
射です、解毒注射。

のことをするために、涙ぐましい十字架の道
を歩んだということを知らなければなりませ

血統を転換することはメシヤがするかもし

ん。このような基準があるので、皆さんは何

れませんが、転換されるように行動すること

の功労もなく、祝福という新しい伝統を継ぐ

は自分自身でしなければなりません。このよ

ようになりました。転換の勝利圏を立てるた

うな基準を成さない限り、私たちは救いの道

めに、数千年に及ぶ神様の労苦と、実体を中

に達することはできません。それは決して容

心とした先生の苦難の生涯がありました。こ

易になされるのではなく、生きるか死ぬかの

れを基台として立った所が、正に皆さんが立

境地を通過しなければならないのです。四十

っている位置です。祝福というものは接ぎ木

日断食祈祷とか、血を吐く死の境地に至って

することであり、接ぎ木することによって血

こそ血統転換が可能です。
まずは父母を心から慕わなければなりませ

統が変わるのです。

ん。私の生命の動機も父母であり、私の希望
それで、真の愛を中心とした縦的な父母と

の一切も父母であり、私のすべての理想と幸

横的な父母が合徳してこそ、そこに愛の定着

福の根源も父母だという基準をもって父母に

地、生命の起源地、血統の因縁地が交錯する

侍らなくては、救いを受けることはできない

のです。そこで生まれたすべての人々は、神

のです。皆さんは、そのように侍ってみまし

様の愛を受けて生まれた息子、娘であり、神

たか。皆さんはこれをはっきり知らなければ

様の生命をもって永生できる存在になるので

なりません。それゆえに「私は真の父母と永

す。ですから、永遠な天国に皇族的継代をつ

遠に一つになることのできる息子、娘だ」と

なぐことができる皇族になるのです。

いう信念を、自身の存在意識を超越できるく
らい堅くもたなければなりません。そうでな

愛に同居すれば永生が連結されるのです。

くてはならないのです。

真の愛が神様が願う愛だとするならば、神様
が絶対不変の神様であり、永世の神様である

エデンの園で結婚を間違ったことが堕落な

ので、その愛の相対者である人間も永生する

ので、今真の父母が正しく結婚させてあげる

という結論が出てくるのです。これは理論的

ことによって、再びひっくり返すのです。偽

な結論なのです。何も疑問の余地がありませ

りの父母が犯したことを真の父母が清算する

ん。

ことで、地獄を撤廃し、数百、数千億の霊界
の先祖まで祝福結婚させてあげることが起き

皆さん、祝福される時、血統転換式をしま

るのです。真の愛を中心とした地上の後孫の

したね。それを「私」の生命より、もっと信

家庭基盤を通し、霊界の先祖と地上の子孫が
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縦的に一つになるだけでなく、このような家
庭基盤を起点にして東洋と西洋がお互いに連

三 地上生活の価値
一) 地上は愛の実を収める所

結されます。
地上生活が絶対に重要です。地上がどれほ
皆さんは先生をどれだけ愛さなければなら

ど重要かということを知らなければなりませ

ないのでしょうか。根本問題に帰っていくの

ん。キリスト教徒たちは「死んで天国に行

です。サタン世界の愛の痕跡がある、その愛

く」と考えますが、妄想的です。地上で完成

が染まった立場で愛しては駄目です。それ以

しなければならないのです。地上生活の重要

上でなければなりません。それは何ですか。

さを知らなければなりません。地上生活の重

皆さんがサタン世界で生まれた父、母、妻子、

要さに覚醒しようというのです。地上生活の

その誰よりももっと愛さなければなりません。

重要さを忘れるなというのです。いつでも、

それで、聖書では「わたしよりも父または

千年万年霊界に行ってその生活に反映される

母を愛する者は、わたしにふさわしくない。

のです。これはすべて種です、種。ここで種

わたしよりもむすこや娘を愛する者は、わた

を蒔いたことが天上世界で実を収めるために、

しにふさわしくない」（マタイ一〇・三七）

完全な種をうまく蒔かなければならないとい

と言ったのです。すべてそのような結論を下

うことです。「地上世界の重要さに覚醒しよ

したのです。そののちには「自分の十字架を

う！」。もう一度覚醒しなければなりません。

とってわたしに従ってこない者はわたしにふ
さわしくない」（同一〇・三八）と言いまし

地上人は体をもっていますが、すべてのこ

た。「十字架を背負わなければならない」と

とが限定された生活です。霊人たちには体が

言いました。反対に引っ張っていく力を押さ

ありませんが、無限の世界で活動します。ま

えて越えていこうとするので「十字架だ」と

た地上人は体をもっていますが、永遠に定ま

言うのです。ここで悲痛な涙を流さなくては

る所をもてません。霊人たちに体はありませ

なりません。

んが、永遠な所に落ち着いています。このよ
うに地上人と霊人との対比点を羅列すれば、

霊界に行けばそうです。そこには、影がな

無限に多いのです。

い、永遠な朝の太陽の光があふれています。
白い光があまりにも明るくて、紫色の光に変

ここで地上人と霊人との一致点を調べてみ

わるのです。銀の光、金の光に変わるのです。

ましょう。地上生活や霊人たちの生活はみな

電気の光が何かというと、愛の光です。プラ

半分ずつもっているだけなので、半分ずつし

ス電気とマイナス電気が一つになって現れる

か成し遂げることができません。それでは、

ものが、電気の光です。同じように、神様の

体と霊人の結実は各々どのようにしたら完全

性相と形状も一つになって稲妻のように現れ

な実を結ぶことができるのでしょうか。地上

るのです。永遠なる真の愛の光です。それが

生活で肉体と霊魂が分離する前に、地上での

永生の本質です。その最後の目的点に到達し

生をよく締めくくってこそ完全な実を結ぶよ

なければなりません。

うになります。ところが、霊魂がよく成熟で
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きずに霊界に来るようになれば、問題が生じ

りますか。根を深くしなければならないので

るのです。

す。分かりますか。

種の結実は、すべての期間、時間圏や時空

神様の愛を中心とした男性、女性の心と体

圏をすべて超越させ、圧縮させなければなり

が、垂直線と均衡的九〇度を備えなければな

ません。そこには種も存在し、根も存在し、

りません。そのような正常な男性、女性が現

枝も存在し、実も存在し、すべて存在すると

れて、神様の愛を根っことした一つの生命体

いうのです。花もあって実もあるというので

として東と西が互いに極となり、一度にぱっ

す。それで、そのようにして出発できる私た

と火がついて、宇宙の本性に雷が落ちて稲妻

ちにならなければならないのです。それでこ

が炸裂すれば、そこには男性、女性、神様を

そ、愛を中心として神様も私のものだという

問わず、全体が一緒くたにくっつくようにな

ことができるのです。そこには異議がないと

るというのです。
それを誰が離すのですか。男性が離すこと

いうのです。

ができますか。女性が離すことができますか。
生涯の目的とは何ですか。愛の実を結ぶこ

神様もそこから抜け出てくることができない

とです。その愛の実が天国の倉庫に入ってい

のです。そうしておいて、人類の本性の基準

くとき、神様が「私は嫌だ！ ぷうー」とし

である愛というものを中心として、男性、女

なければならないですか。どこに行っても

性の心の根になって、その愛の花が咲き、実

「ああ、私をこの宇宙のどこに置いても良

も愛によって結ばれ、循環法度を通した球形

い！」と言うことができるのが愛の実です。

理想を通して螺旋形に発展し、世界へ前進す

それを天国の秘密の倉庫に置いておいても、

るはずでした！ アーメン！ この話がどう

自分を中心として、すべての中心として立っ

いう話か、みな研究してみなさい。

ていることができる愛の結実だと考える時、
どれほど貴いかというのです。愛によって蒔

皆さん、生命を何によって伝授しますか。

いたので、愛によって刈り入れなければなら

生命体ですか、血ですか。血統という言葉は

ないでしょう。

ありますが、生命統という言葉はないのです。
愛統もありません。血統という言葉だけある

なぜ私が貴いのでしょうか。愛の伝統を受

のです。血を合わせることによって生命が出

け継いだからです。この宇宙のすべての理想

てくるのです。男性、女性の血を一つにする

的力の核の伝統を受け継ぐことができる立場

ことによって生命が一つになり、それが投入

に立ったがゆえに、愛が貴いのであり、私が

されて愛の実体である実を結ばせるのです。

貴いのです。その愛によって私が生まれ連結

それで、どのようになりますか。母の血と母

されのであり、またそれによって拡大的な愛

の生命と、父の血と父の生命がこの愛を通し

の実を結ぶことができるために貴いのです。

て実を結んだのが「私」です。ここのこの人

それで、父母をなぜ尊敬しなければならず、

の中に父母の血が入っていますか、入ってい

父母をなぜあがめなければならないかが分か

ませんか。父母の生命が入っているのです。
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父と母の愛が入っているのです。それゆえ

の目的地に到達し、永遠に神様と共に生きる

「私」というものは、父母なしに主張するこ

ために神様のもとに帰るのです。すなわち私

とができないのです。

たちの一生というものは、愛によって始まり、
愛によって成熟して、愛の実として摘み取ら

「私」は愛の結実ですが、その結実には千

れるのです。人が死ぬというのは愛の実を摘

年の歴史を通じた中心の根、幹、枝、花、全

み取るということです。私たちが父母の愛を

体の芽を一つにしたすべてのものが入ってい

受け、夫婦の愛を分かち合い、子女を愛した

ます。ですから、その結実をもっていくよう

がゆえに、神様の愛が内的な愛の世界に蒔か

になれば歴史を運搬するのと同じです。また、

れたすべてのものを、私が一生をかけて実を

それを植えれば、その歴史がどこでも継承さ

結び、摘み取ってあの世に行くのです。

れるのです。何によってそのようになります

ですから、私たちが完全に愛で一つになれ

か。愛を通してです。男性、女性の愛を通し

ば神様に似るようになります。夫婦が一つに

て、主体、対象の愛を通して、これが連結さ

なって、このような三段階の愛を完全に成し、

れるのです。それゆえに愛を侵犯する者は、

霊界に行くようになれば、永遠の主体である

宇宙秩序を破壊する最も放縦な者であるゆえ

神様の前に、永遠に相対的な神様になるので

に、地獄へ行くのです。

す。真の愛を中心として夫婦が死ねば、その
ようになるのです。ですから、神様によって

父子関係の愛は、母の中に息子に対する実

始まり、神様によって締めくくるのです。

が熟すようになり、また息子の心に母に対す
る愛が熟し、熟した二つの愛が現れれば、神

愛の実を摘み取って倉庫に送っていたなら

様がこれを摘み取りたく思うのです。愛の主

ば、天国が成され、天国の家庭と天国の国と

人は神様であるので、母の中で子女を愛する

天国の民になっていたはずですが、これが中

その実、子女の中で母を愛する円熟したその

間で腐って落ちて、すべて腐るようになった

実を結ばせるのです。完成した結実を摘み取

ので、地獄の家庭になり、地獄の民になって

って神様が食べるでしょうか、愛の完成のた

しまったのです。そのようになったことを

めにそれを摘み取ろうとするでしょうか。創

「堕落」と言います。落ちたというのです。

造主もアダムとエバを造っておいて、自分の

私たちが堕落し、地獄に生きているというこ

中に父母として子女に対する実を「私」がも

の二つのことは、嫌でも認めなければなりま

つと同時に、子女が父母に対する実をもつこ

せん。愛の実を結んで天国の倉庫、天国に行

とによって、二つとも完成させることができ

かなければならないのに、堕落したがゆえに

るのです。それゆえに、神様は二つとも摘み

地獄の倉庫で腐っているというのです。

取ってもつことができるという言葉が成立し
子女、兄弟、夫婦、父母がすべて一点に行

ます。

って実が結ばれるのです。真の愛を中心とし
私たちは、神様の愛によって生まれ、その

て定着が始まるのです。子女の心情、兄弟の

愛によって生きながら、息子、娘を生んで愛

心情、夫婦の心情、父母の心情が真の愛を中
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心として連結されるのです。それが焦点なの

お父さんがおじいさんを「お父さん」と呼

です。神様と愛で一つになることによって霊

ぶのは恥ずかしくなく、そのお父さんが息子、

肉が完成したので、ここで父母が出てきて息

娘に「おい、何のなにがしや」と言うときに

子、娘を生むのです。神様が創造当時に感じ

恥ずかしくなく、その息子がお父さん、おじ

たことを再び感じるようにするために、私た

いさんを呼ぶのは恥ずかしくないというよう

ちに贈り物としてくれたのが息子、娘です。

にならなければなりません。何を中心として
そうならなければなりませんか。お金をもう

霊界というのは、真の愛の実を保管する倉

けることができなくて、おじいさんのお世話

庫です。今まで、真の愛の実が出てきません

になったお父さんだからといって、責任を果

でした。真の愛の言葉とその結実を今初めて

たせなかったということではないのです。お

話すので、それが霊界にあるはずがないとい

金をもうけることができないからといって、

うのです。ですから、「私」という存在はど

知識がないからといって叱責できないのです。

れほど素晴らしい存在でしょうか。
なぜですか。血族とは、愛とは、生命とは、
家庭の隅々に手を付けるのは男性ではなく

知識を通して、お金を通して、権力を通して

女性です。男性は中心に立っているために何

伝授するものではないからです。何を通じて

も触りませんが、女性はすべて触るのです。

ですか。「愛を通して！」。その愛を通して

それはどういうことですか。地を愛し、宇宙

実を結ぶのです。その愛を通して生命の実を

を愛するということです。ずっと手をかけれ

結び、その愛を通して血統が連結されるので

ばかけるほど愛がしみ込み、宇宙の津液

す。お金ではないのです。

（注：体内からしみ出る液）、核が集中する
というのです。そうして、夫が絶対に愛して

神様はなぜ天地創造をしたのでしょうか。

あげることで、女性に力を補充してあげるの

神様と人間と被造世界との関係を何を中心と

です。このようになった家庭こそが、神様の

して結ぶかという問題を見てみるときに、そ

天国の倉庫に入っていくことができるのです。

れは知識でもなく、権力でもなく、お金でも

天国の倉庫とは何ですか。神様が、よくでき

ないのです。それは愛の因縁を結ぶためだと

た実を入れておく倉庫が正に天国です。

いうのです。それゆえに、皆さんが生まれた
のは、愛のために生まれたというのです。愛

愛も同じです。春夏秋冬があってこそ均衡

のために生まれて、愛を中心として暮らして、

が取れるようになるのです。暑いのが長くな

愛の結実の世界、愛の実の世界へ行くのです。

れば寒いのも長くなります。それゆえに愛を

愛の実の世界とは、どのような所ですか。そ

中心として夫婦生活をするにおいて、秋もあ

こが霊界なのです。その行く所が、愛の結実

って、夏もあって、春もあって、それから何

を収穫する所が霊界なのです。霊界は、真実

ですか。冬もなければならないのです。それ

に生きた愛の内容を中心として評価を受ける

をすべて消化できてこそ、天上世界に行って

世界です。それでは、その評価する主人が誰

顔を上げることができるのです。

かというと、神様というお方です。
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愛の種になりなさいというのです。結論が

人間たちだった！」。どうですか。愛の実と

それです。愛の、真の愛の種になる時は、宗

して消化して食べて生きるという概念を中心

教を通じて歴史時代の統一圏を越えるのです。

として愛し、愛する神様の本質的愛の父母の

分かりますか。種には根がありますか、あり

内容と一致した立場で食べて、感謝する人は

ませんか。幹がありますか、ありませんか。

病気にもならないという、これは理論的な結

枝がありますか、ありませんか。花がありま

論です。

すか、ありませんか。香りがありますか、あ
りませんか。蜜がありますか、ありませんか。

二) 地上は天国の民の生産地

実がありますか、ありませんか。生命があり
ますか、ありませんか。すべてあるのです。

天国の民を生産できる生産工場が地球星で

それで、皆さん、種になりましたか。今見

す。霊界で人が生まれるのではありません。

てください。気候学的に見るならば、古代は

地球星です。では、神様の人を生産できる工

熱帯地方で、中世は温帯文明圏です。一時は

場のように造ったのが私たち人間が暮らす地

シベリアの北風が……。これが、春夏秋冬を中

球星ですが、なぜアダムとエバを分けて置い

心として一周回るその期間が六十年ないし七十

て堕落するようにして、この姿、この有様に

年です。この期間に世界を飛び回るのです。

なったのかというのです。神様の縦的位置で
は繁殖の場がありません。

人間がどれほど素晴らしいかというと、愛
のオーケストラを奏でている、愛がすべての

神様はなぜ人間を創造したのでしょうか。

脈拍を中心として宇宙をすべて生かしていく

横的基盤、面積が必要だったからです。面積

ことのできる動物世界、植物世界を食べると

と球形には無数の細胞が分かれて出てくるこ

いうことは、愛の結実を食べて生きるという

とができるために、その面積が必要なので、

ことです。実を食べて生きるということなの

人間世界にアダムとエバの体を通じて天国の

です。食堂で食事をするとき、パンが一つ残

民を製造していくのです。その民族製造工場

っていても「これが、世界的に数多くの手を

が私たちの夫婦生活です。そのようなことも

経てここまで来るために、旅行手段がどれほ

知らずに大口をたたく、そのようなでたらめ

ど多く、どれほど多くの苦痛に勝ってきたの

な者がどこにいますか。とんでもないあきめ

だろうか。すべての人の努力の結実、愛の結

くらになり、大口をたたいているのです。霊

実としてつくられたものをもってきて私に進

界に行けばそのような世界がすぐに展開する

上されたので、愛の主人である私がパートナ

のです。文総裁が教えてあげた話が、事実と

ーのように思いながら食べてあげなければな

して展開するのです。

らない」と考えなければならないのです。
ところが、それを嫌がる人には病気がつい

なぜアダムとエバを実体として創造したの

てくるようになっています。好む人には病気

でしょうか。霊界というものは垂直の世界で

が退くようになっています。どうですか。

す。垂直とは面積がありません。霊界に行っ

「愛に満ちた世界の実を取って食べた神仙が

てからは繁殖がありません。天国というもの
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は広大無辺な所です。その天国をつくってお

四番目の息子がすべて従うようになれば、彼

いて天国の民を出産させるための基地がアダ

らが天国の民になり、直系の主流は地上世界

ムとエバの家庭、後孫の家庭です。なぜ体を

の王権、天上世界の王権を受け継ぐのです。

着たアダムとエバが必要だったのでしょうか。
神様の直系の息子、娘は、垂直には一点しか

この宇宙は愛の博物館です。その博物館で

ないために面積はありません。生産できる基

王にならなければならない存在が人間です。

地がないのです。しかし、垂直を中心として、

鉱物世界も、植物世界もすべて愛の因縁を中

東西を中心として、前後を中心として分けて、

心として繁殖しています。愛がなければ歴史

球形になれば無限の宇宙になるのです。無限

が停止してしまいます。繁殖があるために歴

のスペースが生まれます。

史が続くのです。それゆえに男性、女性が結

アダムとエバは、神様がアダムの後孫の家

婚して息子、娘を生まなければ、霊界に行っ

庭を中心として天国を満たすための民を創造

て自分の位置を見いだすことができません。

する工場として造ったのです。アダムは本工

赤ん坊が生まれれば、その赤ん坊が神様の

場で、皆さんの家庭が天国の民族をつくる分

もとに行くとき、贈り物になるのです。その

工場だというのです。分工場でも本工場でも

ような贈り物がなければ、自らの体面を立て

生産品は同じなのです。価値は同じです。

ることができないのです。皆さんが故郷に帰
るとき、父母の前に行って何を誇るでしょう

霊界は膨大な天国です。故郷の地であり、

か。そのときに息子、娘をよく育てて誇るよ

本宮です。私たちが生きる本宮です。膨大な

うに、霊界に行くときも同じです。神様の前

世界をつくりましたが、そこは神様の息子、

に行くときにも神様の子女、天国の民を地上

娘を生む所ではないのです。垂直を中心とし

で育てて連れていく、それ以上の贈り物はあ

て前後左右となり、球形をつくるようになれ

りません。お金と権力と知識が重要なのでは

ば無限な空間が生まれるのです。宇宙のよう

ありません。

な空間が生じるというのです。この空間が多
いために莫大な民を生産し天国に移動してい

地上は何かというと天国の王孫を、天国の

くのですが、この天国の民を生産するその分

国民を生産する生産地です。それゆえに天国

工場が何かというと、皆さんの家庭だという

は無限な世界です。したがって、地上で息子、

のです。

娘をたくさん生んで愛することができる訓練
をし、東西南北、前後左右、上下でもって、

霊界では生産をしません。地上は天国の民

ありとあらゆる人を愛によって消化し、一つ

の生産地です。なぜかというと、神様は垂直

にすることのできる体験をした人は、あの霊

の位置では繁殖ができません。それゆえに神

界に行って活動できる範囲が広くなるのです。

様は面積が必要なのです。アダムとエバを実
体としてつくっておいたのは、神の国の民を

天国に行くようになれば生産地がありませ

繁殖するためなのです。天国の息子、娘でし

ん。神様が人を何のために造ったのですか。

ょう。傍系的な次子圏になる三番目の息子と

垂直には繁殖がありません。垂直の位置には
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一点しかないのです。神様が一点、垂直の位

を中心として創造した理想を身代わりした心

置で愛を行うから、そこでは繁殖することが

情圏に同参して、愛の刺激を感じて暮らすこ

できません。霊界では繁殖ができません。そ

とができるのです。ですから、息子、娘をも

れゆえに横的な三六〇度が必要です。

つことができずに逝っては駄目です。また、

横的世界には東西南北に繁殖できる場がい

相対を愛さずに逝っては駄目です。結婚は絶

くらでもあるのです。それゆえに女性と男性

対的です。息子、娘を絶対的に出産すること

が霊界に行くようになれば、一つの体になっ

が原則になっています。

て神様に似ていくのです。のちには神様化す
るのです。神様に似なければならないのです。

霊界という所は、どういう所でしょうか。

神様は二性性相だといったでしょう。二性性

霊界では出産をすることができません。霊界

相は何から出発したかといえば、愛から出発

の国の民を生産する所は、地上です。なぜそ

しました。愛の結実によって、本然の神様に

うなのでしょうか。神様は縦的にいらっしゃ

似て帰ってくるのです。ですから、神様も独

る方です。縦を集めるのは一点しかないので

りでは孤独なのです。

す。面積がありません。この縦の価値が出て
こようとするためには横を連結しなければな

霊界では赤ん坊を生みますか、生みません

らないのです。縦が必要とするのは横だとい

か。なぜ生みませんか。霊界は縦的な世界で

うのです。横が必要とするのは縦です。これ

す。神様を中心として円形を成した世界です。

も「ため」にあるのです。縦はなぜあります

それゆえに赤ん坊を生む必要がないのです。

か。横のためにあるのです。本来、創造理想

横的な基盤が必要なので、人間を、体を造っ

がそうです。縦が生まれたのは横的相対のた

たのです。ところが、産児制限をなぜするの

めです。このような論理の定着をもたらして

ですか。それは天命によるのです。「悪なる

こそ、理論的体制において矛盾が起きないと

血統をこれ以上繁殖させるな」と言うのです。

いうのです。

考えてみてください。このごろは子供が誰の
子か分からない人が多いでしょう。毎日、毎

霊界に行けば出産できません。出産は横的

週、他の男性たちに会うのです。そんな汚い

な基盤を中心としてなされるのです。ですか

ことを考えると、言葉でみな話すことができ

ら数多くの横的な基盤を拡大させて、数多く

ないのです。そのような人に息子や娘がいる

の氏族を中心として数多くの民族、数多くの

と考えてみてください。それゆえに、みな産

国家を通じて膨大なその世界を満たそうとす

児制限をするのです。

るのですが、霊界は無限な世界です。一人、
二人をもってしては駄目だというのです。で

地上はどのような所ですか。霊界では繁殖

すから、世界的な横的家庭基盤を拡大させて

がありません。行ってみてください。ないの

生産したその人々を地上で完成させなければ

です。息子、娘をもたずに行くようになれば、

なりません。神様が願われる完成した個人、

あの世に行っても息子、娘がいません。地上

完成した家庭、完成した氏族、完成した国家、

でこしらえて霊界に行ってこそ、神様の心情

完成した世界編成をなして生きてきた人々が、
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全世界で神様の血族として生きてきた人々が

霊界に行けばそうです。愛の懐が大きけれ

地上で生涯を終えて還故郷する所が天国です。

ば大きいほど、その懐に入っていこうと列を

神様から始まったので、神様の傍らへ帰るの

なしているのです。そういう人は、あの世で

です。そこが霊界です。

尊敬を受ける人だというのです。千人万人に
囲まれて「ああ！ 私はあの人と一緒に生き
たい」という声を聞くようになれば、その人

三) あの世の所有権を地上で決定

はそれだけ領土が大きい金持ちになるのです。
神様が創造した目的とは何ですか。地上に

ですから、ある家の門前を過ぎながら立ち寄

生きている神様の息子、娘を残すことが神様

らないというのはいけないのです。「立ち寄

の目的です。ですから、「私」が霊界で神様

らなければいけない」と、「そのまま過ぎる

の前に行っても、地上に生きた神様の息子、

ことができない」と言うほど愛の心をたくさ

娘を残す立場になるときは、「私」も神様と

ん植えつけた人があの世の人格基準となり、

同じ立場に立つようになるというのです。そ

愛を中心として関係しているその舞台があの

れが聖書のみ言にある「生めよ、ふえよ、地

世の所有権になるのです。

に満ちよ」という意味ではないかというので
す。皆さんは何を残そうとしますか。皆さん、

あの世の金持ちは特別なものではありませ

妻とおもしろく生きて息子、娘を生むこと以

ん。それだけ愛のために投入した人が金持ち

外に残るものがありません。

です。皆さんが福を与えてあげられる群れが、
ソウルだけでも一千二百万も待っているのに、

これまで、皆さんは統一教会に入って何を

なぜ交流できないのですか。行って、「福を

しましたか。それは深刻な問題でしょう。五

祈ってあげよう」と言って訪ねなければなら

十を越えるまで何年間統一教会で仕事をしま

ないのです。犬がほえれば、「お前たちは福

したか。その時から何人伝道しましたか。一

を受けることを知らない犬だ。お前たちの家

年に何人しましたか。それは深刻な問題です。

にあるすべての福のふろしき包みは私が抱え

今後霊界に行って、そこでの個人所有権は何

て歩き回る。私は磁石だ。福をすべて引っ張

かというと、天国の民をどれほど連れて入っ

ってくっつけることができる完全なプラスだ。

ていったかということです。それが自分の財

マイナス要素はすべて切ってしまって、サタ

産、永遠な財産です。これからはそれを問い

ンのプラス要素だけすべて残していくが、そ

たださなければなりません。そのような時が

のプラス要素はサタン圏だけなので、地獄し

来ました。今からは一日に何百万と伝道でき

か占有することができない」と、このように

る時が来るのです。統一教会にそのようなす

見るのです。福を集めに回るのです。

ごい内容があるのです。世の中を見てくださ
い。今死ぬとか生きるとか、人生が何だとか、

霊界に行って十二真珠門を経ていくために

空しく放浪し落ち着く所がなくて、狂ったよ

は、地上でどれだけ天の民をサタンから再び

うに歩き回って途中で自殺する人がどれほど

復帰して帰ってくるかということが問題です。

多いでしょうか。

そのためには涙と血と汗を流さなければなり
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ません。再創造の真の愛の心情を中心として

ます。今、長子圏がサタンの基盤になってい

サタンの父母以上、サタンの夫、妻、息子、

るのが逆さまになり、アダムが長子圏になれ

娘以上の心情を投入して涙とともに、血と汗

ば、天使長はアダムの話を聞いてついてくる

とともに交差するその過程をたどることなく

ようになっているのです。そうではないです

して、天国の自分の民を所有できません。こ

か。絶対服従する立場に至れば、神様の愛と

の数の比例によってあの世の栄光の位置に、

ともにアダムの愛の圏内にあるために、自然

神様の前に近づくすべての条件の成立が識別

に天国についていくのです。原理がそうなの

されるということを知らなければなりません。

です。

今後、霊界に何をもって行くのかといえば、

私が教会に入ってから何年になったという

お金をもって行くのではありません。統一教

ことを自慢するなというのです。何人を教区

会の名前をもって行くのでもありません。

長にし、何人を祝福させ、何人を先生の一族

「地区長をした」と言っても通じないという

と血縁関係を結ぶようにしたかが問題です。

のです。ですから、今後皆さんがしなければ

これは深刻な問題です。ここに先生の姻戚で

ならないことは、神様が愛することができる

ある朴普煕、郭錠煥、劉正玉がいますが、か

息子、娘をどれだけたくさんつくって行くか

といってこの人たちがそれですべて終わるの

ということです。人が赤ん坊を生もうとして

ではありません。その背後に何千倍になり得

も、何人しか生むことができないのです。し

る氏族メシヤ圏を早く拡張して、今後の歴史

かし、それは誰でもすることができるのです。

時代において恥ずかしくない天国の民を立て

今復帰過程で経ていくべきこととは何かとい

なければならないのです。

うと、皆さんがサタン世界において神様が愛
することのできる多くの息子、娘をつくるよ

歳月をただ何となく送るなというのです。

うになるとき、その功労は先祖と連結され、

青春時代に息子、娘を生んで育ててこそ、後

また先祖を解放させることのできる道が生ま

代に誇り得る基盤を残せるのと同じです。ま

れるのです。これが、復帰路程において自分

た、その子女たちが立派な人になってこそ歴

が受ける最大の贈り物です。何の話か分かり

史に誇ることができるのです。そのような歴

ますか。贈り物なのです。

史に対して誇ることができる実績がなければ、
自分の一家や町内ではグループに入れますが、

御飯を食べて生き、息子、娘に食べさせて

国には仲間入りできないのです。

育てたことは、あの世に行って大したことに

国に仲間入りするためには歴史の伝統に残

はなりません。それゆえに天国の民を復帰し

り得る実績がなければなりません。それゆえ

なければならないのです。それが天国では自

に、どこの誰でもみな国に何かを残すことを

分の所有になるのです。ですから、私たちが

願い、世界に何かを残すことを願い、天地に

早く五十億人類を、この世を消化しなければ

何かを残すことを願うのです。同じ道理です。

なりません。早く消化すれば、霊界のすべて

ですから、自己の所有版図をどのように確定

の霊たちも再臨復活していくようになってい

するかという問題が終生の目的だ、という観
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念をはっきりもたなければなりません。それ

のです。知識が必要ないのです。学ばなくて

ゆえにみ旨の道で、「自分が嫌ならやめる」

も心が先に知っているのです。一週間以内に

という考えはもつことができません。

何でも、すべて通じるのです。

神様がしていることとは何ですか。世の中
を救う仕事です。あの世に行ってみれば、霊

皆さんが今後あの世に行き、復帰歴史をさ

界に行ったすべての次元の高い人々の仕事は、

れる神様の前に、一人のアダムを取り戻すた

地上での仕事です。地上とは、どのような所

めに今まで苦労した神様の前に行って何と言

ですか。天国の国民を生産する生産工場です。

いますか。創世以後、今までアダム完成者を

広大無辺な天国です。無限大です。あまりに

探してきたのではないですか。そして、皆さ

も広いのです。人々が数億年の間に来ては逝

んは「原理」を知りました。これは数千数万

きましたが、どこにいるか分からないのです。

の民族を救うことのできる武器です。今まで

そのように広いのです。

神様が人間に教えることができなかったため、

一家庭で子女を百名ずつ生んでも、天国は

分からない中で摂理なさる神様の切なさ、そ

広いので過剰生産ということがありません。

れを身代わりして地上で神様以上のことを私

あの世はいくらでも受け入れることができる

たちがするのです。私たちには「原理」で数

世界です。ですから、産児制限をしなければ

百数千のアダムを教化させて連れていくことが

なりませんか、してはなりませんか。あの世

できる道があるのです。考えてみてください、

に行けば、天国の民をどれだけつくって率い

これ以上にすべきことがどこにありますか。

てくるかということが問題になります。真の
天国の息子、娘をたくさん率いてくるとき、

皆さんは天国に連れていくことができる息

それが自らの権益になって天上世界で表彰を

子、娘を何人つくりましたか。皆さんがしな

受けることができる等級の等差を設定できる

ければならないことは、それしかないのです。

資料になるということを知らなければなりま

いくら億千万金をもって良い生活をしてみて

せん。

も、すべて流れていくのです。そこには自ら
のすべての物質と知識と自分の生命まで、堕

御飯を食べることよりもっと重要なことは、

落した私の生命まで投入してもやらなければ

天国の民を刈り入れることです。それが私た

ならないのです。それを別々に投入しなけれ

ちにはうまくできなくなっているのです。考

ばならないのです。投入する全体が加重する

えてみてください。それが本職です。この地

に従って、その価値は比例していくのです。

上に暮らす私たちの本業なのです。生涯にし
なければならないことの中で、それ以上貴い

天国は無限な世界ですが、そこでは愛の心

ことはないのです。この世で就職し、出世し

情で連結され得る橋がなければならないので

たりお金を集めたものは、すべて流れていく

す。ですから、自分が伝道した人がこの世に

のです。あの世では、お金を集めても何の効

たくさん広がっているならば、霊界に行くと、

果もないのです。あの世では物質が必要ない

それだけ広く往来できる道が生じるのです。
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すべてが自分と関係を結んで因縁を結ぼうと

皆さんは氏族的メシヤとして、天国の民を

するのです。それは地上において思想を武装

たくさん繁殖してから逝かなければならない

し連結させたのと同じような体制が、自分を

のです。それが自分の生涯において最も貴重

中心として連結されるというのです。

であり、人生の希望です。それが自らの非常
に貴重な所有権です。今までそのような人が

息子、娘をたくさん育てた人は、愛の内的

霊界にいなかったというのです。それゆえに、

な核が大きいのです。天国に行く時は、これ

呼びさえすれば皆さんの周辺に多くの友人た

が行くのです。他のものではありません。お

ちが現れることができるように、百名以上、

金や名誉や良い暮らしをしているという、そ

千名でも連れてこなければならないのです。

れが福ではないのです。息子、娘を育てるに
おいて、春夏秋冬四方を中心として自分の世

皆さんは地上で、子女を立派に育てて残し

界になれば、地がそこに合わせて平面的な地

ていかなければならないのです。将来その子

になるのです。東西南北に私が思いのままに

女たちすべてが霊界に行くのです。霊界に行

与えることができる立場になれば自分が満足

って天国の国民になるのです。自分が何人を

するようになりますが、そのようにできない

天国の国民として捧げたのかというとき、地

時は、いつでも一方的にしかなりません。

上では苦しいことでしたが、永遠の世界では
それが高貴な栄光の道になるのです。

この地上が天国の民の無限な生産地である
というのです。これをどこの誰も知りません

四) 肉身をつけた地上生活が日ごとに記録
される

でした。本来の夫婦は、息子、娘を天国民族
として生み、完成した人間として育てていく

皆さんは霊人体と肉体が水晶のように清く

ことが、この地上で生きていく生涯路程だと

生きてこそ、のちに霊界に行って問題がない

いうのです。

というのです。そこにいかなる汚点があって
も天国に入れません。地上での生活がこのよ

多くの息子、娘をもった父母は、多くの愛

うに重要だというのです。生きたそのままが

の相対を迎えたので、天国に行っても四方八

霊界に行くのです。ここには誰も例外があり

方誰でも思いのままに会えます。息子、娘を

ません。自分自身が透明に、すべて表れて見

たくさん生んだ女性の中で、悪い女性はいま

えるのです。分かりましたか。

せん。なぜでしょうか。自らの息子、娘をか
わいがる母の心をもって、自らの息子、娘と

あの世に行けば、金なにがしならば金なに

比較していつでも考えるようになるのです。

がしだと、ぽん、ぽん、ぽんとボタンを押せ

ですから、生活圏内で自動的に愛の境地に高

ば、あっという間に生きてきた歴史が出てく

く上がっていくことができる立場に立つので

るのです。その世界は時間と空間を超越する

す。ですから多くの息子、娘を育てた人は、

ために、これを捕らえるのは直感のように速

霊界の最も高い所にいます。

いのです。どうにも避ける道理がないという
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のです。それゆえに良心とは何かというと、

像によって知ることができるようになってい

永遠の世界に行くための地上生活の記録帳で

るのです。そのような世界が、皆さんの完全

す。コンピューターと同じように一つ二つ、

な感情のために日ごとに記録しているのです。

すべて入力されるというのです。間違いなく

その日がいつ来るのかといえば、死ぬ時です。

入力されるのです。

万能になった感情コンピューターの前に立て
ば、誰もうそをつくことができません。霊界

人の行動一つ、表情一つ、すべてのものが
ビデオ・テープに撮られるように映っている

の映像が、影のような世界で現れるのです。
すべてが記録されているのです。

のに、霊界に行って隠すことができますか。
自分の心を隠せないのと同じように隠せない

良心は、一生の間において自分がしたこと

のです。心よりも表面的な世界が、表れた世

を知らないことはありません。自己のすべて

界が霊界です。弁解が必要ありません。弁解

のことをみな知っています。このことが、そ

をすることができません。口を開けば開くほ

のまま天国のコンピューターに入るのです。

ど宇宙の恥が迫るのです。それゆえにその世

間違いなく入るのです。霊界に行ってみてく

界へ前進できません。後退だけがあります。

ださい。

怖い時代が尋ねてくるのです。
優れているという人々は、浮気をし、あり
良心を知っていますか、知りませんか。良

とあらゆるばかげたことをするでしょう。天

心が知っている良心世界の本宮が霊界である

国に行けないのです。私が霊界に入ってひっ

ので、霊界のコンピューターに入力されるの

くり返してみて、このような事実を知るよう

です。「なにがし」と言えば、ぱたぱたっと

になって、「ああ！ 知らなければよかった

して何代前からずーっと出てくるのです。こ

のに」と思う時が、どれほどあると思います

いつの父母が何をしたかということ、良いの

か。行ってみると幾重にも重なった山また山

か悪いのかすべて出てきます。自分が一生の

です。サタンによって失ってしまった愛のた

間何をしたかということが、あっという間に

めに、永遠に包囲された監獄生活をしている

出てくるのです。何年もかかるのではありま

というのです。

せん。瞬時に分かります。それだけ拡大され
皆さんの心、堕落した心もそうでしょう。

た人間世界に入るのです。

自分が一生の間どのような者だったか、よく
霊界に行けば自らの記録が一〇〇パーセン

知っていますか、知りませんか。だますこと

ト、コンピューターに入っています。すべて

はできません、みな知っているのです。良く

現れるのです。良心は永遠の世界に展示する

振る舞っていても、霊界に行けば一〇〇パー

コンピューターのディスクのようなものです。

セント表れるのです。悪いのが先に表れます。

すべて入っているのです。ボタンを押せば、

悪いことを先に清算して霊界に入っていくの

子供が母に抱かれてお乳を飲む時から一生の

です。そうでなくては霊界に入っていくこと

間ずーっと何をしてきたのか、すべて心の映

ができません。
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目をつぶっているとしても、悪いのが表れ

殻を脱ごうとするとき、へびも通路にしっ

て処断を願うようになるのです。それで、そ

ぽを入れて逆に死ぬほどの力を尽くして、木

れがなくなる時まで教育を受けなければなり

を巻いていって血を流して脱皮するのです。

ません。修練を受けなければなりません。猛

逆理的な過程を経なければ順理的な過程を行

訓練を受けなければなりません。霊界では今

くことができないという、堕落を認める人間

そのような教育体制をつくるために、興進君

には不回避な非原理的公式的路程となってい

を中心として全体的に修練しているのです。

るというのです。それが順理の立場で私の個
人の心と体が一つになり、順理の立場で夫婦
になり、順理の立場で父母となって生きた人

良心は欺くことができません。皆さんは、

間は逆理的条件に引っ掛かりません。霊界は

すべてビデオ・テープと同じように記録され

堕落した讒訴条件に逆に引っ張られ得る、木

ます。一生の間生きて、霊界に行くようにな

が逆に引っ張られるのと同じです。根が引っ

ると、そこに自分の番号があります。心霊状

張られれば順理になるはずですが、枝を引っ

態の光を既に知って、「誰それが来た」と言

張っていけば逆理になって、すべてのものが

って連れてきます。連れてくれば「どのナン

行けば行くほど傷を受けるのです。もっと難

バーか」と言って、十八番ならば十八番をぐ

しい路程が……。ぴったりとそのようになっ

っと押せば、あっという間に分かります。生

たのです。

まれてからが、あっという間に分かるのです。
やむを得ません。良心が痛哭するのです。そ

そこでは許しがありません。偽りが通じま

の比例によって地獄と天国の境界線を行き来

せん。皆さんはビデオ・テープを見るでしょ

する、このようなことが連結されたというこ

う。笑えば笑ったとおりに、その実相を見せ

とを皆さんは知らないのです。その世界が、

てくれるのです。ここではビデオの時間的観

そのままむやみに大ざっぱな計算で動いてい

念圏内を抜け出すことはできませんが、そこ

るのではありません。数理的な世界です。理

は超時間的世界です。カチッといえば、千年

論的に動くのです。科学者の王が神様だとい

の生活がすべて現れるのです。さっとつけて

うのです。天国は自分勝手にはなっていない

見れば、誰かが「行きなさい」とも言わない

のです。

のですが、自分たちが霊界でいるべき所を探
していくのです。我知らず押されていくので

習慣性は永遠にそのままです。そのように

す。押されていけば、もっといい所に行こう

難しいものなのです。しかし、地上では直す

と思っても、どんどん押されていくのです。

ことができます。今まで習慣になったことよ

行ってぴたっと三角地帯にとどまるのです。

りも、もっと新しいことを習慣化させれば地

その時、行って嘆息しますか。私は霊界を知

上では清算できます。今しなければなりませ

っているので、このようなことをするのです。

ん。今しなければ霊界に行って問題になりま

霊界を中心としてこのようになるのです。皆

す。霊界に行って引っ掛かってしまうのです。

さんは福が多いのです。分かりましたか。
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見てください。霊界の輪郭がすべて表れる

地上で結ばれたことは地上で解かなければ

ので、死後の世界がどれほど現世と連結され

なりません。そのまま霊界に行っては大変な

ているか、その内容を知れば、むやみに生き

ことになるのです。自分自身が刺激を通し、

られないのです。地上の生活が、どれほど怖

そこから抜け出てこなければなりません。そ

いかということを知らなければなりません。

うでなければ、永遠に地獄に落ちるのです。

地上の生活が永遠の自らの生涯圏を左右する
という事実、それを知らないので自分勝手に

私たちは好むと好まざるとにかかわらず、
今から死んでも蕩減の峠を越えていくべき運

暮らすのです。

命的な堕落の後孫だというのです。それを否
地上生活を本当に良くしなければならない

定できません。この道を越えなければならな

のです。精誠を尽くし、一日に何十回も原理

いのです。それを自分の一生において越えず

基準を中心として反省しながら、このように

に霊界に行くならば、何百万年かかるかもし

して朝、昼、夕、二十四時間、天上の法に引

れないのです。あの霊界には蕩減がありませ

っ掛からないように生きなさいと懇切にお願

ん。そこは解放された完成圏なので、愛の波

いするのです。

で充満した所です。蕩減や再創造はありませ
ん。再生産もありません。そのような刺激が

天の前に行くときに、あらゆることを清算

ないために、一度固着すればそれで終わりで

して行くときは、良くやったことから報告す

す。大変なことだというのです。それで、神

るのではありません。誤ったことから報告し

様はそのようなことを知っていらっしゃるの

て良くやったことを話さなければなりません。

で、この地上にメシヤを送られたのです。

世の中は反対でしょう。「君は何をしたか」
と言えば、「私はこのようにしました」と悪

へびは脱皮すればするほど大きくなります

いことはすべて隠すのです。しかし、霊界は

か、小さくなりますか。一日に十回脱ぐこと

そうではありません。霊界は悪いことから報

ができれば、十回脱ぎなさいというのです。

告しなければなりません。順序がそうです。

霊界に行っては、そのような刺激がありませ

何をしたかというとき、さっと現れます、テ

ん。そのような装置がないのです。再び地上

レビのように。悪いことから報告するのです。

に尋ねてきてそれを解怨成就できるようにと

なぜですか。カインが先です。悪いことが先

いくら願っても、それは不可能です。一度行

に現れて、それから良いことは何か、となり

けば、勝手に来ることができないのです。

ます。アベルは二番目に現れて、比較して善
なるもの、アベル的基準が多くなる時は再教

あの世、霊界には愛の刺激的な要素はあり

育し、そこから霊界を教えてあげるのです。

ますが、罪悪を取り去ることのできる蕩減的
な要素がないために、数多くの歳月がかかる
というのです。そのようなことを知ったので、

五) 肉身で犯した罪は地上で蕩減しなけれ
ばならない

先生は四十年間にすべて築いて片づけたので
す。昼夜を忘れて過ごしてきました。一日に
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夕方一食だけ食べ、あるいは朝一食だけ食べ

霊界に行くとき、それがどれほど難しいでし

る生活が普通だったのです。そのように生き

ょうか。ですから夫が問題ではありません。

てきました。

息子、娘が問題ではありません。夫と妻、息
子、娘は、自らの習慣性をみな解決したのち

地上で肉身があるときは大変ですが、共に

にもたなければならないのです。

抱き合い、痛哭しながら感動させることので
きる道がいくらでもあるのです。しかし、霊

地上で結ばれたそれは、地上で解いて逝か

界で肉身をもった地上の人間を感動させるこ

なければなりません。霊界に行って解こうと

とはとても難しいのです。

しても、そのような刺激的な環境がないので
す。反対する悪役が、善に反対する世界があ

この地上にいる生活がどれほど重要でしょ

りません。それが悪かった場合にはそれに反

うか！ 一回しかないのです。瞬間ですが一

対するのではなく、悪い方向に押しやってし

回しかありません。地上生活を永生と比較す

まうのです。それに決別させてしまうのです。

れば、これは一点にすぎません。あまりにも
短い瞬間です。これは重要ではありません。

皆さんは霊界に行き、保護館での生活をし

私の肉身生活を越えて、霊界のために準備を

なければなりません。何千年も待たなければ

しなければならないのです。常にそのような

ならないのです。祝福を受けた人々も今後…

主流思想をもってセンターに立って、一切を

…。息子、娘たちがみな「お母さん、私をな

コントロールし、一切を征服することができ

ぜこのように生んだのか。なぜここに引っ張

なければなりません。そうでなければ、皆さ

ってきたのか」と言わないと思いますか。皆

んは完成することができないのです。

さんの息子、娘たちがじっとしていると思い
ますか。皆さんの家庭のレベルはみな異なっ

霊界で最も嫌うことは堕落圏を中心とした

ています。ですから、行くにもすべて自分の

風習、習慣性です。風習によって習慣性にな

級に合う所に行って、長い間とどまるのです。

ってしまうのです。日本人は日本で生まれま

そうなれば、皆さんの先祖が、息子、娘た

したが、食べ物は何を最も好みますか。汁と

ちが、「どうしたのか。なぜそのように良く

御飯なのです。アメリカ人はハンバーガー、

することができなかったのか。何だそれは」

韓国人はコチュジャンとキムチ！ しかしこ

と言いながら讒訴します。そうなれば、皆さ

のようにだけ考えて生きれば、その習慣性は

んはそれに該当するだけの長い時間、そこに

永遠になくすことができないのです。

とどまらなければならないのです。そんなに

それならその習慣性をどのようになくせば

易しくありません。ですから、地上でしなけ

いいのでしょうか。自らの習慣性をなくすこ

ればならないのです。先生が「しなさい」と

とがこのように難しいのに、固着した堕落性、

言うことを、みなしなければなりません。

頑固な習慣性をもって霊界に行くならば、ど
れほど難しい立場になるでしょうか。それを、
この地上で整備しなければならないのです。

皆さん、まだ真の家庭になっていないでし
ょう。霊界に行けばすべて別れます。霊界は
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永遠に堕落せず、天国の家庭を成して生きた

せることのできる期間は、肉身をもっている

人々が入るようになっているのです。いずれ

この期間しかないという結論になるのです。

永遠をおいて皆さんは帰らなければなりませ

神様と万物を合わせても、この肉身世界と取

ん。地上においては七、八十年以内に解決で

り替えることができないのです。

きる問題が起こりますが、霊界に行けば永遠

なぜそうなのでしょうか。神様とこの宇宙

をおいて、何千万年かかったとしても、その

を合わせても、肉身をもった人間がいなけれ

解決の道は難しいのです。皆さんは地上で清

ば完成できないためです。それゆえ、今日私

算しなければなりません。地上で解決しなけ

たち人間の体がどれほど貴重なのかを知らなけ

ればならないのです。地上で解けば天で解か

ればなりません。それは素晴らしいでしょう。

れ、地上で結ばれれば天で結ばれる、とあり
ます。地上で失ってしまったので、地上で取
り戻さなければならないのです。

天国に行き、地獄へ行く二つの道があると
すれば、天国を訪ねてくる人と地獄へ行く人
とでは、どちらがより多いでしょうか。地獄

体をたたいて三年間制裁すれば、三年ない

へ行く人々が、より多いことでしょう。それ

し五年制裁するようになれば、その世界に行

を見つめる神様の心情はどうでしょうか。ど

くものなのです。そうではないですか。肉的

れほどあぜんとするでしょうか。地獄とは関

なことを大きくすれば、霊的なことは小さく

係なく天国に来て、膨大なこの国の民になっ

なるのです。肉的なことをなくしてしまえば、

て、愛を中心として神様とともに生きなけれ

これが高まるのです。同じです。ですから、

ばならない息子、娘たちが、みな地獄へ行く

外的なものを無視して縦的なものを重視する

のを見るとき、どれほどあぜんとするかとい

ようになれば霊界が近づいて、本然的良心的

うのです。皆さんの息子、娘が死の地に行く

基準に接ぎ木をすれば電気線のプラス・マイ

と考えてみてください。このようなことはい

ナスが、発電所の電気が通じるように爆発す

ずれ霊界に行けば、皆さんすべてが知ること

るというのです。それゆえに天地の変化の作

です。

用が起こるのです。そのような霊的体験がな
ければならないということを知らなければな
りません。

霊界でみんな尋ねるというのです。「先生
の教えはこうだったが、この基準に対してあ
なたは合格者か、不合格者か。霊的五感と肉

聖書の「地で結べば天でも結ばれ、地で解

的五感が一つになり、この基準に合わせよう

けば天でも解かれる」という論理も、このよ

と努力したか」と聞くのです。皆さんはどの

うな二重構造の一体性を知ることによって解

ように考えますか。「天国はどうあってもい

明できるという結論が出てくるのです。きょ

い」と考えて、ただで通過できる所ではあり

う、私たち人間は肉身をもったこの期間が本

ません。祝福を受けても、でたらめに生活し

当に、どれほど貴重なのかを知らなければな

た人が集まる所ではありません。深刻な人が

りません。神様も復活させることができ、宇

集まる所です。皆さんは、先生よりもっと深

宙も復活させることができ、全天下を統一さ

刻でなければなりません。
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霊界に行けば、まず誰に一番に会えるかと

なことでしょう。ここで先生がすべて許して

いうのです。誰に会ってみたいですか。その

あげるようになれば、そのテープがすべて消

ようなことも考えたことがないでしょう。自

えてしまうのです。そのようなことを知って

分の母親に会おうと思っても会えません。真

いますか。

の父母が解放させる前には会えないのです。
いくら愛する人だといっても会うことができ

六) 自然の中への順応的生き方が貴い

ません。少し離れた場所から見ることはでき
自然に向かい合う人は、宗教的な人です。

ますが、近くでは会えないのです。

宗教の世界は貸しのない世界です。大地は、
人間は霊界に入籍する時、地上生活を証明

自然はうそをつきません。一〇〇パーセント

する証明書をもっていかなければなりません。

私が努力すれば、そこに対する結果をもたら

「私はこのように生きた。このようなことを

すのです。そこには投機性がありません。一

した」と言うことのできる生涯の証明書のこ

獲千金がありません。また、そこには賭博性

とです。そのような証明書は、自分自身で書

がありません。年齢が五十になれば自然に帰

くことができないのです。初めはサタンが書

り、自然の土とともに生きながら信仰生活を

きます。先にサタンから証明書をもらってか

すれば、霊界に行く準備としてこれ以上良い

ら、イエス様の証明書をもらわなければなら

ことはありません。

ないのです。それから神様の証明書をもらわ
先生は将来ここに農場をつくって、世界の

なければなりません。

食口たちを連れてこようと思います。皆さん
今後、皆さんは自叙伝を書かなければなり

が年を取って六十歳、七十歳になれば、自然

ません。自叙伝を書きなさい。統一教会に入

の中で万物を育てながら、子供を育てるのと

ってからの生き方を、一つのうそもなく自叙

同じような心情を体恤し、神様の創造の心情

伝を書かなければなりません。そうすれば、

圏を体恤するのです。そうしてから霊界に行

霊界に入っていく時、その自叙伝を前におい

けば、高い霊界に行くことができるのです。

て「私がこのような役事をすることができた

ですから統一教会で苦労した人は、晩年に農

のか！」と痛哭をすることができなければな

場に連れていって別荘で自給自足させる計画

りません。これを地上で書き天国に行って、

なのです。それが理想郷です。先生はそのよ

百六十名、二百四十名、三百六十名に該当す

うな大きい構想をもっています。

る霊通人たちが前に立っている列をたどって
いく時、うそをつけばそこで雷が起こるので
す。欺くことはできないというのです。

六十を越えれば下野し、故郷の農村に帰っ
て土地を耕し、霊界に行く準備しなければな
りませんが、その準備が忙しいのです。です

皆さんが行動したすべてが、あの世に行っ

から精誠を尽くして先生のように農村に埋も

てスイッチだけ押せば、あっという間に一生

れながら、農村を指導できる、このような責

がテープにすべて現れるのです。それは悲惨

任を果たさなければなりません。ですから、
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趣味産業、趣味生活をやり終えて霊界に行っ

素晴らしいでしょうか！ 神様が創造したす

てこそ、高い霊界に行くことができ、情緒的

べてのものは何であっても再生させ、それを

な人になって霊界の舞台を活用できる皆さん

願いながら神様を考えて、自然と調和を成し、

となるのです。どうですか。

このすべてのものがお互いに助け合って生き、
趣味をもって暮らしてから霊界に行くのです。

満六十歳まで仕事をしますが、その後は公

このようにすることによって、都市集中の世

的活動時代から解放されます。しかし、三年

界をすべて分散できるのです。何の話か分か

間は公的に無報酬で仕事をするのです。霊界

りましたか。

に行くためには報酬を願ってはならないので
す。霊界に行くための訓練をするのです。実
績があれば七年まで延長するかもしれません。

神様が願う未来の家庭システムはどのよう

それでは、何歳まで。六十七歳、六十歳で終

なものでしょうか。それで、先生は趣味産業、

わって七年もできるというです。霊界に行く

趣味世界を考えたのです。今後各国にどのよ

ことができる基盤を中心にして……。そのよ

うな組織をつくるべきでしょうか。建築をす

うになれば、どこに行っても誇ることができ

るのですが、コンドミニアム・システム建築、

るのです。統一教会の基盤をもって逝けば

四つの家庭が一つになって暮らすことのでき

「ああ功臣様が来られたのですね」と言って、

るそのようなシステムで訓練しなければなら

先生の代わりに接待を受けるかもしれないの

ないというのです。お金をもうけて、食べる

です。「ため」に生きるその基盤を通して霊

のも一緒に食べて、息子の教育も一緒にさせ

界に行くと考えるとき、そのような年輪が必

て、一つの家族のように暮らさなければなり

要だというのです。「アーメン」と言わなけ

ません。一緒に暮らせず、和合することがで

ればならないでしょう。

きなければ、霊界に行って制限された環境に
押し出されるというのです。一緒に和合でき

陸地旅行、水中旅行、宇宙旅行をしながら

ないのです。

暮らしてから霊界に行ってこそ良いのです。
それで、海にも入って暮らせるようにするの

このおもしろみ、趣味文化というのはどこ

です。五人が入っていって、いくらでも暮ら

にもあるのです。創造の時から復帰の時、完

すことのできる潜水艦を研究しているのです。

成の時、地上生活、天上世界までおもしろく

ですから、地上で定着生活をしながら旅行を

なっているのです。アメリカ人だけ良い生活

するというのです。陸地旅行、水中旅行、宇

をしなさいという法はないのです！ アフリ

宙旅行をしながら暮らしてから霊界に行かな

カも良い生活をすることを願いますか。「ア

ければならないのです。

メリカ人の中で最も良い生活をしている人の
家で、アフリカで最も良くない暮らしをして

鹿みたいな獣も育ててあげ、魚も育ててあ

いる人を一カ月住まわせてあげなさい」と言

げ、それから穀物も自然に人工を入れて育て、

えば、どうですか。それをすることができな

すべて育てるというのです。それがどれほど

ければ、レバレンド・ムーンがします。
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故郷に定着する時はどのようになりますか。

に和合し、霊界と連結されなければならない

天地のすべてのものが故郷になり、天地のす

のです。自然的幸福の世界と連結することが

べてのものがそこに連結されているので、何

できなければならないというのです。

ももって行く必要がなく、置いておかなけれ
ばならないのです。それを置いておいて霊界

地上世界でいつも晴れたり雲がかかったり、

に行けば、これを連結させることができると

ありとあらゆる気候の変化を見るとき、それ

いうのです。世界のものをここに移すことが

が芸術的なのです。その環境で愛することを

でき、また私がそこに行けば自分の家も引っ

感じれば、あの霊界の澄んだ世界に行き、自

張ってくることができ、私のものになるとい

分が雲がかかるようにしてみたければ雲をか

うのです。もって行く必要がありますか、あ

けることができ、霧がかかるようにしてみた

りませんか。

ければ霧をかけることができる、愛によって
そのすべての多様な感応圏をつくることがで

ボートさえあれば一人で行って瞑想をする

きる特性をもった、そのような人間になるこ

こともでき、小さい天幕だけ張っておけば、

とができるのです。ですから、すべての霊界

そこで寝ることもできるのです。天国のよう

が関心をもっているのです。「ああ、その人

な観光をすることができるのです。人がいな

のところに行けばおもしろい」と言うのです。

い所でです。自然に埋もれてこのような観光
をするためには船が必要です。絶対必要だと

私は、山に行って草を見れば、どれが食べ

いうのです。そのようになると思いますか、

られるものか、みな分かります。芽が出てく

思いませんか。駄目ならそのようにさせるの

るときは、すべてのものを食べます。子牛た

です。

ちや子羊たちは、芽をみなかじって食べるの
です。毒草を食べても毒がないのです。その

霊界に行けば、寝ることもなく食べること

時は毒がないのです。そのようなことをみな

もせず行動できる世界なのです。考えてみな

学んだのです。山に行けば食べるものがどれ

さい。千里万里をあっという間に行き来する

ほど多いでしょうか。また、茂みに入れば昼

というのです。この宇宙をすべて行動半径圏

寝をするのにどれほど良いでしょうか。蒸し

内に消化させることができるというのです。

暑い夏には腹を出して涼しくごろごろして過

ここの自然において、南米にどのような木が

ごせれば、どれほど良いでしょうか。雨が降

あり、どのような鳥がいてという、関心事が

ったとしても、どれほど涼しくていいでしょ

どれほど多いでしょうか。この前、大蛇で八

うか。

メートル近いその抜け殻があったのです。や

腹を出して藤の下で大の字になって寝て、

ー、それを一度捕まえたいです。それ以上の

おならもぶーぶー鳴らしながら、いびきをか

大蛇を捕まえたらいいというのです。

いて寝る男の姿を過ぎゆく尼なら尼が見て、
南無阿彌陀仏……。それはなぜですか。あま

一生の間の生活の中で、人生の趣味生活が

りにも立派なのです。石仏ではありません。

人間の歴史とともに、人間の理想生活ととも

何の話か分かりますか。それを知らない女性
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は木石です。それは息子、娘も生むこともで

いますか、ないと思いますか。人間が造った

きず嫁ぐこともできません。しかしそれを見

ものもすごいけれど、霊界のコンピューター

つめて南無阿彌陀仏する時、胸がどきどきし、

はさっと押すだけで一分の間に生涯全体を知

おしりが突き出る時は、僧侶たちも一次元上

ることができるのです。うそをつくことはで

がっていくのです。本当なのです。霊界に行

きません。このような息子、娘として生まれて

ってみればそうです。愛を知らない僧侶たち

このような生活をしたということが、悪いいた

は落第です。キリスト教徒たちがよく信じて

ずらをして、良くない年輪をたくさん残した女

天国に行こうといくらしてみても……。私が

性ならば、それがすっと出てくるのです。

くまなく、すべてかき回して見ました。金活
蘭がどこに行っているか知っていますか。患
乱世界に行っています。

堕落しなければ、神様の血族をもって神様
の直系の息子、娘が天国に入るようになって
いました。その家庭が天国に入るようになっ

四 天国に入る秘訣

ていたのに、堕落し、怨讐の血統を受けたの

一) 天国は皇族の名誉をもって入る所

です。愛の怨讐となり、怨讐の血統を受けた
その怨讐の子女だということを忘れてしまい、

度数を合わせることができなければ天国に

堕落しない直系の子女のように考えることが

入れないのです。天国にそのまま行くことは

できるその立場をもたなくては、本然の神の

できないのです。公式があるでしょう。メー

国に入ることのできる基準が立たないのです。

トルの原器はフランスのセーブルの国際度量

神様の息子、娘、神様の血族である自分の息

衡局にありますが、それは気候や温度に対し

子、娘を直接愛した人が天国に入るようにな

ても変化しません。数多くのメートルの物差

っていますが、サタン世界の怨讐の子女をそ

しがあったとしても勝手気ままなものです。

れ以上に愛することができる基盤をもつこと

勝手気ままでは、それが正しいか間違ってい

ができなければ、天国に入れません。それゆ

るかということは話になりません。必ず原器

えに、怨讐の子女を自分の子女よりも愛さな

に合わせてみて判断するのです。そのような公

くては、天国に入る基盤がないのです。

式があるということを知らなければなりません。
天国に誰でも行くものと思っていますか。

サタン、怨讐の血統を受けた、そのことが
問題です。神様の血統を受けて霊界に直通し

皆さん、天国に行きたいでしょう。天国に

なければならなかったのです。神様の愛をな

行きたいならば、天国に行くことができる内

した心と体が一つになり、夫婦が一つになり、

容をもたなければならないのです。同じこと

子女が一つになって天国生活をし、地上天国

です。天国に入る時、チケットが必要でしょ

で暮らして天上天国に入っていくのが創造の

うか。そのまま無事に通行できるでしょうか、

原則です。神様の直系の血統として、直系の

何かの条件をもってチェックするでしょうか。

一〇〇パーセント真の愛の因縁を結んで、統

無事通行ではありません。すぐに分かるとい

一的個人と、統一的夫婦と、統一的家庭の枠

うのです。霊界にコンピューターがあると思

組みを中心として、彼らが地上で生きてから
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入る所が天国なのです。それが原理原則の基

に連結されます。それゆえに皆さんとも連結

準となっています。

されるのです。このことがどれほど驚くべき

堕落したのちに地獄が生じたでしょう。そ

ことで、楽しく、価値があって、貴いことです

れゆえに天上世界と地上世界、すべて真の父

か。誰とも取り替えることができないのです。

母の愛の門を経て入っていくその世界が天国
です。アダムとエバが堕落せずに真の父母の

蕩減復帰原則についてもう一つお話ししま

愛を通じて天国に入ったならば、万民の家庭

しょう。蕩減復帰の原則は不変の真理だとい

のモデルになったはずです。一つの本然的モ

うのです。エデンでエバが犯した罪を後代の

デルの家庭形態が天国に入るのです。そうす

エバの世界において蕩減しなければ、復帰し

ることによって、その伝統的歴史を受け継い

ていくことができないのです。これはみんな

だ皇族圏の愛を連結したすべての家庭は、一

知っているでしょう。それを復帰することに

つの中心的幹の前に東西南北の枝と同じです。

よりサタン世界は消えていくのです。ですか

それゆえに、同じ圏統合の原則によって天国

ら、真の父母を中心として本然的基準のこれ

に入るのです。それでこそ統一世界になるの

が、全世界的に成されるようになる時は堕落

ではないですか。これをはっきり知らなけれ

しない本然的天国、理想世界が成されるので

ばなりません。

す。その世界が人類の願うたった一つの方向
へと訪ねていく、平和の世界以外にないとい

皆さんの家庭におじいさんがいますか、い

うことをはっきり知らなければなりません。

ませんか。ですから真の父母がおじいさんの
位置にいるのです。皆さんの家庭に真の父母

真の父母と一つになり伝統の相続を受けて、

がいれば、皆さん祝福家庭は父母の位置以上

皆さんの家庭が主体的伝統で万国を統治でき

だというのです。皆さんも真の子女として生

る基盤となり、主体性をもつことができる家

まれたでしょう。そして、皆さん、子女をた

庭になるとき、天国の皇族圏内に入籍するの

くさん生んだでしょう。彼らが未来には王族

です。このようにして入る所が天国です。天

たちになるのです。神様が最初に王家をつく

国は誰でも入れる所ではないのです。その道

り、完成して霊界まで連れていくのです。そ

を行こうと三代が決心しなければなりません。

うではありませんか。理想的最高の家庭です。

おばあさん・おじいさんから母・父、夫婦、

それが天の王族です。本然のアダムとエバが

息子・娘まで段階は四段階で、系列は、夫婦

完成するのです。真の愛を中心とした王家だ

を備えたものは三代です。

というのです。そののちに完成して行く所が
天国なのです。

本来堕落しなければ、私たち人類の先祖は

先生が皆さんの家に行って暮らせれば良い

神様の息子、娘で、地上天国、天上天国の王

と思います。なぜですか。一生を喜んで父母

子、王女になるはずでした。それは世界的で

様に仕えるようになれば、自動的に天国に行

す。根源と同時に一番終わりです。アルファ

くのです。それが伝統です。真の父母は一生

とオメガです。アルファから善の父母が出て

をそのように生きたがゆえに、自動的に天国

くることができず悪なる父母が出てきたので、
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これをすべて抜き取ってしまわなければなり

で、そこが天上天国です。それゆえに、あの

ません。そして、悪なる父母で始まったすべ

世では愛の体恤的心情をもたなければ生き残

てのことを消化させることのできる真の父母

ることができないのです。

が出てこなければならないのです。
五十億人類は長子権、直系王権を受け継い
本来アダムとエバは神様の息子、娘でしょ

だ王家の親族たちです。その皇族圏の心情を

う。神様の息子、娘なので天国の王子であり、

体恤した人たちが天国に入るようになってい

この地上の王子なのです。天国の王子である

るのです。それゆえに、全世界的に平面化さ

と同時に、大きくなれば地上の王になるので

れた王族圏を中心として、それを実体化させ

す。王孫です。それゆえに天国の王宮での法

た世界の統一心情圏を体恤する生活をしなけ

度を守り、その道理のすべてを実践して神様

ればならないというのです。そこから真の父

の愛を中心として縦横、前後、左右に一つの

母も、長子の上の真の父母です。真の父母の

理想的なモデルになるのです。

王権なのです。このような王権を中心として

東方に行くとしても、西方に行くとしても、

周辺の王族を率いていかなければなりません。

南の方に行くとしても、北方に行くとしても、

天国はこのような家庭の兄弟はもちろん、父

前の方に行くとしても、裏側に行くとしても、

母を中心として、王権を中心として、王族を

どこへ行くとしても理想的モデルになるので

率いて、王権に仕えて入っていく所です。そ

す。なぜそうなのかというと、この中心位置

のような心情を体恤して入る所が天国です。

に立っているためです。その位置というもの
は、中心を中心として東方、西方、南方、北

天国というものは何ですか。アダムとエバ

方、上下関係どこでもすべて核です。そのよ

が双子で生まれて、暮らして成長し、結婚し

うな立場を考えてみるとき、どこに行こうが、

て二人が父母になったのと同じように、その

皆さんが見本にならなければなりません。

心情圏を体恤し、王権をなしてその権限をも
って王族を率いる人々が入る所です。そのよ

愛の所有を中心とするならば故郷が私の故

うに王が入ったのちに、王族を連れて入るよ

郷となり、家庭が私の家庭となり得るのです。

うになっています。そのようにして平面的に

そこで子女の完成、兄弟の完成、夫婦の完成、

四大王権になるのです。

父母の完成がなされるのです。神様の教本に
提示されたすべての内容をなせなかったこと

今から地上天国時代に入るので、私たちの

を、今日真の父母を通じて再現し知るように

家庭が王の一家だということなのです。です

なり、それを再度実行することによって、堕

から、どれほど模範的にならなければなりま

落しない本然的立場で神様が完全に恨の峠を

せんか。王が勝手気ままに暮らせますか。女

越えて教育に対する定義を下すことができる

王が勝手気ままに暮らせますか。その息子、

のです。そのようにすることによって、天国

娘が勝手気ままに暮らせますか。王と王妃、

の民として合格者、合格家庭となるのです。

王子、王女たちは、その国の法をすべて守ら

霊界はこの地上の愛の大海が連結された世界

なければなりません。それだけでなく、王宮
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の法があります。法の中には王宮の法がある

このように本然の道を失ってしまったので、
これを完成して帰らなければならないのです。

のです。

「それが復帰の道であり、再創造の道である
宮で貴族たちが暮らす法があるでしょう。

ことを知らなければなりません。アーメ

英国でも韓国でもみな、王孫が生きることが

ン！」。これは文総裁の話ではありません。

どれほど難しいでしょうか。先生がその道、

神様が語られたみ言なのです。

復帰の道をすべて歩んできたのです。そのよ
うにしてみなければ天国を意識できないので

皆さん、このような話は初めて聞いたでし

す。皆さんが天国を治める王の位置に上がる

ょう。四大心情圏と三大王権を復帰し、皇族

ことはできません。女王に仕えることができ

の愛をもっていくべき祖国が天国です。死ん

ないのに、どうして男性の王になれるでしょ

でみてください。いくら優秀な人でもここに

うか。そうではありませんか。

すべて引っ掛かります。その時になって「文
総裁の話を聞いていればよかったものを！」

今、皆さんは真の愛を中心とした皇族にな
らなければなりません。皇族、アダムがその

と後悔せず、早く決定して祝福を受けなさい。
それが最も早い解決方法です。

ようになれば、アダムが直系の子女ならば傍
系の子女であるその兄弟姉妹たちは、すべて

それとともに学ぶのです。男性、女性が和

民になるのです。それゆえに天国に入るには、

合し、天国の失ってしまった家庭を取り戻し

天国の王子、王女の愛を備えて、その権威と

て、神様を王として侍らなければなりません。

威信をもって入るのです。そこが本郷の国、

ですから、おじいさんは神様の身代わりです。

天国であることを知るべきです！

おじいさんを神様の身代わりとして侍らなけ
ればなりません。自分の父母は、五十億人類

二) 四大心情圏の愛の実体が天国に行く

の家庭を中心とした王です。その息子、娘に
は未来の王のように侍らなければなりません。

天国はどのような人たちが入るのでしょう

神様のように、現代家庭を代表した王のよう

か。四大心情圏を完成した愛の実体が入るの

に侍る父母の道理を受け継いで、千年万年に

です。自分より何千倍も優れたことを願う愛

その道理を残していく世界が地上天国となる

の対象者として、天の国と地の国と未来の三

のです、アーメン！

王権を身代わりした中心家庭が私の家庭だと
いうことを知らなければならないのです。こ

四大心情圏と三大王権を完成した家庭が理

れを失ってしまったがゆえに、復帰された家

想的な家庭です。それで、おじいさんは神様

庭でこのような概念と、このような内容を実

と同じで、父母は世界の家庭の王で、自分自

践して結実させなければならないのです。そ

身は天上と地上の王権を継承する未来の王で

れを息子、娘を通して繁殖させなければなら

す。これは天国の王権であり、これは地上で

ない責任があるのです。

しょう。これを相続する王なのです。このよ
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うな三大王権が結実しなければならない所が

神様と息子、娘が絶対的に一つになり、兄弟

私たちの理想家庭です。

が絶対的に一つにならなければならないので
す。神様の愛を中心として神様のように一つ

父母権復帰の目的は王権復帰であり、王権
復帰の目的は皇族圏復帰です。それが四大心

の家庭で暮らし、死んでそのまま移る所が霊
界です。

情圏です。おじいさん、父、自分の夫婦が三
大王権を象徴します。おじいさんは過去を象

アダムは神様御自身です。家庭の主人です

徴し、自分の父母は現在を象徴し、自分たち

が神様御自身の体です。国の中心も神様御自

夫婦は未来を象徴するでしょう。おじいさん

身です。世界の中心も神様御自身です。それ

は霊界の特権大使として自らの家に送られた

で、人は生まれてこのような家庭において、

お方なので、おじいさんの言葉に絶対服従す

家庭が一つになり、国が一つになり、霊界が

る家庭は繁盛します。

一つになる三つの段階を越えていかなければ
ならないのです。

私たちの地上生活がそのまま霊界に移るの
です。それを知らなければなりません。それ

アダムは神様の愛を受けましたが、アダム

では、霊界に行きどのように横的に連結され

の息子、娘は、神様の愛とアダムの愛、二つ

るでしょうか。私の家庭で感じたことが宇宙

の愛を受けることができるのです。霊界の王

の家庭で感じる、その世界に入るのです。世

権と地上の王権を受け継ぐのです。地上天国

の中では縦的父母を中心として、もちろん神

から天上天国に入っていくので、このカテゴ

様圏を中心として縦的父母になっていますが、

リーは分けることができないのです。

横的父母を中心として家庭で暮らして、永遠
な縦的世界、父母の世界へ行くのです。

おじいさん、おばあさんが絶対必要で、父

その世界が天国であるので、それは一代で

母が絶対必要で、夫婦が絶対必要で、子女が

はなく、数千代がすべて入ると考えるのです。

絶対必要だという心をもち、国は自分の家庭

神様を中心として世の中でおじいさん、父母、

よりもっと愛さなければなりません。世界は

自分の息子、娘と暮らしたのを拡大させた世

そのように四段階の人類が分布していること

界なので、そこに入って暮らせば、この地上

を知って、自分の国よりもっと愛するのです。

で姉として、妹として、それから妻として、

過去、現在、未来が一つになった霊界に行っ

母としての責任、また兄として、弟として、

て暮らそうとすれば、そこは四段階のすべて

夫として、父として一つの家庭で感じた責任

を愛した人々が行く所なので、それを愛さな

を横的に感じることができる因縁ができてこ

ければなりません。そのような世の中を地上に

そ和するのです。

成し遂げたのが地上天国であり、天上天国は地
上天国によって自動的に形成されるのです。

男性は絶対に女性と一つにならなければな
りません。女性は男性と絶対的に一つになら
なければなりません。また、父と息子、娘が、

四大心情圏は夫婦によって愛一体を成した
ところで結実し、三大王権はアダムとエバが
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息子、娘を生んでこそ完成するのです。息子、

一つにならなければならないというのです。

娘を生んでこそ三大王権が完成するというの

これを離れては天国の基台が崩れるのです。

です。霊界を代表するのはおじいさんを代表
した神様であり、アダムとエバは現在を代表

天地がいくら高低の差があり、広狭の差が

します。過去、現在、未来です。現在を代表

あったとしても、天地にとどまる者たちは四

したアダムとエバを中心として未来を代表し

段階になっているというのです。霊界にもお

た息子、娘が出てきますが、「正」から

じいさん、おばあさんがいるのです。父母の

「分」になったのが、合わさらなければなら

ような年齢、青年のような年齢、少年のよう

ないのです。

な年齢がいます。これをもう少し集約すれば
二人です。 二人 ！

霊界においても、神様が過去に感じたすべ
ての現れなかったことをアダムとエバが感じ

四大心情圏、三大王権を知っているでしょ

ることによって、結婚時においてアダムとエ

う。皆さん夫婦は、これを成さなければなり

バが一つになることによって、神様とぴたっ

ません。そのようになれば、思いのままに霊

と上下左右が合わさるのです。ここから兄弟

界から地上までいつでも来臨できるというの

が発生するのです。それで、円形的球形を成

です。四大心情圏の完成は、結婚して愛を中

していきます。この球形を成していくのが皇

心として一つになることによって可能です。

族圏であり、夫婦を成したのが王権です、王

もしこれが壊れれば、子女心情圏の未完成、

権。三代一体圏が生じるのです。三代が一つ

兄弟心情圏の未完成、夫婦心情圏の未完成、

になるということです。

父母心情圏の未完成になるのです。霊界には
このような心情圏を完成して行くべきですが、

おじいさんは過去の王です。神様の位置で

堕落したので、その心情圏を今まで成したこ

あり霊界を代表する、天国から派遣した特権

とがありません。それゆえに蕩減復帰をしな

大使です。そして、父母、アダム・エバ圏は、

ければならないのです。

この世の国の王と王妃だというのです。おじ
いさん、おばあさんは天国の王と王妃の位置
で、父母はこの世の家庭を中心として家庭世

三) 心に同化された生活をしなければなら
ない

界の王と王妃だというのです。霊界を代表し
たおじいさんの王権と現在のこの地上天国を

良心が神様の代わりに私に植えつけられた

代表した王権、この二つの王権が一つになっ

第二の神様、私の中心存在であることを知ら

たその継代を受けるのが後孫です。それゆえ

なかったというのです。神様以上に仕えなさ

にいつもこの息子、娘は父母と一つにならな

いというのです。道主以上、イエス様以上に

ければならず、おじいさんと一つにならなけ

仕えなさいというのです。そうすれば、イエ

ればならないというのです。また、おじいさ

ス様を信じた以上の位置に行くことができる

んはいつも父母を中心として孫と一つになら

のです。統一教会の文総裁を信じないでくだ

なければならず、父母もやはりおじいさんと

さい。統一教会の文総裁の教えを受けて良心
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と完全に一つになるならば、統一教会の文総

天国から聞こえてくる音楽の音もすべて聞く

裁についていかなくても天国に行くことがで

ことができます。

きます。教材を買って勉強をしなければなら
今後は天国へ入っていくとき、霊通人たち

ないのです。

が現れて、イエス様の横腹をローマの兵士が
良心を解放し、解放的自我を確立させて統

槍で刺したように、萩の茎で良くない行いを

一圏をもたなければなりませんが、それがで

した人を、刺すのです。無慈悲な時代が来る

きない人は天国に行けないのです。天国をす

ということを知らなければなりません。人民

べて探してみましたが、そのようにして天国

裁判があったでしょう。そこまではいかない

に行った人がいません。今でも修養過程にと

でしょうが、それは自分が願うからといって

どまってだだをこねて、牧師や長老や優れて

やらないわけにいかず、絶対うそをつけませ

いるという人々の中に、みな逆さにされて串

ん。そのような時代が来るということを知っ

刺しにされている人が多いのです。

て、心と体が一つにならなければなりません。

良心を解放しなさいというのです。皆さん

神様は一つになっていらっしゃるというこ

の心は天国の監視所であり、皆さんの体は地

とになれば、堕落して争う存在は、神様の反

獄の監視所だというのです。皆さんの体が心

対の所に行くしかありません。そのような所

を引っ張り回しますか、心が体を引っ張り回

を指して、霊界でも地上でも地獄というので

しますか。宗教を信じる人々は心が体を引っ

す。悪いものは地獄に行くしかないのです。

張り回し、宗教を信じない人は百発百中、体

これを論理的に整理しておかなければなりま

が心を引っ張り回します。自分を中心として

せん。はっきり分かりますか。良心と体がず

生活します。それが違うのです。それゆえに

っと闘って一体になることができなければ、

地獄の出発地が私であり、天国の出発地も私

地獄に収納されますか、天国に収納されます

です。心のとおりにすれば天国に行くのであ

か。地獄！ 死ぬ前に、いつかはそれを一つ

り、体のとおりにすれば地獄に行くのです。

にしなければならないのです。それを一つに

他のために生きれば天国に行くのであり、自

せずして天国に行こうと考える者は、とんで

分のために生きれば地獄に行くのです。きょ

もない者だというのです。そのような結論が

う帰れば、良心の解放を宣言しなければなり

出ました。

ません。
サタンは遠くにいるのではありません。自
心と体はどのようなものですか。それは主

分と共に連結されています。自分というのは、

体と対象です。相対のために存在しなければ

天国と地獄の境界になるというのです。自分

ならないというのです。心は体のために生き、

に地獄があり、天国があります。良心は天国、

体は心のために生きるのです。一つになれば、

地獄は肉身なのです。良心は主体であるにも

皆さんは五官ではなく、十官になるのです、

かかわらず、堕落したので……。愛によって

十官。天の霊界もすべて見えて分かるのです。

良心が愛と一つになって、完全に霊的、地的、
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地上天国、天上天国の永遠なプラスの立場に

神様はそのような存在形態を見るのも嫌うと

立たなければならないのです。

いうのです。では、人類が願うこととは何で
すか。このような闘いを停止させることので

体は何かというと、地獄の中心核です。核

きる主人が、父母が来なければならないとい

心の中の核なのです。それでは、良心は何で

うのです。偽りの父母で始まって分かれたが

すか。天国の中心の核です。この二つが闘う

ゆえに、真の父母が来てこのような事実をは

のです。ずーっと毎日闘うのです。これが問

っきり理論的に教えてあげなければなりませ

題なのです。どのようにこれを解決するかと

ん。故障したがゆえに、その故障した箇所を

いうことが私たち一生一代の課題です。です

取ってしまい、け飛ばすことができる、この

から、体を打って弱めることを趣味と考えな

ような運動が地上で起こらなければ、地上天

くてはなりません。その反対領域をどんどん

国は永遠に遼遠なものです。

占領して広めて自分の所有をつくらなければ
ならないのです。そうすれば、肉身はだんだ

良心が体のために、どれほど犠牲になった
でしょうか。一生の間蹂躙される良心の事情

ん小さくなるのです。
それで、制限領域を無限な世界へと広げる

を、皆さんは知っていますか。昼夜私を管理

のです。永遠な世界のために生きること、で

するのに疲れているのが良心です。それでも、

すから、肉身をずっと征服して霊界まで行く

へたばらずに体が悪い行動をしようとすると

のです。水平になるまで行かなければなりま

防ぐのです。「それだけすればもういいでは

せん。このようにしなければ、地上天国を成

ないか、私の話をちょっと聞かないといけな

すことができません。堕落しない本然の真の

いじゃないか」と、そうでしょう。自分の前

愛を中心として、平面上で心と体が一つにな

に最も近い、父母の代身、神様の代身、先生

ることのできる起源的位置を復帰することが

の代身の存在が良心です。心自体には教育が

できないのです。

必要ありません。しかし体には教育が絶対必
要です。

悪魔が支配する地獄があり、善の神が支配
する天国があります。天国はどのようなもの

すべての人間は各々自分自身の中に、最も

でしょうか。天国は建設するものであり、地

大切な先生を一生の間終始大事に保管してい

獄は破壊するものです。これが違うのです。

ます。それにもかかわらず、その先生を誤っ

それで、この建設と破壊が私の一身において

て待遇し、踏みつぶして乱用します。その先

ぶつかるのが、心と体の闘争です。

生が正に人間の良心です。私たちの良心は、
常に私たち自身にも助けになるように語り、

神様は心と体が一つになっているために、

私たちを真の愛と連結させてあげようとしま

心と体が一つになった理想的な息子、娘とし

す。父母のように私たちの良心は、私たちを

て生まれた人々が、地上で一つになって暮ら

して善なる非利己的な人になれと促し、神の

してから天国に移されるようになっているの

み旨に従って行動するように導いてくれます。

であって、闘う者は絶対にあり得ないのです。

しかし各自の心の中にはまた、良心の声を常
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に拒む反乱者がいます。その反乱者は正に肉

界は天国に行くというのです。善悪の分岐点

体なのです。

が自分から始まります、皆さん、ここに、一
つは公的に行こうとする心と、もう一つは私

皆さんの体と心の統一も、真の愛でなけれ

的に行こうとする肉体があるのです。心は公

ばできません。それゆえに心は体のために犠

的であり、体は私的な立場で闘争するのです。

牲になりながら忘れに忘れ、また忘れてしま

偽りの愛、偽りの生命、偽りの血統によっ

うのです。心とは、神様を身代わりした立場

て生まれたことを否定し、ここで切ってしま

であるので、皆さんの先生の中の先生です。

い、真の愛を中心とした真の愛、真の生命、

その心は、神様が御自身の代わりに派遣して

真の血統に接ぎ木をして再び生きる、このよ

くれた私の中心です。縦的な私です。

うな道を行くことが人類の行くべき道であり、
個人全体が行くべき道です。これが結論なの

先生は若い時、自分の体を制御するために

です。宗教が出てきたのは体を征服させて一

ありとあらゆることをしました。一週間、目

つにするためです。このような立場で真の愛

を開けて寝るのです。いくら千万の美人たち

と一つになって、この地上に暮らして天国に

の中で寝ても、男性のそのスティックが美人

行くことのできる息子、娘を皆さんが生まな

たちの三角地帯に接しても動いてはならない

ければなりません。宗教を信じないで天国に

のです。自分の体をコントロールできない人

行くことのできる真の息子、娘を生むことが

は、天国へ行くことができません。

できる人にはなれずにいます。

地獄の根、天国の根がどこかといえば、世

それゆえに宗教が出てきて体を征服し、一

界ではありません。終わりの日の世界が地獄

つにし、真の父母と一つになって接ぎ木をし、

と天国ではありません。地獄と天国の根はど

偽りのオリーブの木が真のオリーブの木とな

こにあるのでしょうか。あくまでも皆さんの

り、真の息子、娘を生んで、この地上で暮ら

心と体にあるということを知らなければなり

してから永遠にあの世に上がっていく、天国

ません。今までそれが分かりませんでした。

に入っていけるのが創造理想だというのです。

数多くの聖人たちが来て教えてくれ、相対的
世界に適応しようとはしましたが、自体にお

皆さんの体において、この戦争を早いうち

いて闘うこの根拠地を爆破させることができ

に解決しなければなりません。この戦争を終

なかったのです。この統一はここから始めな

えて生きることなしに天国に行くことはでき

ければなりません。ここから始めなくては駄

ません。永遠にあの世で引っ掛かるのです。

目なのです。

深刻な問題なのです。父母が問題ではなく、
家庭が問題ではなく、一族が問題ではありま

サタン世界は地獄へ行くのであり、神様の

せん。一遍にこれが引っ掛かるのです。

世界は天国に行くのです。そうなれば、自主
的な、自分のために生きる世界は悪なる世界

心身が統一されていない人は天国へ行くこ

へ行き、公的な世界、全体のために生きる世

とはできません！ 偽物です、それは！ 国
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が成立しても再び家庭を中心とした七年路程

こにいらっしゃいますか」と言えば、自分の

があるということを知らなければなりません。

中から「ここだ、ここだ」と言うのです。

無慈悲なこのような過程を経なければなりま

人々はそのような体験を多くします。それで、

せん。へびが殻を脱ぐために岩のすき間を抜

人間はすなわち天だという話が出てくるので

け出るのに、大きいへびであればあるほど、

す。

どれほど難しいでしょうか！ 小さいものは

神秘的な霊界の世界に入って、「神様はど

たやすいけれど、大きいものは難しいという

こにいるのか」と祈祷すれば、腹の中から

のです。大きいものが抜け出ながら皮をはが

「どうしたのだ」と答えるというのです。そ

すことができる、そのような狭間があります

のようなことを体験するのです。自分も知ら

か。ですから平たくこのように行きながら、

ないうちに話をするというのです。「そこに

すべてはがれなければならないというのです。

行ってはいけない」と、そのように言うのに、

ですから、大きければ大きいほど難しいので

そこに行けば事故が起こるのです。それは誰

す。世界の統一が難しいですか。霊界の統一

が言うのですか。神様が言うのです。熱心に

がどうなのか考えてみなさい！

祈祷すれば、そのような神秘的な体験をする
境地に入るのです。

皆さんがいつも考えるべきことは、サタン
の血統が自分の体で蠢動しているという事実
です。これをどのように停止させるか、どの

四) 絶対「性」を中心として天国、地獄が
分かれる

ようにこの根源を清算するかということが、
私たちの日々の生活から始まって、生涯路程

男女の初愛とは神様に出会う時間です。結

の使命です。これを清算することができずに

婚して初愛を交わす瞬間は、男性として完成

逝けば、永遠な世界で引っ掛かるのです。天

する場なのです。すべての神様のプラス世界、

国に入るためには、モデルがなければなりま

すべての男性型、右弦型を代表するそのアン

せん。天国に入るためには、神様が創造なさ

テナとして君臨するのです。アンテナのてっ

った公式に従わなければならないのです。そ

ぺんで陰電気と陽電気が出合う正にその場と

うでしょう。公式です。皆さんが学校を卒業

同じなのです。女性と男性が愛し合うその場

しようとするなら、みなその学課を経て、単

は男性完成、女性完成をする場なのです。ま

位を取って、卒業証書を受けるのと同じよう

た、初めて天地の中心として地上に定着でき

な過程があるのです。「これで終わる」とい

る愛の王宮がそこから始まるのです。初めて

う過程があるというのです。同じなのです。

愛の本源地が出発するのであり、また生命が

天国に入るにも公式がなければなりません。

そこから連結されるのです。そうではありま
せんか。血統がそこに連結されるのです。そ

霊界に行けば良心が霊界の体のようになり、

れと同時に、そこから国が生まれるようにな

その体に対する良心の立場に神様が現れるの

ります。地上天国、天上天国は、初愛の門を

です。自分の良心は神様の体になるのです。

開くその場から、愛から始まるのです。これ

皆さんが神秘的な世界に入って、「神様、ど

を知らなかったというのです。
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本宮、分かりますか。その愛の出発地は地

ようになっていた人間ですが、逆さまになっ

上天国の出発地であり、天上天国の出発地で

てごみ箱に入っていかざるを得ないのです。

す。男性と女性が絶対的に一つになる位置で
す。その絶対的な位置で神様が見えない性相

男性完成、女性完成、神様まで完成させる

と形状を分立して人を創造し始めたのと同じ

ことのできるその本郷はどこでしょうか。ど

ように、女性と男性が愛で一つになって息子、

こで神様の愛を完成させることができ、どこ

娘を生むのです。見えない神様が創造したの

で男性、女性を完成させることができるので

を、見える実体になって成し遂げるのです。

しょうか。その中心の定着地はどこでしょう

血を混ぜることのできる力は愛です。血を混

か。これが問題なのです。これを知らなけれ

ぜることができるその軸はどこでしょうか。

ば、地上に愛の理想天国を拡張、拡大できま

どこが発電所かといえば、女性と男性の凹凸

せん。それが目ですか、鼻ですか、手ですか、

が初愛を交わす所です。そこで初めて初愛に

足ですか。どこですか。（凹凸です）。

よって発電し始めるのです。真の愛の発電、
真の生命の発電、真の血統の発電、真の地上

男性、女性が、凹凸が一つになることは、

家庭と共に地上天国の発電、天上天国の発電

神様が完成し、半分である女性、半分である

の震源地がそこです。これを無視する者はあ

男性が完成する立場です。男女が結婚し初愛

り得ないのです。いれば、地獄しか行かない

の関係を結ぶその場から、神様の愛的理想が

のです。とんでもないというのです。

完成する定着地が生まれるのです。男性、女
性の愛を中心とした神様の相対的位置として

男性と女性のその器官がどれほど貴いか分

の完成の位置が決定するのです。これは宇宙

かりましたか。神様が降りてくるのです。神

の核です。これが動けば、宇宙全体が行った

様の解放がここから始まり、神様の歌と踊り

り来たりします。地上天国の本拠地であり、

もその上から生まれるのです。それが愛の王

天上天国の本拠地だというのです。

宮、永遠な王宮と通じるのです。地上天国、
天上天国の初愛の門がそこから始まるのです。

ここは愛の本然の地ですから、愛の本宮と

そうだと思いますか、うそだと思いますか。

いいます。多くの王宮の中で中心宮を本宮と

皆さん、独身のとき、そのように貴く思って

いいます。これが愛の本宮であり、生命の本

いましたか。

宮であり、血統の本宮であり、それから天上

初愛がどれほど怖いでしょうか。初愛を間

天国と地上天国の出発地であり、人間が願っ

違えれば、天下がすべて地獄へ行くのです。

ている自由と幸福と平和がここから始まるの

ここで愛の王宮を失い、生命の王宮を、血統

です。そこは愛、生命、血統すべてのものの

の歴史とすべてを失ってしまい、地上天国と

王宮であり、個人、家庭、氏族、民族がそこ

天上天国の起源を失ってしまいました。その

から連結されるのです。天上天国と地上天国

人はどこに行くでしょうか。原理原則がある

の本然の地であり、出発地だということを知

のにどこに行きますか。存続する所がないの

らなければなりません。それから、自由と幸

です。ごみ箱に入るのです。永遠に暮らせる

福と平和の起源です。女性にとって男性がい
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なければ絶対に暗黒であり、男性にとって女

性と女性がキスして唇が連結しますか。何が

性がいなければ絶対に暗黒です。

連結しますか。凹凸が連結するのです。これ
は偉大な偉業です。この愛によって男性のす

男性が崇拝できる最高の場所とはどこでし

べてと女性のすべてが混ざるのです。一つに

ょうか。女性の顔ですか。女性の胸ですか。

なるのです。それから、そこから男性と女性

女性の体ですか。どこですか。凹凸を合わせ

の血統が連結されます。血統が連結され、渦

ることのできる所は一つしかないのです。そ

巻きの中で、その中央で初めて新しい生命を

のために準備的環境が、社会が連結され、国

中心として歴史が創建され、歴史が連結され

家が連結され、世界が連結され、地上・天上

るのです。一代で終わるのではありません。

天国、宇宙がすべて連結されるのです。これ

永遠な歴史が連結されるのです。地上天国、

が、存在世界の鉄則であり公式です。

天上天国がその場から出発するのです。

平和の基地もそうであり、地上天国、天上

女性は、男性の愛の器官のために暮らすの

天国、すべてのものが愛から始まります。ど

です。愛のために生き、生命のために生き、

のような愛ですか。男性の愛ですか、女性の

息子、娘のために暮らすのです。女性は子供

愛ですか、男性と女性が一つになった愛です

が好きなのです。女性の胸が大きく、おしり

か。一つになった愛です。その男女の愛のど

が大きいのは、赤ん坊のためにそのようにな

こで一つになりますか。顔で一つになります

ったのです。それを満たさなければならない

か、指先で一つになりますか。凹凸で一つに

のです。それゆえに、三代の本宮がどこにあ

なるのです。

るのでしょうか。人間の根本問題です。これ
が、家庭の根本であり、社会の根本であり、

神様の結婚式がアダムとエバの結婚式です。
それゆえに、地上天国と天上天国が同時に生

国家の根本であり、地上と霊界、天国世界の
根本出源地です。

じるのです。愛の巣から出発するのです。男
性、女性の生殖器を中心として、堕落せずに
出会うその時間が、地上天国、天上天国出発

愛の本宮は、神様まで完成させて安息させ

の起源地なのです。三大王圏を樹立しなけれ

ることができる王宮です。これが、どこで一

ばならないその基地が、そこです。その場で

つになるのかといえば、凹凸一箇所です。ア

なければ愛の巣をつくることはできません。

ダムとエバの生殖器、その場が偉大だという
のです。それゆえに、その生殖器は愛の本宮

愛が理想的な天国をなすことのできる出発

といいます。驚くべき言葉です。天地創造の

地なので、愛の中心です。王宮だというので

全体、神様まで完成させて安息させることが

す。生殖器は愛の中心だというのです。それ

できる王宮ですが、本宮です。天国も最初で

が王宮になるためには結婚しなければなりま

はなく、地上の国も最初ではありません。こ

せん。夫婦生活によって愛の王宮がなされる

の家庭から始まるのです。これが本宮です。

というのです。何がそれを連結しますか。男

驚くべき言葉です。
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それからその場は真の愛を中心とした本宮

に与え、神様が感じた喜びを感じ、永遠に実

ですが、真の生命を中心とした本宮でもあり

存的な神様の存在を実体的に体恤できるよう

ます。それからまた、血統を中心とした本宮

にした栄光の場が、どれほど偉大かというの

であり、地上天国の出発地であり、天上天国

です。

の出発地だというのです。それがなければ地

天国において美しい人になろうとするなら、

上天国と天上天国、天国と人間の国が成り立

愛の花がぱーっと咲いて、そこに和合し相対

たないのです。真の愛のこの驚くべき所が、

的世界で花の美しさを現し、花の香りを現し

下品な言葉になりました。天地を滅ぼす亡国

て、その花を通じて新しい種をもつことがで

の種になったがゆえに、今まで最も悪いもの

きる、このような姿をもって地上で生きなけ

として取り扱われました。本来は神聖なもの

ればならないのです。そのように暮らして霊

です。先生方、お分かりですか。朝起きてあ

界に行くようになれば、永遠なるその世界で

いさつをする時、生殖器に「よくお休みにな

もそのような姿で現れるのです。

りましたか」と言わなければならないという
のです。先祖よりも、先祖の愛に仕えること

女性の生殖器が宇宙的な本源なのです。愛

ができる場がその場であることを知らなけれ

の関係を交わすその場が愛の本宮となってい

ばなりません。

るのです。本然の宮中なのです。愛はそこか
ら始まるのです。結婚初夜の愛が愛の本宮の

愛の器官をむやみに扱えば罰を受けるよう

出発なのです。女性の生命、男性の生命が初

になっています。それが愛の王宮であり、愛

めて一つになるのです。それゆえに理想的な

の先祖の園です。愛はそこから出発しました。

生命の本宮がそこであり、血統がそこから始

生命がそこから出発しました。歴史がそこか

まるので、血統の本宮がそこだというのです。

ら出発しました。地上天国の起源であり、天

そして、天国がそこから始まるので、そこが

上天国の起源であり、神様の幸福の出発の起

地上天国の本宮であり、天上天国の本宮であ

源がそこから形成されるというのです。神様

り、人間完成の本宮であり、神様の完成の本

の笑いの基台がそこから出発するのです。愛

宮なのです。

を求めて神様が踊ることのできる場がその場
です。その場を訪ねていかなければなりませ

人間が堕落する時、愛のために堕落したの

ん。それは正しいですか、正しくありません

で、この性器が最も怖いのです。宗教では姦

か。このように貴いのです。

淫することを最も恐ろしい罪として取り扱っ
ています。ですから、アメリカのフリーセッ

神様の花が愛から、人間の花が愛から、地

クスは悪魔の地獄膨脹主義ですか、天国膨脹

上天国、天上天国はこの花が愛で咲くことに

主義ですか。地獄です。地上地獄であり、天

よって始まるのです。ゆえに「真の愛はすべ

上地獄です。これはすべて滅亡するのです。

ての完成の花だ」という、このような言葉が
通じるのです。このように見るとき、夫婦の

文総裁がすべての真理を探求して、霊界、

因縁を通じて神様が創造した第二の創造を私

肉界を探査し、あらゆる経典を探査しても、

696 * 六百九十六

천성경

天聖經
Cheon Seong Gyeong
これは解決する道がありません。神様がいる

五) 夫婦愛が愛の理想の中心の花

かいないか。神様がいるならば、世界をこの
ようにさせた神様を私がそのままにしておか

神様は縦的二性性相をもった方であり、人

ないのです。決着をつけるために闘ったので

間は横的二性性相をもった実体として、二つ

す。人間が生まれた根本原則が何であり、な

が一つとなって、完全な丸いりんごの形をな

ぜ生まれたのでしょうか。男性は女性のため

して、四つの性相形態をもった東西南北に愛

にです。それが真理全体の中で最高の真理で

の理想を引っ張ってくっつけることができる

す。女性の前に理想的な男性は最高の真理で

母体にしようというのが、夫婦の理想です。

す。宇宙全体を完成した以上の真理の本体だ
ということを知らなければなりません。男性
の前にそのような女性も、宇宙の真理の本体
の中の本体です。絶対的な真理体です。

結婚をしたとするなら既に平面的ではあり
ません。平面的な基盤しかありませんが、高
いものが低いものと連結される時は、垂直的

今まで人間が悩んだ根本問題がこのように

概念が生じるのです。平面的な歴史は宇宙を

簡単で、こんなに易しいものだとは、私は本

収拾したり、天宙を収拾できないのです。垂

当に知りませんでした。大変な苦労をしまし

直と水平が出合って九〇度を成す時、それは

た。まさかこうなっているとは知らずに、正

天を地にしても、地を天にしても、前を後ろ

しいもの間違ったもの、霊界に入って、使い

に、後ろを前にしても、右弦左弦、上弦下弦、

道のないものまでくまなく探し、あらゆるこ

前弦後弦どの面を付けてもぴったり合うので

とをしました。ところが、気がついてみると

す。地上完成基準は、霊界のすべての完成に

自分がすべてもっています。「ああ、これを

つながるのです。

知らなかったのだなあ！」と思いました。大
概すべてあるのです。気分が良いでしょう。
宇宙がすべて私の中にあります。宇宙がすべ

絶対的な夫婦の理想を描いて、芸術的な夫
婦を地に築き、今までの地上にない愛の絵を

て私に入っています。

描くのです。その絵をもって天上世界の永遠
真理が他の所にあるのではありません。私

な世界で旅行しようとするのが、霊界に行く

自身にすべて備わっています。学ぶべきもの

ことです。霊界は無限世界へ旅行することで

はありません。先生もそれを尋ね求めてきま

す。そこはお金も必要ありません。御飯も必

したが、真理の世界が宇宙の他の所にあるの

要ありません。服も必要ないのです。愛する

ではありません。霊界だとか何だとか世の中

相対に与えたければ、すべて特権的に、すべ

をすべて調べ、苦労して、すべて探ってみる

て与えるようになっています。金のような服、

と、結局、神様がすべて与えてくれていまし

世の中にない想像だけしていた服を着せてみ

た。あぜんとしました。すべて私にあったと

たければ、愛する心が切実になって与えたい

いうことを知らなかったのです。このことを

気持ちがあれば、相対が現れるのです。どこ

知らなかったというのです。

でも旅行でき、どこでも自由です。
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家庭を芸術化させなければなりません。お
もしろい夫、芸術的な夫にならなければなり

人々も集まって踊るのです。どれほど素晴ら
しいでしょうか！

私は妄想家ではありません。

ません。何かの雑誌に良いことが載っていれ
ば、さっと抜き出して、寝ようとする夫人の

本然の地にすべての元素が連結されていま

前ですてきな声で読んであげるのです。感動

す。根と同じです。根が同じならば津液

を受けて寝る妻の姿を夢に描けば、それが再

（注：体内からしみ出る液）も同じで、葉も

現されるのです。霊界と連結されるのです。

同じで、花も同じではないですか。本質の元

それがどれほど素晴らしいでしょうか。その

素が一体化し得るその期間だけ和するように

ように生きたいですか。そのままおもしろ味

なれば、学ぶ必要もありません。人は、自ら

のない夫婦として生きたいですか。素晴らし

の顔を一〇〇パーセント描けないではないで

く生きようとするならば、素晴らしくあり得

すか。絵以上のものを自分がもっているのに

る姿勢、素晴らしくあり得る方向をとらなけ

絵が必要でしょうか。違いますか。男性、女

ればなりません。それが第一条件です。

性、二人を中心として美しい愛の理想的夫婦
の花が咲いているのに、絵を描いてどうする

霊界に行けば農作業もせず、食べて遊ぶば

のですか。そのように貴いというのです。絵

かりなのに、どのようにしておもしろく生き

が慕うことができ、称賛できる主題をもって

ますか。これを考えてみてください。退屈で、

いるのに、それを分からずにいるというので

どうやって生きますか。けんかもできずに暮

す。しかし、人は服を着るとき、様々な柄で、

らすのに、どのようにおもしろく生きるかと

季節によってこれが環境的調和をつくり出す

いうのです。千年見ても嫌でなく、千年触っ

ように着ます。環境に合わせるために、様々

ても良く、万年聞いても良く、億万年良いと

な文化芸術だとかいうものが必要になったの

いうものがなくて、どのように生きますか。

です。

御飯は毎日のように食べるのです。思いのま
まに食べることができるし、思いのままに得

霊界に入っていき、霊人体が永遠に生きて

られる所です。何でも思いどおりにできる所

いくならば、誰を訪ねていきますか。父母？

です。その時は旅行をして暮らすのです。

兄さん、姉さん？ 子女？ それは子女でも
ないのです。兄さん、姉さんでもなく、父母
でもありません。自分の相対者なのです。な

この世の生活は、一カ月だけテレビを見れ

ぜですか。子女を生んで育てる喜びというも

ばすべて分かります。見るべきものはありま

のは、途方もないものです。夫婦生活をしな

せん。それはみな飽きます。ですから霊界を

がら初めて赤ん坊を生んだ喜びは、最も刺激

知らなければなりません。祈祷と精誠を捧げ

的です。その中でも最初の男の子に最も情が

るならば、霊界の幻想が広がるのです。それ

いき、夫も夫人も一心に心情を投入するので

はどれほど素晴らしいでしょうか！ 天使た

す。それで、初めて生んだ子女を最も愛しま

ちが降りてきて踊りも踊るのです。どれほど

す。長男と次男の差というのは、長男は愛を

素晴らしいでしょうか！ 何百年前の有名な

よりたくさん受けたということです。長女も

698 * 六百九十八

천성경

天聖經
Cheon Seong Gyeong
そうです。その長男、長女とは何かというと、

愛を中心とした王宮といえば霊界の王宮と

父の延長、母の延長なのです。間違いないの

地上の王宮がありますが、これらがどこで接

です。

触するようになるか、それが問題だというの
です。人間と神様がどこで合わさるかという

人間が完成すれば、男性の心の中には神様

話です。それゆえに真の愛と一体となったそ

の性相が入り、女性の心の中には神様の形状

の生殖器というものは本源地です。それが本

が入るのです。アダムとエバの実体の結婚式

源地なので、宮と見れば本宮になるのです。

は、神様の結婚式だというのです。霊界に行

それは神様が出発した宮、最初に始まった宮

ってみれば、それがはっきり分かります。知

であり、それが本宮です。

り得ないこのような理論がみなぴったりと合
うのです。それで、神様はどこにいるのか、

夫とそのようにむつまじく暮らして、死ぬ

夫婦を中心としてもどこにいるのかというと

時には何を考えるかといえば、いつも愛の器

き、それは子宮です。そこにいるというので

官を考えるようになるのです。彼の顔、キス

す。愛の根っこがそこだというのです。歴史

を考えるようになるのです。あの霊界に行っ

始まって以来、文総裁によって、霊界がこの

て残る記憶というのは、愛する夫、妻とキス

ように構成されていて、このような内容によ

して愛し合う、その生殖器を合わせた、それ

って成っているということが明らかにされた

以外にはないというのです。それをつかんで、

のです。

キスしながら死んでいきたいですか。

皆さんが夫婦関係を交わすのを神様が見て

愛によって神様の代わりに生まれて、愛に

いないと思いますか。公開的なのです。これ

よって生きて愛の目的地に到達するために息

は宇宙的に公開するのです。それを知らない

子、娘を生んで、永遠に神様と共に生きるた

のは大きな過ちです。皆さんの先祖がみな見

めに神様のところに帰っていくのです。それ

ているのです。霊界でもすぐ目の前に見えて

ゆえに皆さんが完全に愛で一つになれば、の

います。手のひらに立ってしているように見

ちには神様に似るのです。夫婦二人が一つに

えるのです。ですから、それを恥ずかしいと

なり、このような三段階の愛を完全に成して

思えば大きな過ちです。

霊界に行く人々は、永遠な主体である神様の
前に、相対的な神様になるのです。そうでは
ないですか。愛を中心として夫婦が共に死ね

愛によってなされるすべての調和と万象は、
神様にとっては香りのようなものです。神様

ば、そのようになるのです。ですから、神様
から始まり、神様に帰るのです。

は、このような美しい香りの中で生きたくて
訪ねてこられるというのです。神様の愛が尋

男性、女性たちは、愛し合う夫婦の愛に酔

ねることができる基盤が夫婦の愛の場だとい

って生きなければなりません。これが課題で

うのです。その場は、すべての万物と宇宙が

す。父母に侍っているならば、父母の愛の中

和動する場になることでしょう。

で、家庭の愛の中で生きたいと思わなければ
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なりません。それが理想であり幸福です。幸

息子、娘を生むことができずに霊界に行け

福がほかにあるのではありません。霊界に行

ば、片側だけにいなければならないのであっ

って、霊界がいくら良いからといって独りで

て、思いのままに行き来できないのです。恥

何をしますか。文総裁で言うなら、気分が良

ずかしいのです。それゆえに独身生活を強調

ければお母さんを求めます。お母さん、母を

する者たちは悪魔の直系です。終わりの日に

求めます。母も二人の母がいます。自分を生

追い出される群れは悪魔、サタンしかないの

んでくれた母と、息子、娘を生んだ母。一家

に、彼らはサタンのあとをついていく者たち

に二人の母が暮らしています。そうではない

です。悪魔は天使長であったため相対理想が

ですか。自分を生んでくれた母、それから？

ないのです。それゆえにその世界になってみ

息子、娘の母がいます。それから父の母、お

ると、青少年たちは淪落に陥り、年を取った

ばあさんがいます。母はいいものなのです。

男女は愛に疲れて、悪魔の愛に失敗して独身

そうではありませんか。

生活をするのです。独身生活をする者たちは
すべて、地獄行きで終わるのです。

私は神様に似たし、完成したアダムとエバ

独身生活をする人は、神様の本意のみ旨の

に似たというのです。二つの父母に似たとい

前に犯罪者の立場です。赤ん坊を生まないで

うのです。これが一つになっているために心

産児制限をした人は、あの世に行って、「あ

と体が闘いません。男性、女性が闘いません。

なたの息子、娘を通して天下を統治できる王

完全に一つです。霊界と肉界と神様と、創造

子、王女を送ろうとしたのに、この有様は何

主と創造物が一つになることのできる完全な

ですか」と審判されます。霊界に行けばすぐ

位置において、新しい泉がわき出てくるので

に分かります。すぐに分かるというのです。

す。これが平和の起点です。平和の出発です。

千年万年の恨の歴史の中で苦労した先祖の功

幸福の出発です。理想の出発です。希望の出

を自分一代、一族を通して福を与えようとし

発だということを知らなければなりません。

たのに、その首を切ったというのです。

しかし、これを失ってしまったので、再び復
乙女で暮らして一人で逝った人々、男性も

帰しなければなりません。

一人で逝った人々、そのような者を何という
のですか。死んだのちにモンダル鬼神（注：
霊界に行って、男性に生まれて一人で生き

独身のまま死んだ男の鬼神）と言いますが、

てそのまま行った者たちを見ると、良い所に

死ぬ前だと何と言いますか。モンダル鬼神は

行っていません。良い所に行けません。神様

死んだのちに言うではないですか。そんな言

を見つめる時も視線を下げます。「こいつ、

葉はないのですか。それは何というのですか。

なぜ視線を下げるのか」と言うのです。男性

独身女性。これでは困るのです。

で生まれて天地調和の、陰陽の合徳を知らず、
愛を知らずして来た僧に、天地大道の中心で

どこに行っても和合できません。女性の世

ある愛の道理がどうして分かるでしょうか。

界に行ってもこのように立ち、男性たちの世
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界に行ってもこのように立ち、行く所があり

神様は真の愛の本体なので、真の愛と連結

ません。方向は陰になった所、陰の世界、か

されればすべてが同じ体になります。父母は

といって自分は振り返ることができないので

神様を身代わりした生きている神様であり、

す。和合は愛を中心として東西南北に通じる

夫と妻はお互いに他の片方の神様であり、息

ようになっているのに、方向がぴたっと固着

子、娘はまた一つの小さな神様です。このよ

されているために振り返れないのです。私は

うに三代が真の愛を中心として成された家庭

分からないので、死んでみてください。

組織が天国の基盤です。そのような基盤を成
さなくては天国が成されません。家庭という

祝福を受けた血統を汚してはなりません。

ものは宇宙の中心です。家庭完成は宇宙完成

それを皆さんはよく知らなければなりません。

の基礎になるので、家庭で愛するように宇宙

天国を受け継ぐことができる、相続を受ける

を愛すれば、どこでも無事通過です。こうい

ことができる財産です。それは血族の文書、

う場合神様は、全宇宙の父母として、愛の複

血統の家の権利書と同じです。族譜と同じなの

合的な中心の位置にいらっしゃいます。

です。純潔をどのように守るかというのです。

統一教会の「原理」でいう四位基台は、三
代愛圏をいうのです。三代が一つの家に暮ら
しながら愛によって和睦して幸福になるとき、

六) 天国は家庭単位で入る

天地創造の理想が実現されるのです。夫婦が
私たちの家庭と天国は類型のようです。我

愛し合わなければならないということはもち

が家には父母がいて、夫婦がいて、子女がい

ろんですが、子女たちを愛で祈祷してあげて

て、兄弟がいます。我が家は愛で一つにする

精誠の心で見守ってこそ、家庭が和睦して幸

ことができます。ここでは統一がなされ、生

福になるのです。これが縦的に成って横的に

命が連結され、理想を実現させることができ

連結されるとき、完全な愛が成されるのです。

ます。ですから、皆さんは夫婦の愛を尊重で

いとこと、またいとこ、兄弟たちまで愛で一

き、父母の愛を尊重できてこそ天国に行くこ

つになってこそ、初めて愛の円形になって完

とのできる資格者になれるのです。

全になります。

祖父母は父母の前に愛を相続してあげたの
であり、父母は夫婦の前に愛を相続してあげ

家庭は天国完成の基本単位です。天国は一

たのであり、夫婦は子女の前に愛を相続して

度行ってみると戻りたくなく、十回、百回会

あげています。ここで、どの愛を否定しても

ってもまた会いたい、その方がいらっしゃる

天国はなされません。自分たち夫婦の間で愛

所です。万民が共通にそこに行きたいと思い、

し合う以上に父母を愛し、自分の父と母を愛

その方に会いたいと思い、その方のように生

する以上におじいさん、おばあさんを愛さな

きたいと思うならば、世界は統一されるはず

ければならないという結論です。これが、す

です。そこに向けて進んでいるのが統一教会

べての天国の核心になって、理想的モットー

です。しかし、それは一度になされるのでは

になるというのです。

ありません。先に個人の基台が立ち、それか
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ら家庭の基台が立ち、それから民族、国家、

うのです。天国は父母と子女、氏族、民族、

世界へと伸びていくのです。

国家がすべて入っていくところです。

家庭天国を成す所で、初めて神様が理想と

天国生活はどこからですか。家庭からです。
他の所から始まるのではありません。天国は

する地上天国が定着するようになるのです。

家庭を立体的に拡大させたにすぎないのであ

これが、四位基台にならなければなりません。

って、家庭圏を外れたものではないというの

「統一原理」では「創造理想完成は四位基台

です。それゆえに皆さんが自らの妻や夫を抱

完成だ」と言います。それはなぜですか。神

くときに、これは世界の男性と女性が一つに

様とアダムとエバを中心として三段階を経て、

なるのだと考えなければなりません。このよ

縦的世界と横的世界が生まれれば四位基台が

うに世界人類を愛したという条件を立てるこ

成されるからです。アダムとエバの息子、娘

とのできる位置が、正にこの家庭です。

がいてこそ横的な世界が生まれます。このよ
うになれば縦的な世界が自然に生じるのです。

神様の創造理想世界とはどのような世界で

体を中心とした体の横的基準が息子、娘であ

すか。真の父母圏を通じ、地上天国と天上天

り、心の横的基準が霊界だというのです。そ

国が成された世界です。天国は愛の基盤を通

こで初めて神様が臨在なさることができるの

じてのみ成されます。堕落した世界には、真

で、地上に天国が実現されるのです。

の父母の愛を受けたことのある人が一人もい
ないし、現れた痕跡もありません。霊界も同

統一教会の救援観というのは、夫が天国に

じです。真の父母の愛を受けて逝った者がい

行って夫人は地獄に送ろうというものではあ

ないからです。神様を中心とした創造本然の

りません。二人とも天国に行こうというもの

家庭的基台には男性の愛、女性の愛、息子の

です。父母を地獄に送るのではなく、父母に

愛、娘の愛、父母の愛、神様の愛がすべて入

侍り、息子、娘も連れて天国に行こうという

っています。このような消化された位置で父

のです。
統一教会は自分が愛する家庭、自分が愛す

母を愛し、夫を愛し、息子、娘を愛すれば、

る氏族まで一切を連れて天国に行くことので

誰でも天国生活をするのです。

きる道理を教えてあげる宗教なので、他の宗
統一教会の使命は何ですか。統一教会は過

教とは次元が違います。それゆえに今までの

去の宗教とは違い、個人的な救いだけを願う

宗教は独身生活を強調しましたが、統一教会

宗教ではありません。堕落しない本然の理想

は家庭を重要視するのです。家庭を中心とし

世界を願う宗教です。本然の理想世界は、完

て行くのです。その家庭は世界のための家庭

成した人間が神様の愛の中で夫婦の因縁を結

であり、神様のための家庭です。これが、統

んでその息子、娘を生んで天国に行く所をい

一教会の食口たちが行くべき道です。

うのです。父は地獄に行って母が天国へ行け
ば、それが天国でしょうか。父母は天国へ行

統一教会では、個人としては絶対に救いを

って子女が地獄に行けば、それが天国かとい

受けることができないと考えます。個人とし
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て天国へ行けないのです。一人では行くこと

して捨てるでしょう。同じです。原則的な基

ができません。原則がそうです。エデンの園

準を探さなければならないのです。

のアダムとエバの二人が一緒に天国へ行くよ
うになっているのであって、夫または妻だけ

自らの祖父は天の特権大使です。万一アダ

天国へ行くようになっていますか。夫婦が一

ム家庭が堕落しなかったとすれば、おじいさ

つになり、家庭が一つにならなければ、天国

んに神様に対するように侍るのです。歴史を

へは行けないのです。それが理想であって、

通じて霊界に行った先祖の中で、一番最後の

父は地獄に行って母は天国へ行けば、それが

人として残された主人がおじいさんです。で

天国ですか。天国は夫婦が行かなければなら

すから神様の身代わりです。そして、お父さ

ないのであり、家庭が行かなければならない

んはこの世界の家庭の王です。皆さんの父母

のであり、家庭だけでなく、一族が行かなけ

はみな、現代の六十億人類の家庭の王なのです。

ればならないのであり、国家全体が行かなけ
ればならないのです。

おじいさんは、天国である霊的世界を象徴
するのです。ですから、おじいさんに神様に

おじいさんに神様のように侍り、父母に天

対するように侍らなければなりません。天国

下統一させることのできる父母として侍らな

の全権大使です。それから父母は、現在を象

ければなりません。おじいさんは天上世界の

徴するので、世の中のすべての人類家庭を代

特派員です。全権大使です。お父さんはこの

表した王と王妃です。父母は、人類を代表し

世の全権大使です。自分は二つの国、地上天

た王と王妃だというのです。そして、息子、

国と天上天国の全権大使として、息子、娘と

娘は未来です。未来において霊界と地上世界、

して、後継者として育っていると考えなさい

二つの世界の王権を受け継ぐことができる王

というのです。そうすれば、間違いなく霊界

子、王女だというのです。

に直行するのです。霊界へは、本来そのよう
な人々が入っていかなければならないのです。

おじいさんは過去を表徴するのであり、過

ところが、今日キリスト教では「信じれば天

ぎた時代の主体は天国、霊界です。おじいさ

国に行く」と言いますが、いい加減な話はや

んは霊界と地上を連結した代表者だと言うこ

めなさいというのです。行ってみなさいとい

とができます。神様と善なる天国のすべての

うのです、どうなるのか。あぜんとすること

ものを、地上にある自らの家庭に連結させる

でしょう。

神様の大使です。神の国の大使とは誰ですか。
おじいさんです。

「こういうことになっていようとは。こん
なはずではなかったのに」と言うことでしょ

国を形成するには家庭がモデルになります。

う。こんなはずでは、とは何ですか。原則と

家庭が第一段階です。家庭から始まるのです。

異なればすべてそのようになるのです。原則

それを知らなければなりません。そこを見れ

があります。数万数千いるとしても、誤った

ば、おじいさん、おばあさん、父と母、子女

ならばすべて肥だめに入るのです。火で燃や

の三段階がありますが、これを拡張するとき
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は三つ、四つ……。これをくっつけるのです。

兄弟の完成、夫婦の完成、父母の完成をみな

これを中心としてこの世にも通じますが、霊

成さなければならないのです。

界にもそのまま通じるのです。世界を見れば

家庭では父母を中心として孝子になれとい

世界にもおじいさんレベル、それから父母レ

うのです。その次には、国を中心として忠臣

ベル、その次には自分のレベルがみなあるの

になれといいます。また、世界を中心として

です。ここで練習するすべてを世界へ拡張す

は聖人になれといいます。聖人とは世界を愛

れば、どこでもすべて合います。

する人です。聖子は神様の息子になるために、
神様と天国の宮法と天国の宮に暮らす人まで

家庭を見れば、そこにはおじいさん・おば

愛するのです。

あさん、父母、息子・娘がいます。これが三

このような人は、愛を中心として暮らす人

代ですが、歴史をおいて過去からつながって

なので、愛の生命を尊重視し、愛の血統を尊

きたのです。おじいさんは、先祖から今まで

重視するのです。このようなことを尊重視し

霊界に行っている天国の私たちの先祖を代表

ながら、世界のどこでも、故郷のように暮ら

し、我が家の中に派遣された全権大使なので

すことのできるそのような所が人間の求めて

す。ですからおばあさん、おじいさんに誰に

いくべき理想郷です。このように暮らす人が

対するように侍らなければならないかといえ

霊界に行くようになるときは、神様の前に躊

ば、神様に対するように侍らなければなりま

躇することなく直行できるということを、皆

せん。そのように侍ることによって、天国の

さんが記憶してくださるようお願いします。

出発を見るようになるのです。
七) 「ため」に生きれば天国に行く
霊界には、家庭を連れて入らなければなら
天国は犠牲になった者が主人となるのです。

ないという原則があるのです。なぜ息子、娘
がいなければ駄目なのですか。子孫というも

家庭は氏族のために、氏族は民族のために、

のは本来、縦的な神様の愛と横的な父母の愛、

民族は国家のために、国家は世界のために、

神様と父母の血が縦横に混ざり合って生まれ

世界は天宙のために、天宙は神様のために犠

たものです。したがって、後孫をもつことが

牲になるのです。結局、目的は神様に到達す

できなかった人は、霊界に行って天地の調和

ることです。神様を占領するのです。生命を

を成すことができず、東西南北に拍子を合わ

もったすべての存在の最高理想は、神様の愛

せられないというのです。後孫をもたなけれ

を占領することです。それを最高の目標とす

ば、あの世に行っても、遊んで休むことので

るというのです。その特権をもっているのが

きる場がないというのです。

人間です。

息子、娘を生んで正統的な家庭訓練をする

霊界に行けば、相対を重要視し、全体のた

ことができなければならないし、また一族を

めに奉仕し、犠牲になった人が高い所に行く

率いた長になって霊界に入らなければなりま

のです。それが天国民の共通した性格です。

せん。霊界に入っていくときは、子女の完成、

どのような人が高い霊界に行くかといえば、
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すべてのものを投入して、神様のように投入

ところがありません。霊界の先祖も、呼べば

し、投入して忘れてしまう人です。人類救援

さっと出てきて、会って何かを尋ねてみるこ

のために多くの人々を神側に引き寄せた人が

ともできるのです。

天国に行くのです。天国の国民をどれほどた
宇宙を造った神様は、宇宙の法度を立てた

くさん連結させるかによって、霊界での自ら

神様は、どのようなお方なのでしょうか。全

の立場、位置が決定されるのです。

宇宙を通じて誰よりも「ため」に生きる代表
「ため」に生きる経験ができず、愛をもっ

的な立場に立った方です。その方が神様だと

て生きられなかった男性、女性がどれほどか

いうのです。それゆえに、その方に会おうと

わいそうか、霊界に行ってみればはっきり分

するなら「ため」に生きなければなりません。

かるようになります。あの世はすべて、「た

その方は知識の大王ですが、「知識をもって

め」に生きる人だけです。ここでそのように

神様の前に来い」とは言わないのです。能力

生きれば、そのまま神様のところにひゅっと

の大王ですが、「能力をもって来い」とは言

上がっていきます。それを知っているために

わないのです。権力に対する、お金に対する、

文総裁は、今まで現れることを嫌いました。

物質に対する主人であり、大王ですが、「そ

弟子たちをみな前面に出して、栄光ある立場

れをもって来い」とは言わないというのです。

をみな譲ったのです。

「ため」に生きて来れば、すべてが来ること
ができるというのです。

真を求めて行くならば、心は絶対「ため」
に生きることができ、体もそうならなければ

私たちの本郷は、神様のために存在する者

なりません。これが一つになって天地に神様

たちだけが入る所であり、「ため」に生まれ、

を中心として九〇度で連結されれば、東西南

「ため」に生き、「ため」に死んでいった

北、上下、高低どこに行こうが分かります。

人々が入る所です。これが、私たちの本郷の

自動的に霊界が通じます。学ばなくてもみな

理想的構造であるがゆえに、神様は本郷に訪

分かります。文総裁のような人がどのように

ねるようにするために歴史過程に数多くの宗

して天地の秘密をすべて知ったのでしょうか。

教を立てて訓練させてきたのです。宗教が柔

その境地に入ると、みな分かるようになりま

和謙遜にし、犠牲にならなければならないと

す。真の愛を中心として心と体が共鳴する境

教える理由は、霊界の法度がそうであるがゆ

地にぴたっと入ると、みな見えたというので

えに、宗教が霊界に帰らなければならない人

す。神様も見え、天上世界がすべて見え、歴

間たちを地上生活の過程でその霊界にふさわ

史が見え、すべて見えます。

しくなるように訓練せざるを得なかったので
す。それゆえに、高次的な宗教であるほどよ

なぜですか。真の愛を通して関係を結び、

り次元の高い犠牲を強調し、奉仕を強調した

因縁を結び、理想的生活をすることのできる

のです。それは、普段の生活を通してその世

環境的要件が、本来、神様の創造理想の原則

界に一致させようというところに、その原因

であったため、その境地に入ると、通じない

があるのです。
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お金についていきたい人は、永生の道を行

くのです。「ため」に生きなかったからです。

くことはできません。知識についていく人も、

牧師たちの心情を見ると、自分が恵んでもら

永生の道を行くことはできません。知識に、

うことを考えるのであって、与えて生きよう

学問に、永生がどこにありますか。知識は多

としないのです。父母というものは、いくら

いほど、知れば知るほど驕慢になるのです。

子女に与えても、また別の何かを準備し与え

驕慢の主人が、驕慢の親分がサタンです。サ

ようとするのです。与えたい心が連結される

タン世界の近くへ行くのです。教授の方々、

そのような基盤には、発展があるのです。

済みません。私が知っている真理はそうです。
霊界と人間が関係を結べば隠すことができ

死んでみてください。私が間違ったことを言
ったでしょうか。霊界へ行ってみてください。

ないのです。水を見れば、水は必ず上から下

行ってみて、その時私に抗議してください。

へ流れ落ち、空気は空間があれば満たそうと

正しく教えてあげるので、正しい先生でしょ

するのです。これと同じように、霊界が動く

う。そこでも先生で、ここでも先生です。取

所には空の所がありません。満たされるとい

るに足りない先生ではありません。

うのです。水を受けようとするなら器が空で
なければなりません。器がいっぱいであれば、

霊界に行けば、固執というものが大きい怨

空いている残りの所にしか満たされないとい

讐です。国会議員をしていた人々が霊界に行

うのです。同じように、空気も空いている部

けば、本当に困るのです。それをはっきり知

分にはみな入りますが、ふさがっていれば、

らなければなりません。教授たちを再教育す

そのふさがった部分には空気を満たすことが

べきですが、皮をはいで労働者の立場から汗

できないのです。

を流させるのです。汗を流して、地も耕して
みなければなりません。そうしなくてはなり

霊界にさっと行ってみると、千年万年にな

ません。そのような意味で私が教授をすべて

る人々が、すべて自分を中心として集まろう

結び合わせましたが、今まではこの人たちを

とするのです。自分が動くと、群れをつくっ

厚遇しました。そのようにしていては、霊界

てすべて集まってくるのです。皆さんも先生

に行って讒訴します。「先生はこのことを全

と近い所で生きたいでしょう。近い所で「こ

部知りながら、なぜそうしたのですか。なぜ

のように見ながら生きたい」と、そう思うの

正しく教えてくれなかったのですか」と言う

です。それは誰がそのようにしますか。自分

のです。これは事実の話です。行ってみてく

ではないのです。天運が、宇宙の法則がその

ださい、私の話が正しいか正しくないか。

ような人を中心として、みな集まって一つに
なるようにしようとするのです。それが原則

霊界に行ってみれば分かりますが、すべて

です。いくら「離れなさい」と言っても、離
れることができません。

「ため」に生きる人が行くのであって、
「『ため』に生きろ」と言う人は行くことが

「ため」に生きる人になりなさい。これが、

できません。ですから、学者になり、世の中
で大統領になり、王になった人々は地獄へ行

天宙生成、形成の根本なのです。神様も「た
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め」に存在するのです。このように見れば、

り「ため」に生きる、より犠牲になる人が中

平和の世界が目前に展開するのです。天宙の

心者になるのです。

すべてのものの中で、これに逆らうものはあ
りません。このように主体的、生成の根源、

「ため」に生きる人は滅びません。また、

エキス的、核心的な立場に立ったその人は、

「ため」に生きる人は霊界でどんどんコーチ

天宙、神様までも歓迎するのです。先生のよ

してあげます。どんどん新しいものと関係を

うな人がそうなのです。今、皆さんは、その

結ぶようにしてあげるというのです。新しい

ようなことを知らないために実感できません。

ものと関係を結ぶから、その人は自然に有名

霊界も先生を中心として動いているのです。

になり、世界的に知られるのです。

そのような世界を知らないでしょう。それゆ
父母は苦労する息子、娘を先に考えるので

えに、いい加減にしているのです。

す。それゆえに心情の潮流というものは何で
真の愛を中心として「ため」に生きる人は、

しょうか。かわいそうな人々を訪ねて、いか

夜でも昼でも天宙万宙どこに行こうが歓迎を

にして自分のようにさせるか、ということを

受けるのです。皆さんは、いずれ霊界の展示

実践できなければならないのです。そのよう

場に展示されるのです。人間の博覧会をする

になれば、世の中はすべて私に反対して冷遇

所が霊界です。霊界では、地上でどのような

しますが、神様と天国は私を擁護するという

生涯を生きた人間なのか、すぐ展示されるの

のです。神様を中心として、霊界の霊人たち

です。そこでびりになりたいですか、皆が称

が私を擁護し、保護して回るのです。雲のよ

賛する人になりたいですか。どちらですか。

うに私を擁護してくれるのです。
それゆえに、そのような人々は滅びません。

最高に称賛を受ける人になりたいでしょう。
そのようになるためには、先生が話すとおり

それが過ぎるようになれば、雲が環境をすべ

に生きなければならないというのです。最高

て巻き込んで整理するのです。ですから投入

に称賛を受けようとする前に、最高に「た

して苦労した代価ぐらい、創造することがで

め」に生きなさいというのです。そのような

きるというのです。私は苦労して迫害されま

人は、間違いなく中心者になるのです。

したが、天運があとから来て、その基盤を築
いてくれるのです。聖人たちは当代では迫害

青年たちはそれを知らないのです。二十人

を受けますが、後代において名を残すのは、

の友人たちがいるとするならば、友人たちの

霊界が、天が、天運がそうしてくれるので、

中心として残る人は誰ですか。「お前たち、

そのような現象が起こるのです。

すべて私のためにしろ」と言えば、すべて逃
げてしまうのです。二十年、十年、一生を終

天国に行こうとする人は悲惨に生きろ、悲

える時まで、死んでもその友人のために生き

惨に死ね、悲惨に逝けというのです。その言

た場合には、霊界があるならばそこに行き、

葉が良い言葉ですか、悪い言葉ですか。良い

すべて彼を中心として集まるのです。それは

というのです。それなら、死ぬほど出ていっ

間違いない真理です。「ため」に生きる、よ

て伝道しろという言葉も良い言葉です。他人
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のために命を捨てろというのです。自分のた

第二章 霊界はどのような所か

めにではなく、他の人のために、世界のため

一 霊界の実相と法度
一) 霊界は時空を超越した無限の世界

に、天下のために命を捨てれば、大宇宙の主
人として立ててくれるのです。

霊界がどれぐらい広大無辺な世界か知って
いますか。今日、この宇宙だけで見てもそう
永遠に残るものがあるならば、それは公的

です。二百二十億光年以上になる宇宙です。

な苦労です。公的な苦労をして霊界に行った

これがどれほど大きいかといえば、光が一秒

のに、そこで滅びたなら先生に抗議してもか

間に三億メートル、一秒間に地球を七回り半

まわないのです。民族と世界、天地のために

回ることのできる速度で一年間進む距離を一

働いている途中で打たれる人が賢い人です。

光年と言いますが、それが二百二十億年かか
るというのです。二百日ではありません。で
すから、宇宙がどれほど大きいでしょうか。そ

悟りの道に入った人は、死ぬ時まで死の道

れがすべて私たちの活動舞台だというのです。

を行かなければなりません。死んでする苦労
を生きて蕩減するので、そのような道を行か

神様は、時空を超越して存在するお方であ

なければならないというのです。死んで億千

られます。今日の時間や空間世界を超越して

万年苦労するのを縮小させ、生前に蕩減して

存在するのです。霊界に行けば、一年という

しまおうというのです。このように悟りの道

年がありません。一年、二年、一日などとい

は、永遠に行くべき受難の路程を、この地上

うものがないのです。それは便利なことでし

で苦難の道を歩いていくことで蕩減しようと

ょう。寝もしないのです。霊界に行けば寝な

いうものです。

いで暮らすことができます。食べないで暮ら
すことができます。思いのうちで食べて生き

統一教会に来るようになれば、「地上で良

ていくことができるのです。例えば、目であ

い生活をしなさい」とは言いません。この上

る物を一度見て「いいなあ」と思えば、千年

なく貧しく、この上なく苦労して死んで道端

も万年も忘れられないというのです。そうで

に倒れ、犬もかみつかない死骸を残したとし

あったら本当にいいでしょう。

ても、その場には花が咲く日が来ることでし
ょう。そこには、すべての神聖な人々が集ま

天国は太陽系のように一年を三百六十五日

って都をつくることでしょう。統一教会の群

として地球のように軌道を回って、一日は二

れを国のために、世界のためにうんざりする

十四時間でという、そういうものはありませ

ほど苦労をさせて、孝子、忠臣にしてみよう

ん。私たちの言う一年、二年というのは、地

というのが先生の考えです。「行かない」と

球での話です。太陽系を中心とする惑星の立

言うならば、張り飛ばさなければならないの

場から一年を定め、地球が一回り自転するこ

です。足でけ飛ばしてでも現在の悲惨さを、

とを一日と定めているのです。霊界は、地球

現在の難しさを克服させるのが愛です。

が一回り自転するように回ったり、太陽を中
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心としてその軌道に従って一年を回るという

の世界にあるのが人生であると、このように

決まりがありません。朝なら永遠に朝です。

見るのです。

そこには日や年の概念がありません。
神様はどのようなお方なのでしょうか。神
霊界は時間と空間を超越しているので、一

様は宇宙の存在世界の心のような方です。神

秒間に何億万里も行くことができます。広大

様は宇宙の心のような方です。皆さんは心を

な世界が時空を超越しているので、一秒間で

見ることができますか。霊界は心のような生

も何億万里も行くことができるのです。広大

活の世界ですが、これは時間と空間を超越し

な世界が時空を超越しています。千年前が見

た所です。そこでは御飯を思いのままに食べ

え、何万年前が見えるのです。見えるのです

ることができます。御飯の心配をする必要が

が、何を見ようとするのでしょうか。他のも

ありません。水の心配をする必要がありませ

のは見ません。誰に会いたがるかと言えば、

ん。飲み物の心配をする必要がありません。

男性であれば女性に会いたがるのです。そし

服の心配をする必要がありません。衣食住す

て、会ってからは、その人の心中にある本然

べてのものを超越しています。そこでは億千

の愛の大きさがどれくらいなのか、その人の

万里をあっという間に往来するのです。何の

もっている愛の量がどれくらい多いのか。こ

力をもってでしょうか。愛の力をもってその

れが測定基準となるのです。

ようにします。愛する人に会いたいと思えば、
さっと現れます。

霊界の中心は何ですか。それは絶対的な神
様を中心として構成された世界です。その絶

動物がそうなのに、万物の霊長である人間

対的な神様がいるなら、その神様は天地創造

は飛んでみたいでしょうか、飛んでみたくな

の時の宇宙の起源になられる方です。彼によ

いでしょうか。ですから人間は飛び回るよう

らないものがないというのです。それに属し

になっています。霊界は飛行機なしに何百光

ているために、それに属した全体はそれとと

年になる世界をあっという間に行ったり来た

もに感じ、それとともに因縁をもっているの

りします。一度行ってみたくないですか。

です。例を挙げれば、私たち人間は約百兆個
になる細胞をもっていますが、すべての細胞

神様に「あらゆる昆虫までも飛び、鳩のよ

自体がどのような分野であろうと感じさえす

うな鳥も飛んでいるのに、人はなぜ飛べない

れば、直接頭脳に連絡されるのです。

のですか」と聞けば、神様が何と言うでしょ
うか。神様があの霊界の高い所から尋ねてく

天地創造の創造主を中心として連結される

る時に歩いてくるでしょうか、さっと飛んで

すべての存在もそれと同じだというのです。

くるでしょうか。霊界は無限大の世界なので

しかも、人間として生まれ、善でより次元の

す。このごろは人工衛星が金星に行くのに、

高い価値のものを追求しながら生きることは、

十四年間かけて飛びながら、キャッチして写

神様を根源として始まったものです。それゆ

真を撮って送ってくる時代ですが、この霊界

え過程を経て根源と通じることのできる結果

は十四年ではありません。一瞬のうちです。
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霊人体は稲妻より速いというのです。それゆ

霊界に行ってみれば、男性、女性が一人の

え、霊人のように活動する神様についていき

大きな人に見えるというのです。人は何です

ながら、共に愛の主体の対象になって生きよ

か。皆さんはみんな一つの細胞のようなもの

うとするならば、飛び回らなければならない

になります。全宇宙がみな、男性、女性のよ

でしょうか、歩き回らなければならないでし

うに見えます。そのように見えるというので

ょうか。この体では何歩も歩けません。

す。それは合わせたものです。このように歩
けば、宇宙が歩くのです。その中に入った人
は神様の細胞と同じです。一つの体になって

あの世の広大な大宇宙を見つめる時、ダイ

いるのです。

ヤモンドの星がないと思いますか。黄金の星
がないと思いますか。それがすべて自分の所

霊界では説明が必要なく、弁解が必要あり

有だというのであり、その楽しさで暮らすの

ません。ちらっと見ればすぐに分かります。

です。神様がつくってくださった驚くべきも

あの人が私の下なのか、横なのか、高い位置

のを自分が見て……。愛するすべての群れが、

なのかすぐに分かります。何億年前のおじい

神様の愛する群れ全体が一つになって、大移

さんであった人にも会えば、愛のその位階と

動しながら暮らせる理想世界だというのです。

いうものはすぐに……。その位階は絶対的で

そこに同伴者になり、同参者になってみたい

す。その位階が高い人は自然にその位階に合

ですか。

わせて自分が立つ位置に立つようになってい
るのであって、いい加減ではいけません。世

霊界があるということを知っていますか。

の中とは違うのです。中傷、謀略して出世し

どのくらいはっきり知っていますか。この世

たり、そのような人はそれがすべて逆になっ

界よりももっと確かなものです。その世界は

ているのです。その反対になるのです。です

どのような世界ですか。神様が「良し」と言

から正道を見なさいというのです。

える構想でもってすべてのことが可能な世界
霊界に行っている人間は何を願うのでしょ

です。

うか。霊界は自分が置かれている基準ですべ
考えてみてください。数多くの人が行って

てのものを補給できる世界です。願えばすぐ

いるのですが、一瞬のうちに彼らに祝宴を催

です。主体的な能力がある人なら不可能がな

しても余りがある理想世界です。霊界に行っ

い世界です。もし、百万人の祝宴を催すなら、

ているあらゆる国の人、何百億になるその

考えると同時に百万人が広場に現れ、すべて

人々を集めて、瞬く間に祝宴を催しても余り

の準備が可能なので、百万人の祝宴を一瞬の

があるのがそのような理想世界です。そのよ

うちにできるのです。そのような世界です。

うな世界、レバレンド・ムーンはそのような

何が可能にするのでしょうか。原子力が分裂

世界に向かっていくのです。この世を見つめ

作用において熱が出るのと同じように、皆さ

ていくのではありません。ここで、そこに合

んが愛の分裂作用をすれば、瞬く間に可能に

わせていくのです。

なります。それはありそうな気がしませんか。

710 * 七百十

천성경

天聖經
Cheon Seong Gyeong
霊界がそうです。私が「どこかに行く」と

べての霊界が関心をおきます。「ああ、あの

言う時は既に行っているのです。あの大宇宙

人の所に行けばおもしろい」と言うのです。

が自分の活動舞台になると考えてみなさい。
愛が先んじなければなりません。「ああ、会

霊界では距離と時間を超越します。時間が

いたい。会いたい」と、こうでなければなり

ありません。何でも見たいと思えばすぐに現

ません。自分の相対のように、自分の愛する

れます。膨大な天国がすぐに通じるのです。

人のように、会いたければさっと行くのです。

この地上で電話も距離の問題がないでしょう。

あの世で芸術家に会えば、自分が芸術的なあ

そのようにどこでも通話ができるようになっ

らゆる素質を一瞬のうちに啓発してついてい

ています。そのような世界が背後の動機地、

くのです。万事が可能な世界です。ですから

発電所のようになっているのです。

あの世に行けば、歌う所では歌い踊るのです。
みな喜んで心と体が和動して踊ったり歌った

霊界に行けば夜があるでしょうか、ないで

りするというのです。どれほど美しいでしょ

しょうか。霊界に行けば、この地球星にも通

うか。神様が絵を描くにも一等ではないです

じることができ、この物質世界にも思いのま

か。そうでしょう。神様が傑作品の絵をはっ

まに通じることができます。水中にも行くこ

て眺めるでしょうか、傑作として行動する創

とができ、大地を垂直に通ることもできるの

造物を眺めるでしょうか。どちらを喜ぶでし

です。宇宙には星が無数にありますが、真の

ょうか。傑作品は必要ありません。そして、

愛の相対として神様の愛をもって行く所は道

その世界は愛の心に酔う最高の場であるがゆ

がぽんぽんと通じるのです。愛の速度が最も

えに、年を取りません。年を取らないという

速いです。最も速いのです。光の速度は一秒

のです。お母様も年を取りましたが、私が見

間に三億メートルという距離を進み、地球を

るにはいつも最も美しい時の姿なのです。

七回り半を回ることができると言います。こ
れは、それより何千倍も速いのです。億千万
里でも、真の愛ならば瞬時に行くのです。膨

いつもかんかんに晴れた日だけあれば、ど

大な霊界でも一瞬のうちに活動できます。

れほど退屈するでしょうか。そこに霧もかか
ったり、月に雲のかさをかけたり、このよう

皆さんが霊界に行ってすることは何だと思

に月も見えなくて……。ありとあらゆる気候

いますか。あの世ですることとは何でしょう

の変化を見れば、どんなに芸術的でしょうか。

か。考えてみなさい。そこで金もうけをする

考えてみなさい。一つの美術世界です。芸術

のでしょうか。服が必要で、家が必要でしょ

世界です。あの霊界の澄んだ世界に自分が雲

うか。皆さんが願うことは瞬間的にすべてか

をかけたければ雲をかけることができ、霧が

なえられます。霊界では私のために現れなさ

かかるようにしたければ、霧がかかるように

いと、いくら死ぬと大声を出して騒いでも駄

できる、愛によってそのすべての多様な感応

目です。これを知らなければなりません。反

圏をつくることのできる特性をもったそのよ

対に、私が神様を愛し、世界を愛し、天国の

うな人間になれるというのです。ですからす

王子の立場で、王に仕える中で「あらゆるも
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のが必要だから現れなさい」と言えば瞬間的

霊界に行くのです。障害者も霊界にはいませ

です。瞬く間にもてなかったものを……。想

ん。足の不自由な人、病を患っていた人も、

像が及ぶことはすべて可能な世界が霊界であ

肉身を脱げばいかなる障害もありません。

るということを知らなければなりません。
霊界ではどのような年齢で暮らすのでしょ
愛は熱に例えて表現されます。熱で例える

うか。最も美しい年齢の時の姿で暮らします。

でしょう。「胸が熱い」と言うでしょう。霊

天国に行けばそうです。そして、永遠に暮ら

界に行けば、神様は愛の本体であるゆえに光

すのです。そして、その人が考えるすべての

と熱で現れるのです。霊眼で見れば、皆さん

ものが変われば変わるほど、その容貌がさら

の愛の光がどれだけ出るか、どんな光が出る

に美しく見えるのです。霊界を知れば、ただ

か、まだらな光が出るか、虹の光が出るかと

そのままそれがすべて連結するのです。

いうことがみな分かるようになっているので
す。家庭が一つになって光る星にならなけれ

霊界に行けば、地上のことは思い出しませ

ばなりません。太陽のように星もすべて衛星

ん。窮屈なこの手のひらほどの地上で何をす

のようになっていて、星を率いる星もあるの

るのでしょうか。大宇宙があるのに、一つの

です。

砂粒のようなものを思い出しますか。しかし、
霊界の民族を生産する工場はここしかありま

神様が創造する時、最も好きな色を先につ

せん。宇宙に一つしかありません。何ですか、

くったのでしょうか、最も嫌う色を先につく

金星にも人が暮らしているというのですか。

ったのでしょうか。早春に咲く花の色は何色

人は、この宇宙でここにしかいないのです。

でしょうか。紫色です。紫色は赤色も入って
二) 霊界は愛全能の世界

いて、ピンクも入っていて、それから何色が
入っているでしょうか。すべて入っているの

真の愛の概念でぎっしり詰まっている所が

です。紫色が好きでしょう。ですから高尚な
物はすべて紫色です。あの世に行ってみれば、

霊界です。真の愛を五官によって感じるよう

最も良い色は紫色なのです。

に、まんべんなくすべて体験してから行く所
が天国です。その場に立てば、あらゆること

霊界に行けば色がありません。あまりにも

がすべてできます。理想的な生活環境がそこ

明るくて銀色のように見えます。銀色のよう

で展開するというのです。どれほど驚異的な

に見えながらも、あまりにも明るくてきらび

のか皆さんは知りません。

やかなので紫色に見えるのです。フィラメン
トに電気が入れば、本来黒だったものが明る

霊界はどのような所でしょうか。すべての

い白に光るのです。同じです。霊界に行けば

ものが愛で充満した、愛でいっぱいの調和の

黒人はいません。地上にいる時は黒人に見え

世界です。皆さん、スイッチさえ押せば、こ

た人が、霊界ではそのように見えないのです。

のスイッチ一つでニューヨーク市の何百万世

真なる良心をもって生きた善人は、高い級の

帯に電気がぱっとつくとすれば、これは信じ
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られますか。それでは、愛のボタンを一度押

人間は、何でもすべて愛と関係を結ぼうとし

せば、この宇宙が作動するということがうその

ます。なぜ、愛と関係を結ぼうとしますか。

ように思えますか、本当のように思えますか。

霊界に拍子を合わせるためです。これが理論

地上天国は、すべての愛の電球に明かりが

にぴったり合うのです。そのようになってい

つく所が地上天国です。そして、天上天国と

るために、そこに応じざるを得ないのが私た

は何ですか。愛の電球に明かりが完全にとも

ち存在物です。その立場を離れることができ

ることのできる所が天上天国です。それゆえ

ないということを皆さんは知らなければなり

に、皆さんが愛の心だけ抱き、愛のひもだけ

ません。

引けば、すべて引っ張られてくるのです。後
霊界に行けば夢の鉱山がいくらでもたくさ

ろに引けば後ろに行き、横に引けば横へ行き、
このように引くとこのように入っていこうと

んあります。金、銀、宝石がいくらでもあり

して、このように引けば上がっていこうとす

ます。花も好きな人が来れば、愛する人が来

るのです。思いどおりに操縦できるのです。

れば、眠っていても突然ぽかりと口を開け、

無理やりそのようにするのではなく、自動的

目を開けて歓迎するのです。「少し待ちなさ

にそのようにするのです。自動的にそのよう

い」と言ったのに、ただそのまま行ってしま

になるのです。それを理解できますか。

えば「ああ」と言って枯れてしまうのです。

皆さん、一度考えてみてください。霊界に

神様が笑えば全体が共に笑います。霊界に

行けばうらやましいものがありません。皆さ

行けばそうです。霊界に行けば直感の世界と

んのその愛の化身体をダイヤモンドと比較し

同じです。神様が喜んでいるのか、そうでな

ますか、黄金の塊と比較しますか、真珠と比

いのか、きょうは気分が悪いのか、良いのか、

較しますか。宝石が問題ではありません。も

すぐに分かります。地上世界に何かあって喜

っときらきら輝くのです。愛と化した化身体

ぶのを見ると、全体がふわっと膨らむという

はもっと美しいのです。ダイヤモンドに愛の

のです。ぽんと浮かぶというのです。

ダイヤモンドがありますか。生命のダイヤモ
ンドがありますか。しかし、私たちはダイヤ

霊界に行って何をするのでしょうか。愛の

モンドも感動させることができ、すべてのも

歌、愛の話をするのです。霊界では、オペラ

のに影響を及ぼすことのできる価値的存在だ

式に話せば、私がオペラ式に答えなければな

というのです。貴い愛のダイヤモンドなので

りません。踊りで表現すれば踊りで答えなけ

す。貴い生命のダイモンドなのです。それが

ればなりません。永遠に喜び、踊りを踊って

私なのです。ですから私はどんなに素晴らし

も永遠に飽きません。一箇所で踊れば天国が

いでしょうか。

すべて踊り、一箇所で歌えばすべて歌うので
す。その時は自分の愛する妻と踊るのです。

霊界という所は、愛の電気で充満した所で

他の女性と踊るなら「ああ、私の愛する妻を

す！ 事実がそうなのです。私が知っている

あなたより百倍愛するために私があなたと踊

霊界はそうだというのです。ですから、今日

るのです」とこのように考えるのです。他の
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女性と手を取って踊るなら、それはすべて自

神様がいくら高いといっても「神様！」と

分の愛する対象を千倍、万倍、もっと刺激的

愛の心で呼べば、すぐに「なんだ」と自分の

に愛するためにこうするのだというのです。

心の中で答えます。「神様、どこにいらっし
ゃいますか」、「どこにいるかって、お前の

霊界から神様が見れば、皆さんの心は愛の

心の根本にいるではないか」と答えるのです。

鐘の音が聞こえる所に行けば、灯がますます

神様が本来根本ではないでしょうか。心の根

大きくなるというのです。この光は五色燦然

の根本にいるでしょう。このようになってい

と輝くのです。神様の目にはダイヤモンドの

るのです。

光よりもっと美しく見えるというのです。そ
して、光だけが良いのではなく、その光の中

あの世で必要なことは、世界よりも、自分

には味があるというのです。それは見れば見

の国よりも、自分の妻よりも、自分の息子よ

るほど良いというのです。何度も見れば見る

りも神様をもっと愛さなければならないとい

ほど酔ってしまいます。

うことです。それが原則です。お父さん、お

それゆえに、神様は愛という話をするので

母さん、子供たちみんな……。お母さんが言

す。皆さんの心の愛の鐘を鳴らせば天地を動

うには「あ、あなたは私を愛するより神様を

かし、すべての万民を動かすのです。そのよ

もっと愛してから私を愛してください」それ

うにすれば、神様も「あ！」と言って動かす

でこそ夫から高い次元の神様の愛を受けるこ

ことのできる鐘があるということを知らなけ

とができるようになるのです。父母に対して

ればなりません。それゆえに、愛の涙をどれ

も「どうか私たちは置いておいて、本来の父

ほど流したか、愛の切なさをどれほど味わっ

母の愛を先に受けてください。その父母の愛

たか、それが皆さんの財産だというのです。

を受けたお父さん、お母さんを私は愛した
い」と、そのようにすがりついて哀願しなけ

今後私たちが真の愛の力をもって霊界に行

ればならないのです。

くようになれば、いくら遠い所にいる人でも
一瞬のうちに会うことができ、愛ゆえに訪ね

愛の理想を中心として神様の前に相対にな

ていく時は瞬く間に故郷へ帰ることができる

れる人が、考えるすべてのものを瞬間的に実

というのです。霊界という世界は無限に膨大

現化させ得る世界です。何億、何千万名も一

な世界であるので、何百万里、何千万里の距

瞬のうちにバンケット（祝宴）を準備できる

離も一瞬のうちに愛を中心として行き来する

世界です。私が服を豪華絢爛に着て、愛の対

ことができる世界であるというのです。愛は

象として神様を一度楽しくさせてさしあげよ

最高の速度をもっているのです。皆さんの心

うという時は、豪華絢爛になります。こうこ

と体が統一された愛の基台をもてなくなる時

うこのように想像できる以上のことを想像し

には、その世界と私は関係がないというので

ても、それが可能な世界です。そのような世

す。ですから、統一の起源が相対世界から起

界を知っている人は、地上では生きる楽しみ

こるのではなく、私から始まるということを

がありません。ですから、私は監獄にほうり

はっきりと知らなければなりません。

込まれても、何の問題もありません。この世
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でのわずかな生活は、永遠な世界で息を一度

と聞けば、「何億万里から来た」と言うので

止めるのと同じです。

す。距離を超越します。宇宙が私の活動基地
です。

神様の心情、天国の心情に通じたならば、

それなのに、その世界にない物質でもって

どこでもすべて一つになることができ、どこ

首を絞め、お金、知識、権力でもって首を絞

でもすべて和合できるからです。そうなれば、

めているのですか。あの世ではそのようなも

その門を通ることのできる階級に暮らす人は

のは一つもありません。そのようなものは、

「わあ！ 万歳！ 神様好きです！」と言う

残るものが一つもありません。皆さん、この

のです。ただついて行きたがり、皆が喜ぶの

世ではお金、知識、権力が必要ですが、あの

です。食べたいものがあれば何でも食べるこ

世ではそのようなものは必要ありません。霊

とができ、着たいものがあれば着て、遊びた

界のどんなものも皆さんを歓迎せず、霊界が

ければ遊んで、したいことを思いどおりにで

いくら皆さんに関心をもって一つになろうと

きます。この地球上で百年生きても感じられ

しても、皆さんは何ももてないのです。本質

ないあらゆる幸福を、有り難さを、一瞬のう

とは反対のこと、反対的なこと、それでは一

ちに感じられるというのです。

つになれないというのです。霊界が関心をも
てる位置と連結できません。

霊界はどのような世界ですか。神様の心情
私が「このような人に会いたい」と言えば、

と同等に立てる心情をもてば、何でも可能な、
そのような所なのです。今後ムーニーが何千

すぐ前に現れるのです。「あなたがこれこれ

万人になっても「皆さん、全員このような新

こういう人ですか」、「はい、数百、数千年

しい服に着替えなさい」と言えば、さっと新

前に私は地上のどんな所で暮らしていた。私

しい服にみな着替えることができます。それ

に会いたいですか。私に尋ねてみたいことが

から「バンケットの場所、これこれこういう

ありますか」、「はい、あります。私はこの

場所に現れなさい」と言えば、すぐにそのよ

ように教えました。私とあなたがどんなに違

うになるのです。テーブルは、金の装飾や銀

いますか！ 分かりますか」と言いながら、

の装飾で五色きらびやかに飾られ、またそこ

話をぴいぴいと交わすことができます。時間

にあるいすもそうですし、そこに座ったすべ

がかかりません。始めるや否やすぐに分かる

ての人々は歓喜に、喜びに、愛に酔って踊る

ようになるのです。この世に住むというのは

ことでしょう。千年踊っても喜ぶことのでき

どんなに不便でしょうか！ 車が必要ありま

る所です。

せん。愛の感情は、あらゆるものをつくるこ
とができます。観念をもってあらゆるものを

何億万里の距離にある世界の人でも、愛の
心が強くなって「会いたい」と思えばさっと

つくることができます。真の愛の観念を中心
として何でもみなつくることができます。

現れるのです。「何の用ですか」と聞けば、

今から何百年前、八百年前、一千万年前に

「あなたが呼んだので現れました」と言うの

生きた人間も来てあいさつするのです。聖書

です。「どのくらい遠くから来たのですか」

では人類歴史が六千年となっていますが、と
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んでもないことです。何千年前と今の時がど

場など、工場が必要でしょう。家でも食べ物

れほど変わったかというのです。その時の

ゆえに大騒ぎするでしょう。霊界に行けばそ

人々は、今生きている人よりも心では神様を

れはすべてありません。自動車が必要なく、

よく感じることができたというのです。しか

飛行機が必要ありません。一瞬のうちに億万

し、文化生活の面では反対なのです。霊的世

里でも行けるのです。太陽の光よりもっと速

界の啓発は文化生活とともになされてくるも

いのが霊力です。神様が造った太陽の光だけ

のです。そうでしょう。

でも一秒間に三億メートルを走ります。電気

知識に通じれば知識の尺度によって理解し、

もそうでしょう。光の速度も同じです。とこ

すべてのものを分析するにおいて鋭敏だとい

ろが、神様の本然的な愛の力、生命の力とい

うのです。したがって、霊感を感得できる基

うものは、それより何千倍もさらに速いとい

盤がもっと拡大していくというのです。です

うのです。

から今後は、自然にそのような知識があり、
世界の行く末を憂慮する人にはあらかじめ霊

霊界に行って、ある家に暮らす人の級が自

界から教えてくれるのです。霊波を通じてど

分より低い時は、その家が良い家であればそ

のようになるのか分かるのです。最高の位置

の良い家を私の家にできます。さっと訪ねて

に行けば、終わりは一つしかないでしょう。

いけば、主人は既にちらっと見れば分かるの

同じなのです。

です。額をちらっと見れば、顔をちらっと見
れば分かるのです。さっと見て自分より高い

「誰に会いたい」と言えば、何億万里、何

人なら自分の茶の間に案内するのです。「い

百万里離れていたとしてもすぐに現れます。

らっしゃいませ」と言って案内するのです。

広い天国にいたとして、「自分が会いたい人、
自分が愛した人に会いたい」とぴたっと情緒

神様の息子、娘になれば、その膨大な宇宙

を整えて言えば、その場で相手が現れるので

がすべて自分のものになるのです。皆さん、

す。それはどんなにいいですか。そうでしょ

霊界に行けば先生についていきたいでしょう。

う。さっと現れれば既に自分がどの級にいる

ついていけません。先生が行く所に皆さんは

ということが分かります。「私はどのような

ついてくることができません。皆さんは心情

級だ」と知っています。自分が高いか低いか

の門が狭いのです。真の愛は大きな門でも小

分かります。いくら親しい友人でも、自分の

さな門でも自由自在に行けます。真の愛でな

ほうが天の前に愛の級が高ければ、来るや否

ければそれはできません。この位置は全体を

やあいさつするのです。いくらお母さんでも、

代表した位置です。それゆえに、どこにでも

それよりもっと先祖でもあいさつするのです。

入っていくことができ、どこにでも出掛ける

そのような世界なのです。

ことができます。

考えてみなさい。ここでは御飯を食べて暮

どれほど人類を愛したのか、神様が愛を中

らすことが心配でしょう。ですから、自動車

心として創造した被造物に接する時、神様の

工場、肥料工場、服の工場、食べ物を作る工

ようにどのように愛したのかということがす
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べての測定基準です。すぐに分かります。コ

な集まります。それはコンピューター以上に

ンピューター以上です。嫁に行った女性は、

分析されています。さっと行けば、さっと過

自分の夫がどれくらい愛しているかというこ

ぎれば既に自分の角度が分かります。一週間

とについて誇るでしょう。あの世では、神様

以内にすべての背後まで、あの秘密世界の倉

の愛を中心として、神様の愛をどれだけ受け

庫の底までのぞきます。言葉が必要ありませ

た人なのかということが誇りです。本然の真

ん。心で言おうとすることを感じるのです。

の愛、これが高い級の愛なのです。これによ

コンピューターのおじいさんのような世界な

って等級が決定するのです。

のです。

天国に神様の心情の架け橋があれば、どの

神様も愛のために創造したということは知

ように上がっていくのでしょうか。ヘリコプ

っているでしょう。神様に「一番好きなもの

ターのようなものに乗って行ったり来たりし

は何か」と聞いてみれば、どのように答える

ながら上がっていくのでしょうか。エレベー

でしょうか。神様は好きなものはありません。

ター式に直線で上がっていくのでしょうか。

お金も必要なく、知識も必要なく、権力も必

ヘリコプター式ですか。エレベーター式です。

要ありません。何が必要ですか。愛の中には

万年エレベーターです。垂直です。神様の愛

お金もあり、知識もあり、権力もあります。

に接するためには垂直線に入っていかなけれ

愛の権力が万年権力です。本当に愛を知って

ばなりません。

いる人は天上世界に行って学ぶことがありま

聖書に「心をつくし、精神をつくし、思い

せん。そのような人はいつでも神様の心の中

をつくして、主なるあなたの神を愛せよ」

を出たり入ったりします。神様の体を通して

（マタイ二二・三七）と記されています。そ

東西南北思いどおりに行き来できます。これ

れは何だと思いますか。すべてのものの中心

が中央停留所のようになっています。そこに

は愛だというのです。それで、あらゆる作用

入って出てくる時は、東西南北の力が集中す

と意識のすべてを一つにして「主なるあなた

るために強力な力で出てきます。低い国も、

の神様を愛することしかない」と言う時、こ

その中央を通って出てくる時は、高い神様と

こでエレベーターに乗って垂直圏に上がって

対等な位置に上がっていくのです。愛にはこ

いくのです。そのような驚くべき世界を知ら

のような偉大な力があります。

なければなりません。
私は、今日世界で電気とか、宇宙とか、何
あの世、霊界に行けばそうです。誰でも九

だといって大騒ぎすることが、愛の理想世界

〇度になれば、東西南北のどこに行ってもき

を成し遂げるための一つの内的な潤滑剤のよ

ちっと合います。ある社会、数多くのクラブ

うなものだと考えます。このような時、皆さ

になっている社会、千態万状の社会……。皆

んは「アーメン」と言わなければなりません。

さん、ここに何名いますか。およそ五百名集

そうだとすれば、その世界は愛の電気で充満

まったとすれば、五百のタイプがあるのです。

した世界という結論が出てくるのです。霊界

各々みな違うでしょう。似たグループにみん

という所が愛の電気で充満した世界ではない
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かというのです。そうだとすれば、この世で

霊界は愛の成分で覆われている所です。地

も愛の電気でできないことがなく、調和が起

球は空気で覆われていますが、霊界は愛で包

こるのです。愛の電気ならばできないことが

まれている所です。人間は、地上では空気を

ないというのです。

吸ってガスを吐き出すのですが、霊界は愛を
吸って生きるようになっています。霊界は、

ここで私たちは、今私たちの意識構造をも

今日のような人間の世俗的な愛を中心として

って処理できる可能圏が霊界だということを、

授け受けするようにはなっていません。霊界

決定づけることができるのではないかと思う

で与え受ける愛は真の愛なのです。

のです。それでは、霊界とは何ですか。永遠
な要素を願う永遠な所です。それゆえにここ

皆さんをたたいて純金をつくらなければな

で愛を体験した霊人体は、間違いなく自動的

りません。純金をつくらなければなりません。

に磁石に引かれてその世界へ行くはずです。

そして、犠牲になりなさいというのです。自

それを自分が感じた霊界に行くというのです。

分を犠牲にしなさいというのです。自分がな
くなるように死になさいというのです。自分
をなくしなさい、自分を犠牲にしなさい、犠
牲にしなさい、なくしなさい、ゼロになりな

三) 霊界の空気は愛である

さいというのです。このごろ、なぜ宇宙時代
霊界はどのような組織からなっているかと

に入り、電気時代に入ったのでしょうか。こ

いえば、あの世は空気が愛です。愛が空気に

のような時代が近いからそうなのです。「原

なっています。心と体が愛の感触を受けて和

理」で言えば、真が来る前に外的なもの、カ

することのできる要素として、この地上で体

イン的なものが先に来るというのです。この

恤されなければなりません。体恤圏をつくっ

世がカイン的なのです。このように見ると、

ておけば、そのまま通じない所がないという

神様の愛の電気学を語ることにおいては、レ

のです。木の樹液が木の芽と根に通じるよう

バレンド・ムーンが先祖になることでしょう。

に通じるのです。神様が喜ぶのを自然に感じ
ます。東方で神様の祝宴が催されるのが分か

霊界に行けば、原則にどれだけ同化し、ど

るのです。そこに行こうとすればさっと行け

れだけ一致にしたかということが地獄から中

ます。自由天地です。

間霊界、楽園、天国まですべて連結されるの
です。そのような原則がなければならないの

霊界で呼吸する空気は愛からなっています。

ではないでしょうか。だからといって、アメ

愛によりすべてのものが生まれ、愛によって

リカ大統領をし、世界的なノーベル賞ももら

生き、愛によって「ため」に生き、愛の道理

い、世界的に有名な学者だといって霊界に行

で和してその内容を満たしてこそ、神様が今

けば、天国に行けるのでしょうか。行くこと

まで歴史時代に願った希望の実体を完成した

ができないのです。通ることができますか。

という格位を備えるようになり、天国のどこ

それゆえに、宗教界はすべてのものを捨て

に行っても歓迎されるのです。

て行きなさいと教えるのです。すべて捨てて
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いかなければなりません。それでは、何が最

「再び産む」という言葉が必要なのであって、

も貴いのでしょうか。天のためにどれほど苦

その方は本来皆さんを産んだお父さんです。

痛を受け、この世界のためにどれほど苦痛を

肉身のお父さんは皆さんを仲介するお父さん

受け、どれほど涙を流したか、それがあの世

です。そのお父さんは霊界に行けば、お父さ

をパスするチケットです。これは間違いあり

んというのではなくお兄さんと呼ぶようにな

ません。絶対的だというのです。これは理論

っているというのです。お母さんもお母さん

に合うのです。

と呼ぶようになっていないというのです。

霊界で、永遠の世界に拍子を合わせるため

霊界に行けば、アダムとエバも神様に対し

に、再生のために息が詰まり、窒息して注射

て「お父様」と言い、数千万代の子孫である

を打ち、酸素呼吸する皆さんになりますか、

皆さんも神様に対して「お父様」と言うでし

自由に活動できる、自由な神様の愛の圏で暮

ょう。「兄なる神様」と祈祷しますか、「父

らすことのできる皆さんになりますか。ここ

なる神様」と祈祷しますか。それでは、自分

は世界のために生きなければならないので、

のお父さんは何になりますか。霊界に行けば、

これが生涯の行く道です。将来のために行くこ

お父様が何になりますか。お兄さんです。お

とが、生涯において行くべき必然的な道だとい

兄さんとは何ですか。私より先に生まれたの

うことを皆さんは知らなければなりません。

がお兄さんです。私より先に生まれたのがお
兄さんだというのです。それで、内的なお兄

四) 霊人たちの生、霊人たちの相互関係

さんが神様で、外的なお兄さんが自分のお父
さんだというのです。それ以上の理論を立て

神様は、天地を創造なさった方であり、こ
の世の存在の起源となる一番の母体となられ

ることができないことを知らなければなりま
せん。

る方です。その方は存在価値の起源です。そ
父母の根をもった人々が、神様を何と呼び

の方がいらっしゃるので、今日この現象世界
が始まったのです。そのような絶対的な方は、

ますか。キリスト教で呼ぶようにみんなが神

ある時代に変化があるといって変わる方では

様を「お父様」と呼びます。一軒の中でおじ

ありません。絶対的なものは変わることはあ

いさんも神様を「お父様」と呼び、お父さん

りません。また、時間や空間に制限されるこ

も神様を「お父様」と呼びます。孫もやはり

ともありません。すべての制限を超越した位

神様を「お父様」と呼びます。家族みんなが

置で、すべての制限を主管される方です。

神様を「お父様」と呼びます。このように神

そのような方が誰ですか。「神様」とだけ

様は、すべての人間にとってお父様になられ

言うのではありません。その方は「お父様」

る方です。したがって、神様は人間にとって

です。皆さんは「父なる神様」と呼ばなけれ

お父様になり、人間はお互い兄弟になるので

ばなりません。神様を何と呼ばなければなり

す。先生は時々、本当にそのようになるなら、

ませんか。そのお父様は皆さんを生んでくれ

霊界に行けば実におもしろいだろうと思うの

たお父さんです。人間が堕落したがゆえに、

です。
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私たちの最初の先祖まで私が見ることがで

生きることになるのです。これが堕落しない

きるのに、先祖を造られた神様は見ることが

家庭で生きる生活と同じであり、性格、性稟

できないのでしょうか。神様も見ることがで

が似たのであらゆる方面で会うのです。

きるのです。それは何の話か分かりますか。
ですから、家庭というものは何かというと、

堕落しない家庭は、霊界と肉界のすべてに

見えない神様の愛の表現場所です。愛を中心

通じることができます。「おじいさんのお父

として歴史時代に生きたすべての先祖は、愛

さんは誰ですか」と言えば、見ることができ

の統治をあの世で受けているのです。同じ愛

るというのです。また、そのおじいさんのお

です。

じいさんが誰なのか、四代の先祖が誰なのか、
五代の先祖、百代の先祖、千代の先祖、その

すべての家庭が真の愛で一つになって霊界

次の先祖まで見ることができるのです。

に入っていけば、神様の血肉を食べて永遠に

そして、「アダムとエバがどんな顔つき

生きるのです。そこに入っていけば農作業も

か」と考えれば「こんな顔だ」と現れるので

なく仕事がありません。真の愛の食べ物はに

す。「私の目もアダム、エバに似たなあ、私

おいをかいでも永遠に生きることができ、見

の鼻も似ているなあ、私の口も似ているな

るだけでもおいしいというのです。愛の食べ

あ」と言うのです。輪郭が似ているでしょう。

物を分けて食べるのです。神様の体、血肉と

顔にあるものの種類は四種類しかありません。

愛を分けてもらって生きるのです。

もっとありますか。目、鼻、耳、口の四種類
でしょう。「ああ、手足も同じだ！ 私のよ

神様とは誰ですか。あなたの友人です！

うに目もぱちぱちしますね！ 言葉も話しま

最も高い友人だというのです。そして、お兄

すね！ 似ている！ ああ、こんなに似てい

さん、お父さん、王であり、創造主です。で

るんだなあ！」と言うのです。

すから、皆さんが膨大な霊界の天国世界に入
っていくようになって、そこでそれ以上のも

あの世では、しわくちゃのおばあさん、お

のを神様に願ったとしても神様がつくってく

じいさんが皆さんよりもっと美しいのです。

れるというのです。それは問題ないというの

もっときれいなのです。愛があればそのよう

です。それはどんなに誇らしいでしょうか。

な世界にとどまることができるのです。そこ

その位置は神様の代わりの位置です。その位

は統一された世界で、とても美しい世界です。

置に行った人間を神様が憎むでしょうか。い

それで、おばあさん、おじいさんに会って昔

いえ、「私の息子、ナンバーワン、私の息

のおじいさん、おばあさんのように思って行

子！」と歓迎するというのです。これが父母

動できますか。美しいおじいさん、おばあさ

が願う最高の望みです。

んを見ればどんなにいいでしょうか。
さあ、それではその時に見るものが……。

地上世界で親子関係の愛を貴く思うように、

孫娘が来て、おばあさん、おじいさんに会お

愛をもって生きていけば、天上世界でも神様

うと叫んでいるのが霊界では見ものです。そ

を父母として侍って息子、娘のような立場で

のおじいさんの上のおじいさんは誰ですか。
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自分の先祖のおじいさんは誰ですか。一番最

霊界で最も近い兄弟は誰でしょうか。霊界

初のおじいさんが誰かといえば神様です。そ

で最も近い兄弟は横的な兄弟ではありません。

れで、おじいさんが喜んで「神様、ああ、と

この世で親子の関係と兄弟の関係の中でどの

っても良いです」と言えば、神様が「ウェル

ような関係がもっと近いですか。兄弟の関係

カム」と言うのです。大声で「ハハハハ！」

より親子の関係がより近いので霊界に行って

と言えば、神様が「うん、そうだとも！」と

も私のお父さんが最も近く、その次はおじい

言うのです。

さん、その次はおじいさんのおじいさん、ま
たその上のおじいさんになるでしょう。その
ように上がっていけば最後のおじいさんが誰

皆さんが霊界に行って見れば、この地で生

でしょうか。その方が正に神様です。

きた皆さんのおじいさんやお父さんを見分け

したがって皆さんは、この世に友人がいな

られません。なぜなら、そのおじいさんとお

いと寂しく思うこともなく、一人暮らしをし

父さんが若くてすてきな姿に変わっているか

ていて死んだとしても悲しむこともありませ

らです。年老いた姿ではありません。そのよ

ん。霊界に行けば上を見ても、横を見ても近

うに若いおじいさんだから、初めは見分けら

い兄弟が無尽蔵にいます。しかし、兄弟にた

れないけれども、徐々に徐々に話をしてみれ

だそのままなるのではありません。神様を父

ば、「そうだ、それは合っている。だから私

として侍ることのできる特権を備えてこそ、

のおじいさんだ」と言って抱き締めるのです。

このあらゆる人と兄弟になれるのです。
お父さんをお兄さんとし、おじいさんをお

そのような世界なのです。

兄さんとしたからといって、気分が悪いこと
があるでしょうか。気分が良いでしょうか、
霊界に行けば、皆さんの顔は最も美しい二

悪いでしょうか。考え方によれば気分が悪い

十代の青春に帰るのです。愛の花を咲かせる

のです。世の中ではお父さんと呼ぶのに、霊

ことができ、香りを漂わせることのできる時

界に来たからといってお兄さんと呼ぶのです

期が創造の原則であるゆえに、その本郷であ

から、お父さんはどれほど気分が悪いでしょ

る天国に入っていくようになれば、そのよう

うか。しかし、そのように呼ばなければなり

な顔で帰るのです。それで、世の中で年老い

ません。

た人があの世に行けば会っても分からないの
です。二十代の青年の顔に戻るからです。知

霊界に行けば黒人はどうでしょうか。黒人

っているのは八十になった老人として知って

は黒人でしょうか、どうでしょうか。自分の

いるのに、その老人はいないのです。ですか

願いどおりに、黒人が白人の姿になろうとす

ら分かりません。世界の有名な歴史的な人物

るならいくらでもなれるのです。人間の世界

もあの世に行っているのに分からないのです。

で成し遂げられるただ一つの問題は何ですか。

写真を見てその時死んでいった年齢を知って

光が明るくなければなりません。何の光がで

いるけれども、最も美しい時に戻っていくの

すか。愛の光です。愛の光が明るくなるため

で分からないのです。

には、内的にも外的にも燃えなければなりま
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せん。愛するための発動力によって燃えなけ

になってその殻を覆うようになる時、この二

ればなりません。東西にたくさん吹き出さな

人が一つになったその基盤の上で神様に帰る

ければなりません。そのようにできる愛だと

のです。

いうのです。そのようなことをすべて知って
見ると、世の中の万事は過ぎゆく一つの旅行

霊界に行けば、本当に一心同体になった夫
婦は、いつでも男性が女性になり、女性が男

集です。

性になることができるのです。「愛は一体」
天国において美しい人になろうとするなら、

と言うでしょう。女性の心をのぞいてみれば

愛の花がぱっと咲いてそこに和合し、相対的

男性が入っています。夫が入っているのです。

世界で花の美しさを現し、花の香りを漂わせ、

神様の二性性相とちょうど同じです。性相と

その花を通じた新しい種をもつことができる、

形状、それが分かれて出てきたのですから、

このような姿で地上で生きなければならない

その本体に帰るには愛の架け橋を渡らなけれ

のです。そのように生きて霊界に行けば、永

ばいけないでしょう。創造の基準が愛から始

遠の世界でもそのような姿で現れるのです。

まったので、この架け橋を渡って帰らなけれ
ばなりません。結局、終着点では神様のよう

霊界に行って、自分の夫と地上で愛した愛

になるのです。

より拡大したい、より刺激したいと思うよう
になるのです。霊界に行けば、愛する女性が
男性が地上で楽しく生きて霊界に行き、さ

いればその中に男性がいるのです。

っと見れば、男性の中に女性がいるというの
夫婦の愛はどの境地まで入っていくのでし

です。「あの女性は誰ですか」と聞けば「私

ょうか。霊界に行けばこうです。私は座って

の妻です」と答えるのです。また、女性の中

いても夫が歩けば、私も心で歩きます。帰っ

に男性が見えるというのです。このようにし

てくれば、心で既に帰ってくるのが分かるの

て二人が一つになれば、東西南北の方数にな

です。心の中で夫と一緒に歩いているのです。

るというのです。男性、女性、二人でしょう。

どこから来るのかをすべて知っていて、どこ

男性と女性のプラス・マイナスで東西南北に

へ行くのかをすべて知っています。この世で

なれば、神様にしっかりと侍るというのです。

は、男性が酒場に行ってどこに行くか、女性

神様が垣根になるというのです。

は知らないからえんえんと泣いてだまされる
ではないですか。しかし、霊界に行けばすべ

そうすることができれば、神様が私の神様
です。共に生きるのです。父母が年を取って

て分かるのです。

百歳を越えれば、八十歳になった息子と友達
皆さんは、あの世、霊界に行って神様に似

になるのを知っていますか。「や、息子

なければなりません。神様に帰るのです。神

や！」とそのように言いません。「おい、

様の二性性相、性相と形状がぴたっと一つに

君」と呼ぶのです。友人として呼ぶのです。

なっているように、男性、女性が完全に一つ

神様に帰らなければなりません。
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真の愛を実践する夫婦は、神様が本性相と

っと驚くというのです。神様が「良し」と言

本形状としてあられるように、霊界に行けば

うのです。それが信号弾なのです。神様がそ

神様の本然的な基準に入っていくようになる

の信号弾を受けて零の位置で完全に開き、太

のです。本然的で絶対的な神様も真の愛には

陽のように光る愛の火がぼうぼうと勢いよく

絶対服従されるので、彼ら夫婦も本然的な基

燃える所にお出ましになり、その中に入って

準に達するようになり、その点は一点である

いき初めての夜を過ごしたいというのです。

から彼らは神様化するのです。神様に帰るの
霊界がそうです。何千、何億万里離れてい

です。アルファとオメガです。
それを何が可能にするかと言えば、真の愛

た人が、ここに来て心情基準が合うので離れ

です。世の中に生まれた息子、娘は父母に帰

ることを嫌がるのです。「ああ、早く行って

るでしょう。同じ理屈です。それゆえに霊界

くれたら！」とは思わないのです。その世界

に行ってこの地上で仲良く生きた人をちらっ

では、御飯のようなものが必要ありません。

と見れば、男性に見えるのに、じっとよく見

すべてのものが自らの直感で解決するのです。

れば女性が笑顔でその中にいます。それが愛

それは愛の直感です。このようなあらゆる愛

した妻だというのです。それが最高の理想で

の体恤を中心として万国に拡大していくので

す。そうすれば神様の友人になるのです。そ

す。そうして神様の代わりの心情さえもつよ

れでこそ共に生きるのです。愛ゆえに生まれ

うになれば、その下にすべての必要な存在が

たのです。

集まり、そこに千万人を一度に満たせる演壇
ができるのです。

霊界では、愛を中心として神様が私たち人
間と和し、人間は神様と愛で一つになるので

神様は、他の所にいるのではありません。

す。神様化するというのです。神様の二性性

神様はどこにいらっしゃるのでしょうか。

相が分立されたことを見ると、完全に愛によ

「在らざる所無し」という言葉は、神様はど

って一つになれば、霊界に行ってみれば二人

こにでもいるのではないというのです。愛が

が一つになっているのです。ただ見れば明ら

ある所にいるということです。これを知らな

かに男性ですが、じっとよく見ればその中に

ければなりません。愛を中心としては「在ら

女性が座っているというのです。愛の目はす

ざる所無し」ということです。私も愛を中心

べて統一です。憎い人もきれいに見え、きれ

としては「在らざる所無し」と言えます。特

いな人も憎く見えますか。きれいに見えるの

権です。それゆえに愛がある所には主人がい

です。

ます。よく主人を知っているから主客は転倒
できません。あの世はそのようになっている

真の愛の相対になろうとすれば、零の位置
に立たなければなりません。そのようになる

のです。愛を基調に、すべてのものが操縦さ
れるようになっているのです。

時、神様が「良し良し」と言い、地上世界を
見る時は地上の太陽のように光るのです。そ

それでは、男性とは何ですか。これは半分

の二つが爆発する瞬間、霊界の神様の目もあ

だけです。女性は何ですか。これも半分です。
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また、いくら至高な神様であっても神様にも

神様を中心として喜べる集いに参加すること

対象がいなければなりません。それゆえに、

以外には希望がないことを知らなければなり

上は下が必要であり、下は上が必要なのです。

ません。神様を中心とした祝宴に参加するこ

霊界とは何ですか。霊界は半分の世界です。

とだけが最高の理想です。そこに愛があり、

肉界も半分の世界です。

そこに喜びがあり、そこから幸福の起源が生
ずるのです。

霊界に行ってもそうです。霊界に行ってど
のようにするのでしょうか。歴史時代のすべ

霊界に行けば何百里、何千万里から一瞬の

ての人、今後全世界的な版図を越えてみんな

うちに来るのです。さっと会えば、額を見れ

に会ってどのように生きるのでしょうか。お

ば分かるのです。どこから来たのか、見てか

互い「ため」に生きるのです。霊界に行って

ら頭を下げ……。これが通じません。何百年

もやはり理想的な愛を中心として、これを再

前の人でも、愛の人格基準が高ければ、会う

現する生活をするのです。ですから同じよう

と、相手が先に頭を下げるのです。何をもっ

にもっと高い、価値あるものに私が投入する

て感動するのかといえば愛です。愛でもって

のです。それがうれしいというのです。

どれほど人類を愛し、神様が愛を中心として

霊界は肉界の延長です。平面的な面の愛の

創造した被造物に接する時、神様のようにど

理想を地上で追求したとすれば、霊界に行っ

のように愛するかということがすべて測定基

たら楽しく、天のより深い立体的な外郭的な

準です。すぐに分かります。コンピューター

球形だけではなく、外郭的な球形と内角の核

以上です。

心まで通じなければなりません。ですから、
結局は深く、浅く、高く、低く、すべての面

嫁いでいった女性が、自分の夫がどれほど

に愛を投入できるそのような行動をしなけれ

愛するかということについてを誇るでしょう。

ばならないというのです。神様の代わりに再

あの世では、神様の愛を中心として神様の愛

創造するそのような生活をしなければならな

をどれだけ受けた人かということが誇りです。

いというのです。

本然の真の愛、これが高い級の愛なのです。
これによって等級が決定するのです。

霊界を動かせる代表者になりたいですか。
人種主義者は力を発揮できないのです。また、
人本主義者も力を出せず、物本主義者も力を

本質的な本然の愛を実践すれば、年老いた

出せず、教派主義者も力を発揮できません。

人にでも花が咲くのです。ですから、霊界に

ひとえに統一主義だけが力を発揮できるので

行けばすべて青春です。思春期の最もかわい

す。霊界に行ったと考えてみましょう。霊界

かったその時の姿で行って、とどまります。

では食べるものの心配がなく、着るものも心

ですから愛が偉大です。それが信じられなけ

配ありません。暮らすことも心配がありませ

れば、きょうにでも腹を切って死んでみなさ

ん。そこでは趣味が何でしょうか。神様を中

い。うそか、本当か。若くなれば本当にいい

心としてバンケット（宴会）に参加すること、

でしょう。
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五) 霊界での衣食住問題は自由自在

な正装が出てくるのです。どんなに素晴らし
く、すごいことでしょうか！ それは本当に

あの世の生活はどうでしょうか。食べるも

良いのです！

のも心配ありません。住むのも心配ありませ
ん。着るものも心配ありません。なぜでしょ

考えてみてください。あの世に自動車工場

うか。自らの心霊状態のままに願うすべての

があるでしょうか、ないでしょうか。このよ

ものが可能だからです。あの世でも食べます。

うな物に乗って一瞬のうちに、一秒間に何億

あの世でも自分を触ってみれば血管が、脈拍

万キロを行くことができます。先生がそのよ

が走るのが分かります。同じです。霊的な体

うなことをはっきりと知っているので、地上

ですが同じなのです。私が「何々を食べた

で生きたいと思わないのです。その膨大な世

い」と言えばすぐに現れます。「このような

界が、愛を中心としてすべて編成されている

物を食べたい」と言えばすぐに現れます。そ

というのです。その愛に和した神様の心情圏

れはどこから来るのでしょうか。根源世界を

をしっかりと所持すればすべて終わります。

動員できる能動的な自主性を行使できる世界

創造歴史は永遠に続くのです。そのような愛

が霊界です。ですから、全体を動員できる主

の心に和して、自分が構想したすべてのこと

体的な能動権をもったものとは何ですか。権

をしなければなりません。瞬時にしっかりと

力でもなく、知識でもなく、お金をもった勢

決心して命令すれば、すぐに展開します。

力でもありません。愛です。
霊界に行けば小便をするでしょうか、しな
神様が創造したこの巨大な宇宙！ そこに

いでしょうか。今度行ってみなさい。私は小

は自動車もなく、飲食店もありません。しか

便をすると思いますが、しないと思う人は、

し、私たちは、霊界でまるで創造主であられ

小便をするか、しないか、行ってみなさい。

る神様のようにあらゆる種類のものを、真の

それでは、大便をするでしょうか、しないで

愛の概念を中心として創出することができる

しょうか。みんなします。みんなするけれど、

ように、愛を中心として本来の力を発揮して

すぐ元素に帰ります。宇宙の根本元素が百七

すべてのものをつくることができるのです。

個だと言いますが、どんどん増えていますね。

私が愛を中心としてこのようなもの、あのよ

その元素に帰ります。したがって、掃除する

うなものなどを指摘すれば、実在物が完全に

必要がありません。愛の心をもって手入れを

姿を現すことができるのです。「どのような

すれば、きれいに本故郷へ帰るのです。それ

工具、現れなさい！」と言えば、正にその工具

から愛の心で「何々出てこい、何々出てこい、

が生じるのです。どんなにすごいでしょうか。

何々出てこい」と言えば、すーっと出てきま
す。愛の心で言えば、すべてのものが出動可

また、晩餐会場に数十、数百万名参加した

能です。

時「このような食べ物を準備しなければ」と
願いさえすれば、食事が問題なく出てくるの

あの世にパン工場があるでしょうか、ない

です。金色の正装を願えば、すぐにそのよう

でしょうか。コーラとかジュースを作る工場
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があるでしょうか、ないでしょうか。どうし

に見るのも愛の目で見て、すべてそのように

てないのですか。分からないでしょう。そこ

するというのです。

に自動車を造る工場があるでしょうか、ない

みんなたたかれてけがをしても、またたた

でしょうか。あの世に行って「私は、いい車

かれようとするのです。形容し難いほど不思

に乗り回るんだ」と言って、こうして乗りま

議な所です。聞いても、もっと何度も聞きた

すか。ここではベンツに乗って、何がどうだ

くて、眠いとか、疲労だとか、何だという観

こうだと誇りますが、そこではそれはすべて

念はあり得ないのです。疲れる余裕があり、

必要ありません。

興奮する何かがなければならないでしょう。
退屈で妨害する何かがなければらないでしょ

永遠に目を開けることができ、永遠に聞く
ことができ、永遠に食べないでいることがで

う。それがないのに、どうして疲れるでしょ
うか。

きるのに御飯など……。ああ、今が良いのに、
御飯を食べなさいと言われて食べるでしょう

霊界では、衣食住は問題になりません。衣

か。御飯を食べなさいと言えば食べますか。

食住は完全に自由自在です。愛の一体圏、神

私は食べません。服を着るのも、私の思いど

様の相対圏に立てば、神様ができることもで

おりに服を着ることができるのです。

きます。何でもできるのです。何億万年の歳

「けさは、すべて黄金の服を着なさい。さ

月も一瞬にして超越できます。愛の速度は超

あ、ダイヤモンドの何カラットをつけなさい。

スピードです。愛する人がいる所に行って来

英国の王妃は五百十七カラットをもちました

る時、時間がかからないのです。すぐ行って

が、それ以上の一万七千カラットのものをつ

来ることができます。ですから、愛の相対者

けなさい」と言えば、さっと！ そのような

に会うことは瞬間です。そこは絶対圏なので

ものは、みんなもつことができます。あらゆ

何の障害もありません。そのような限界を越

るのものをつくることができます。そのよう

えた世界、時空を超越した世界なのです。そ

に見ると、レバレンド・ムーンは妄想家なので

のような無限の世界が人間のために準備され

す。しかし、可能な理論圏内で話しているとい

ているということを知っている人はいません。

うことを皆さんは知らなければなりません。

真の父母によってそのようなことを知るよう
になりました。

霊界という所は愛の空気で充満した所であ
るという概念を、私たちがこの地上にある認

霊界に行けば何を中心として生きているか

識構造をもって見つけることができるという

知っていますか。霊界には工場があるでしょ

のです。愛の神様が愛の心をもって、世界人

うか、ないでしょうか。霊界に自動車がある

類を一度にすべて食べさせたくて、喜ばせた

でしょうか、ないでしょうか。消耗品工場が

くて「御飯よ出てきなさい」と言えば出てく

あるでしょうか、ないでしょうか。霊界で御

るのです。霊界でも食べさせなければならな

飯を食べるでしょうか、食べないでしょうか。

いので、そのようにするというのです。それ

服を着るでしょうか、着ないでしょうか。こ

ゆえに、愛の食べ物を食べるのです。お互い

のようなものは霊界にはありませんが、自分
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の人格構造が神様の対象的価値基準をもてば、

する工場があるでしょうか、ないでしょうか。

神様ができる能力を受け継ぐことができるの

服を作る工場があるでしょうか、ないでしょ

です。

うか。御飯を作る工場があるでしょうか、な

霊界では百万名が一瞬のうちにバンケット

いでしょうか。

（宴会）を行うことができます。自分が真の

生活必需品やこの世で必要な物は一つも必

愛の心をもって「彼らをこのように食べさせ

要ありません。ですから工場があるでしょう

なければならない」という、神様のように本

か、ないでしょうか。花だけ咲く理想的な社

当に愛する心がしっかりとできていれば、万

会だというのです。食べるものはいつでも食

事が不可能ではありません。それゆえに愛の

べられるようになっています。自分の考える

園で、愛の世界で泳ぎ、愛の世界でそのすべ

ものがぴたりと現れるのです。食べて余れば

ての波長に拍子を合わせることのできる生活

……。そこにはごみ箱があるでしょうか、な

の訓練をした人は、神様の心の中にも入って

いでしょうか。ごみ箱がありません。手ぶり

いくことができるのです。なぜですか。真の

さえすれば元素に帰る世界です。

愛の波長は同じなので、相いれないことは起
天の永遠な世界、あの世に行けば政治体制

こらないのです。

はあるのです。経済体制は必要もないのです。
霊界に行けば食べることだけでも「今日は

いつでも自分が必要とする物はすべて供給で

このような食べ物で……」と言えば願いどお

きるようになっています。経済的なことは副

りにすぐ現れ、愛する人に会いたければ「さ

次的な問題です。霊界に行く時、米を入れる

っ」と一体化してこのように頼めばすぐに現

ひさごを持って入っていくと思っていますか。

れるのです。そして、一瞬にして何万、何十

人から食べ物を恵んでもらって生活をしてい

万のバンケット・ルームを造ることもできる

くと思いますか。霊界は食べたければすぐ御

のです。これは虚構ではなく、理論自体がそ

飯が現れるというのです。それを食べ残して

のようになっています。そして、そこでは食

も「零に帰れ」と言えば帰るのです。ですか

べて残ったものは原形に戻ります。元の状態

ら、すべて人格的な能力をもって活用できる

の元素に戻るのです。そのように便利な所で

対象にすぎないのであって、それが主体的な

す。ですから、先生が行く所は、天宙すべて

影響は何にも及ばないのです。

が慕って従っていこうとする、そのような所
霊界がどんなにいいかは、言葉ではすべて

です。

を言い表せません。そこは衣食住が心配ない
創造理想世界では天国が我が家です。その

所です。家もみんなあり、服もすべてあり、

ように膨大な天国ですが、それが私の生活圏

食べる物もすべてあって自分が願うとおりに

の舞台になっているのです。私の国ではあり

できます。愛の心情の価値内容によって相対

ません。国には制度も多く、職種も多いでし

的基準を自由に供給できるのです。愛を中心

ょう。しかし、霊界はそうではありません。

として完成した人格基準によって、その相対

単純です。考えてみなさい。霊界に経済支援

的環境要件を自由に補給できるというのです。
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私が寝ていても朝御飯、夕御飯を食べること

か。愛です。そのような愛の理想だけしっか

のできる場所に体が引っ張られていくという

りともっていれば「や、何々出てきなさ

のです。霊界を見ればそうだというのです。

い！」と言えば、すぐに出てくるのです。こ

そのように自由だというのです。寝ながらも

こに一万名が集まれば「一万名の食堂と食卓

食べたり寝たり、また、思いどおりに訪ねて

準備！」と言えばすぐに準備できるのです。

いくのです。体がそのようになっているとい
うのです。

霊界にも空気がなければならないでしょう
か、あってはならないでしょうか。なぜ空気

霊界に行けばどのようになりますか。そこ

が必要ですか。呼吸をしないで暮らせばどん

では食べることが心配ありません。稼ぎませ

なにいいですか。なぜですか。どうしてです

ん。あの世に行けば稼ぐ必要がありません。

か。呼吸をしないで生きれば大きくなること

食べたい時はいつでも食べることができます。

ができません。二つの世界を連結させること

実におもしろいことに、食べたあと、そのか

ができません。二つの世界を連結させなけれ

すはどのようにするのでしょうか。「帰れ」

ばなりません。肉身と霊魂を連結させなけれ

と言えば元素に帰ります。根本の世界、元素

ばならないのです。霊人体も大きくなろうと

に帰ってしまいます。そのようなことが可能

するなら、体が大きくならなければなりませ

な世界で、四方八方に起動することのできる

ん。固着してはなりません。それならどのよ

人とはどんな人ですか。神様の愛を中心とし

うにしなければなりませんか。見えないもの

て酔いしれる生活をする人です。全知全能な

も、神様が見えない愛の空気で呼吸するのと

神様の愛を中心とした理想が、あらゆる方面

同じように、生命の源泉となる元素の供給を

に実現される所が霊界なので、神様の愛を中

するのです。

心として酔いしれて生きた人間が主導的な立
場に立つのです。

この目がぱちぱち瞬きするのは、この世の
空気中にあるほこりが入るのではないかとそ

霊界では元素を吸います。水であれば水の

のように瞬きするのです。霊界にはほこりが

元素を飲みます。元素のようなものを知って

ありますか、ないですか。霊界では神様が目

いますか。そして、思う存分食べて手ぶりさえ

を千年万年開けている、それは気分が良いで

すれば元素に帰ります。ごみ箱がありません。

すか。地上では、習慣性でぱちぱち瞬きした
ので、霊界にほこりがなくても瞬きしなけれ

霊界に行けば仕事が必要ですか。そこでも
八時間仕事をしなければなりませんか。夜が

ばならないのです。なぜですか。私たちに似
たからです。

ありますか。夜がないのです。いつも目覚め
ているのです。いつもこのすべての器官が働

霊界に行ってみたいですか、行ってみたく

いているのに、何をするのですか。どんなこ

ないですか。文総裁がうそをついているかも

とをしますか。永遠に目を開けていても、永

しれないでしょう。うそでも神様の言葉のよ

遠に寝なくても喜べるようなものとは何です

うに信じれば、神様は創造の能力があるので、
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彼が願う以上のものをつくることができる主

小さい国、ソ連の百分の一にしかならない国

体であることを知らなければなりません。悪

の大統領が……。知識とお金と権力は、一生

魔が「や、神様がこのように言った」と言う

において追求する価値的なものの一部分にし

ならば、悪魔が言う以上のことまで信じて行

かなりません。

動すれば、神様は創造して成し遂げることの
できる道がいくらでもあるというのです。

教授の知識を千年万年誇ることができるで
しょうか。もって歩きながら誇りますか。一
生にとどまるのです。それが自分とともにあ
るのは一生だけです。お金もそうであり、知

六) 霊界の権力は愛の権力である

識もそうです。優れているという人を見れば、
霊界に行ってみれば、お金が必要ありませ

知識をもって優れているということであり、

ん。知識が必要ありません。私が行ってみる

お金をもって優れているというではありませ

とそうです。権力が必要ありません。お金を

んか。権力をもって優秀だというではありま

創造して余りあり、ダイヤモンドも創造でき

せんか。この世界ではそうかもしれませんが、

る神様です。絶対者です。知識の大王です。

神様はそれを何の価値もないと思うのです。

権力の大王です。それをいつも春夏秋冬、四

霊界ではすべて無価値なのです。

季を超えて永遠に自由自在に行使できる方で
人間と歴史が何を中心として解決して完成

す。その方に何が必要でしょうか。

しますか。神様を知らなければなりません。
霊界に行けば天上世界に、無限なる世界に

神様は、人格的な神様でなければなりません。

数百億の人類が生きています。そこに行けば

神様が漠然としていてはいけないのです。私

会えない人がいないのです。皆さんは歴史を

たち自身が具体的であり、知・情・意を備え

学ぶ必要がありません。そこで「誰に会いた

た人格的な人ならば、その主体であられる神

い」と言って誰かを呼び出す時、彼を愛する

様も知・情・意を備えた人格的な神であると

尺度があって呼んでこそ現れるのであって、

いうのです。そのように考えるのです。それ

私が欲をもって、その人が立派な博士だから

では、神様がもっている多くの属性の中で一

「知識を得るために私が会う」と考えれば絶

番の中心とは何ですか。情だというのです。

対に現れません。会えないのです。愛がなけ

愛だというのです。神様も生きることにおい

ればならないのです。彼がそのように有名な

て、愛が最も必要なのです。

人になるまでの過去に苦労した、その苦労の

天国では知識だけもって生きるのではあり

代価を認めて彼を愛する心で呼べば、東西四

ません。皆さんが霊界を知らないのでそう思

方、誰でもみんな接することができます。

わないのであって、霊界に行って知るという
ことは一週間以内ですべて終わります。心を

お金、お金はいくらでも作ることができる

鏡のように見ることのできる世界が霊界です。

のです。知識、神様は知識の王様です。権力、

霊界はいくら優秀で、いくら立派な知識人が

大韓民国の大統領になってみても……。この

いるとしても、彼がもっている知識を一週間

ような話をして失礼になるかもしれませんが、

以内に凌駕できる直感の世界です。心の光を
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通じて見るので、そこに関連している因縁の

あの世では権力が必要ありません。霊界は

世界は、自動的に分かるのです。それは情の

愛を中心とした和合力です。愛を中心とした

心情を通して見てこそ、私と相対的関係をもち、

感化力です。その世界はそのような世界です。

主体的関係をもつのであって、知識であるとか

したがって、愛を中心とした感化力をもてな

他の属性をもっては駄目だというのです。

い人は、愛でもって感化できる本然の世界に
行ったら、本質的に和合ができずに反発する

知識とは何ですか。知識があることによっ
て、知ることによってすべての環境的条件を

のです。それは地獄に行くのです。これは深
刻な問題です。

所有することになります。知識の中に最高の
知識である愛さえもてば、天下がすべて連結

愛を嫌う人は手を挙げてみなさい。お金は

します。知っている人が支配します。「知る

なければ稼げばいいのです。勉強は今しなく

ことは力なり」と言ったでしょう。力のある

ても霊界に行ってすればいいのです。霊界で

人が支配するという論理です。ですから、愛

は東大を卒業するのに、三日もかかりません。

をもった人は知識が必要ありません。あの世

東大を卒業した基準を備えるのに三日もかか

では、学ばなくてもすべて分かります。

りません。心の中を見ながら、本心を話そう
とすれば、先に聞くことができるのです。そ
れゆえに、そこでは隠すことができません。

宇宙が私の活動基地です。ところが、その

便利でしょう。最高の能力をもって分析でき

世界にない物質でもって首を絞めており、お

る力をもったコンピューターでもついていけ

金、知識、権力でもって首を絞めています。

ないというのです。

その世界には、そのようなものは一つもあり
ません。それによって残るものが一つもない

この宇宙のすべてのものは愛で連結されて

のです。皆さん、この世界ではお金、知識、

います。霊界も、万物もすべて愛によって連

権力が必要だけれども、あの世にはそのよう

結されているのです。真の愛を中心としてそ

なものが必要ありません。今まで、サタン世

のように連結しています。ですから、真の愛

界の人がそれを願っていたのです。

さえもっていれば、どこでも連結することが
できます。真の愛さえもっていれば、みんな

霊界でお金が必要ですか。食べる物、知識、

頭を下げるのです。霊界に行けば教育が必要

権力が必要ですか。それが必要ならば、願え

ありません。誰でも一週間以内に、東大を卒

ば一瞬のうちに生じるのです。そこには食べ

業した人より数十倍たくさん知ることができ

物の工場がありません。学校もありません。

るのです。東大を卒業したことを強調しない

権力者もいません。ただ神様が力の根源であ

でください。良心的な人は一瞬にしてすべて

られます。そこが私たちの永遠の故郷です。

通じるのです。説明が必要ありません。

その安息の場が待っているのです。皆さんは
霊界に行けば言葉は学ぶ必要がありません。

誰しも願おうと願うまいとその場に行くので
す。私はそれをよく知っています。

一週間以内にあらゆることを知るのです。心
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の中で考えることが、すべて分かるのです。

神様も愛ゆえに創造したということは知っ

話す前にすべて分かるのです。ですから、だ

ているでしょう。神様に「一番好きなものは

ますことができません。そのような世界で皆

何ですか」と聞いてみれば、どのように答え

さんは、サーチライトで照らしながら見守っ

るでしょうか。神様は好きなものはありませ

ているのです。その光の中で何の問題もなく

ん。お金も必要なく、知識も必要なく、権力

無事通過して本来の位置に接することができ

も必要ありません。統一教会の食口は何が必

るかということが、人生の路程においての課

要ですか。同じです。愛の中にはお金もあり、

題だということを知らなければなりません。

知識もあり、権力もあります。愛の権力が万
年権力です。
本当に愛を知っている人は、天上世界に行

どれほどこの世は不便でしょうか！ 稼ぎ

って学ぶことがありません。そのような人は

が必要でしょうか、必要ないでしょうか。勉

いつでも神様の心の中を出たり入ったりしま

強が必要でしょうか、必要ないでしょうか。

す。神様の体を通して東西南北を思いのまま

勉強をしなくてもみんな分かります。言う前

に行き来することができます。これが中央停

に心で、既に分かっています。あの世に行け

留所のようになっています。何の話か分かり

ば、高い、低いということがすべて表示され

ますか。それがなぜ必要ですか。そこに入っ

ているのです。ちらりと接すれば、すぐに分

て出てくる時は、東西南北の力が集中するた

かります。ちらっと測定し、レベルを測るの

めに、強力な力によって出ます。低かった国

です。東西南北がどのようになっているとい

もその中央を通じて出てくる時は、高い神様

うことを知っています。またこのようにじっ

と対等な位置に上がるのです。愛にはこのよ

としていても、誰かが私を呼ぶのが分かりま

うな偉大な力があります。

す。そのような時には、私は無に入って相手
を主体として立てるのです。愛の力を育てて

七) 霊界は神様の法則と秩序の世界

つくられるのがあの世です。
この地球自体がそうですが、太陽自体も自
転しています。地球の百三十万倍にもなる質
霊界の組織とは何かといえば、生活を中心

量をもった太陽が休みなしに動いているとい

としてすべて系列になっているのであって、

うのです。宇宙ではこのような太陽系の質量

政治というものはないというのです。神様の

の二千億倍にもなる広大な銀河系があります。

直属の愛を中心としていて、強力に軍事拡張

このような銀河系を小宇宙と言いますが、宇

であるとか政治的目的のために、この世では

宙には銀河系のような星雲が数えきれないほ

手段、方法を選ばないのですが、そのような

どたくさんあります。これをまとめて大宇宙

ことがないのです。経済の平準化運動を中心

と言います。

として、どのように豊かな生活をするかとい

私たちはこのような広大無辺な大宇宙の世

うことです。地上もそのようにならなければ

界を、心を広げて考えなければなりません。

なりません。

半径だけでも数千億光年にもなるものすごい
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大宇宙を創造された神様は、その大宇宙を変

けるのです。動物世界や植物の世界もそのよ

わらない法則に基づいて数億千万年を動かし

うな科学的公式の法則による基盤の上で存続

ていらっしゃいます。私たちが考えることが

するのです。ですから、数学ですべて解くこ

できず、感じることもできないほどに偉大な

とができるのです。

力をもって、このすべての天体を動かすとい
人が死ねば霊界へ行かなければなりません。

うのです。
このような宇宙を創造された神様を考えれ

霊界に行けばどうですか。霊界はすべての秩

ば考えるほど、私たちは、その雄壮さと偉大

序が構成された世界です。霊界を知らなけれ

さに自然に頭を下げざるを得ません。このよ

ばなりません。霊界はどのような世界ですか。

うな大宇宙を創造なさったその方が私たちを

理想世界であると同時にしっかりと秩序が構

見守ってくださるお父様であり、私たちを保

成された世界ですが、愛を中心とした世界で

護してくださる神様、実存なさる偉大な主人

す。呼吸は愛でするのです。ここでは空気で

公であられるという事実を、私たちは心を広

呼吸するでしょう。魚は水で呼吸するでしょ

くして考えなければならないでしょう。

う。では、霊界では何によって呼吸するのです
か。愛の呼吸です。愛によって呼吸するのです。

人が精密に計算してレールをつくっていく
ことは、汽車の速度が少しだけ違っても脱線

神様は天地を何で主管するのでしょうか。

して大騒ぎするのですが、大宇宙は自然の法

法で主管するのですが、法も愛で主管する法

則に一致してぴったりと合い、自然に帰りま

です。そして、主管の方向を後援するために、

す。この太陽系だけでも、太陽が広大な九個

宇宙の法則も存続するというのです。それで、

の惑星を抱えてこのようにみんな回転してい

神様がどうして人間を創造したのかといえば、

るのに、そのような太陽系が一千億個も入っ

愛が慕わしいからです。一人じっとしていれ

ている大宇宙が、今でもあらゆるコースをた

ばいいのに、何のためですか。刺激的で衝動

どりながら活動していると考えてみなさい。

的な愛が必要だからです。

一千億個が入っているそのような宇宙がある
というのです。それがすべて動いているとい

多くの人々が霊界を体験しています。その

うのです。これが「ただそのままできた」と

霊界は特別な世界です。それがどのような原

言って、「自然だ」と言っています。

則が起源になり、どのような結果で運行する
というそのような膨大な背景を悟るというこ

根本を明らかにしなければなりません。本

とは極めて難しいということを知りました。

然の神様がいるなら、その神様は絶対的な方

皆さんが統一教会の主張している「原理」の

でなければなりません。唯一、不変、永遠で

内容を見れば、霊界は、公式的な法則で私た

なければならないのです。そうでなければな

ちが認識できる圏内に入るという原則を知る

りません。神様が定めた法則は絶対的でなけ

ようになるでしょう。その原則を明らかにし

ればなりません。それゆえに、この宇宙はそ

たという事実は、今後の歴史時代に大きな問

の法則によって千年万年、何億万年運動を続

題になるだろうと考えています。
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全宇宙が動くすべての法則を主管し、一方

天国へは愛の軌道に乗って行くのです。こ

では人間を再創造し、その人間を神様の代わ

のように話せば実感がわくでしょう。ゴムの

りに全宇宙を主管する価値的な存在として立

ひもは引けば引くほど細くなりますが、愛の

てられるために、摂理なさったということが、

ひもは引けば引くほど反対に太くなります。

どれほど驚くべきことであり、かつ有り難い

ですからみ旨のためには苦労の王になること

事実かを、皆さんは骨身にしみるほど感じた

が、世界を占領できる秘法なのです。苦労の

ことがありますか。

王が天国の栄光を独占するのです。

天国とは、どのような世界でしょうか。お
互いに反目、嫉視しながら、他人がうまくい

二 天国と地獄

けば嫉妬し、他人が喜ぶとたまらないという、

一) 天国は愛の理想の世界

そのような世界ではありません。一人がうま
天国とは、どのような所ですか。神様の愛

くいくことは、全体を代表してうまくいくこ

が中心になっている所です。神様の愛を中心

とです。また、一人が喜ぶことは全体の代わ

とした環境圏を設定した所が天国です。それ

りに喜ぶことなので、一人が喜べば全体が喜

では、その圏に行ってとどまる人は、どんな

ぶのであり、一人がうれしがれば全体が共に

人でなければならないのでしょうか。神様の

喜ぶ所が天国なのです。

愛の本質と和合できる人にならなければなり
ません。そのような人以外には行くことはで

天国とはどのような世界かといえば、神様
の愛の世界です。愛の空気を吸う世界です。

きません。

そこには生命がぎっしり詰まっています。ど
天国は「ため」に生きる世界であるので、

こに行っても生命が躍動しない所がありませ

「ため」に生きようという観念のみを中心と

ん。そして、すべて血縁的な因縁によって結

して行かなければなりません。「自分が受け

ばれています。神様の一つの血筋であるがゆ

る」という考えをもてば壊れていくのです。

えに、神様が悲しむそのような何かがあれば、

天国は、神様の愛が充満した世界です。愛の

全霊界が一つの細胞のように、一つの体のよ

本質は受けるというのではなく、全体のため

うに悲しみを感じるのです。また、神様が喜

に生きるということです。したがって、天国

べばすべてが喜ぶのです。そのような世界で

は世の中と違います。宗教の教えは「ため」

す。それで、神様の愛が膨大な大天国を動か

に生き、絶対服従し、自分を犠牲にしなさい、

しているのです。

奉仕しなさいというのですが、世の中にはこ

生命圏がそこに呼応して、すべての万物の

のようなことはありません。これは、世の中

主体・対象を中心として、芸術的な美化の対

の何も知らない乞食の群れがするようなこと

象になっているのです。血筋のように連結し

ですが、天法を知らなくても福を受けること

ていて、神様が喜べば私もうれしく、神様が

ができるようにするための、サタン世界に対

悲しければ私も悲しくなります。やむなくそ

する神様の暗号作戦でした。

のようになっています。
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天国では闘いがあるでしょうか。闘いのな
い永遠な世界で何をして生きるのでしょうか。

のです。すべて一つになって香りが漂うのに
酔って ……。

その世界が一年生きて終わるのではなく、永
遠に続くというのです。それなら、退屈では

霊界がそうです。気が合う兄弟同士が集ま

ないでしょうか。そこで何をして生きるので

って暮らします。ここでそのように暮らす訓

しょうか。一人で生きますか、霊界にいるあ

練ができていなければ、あの世に行ってぶつ

らゆる存在と関係を結んで生きますか。何を

かります。あの世に行けば問題が大きいので

もって関係を結びますか。真の愛です。

す。人の心に合わせるとは、どういうことで
すか。神様に侍る訓練の中で、人の心に合わ

それゆえに、その世界の本質は何ですか。

せること以上に正しい道はありません。神様

食べることも、愛を感じながら食べなければ

がどれほど気難しい方だと思いますか。原則

なりません。着ることも、愛を感じながら着

に外れれば許しがありません。それゆえに、

なければなりません。生きるのも、愛を感じ

人の心に合わせることができ、人と和合する

て生きなければなりません。旅行することも、

ことができなければなりません。神様に侍る

愛の神様が母体となって旅行しなければなり

訓練の中で、それ以上早い訓練はありません。

ません。そうでなければ、和動できないとい
うのです。その愛というものは、神様の本質

完成した人が霊界に入っていけば、どこに

的な愛でなければなりません。神様の本質的

行っても友人です。子女の位置に行っても友

な愛に近い内容を備えた人格があの世で高い

人、兄弟の位置に行っても友人、夫婦の位置

位置を占め、そのような人格を中心として、

に行っても友人、父母の位置に行っても友人で、

すべての霊界の万有の存在が和動して生きる

すべて通じるというのです。神様の玉座でもど

というのです。そのような人々が和動する世

こでも通じることができるというのです。

界だというのです。
どのようにして天国へ行くのですか。神様
人間を中心とした真の愛、それが絶対価値

の愛に狂って生きなければなりません。アダ

の花です。神様がなぜ生きているかといえば、

ムとエバ以上に神様を愛さなければならず、

真の愛ゆえに生まれ、真の愛ゆえに生きるの

ペテロ、ヤコブ、ヨハネ以上にイエス様を愛

です。人もなぜ生まれ、なぜ生きているかと

さなければなりません。そうでなければ、神

いえば、真の愛ゆえに生まれ、真の愛ゆえに

様が私を愛し得る真の愛の相対圏を復帰でき

生きるというのです。そのような時は神様も

ません。これさえ復帰すれば、万事思いどお

不平なく、人も不平なく宇宙の花のように咲

りになります。

いて香りが漂うというのです。真の愛をセン
ターとして両側が一つになるのです。右側も

お金がないといって心配せず、息子、娘が

左側も「万歳！」、両手を挙げて「万歳！」、

いないと心配せず、十年、二十年その道を続

真の人も「万歳！」、霊界も見下ろして「万

けて行くと、大きな山にも、険しい峰にも上

歳！」、こちらもあの上も「万歳！」と言う

がるようになります。自分では少しずつ下り
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ていきながら苦労だけしているように思いま

でしょうか。世界の愛の綱を探してからは、

すが、だんだん高くなるのです。統一教会は

恵みを受け出世したので還故郷するのです。

打たれながら大きくなります。一つの家に十

故郷に行って、かわいそうな人々を助けてあ

人が住んでいるなら、公的目的のために十人

げるべきではないでしょうか。

の反対を受けながらも我慢する人が、その家
庭の主人になるのです。すなわち、天国の主
天国に行く道は、兄弟を神様のように愛す

人になるのです。

ることから開かれます。皆さんは先生に従っ
天国は、愛の世界であり、中心者である神

て行こうとするのですが、その心で兄弟を伴

様のためにある世界、神様のために生きる世

って一緒に行こうと努力しなければなりませ

界です。

ん。天国に最も高く、早く、良く導く者は、
神様でもなく、先生でもなく、兄弟だという

天国には誰が先に入っていかなければなら

結論を下すことができます。

ないかといえば、真の父母が先に入っていか
なければなりません。「天国が空いている」

今日、宗教を信じる人々が「天国へ行こ

と言えば、「レバレンド・ムーンはばかげた

う」と言うのですが、天国へただそのまま行

ことを言う」と思うかもしれませんが、イエ

けますか。まず地上で天国を迎えて行かなけ

ス様も天国に入れませんでした。天国へは一

ればなりません。地上で天国を迎えるために

人では入れません。人間の先祖が思春期を過

は愛の規則を経なければなりません。皆さん

ぎて、神様を中心とした愛の理想を成して生

の家庭に子女がたくさん生まれれば生まれる

活し、真の愛の種を残して父母になって先に

ほど、神様の国をより一層愛さなければなら

入るべき所が天国です。ところが、まだ神様

ない十字架が加重されるということを感じな

の愛を中心とした父母として、この地に愛の

ければなりません。その家庭に息子、娘をた

種を残した父母がいません。また、そのよう

くさん送ることは、担う十字架が多いという

な子孫を残した基盤を成せなかったがゆえに、

ことなので、国のために捧げるべき責任が多

天国は空いているのです。

いという意味です。そのような内容を知って、
責任を全うする人にならなければなりません。

皆さんは世界天国に向かって行きますか、

そのような家庭であればこそ、その家庭に後

個人天国に向かって行きますか。「世界天国

代を相続できる運勢をもった息子、娘が生ま

に向かって行く」と言うでしょう。先生も欲

れるのです。

が深く、世界天国へ行く愛の綱をぎゅっとつ
かむために、四十年間迫害されながらもこの

天国に入っていける人とはどのような人で

ことをしたのです。個人の愛の綱を越えて、

すか。まず神様の心に合う人にならなければ

家庭の愛の綱、氏族の愛の綱、民族の愛の綱、

なりません。どれくらい合わなければならな

国家の愛の綱、世界の愛の綱をぎゅっとつか

いのでしょうか。神様が永遠な目的を中心と

むためです。ぎゅっとつかんでどこに行くの

して永遠な理想を描いていく方なら、永遠に
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心が合わなければなりません。十年ぐらい合

デル型だけを認めます。これが公式だという

わせて途中で合わなくなれば駄目です。永遠

ことを知らなければなりません。そのように

であられる神様に、永遠に心を合わせなけれ

してできた実をもってきて貯蔵する倉庫が天

ばなりません。そのようにしようとすれば、

国です。

どのようにしなければなりませんか。永遠に
お互いに喜べる息子にならなければなりませ

侍るためには、侍ることのできる準備が必

ん。そのような息子になろうとするなら、悲

要です。その準備の過程を経てから、侍る生

しみの対象として現れてはなりません。

活をする必要があるのです。侍るための準備
の過程を経て、侍義の生活を経て初めて行く

天国という概念は、サタンを克服した位置

所が天国です。心情で侍る人が行く所が天国

で、サタンが相対できる一切の要因を否定し

です。侍ることのできる準備と、侍る生活を

た位置で、否定するだけでなく清算した位置

称賛し、高くとどろかせる世界が天国です。

で成立できます。サタンの否定的条件が残っ

私たちは、このような目的の世界に向かうべ

ている歴史的な遺物や生活のすべての内容を

き運命に置かれているのです。

否定して清算した土台の上で天国が肯定でき
るのであって、それを残しては天国の内容を

天国という所は、心情を通さずには行くこ
とができない所です。天国は全体を主管でき

提示できません。

る本然の国であり、本性の国だというのです。
天国に行こうとするなら、罪を犯さず、神

その国は、いかなる事情をもってしても所有

様の愛を直接受けることができ、イエス様を

できません。深くしみ入る心情の因縁を備え

信じる必要がなく、救い主が必要ないという

てこそ所有できる国です。それゆえに、キリ

息子、娘の資格を獲得し得る過程を経なけれ

スト教は究極的に事情を通す教会ではなく、心

ばなりません。そのように生きた人間が天国

情を通す教会です。事情の因縁を越えて心情を

に行ってこそ、神様の理想天国が成されます。

謳うことのできる基盤を築くのに、地に対して
摂理なさる天の目的があるというのです。

宇宙の最高のおじいさんとは誰かといえば、
神様です。それから、この世界を一つ造るの

天国とは、どのような所ですか。準備した

に、全天地を一つ造るのにおいて、その最後

ことをもって誇る所であり、侍る生活をした

の子孫とは誰かといえば、未来の後孫です。

ことを誇る所です。それではその天国とは、

これを連結しなければなりません。何によっ

どのような人が行く所ですか。主を信じて恵

て連結するかといえば、家庭です。国ではあ

みを受けるといって、恵みを前面に立ててい

りません。天国へ行くのに「アメリカ人だ」

く者が行く所ですか。違います。天国は、侍

と言っても認めてくれません。「発展途上国

るために心情的に準備する生活をした人が行

の人だ」と言って排斥しません。この主流、

く所です。準備する期間に死んだとしても、

家庭組織を中心として神様のみ旨とともに過

侍義の生活を残して喜んでいくことのできる

去、現在、未来を連結させることのできるモ

者が行く所です。そこに復活があるのです。
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生活の内幕は現れません。どのように生活す

自らのすべてのものを投入しながら与えよう

るのかということが、今私たちがこの侍る生

とする人だけが、神様の愛の圏内に存続でき

活の中で考えるべき重大な問題です。

るのです。歴史上の偉人もそうでしたし、聖
人もそうでした。

天国がそうです。天国に行けばどこも明る
いのです。李相軒氏が言う霊界の実相がそう

二) 天国はお互いのために生きる世界

でしょう。間違いありません。神様の愛の光
がこの宇宙の四方を照らして、その懐の万物

自分自身を投入して忘れなければなりませ

は万歳しているようです。何の万歳ですか。

ん。食口が全部で百人ならば、百人の食口の

万万歳ではありません。「解放万歳！」、解

中で自分の息子、娘よりも良くない服を着て

放したならすべて「解怨万歳！」、恨みを解

いる人がいれば、寝ることができずにいなけ

かなければなりません。

ればなりません。与えなさいというのです。
神様の心情、父母の心情がそうです。統一教

神様の愛を中心とした本然の父母の因縁の

会の主流思想は何ですか。父母の心情で僕の

中で、真の愛の家庭基準を代表できる位置に

体を使い、汗は地のために、涙は人類のため

立つことによって初めて天国に入っていける

に、血は天のために流しなさいというのです。

のです。天国に入っていこうとすれば、真の

天とは何ですか。息子、娘を連れていく愛の

神様と真の父母の真の愛と一つにならなけれ

世界なのです。愛をもって全宇宙の前に与え

ばなりません。その血統的な関係において生

るのです。先生は神様を愛しました。霊界か

まれた息子、娘と共にこの地で生きてから行

らここまで、そのすべてをよく知っているの

く所が天国ですが、今までそのように生きて

です。

から行った人は一人もいません。それゆえに

霊界は今まで未知の世界でした。その世界
は、神様の存在原則のために生きた人間だけ

天国は空いているのです。

が行く所です。そのような内容によって形成
教会に何百年通うとしても、自分を中心と

された世界が理想天国です。

した心をもって通えば天国に行けません。救
いを受けることができません。真の宗教がど

発展しようとすれば、どのようにしなけれ

のような宗教かということを知らなければな

ばなりませんか。利他主義でなければなりま

らず、真の人がどのような人かということを

せん。統一教会は絶対に利他主義、「ため」

知らなければならず、真の国がどのような国

に生きるのです。ここで分かれるのです。一

かということを知らなければなりません。

方は地獄に落ち、もう一方は天国に行くので
す。霊界に行けばそうです。霊界に行けばす

神様の愛の本質と和合できる人とは、どの

ぐに分かるのです。「ため」に生きた人間は、

ような人ですか。自分を中心としていく人は

行く所を知っているのです。ですから、より

価値がありません。相手のために自らの生命

「ため」に生き、「ため」に生きる聖人の思

を投入して、自らのすべての精誠を投入して、

想を受け入れなければなりません。救世主の
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思想を受け入れなければなりません。神様の

が、神様は誰のために生きるのでしょうか。

思想を受けなければなりません。神様の思想

私のために生きるのです。

とは何ですか。絶対に「ため」に生きること
本郷の地に導かなければならない宗教であ

です。

るゆえに、宗教は何を教えるのでしょうか。
小さなものは大きなもののために投入しな

「ため」に生きなさいということを教えざる

ければなりません。それゆえに、家庭は氏族

を得ないということを知らなければなりませ

のために犠牲になりなさいという論理です。

ん。高次的な宗教であるほど、「ため」に生

氏族は民族のために犠牲になり、民族は国家

きなければならないという原則を強調しなけ

のために犠牲になり、国家は世界のために犠

ればならないので、柔和、謙遜になりなさい

牲にならなければなりません。国家財産を取

というのです。なぜですか。多くの人を高め

って自分の家庭のものにする者は、みんな地

て、彼らのために生きる立場に立てというの

獄に逆さまに差し込まれるのです。滅びるの

です。犠牲、奉仕しなさいと教えるのです。

です。ここで滅びなければ、霊界に行って逆

なぜですか。それは、その国の法に合うこと

さまに差し込まれるのです。

のできる人を訓練しなければならないからで
す。

地上生活と天上生活は反対です。堕落した
人々は、地上で自分のために生きていますが、

地上で暮らしてから霊界へ行くのですが、

霊界は全体のために生きるようになっていま

高い所に行く人はみな他人のために生きた人

す。堕落を否定して全体のために生きる人に

です。世界の四十カ国ならば四十カ国を回り

なることによって、神様の相対になることが

ながら、そこと自分の母と家庭を拡大したと

できるのです！ 永遠に「アーメン！」と言

いう心情をもって「ため」に生き、世界の

わなければならないのです。

人々をすべて悪から救ってあげる聖人の心を
もった人が高い所に行くのです。先生はその

霊界は、自分のために生きていく人には行

ように考えます。

くことができない所です。悪なる人とはどの

「私は一人の男性として、歴史時代の孝子

ような人ですか。一から十まですべて自分を

を代表した総帥であり、愛国者の総帥であり、

中心として一元化するという人です。そのよ

聖人の総帥である。神様の息子として名づけ

うな人が独裁者、悪党なのです。そのような

られたすべての人々は失敗したが、私は勝利

人は地獄に直行だというのです。統一教会で

した息子、娘として生まれた」というのです。

は、それはいけないことです。個人は家庭の

そのように言うことができるようにしてあげ

ために生き、家庭は氏族のために生き、氏族

ることがたった一つあるのですが、それが絶

は民族のために生き、民族は国家のために生

対に「ため」に生きることです。与えて忘れ、

き、国家は世界のために生き、世界は宇宙の

「ため」に生きて、それを忘れて生きる人だ

ために生き、宇宙は天宙のために生き、天宙

けが、その世界を消化できるというのが結論

は神様のために生きなければならないのです

です。簡単なのです。
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死を避けることのできる人は一人もいませ
ん。死を避けることはできないのです。ここ

でいくのと同じように、そのようになるとい
うのです。

で生きて死ぬのですが、自分のために生きる
人は、この世界へ行ってぐるっと回って地獄

人のために生きることは、神様が創造して

へ行くのであり、他人のために生きた人間は、

相対をつくったのと同じなので、その人の愛

ぐるっと回って天国に行くのです。この二つ

の対象圏に立つということです。そうでしょ

の世界が死を境に分かれるのです。

う。誰かに従って「ため」に生きることも、
すべてそのためです。皆さんも先生のために

今後は自分の財産を天のものとして捧げる

生きるでしょう。先生のために生きることは、

ための綱が、世の中で最も長い綱になると考

先生の愛の対象になってジャンピングして、

えるのです。ですから、すべて無一文の乞食

神様を占領しようというのではありませんか。

になりなさいというのです。すべて捧げまし

そうですか、そうではありませんか。人工衛

た。捧げるものは鼻水と涙と血しかありませ

星は目標物に向かって飛ばさなければならな

ん。先生自身がそうです。捧げるものがない

いでしょう。同じです。人工衛星が出てきた

のです。生命と財産をすべて捧げました。皆

のは、今日、信仰者が跳躍して天国にどのよ

さんに息子、娘のための預金通帳があれば、

うに行くのか、何千万里、何万里をどのよう

それは自分の息子、娘のために使わなければ

に行くのかということを前もって示すためな

ならないでしょうか、世界の救いの道のため

のです。

に使わなければならないでしょうか。そのよ
うな考えをし、そのような行動をしてこそメ
シヤと同等の立場に同席できるのです。

霊界はどのような世の中ですか。真の愛を
中心として他の人のために生きる所が霊界で

「ため」に生きなさいというのです。全体

す。自分のために生きるのではなく、全体の

のために生き、より大きいもののために生き

ために生きるのです。この地上でも人のため

なさいというのです。世界のために生き、神

に生きる人は、一〇〇パーセント「ため」に

様のために生き、人類解放のために生きなさ

生きる人は「私を踏んで越えていきなさ

いというのです。自分によって新しい血統に

い！」と言うのです。いくらアメリカという

転換しなければなりません。

国が大きくても、アメリカの大統領よりもっ
とその国の民族のために生きる人がいれば、

今後どのような競争が起こるでしょうか。

その人が大統領を踏んで越えていってもみな

お互いが「ため」に生きるということです。

歓迎するのです。しかし、自分の利益だけを

なぜですか。天国では「ため」に生きる人が

取るときは、みんな怨讐になるのです。

高い位置に行くので、その高い人のために私
が生きるようになれば、その人に乗ってジャ

霊界に行っても同じです。より大きいもの

ンピングできるというのです。ケープ・ケネ

のために生きるときは、自然に通過するので

ディに行けば、人工衛星の発射台があるので

す。より大きいもののために生きるようにな

すが、ここで人工衛星が発射されて天に飛ん

れば、自然に通じるのです。ですから、世界
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のために生きる人は、アメリカのために生き

様ともっと近い位置に入っていくのです。そ

なくてもいいのです。世界の中にアメリカが

のような人の前では、神様もどうすることも

含まれるのです。韓国も同じです。すべての

できません。そのような人を打つ人は、すぐ

国が含まれるのです。それでは、行くにおい

に滅びます。神様が自ら制裁をなさるのです。

て、家庭もただそのまま過ぎ、すべてが歓迎
できる方向の内容とは何ですか。それは真の

霊界（天国）とは、どのような所か知って

愛を中心として「ため」に生きていく愛の道

いますか。「ため」に生きる人が行く世界が

しかないという結論が出てくるのです。

霊界です。自分のために生きる人は絶対に行
けません。そのような人は地獄に行くという

皆さんが五十年の生涯の中で、二十五年以

のです。有名な牧師だといってそこに行ける

上をこの宇宙のために生き、天倫に従って生

のかどうか、行ってみれば分かります。統一

きたとすれば天国に行くのです。そうすれば、

教会は怨讐まで救ってあげ、共産党まで救お

あの世に行っていい霊界にとどまることがで

うとするのですが、共産党はすべての首を切

きますが、自分を中心として生きたことが多

って統一教会をなくそうとします。これが違

かったとしたら、残念ですが善なる本郷の世

います。ですから、どのような愛がこの世界

界に行くのではなく、自分だけのために生き

を支配しなければならないのでしょうか。私

ようとする悪なる本郷、地獄に行くというの

たちは共産党よりもっと強くなければなりま

です。そのような事実を知って、これから皆

せん。悪なる人になって強くなってはいけま

さんは、自分のために生きた過去の生活を清

せん。「ため」に生きる愛を中心として強く

算して、余生を全体のために生き、国のため

なれば、世界を救っても残るというのです。

に生き、世界のために生き、天地のために生

天国は与えて生きる所です。神様も、与え

き、神様のために生きなければなりません。

さえすればよいのです。親は、子女に与えさ

そうすれば、ここから地獄ではなく天上の理

えすればよいのです。良いものを与えてから

想世界へと向かって進むことは間違いありま

も、もっと良いものがあれば、それをまた与

せん。

えたいのが親の心です。

百を与えて忘れることのできる神様の前に、

イエス様は死を目前にしても「わが父よ、
もしできることでしたらどうか、この杯をわ

私は千を与えても忘れることができるように

たしから過ぎ去らせてください。しかし、わ

なれば、神様が私の相対になってくださると

たしの思いのままにではなく、みこころのま

いうのです。このようなことを知っています

まになさって下さい」（マタイ二六・三九）

か。これは素晴らしいでしょう。主体と対象

と言いました。死んでいきながらも神様に抗

の関係が交換できるというのです。それでは、

議するのではなく、お父様のみ旨がもっと大

「私が一度善のために、神様以上にやってみ

きいので、もっと大きい犠牲でも当然捧げる

て生きる」と言った人が地獄に行くでしよう

という姿勢でした。このような位置では、よ

か、天国に行くでしょうか。天国に行って神

り一層深く入っていくことができるので、神

様が暮らしている朝の食卓の召使になります
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か、一緒に座って愛の御飯をお互いに分け合

病気を治すことは信仰の付属物として自然に

って食べながら生きることのできる位置に行

ついてくるのです。

ってとどまりますか。どちらですか。
今日大部分の人を見れば、一日の生活圏内
霊界がどのようになっているかという事実

で朝起きて御飯を食べるという習慣的な生活

に対しては、誰にも劣らない体験をしました

をしながらも、「私は神様に対して堂々とし

し、また霊界は私の専門的な分野です。霊界

ている」と言います。そのように信じている

の秩序的な起源を調べてみれば、どのように

人が多いのです。そのような人々は天国を所

なっていたでしょうか。「ため」に存在する

有できません。堂々とすることはできません。

ようになっている世界が天国です。そこが私

私を公認する相対的な要因がなくては、絶対

たちの本郷です。

的な信仰基準ももてないのです。絶対的な信
仰基準ももてなかったのに、絶対的な信仰基
準を克服したのちにこそ成される天国が成し
遂げられるでしょうか。とんでもないことで

三) 天国は地上天国を経ていく所

す。なぜでしょうか。その場にはサタンがと
今までの歴史上に神様の前に呼ばれた人々

どまっているからです。

は、みんな五十代以上、六十代以上でした。
年老いてやつれ、遠からず共同墓地に行くし

今日、数多くの宗教人は、「天国は自分の

かない人々、葬送曲を聞く日が近い者たちだ

宗教を通じてのみ成される」と言います。そ

ったのです。そのような背後で神様は、今日

れはすべて妄想的な話です。多くの宗教がそ

このようにやつれてしまった老年層をつかん

れぞれ、「我が教主が教える教理を通じて天

で摂理するのですが、今後は壮年層をつかん

国が成される」と言います。キリスト教だけ

で摂理しなければならないので、彼らをつか

見ても数十の宗派に分かれています。自分の

んでどのように摂理を展開させるかを心配な

宗派でなければ異端視してサタン視するのが

さったのです。神様はそのような事情を抱え

現実です。その教団が神様から公証を受けて

て歴史路程を歩いてこられたのです。

そのようなことを話すなら分かりませんが、
ただ単に自分の宗派を立てて、自分の宗派を

釈迦も神秘な境地に入って「天上天下唯我

残すための欲からそのようにするなら動機が

独尊」と言いました。修道しながら精神を統

純粋ではありません。そのような宗団は、す

一して、霊的世界に入って神様の前に完全な

べて滅びるようになります。もし統一教会が

対象の位置に入っていけば、「天上天下唯我

そうならば、統一教会から滅びなければなり

独尊」という言葉が可能だというのです。先

ません。

生が世の中をしっかりとつかめば、世の中が
この握りこぶしの中で溶け出すような思いが

霊的世界も塀ですべて遮られています。仏

生じるのです。そのような境地に入っていく

教圏があり、儒教圏があり、すべて塀でふさ

ようになれば、奇跡が自動的に起こります。

がれています。これをより高い神様の心情を
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通じてすべて取り除かなければなりません。

ちには、そのようにできる瞬間もあるのです

天上世界の高い玉座から塀を壊して逆に下り

が、天下を救うための求道者の主人であり、

てこなければなりません。何万年の私たちの

神様のひとり子であられるイエス様が、この

先祖の塀から何千年の私たちの先祖の塀、何

ような環境天国の基地を夢にも見ることがで

百年のこの時代の塀、何年前に亡くなったす

きず、「天国はあなたの心にある」と言いな

べての人々の塀をすべて壊して、地上のすべ

がら、心で天国をよみがえらせようとしてい

ての塀を壊して、これを地獄まで連結させ得

る途中で、三年もたたずに十字架で亡くなっ

る道を築かなければ、開天門が成されないの

たので、その方の生涯がどんなに孤独で悲惨

です。

かというのです。

統一教会の食口はどの水準にまでならなけ
ればならないのでしょうか。釈迦よりも立派

地上天国と天上天国は、レールが同じで二

な人にならなければならず、イエス様や孔子

つが合うのです。国境を越えれば、この世の

よりも立派な人にならなければなりません。

レールとあの世のレールと合わなければなり

今までの宗教の目的は、個人を救うことでし

ません。それでこそ貨物列車が走ることがで

た。しかし、統一教会は個人の救いよりも家

きるのと同じように、地上と天上世界のレー

庭を目的とするのです。統一教会が一般宗教

ルが合うようになります。ここで走る愛の機

と違う点がこれです。救うけれども家庭を救

関車を担った家庭が、ただそのまま天国まで、

い、天国に行くにも自分一人で行かないとい

天の玉座の前まで直行できるレールを連結さ

うのです。

せるための道というものは、真の愛で「た
め」に生きる道です。個人が行く道と家庭が

天国という所は一人では行けません。天国
という所は必ず相対理想を決定してこそ入っ

行く道を、すべて連結しなければなりません。
方向が一致するのです。

ていけるようになっているので、堕落人間が
天国に入っていくためには、復帰の歴史、復

私たちは、好きでも嫌いでも、いずれそこ

活の歴史、再創造の歴史を経なければならな

へ行くべき運命に置かれています。それが私

いのです。皆さんを祝福してあげることは、

たちの人生の道です。私たちは、そこに向か

天国の門をぱっと開けておくことです。「祝

って旅人の道を行っているのです。それでは、

福」という名詞を立てて閉まっている天国の

ここで問題になることは、自分のために生き

門を開けてあげることです。

たのか、人のために生きる生活をしたのかと
いうことです。その差によって、すなわち人

「天国はあなたの心にある」と言われまし

のために生きたことが多ければ天国に行くこ

たが、「天国はあなたの家庭にある」と言え

とができるのであり、その反対になるときに

なかったイエス様がどれほど哀れで孤独であ

は地獄に行くというのです。この原則はこの

られたかを考えてみなさい。それでも皆さん

場では信じられませんが、死んでみれば分か

は家庭をもって幸福を謳歌しています。私た

ります。
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霊界に行ってみれば、人々がいろいろな段

とによって真の世界になります。その世界で

階の所にとどまっているのですが、その人々

は、神様を中心として家庭で天国生活をして、

がどのようにしてそのようになったのでしょ

氏族で天国生活をして、民族で天国生活をし

うか。愛の道理に従ってどれくらい孝行を果

て、世界で天国生活をしなければなりません。

たしたか、どれくらい国に忠誠を尽くしたか、

そうしてこそ、この地が地上天国になるので

どれくらい世界で聖人の道理を果たしたかと

す。この地上でそのように暮らしてから肉身

いう度数の差によって該当する位置にとどま

を脱いで永遠なる天国に入っていけば、そこ

っているのです。人間がこの地で行くべき道

が霊界の天国だというのです。これが神様の

は正道です。正道には、個人の正道があり、

摂理の概観です。

家庭の正道があり、氏族の正道があり、民族
の正道があり、国家の正道があり、世界の正

皆さんは、「天国に行こう」と考えてはな

道があり、宇宙の正道がなければならず、神様

りません。地上に天国を建設しようと考えな

御自身にも正道があります。このような、ただ

ければなりません。天国を建設する前に皆さ

一つの道がなければならないのです。その道が

ん自身が先に天国人にならなければなりませ

どのような道ですか。本然の愛の道です。

ん。天国人になろうとするなら、「お父様の
心が私の心であり、私の心がお父様の心だ」

最後にはどのような世界へ行くのでしょう

と自信をもって言える程度にお父様と心情一

か。地獄へ行くのでしょうか、天国に行くの

体を成さなければなりません。それで、地上

でしょうか。皆さんは行きながら「先生！

でお父様の心に代わり、主と先祖の心に代わ

助けてください」と言う人になるのでしょう

らなければなりません。そうしてこそ、歴史

か、「先生！ いらっしゃいませ」と言う人

的なあらゆる問題を解決できるというのです。

になるのでしょうか。死ぬか生きるかという
のです。皆さんが結婚して仲良く暮らすとい
うのですが、先生が仲良く暮らしなさいとい

死にながら「神様、私は今まで神様のみ意

うことは、変わらない夫婦になりなさいとい

のままにできませんでしたが、私の心では天

うことです。変わらない夫婦になろうとする

国に行こうとしました。ですから私を蕩減条

なら、変わる世界に行って一緒に修練を受けて、

件を立てたものとしてください」と言えば、

南北が分かれ、四方に分かれて暮らす世界に行

神様も公平であるので、そのような人は天国

っても分かれてはなりません。このように訓練

へ行こうとする位置に置いておくというので

された位置に立たなければなりません。

す。どのような位置に置いておくのでしょう
か。行こうとしたので、天国へ行こうとする

真の父母が生んだ息子、娘は偽りの息子、

位置に置いておくのです。言ったとおり返し

娘ではなく、真の息子、娘です。そこから真

てくれます。行くことは行くのですが、天国

の家庭が出てくるのです。真の家庭が出てき

へ行こうとする位置へ行きます。その場は楽

て、真の氏族が出てきて、真の民族が出てき

園以下の位置であり得るのです。地獄にいる

て、真の国が出てきて、真の国が出てくるこ

人も天国へ行こうとするというのです。
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「統一教会は、ただこのように集まって別

所です。天国は家庭が入っていくようになっ

れる所だ」と言うでしょうが、そうではあり

ています。個人は天国に入っていけないとい

ません。ここで線を引けば、永遠に引かれる

うのです。イエス様は家庭を成せないことに

のです。この門を閉めれば永遠に開ける者が

よって天国に入れず、天国の待合室に行って

いないし、開ければ再び閉める者がいません。

待っているのです。それが楽園です。楽園は、

地で結んだことは地で解かなければならない

天国に入る準備をするための待合室のような

がゆえに、皆さん自身が結んだことは、皆さ

所です。

ん自身が解かなければなりません。これが問
題です。それゆえに、皆さんが伝道をするに

イエス様は、血族を通してそれを成し遂げ

おいて、これからは他の所に行って伝道する

ることができませんでした。それゆえに、イ

なというのです。

エス様が再び来てこれを解怨成就しなければ
なりません。そうでなければ天国に入れませ

「二十億の人類の愛の結実である実体を、

ん。天国を開ける条件とはどこにありますか。

私を生んでくれたお父さん、お母さんよりも

地にあります。したがって、イエス様が天国

もっと愛し、四十億の人類を私のお父さん、

の鍵を地に残していきました。イエス様と十

お母さんよりもっと愛する」と言えば、神様

二弟子が家庭を成し遂げることができなかっ

の愛の圏を中心として一つになったという立

たので、今日、統一教会で祝福家庭を通して

場で人類を愛することができるために、私は

七十門徒、百二十門徒の家庭を再び探し立て

サタン世界とは無関係な立場に立つのです。

なければならないのです。それでこそ天国が
開きます。

堕落しない本然の人間として、サタンと関
係がない人間として、理想的夫婦の愛を中心

キリスト教で言うように、イエス様を信じ

として家庭を築き、暮らしてから天国に直行

て天国へ行けると思いますか。イエス様御自

できるようになっているのが本然の人間です。

身も相対理想を成せなければ行けないのです。

それで地上天国というのです。地上天国は天

神様も成せなかったのに、イエス様一人で真

上天国を受け継ぐのです。それゆえに、ペテ

の愛を成すことができますか。ですから再び

ロに天国の門の鍵を与えたとはどういうこと

来なければなりません。それなら、雲に乗っ

かといえば、天国を成すことのできる道が地

て来るのでしょうか。今では、現実的内容を

上にあるというのです。はっきりと知らなけ

すべて目で推し量ることができ、測ることが

ればなりません。

できるこの民族が私についてくるようになっ
ています。

四) イエス様と楽園
今日のキリスト教を信じる人々は、「イエ
堕落がなかったならば、天国はひとり子、

ス様を信じれば救われて天国へ行く」と言い

ひとり娘が神様の愛を中心として神様の家庭

ます。「天国へ行くのも自分一人で行く」と

を築き、神様の愛で暮らして引っ越して行く

言うのであって、「自分のお父さん、お母さ
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んと一緒に行く」と言う人は多くありません。

の世界へ拡大されたはずですが、失ってしま

今後、宗教は個人のみの救いであってはなり

ったのです。ですからアダム一人を失うこと

ません。神様が立てておいた真の宗教ならば、

によって、天国の王権を中心とした王国を失

宇宙的で最後まで残り得る宗教にならなけれ

うようになり、天国の民族を失い、天国の氏

ばなりません。人類が望む最後の宗教がある

族を失い、天国の男性、女性、ひとり子、ひ

ならば、その宗教は「個人のみ天国へ行くこ

とり娘まで失ってしまったのです。

とがみ意」とは言わないでしょう。天国を個
人にだけ紹介してはなりません。お父さん、

本来、霊界は家庭が入っていかなければな

お母さんにも紹介しなければなりません。そ

らないのですが、家庭がありません。イエス

のように紹介して族長までその内容を知るよ

様も夫婦生活をしていない独身です。聖人の

うになれば、一度についていくようになるの

孔子、釈迦、マホメット、王たちはどうだっ

です。

たのでしょうか。すべて天使長圏の子孫なの
で、独身生活です。相対理想がありません。

イエス様がどうして天国に入れなかったの

このようなことを話して、無知で知らない人

でしょうか。天国は堕落せずに生きた者が入

がどんどん知って、自分が王のようになると

っていけるように、神様が人間に対して造っ

いう非法的なことが起こってはなりません。

てくれたのです。人間は、本来の原則的な基

王になるなら真の愛でならなければなりませ

準に立ってこそ天国に入っていけます。した

ん。自分が人のために生きなければならない

がって、イエス様御自身も堕落した人間を救

のです。

って、堕落しない人類の父母であるアダムと
エバの位置で息子、娘を率いて入らなければ

神様は人類を救うために宗教を立てて摂理

ならないのです。しかし、イエス様は一人で

してこられます。それゆえに、高次的な宗教

来たので子孫がいません。いないので楽園に

であるほど、その本郷のみ旨と本郷の原則に

行くようになったのです。天国に入ることが

一致する教訓を言わなければならず、「犠牲

できず楽園にいるというのです。天国に行く

になりさい、奉仕しなさい」という勧告をせ

ための待合室のような所に行っているという

ざるを得ないというのです。このように、神

のです。

様が歴史と宗教の背後で摂理しているという
事実を否定できません。このような原則につ

天国は空いています。これを考えれば神様

いて見ると、「ため」に生きようという宗教

の復帰摂理が、悲しい復帰摂理の歴史である

は発展できますが、自分を中心にして世界に

というのです。神様がアダムとエバを失って

問題を起こしながら主体的な立場に立とうと

しまいました。二人を失ってしまっただけで

いう宗教は下がっていくという結論も、ここ

終わるのではありません。アダムとエバを失

で出せるのです。

ってしまったということは、アダムとエバの
一族を失ってしまったのです。その一族が拡

聖書に「『心をつくし、精神をつくし、思

大して民族になり、一つの国家を成し、一つ

いをつくして、主なるあなたの神を愛せよ』。
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これがいちばん大切な、第一のいましめであ

神様を愛さずにはサタン圏内を抜け出すこ

る」（マタイ二二・三七、三八）と記されて

とができないのです。それゆえに、自分の妻

います。ここに引っ掛かる人は天国に入れま

よりも、自分の夫よりも神様をもっと愛さな

せん。二つ目の戒めは何ですか。「自分を愛

ければなりません。堕落した人類がサタン圏

するようにあなたの隣り人を愛せよ」（同二

内の愛のわなから家庭の位置まで出てきまし

二・三九）と言いました。神様を第一に愛し、

たが、まだ完全に出てくることはできません

隣り人を第二に愛する人が孝子になるのです。

でした。ゆえに自分のお父さん、お母さんを
神様よりも愛してはいけないというのです。

イエス様に従う弟子たちは、イエス様がロ
ーマ帝国を一時に占領してイスラエルの王に

霊界に行ってみれば、昔殉教した信徒の中

君臨すれば、自分たちは一席ずつ占領するこ

で「私がこのように殉教してこそ天国に行く

とができると思っていたのです。そのような

ことができるだろう」と言った人は、天国に

ことが問題ではありません。まず私の心の中

行けなかったというのです。反面「父なる神

で天国の基盤を築かなければなりません。そ

様が私を探すために受難の道を歩んで来られ、

の心を中心として体が神様と一つになり得る

血を流された。主の恩に報いるためにはどの

基盤を築かなければなりません。これが最も

ような道でも行く」と言って、「その恩に報

大きい問題なのです。結局は、私自身から始

いることのできる位置に私が共に参席できる

まるのです。したがって、天国の拠点は私の

栄光の一時を迎えられたことがどんなに有り

心だというのです。

難いことでしょうか」と言って死んだ人は、
間違いなく天国に行ったのです。そのような
人は自分のために生きて死んだのではなく、

神様は仲むつまじくすることを喜ぶのです

天地のために死んだのです。「私がこのよう

が、荒々しく激しくてはいけません。神様が

に信じて死んでこそ天国に行く」と言って死

仲むつまじくする時は仲むつまじくしなけれ

んだとすれば、それは自分のために生きて死

ばなりません。内外が合わなければならない

んだのです。堕落した人間は、自分の主張を

のです。このように内外だけ合えば、それで

しては絶対に天国に行けません。

よいのでしょうか。その次は、神様のみ旨と
一致することをしなければなりません。そう

五) 地獄は神様の愛と関係ない所

するならば心に何もないことがあり得るでし
ょうか。体が嫌がることがあり得るでしょう

堕落とは何ですか。堕落したがゆえに、真

か。心と体が喜ぶことをしなければならない

っ暗な夜中になってしまったという結論が出

のです。神様が存在するなら、神様が喜ばれ

てくるのです。天国へ行くことのできるチケ

ることがあるというのです。またイエス様が

ットをもらうべきなのに、地獄へ行くチケッ

神様の息子ならば、イエス様もそのようなこ

トをもらったというのです。それを実感する

とを喜ばなければなりません。

でしょう。天国へ行けるチケットが地獄行き
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のチケットに変わってしまったのは、堕落の
ためだというのです。

自殺することは罪の中の罪です。宇宙を破
綻させるための邪悪な行動です。そのような人
は地獄の中の地獄に行かなければなりません。

地獄とは何ですか。神様の愛と血統と生命、
神様との因縁がない所が地獄です。

皆さん十分の一の鼻の穴、十分の一の口で
息を吸って生きると考えてみなさい。それが

地獄は、すべて遮られてしまって自分一人

地獄なのです。地獄はそれと変わりません。

でいるのです。すべてのものを慕いながらも、

変わらないというのです。受けたい時に受け

何もできないのです。直感的にこの宇宙の膨

ることができず、与えたい時に与えることが

大な幸福圏をすべて見て感じることができる

できないのが地獄です。皆さん、息を吸いた

のに、全然身動きができないでいるのです。

いとき、空気を吸いたいとき一度我慢してみ

それで、レバレンド・ムーンがすることとは

なさい。何分我慢できるでしょうか。息を吐

何ですか。このような世界的な思想を中心と

きたいとき吐くことができず、吸いたいとき

して天地を愛し、神様を愛する運動をするの

吸い込むことができなければ、どれほど我慢

です。これは、皆さんが未来に霊界にもって

できますか。それが地獄です。

行くべき道を今から準備させるのです。この
ような準備をするということは偉大なことな
のです。

霊界では神様の愛がなければ食べることが
できません。食べる権利がないというのです。
地獄は見ながらも食べることができない所で
あり、知っていながらも行くことのできない

霊界は無限の世界です。私たちを包容する

所だということを知らなければなりません。

故郷は、そのように大きいというのです。永

それゆえに、神様の愛を中心として霊界と肉

遠な故郷、霊界は本当に巨大な所です。霊界

界が一つになり得るこのような価値的な中心

が好きですか。どんなに大きいか分からない

を立てておいて、地上で霊肉が一つになった

というのです。その世界を活動舞台とするの

天国生活をした人以外には永遠な理想的世界を

です。その心が世界的になって、宇宙的であ

もつことができないのであり、天国を所有でき

ればそこに拍子が合うのであって、個人主義

ないということを知らなければなりません。

では駄目だというのです。個人主義は全体と
通じることができないので、どれほど地獄で

あの世に行って何をするのでしょうか。食

しょうか。鷲を捕まえて、汚い穴に動くこと

べるでしょうか、食べないでしょうか。食べ

もできないように閉じ込めておいて、えさだ

れば良いでしょうか、食べなければ良いと思

け与えるのと同じだというのです。鷲はアメ

うでしょうか。それでは食べるのに何を中心

リカを象徴する鳥でしょう。食べるものだけ

として食べますか。愛を中心として食べるよ

食べて生きるとすれば、どんなに悲惨でしょ

うになっているために、愛をもっていない人

うか！ それが幸福ですか、不幸ですか。悲

は行って食べようとしても口が開かないので

惨なのです。

す。それが罰です。
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世界も混乱しています。それでは、霊界は

ません。私がかぐにおいが違い、味を知って

どうですか。混乱した人間像が霊界に行って

いるのに……。地獄に誰が送りますか。その

集まっているので、霊界は混乱せざるを得な

ような神様ではありません。地獄は自分が訪

いのです。盗みも習慣になれば、いつも盗み

ねていくのです。

をするものです。ですから、地上で盗みをし
ていたならば、天上世界に行ってもただを願

天国に行けば、地獄にも思いのままに行っ

います。それで、処置が困難なので地獄とい

たり来たりできます。皆さん、霊界で制限さ

うものが生じました。地獄は神様がつくった

れる人になりますか、自由天地に解放された

のではありません。ごみ箱を作っておいてか

人になりますか。皆さんの横にいる人を「あ

ら家を建てるのではありません。家を建てて

あ、この人は天国の門番だ。番人だ」と言い

暮らしてみると、ごみ箱が生じました。同じ

ながら、その門を通過するために訓練しなけ

です。既成教徒はみんな根本を知りません。

ればなりません。「その門を通過しなければ
ならないのですが、あなたが門番ですね。あ

地獄とは何かというと、廃物収集場所です。

なたの心をとろけさせ、あなたを感動させ、私

廃品収集場所なのです。神様の愛とは関係が

が入っていく時、案内してもらえるようにしま

なく、すべて偽りの愛で出発した全人類は、

す」と言わなければならないというのです。

みな地獄へ行きます。それで、天国に行く人
は、神様の愛と心と体が一つになり、夫婦が

地獄とは何かといえば、未来がないという

一つになり、子女が一つになって神様の愛を

のです。天国には未来があるのであり、地獄

中心として神様のように生きた人間です。神

には未来がありません。天国に入ったならば

様も心と体が絶対的に一つになっているのと

未来があるのです。堕落はどこから始まった

同じように、男性や女性やその家庭全体の家

のでしょうか。堕落とは公的な意味の未来を

族が心と体が絶対的に一つになることによっ

もたない位置から、自分だけが中心となった

て、主体なる神様の前に、その家族が対象と

ところから始まったということを皆さんは知

して一緒に暮らし、この地を離れて霊界へと

らなければなりません。「私のために生きな

移動していくのです。

さい」という道は地獄であり、「人のために
生きなさい」という道は天国です。このよう

地獄に送る神様が絶対ではありません。霊

な概念がはっきりと生じるのです。

界に行けば、自分で地獄に行きます。邪悪に
生きた人は、善なる所に行けば呼吸が合いま

気球があるでしょう。水素を入れれば、ゆ

せん。呼吸できなくなります。ですから、仕

っくりすっと上がっていきます。上がってい

方なく自分に合う所を探さなければなりませ

くのですが、それがどのくらい上がっていく

ん。地獄の暗い所に行って「おお、ここだ

でしょうか。最初に上がっていく時は、無制

な」と言うのです。そこが地獄です。私のよ

限に上がっていくようですが、上がっていく

うな人は、「地獄へ行っていなさい」と言わ

には限界があるのです。自らの重さと均衡が

れても、いることができません。呼吸が合い

取れる所にとどまるのです。自分と同じ同類
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の空気圏内にとどまるのです。霊界も同じで

らなければなりません。愛のバーナーをもっ

す。欲深い人は下がっていくのです。重いと

て行くその道を行くことができなければ、も

いうのです。ですから、地獄という所は重い

っとひどい、もっと怖い地獄があるという事

者たちが集まってぶつかるのです。そのよう

実を知らなければなりません。それを分かっ

になっています。

たでしょう。法廷に立って勝利する皆さんに
なるように願います。

もし霊界に白人と黒人が行って、白人が天
国に入っていく時、黒人の番人を立て、黒人

「私的なこと」と「公的なこと」という言

が天国へ入っていくとき、白人の番人を立て

葉は、はっきりしているのです。公的なこと

たとすればどうするでしょうか。後ろに戻り

は、大きなもののために生きることです。私

ますか。では、どうしますか。行けないと悪

的なことは、自分を中心にするのです。自分

口を言って殴れば「私を殺してください。昔

を中心にすることは地獄と通じるのであり、

は分からなかった」と言いながら、ただ取り

公的なことは天国と通じるのです。

すがって「助けてください！」と、このよう
に頼みますか、逃げますか。自分が生前、黒

統一教会の食口は安物ではありません。聖

人たちに反対したことの何千倍、何百倍生き

書を抱えて礼拝に行けば天国へ行き、いくら

地獄でしょう。私が神様でもそのように番人

献金すれば天国へ行くと考える、そのような

を立てます。

つまらない群れではありません。それはつま
らない群れです。そのようなひどい群れでは

皆さんは、宇宙からどこにも行くことがで

ありません。信じたなら、ひたすら最後まで

きないのです。どこかへ逃げる、そのような

信じるのです。どのくらいすごいかといえば、

所はないというのです。自分の思いどおりに

自分が死のうと生きようと、夫がつかんで行

逃げることができないのです。宇宙の法と秩

けないようにしても離婚も辞さずに信じると

序圏内から抜け出せない人間だということを

いうのです。そのようにものすごいのです。

知らなければなりません。道に従って行かな

神様がそれを見て、「おい、お前は離婚し
て私についてくれば、お前を地獄に送る！」

ければならないというのです。
皆さんは愛の秩序、人倫、家庭、社会、国

と言われますか。離婚をしてでも、け飛ばし

家、世界、天宙、神様、全体を通じることの

てでも正しい道を行くという時、神様が「お

できる公式的な憲法基準を中心とした、宇宙

前は離婚することをよく決心したな」と言わ

法の治下に生きている自分自身だということ

れるでしょうか。どのように言われるでしょ

を知らなければなりません。自然をはじめと

うか。一度答えてみてください。

するすべての法が支持し、擁護して、解放圏
をもてる道は、愛して「ため」に生きる道し

今苦労するのは天国の自由を求めるためで

かないという事実を知らなければなりません。

す。地獄までも天国につくるためです。地獄

地獄までも……。統一教会の食口は地獄の観

に行って裁判長のようなことをしても、地獄

念がありません。地獄があるという事実を知

で懲役生活をした人たちがみな「あなたはす
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べて経たので讒訴することができない」と言

天国へ入っていくのに一番の問題とは何で

うでしょう。この位置に降りてくる時、高い

すか。自分が怨讐だというのです。地獄やサ

位置から一段階降りてくる時、世の中ならど

タン世界は自我覚醒から生じたのです。天使

んなに大騒ぎするでしょうか。「私がなぜそ

長が自分を中心として考えたというのです。

こに行くのか。私がなぜ行くのか」と言うで

深刻に考えたというのです。逆賊とは何です

しょう。それは兄弟社会ではあり得ないこと

か。自分を中心として国と主権者を越えて考

ですが、父母の心情圏でのみ可能なのです。

える人を「逆賊」と言うのです。自分を中心

この上なく高い神様が、地獄のどん底まで降

として上がっていくその頂上は、すべて逆賊

りてくることができるというのです。これが

の道と通じるのです。地獄の道と通じるので

父母であり、真の父母です。自分の顔に傷が

す。人間自体において敗亡の道と通じるので

でき、体がどのようになってもそのようにす

す。自分を中心とするこの基盤は、死亡と通

るのです。

じるのです。

自分が愛を受けるということは地獄へ行く
目をむいて「酒を飲んではいけない。この

道であり、サタン側です。私が愛するという

者たち、滅びなさい！」とこのように言うな

ことは天国へ行く道であり、神側です。確か

らば、どれほどいい加減な者たちでしょうか。

だというのです。そのような愛が世の中には

そこには余裕がありません。こうしたキリス

一つしかありません。父母の愛一つしかない

ト教徒たちを見れば、ばからしくて私はうん

というのです。子女が「受ける」と言わなく

ざりします。「聖句のマタイ福音書何章に引

ても、しきりに愛するのが父母の愛です。堕

っ掛かった。あなたは地獄に行きます」と言

落したけれども、父母の愛を通じたその道だ

うのを見れば、えい、この者たち……。人を

けは残っているというのです。神様がそうで

殺しても、国を生かすことができれば、国を

すから、神様が父母になるので、そのような

生かすことのできる道のために人殺しを釈放

愛が人間にも残っているというのです。

する法がないと思いますか。この者たち！
皆さん、終着点とはどこですか。どこに行
あなた方はそれを考えるのです……。この

ってとどまるのでしょうか。レバレンド・ム

ように成長すると……。あの尾根にある大理

ーンは、あの世の霊界に行ってすべての愛の

石の間に根を下ろしたあの小さい松、そこに

極点にいるでしょう。北極、南極と同じよう

は通りすがりの犬が来てもおしっこもできな

に愛の極点に……。中間でいくら探しても、

いのです。陰があってこそおしっこをします。

いくら歩き回ってもレバレンド・ムーンはい

おしっこをするのは恥ずかしいので、犬もど

ないでしょう。いないから「レバレンド・ム

こかに行ってくっついてするのです。それは

ーンは地獄へ行った」と言うでしょう。それ

人間よりましです。そうなのです。陰に行っ

が易しいことでしょうか。「愛の火だるまの

てするのです。なぜですか。人が見るといけ

ように北極でも凍え死なない」これが素晴ら

ないからです。

しい理想であり、素晴らしい思想ですか。そ
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れならば、すべて成し遂げました。神様も私

う言えば、「ほう」と言うのです。それ、分

の中にいます。また世界の人も私の中にみん

かりますか。そうなると思いますか。

ないます。愛の相続を受けるという人は、私
の一族です。それは気分が悪いですか。

愛する人のために監獄に入っているのであ
れば、そこは監獄ではありません。愛する人

神様が地獄に行けば、地獄の悪魔まで頭を

をもっと光らせ、もっと深く因縁を結ぶよう

下げるのです。神様の前には頭を下げるので

にしてあげる場所になるのです。それゆえに、

す。サタンも絶対的な愛には反対できません。

真の愛というものは、高さは神様まで、深さ

神様は地獄に行っても地獄が順応しなければ

は地獄まですべてコントロールできるという

なりません。地獄も神様の所有なのです。神

のです。それでは、この愛は人の世界でのみ

様が行けば、地獄が門を全部公開しなければ

できるのでしょうか。違います。万物世界、

ならないのです。簡単な内容ですが、このす

すべての動物世界もそうであり、地もそうで

べての存在の作用の原則がこのようになって

あり、植物もそうであり、すべて愛の歌は好

いるということを知らなければなりません。

むのです。
皆さんが朝起きた時、鳥がお互いに愛する

心には境界線がありません。神様を考えて

歌がいいですか、闘う歌がいいですか。愛す

みなさい。神様の心には境界線がありません。

る歌がいいのです。この宇宙では、真の愛を

それゆえに、神様はどこにでも行けます。神

もった所には境界線がありません。境界線が

様が天国に行きたければ、天国に行くのです。

なくどこにでも通じることのできる内容があ

神様が地獄に行きたければ、地獄に行けるの

り、神様と地獄までもコントロールできる内

です。どこにでも行けるのです。それは神様

容があるために、どこでも境界線を押し倒し

の心の中に境界線がないという意味です。

ていけるそのような力があるという事実を皆
さんは知らなければなりません。

服がいくら良くても、死刑場に行く時に着
る服はこの上なく嫌なのです。しかし、いく

愛が宇宙を存在させる柱になったのと同じ

ら良くない服でも、妻が愛のみ手を通して作

ように、これが地獄を成す柱になっていると

ってくれた服は、限りなく光るのです。愛と

いう事実を知らなければなりません。このよ

いう内容を中心としたすべてのものは、神様

うになったのを直すのは、どれほど大変でし

がどこでも歓迎するという結論が出てくるの

ょうか。何百パーセント強い漂白剤で細胞を

です。地獄に行っても愛のために地獄に行っ

すべて洗っても、これが根源になっているの

たとすれば、神様もそこに共に行くことがで

で、また染まるのです。

きるのです。ここに愛の地獄をぴたっとつけ
ておけば、どうですか。気分が良いですか、

真の愛の力だけが一〇〇パーセント一つに

悪いですか。地獄でも、愛の地獄ならどうで

できます。「真の愛」と言えば、神様も「う

すか。地獄に行っている人が「この！」と、

ん」と、地獄にいるサタンも「うん」と、世

このようにしていても、「愛の地獄！」とこ

の中もすべて「うん」と言うのです。何の力
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が一つにさせるかといえば、真の愛の力が一

人間の心は固い石ではなく、氷なのです。

つにさせるのです。「先生のその話は違いま

そこにはありとあらゆるがらくたが一つにな

す」と言う人がいますか。

って凍りついたというのです。これを溶かし
て、がらくたはみんな片づけてきれいな氷の

最高の頂上の神様がいらっしゃる所と、地

塊を作ろうというのです。きれいな水で氷の

獄の最もどん底にいる人間世界の間に、ケー

塊を作って神様が召し上がることのできる氷

ブルカーを置こうというのです。そのケーブ

にしようというのです。「氷の中にはサタン

ルカーの綱は何の綱ですか。お金の綱はすぐ

が好むことのできる氷があり、神様が好むこ

に全部切れてしまうというのです。お金の綱

とのできる氷があるが、神様が好むことので

では駄目です。では、知識の綱でできますか。

きる氷になってみよう」と、そのような考え

権力の綱でもできません。上下を超越した愛

をしてこそ、地獄の氷の塊から天国の氷の塊

の綱をもって、その綱にケーブルカーを連結

に復帰できるのです。

しなければなりません。
六) 天国と地獄は自らが選択する
クァンデノルゥム（注：陰暦一月十五日に
する全羅道の民族祭り）とは何ですか。クァ

天国へ行くか、地獄へ行くかは自分自身が

ンデは遊んだり踊ったりするのです。その時

決定するのです。レバレンド・ムーンが決定

に行って踊ることができなくても、リズムは

するのでなく、神様が決定するのではなく、

取らなければなりません。「ああ、統一教会

自分が決定するのです。不平を言えば地獄で

の教主としてそれにリズムを取れば地獄に行

あり、不平を言いたい時に感謝していけば天

く」というそんなつまらない神様ではありま

国だというのです。

せん。神様は、とても傑作な神様なのです。
神様がそのような犬の足のつめより小さく、

神様は猜疑心や嫉妬が深くて地獄をつくっ

ありの前足のように心が狭い神様ではありま

たのではありません。偽物が生じたので、偽

せん。口を開ければ空気をすべて吸い込んで

物を処理する処理倉庫として地獄をつくった

も余るほどの偉大な神様であることを知らず

のです。誰がごみ箱を先に作って家を建てる

にいたのです。

でしょうか。キムチを漬けようと良い白菜を
買ってきたのに、漬けてみると虫の食ったく

神様の摂理から見ると、霊界に行っている

ず葉のようなものが出てきたので、ごみ箱に

この人たちはみんな地獄に送って、その残り

入れるようになるのです。堕落は人間始祖が

の人だけ救援摂理をするでしょうか。神様が

犯しました。それゆえに、これを蕩減して罪

真の意味の愛であられるならば、その愛の限

を清算するためには、真の父母の資格をもっ

界はどこでしょうか。このように反問すれば、

てこそ可能です。

その地獄の限界線まで越えた救援摂理の完成
を願う神様ではないでしょうか。このような
答えが出てくるようになるのです。

今まで人間世界に生まれた人には、神様が
救うことのできる条件が一つもなかったので、
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みな地獄行きでした。虫が食べてうじがくっ

あることを知らなければなりません。神様の

ついたので、豚にでも食べさせて、ほかに使

保護を受けることのできない位置に立って、万

おうかと思って仕方なくもっていって保存し

物を消化して消耗する消耗工場になっていると

た所が地獄です。地獄と楽園があるのです。

いう悲痛な事実を知らなければなりません。

このように言えば、天国は空いているという
話を実感できます。

天国と地獄がどこから分かれるかといえば、
聖書をよく知り、弁がよく立つことによって

堕落の血統を受けて生まれたその日から今

天国と地獄が決定するのではありません。実

日まで、全世界の人類が心を尽くして神様に

績と心情が問題になるのです。結局、天国と

侍った一日があったのかといえば、ありませ

地獄の境界線は、心情の境界線、実績の境界

んでした。堕落する前に私たちの先祖アダム

線に左右されるのです。

とエバは、創造理想を通して育ちましたが、
心情の因縁を立てて神様に侍ったことがなか
ったというのです。

あの世に行くようになれば、愛の理想に符
合できる素性を訓練して備えることができな
かった時には、反発作用が及んできます。誰

地獄とは何ですか。神様の愛と血統と生命、

かが「地獄に行け」とは言いません。それゆ

神様との因縁がないことが地獄です。いくら

えに、聖書では「怨讐を愛しなさい」と言い

地上でよくやり、いくら地上で努力したとし

ました。真の愛は、怨讐にその愛が及んで一

ても、神様を中心とした天国とは関係を結べ

次、二次、三次、四次さえ過ぎるようになれ

ない地上世界になりました。これが地上の悲

ば、怨讐は必ずなくなります。このような偉

惨さであり、悲痛だというのです。

大な力をもっているので、イエス様も「怨讐
を愛しなさい」と言ったのです。

神様の恨とは何ですか。心情を中心として
神様に侍るべき人間が、侍ることのできない

人間が地獄で死んでいくのを見れば、神様

位置に落ちたことです。心情を中心として侍

は永遠に生かしてあげようととても気をもむ

られるべき神様が、侍ってもらえないのです。

のです。そうであってこそ天の父母の立場で

信じる者がいないことが恨ではありません。

責任を全うするのであって、「えい！ みな

神様を知る者がいないことが恨ではありませ

掃き捨てよう」と言えば、父母の立場に立て

ん。心情を通して神様に侍り、心情を通して

ないのです。それゆえに、地獄まで解放しな

神様に対することのできる人がいないことが

ければならないという論理が成立します。

天と地の恨です。

息子が自分を生かすために気をもむ父母の
情景を見れば「私のお父さん、お母さんが私

自分を憎まなければならないのです。この

のためにあのようにしているんだなあ」と思

体を憎まなければなりません。私の体に怨讐

い、計り知れない罪をすべて悔い改めるよう

の血が蠢動するのですが、これを刀で切るこ

になります。そのようなお母さんがいて、お

ともできず、燃やすこともできない私自身で

父さんがいるならば、その子女は骨が溶けて
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やせるほど悔い改めるようになるのです。父

霊界は二つの群れになっています。霊界は

母によってそのようにすることができる道が

サタン世界と神様の世界になっています。霊

生じるというのです。

界のサタン世界から善なる神の世界へ早く行
ける道さえできれば、地上は自然に解決する

サタンも人類を救援しようという神様の愛

のです。その道はどのようなものですか。霊

の前では讒訴できません。父母の愛を通して

界のサタン世界に行ってサタンの個人、サタ

悔い改める者を許せないという道理はありま

ンの家庭、サタンの氏族、サタンの国をすべ

せん。そのような心情を通して地獄までも解

て神側に引き継ぐ秘法さえもてば、それが可

放しなければなりません。それが真なる孝子

能だというのです。霊界にそのような時が来

として行くべき道ではないでしょうか。それ

れば、地上にもそれが反映されるので、すべ

で、統一教会では地獄までも救援してあげる

ての変遷が速く、その世界へ転がって越えて

と主張するのです。なぜでしょうか。それは

いくというのです。

神様がそのような方であられるからです。
霊界がどのように発展し、どのように動い
地獄という所は、一度はまれば永遠に脱け

てこの地上と関係を結んでいくのかという全

出せない所です。それでも、皆さんは自分の

般的な内容を知らなくては、霊界をはっきり

お父さん、お母さん、そして親戚が地獄に行

と知ることができません。霊界といえば、善

くということを実感できません。ただ「どう

の霊界と悪の霊界、このように二つに分ける

にかなるだろう」と思って、それでおしまい

ことができます。その世界は実在する世界で

です。しかし、愛する父母が本当に地獄に行

す。地上世界の人には分かりませんが、そこ

くと考えてみなさい。この世の監獄にさえ入

は確実にある世界だというのです。

るとなると、泣いたりわめいたりしながらあ
りとあらゆることをしてでも引っ張り出そう

霊界は、様々な部類の役事をもっています。

とするのが人情であるならば、まして天情に

ところが、その霊人たちは思いのままにここ

よって結ばれた息子、娘が、自らの父母と親

に来て仕事をすることができません。遮られ

戚、兄弟と姉妹が永遠に出てくることのでき

ているというのです。それで、宗教によって

ない監獄に行くということを知れば、そのよ

橋を架けないと特定の人以外には再臨できま

うな考えをするでしょうか。

せん。ユダヤ教の中でも派閥が生じました。
霊界から降りて来る時、その主流が直線では
ありません。ユダヤ教の別の系統が精誠を尽

三 霊人と地上人の関係

くせば、その主流が移されて行ったり来たり

一) 霊界は善の霊界と悪の霊界に分かれている

するというのです。
ですから、霊界にいる人が降りて来るには、

今まで霊界に行った霊人たちは、みな分か

直線に該当する人以外には降りて来ることが

れています。霊界では横的には通じません。

できないというのです。再臨の役事の協助が

縦的にはこの程度で通じるのです。

できないというのです。そして一世紀がたて
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ば、その人も霊界に行くのです。霊界に行っ

落した世界と区別されたという条件をこの地

て次の時代に来ようとすれば、やはりこのよ

上で立てて善の方に立っているだけなのであ

うな原則で降りてくるのですが、特定の霊人

って、神様が御覧になる時、完全な善の位置

以外には降りてくることができないのです。

に立っていないというのです。

霊界の塀はだんだん多くなります。ますま

あの世に行けば人を殺した者、殺された者、

す複雑になります。その次の世代がみな霊界

もろもろの人が一箇所に集まっているので、

に行くのです。それで、ますますこれが大き

そこでは刃物で相手を脅かしたり、復讐しよ

くなるのです。これがすべて壁です。今の時

うとすることも起こるのです。ですから、数

は世界的時代です。どんなに複雑か考えてみ

多くの塀でふさがっているのです。それゆえ

なさい。ここでこれを探してこようとすれば、

に、悪霊が怨讐の子女を訪ねていって事故に

どんなに回りに回ってこなければならないの

遭わせて連れていったりするようなことが起

か考えてみなさいというのです。ですから時

こるのです。これをすべて解かなければなり

になったら塀を押し倒さなければならないの

ません。これを解くためにはまず地上世界で

です。霊界から降りてくる道と入る道をつく

解かなければなりません。解くにはもっと良

っておこうというのです。これを統一教会が

いものを与えなければなりません。死ぬこと

するというのです。

よりもっと良いもの、怨讐関係になったこと
よりもっと良いものを与えなければ解くこと

神様の本然の理想世界、本然の人間が行く

ができません。

ことができる理想的な善の圏に向かって行く
において、善霊はそこに前進しようとし、悪

イエス様は、この地上において十字架で死

霊はそこをふさいでいるのです。悪の霊界と

んだことだけでも無念なのに、死んで三日間

悪の世界というのは、いつでも通じるのです。

地獄に行きました。それが試験です。人間に

いつでも連絡がつきます。善霊は悪の世界で

は死が最高の恐怖ですが、イエス様には地獄

対立して反対される位置で生きた霊です。そ

に行くことが最高の恐怖であるというのです。

れは宗教を信じて逝った霊人です。

それでは、イエス様はその地獄で恐怖の主人
になったのでしょうか、でなければ幸福の主

霊界でも、善の霊人と悪の霊人が闘争して

人になったのでしょうか。イエス様には地獄

いるのです。霊界にも闘争があるというので

に行って三日間苦痛を克服するための試練が

す。善霊は悪霊を先導して、良い所に行けな

ありました。

いようにするのを遮ろうという闘いを続けて
います。サタンを中心として悪霊が連結して

何をもって霊界を解放して、神様を解放す

いるのですが、その悪霊の統治圏内に今日地

るのでしょうか。このような関係は人間の先

球の人間が生きているのです。なぜでしょう

祖が成し、天上世界までめちゃくちゃにした

か。今まで逝った先祖は善霊でも悪霊でもす

ので、子孫は先祖の過ちを償わなければなり

べて霊界に行っているために、その善霊も堕

ません。真の孝子になろうという子女なら、
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父母が負った負債を返さなければならないの

は地上世界ですが、霊的世界と地上世界を一

です。そのような意味で霊界にいる先祖のふ

つにするには、入れ変えなければならないの

さがった塀を崩す運動をしなければなりませ

です。自分の物をもっていてはいけません。

ん。そうすることによって先祖が訪ねてきて

すべて与えてこそあちらが来て、また向こう

皆さんに教えてくれるようになります。これ

からすべて与えてこそ、こちらがあちらへ行

は夢のような事実です。

くのです。失った位置へ行くのです。

私たちが今後霊界と肉界を連結させるには、

二) 霊人たちの霊界での立場

まず世界的な信念の自覚、統一的な理念の自
肉的世界はサタンの活動舞台であり、霊的

覚をし、世界的に打開するための受難の道を

世界は神様の活動舞台になって、いつも行き

甘受していかなければなりません。このよう

違いになってきました。これが復帰摂理時代

にするならば霊界と肉界が自動的に一つにな

に恨の要件として残っていることは間違いな

り、ここから統一が展開するのです。統一の

い事実です。これが行き違いになるようにし

道を行く方向が決定するというのです。

てはいけないのです。神様を中心とした心の
圏と神様を中心として統治を受ける体の圏を

霊界を統一する前に肉界を統一できますか。

準備しなければなりません。生活圏内でこれ

できません。それが原則です。それゆえに、

をどのように発展させるかで、統一基盤の基

先生は霊界を統一するために、肉界にある統

準が確立されるのです。

一教会の群れを死地に追い詰めるのであり、
無慈悲に打ちのめすのです。そのようになれ

統一教会が統一するためには、霊界から統

ば、霊界は皆さんに協助せざるを得ないとい

一しなければなりません。皆さん、霊界を知

うのです。皆さんが悲惨な位置に入っていけ

っていますか。私たち統一教会の群れは霊界

ば入っていくほど、それを中心として、霊界

を知らなければなりません。霊界を統一しな

は霊界なりに団結するようになるのです。皆

ければなりません。霊界を統一することは易

さんが深い位置に入っていくようになれば、

しいと思いますか。霊界の統一なしに地上の

三千万の民族の中に天国圏が展開するという

統一はありません。今日、この地上の闘いは、

のです。この圏は、以前から地獄に行ってい

本当に大変でしょう。地上の闘いが大変です。

る者までも含まれるのです。

しかし、霊界の闘いは地上の闘いよりもっと
大変です。このようなことを考えると、今日

この世界は悪魔の世界です。悪魔の世界を

統一教会の食口は、難しいという形容詞を口

訪ねなければなりません。皆さんは、いつ死

を開けて言うことができません。

ぬか分からないでしょう。誰でも死ぬのです。
死の峠を越えて往来できる基盤を地上に築い

理想を探し求めていく過程で、霊的なもの

ていかなければ、地上天国ができないのです。

と肉的なものが一つになるのは何によってで

地上天国ができなければ、天上天国はできま

しょうか。霊的な世界は霊界で、肉的な世界

せん。皆さんが霊界に行っても、この地上に
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思いどおりに来ることができるようにしてお

れば、霊界に行っている人々はどのようにな

かなければなりません。それでこそ地上天国

るでしょうか。どのように統治されるのでし

で暮らし、天上天国が成し遂げられてそこで

ょうか。ここで生きた人があの世に行って突

暮らすようになるのです。

然変わることはできません。「三つ子の魂百
まで」という言葉があるでしょう。もって生

あの世は物質世界を超越した世界です。あ

まれた性格は直すのが難しいのです。

の世は知識の世界を超越した世界です。時間
と空間を超越している世界なので、きのうの

あの世に行っている霊人体は、私たちの今

喜びがきょうの喜びになり、きょうの喜びが

までの生き方と特別に違うのでしょうか。突

あすの喜びになり得るのです。このように見

然に変わるのでしょうか。そのようなことは

ると、その本質の世界は、今日、人間世界に

ないのです。ここで生きた、その姿どおりに

生きている私たちが必要とし、重要視する内

収穫されていくのです。霊界に行っているす

容を中心としては動かないということです。

べての霊人体は、結局は地上で生きた人々の

すべての霊界生活における価値的な中心とは

霊人体です。そのように見ると、今日この人

何かということが重要なのです。

たちが生きている世の中と、別に違わない世
界だというのです。

私たちは、三時代の使命を完結しなければ
なりません。霊界に行っている霊人を解放し、

あの世は、どのように連結していくのでし

今日この罪悪の世に生きている人々を解放し、

ょうか。あの世においても、現在の立場より

今後来る後代の人もここから解放しようとい

あすの立場が良くなることを願うのは同じで

うのです。このように三時代の解放圏をもっ

す。地上で暮らす人間が生活する中で、きの

てくるのです。これは膨大で途方もないこと

うよりきょうが良いことを願い、きょうより

です。このように夢のような内容が事実とし

あすが良いことを願うのは共通心理です。西

て現れれば、どのようになるでしょうか。目

洋人でも東洋人でも、過去の人でも今の人で

がまん丸くなり、口はとめどなく開き、耳は

も未来の人でも、誰彼を問わず、現在生きて

そばだつかもしれませんが、頭は下げるよう

いることよりも良くなることを願うのは共通

になるのです。

心理なのです。これは変わりません。霊界に
行っているすべての霊人体も、それと同じな

今日、地上に生きている人が、好きでも嫌

のです。現在よりも良くなればよいというの

いでも誰彼を問わず、みな帰ってとどまる所

です。地上生活した時よりも良くなることを

が霊界です。そこには未開人から文明人まで、

願うというのです。

歴史時代に生まれて逝った千態万状の多くの
人間が集結しているというのです。今までの
人類歴史が平和を中心とした人類歴史にでき
ず、幸福を中心とした人類歴史にできず、理

三) 霊人たちの完成も地上人を通さなけれ
ばならない

想を中心とした人類歴史にできなかったとす
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今まで世界はサタン世界だったので、悪人
が国を動かすのに先頭的立場に立ったのです。

らは統一教会を信じる人を中心として一つに
なります。

しかし、善人はその反対にいるので、霊的な
天使世界が先祖の善の実績をもった子孫を訪

先祖は、皆さんより先に生まれたから天上

ねてきて協助しようとするのですが、協助し

天使です。先に造ったのは天使と同じで、私

ようとするその対象は高い位置の人ではあり

はアダムと同じなので、自然に天上の位置に

ません。反対の位置にいる人だということを

いる先祖は、今アダムとエバの位置にいる子

知っているために、高位層だけを考えてはい

孫を後援することが原則になるというのです。

けないのです。

ですから易しいのです。しかし、地上で築か
なければなりません。霊界でするのではあり

先生も同じです。生涯へとへとになりなが
ら世界を見回り、家に行けば何も残っている

ません。心情圏は地上で築くようになってい
るのです。

ものがありません。そうして見ると、一つだ
け彼らの前に植えつけたこととは何かという

過去にアダムとエバを守るべきだった天使

と、夜が来ても、季節が変わっても、先生を

は堕落させましたが、今や先祖はそのような

思慕する心だけが大きくなっていくというこ

ことをしないというのです。子孫はすべてそ

とです。どの国に行ってもその村に真の愛の

の天使長の息子、娘です。そのような立場で、

心を、思慕の心を中心として生活すれば、天

自分の先祖が来て後援できる基盤になるので、

使が来て活動でき、善の先祖が来て堕落と関

先祖が霊界において讒訴する条件を立てない

係ない遊び場となって、希望の峰になるとい

生活をしなさいというのです。それが原理原

うのです。

則に出ているのです。原理原則に従って生き

霊界にいる霊人たちが地上に来るとしても、

なさいというのです。生きながら実践しなけ

いつでも来ることができるのではありません。

ればなりません。実践すれば霊界が協助する

みな一年中の一節気に従って、自分の心の門

ようになっていて、そうすれば必ず発展する

が合うのです。ある時は皆さんの友達にも良

ようになっているのです。問題はそこにかか

い時があり、悪い時があるのです。心の門が

っています。

合えば、この地上に霊人たちが来て協助でき
さあ、会ったので決断をしなければなりま

るようになるというのです。

せん。何を中心として決断しますか。韓国が
主流宗教は、すべてイスラエル民族圏を通

生きるか、死ぬかという問題を中心として、

して行くのではないのです。主流圏をすべて

神様が願う位置に立って生きるためです。そ

変えて、このように出てくるのです。その霊

れはこの民族に対する先祖が願う思いであり、

を通して協助し、再臨の役事をしてきました

神様が願うみ意であり、今日この四千万の民

が、これから統一教会を信じていく皆さんに

族が願う心であり、私たち後世の者が願う心

おいては、主流宗教圏のすべての権限を平準

です。このような歴史的な起点においてこの

化させたので、皆さんの先祖がみな、これか

責任を果たせない時は、すべての先祖の怨声
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と、現時代の民族の怨声と、後代の子孫の怨

す位置ではない神側の天使長の使命を果たし

声を避けることができません。

て、自らの子孫、アダムと同じ立場の者を協

皆さんは、皆さんの先祖の中のいかなる先

助してあげるのです。霊界にいる霊人たちが

祖よりも、現在この時代の誰よりも、後代の

協助する、そのようなことが起きるのです。

いかなる子孫の誰よりももっと深刻な位置に

そのようにすることによって、その霊人たち

立っています。そのような哲学をもって生き

も地上人のように越えていくことができるの

なければなりません。そのような生活哲学を

です。

もって生きて闘いながら身もだえするので、
神様が協助するのです。そのようになれば相

霊人たちは、現在の自己の位置で解放され

手が滅ぶのです。理由がありません。コーナ

ようとするなら、地上人を通さずには苦痛を

ーに行くのです。あなたが落ちるか、私が落

免れることができません。また犯した罪を脱

ちるか。これほど追い込んできました。

ぐこともできないので、自分が生きた所に必
ず訪ねていきます。自らの血縁や関係のある

文化圏がいくら違うといっても、生命の連

人に訪ねていって信号を送ります。

結や愛を中心として連結する根本が一つなら、
どのようにしようとそれを中心として「私た

霊界に行っても来ることができなければな

ちは絶対的に一つだ」という概念をもつこと

りません。しかし、地上に天国を成せなけれ

が重要なのです。人は「絶対的に一つ」とい

ば、地上に来ることができないのです。これ

う概念が重要です。日本人も、韓国人も、中

は妄想ではありません。そのようになるので

国人も、西洋人も、絶対的に一つです。それ

す。永遠にわたってしなければなりません。

で、現世に生きている地上人も、霊界に行っ

先祖がみな責任分担と蕩減条件に引っ掛かり、

ている数多くの霊人たちも、すべて根本は一

霊界に行って、行くべき道を行くことができ

つです。出発して、結局は霊界に行ってとど

ずに、地上に再び降りて来て蕩減するのと同

まるというのです。

じように、その道を皆さんが残してはいけな
いというのです。原理のみ言が事実なら、皆

横的な面において自分の先祖がみな来て、

さんはそこに引っ掛かるのです。

先祖が橋を架けてくれるのです。先祖は天使
長であるがゆえに、再創造するのに協助して

先生が皆さんに厳しい生活をさせ、苦労さ

真の父母の愛の因縁に従って上がっていくの

せることは皆さんが憎くてそうするのではな

です。地獄にも、門が開いて天上世界へ上が

く、皆さんを生かしてあげるためにするので

っていくことができる道があるがゆえに、自

す。すべて皆さんを生かしてあげるためであ

分たちが教育を受けて……。

ることを知らなければなりません。皆さんを

自分の父母、先祖が天使長でしょう。しか

生かしてあげるために苦労させるということ

し今は、神側を滅ぼす天使ではありません。

を知って、有り難く思わなければなりません。

堕落した世界を滅ぼす天使、蕩減復帰の原則

そうすれば天の心情世界、新しい心情世界が

によって反対の立場で、昔と違って天を滅ぼ

展開するのです。そのようにすることが順序
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です。そのようにして心情的紐帯をもってこ

これからは霊が交差し始めるのです。交差

そ、天の命令ならばどこでも飛んでいくこと

する時は、霊界が降りてくるのですが、悪霊

ができるのです。世界を引っ張っていく機関

から降りてきます。交差する時は、中間霊界

車のような責任を果たすといえば、霊界が協

を越えて善の霊界へと越えていく時です。こ

助します。そのような考えをすれば霊界が間

れを越えていく日には、善霊と善人は上がっ

違いなく協助します。

ていき、悪霊と悪人は下りていくのです。今
までは善悪がお互いに上がったり下がったり交

皆さんは霊界に行くのが良いですか。地上

差しながら、混ざって出てきましたが、これか

の皆さんが霊界に行くという心と、霊界の人

らは善と悪が完全に分かれることのできる新し

が地上に再臨するという心のうち、どちらが

い次元の時代へ入っていくと見るのです。

より切実でしょうか。原理的に見ると、皆さ
んがもっと熱烈でなければならないでしょう

人間が知らない霊界の霊人を動員して証さ

か、霊界がもっと熱烈でなければならないで

せることのできる基準が、「私」に立ってい

しょうか。霊界は天使長の世界で、ここはア

るかが問題です。霊界もそのようなことを要

ダムとエバの世界、息子、娘の世界です。息

求しています。霊界は神様の心情を知ってい

子、娘がもっと熱烈でなければならないので

るので、地上でそのような人が訴えれば、霊

あって、僕がもっと熱烈でなければならない

人たちを動員して天国理念の実現のための地

のでしょうか。

上のみ旨に協助するようになるというのです。

皆さんが霊界を協助するようになっていま

霊界の霊人たちがこの地上に来ることができ

すか、霊界が皆さんを協助するようになって

ない原因は、この地上が嘆きの垣根になって

いますか。霊人が協助しようと待っているの

いるからです。

に、なぜ待つのですか。地上に天国を成すた
めのみ旨に協助しますか、皆さんが豊かに暮

これから皆さんは祈祷してください。「先

らそうとすることに協助しますか。地上に天

生のみ言とともに、善霊は再臨して、この地

国を成すためのみ旨に協助するのです。

上にいる悪の子孫を、善のあなたの懐を通し
て天国に導いてください」と命令すれば、そ

霊界を中心として見れば、悪霊がいると同

の命令が可能な時代に入るというのです。私

時に中間霊がいて、善霊がいます。蘇生、長

たちはアダム時代圏内で生き、霊人たちは天

成、完成の三段階にとどまるのです。三次七

使世界圏内で生きるので、アダムのために天

年路程が連結することによって、善霊が地上

使が協助すべき原理原則があるので、動かざ

に連絡できる道が生じるというのです。その

るを得ないという結論がしっかりと出てくる

ようにする以外にはありません。蘇生、長成

のです。

圏がサタンの主管圏内にとどまっているため
に、悪なる勢力の版図圏内にいる悪霊が主導

早朝起きてその町内のために、自分が引き

的な役割をしながら世界をすべてこのように

受けた責任地域のために祈祷しながら涙を流

してきました。

さなければなりません。その道は心情的であ
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りながらも、また霊界と霊的な因縁を結ぶ道

私たちは、横で誰が何をしようと、食べて

です。神様が町内を見下ろせば、みな地獄に

いようと、休んでいようと関係なく、その道

行くしかない人間なので、涙を流さざるを得

を行かなければなりません。前には、数千名

ないのではないかと思って、神様の代わりに

が一様にみな行っているというのです。ひも

自分が涙を流すということを自ら感じるとい

を引きながら休まずに精誠を尽くして苦闘し

うのです。神様の心情で涙を流せる共鳴力が

ながら行けば、他の人もそのひもを巻き上げ

生じれば、霊界が総動員するのです。

てくれるのです。そのようにしながら、多く
の人々がそこから落ちることも感じるように

皆さんは伝道ができない時にも伝道をしな

なるのです。

ければなりません。石を海に投げるのと同じ
です。それで海水をすべて埋めて、山になる

マラソン大会をするのと同じです。走って

まで果てしなくするのです。そうすることに

みれば一等もあり、二等もあるのです。歴史

よって、私が心情的に成長するというのです。

がそうです。今まで数千年間、数多くの霊人

体は何も変わらないけれども、心情が育つと

がそのひもを結んできました。その中で一等

いうのです。

であの世に行って、その巻く装置と因縁を結
んで丸ごと巻き上げれば、霊界と肉界が復帰

今までの六千年の歴史は、アダム一人を探

されるのです。

してきた歴史です。アダム一人を再創造する
歴史です。それゆえに、皆さんは先生につい

四) 霊界の協助と確信

てこなければならないのです。エバはアダム
が出てこなければ創造できません。それゆえ

今や霊界がこの上なく近い距離に来たので、

たった一人のアダム、たった一人の男性を創

善の霊人たちが地上に定住する時代が来たの

造するのです。その一人を創造するためには、

です。来て暮らすというのです。今まではサ

復帰摂理の途上に生まれて逝った数多くの

タン、悪魔が地上をすべて分轄して主管して

人々の血と肉が材料にならなければなりませ

きたのです。しかし、これからは善霊がその

ん。億千万の霊人たちの怨恨がここに一つに

地域を奪って主管するのです。そのために統

ならなければならないのです。そして、この

一教会の食口が涙を流して、血の汗を流して

実体が登場する日に初めて、激しい迫害の中

精誠を尽くさなければならないのです。キリ

でも血を流して死んでいった殉教者は、苦労

スト教が精誠を尽くした以上、イスラム教、

した甲斐を感じるようになるのです。

仏教、どんな宗教よりも、私たちは切実な心

たとえ霊界にいるとしても、地上にいる実

情をもって祈祷しなければならないのです。

体と関係を結ぶことによって、自分たちにも

「あなた方を中心として地上に実体基盤が復

解放が来るのです。このようになっています。

帰されたので、霊的基盤を中心とした霊界圏

それが観念的に漠然としていてはなりません。

を通して統一教会は前進しましょう」と祈祷

この自覚をどのようにするかが問題です。

するのです。
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霊界に行っている人々も、私たちを通じて

聞きなさい！」と言うのです。なぜでしょう

こそ救われるということは知っています。で

か。堕落した悪霊は退いて、善の圏内の本然

すから、霊界に行った人々のために与えれば、

の氏族的基盤を中心として、父母と連結でき

霊界の恵みが皆さんを訪ねてくるのです。そ

る国家的基準まで連結した御父母様と世界的

のように霊界のために蕩減してあげ、悔い改

基準までサタンを押してきたすべての基盤の

める人になれば、その霊界が皆さんに従って

上に立ったので、サタンを退けて天使長型の

くるというのです。霊界が皆さんを中心とし

霊界にいる皆さんのすべての先祖が協助する

てすべて動いていくというのです。蕩減と悔

ようになっています。

い改めがこのように重要だということを知ら

霊界にいる皆さんの先祖もこの世を見下ろ
しながら、誇らしい子孫に協助したくて地上

なければなりません。

に降りてきたいと思っているのです。それで、
霊界は境界線がないので、霊界の領域は終

多くの先祖が皆さんの周囲に降りてきます。

わりがないのですが、どこに行ったとしても

これが氏族を中心とする宗派を超越した宗教

「私が協助した。あなたがそこの責任者だっ

世界です。理解できますか。皆さんの先祖が

た時、その時代に行って協助した」と言うの

皆さんを信じて、皆さんを愛しながら皆さん

です。みんな友人です。一つの時代圏内に立

についていきたがるのです。それで、皆さん

っている同僚者になるのです。先生が話すよ

に協助するために献身したがるのです。

うに霊界が動員されなければなりません。霊
界が動員されなければ、どのように天国を形
成するのでしょうか。形成できません。

今日、地上では統一教会に入って祈祷すれ
ば、一週間以内に先祖が現れてすべて教えて

天国は真の父母から始まるようになってい

くれます。そのような位置に入ったのです。

るのであって、今までの堕落した子孫によっ

それはどういうことかといえば、今まで宗教

て始めるようにはなっていません。アダムを

が世界的な版図を築いて、心情的紐帯によっ

創造する時、天使世界の協助を受けたのと同

て縦的な行路を築いてきたのですが、それを

じように、再創造も霊界から降りてきてすべ

世界的な横的版図に広げておき、この世界の

て地上に協助しなければなりません。そうで

果てまで連結しておいたので、霊界に行った

なければならないようになっているのです。

先祖が氏族を中心として初めて地上に再臨し

原理がそうではないですか。復活原理がそう

て協助できる時代になったのです。

でしょう。復活原理がそのまま結果に現れて

ホーム・チャーチがそのような世界的な版

こそ「真」と言うのです。ですから、霊界が

図を縮小させた基盤です。それで、善霊がど

先生に対してどれほど喜ぶでしょうか。

のようになりますか。以前は来て協助して帰
りましたが、今は地上に定住するのです。そ

強い信念だけしっかりともっていけば、皆

のような時代に来たというのです。定住、分

さんの先祖がお母さんや、親戚の誰かを押さ

かりますか。定住といって先生の故郷の定州

えてどうすることもできず、口がきけないよ

（注：韓国語で定住と定州の発音が同じ）で

うに圧力を加えるというのです。「私の話を

はありません。霊界に行った善霊が初めて定
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着して暮らすことのできる時代に入るという

私に協助してください。善の先祖よ、来て協

話です。それで、皆さんが統一教会に入って

助してください。そのようなバイブレーショ

活動するのですが、善の先祖が皆さんと共に

ンが必要です」と言えば、さーっと来て……。

暮らしながら協助します。それゆえに氏族復

個人を呼んでも動かすことができ、家庭を呼

帰が可能なのです。

んでも動かすことができ、氏族圏、民族圏、
世界圏を中心として連結させ得る踏み台が地

世界的な時代に入った皆さんは、個人的な
立場にあったとしても、世界最高の聖人と連

上にできてきたので、それが動いて降りてく
るというのです。

結しているので、必要とする時、彼と同じ心

このようになれば、今まで私の体は、この

性をもって、彼と同じ心的な生活をした人に

ように行こうとしたのですが、我知らず回っ

は、どこでも縦横無尽に協助できる基盤が霊

てみんな引っ張られていくのです。二つの霊

的にできてくるというのです。それで今、統

人体が来て一つをつかんで引っ張れば、自分

一教会の動きに伴い、全世界の各国の愛国者

自身はそのつかんだものが分からないので引

は、統一教会の基盤を中心として、その背後

っ張られていくのであって、仕方ないでしょ

に囲いを巡らしてすべてこの地上に再臨し、

う。一人で走って入っていくのです。皆さん、

定住しています。

それを信じますか。これは空論ではありませ

これは部隊でいえば、その国の民族の何十

ん。理論的です。

倍、何百倍にもなる人々が死んでいったので
はなかったでしょうか。その人々が来て陣を

統一教会が動けばマホメットが協助し、儒

張って拡大工作を待っているというのです。

教、仏教の代表者がみな協助し、神様も協助

それゆえに、すべての宣教師は国家的な運動

するという話は理論的だというのです。です

をして総動員し、霊界と共に全体を代表し、

から、私は人類を代表し、霊界を代表し、神

犠牲を覚悟して総進軍命令を下せば、その霊

様を身代わりしているので、全体が協助する

が協助するようになっています。

立場で動くという自負心をもたなければなり
ません。

今までの宗教は霊界と肉界を連結させるこ
とができなかったので、霊的な精誠を尽くし

今まで御父母様に対して霊界が支持できず、

て縦的な面に拍子と波動が合って初めて接触

協助できない理由は、完成した父母の位置に

できましたが、今はその放送局自体に入りま

は堕落した霊界が協助できないというのです。

した。振動盤のような位置に立ったというの

本来、原理がそうでしょう。完成した父母の

です。波動ではなく、波動を起こす送信機自

位置であるということは、神様と堕落しない

体だというのです。

天使長が後援するようになっているのであっ

ここで何千周波数にしようが、何十周波数
にしようが、短波にしようが、くっつければ
波長、電波をすべて出せます。私が放送局を
もったので「霊界にいる私たちの先祖が来て、

て、サタン圏内にある霊がいくら多くても父
母を協助できないのです。
今霊界に行っている霊人は、真の父母を通
して生まれずに偽りの父母を通して生まれた
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ので、真の父母を協助できないのです。しか

今も一日に六万名が死んでいます。今一年

し、天使長が失敗したすべてのものを蕩減し、

に二千万名が飢え死にしているので、一日に

子女の位置でアダムとエバが育つそのような

六万名です。六万名が死んでいくのを父母、

立場にはいくらでも後援できるようになって

子女、兄弟たちが見れば、胸を痛めて痛哭す

います。それゆえに、霊界が協助することに

る事情が起こっています。ところが、真の父

よって、世の中がだんだんと遠からず崩れて

母が同情せず、それに対する対処をしなけれ

いくというのです。

ば、地上で在世当時に自分たちと共に生きた
という条件が怨恨になります。
飢え死にする人よりもっと哀れな者たちが、
神様を否定する人々です。飢え死にする人は、

五) 流離する霊たち

あの世に行くようになっても、自分の善意の
皆さん、霊界がどれほど大きいか知ってい

道理に従った級がありますが、神様がいない

ますか。霊界にどのくらい多くの人々がいる

という人は、霊界を否定するので踏み台があ

だろうかと、考えたことがありましたか。今

りません。霊界で雲の塊のように漂います。

霊通する人々が言うことを聞けば、一人当た

さまよう霊になるのです。雲が集まって雨が

りに三千三百二十余名ずつ霊人たちがくっつ

降るのと同じように、集結してすべて悪い影

いていると計算しています。私たちの側にそ

響を及ぼすのです。ですから、みんな地獄に

れほどいると考えると、世の中に負けるでし

行って地獄を困らせるのです。そのようなこ

ょうか、勝つでしょうか。

とを十分に知って、彼らを生かしてあげなけ
ればならないのでこのことをするのです。

人は百年も生きられないことを考えると、
五十億の人類の中で一年に五千万人が霊界へ
行きます。地獄に行くのをどうしますか。サ

四 先祖と私たち
一) 私たちは先祖の結実体

タンが蒔いた種をすべて天に収めることを神
様が願うのに、これが遅れれば遅れるほど、

皆さんはみな先祖の代わりとして生まれて

どのようになるでしょうか。今まで四十年間

きた歴史的な復活体です。その歴史がどのく

にどのくらい地獄に行きましたか。数十億人

らいになるでしょうか。何十万年になったと

が行ったのです。深刻なのです。あの世に行

言います。そのように長い歴史過程を、結局

って霊に会い、「先生が在世当時に私たちに

は「私」一人をつくるために苦労したのです。

対して責任を果たせなかったではないか」と

金氏なら金氏という「私」一人を誕生させる

言われれば、何と言いますか。心からでもし

ために、多くの先祖が生まれて逝きました。

なければなりません。心からでも食口に話し

ですから、私たちは歴史的な結実体です。

て、未来に対しても責任を果たすという行い
を中心としていけば、「あなたは驚くべき方

先生は人の顔を見れば、その先祖が良いの

です。私たちのことを考えてくださいまし

か、悪いのか大概分かります。ある人は良い

た」と言うのです。

先祖がいて福を受けるかと思えば、ある人は

764 * 七百六十四

천성경

天聖經
Cheon Seong Gyeong
悪い先祖がいて実に苦労ばかりしているとい

数千、数万の先祖に会うようになります。と

うのです。そのような人は伝道しようと任地

ころが、「この者たち、どのように生きたの

に行っても、ひどく苦労ばかりします。

か」とぞんざいな言葉遣いをすれば気分が良
いでしょうか。考えてみなさい。

皆さんが基準を立てて統一教会と歩調を合
わせていけば、霊界にいる国家的な運勢に従

今は、私たちを協助してこそ自分たちが福

って動いた善の霊人や先祖が、皆さんのため

を受けるようになっているのであって、反対

に仕事をすることでしょう。皆さんは外的に

すれば反対するほどますますどん底に落ちて

見ると顔が平たく、耳がぐっと入って不幸せ

いくのです。天運が急変していきます。今後、

に見えるけれども、霊界では皆さんを福を受

家ごとに先生の写真を掛けようと大騒ぎする

ける人だと考えます。また、十代圏内にある

でしょう。霊界で自分の先祖が忠告するので

先祖は気をもんでいます。なぜなら、復帰歴

す。それで旗を掲げ、先生の写真を掛けてそ

史は十代圏を中心として成されるからです。

の前で毎日のようにあいさつする人は、自分

ところが、万一悪い子孫が現れれば、十代圏

の先祖を復活させることができる役事が再び

内にいる先祖が「こいつ！ お前が私たちを

起こるのです。

滅ぼそうとするんだな」と言って審判します。
今まで、入り乱れた数多くの霊界に通じる
イエス様が地上へ来られることによって、

霊人たちは、「統一教会に行くな」と言いま

それ以前の善の先祖が霊形体級の霊界から生

した。しかし、これからは釈迦、イエス様、

命体級の霊界に入っていくことができたよう

孔子、マホメットも統一教会に行けと教えて

に、皆さんの先祖も地上にいる皆さんを条件

あげなければ、天法に引っ掛かるのです。な

にして再臨できる特別な恵沢圏内に入りまし

ぜでしょうか。先生が言う宗教は、父母の宗

た。皆さんがこのようなみ旨を知って勝利の

教だからです。

枝になれば、一つの生命体を成し遂げること
のできる立場なので、皆さんの先祖が皆さん

「私たちは、真の父母によって新しい血統

を協助するのです。このように皆さんは、数

の代を継ぐことのできる先祖になることによ

千代の善の先祖が再臨できる基盤にならなけ

って、解放圏が広がる祝福を受けた氏族にな

ればなりません。

ったのです。この氏族は永遠不滅の神様の眷
属であり、血族になりました」このようにな

霊界に行くようになれば、多くの預言者、
烈士たちと多くの先祖に会って討論するので

れば、サタンと完全に決別です。それで、統
一教会は先祖を祭ることを認めるのです。

す。「あなたはどこから来ましたか。地球の

キリスト教が祭祀を行うことを認めました

どこですか。どこの国ですか。どこですか」

か。統一教会は、今やその伝統を引き継いで

と聞いて回想して言うのです。友達同士が会

打ち立てなければなりません。これはこの世

えば自分の昔話をするでしょう。霊界に行く

の伝統ではありません。天の父母、天国、天

ようになれば、皆さんの最初のおじいさん、

の先祖に侍ることによって、その継代を継ぐ
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氏族的メシヤ圏、伝統的な血族を千年、万年

のです。地球もすべて通じるというのです。

侍ることのできる王土になるのです。王に仕

そのような世界に行って永遠に生きなければ

えて永遠な太平の世を導き得る国になるので

なりません。神様の愛の対象として創造され

す。その国で暮らしてこそ皆さんのお父さん、

た人間であるがゆえに、神様が永遠であられ

お母さん、一家、一族が天国に直行するので

るので一つの愛の対象になる存在も永遠に必

す。

要だというのです。神様が永遠であられるよ
うに私たちも永遠だというのです。愛の相対

皆さんが祈祷して霊界と通じてみれば分か

がなくては永生がありません。

ると思いますが、霊界では子孫を天の前に近
く立てるために、どれほど努力しているか分

霊界が私の手に懸かっており、親戚が私の

かりません。ところが、ここでは先祖にでも

手に懸かっており、親戚だけでなく国が私の

悪口を言って私だけ満足に生きようとしてい

手に懸かっており、今後来る子孫の前に正し

ます。

い伝統を立てておかなければならないという
ことも私の手に懸かっています。これをいつ
も考えなければなりません。皆さん自身一人

二) 先祖の救いは私たちがする

一人が正しくできるか、できないかによって、
先祖が住んでいたこの家の中に、自分のひ

霊界に行った皆さんの先祖も解放でき、皆さ

いおじいさん、ひいおばあさんが暮らした部

んの親戚も解放でき、皆さんの子孫は解放の

屋に、おじいさんを産み、お父さんを産み、

選民として策定されるのです。

私を産んだその部屋に、おじいさん、おばあ
さん、ひいおじいさん、ひいおばあさんが愛

皆さんはいつでも「三時代を代表した私

した愛より大きな愛を残すことによって、天

だ」と考えなさいというのです。ですから、

が見れば、愛の光がぴかぴか光るというので

霊界が私の手に懸かっているというのです。

す。百ボルト、千ボルト、一万ボルト、何億

皆さんの先祖が皆さん自身に懸かっていると

ボルトの光をずっと照らすというのです。そ

いうのです。過去、現在、未来をすべてこの

の照らす光がどこに行くのかといえば、先祖、

ように集めて、二つを重ねて引っ張っていけ

先祖、先祖に上がっていくのです。霊界に行

ば走ってくるのです。そのような使命を果た

くようになれば、神様を中心とした天国に行

さなければなりません。

くのです。その天国が本来、私たちの本然の
故郷です。私たちの本来のお父さんが神様で

今から世の中が急変します。悪なる人が事
故でたくさん死ぬというのです。我知らず死

しょう。

にます。今は蕩減がありません。即決処断時
あの世のすべての先祖が皆さんの生き方を

代が来るのです。しっかりしなさいというの

すべて見ています。隠す所がどこにもありま

です。誰がするのですか。悪魔に蕩減させま

せん。先祖がすべて見ているというのです。

せん。自分の先祖が処理します。今現在祝福

霊界に行くようになれば、壁もすべて通じる

してあげたその基準は水平になっているので
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すが、ここから落ちていきそうになれば、霊

といえば、皆さんのおじいさんが協助しよう

界に入れば落ちないので、失わないためにも

と現れてみんな伝道するというのです。

連れていかなければならないというのです。
そのような時代が来るのです。先祖が薬をく

お手洗いに行って座っていれば、霊界では

れ、病気を与えます。先祖が「真の御父母様

「お前はきょう、何々をしなさい」とプログ

の写真を置いて侍りなさい」というのです。

ラムをすべて教えてくれるのです。そのよう
なすごい事実が起こってくるのです。ですか

天地が願う以上の切実な心をもって協助を

ら、街頭にいれば関連する人々は、あらかじ

受けなければならないのです。みんなそのよ

め霊的にすべて連絡がついていて、会う事実

うに行くのです。三代です。三代なのです。

がいくらでもあるのです。ですから、霊界の

自分の先祖が一代、それから自分が二代、息

協助を受けなければなりません。霊界の協助

子、娘が三代です。そこに切実な心で縛って

がなければなりません。皆さんも今や先祖が

おけば、新しく生まれるこの地上の三代圏の

協助するようになっているのです。堕落して

子孫が、父母と天上の先祖にまで及ぶように

いない圏内の世界において、アダム完成圏を

なるというのです。そうでしょう。

天使が保護して育て、祝福の位置に行くこと
ができるのです。霊界がそのような本然の使

この地上に来て協助しようとするなら、自

命をすることにより、天使長圏の霊界が復帰

分が先生の母として立つことのできる位置を

されて彼によって地上圏が復帰されるのです。

整えて来なければならないので、今来たと言

堕落は天使長がしたでしょう。それで、皆

うのです。皆さんによって復活をするのです。

さんの先祖が来て善の天使長がなすべきこと

皆さんの先祖までも皆さんによって救われる

をすることによって、皆さんはアダムが堕落

のです。ですから、積極的に後援しようとす

しない本然の位置に立って、神様の心情圏内

るのです。ですから、その部落で休まず仕事

に到達できるのです。皆さんは、そのような

をしなければなりません。

道を皆さんの先祖が協助する垣根の中で行く
ことができるので堕落圏ではありません。本

皆さんが一つの鉄則として知らなければな

然の心情圏の勝利圏に立ち、解脱圏に向かっ

らないことは、その地方で生まれた忠臣、愛

て前進するのだというのです。それゆえに、

国者、孝子、教会の牧師たちが尽くした精誠

天国に直行できるのです。それが蕩減復帰原

以上に精誠を尽くさなければならないという

理にすべて合うのです。先生は適当に言うの

ことです。それ以上精誠を尽くしさえすれば、

ではありません。

彼らがみな協助するというのです。それが条
件です。そうすれば、サタンの讒訴圏以上の

霊界が協助するのです。霊界が協助してそ

位置に立つようになるのでサタンが反対せず、

の一族、親戚すべて、近い群れをすべて集め

霊界の協助によって皆さんの先祖が、皆さん

て皆さんの前に追い込むのです。このように

の子孫に「みんな統一教会に入れ」と霊的に

することによって皆さんを中心として霊界が、

追い込むのです。どのようなことが起きるか

神様を中心として霊界の霊が降りて来てアダ
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ムを取り囲むのです。そこは善霊が囲むため

に時がそのようになったというのです。悪な

に悪なるサタンが侵犯できない圏内となると

る霊的な雰囲気が私たちと接することができ

いうのです。それで、その基準を中心として、

ないのです。善の先祖をもったすべての子孫

本然の真の先祖の位置を心情的因縁によって

は、じっと見ると、彼らの心は皆さんが自分

受け継ぎ、新しく植えた基盤ができたので、

の家に訪ねてくるのを喜ぶのです。また来れ

その基盤を中心として、皆さんの一族のおじ

ば何かを貴いものを与えたがるのです。

いさん、おばあさん、誰彼なしに頭を下げる
ことができます。

皆さんは分かりませんが、心にその先祖が
協助することによって皆さんがかわいそうな
人を助けたくなるそのような心をもてば、皆

今や皆さんの先祖が協助するようになって

さんの先祖も恩恵を受けるのです。したがっ

います。以前は悪い先祖が子孫を利用したの

て、皆さんも発展して……。今は再創造時代

です。しかし、今では善の先祖が降りて来て

なのでアダム圏を天使世界が協助したその道

活躍できる時が来ました。それゆえに、皆さ

理によって、先祖が天使圏であり、アダムの

んはそれこそ十字架を背負わなければなりま

子孫である皆さんを後援し、再創造するのに

せん。氏族圏の十字架を背負い民族の代わり

協助することによって、天のみ旨の前で成長

に蕩減し、国家と世界の十字架を背負って、

していくことができるのと同じ位置に立つと

国家と世界のために蕩減するという人がいな

いうのです。

ければなりません。
世界的理念時代に身を置くことが、国家と

おばあさん、おじいさんが死んだとしても

民族の希望でしたが、霊人たちは今まで高い

私のためによみがえり、お父さん、お母さん

位置に立てずに、どん底に押さえられている

が私のために生き返ることができます。真の

のです。しかし、世界的恵沢圏内で皆さんが

愛によって、真の愛を中心として「生き返っ

十字架を背負って闘うならば、皆さんによっ

てください」と言えば「よし」と言って、お

てさっとすべて復活できるというのです。そ

ばあさんが現れ、死んだお父さん、お母さん

うすれば、平面的な立場で先祖代々に救援でき

に会うことができます。そのような道が真の

る踏み台がすべて築かれるのです。それでこそ

愛にあるので、おばあさん、おじいさん、私

皆さんの一族の解放が起こるのです。私の話が

たちの先祖はみんな霊界にいるのですが、

分かりますか。何の話か理解できますか。

「私がこのような難しいことがあるので協助
してください」と言えば、さっさっさっとす

善霊が降りてきて皆さんを協助し、先祖が
みな協助するというのです。それで、皆さん

るのです。そのような時代に入ります。教え
てくれるのです。

も、以前は誰かが統一教会に反対すれば、冷

神様は私たちの先祖であり、私たちは孫で

や冷やして震えたりしたことがすべてなくな

す。ですから「このように告げるので成し遂

るのです。今では天下が騒ぎ立てても、心は

げてください」と言えば、「よし」と言うの

太平だというのです。心が動揺しないという

であって「駄目だ」と言わないのです。神様

のです。それはどういうことかといえば、既

はすべて通じるのです。
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霊人たちは霊界で地上人の協助を受けるた

になったのも、すべて血統を受け継いでいく

めに、いろいろな方法を動員して地上の子孫

ためなのです。先祖を崇拝して先祖に祭祀を

を訪ねてきますが、地上の子孫が解決する方

執り行うのは悪いことではありません。今後、

法を知らないために、だんだん家運が傾いて、

儒教思想以上に父母を尊敬する時が来るので

行く道が厳しくなるなどの困難が繰り返され

す。何の話か分かりますか。

ます。地上人の助けによって昇進する霊人たち
は、現在の自己の位置からもっと良い位置に移

おじいさん、おばあさんが亡くなったら墓

っていくことで自らの生活が楽になり、地上に

参りをしなければなりません。神様が墓に埋

いる子孫の生活もまた平和になるのです。

められたと思って墓参りをしなければなりま
せん。そして、私の一代におばあさん、おじ
いさんに侍ることができなかった恨をその日
に贖罪しなさいというのです。

三) 祝福家庭と祭祀

統一教会は先祖を祭ることを認めるのです。

長子はどのようになるのかといえば、根を

統一教会は今その伝統を引き継いでいかなけ

深く打ち込まなければなりません。それは誰

ればなりません。これが今後、真の父母を中

も抜くことができません。おじいさんも抜け

心として反対の立場に立つのです。この世、

ません。叔父さんも抜けません。それゆえに、

世の中の伝統ではありません。天の父母、天

祭祀を執り行う時はいくら叔父さん、いとこ、

国、天の先祖に侍ることにおいて、その継代

八親等、ひいおじいさんがいたとしても長子

を継ぐ主流思想的、伝統的な血族を千年、万

を先に立てるのです。そのようなことを知っ

年侍ることのできる王土になるのです。王に

ていましたか。

仕える永遠な太平の世を導き得る国になるの
です。その国で暮らして行ってこそ皆さんの
お父さん、お母さん、一家、一族が天国に直

韓国の伝統的な文化背景に先祖を尊重視す
ることにおいて、長子を前面に立てたのを見

行するのです。

ると、この民族は長子権を尊重視する民族であ

先祖が死んだ日になれば、みんな来るので

ったというのです。それは驚くべきことです。

す。そして、先祖のために祭壇を整えて祭祀
を執り行います。先生の写真を置いた部屋で

今までキリスト教において、祭祀を行うこ

執り行えば、敬礼をしても罪にはなりません。

とができなかったのも一理あります。祭祀は

餅を作って祭祀を執り行うからといって罪に

神様と全人類の真の父母が受けなければなり

なるのではありません。

ません。上の代の先祖が天でまず侍られなけ
ればなりません。ところが、堕落することに

選民圏と血統を重要視しなければなりませ

よって今までは禁止してきましたが、今復帰

ん。選民圏は長子権です。韓国は長子の国で

時代において祝福を受けたので、今後先祖に

す。韓国が族譜（注：家系図）を愛する民族

侍らなければなりません。
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祭祀の日が来れば、祭祀を執り行う時間は

かるので、皆さんの息子、娘が憶することが

長子が決定するのです。ですから、明け方一

ありません。このようなことをはっきりと知

時にしたのを朝五時にでもできます。朝五時

らなければなりません。

にしようとしていたのを事情によって朝七時
にでもでき、昼にでもすることができるので

「長子」と言えば、おじいさんも祭祀を執

す。誰がそれを決定するかといえば、亡くな

り行う時は、長子の前でその指揮下に入らな

ったおじいさん、先祖がするのではありませ

ければなりません。尊敬しなければならない

ん。長子が決定するのです。

のです。長子の血統、その次は族譜（注：家

亡くなったおじいさん、おばあさんたちも

系図）と血統を尊重視する事実、これは神様

長子が決定した時間に来てこそ祭祀の膳に対

の復帰摂理におけるその心の根本の根本を忘

することができるのであって、それが嫌なら

れることができない記録的な歴史性に代わっ

ば対することができないのです。地上が中心

てきたという事実は驚くべきことです。

ではないですか。地で解けば天で解かれると
アダムの息子、娘がいくら多くても長子を

いうのと同じなのです。それゆえに二つが一

中心として国が連結するのです。そうすれば、

つにならなければなりません。

その長子を中心として横にいる兄弟たちは広
先祖を愛しなさいというのです。先祖のた

がって氏族になり、国家になるのです。長子

めに生きることは罪ではないというのです。

が系統を継ぐのです。韓国を見ると長子です。

サタン世界でも先祖のために生きるのに、キ

実に驚くべきことです。韓国が偉大で、神様

リスト教では「先祖のために生きるな」と言

の祝福を受けることができるのは、長子を守

うでしょう。しかし、今後天の世界の先祖の

ってきたということです。最初のおじいさん

ために生きて、またさらに「ため」に生きな

の息子が長子になれば、ひいおじいさんたち

ければならないのです。それで、統一教会は

や、おじいさんの弟になる人たちは祭祀の時、

祭祀も認めるのです。キリスト教では「お、

長子を中心として侍らなければなりません。

偶像なのに……」と大騒ぎするでしょう。し

長子に仕えてきたことは驚くべきことです。

かし、堕落した世界にいる祝福を受けた家庭

絶対服従しなければなりません。

は、このような伝統を子孫に伝授してあげる
韓国民族がそうです。長子の歴史、ひいお

べき責任があるというのです。

じいさんも祭祀の時は長子を立てるのです。
韓国の歴史は実に見事なのです。祭祀の時

それは驚くべき歴史だというのです。この話

には長子の家で、叔父さんも長子に侍って祭

がそうなのです。それより高い血族的な基準、

祀を執り行うでしょう。神様の摂理の中で長

より高い生命基準、より高い愛の基準が関連

子の民族をつくるための歴史的背景があると

性をもつようになる時は、神様が願う最高の

いう事実を知らなければなりません。このよ

基準として、天を中心とした影響圏を地上に

うに知っていれば、韓国民族の優越性がどん

合わせれば、その影響圏に必ず吸収されるの

なものか、韓民族がどれほど偉大なのかが分

で、地上天国に改善することが可能だという
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のです。これがすべて理論的なのです。妄想

対する開拓をすれば、新しい次元の世界が…

ではありません。理論的です。

…。未知の霊界を合理的にすべて知ることの
できる時代に行けば、宗教時代はすべて終わ

聖子の道理とは何ですか。「聖子」と言え

るのです。人類は「神様を信じるな」と言っ

ばこれは縦的です。垂直概念を言います。

ても神様を信じることができる時代になりま

「聖人」と言う時は東西南北の横的です。儒

す。これが大きな課題なのです。

教思想もそうではありませんか。「天」とい
えば天子だけが関係を結ぶと考えませんか。

六

ですから縦的なのです。韓国の礼法を見て驚

一) 神様には怨讐の概念がない

審判

くことは、叔父さんも祭祀の時には長子を前
面に立てます。それはなぜですか。縦的です。
縦が先だというのです。

神様がなぜ人間を創造しましたか。神様が
一人でいればよいでしょうか、寂しいでしょ
うか、喜ぶでしょうか。今日、宗教はそれも

五 霊界を知らなければならない

解決できずにいます。キリスト教では「神様
は大審判主になり、裁判長になって、悪い者

私は彼らに、「今や科学が先端に来ている

は地獄に送り、良い者は天国に送る」と言い

ので、霊界と接触できる周波数を研究しなさ

ます。神様が裁判長になれば、神様の資格が

い」と言いました。霊界の作用はすべて振動

ありますか。それなら怖い神様でしょう。接

によって作用するというのです。振動数を通

したくない神様です。何の神様になりたいと

じて霊界と連絡できる、霊通する人の振動数

思われるのかと言えば、人類に対して真の愛

を発見して霊界を科学的に証することができ

の神様になるということです。

る時代に入っていくので、「それを研究しな
さい」と言いました。霊界に対する内容をず

「神様が審判主」という論理は神様にはな

っと説明してあげると、目を丸くしているの

いのです。もし、恨みを晴らすという概念が

です。

あれば、今後神様の理想世界が出現しません。

それで、きのう心理学の作用が現象世界に

それゆえに、神様には火の審判という概念が

どのように関係していて、霊界がどのように

ありません。怨讐の概念がないので、アベル

関係しているということを話してあげました。

を立てカインを強制ではなく自然に屈服させ

心理学が絶対的な力の作用をするというのです

るのです。

が、なぜそうでなければならないのかという問
題について一人しか知らないというのです。

この世でも裁判長が死刑宣告を五回すれば、
夜夢見が悪いというのです。もし、神様が億

それは電気がプラス・マイナスで作用する

千万の人類をすべて審判して地獄に送ったと

のですが、作用するサークル圏内でプラス・

したら、地獄に行ったその霊がじっとしてい

マイナスが力を現すのと同様の現象であると

るでしょうか。神様を殴り倒そうとするでし

いうことを知りません。それゆえに、これに

ょう。夢見がどんなに悪いでしょうか。そん
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なことをするわけにはいかないかもしれませ

に落ちるのです。それゆえに、神様は打つこ

んが、それが理にかなった話です。

とができないのです。

全知全能であられる神様が、思いのままに

「神様は何をして生きているでしょうか」

審判して、キリスト教を信じる人だけ天国に

と聞けば、既成教徒は「玉座に座って悪人は

送り、そうでない人は地獄に送り、すべて思

地獄に送り、善人は天国に送る」と言ってい

いどおりにすれば、そこでは理想論を探すこ

ます。それが神様のすることですか。皆さん、

とができません。理想というものは普遍、妥

最高裁判所の判事を五年間だけやってみなさ

当でなければなりません。どこでも、過去、

い、それができるでしょうか。

現在、未来いつでもすべて同じでなければな

自分の息子、娘を審判し、自分の妻、自分

りません。海水が理想的なのは、深い所は埋

のお母さんを判定することにおいて、死刑の

めていつでも水平だからです。変わることが

宣告を下すと考えてみなさい。自分のお母さ

ないのです。このようになれば二元論、三元

ん、お父さんに死刑を宣告しておいて寝るこ

論になります。

とができるでしょうか。苦闘する心の世界の
患難を誰が遮ることができますか。国も遮る

神様は誰も打つことができません。愛の理

ことができず、世界も遮ることができません。

想をもって創造した神様が、愛の理想を実践

そのような悲惨な位置にいる神様を、一方通

しようという神様が、審判の鉄棒をもって打

行の論理をもって世界平和の主人だと侍るこ

つことはできないのです。神様は打つことが

と自体が矛盾しているのです。ですから、既

できません。なぜですか。創造する時に愛の

成教会は滅びなければなりません。

理想をもって創造したので、その理想が実現
されなくても打てないのです。もし、打つよ

皆さんは霊界をよく知らないかもしれませ

うなことが起こったとしたら、打つ伝統、打

んが、霊界に行くようになれば、神様が公義

つ習慣を残しておいては、これを解く道があ

の裁判官になって「ガンガン（注：木槌でた

りません。今日、習慣性という言葉もあるで

たく音）、あなたは地獄行き！」と言うので

しょう。それゆえに、絶対的な神様は打たなく

はありません。絶対そのようには言いません。

ても絶対的な教化ができなければなりません。

神様がそのような神様であり得ますか。人類
の父であられ、善の王の中の善の王であられ

神様は歴史始まって以来、闘いながら打た

る神様が、地獄に行けと地獄をつくっておい

れて奪ってくる作戦をします。神様が先に打

たのでしょうか。予定論のようなことを言う

つことができません。神様が先に打つことが

人は狂った人です。

できるという論理を立てれば、審判できると

私は霊界をどれほどよく知っているでしょ

いう原則を神様が立てたという論理が起こり

うか。イエス様の秘密のすべてまでみな知っ

ます。善と悪を分別すべき責任を神様が負っ

ているのです。ですから、聖書の秘密をすべ

ているという時、善悪の概念が神様自体内に

て解き、今日誰も分からない漠然とした聖書

あったという論理が展開されるために二元論

体制を中心として一貫した思想体制をつくっ
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たのです。そのような大先生が誰でしょうか。

審判し、罰を与えたり福を与えたりできると

ここに立っている悪口をたくさん言われる文

思っているのです。とんでもないことです！
このように見ると、宗教圏にあっても統一

総裁ではないですか。
親は自分の愛する子女が病気になった時は

教会は、次元の高い世界の内容をもって解決

幸福ではありません。神様が、今日の世界人

方法を探そうと苦心する宗教に間違いないと

類が亡国の種となり、地獄の門に向かって垂

いうのです。ですから、次元の高い宗教です。

直に落ちる実情を見ながら胸が痛まずに「お、

神様を解放するという宗教は、今統一教会以

お前は審判を受けて滅びていくのだなあ」と

外にはありません。

言って喜ぶ方ならば、そのような神様は雷に
打たれなければなりません。父母の立場を代

今日キリスト教信者が「不義と正義を審判

表した理想の神様であるがゆえに、その実情

する公義の裁判長として生きていらっしゃる

を見てじっとしていられないのです。国の法

神様」と言いますが、そのような神様は心が

を無視してでも子女を助けたい父母の心情が

平安ですか。ここに判事をしたことのある人

隠れていることを考えると、神様も同じだと

はいますか。死刑囚を殺す時は、その刑場に

いうのです。

判事が立ち会わなければならないのです。判
事のように悲惨な人がいません。裁判長がよ

サタンさえいなければ、人間を許して助け

いですか。

てあげたいにもかかわらず、サタンの讒訴か

皆さんは何を中心として生きたいですか。

ら抜け出すことができないので、切ない心情

裁判長ですか。権力者になって号令をかけれ

をもちながらもそれに順応せざるを得ないの

ば、天下のすべてのものは私が願うとおりに

です。そのような神様の苦痛を誰が知ってい

無事通過できる環境で何日間生きられると思

るかというのです。それを解放してあげなけ

いますか。一カ月くらい生きてみれば、こう

ればなりません。そのようにしようとするな

ではないというのです。嫌になるのです。牛

ら、サタンを処理して地獄に落ちた人を救っ

肉定食を毎日のように食べてみなさい。それ

てあげることのできる息子、娘がいなければ

を食べてから出るガスのにおいも違います。

なりません。そうでなくては不可能なのです。

そのように生きてみなさい。人は高い低いに
よって、前後左右をすべて備えて生きるよう

空の牛車を引っ張っていくのも大変なのに、

になっているのです。

神様はこの世界人類を逆に引っ張っていくの
です。これは順路ではありません。逆に引っ

神様に「あなたは何をして生きたいです

張っていくのです。逆路の道を行くので、逆

か」と聞いてみれば……。皆さん、私は直接

に引っ張っていかなければならないのです。

聞いてみて返事を聞いた張本人です。裁判長

今日宗教を信じる人々はそのようなことをし

ではありません。弁護士でもありません。検

ている神様だということを考えもしません。

事でもありません。「愛に酔って生きたい」

仏教思想で見ても、キリスト教の思想でも、

と言うのです。答弁は簡単です。何に酔って

神様は全知全能で思いのままに殺し、生かし、

生きたいと言いましたか。愛に酔って生きた
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いというのです。愛に酔うようになる時は、

るとしたら、神様は、裁判長をすることを好

目も一つの所へ行き、においをかぐ鼻もそち

むのですか、嫌うのですか。

らへ行き、話す口もそちらへ行き、聞く耳も
そちらへ行き、すべて一つの所へ行くのです。

神様が悲しい神様で、苦痛の神様であるこ

五官を完全に統一できる刺激的な要素が、私

とをキリスト教徒は知らなかったのです。神

たち人間において何だというのですか。それ

様が神聖な王として、審判主としていらっし

が愛です。

ゃいますか。神様が何が切なくて審判主です
か。審判主がいいですか。そのように生きる

今日キリスト教において「神様は神聖で全

ことが神様の生活ですか。堕落によって仕方

知全能であられる方で、公義の審判主として

なくそれをするのであって、その清算方法を

玉座に座って万民を審判する裁判長です」と

誰も知りません。宗教世界でも誰も知りませ

言いますが、皆さん、裁判長がよいですか。

ん。統一教会以外には知っている所がありま

裁判長を十年したら病気になって死にます。

せん。

死ぬというより病気になって倒れます。病気
二) 真の御父母様は愛の統治法で審判

にならなければそれは偽者です。
他人の生命を奪う死刑宣告を下すこともし
たはずですが、自分が下した判決が絶対的で

救世主とはいったい何ですか。救世主が何

はあり得ないというのです。論法が、解説法

をしに来るのかというのです。政治をしよう

が様々な方向があるのに、自分の判決によっ

として来る方ではありません。救世主は何を

てその人の生死問題を決定づけたので、そう

するために来ますか。今日、キリスト教では、

なるというのです。それは深刻な問題なので

「主が来ればすべて空中に上げられて自分た

す。宇宙の公法に照らしてみれば、韓国の法

ちはぽんぽんと上がり、地上の人々はすべて

が絶対的ではあり得ません。ですから、人は

審判する」と言います。違います。そうでは

「十年間判事」と言えば「病気になるはず

ありません。「審判する」と言うのですが、

だ」と言うのです。

救世主は、何かを審判しようとして来られる
方ではありません。

キリスト教式に言えば「神様が天国の玉座

その方は神様の息子、娘であると同時に、

に座って、公義の裁判長として善悪を判別し、

人類の父母として来るのです。人類の父母と

よくやった者は天国に送り、できなかった者

して父母の心をもって来られる方が、病気に

は地獄に送るのです。それが神様の趣味生活

なって死ぬ場でうめいているこのような息子、

です！」。アーメンですか、ノーメンですか。

娘を見て「おい、お前はあの地獄へ行きなさ

死ぬことができないというのです。裁判長は

い！」と言って片づけることができますか。

判決を下したら、夜寝ることができないとい

堕落したこの世の親でも自分の息子が死んで

うのです。正しくても間違っていても苦痛を

いく悲惨な姿を見れば、のどが詰まったり痛

受けるのです。審判者は一つです。私たちが

哭したり自分の生命を失うことがあったとし

このような人なのに、私たちが神様に似てい

ても、生かしてあげるためにはどんなことも
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したいという心が先立つのです。それが堕落

何でもできると信じているのです。ここで人

した世界の父母だと言うなら、本然の父母の

を殺してもかまわないという論理が出てくる

心情をもって来られる救世主はいかばかりで

のです。今日キリスト教を中心とした西洋文

しょうか。審判というものは考えられないと

化が力の哲学を培養してきたがゆえに、西欧

いうのです。そうでしょう。

文明の背後には血が連結されています。

聖書には「神はそのひとり子を賜わったほ

神様もそうなのです。この地上の悪なる

どに、この世を愛して下さった。それは御子

人々を審判し整理するのは、神様がするので

を信じる者がひとりも滅びないで、永遠の命

はありません。サタンを前面に立ててするの

を得るためである」（ヨハネ三・一六）と叫

です。

びながら……。世の中をこのように愛してい
ると言いました。世の中の救いのためにイエ

神様がこの世界を審判しようとする時、

ス様が来たのであって、キリスト教の救いの

「少し待ってください。神様、これを見てく

ために来たのではありません。終わりの日に

ださい。実におもしろいことがあります」と

審判するのですか。それでは、神様が世の中

言って、「それは何だ」と言われれば、「私

をこのように愛するという定義とは違います。

の手のひらです。どんなにいい手相をしてい

キリスト教徒だけ愛するのですか。いつも愛

るでしょうか。あなたの手相より良いので、

していることを知らないでいます。それを教

私がこれをしています」とこのように言えば、

えてあげて悔い改めさせなければならないの

神様が何と言うでしょうか。

です。教派主義者たち、行ってみなさい。

手相を比較しながら、このような者と話し
ていれば、悔しいことがみんななくなるので

今日、既成教会では、神様が審判してどの

はないですか。「神様、あなたが私の手を切

ようにすると言いますが、神様が思いどおり

って捨てますか。審判しますか」と聞けば、

にできるのなら、今までこのようにする必要

「ヒヒヒ、この者、この者」と言うのです。

はありません。堕落したその次の日にすべて

醜くても、そうすれば喜ぶのです。何の話か

してしまったはずです。打って勝利したその

分かりますか。陰陽がなければなりません。

基盤の上に神様の愛の理想を立てることがで

傑作品になろうとするなら、バックグランド

きるという原理はないというのです。

が立体性を成さなければならないのです。す
べてのものがそうです。

今日、既成教会の哲学が間違っているのは

人は日なたと日陰があって格位を備えてこ

何ですか。神様を公義の裁判長と言います。

そ人格者になるのです。神様がいくら怒った

裁判長を五年やれば、腰が曲がり始めるとい

としても「神様そのように怒らないでくださ

うのです。なぜですか。腰を伸ばすことがで

い」と言うより、「神様、あれを見てくださ

きないからです。キリスト教がこれを知らな

い」と言って「なんだ」と聞かれれば、「あ

かったというのです。ただ力の神様、全能の

の鷲が鶏を捕まえて食べようとしています」

神様を追慕して、それとともに一つになれば

と言うのです。「鶏を捕まえて食べようとし
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て、食べてしまって……」と言えば「その鷲

主導する神様でも真の愛なくしては、天宙統

があなたのようです」それで、神様が引っ掛

一は不可能なのです。真の愛はいかなる困難

かるのです。「お、こいつなんだ。私が…

も問題になりません。自分の生命を投げてで

…」そのようにすれば、話すことができずに

も行くことのできる力が、真の愛にはあるの

「ふむ……」と言うのです。

です。

神様に尋ねてみると、公義の審判主になる

怨讐を溶かすことができるものも愛です。

というのではありません。神様は審判しませ

最高の親不孝者を孝行者につくることのでき

ん。霊界を知らないのでそのようなことを言

る力をもったものも愛です。逆賊だと主張す

うのです。キリスト教で説教しているものを

る人を忠臣のように屈服させ得る力も愛にだ

ちょっと読んでみなさい。でたらめです。霊

けあるのです。それは可能なのです。それで、

界をあまりにも知らないのです。そのように

古くから人間は、優秀でも愚かでも愛を中心

して天国に行きますか。どうなるのか、行っ

として命を懸けたり、生きたりしたがるもの

てみなさいというのです。ですから、すべて

です。誰が「アーメン」と言いなさいと言い

からすの群れ、鷲の群れが食いついていきま

ましたか。アーメンは私の特許品ですが。

す。世の中の人たちより悪いのです。私はそ
のような人とは相対しません。犬がほえるの

長老派教会の教理は、神様は公義の審判長

に一緒にほえれば、犬のようになるのです。

になって、予定して救援なさるというのです

相対しません。哀れなので、今後飢え死にす

か。そのようなたぐいの狂った、ばかげた話

るようになる時は、私が食べるものをもって

がどこにありますか。それこそ詐欺師です。

訪ねていって食べさせてあげようと考えてい

私が調べてみると神様はそうではありません。

るのです。

本来、人間が生まれる時、神様が天国に行く
ようにつくっておき、地獄に行く人をつくって

全人類は、しっかりしなければなりません。

おくなら、それがどうして善の神様ですか。理

統一教会の文総裁の教えは、救世の真理なの

論として通じません。理論として通じてこそ常

です。人類が永遠に必要とする真の愛と生命

識に合うのです。常識に外れた真理はありませ

のみ言です。再臨主が世の中を救おうとして

ん。常識にも合わないことをもって……。

来られるならば、人類を鉄の杖で審判しては
なりません。打ってはたったの一人でも完全
に屈服させることができないのです。

考えてみなさい。裁判長が殺人犯を裁判し
て死刑を言い渡し、五人だけでも殺してみな

自分のために生きて、手がひきがえるの背

さい。そのたびに行って検診しなければなり

中のようにでこぼこにゆがんで開かないほど

ません。また考えてみなさい。大韓民国の法

に苦労した母の犠牲的な愛は、親不孝者を悔

と北朝鮮の法は違います。ここで死刑宣告を

い改めさせて帰ってくることができるように

受けた人が、向こうで愛国者にもなり得ます。

する力があるのです。棒をもってはできませ

天地の大道を中心として、公義の法を中心と

ん。審判の大王であり、天地を思いどおりに

して考える時、弁護士の心が平安でしょうか。
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審判の大王であり、天地を思いどおりに力

のような裁判長が良いですか。今まで歴史始

をもって主導する神様ならば、天宙統一は不

まって以来数千億の人を地獄に送ったとすれ

可能なのです。これはお金をもっていてもで

ば、その神様の気分は良いでしょうか。そん

きず、知識があってもできず、権力をもって

なことはあり得ません。それゆえに、玉座に

もできません。ただ一つできるものがあるな

座って公義の審判長の権限をもって行使して

らば愛しかありません。

暮らすことが、神様の生活目標ではないとい
うのです。神様がそのようなことは嫌だとい

悪魔でも神様は審判できないのです。ヨブ

うのです。

記を見てください。サタンがあのようについ
て回りながら支配するようになっても、なぜ

神様よりも自分が自分自身をよく知ってい

それに応じてあげるのですか。応じてあげざ

ます。それゆえに、私たちには審判主が必要

るを得ません。サタンは「あなたが私を愛で

ありません。事実、神様が必要ないというの

消化せずには、愛で消化して本然の基準に合

です。自分の良心がよく知っているのです。

わせておかなくては、私を支配できないのが

このような原則について見てみると、解放的

あなたの道理ではないですか。愛の道理を、

な基準を中心として私は何パーセントの解放

原則的な愛のすべての完成的な道理を越えて

の目的をもって参加したかという事実はパー

私を主管するようになっているのに、その道

セントで出てくるのです。私が本物なのか、

理が満ちていないので私を主管することがで

偽物なのか分かっています。知らないですか、

きない。私を主管しようとするなら、私を屈

知っていますか。知らなければ望みがないで

服させようとするなら、その道理の形態に合

しょう。知らなければそれは共同墓地に行か

わせたその基準に……。個人基準ならば個人、

なければなりません。そうでなければ、ごみ

家庭基準ならば家庭、氏族基準ならば氏族、

箱に入っていくか、そうでなければ、投げて

民族基準ならば民族、ここで私が順応できる

太平洋にほうり込まなければなりません。そ

のであって、そうでなければならないのでは

れは処理困難なのです。

ないでしょうか」このように言うのです。こ

皆さんは善なることと悪なることを知って

れに身動きできずに引っ掛かっているのです。

います。一言言うのも私が悪いことを分かっ

これを知らなければなりません。

ています。見る視線も悪いことを知っていま
す。聞くこの音声も、感じるこの触覚もみな

皆さん、そうでしょう。この世で「あなた

知っているのです。霊界に行くようになれば

は何をしたいのですか」と聞けば、「私は最

それがすべて現れます。頭をこのようにすれ

高裁判所の判事がしたい」と言います。「判

ば、すぐに自分がどのような人なのかすべて

事」と言えばみな喜ぶでしょう。今日、既成

現れます。その心の鏡、心の光彩がさっと現

教会で信仰する人が「神様は天地の大主宰で

れるのです。説明が必要ありません。霊界を

あると同時に、善悪を見分けて善人は天国に

知らないのでそうでしょう。私はよく知って

送り、悪人は地獄に送る、天地を公義の法を

いますから、世の中の人に非難されてもじっ

通して治める裁判長です」と言いますが、そ

として耐えながら今まで来ました。
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この世の中にはどのような人が生きている

いうそれ自体が審判の要件になります。自分

かと言えば、僕の僕が生き、僕が生き、養子

が最も喜ぶことが審判の条件になります。お

が生き、庶子が生きています。このように混

金を最も喜ぶ人、お金を集めるためにすべて

じっています。この秩序を立ててあげなけれ

のものを犠牲にする人は、それが審判の条件

ばならないのです。何によって秩序を立てる

になります。名誉を喜んで、権力を喜ぶ人は

のでしょうか。愛しかないというのです。そ

それが審判の条件になります。女性なら女性

のような愛の伝統的な道理を受け継ぎ、引き

のすべての素性によって、特定の素質によっ

継いできた宗教が、世界的宗教にならなけれ

て喜ぶものがあります。それが審判の条件に

ばならないのに、その愛の道理に外れた宗教

なるというのです。

と、この愛を中心として従っていけない人は、
歴史をかけ、時代を代表して審判されるよう

悪口を言われながらも忘れて、むちで打た
れても忘れて……。先生はそのような歴史の

になるのです。
その愛が、天地を愛するその愛の伝統が、

事情が多いのですが、私がそれをもって審判

世界を愛するその伝統が、国を愛するその伝

しようとするのではありません。愛をもって

統が、民族を愛するその伝統が、自分の家庭

それ以上のことまで消化しようとする道を行

を愛するその伝統が、父母と妻と兄弟を愛す

くので、それで神様が私を好きなようです。

るその伝統が、自分が自分を愛するその伝統

私もそのような人が恋しいです。少しやって

が世界を審判するのです。

代価をもらおうとするそのような人を、私は
嫌う人です。誰か私の前で「代価をもらう」

神様は審判者であられ、イエス様は弁護士
のようですが、今まで天の側の検事がいませ

と言う人がいますか。顔を上げて出てみなさ
い。話を少ししましょう。

んでした。今まで悪魔が検事をしていたので
す。天の側の検事が生じなければならず、天

悔い改めなければ、皆さんは公義の審判を

の側の裁判長が生じなければならず、天の側

受けなければなりません。愛の統治法の前に

の弁護士が生じなければなりません。このよ

立つ者がいないのです。その時に先生が弁護

うな意味から統一教会はすべてのものを備え

士になってあげて、先生の家族の一族が弁護

ているので、サタンを永遠に、人本主義を永

士になってあげ、皆さんを指導する統一教会

遠に、淫乱主義を永遠に、破壊主義を永遠に

のすべての人々が弁護士になり、神様もそう

地球において打破しなければならないのです。

であり、先生もそうであり、先生の家庭から

これが統一教会の主義です。

指導者までそうすることができ、弁護の範囲
が讒訴圏よりも多くあってこそ、善の天国の

神様が願うものはほかのものではありませ
ん。愛です。終わりの日になったら、何が最

民族として入籍できるのであって、その讒訴
圏より小さくては入籍できません。

も怨讐ですか。審判の第一の条件は何ですか。
終わりの日には自分が愛するものが、審判の

法の道理を私も行っているのです。ですか

第一の条件です。学者には学者意識、学ぶと

ら皆さんは黙ってこの道について来なければ
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なりません。黙ってこの道に従って行く日に

より比例する世界の審判圏に越えていくでし

は、そこに共に参与した恩恵を受けることが

ょう。はっきりと知らなければなりません。

できますが、そこに自らの家を建てて自らの

祝福を受けたというこのでたらめな女たち

丘を造っておいては、審判の条件に引っ掛か

からしっかりとしなさい。原理は後回しにし

るのです。刑務所に入った人が国家の法律の

ておいて自分勝手に生きて、原理の世界が、

何条に引っ掛かったということと同じです。

み旨の世界が皆さんと関係を結ぶことができ

国家全体の法に引っ掛かったのではありませ

ると思いますか。とんでもないことです。そ

ん。ある条目に引っ掛かるというのです。同

のようなことができるならば、私がこれほど

じように皆さんも審判の項目の何条かに引っ

苦労しません。

掛かれば、行くことができません。
神様の愛と神様の生命と神様の血統を通し
共に滅びることがあっても、背信者の道を

て、鉄槌で審判するでしょう。そのような時

行くなというのです。滅びれば霊界に行って

が来るのです。その時にメシヤが来るのです。

良い立場に立つのです。背信者にならなけれ

メシヤがどのような方か知っていますか。救

ば、その背信者にならないグループで今後い

世主がどのような方か知っていますか。本然

くらでも発展できますが、背信者は発展でき

的な愛の秩序を求め、本然的な神様の永遠な

ません。それがいつも遮っているのです。そ

生命と愛と血統の本宮を求めて、幸福の基地

れを消化して越えていくことのできる力が自

を正しく立て直して、それと連結した家庭と

分にはないのです。ですから、国に対する背

一族を越えて、民族と国家、世界に一つの愛

信者や……。より大きな目的のための立場で

の主導権に立てるために来られる方であるこ

ついていかなければならないという決意をし

とを知らなければなりません。

たのにもかかわらず、裏切ればそこに大きな
目的が私をいつも審判する位置で責任を追及

神様の家庭とは何ですか。このような真の

するのです。そこから脱け出す道がないとい

愛を中心として、神様の位置にいるこれは、

うのです。

下にもっていって合わせてもよく、これをす
べて離してどこかにもっていって合わせても

今後、社会が一箇所に出て国を設定し入っ

すべて合うのです。おじいさんの肩に孫が上

ていくようになる時は、皆さんの経路をすべ

がっても、家法で審判しません。孫がおじい

て一つ残らず書いて、あの公義の審判場でパ

さんのふとんを持っていって、おじいさんが

スしなければなりません。再審査を経ずして

隅に体を曲げて寝るからといって、親不孝者

は国家祝福の位置に行けないのです。世界祝

だと審判しません。そこではすべてのものが

福まで行くべき道が残っているのです。統一

ＯＫです。

教会がする祝福は教会祝福です。審判はどこ
から、統一家から、祝福を受けた息子、娘か

「御父母様」と言葉ではよく言いますが、

ら、祝福を受けたお父さん、お母さんから、

父母様に侍ったことがありますか。私が夜を

それから……。これをしておいてその秘法に

明かせばさらに夜を明かしてこそ侍る位置に
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立つのです。私が苦労すればもっと苦労して

えてみましたか。なぜ笑うのですか。そのよ

こそ侍る位置に立つのです。ついていきなが

うな審判が天地の誰も分からずに引っ掛かり

らみな寄生虫になりました。寄生虫は寄生の

得る審判方法です。真の愛で愛するための参

虫というのです。この者たち、寄生虫という

与者を探すためには、丸裸になって、半気違

名前にぴったり合います。偽物を喜ぶこの者

いになって横に行っておしっこをもらしても

たち！ 統一教会の者はそのようなものが多

残る人が何人になるのか、そのような考えま

いです。今粛清しなければなりません。

でする人です。

本当に怨恨をもった文総裁は、統一教会の

なぜですか。私が経てきた道がどんなに驚

遊んで食べて教会をむしり取って食べる食口

く道か分かりません。それを皆さんは知りま

を、ガソリンをかけて私の手で火をつけよう

せん。私の母も知りません。今ここのお母様

と思います。世の中を審判する前に、この者

も知りません。それゆえに、霊通したおばあ

たちを審判しなければならないのです。私が

さんたちが、先生がかわいそうだと大いに泣

教えてあげた道理に一致しなければ、きれい

くそうです。話さなければそれを誰が知って

に整備しなければならないでしょう。

いますか。難しい問題を今まで一人でぶつか
ってきて、内外共に倒れていることを誰も知

この悪魔の世界が天国を成し遂げるのに提

りません。

供するものは何もありません。それはすべて
火で燃やしてしまわなければならないのです。

三) 罪を犯せば家庭裁判に、一族が審判する

それで、聖塩を作って聖別させてそれを代わ
りに使うというのです。堕落したこの人間ま

皆さんの父母は何かといえば、公義の法廷

ですべて火で燃やしてしまわなければならな

の裁判官です。それを知らなければなりませ

いのです。火の審判を受けるのです。それで、

ん。皆さんの家庭では必ずお母さんが弁護士

人を私の手で再創造しなければならないので

の役割をします。そして、兄弟が間違ったら、

す。心情を投入して生かして天国に連れて行

その兄弟がすべて検事の役割をします。「あ

くというのです。

あ、姉が先にそうしたのであって、私が先に

今まで私の手で一人の生命も血を流すよう

そうしたのではありません」。それで、お母

にしませんでした。私が手をつける日は恐ろ

さんはただ聞いて「うんそうか、お前が正し

しいのです。どうかそのような結果をもたら

かった。お前が正しかったのではない。この

さないように皆さんが肝に銘じてください。

子が正しかった」と言うのです。

分かりますか。血を見る日には問題が大きい
ですから弁護士のようなものです。お母さ

のです。原則がそうです。それで、金日成ま
でも私が生かしてあげようとするのです。

んが弁護士の役割をするというのです。兄、
姉、弟たちがけんかをしたら、検事は誰です

私が酒を飲んでここに来て座っておしっこ

か。姉も検事になり、兄さんも検事になりま

をもらしながら、「あなたたちなぜ来たの

す。それを知らなければなりません。皆さん

か」と追い出せば、残る人が何人になるか考

の家の中に判事、検事がいることを知らなけ
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ればなりません。若い青年たち、そのように

今後は国に裁判所がなくなります。一族が処

考えてみたことがありますか。

断するのです。裁判長は誰がするのかといえ
ば、自分の父母がなります。最も近い人にな

妻が見て恥ずかしい夫になるなというので

るのです。エデンの園で誤った時、誰が裁判

す。妻は神様の特使です。息子、娘が神様の

しましたか。神様がしたでしょう。お父さん

特使だというのです。私を監視して教育し正

がしたでしょう。自分の一族にとって恥ずか

しい道へ行くようにするための一番の側近者

しい事実なので、そのようにするのです。検

としての特使だというのです。子女の前に恥

事は誰がするのでしょうか。最も愛する人に

ずかしい父親になるなというのです。その天

なるのです。夫が誤れば妻が讒訴するのです。

の特使は盗んだ物を食べさせるなというので
す。詐欺を働いて天に侍ることができますか。

誰が審判しますか。最も愛する人が審判す

先祖に侍ることができますか。それなら、皆

るのです。アダムとエバを誰が審判しました

さんがあの世に行けば、先祖が瞬間的に審判

か。アダムとエバは兄さん、妹です。怨讐に

します。神様は審判しません。先祖が審判し

なりました。誰が怨讐に判決しましたか。ア

て結局は世界的な公判廷まで引っ張り出すの

ダムがエバを、エバがアダムを判決しました。

です。

そのような時が来るのです。

先祖がここで報告して公判廷に引っ張り出

天地と運命が左右され得る法を設定すべき

さなければ、その先祖は善人になれません。

仕事が、私たちが行く道の前に待っていると

そのようになっているのです。その統治法を

いうことを知らなければなりません。その法

背後に置いて未来に希望の基盤を決定すべき、

が設定されるようになれば、今までむやみや

またそのような日々を迎えていくべきこの生

たらに生きた人間は許しがありません。自分

涯の路程というものは深刻だというのです。

の一族で処理するのです。法廷に行きません。
自分の氏族が中心になります。文氏ならば全

今後、理想時代には法廷が必要ありません。

国にいる文氏の宗族でその文氏の宗族法によ

この世で人生の過程は永生の基盤であり、あ

って族長が審判するのです。そこには許しが

の世に行って生きるべき準備の過程であるが

ありません。

ゆえに、一族の中で誰かが誤ったら一族が処
理するのです。一番の裁判長が誰ですか。妻

今後、罪を誰が審判するのでしょうか。も

が誤れば夫が裁判長になるのです。子女が間

ちろん霊界でも審判するのですが、自分の周

違った時は父親が裁判長になるのです。それ

辺にいる人々が審判します。誤れば町内の人

で公法により指導を受けてその一族が処理す

が審判するでしょう。町内より高い段階の郡

るのです。

ならば郡の人が審判します。郡の人が誤れば
道の人が、道の人が誤れば国が、国が誤れば

今後、あの世に行けば誰が審判するように

世界が審判するのです。それゆえに、その秩

なるのでしょうか。自分の先祖が審判します。

序的基準に合格できる制度がこの制度です。

781 * 七百八十一

천성경

天聖經
Cheon Seong Gyeong
今後、罪を犯すようになれば、法廷に引っ

警察が必要ありません。刑務所が必要あり

張っていって断罪するのではありません。自

ません。一族の責任者が集まって警察に代わ

分の一家でするようになるというのです。そ

り、判事に代わってその家庭を審判するので

のような時代が来るのです。ですから、呪う

す。その部落の法に外れることがあれば、問

こともできないでしょう。自分のお父さんと

題が起こるのです。

お母さんが審判し、妻が間違えば自分の夫が
審判するのです。それゆえに、今後統一家の

完成した子女、完成した兄弟、完成した夫

祝福家庭の二世が誤れば、誰が処断するので

婦、完成した父母はこうであるべきだという

しょうか。父母がするのです。

神様の公式的なモデルがあるでしょうか、な
いでしょうか。それがあってこそ永遠な審判

アダムとエバのお父さんは神様でしょう。

の基準になるのです。「君は天国の第一合格

それでは、アダムとエバが罪を犯したのです

者、第二合格者、第三合格者……」という系

が、誰が審判しましたか。その次は誰ですか。

列を定めることができ、位置を決定できるの

その次は自分の相対です。夫を妻が審判しな

です。そのようなものがあるでしょうか、な

ければならず、妻を夫が審判しなければなり

いでしょうか。なければならないのです。そ

ません。その次は誰ですか。息子、娘です。

のような愛の理想相対を地上に実践し完成し

愛の源泉を中心としてすべてこのようになる

ようというのが創造理想だというのです。そ

のです。

れで、神様が子女を造られたのです。

最も近い人が最も嫌うのです。息子、娘が
最も嫌い、夫が最も嫌い、妻が最も嫌い、父

今後、一族の中でもし犯罪者がいれば、な

母が最も嫌うのです。それにもかかわらずそ

にがしの一族、その一族の族長を中心として

のような行動をしては、父母を欺き、相対を

統治するのです。氏族的メシヤが神様の代わ

欺き、息子、娘を欺き、天地の前に「お父さ

りの裁判長になるのです。自分の一族に事件

んだ、お母さんだ、兄弟だ、父母だ」と言え

が起これば、雷が落ちるのです。その一族か

ないというのです。ここにもそのような男性、

らそのような悪者を輩出したという事実は、

女性がいるとするなら、今後あなた方だけで

一族の看板に泥を塗るのです。部落がこのよ

みなブルドーザーで押し出してしまいなさい

うに滅び腐敗していく国ではいけません。全

というのです。

体が一つになって一族を保護するのです。

統一教会の家庭に対する審判時代が来ると

若者の中で悪者が生じれば捕まえて「こい

いうのです。みんなヨルダン川を渡っていく

つ！」と張り飛ばすのです。一番最後におじ

のに、こちらに立って見つめながら渡ること

いさんが裁判長になり、お父さんが検事にな

ができないのです。モーセがピスガ山上でイ

り、お兄さんが弁護士にならなければなりま

スラエルの地を見つめながら入っていけなか

せん。天地原則の大道を明らかにするために

ったのとちょうど同じです。家庭もちょうど

は、私たちの家庭の検事になり、お兄さんが

同じです。ですから警告するのです。

弁護士にならなければならないのです。
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「天理原則の大道を明らかにするためには、
私たちの家庭の血族ですが、血族になること

ければなりません。そのような人は地獄に行
こうと思っても行けないのです。

ができません」このようにして無慈悲に公的
な審判をしてしまわなければなりません。そ

本来、天法の道理に従っていく人間には、

れで、警察がなくなるのです。軍隊がなくな

自分自身が滅びることを防ごうとしたり保護

るのです。

したりしようという心があるのです。これは
神様に本来そのような心があるので、人間に

今後は警察がすべてなくなるのです。罪を
犯せば、家庭が絶対権限をもって家庭で解決

も本来あるようになったのです。自分が作っ
た法ではないというのです。

するのです。その父母が責任を負うのです。

「良心よ、私がこうなのでこのようにす

夫が間違えば妻が審判するのです。最も近い

る」と言いますか。「私の考えがそうである

人が審判しなければならないのです。なぜで

がゆえに、そうすべきだ」と命令するからと

すか。偽りの愛の種が残したものを真の愛の

いって良心が作用しますか。どこか分かりま

相対的基準が処理しなければならないために、

せんが、違う所で命令を受けるのです。その

最も近い人々が審判しなければならないので

ような感情が自分を支配するのを見ると、こ

す。

れは公私問題を中心として支配するというこ
とが分かるのです。

罪というものは何ですか。罪は私的な所で
生じるのです。滅びるのも私的な基準で起こ

罪をたくさん犯した人は、どんどん北極に

るのです。悪も同じです。私的なことが度数

送るのです。そのような時が来るのです。そ

を越えれば、悪として現れるのです。私的な

のような人々に御飯をなぜ食べさせますか。

ことには限界があるのですが、その限界を越

熊の子を食べて生きるのです。何年間かその

えれば悪になり、滅びるようになり、罪を犯

境界線にほうり込むのです。「何でも捕って

すようになるのです。それでは、永遠に善で

食べて暮らして死ななければ、何年かあとに

あり得る、永遠に発展することができ、永遠

来い」と言うのです。そのような隔離時代が

に福を受けることのできる位置はどこでしょ

来るのです。

うか。滅びるのを避けることのできる位置、

その世界で死んだなら死に、死なないなら

罪になることを避けることのできる位置、悪

死ぬなというのです。虎を捕まえて食べるな

になることを避けることのできる位置はどこ

らそのようにしなさいというのです。氷の家

でしょうか。

を建てて生きるなら生き、建てないなら建て

それは正に公的な位置です。御飯を食べて

るなというのです。そのような隔離時代が来

も公的な位置で食べなければなりません。仕

るというのです。伝染病患者は隔離するでし

事をしても公的なこととして、話をしても公

ょう。そのように完全に隔離するのです。で

的な話として消化しなければなりません。こ

すから予防薬として強調することが、罪を犯

のように一切を公的なものと関連づけ生きな

すなということです。

783 * 七百八十三

천성경

天聖經
Cheon Seong Gyeong
れは宇宙が一つになることを象徴します。そ

第三章 真の御父母様と霊界
一

れゆえに神様の形状に似た体を備えることが

真の御父母様の権限と使命

一) 真の御父母様は肉体をつけられた神様

できる姿としてアダムとエバを造ったという
のです。そしてアダムとエバを天国の王宮に、

神様は無形でいらっしゃるので霊界に行っ

王座に上がるようにして、その王と王妃の心

ても見えません。それゆえに神様は体をもっ

の中に神様の王国をつくるのです。王国は愛

た父にならなければならないのです。体をも

の王国だというのです。愛の王国。愛を中心と

った父になることによって、無形と有形が一

してのみ霊と肉が一つになるのであって、他の

つになるのです。それは宇宙が一つになるこ

ものでは一つになることができないのです。

とを象徴します。神様は体をもつためにアダ
ムとエバを造りました。体をもつには愛だけ

神様が心と体に入った愛をもった男女が結

が可能です。愛があってこそ神様の形状に似

婚すれば、それは誰の結婚になりますか。誰

た体を備えるようになります。アダムとエバ

の結婚になるのかというのです。人間の結婚

が神様の体を備えれば、彼らの心の中に神様

であると同時に神様の結婚です。驚くべき話

がいらっしゃって、地上世界と無形世界を統

です。既成教会の信徒たちは驚き倒れる話で

治するというのです。神様の王国をつくるの

す。「あんなことを言うから異端だと言うの

です。神様の王国は愛の王国だというのです。

だ」というのです。異端は誰ですか。本当の

愛を中心としてこそ霊と肉が一つになるので

異端は誰なのか霊界に行ってみてください。

あって、他のものでは一つになることができ
ないのです。

本来アダムとエバは何ですか。神様の長男、
長女です。神様は天宙すべてを創造した万能

神様は、神様と人間が主体と対象として縦

の王であり、アダムとエバはその王の子女な

的な愛の関係を完成することだけを目標とさ

のです。王の息子と王の娘が絶対者である神

れたのではありませんでした。縦的な愛を完

様の愛を中心として一つになって、神様と一

成してアダムとエバの横的愛の結実をもたら

つになったその基準に立たなければなりませ

そうとされたのです。その瞬間が正に内的父

ん。それがアダムとエバの位置です。言い換

母であられる神様が外的父母であるアダムと

えれば、アダムとエバは地上天国と天上天国

エバと完全一体を成すために臨在される愛の

の王にならなければならないというのです。

理想成就の瞬間です。無形の父母であられる

皆さん、神様の姿は霊界に行っても見えませ

神様が、アダムとエバの形状をかぶって有形

ん。姿が見えないのです。神様の創造目的は

世界に永存なさる父母になるのです。この時

何ですか。自身の形をもつことです。姿をも

アダムとエバは真の父母、真の先祖になるの

ちたかったというのです。

です。
無形の神様は実体がないので、その形態を
神様が体をもった父になることによって、
見えない無形と有形が一つになるのです。そ

身代わりしたものが真の父母だというのです。
真の父母は個人的な父母であり、家庭的な父
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母であり、氏族的な父母であり、民族的な父

です。天運の根が天であるのに天を収拾でき

母であり、国家的な父母であり、霊界に行っ

ないのです。天運の根が天であるのに天を収

ても、今後、真の父母の形状で神様が現れる

拾できない人がどうしてその結果をこの世の

のです。統一教会の偉大なことがそれです。

道理として世界を統一できますか。それゆえ

レバレンド・ムーンの偉大なこととは何かと

に地上を統一する前に霊界を統一しなければ

いうと、レバレンド・ムーンの形状を神様が

なりません。

かぶられるということです。何の話か分かり
天国に王宮がありますか、ありませんか。

ますか。

そこの王は民主主義の王でしょうか。どのよ
先生が監獄に行って、悪いうわさが立ち、

うな王でしょうか。霊界は真の愛を中心とし

すべて滅んでなくなると思っていたのですが、

た所なので、霊界の王は一度中心になれば永

今でも生きて堂々と大口をたたいています。

遠です。それゆえに、高い所、低い所を一つ

アンテナを張ってすべて見聞きして分かって

と見るのです。全体を球形と見るのであって、

いて、大声をあげているのです。神様も先生

分離されたものとしては見ないというのです。

のサインが出ているか、出ていないかを見て
それから決裁するはずです。先生のサインが
あるかないかを見て、先生のサインがあれば

二) 宇宙の中心軸、地上・天上の統治者

「ＯＫ」、ない時は「ノー」と言われるので
す。言葉は簡単ですが、そのようになること

霊界に行けばアダムとエバが家庭の王であ

がどれほど難しいかを考えてみてください。

り、氏族の王であり、民族の王であり、国家

今後の世界、霊界はすべて先生の手中で動く

の王であり、世界の王であり、天宙の王なの

はずであり、この肉界はいずれ一つの谷間へ

です。ですから、霊界に行っては神様の代身

行くしかないという結論が出てきます。

者となるのです。神様は無形の神であるので
見えません。あの世に行っても神様は見えな

自然世界は真理でぎっしり詰まっていると

いのです。しかし神様も体が必要です。それ

いうのです。皆さんは霊界に対してよく分か

で、神様が造った万物世界は体をもっています。

りませんが、先生は霊界の専門家です。そこ

無形の神が体をもつことのできる相対的な存在

は二十一世紀ではなく二十二世紀、三十世紀

を必要として万物を創造したがゆえに、完成し

になったとしても、先生がいなければ開門す

たアダムとエバは神様の体になるのです。

ることができません。理論的に霊界を教示し
て霊界を開門する時、体系的内容を明らかに

アダム家庭とは何かというと、将来アダム

してくれた元祖が文先生だという名声が永遠

一族の族長になり得る立場であり、アダム一

に残るのです。

国の王になる人であり、世界の王の中の王に
なる人です。神様の代身と一体となることが

霊界を結束させなければならないのに、霊

できる世界です。神様がなぜ創造をしたので

界を収拾できない人は天下を統一できないの

しょうか。地上で人間アダムの後孫を通じ天
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国の民を育てることがアダムを造った目的で

霊界に行けば先生がすべて統治しているの

す。ですから、地上でアダムとエバに通じる

です。先生ではなく、神様です。神様の体な

ことなしに子女を……。

のです。皆さん、体のあるところに心がある

霊界で子女繁殖はできません。縦的である

でしょう。心と体が一つです。もう少し深い

ために霊界に行っては息子、娘を生むことが

話をすれば良いのですが、ひっくり返る人々

できないのです。ここは縦的ですから縦的な

がいるために話をしてあげることができませ

ものは一点の上に立つのです。面積がありま

ん。ひっくり返るようになっています。「あ

せん。それゆえにアダムとエバが縦的な基準

あ！ そんなことがあるものか」と、このよ

の前に三六〇度で……。これは無限であり、

うになるのです。本当にそのようなことがい

無限の面積が必要なその中で生まれた無限な

くらでもあるというのです。神様は遠方にい

息子、娘を天国の民とするためのものだとい

るのではありません。そのようなことがある、

うのです。そうなれば天国で王になることが

限りなく近い所にいらっしゃる方であるのを

できる方が誰かといえば、神様です。神様が

知らなかったのです。

王にならなければならず、神様と一つの体と
なり得る、体をもつことのできる人が必要です。
その体が誰かといえば、アダムとエバです。

霊界に行けば神様が見えるのではありませ
ん。神様がアダムとエバを造ったのは、実体
的万物世界を、今後後孫にすべて管理させる

堕落しなければアダムが誰ですか。霊界に

ためです。神様も形状が必要だというのです。

行くようになれば神様になるのです。霊界で

アダムとエバの形状をもち、あの世に行って

体をもつ主人になるのです。神様はあの世に

お父様の役割、すべての中心存在の役割をす

行っても見えません。なぜ人を創造しました

るのです。父母様があの世に行けば、神様が

か。この宇宙は実体があるので、実体の主人

心にあって一つの体になって、全霊界とこの

であるアダムとエバを中心として管理主導で

地が一つになるのです。神様が心に入り、父

きる立場に立つためです。

母様が神様の身代わりに入っているのです。
私たちの体と心の関係のようなものです。そ

神様が霊界で無形でいらっしゃるので、支

のような原則になっているので、地上の皆さ

配できないから、実体の仮面をかぶって実体

んの家庭は、霊界の中心家庭である父母様の

の体をもつことによって、あの世において、

家庭と神様が一つになったその形態を、小さ

地球星で生産されてくる自分の息子、娘たる

いけれど皆さんの家庭に一単位として実を結

後孫を、実体をもって支配することのできる

ばせたのと同じだというのです。

王になるために実体の人を造ったのです。そ
の王の顔が誰の顔ですか。アダムの顔です。

アダムとエバが堕落しないで完成し、人間

王をつくったから王妃が必要なのです。王妃

の責任分担を果たせば、この地上世界と天上

とは誰ですか。エバが皇后にならなければな

世界に地上天国と天上天国が成されて、愛を

らないのです。地上の先祖であると同時に、

中心として一つの世界になるというのです、

天上世界の先祖になるのです。

真の愛を中心として。結局は最初であると同
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時に最後になる日は何ですか。「真の父母の

まだサタンが解放されていないのが問題だと

日」です。「真の父母」と言えば、神様は縦

いうのです。サタンを底無し地獄に押し込ん

的な父母をいい、真の父母は横的な父母をい

で、影も見たくないし、恨みの声も聞きたく

うのです。縦的な神様は霊界を代表し、横的

ないというのです。解放されたとしてもまだ

な真の父母は地上世界を代表して一つになる

処理すべきことが残っています。

のです。真の愛によって一つになる世界です。
その二つの核心的な内容が真の父母です。真

皆さんは霊界についてよく知らないでしょ

の父母の中に縦的父母と横的父母があること

う。私は霊界の専門家です。おそらく歴史の

を知らなければなりません。

中で霊界を開門することにおいて、理論的基
盤と体系的内容によって霊界を教示し明らか

三) 真の御父母様を通して天国に行く

にした元祖が文総裁だという名が残るでしょ
う。元祖を知っているでしょう。貧しくて助

宇宙の中心が何かというと、霊肉の真の父

けるという意味の援助（注：韓国語読みでは

母です。その基準を中心としてそこから東西

元祖と同じウォンヂョ）ではありません。

南北が生じ、家庭が生じ、氏族が生じ、民族

「根本の意味の元」と「先祖の祖」です。

が生じ、国家が生じ、世界が生じるのです。

皆さん、文総裁に対して「真の父母」と言

これが、宇宙の根本です。これを中心として

いますが、私はその「真の父母」という言葉

霊界が生じるのです。これが、九〇度、三六

を最も嫌う人間です。それがどれほど怖い言

〇度になってこの中に宇宙が入るのです。

葉でしょうか、真の父母になったならば、真
の家庭を率いなければならないのです。ここ

先生が幼い時から霊界問題に当面しながら、

に一門がくっつけば真の一門を率いなければ

このようなすべてのものを探し出してくる中

なりません。また世界へ拡張される時は世界

での伝承的な記録が、「原理」のみ言だとい

を率いなければなりません。天地の前に、霊

うことを知らなければなりません。漠然とし

界と肉界に人類がいっぱいに拡張された時に

た話ではありません。それで、李相軒氏もこ

は、それを率いることができる能力がなけれ

の地上に生きているとき、先生を一〇〇パー

ばならないのです。途方もないことです。そ

セント信じられませんでした。先生が「右手

のようなことをみな知っている人です。

は霊界をつかみ左手は地上をつかんで、反対
に引き抜かなければならない責任が真の父母

堕落しない本然の真の父母が来て初めて、

にある」と話したのですが、それが何のこと

神様の垂直と人間の水平の九〇度を合わせら

か分からなかったのです。

れるようになるのです。真の父母が来て九〇
度に合わせることができる教育をするのです。

今私が神様に「神様、私は堕落したこの世

霊界へ行ってみてください。私が言っている

界と霊界を見たくありません。新しい、これ

ことが間違っていれば首を切ってしまうので

よりももっと良い天国を再びつくれば良いで

す。真の父母が来て水平垂直を九〇度で合わ

す」と言っても、それが可能だというのです。

せられるようになるのです。九〇度で合わせ
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られるように教育をするのです。この教育に

っても、霊界に行く時はレバレンド・ムーン

絶対服従しなければなりません。体をつかん

のサインを受けて入っていってこそパスする

で打ち、九〇度にしなければなりません。

のです。

真の父母は宇宙的な真の愛の中心基盤です。

考えてください。先生を中心として霊界が

ですから、そのような真の父母が現れれば、

協助する、それが普通のことですか。霊界も

朝にすべての山川草木が昇る太陽に向かうよ

そうですが、今からは私が深刻にしなければ

うに、すべての被造世界が真の父母に向かう

なりません。先生が血を見るようになれば恐

ようになります。すべての被造物が葉や枝と

ろしいのです。無慈悲なのです。歴史的なす

同じです。霊界ではすべてのものが神様に向

べての蕩減を何倍もかけて打ってしまうのです。

かっています。同じように統一教会でも先生が

血を御覧になった神様を、歴史過程のその神様

韓国へ行けば食口たちのすべての神経が自動的

を慰労する道がないのです。それを涙でふさい

に先生についていくのです。同じことです。

であげようというのが先生の考えです。

博士の学位を受けようとするなら指導教授

霊界でも関心は先生以外にはありません。

のおしりもふいてあげ、その教授に足でけら

父母様以外にはいないのです。それが生命の

れても「ああ、ありがとうございます」と言

根源であり、愛の根源であり、良心の根源で

ってこそサインしてくれるのであって、そう

あり、すべてのものの根源です。そこを通じ

でなければしてくれないのです。「私が鼻を

なければ大きくなりません。

見ても顔を見ても体つきを見ても何を見ても
優れていて、相撲をしても勝つし、御飯を食

この地上世界だけが真の父母を必要とする

べてもたくさん食べ、何でも一等になること

のではなく、霊界も同じです。どうしてです

ができ、十箇所、百箇所良いところがあるの

か。そこでは地上で愛をもって生きた人が行

に、一つくらい知らないからといって博士学

って宮殿をつくるべきですが、そのような人

位をくれないのですか」と言っても通じませ

がいないからです。愛の宮殿は神様もつくる

ん。先生がそのような霊界の特許権をもつか

ことができず、霊界の人もつくれません。真

もしれないというのです。

の父母がつくらなければならないのです。霊
界で愛の宮殿が真の父母から始まります。霊

天地を与えても取り替えることができない

界に宮殿があっても、真の父母が行って「こ

高貴な価値の存在である人間が、なぜこのよ

こを宮殿とします」と宣布してこそ、それを

うに脱落してしまったのでしょうか。堕落の

中心としてすべての霊界が落ち着くのです。

ためです。それを解放しようとするなら、レ

そのような責任が残っているので、霊界でも

バレンド・ムーンを通じなければなりません。

真の父母を絶対に必要としています。

レバレンド・ムーンを通じることなしに、こ
の原則を知ることはできません。いくら学者

先生は常にいる人ではありません。歴史始

であり、いくら世の中でずばぬけているとい

まって以来、二百年の間に一世紀前にもなく、
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あとにもない、永遠に一回しかないこの期間

な事実を知れば、先生の近くにどうやって来

に生まれた人です。いつでも生まれることの

るのでしょうか。お母様も先生に対しては用

できる人ではないのです。そのような期間に

心するのです。分からないことが多いのです。

皆さんが先生から直接秘密の内容を学ぶとい

知ればその道に同参しなければなりません。

うことは、無限の価値があるのです。そのま

そのような恨の峠を越えるとしても、ここで

ま実践して霊界に行けば、間違いなく天国に

自分が死んでいきながらも、愛をプラスして

行くのです。その未来の国が皆さんを待って

死のうとしてこそ、天の死として扱ってくれ

いるのです。その天国は今まで空いていまし

るということを知らなければなりません。こ

た。真の父母が本来入るべきはずでしたが、

こは死亡に勝つことができる位置です。死亡

真の父母が現れなかったというのです。

が干渉しない位置です。

統一教会の先生の誇りは、神様を知ってい

先生を知っていて損をした人は手を挙げて

ることです。霊界で知っている以上に知って

みてください。いますか、いませんか。いる

いるというのです。人がいくら多いといって

という者はどろぼうです。誰が損害を受けま

も、神様の心情を知っている人を最も喜びま

したか。私が損害を受けましたか、皆さんが

す。宗教人たちが涙に濡れて膝までへこむほ

損害を受けましたか。私が一生の間損をした

ど一生の間祈祷をしても、イエス様に出会い

でしょう。かといって、それを取り返そうと

導きを受けるかどうかくらいです。にもかか

は思いません。代わりに皆さんの後孫の前に

わらず皆さんがここに来て先生に会い、この

返してあげなさいというのです。皆さんの息

ような話を聞くことができるというのは歴史

子、娘にすべて、先生の代わりに父母として

的な事件です。

侍ってもらえというのです。それをすること
ができなければ、先生の功をすべて再び蕩減

復帰の真理だとか、死だとか、霊界などを

しなければならないのです。霊界に行き、が

知るにおいては、何もせずに分かるのではあ

ちっと引っ掛かってしまいます。許しがない

りません。先生は何も食べないで十七時間ず

のです。

っと祈祷だけをしたことがあります。十時間、
十二時間は普通です。ですから、ここがすべ

「真の父母」という言葉は驚くべき言葉で

て固まってしまいました。今は祈祷を長くし

す。皆さんの中で霊界に通じる人は祈祷して

なくても神様が近くにいらっしゃるために、

みてください。「神様が高いですか、文総裁

すぐ通じます。この膝にもそのような痕跡が

が高いですか」と祈祷すれば、文総裁が高い

あります。

と答えるのです。このような話をするから異
端でないはずがないでしょう。

先生が祈祷する時は、冬でも綿ズボンが濡
れるほど痛哭したのです。そのような功績を

悟りの世界においては、霊界に行って神様

立てて探した「原理」を、皆さんはどのよう

にまで認められなければなりません。なぜそ

に取り扱いましたか。霊界に行ってそのよう

うなのでしょうか。「原理」の勉強をすれば
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みんな分かるでしょう。そのように難しいの

それで、霊界に行って許す条件を立ててあ

です。それをすべて暴き体系を作らなければ

げるために悪口も言うのです。非難されても

ならないのです。私たちのような人はしぶと

心が痛くないのです。帰ってみてください。

い者なので、そのような体系を作ったのです。

「ああ、悔しい！」そう思っていたのに、故

その世界があまりに膨大なので手を付けるこ

郷へ行く前にすべて忘れてしまうというので

とができません。継ぎはぎのふろしき包みを

す。心がそのようになるのです。分かります

くまなくすべて解いて一つの服を作るとする

か、分かりませんか。「分かります！」と言

ならば、君王が着て出掛けることのできる服

う人は手を挙げてください。ぼーっとしなく

を作ることができなければならないのです。

なりましたね。

そして、神様をして「お前は歴史始まって以
神様は負債を負われる方ではありません。

来において私より勝っている」と言わせなけ

千倍万倍返そうとされるので、文総裁はしが

ればならないのです。

ない一人の兵士として監獄に行き来しながら
真の愛を中心として生涯を投入し霊界に行

も、先生の所有版図は国を越え、世界を越え、

けば、どこででも「先生！」と言うと、すぐ

天地を越えて、霊界と肉界の統一的な一つの

に会えるのです。すぐ会えます。心配するこ

位置をつかむことができるこの時が来ました。

とはありません。愛の心情に合わせれば同参、

ですから、アダム家庭の天地に統一的な家庭

同位、同居権をもつことができるので、先生

的基盤形態を万民の前に付与できる、このよ

を呼べばすぐに会えます。それはいいでしょ

うな特権時代を得た先生の権威がどれほど偉

う。そのような人々には先生が全霊界を見物

大かというのです。全体全般です。一つも欠

させてあげることでしょう。ダイヤモンドの

けることなく全体全般です。その次には全権

星もあり黄金の星もあります。その時、先生

全能の時代に向かうことができる結果が、先

の特権で一つぐらいあげるかもしれません。

生の未来の世界に待っているというのです。

先生にはそのような特権があるのです。

分かりますか、分かりませんか、この者た

天宙は霊肉の世界ですが、天上世界の中間

ち。この者たちと言うのは、私が条件を残し

霊界にとどまっている霊たちと地獄に行った

てあげることなのです。「文総裁、どうして

霊たちをすべて解放し、門をすべて開いてあ

そのように悪口を言うのですか。文総裁に私

げてこそ、神様が解放の立場に立つことがで

が初めて会うのに、そのように非難されては

きるというのです。神様が解放された立場に

すべて信じることができません」と言うかも

立ってこそ、全人類が呼吸を共にして太平の

しれませんが、その時になって許してあげよ

時代に入っていくことができるのです。それ

うと悪口を言うのです。そして、あの世に行

が統一教会の行く道です。それゆえに、神様

き「あなたが悪口を言うので、統一教会を信

が解放される日まで統一教会は行かなければ

じることができなかった」。それは理にかな

ならないのです。偉大な事実です。大ざっぱ

った話なのです。

なのではありません。
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今霊界は形態をもっていないのです。真の
父母によって形態をもつようになるのです。

なることでしょう。今ここで言うことは、ど
のような図書館にもないのです。

霊界祝福とともに天地総合地上天国統一の愛
の主権世界宣布をするようになれば、先生が

神様の心情世界までも発見したレバレン

霊界に行かなくても、神様は先生の父母の形

ド・ムーンが、偽物でないということを知ら

態をもって霊界を主管できるようになるので

なければなりません。このようなすべてのこ

す。それゆえにそれを待つのです。別れてし

とを聞いてみてください。世の中にないので

まったものが結合するのを待っているという

す。先生が教える内容は世界のどんな図書館

のです。先生が早く霊界に来ることを待って

の本にもなく、霊界の図書館にもありませ

いるというのです。ですから、地上の仕事が

ん！ 初めてなのです、初めて！ このよう

終われば霊界の仕事を始めなければなりませ

な内容は地上のどこにもなく、霊界のどこに

ん。皆、待っているのです。霊界の王として

もない新しい真理のみ言です。これは神様と

立つのです。地上の王がそのまま霊界の王に

霊界と地上の人間が求めることのできない宝

なって、原理原則に一致した故郷の地に帰る

の倉庫にある記録だということを知らなけれ

のです。

ばなりません。

文総裁の願いは何かというと、教主の中で

地上で先生を見ただけでも霊界に行っては

真の愛のための代表的な教主になろうと考え

自慢の種になることでしょう。「私は先生に

ています。歓迎しますか。皆さんは霊界をよ

侍った」と言ってです。草木を見てください。

く知らないのです。私は霊界の専門家です。

植物たちの芽はすべて太陽の光に向かってい

死んでどのようになるかということをはっき

るのと同様に、皆さんの本性こそ愛の太陽の

り知っているので、世の中の万事がいくら

光に向かうのです。神様は愛の太陽です。霊

騒々しく反対しても、それが私の目にはとま

界に行けばそうなのです。

りません。なぜですか。それよりあの世界を
見るからです。あの世に拍子を合わせて暮ら

総結論は何ですか。アダム完成です。アダ
ム完成とは何ですか。アダムができなかった

すのです。
それゆえに、今後世界の霊通人たちは私の

ことが何かというと、責任分担の完成ができ

ところに来て教育を受けなければなりません。

なかったのです。責任分担とは何ですか。祝

僧侶でもどんな人でも……。天地の秘密を知

福家庭世界の伝統的、世界の礎石的基準が、

っている人がいなかったのです。初めてこの

家庭的礎石であり、氏族的礎石であり、民族

時代に文総裁という人が出てきて発表するこ

的礎石であり、国家的礎石であり、地上天国

とによって、天国の博物館にもなかった記録

の礎石であり、天上天国の礎石になることの

の蔵書になり、それを見て数多くの善霊たち

できるすべてです。その礎石が汚されてしま

が知って、地上の自分の後孫に夢での啓示を

いました。それを清算しなければなりません。

通じて、あるいは啓示を通じて教えるように

ですから霊界の清掃、地上の清掃、すべての

なる時、地上の図書館にぎっしりいっぱいに

ことをしなければなりません。
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先生の性格は、一度始めれば最後を見届け

二 真の御父母様と天国建設
一) 真の父母になるためにみ印を受けなけ

るまでやめません。死ぬ前には後退をしない
のです。この「原理」がどうだということを

ればならない

私がはっきりよく知っていて、自信満々なの
再臨主になるためにはどのようにしなけれ

で、食ってかかるのです。イエスだとか孔子

ばならないでしょうか。霊界に入っていって

とか、何を知っていますか。彼らは「ああ、

イエス様を中心としてすべての宗教関係にあ

私が学んだのはこのようなものでしたが…

る原理の内容、天地はこうですべての原則が

…」と言うのです。彼らは自分たちが教えた

このようになったという道理を解いて霊界で

教理にはないと否定的事実を質問するのです。

承認を受けなければならないのです。その内

また、「そうではない！」と言うのです。
四十三日間霊界全体に対して闘争の役事を

容を発表しなければなりません。
これは霊界でも分からない話なのです。神

したのです。ですから最後には何かというと、

様とサタンだけが知っている内容ですが、こ

四十日目は神様までも「レバレンド・ムーン、

れをすべて発表するので霊界で反対が起こる

こいつめ。なぜこの天上世界に来て平穏な天

のです。それで、四十日間霊界の混乱時代が

の世界を混乱させるのだ、このどろぼうめ

来ます。サタンが神様を否定する条件を立て

が」と言うのです。皆「わっ！」と言いまし

て反対するので……。そこで霊界の半分が別

た。かといって私は後退しなかったのです。

れて反対しました。ですから混乱が起こるの
です。最後に至っては神様が「どれが真なの

私の話を聞いてみてください。再臨主にな

か」ということで判決しなければなりません。

ろうとするなら、霊界に入っていって神様の

それで、真の父母が霊界を完全に屈服させて、

み印を受けて来なければならないのです。文

神様のみ印を受けて地上に降りてくるのです。

総裁が霊界に入っていくことによって、四十
三日間霊界で闘いが生じました。地獄の底か

天下を統一するためには霊界を統一しなけ

ら天上まですべてが「文総裁は異端者だ！」

ればなりません。霊界の先祖から「文総裁は

と言うのです。それを下から整理していかな

異端者だ、反逆者だ！」と言われます。のち

ければなりません。

には神様までも「そうだ。捨ててしまいなさ

一番あとは聖賢たちです。彼らと神様の前

い」と言うのです。蕩減原則がそうです。ア

で談判して、正義の主人が誰かという勝敗を

ダムとエバが神様を否定したので、神様もア

決める闘いをしなければなりません。その時

ダムとエバを条件的に否定しなければならな

の題目は何ですか。霊界に来たすべての人々

いのです。否定する立場から肯定し、私の神

は血統が変わったというのです。血統転換を

様として取り戻さなければなりませんし、私

しなければならないことを知っていたのかと

の天国として取り戻し、神様のみ印を受けな

いうのです。二つ目は何ですか。所有権転換

ければなりません。そうして神様がここに共

です。「地上で生きながら個人の所有権をも

に立って讒訴してから、あとではすべて……。

つことは天国の背信者だ！」と言うのです。
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道主たちがいくら優れているとしても、ここ

このようにして神様のみ前で大会をし、誰
が正しいか攻防戦をしました。四十日間、全

に引っ掛かっているのです。
ですから、先生が霊界で闘う時、自信満々

霊界が大騒ぎしました。「レバレンド・ムー

に「異端が何だ」と対抗して闘ったのです。

ン、異端だ！」と言いながら大騒ぎしたので

今後は、霊界に大混乱が起きるので神様が審

す。「霊界が複雑だ。私たちは、それは嫌い

判長として判決を下さなければなりません。

だ。追い出しなさい！」と言いながら騒いだ

ところが、神様まで反対するのです。「文総

のです。しかし、神様もこのみ旨でなければ

裁はお前たちが言うように異端者だ！」と言

ならず、このようにしなければすべての世の

うのです。なぜですか。アダムが天を裏切っ

中を理論的に収拾する道がないというのです。

たがゆえに、蕩減復帰の原則によって神様も

孔子は神様の人格体を知らないではありま

アダム完成者を裏切らなければならないので

せんか。神様をよく知らなかったのです。人

す。それでこそ神様の心にわだかまった塀が

格的な神様は分かりませんでした。「天」と

崩れるのです。そして、全体がみな反対し、

は言いましたが漠然としています。質問戦で

神様まであちら側に立っていて、ただ一人文

ノックダウンするのです。イエス様に対して

総裁が残ったのです。

は「あなたは再臨論に対してなぜこれこれこ
ういう問題を言わなかったのですか」と言う

かといって混乱の渦中にある霊界を、その

ので、ノックダウンするのです。空中に千年

ままにしておくことはできないのです。神様

王国を成すですって？ 霊界に行けばみな間

が最後の判決を下さなければならないのです。

違っていることが分かるのです。私が質問す

「文なにがしが言う血統転換、所有権転換、

る時、相手は口を開くことができないのです。

心情圏転換が事実である！」と言うのです。

あとで神様に対しても「あなたが判定しなさ

そのような勝利の覇権者として、み印を受け

い、誰が正しいのか」と言うと、神様があと

て降りて来なければならないのです。

で「レバレンド・ムーンが正しい！」と言っ
たのです。

皆さん、世の中を収拾するためには、霊界
を収拾しなくてはなりません。それをせずに

霊界に入っていき、四十三日間一番下から

は世の中が収拾できないのです。先生がこの

ぞんざいな扱いを受けるのです。「お前がな

ような真理のみ言を探求し「こうでなければ

んだ」と言ってです。僕、朴氏おばあさんの

ならない！」と主張する時、サタンも反対し

親類の詐欺師、異端者の魁首だというのです。

神様も反対したのです。人が神様を捨てたの

霊界に入っていって全宗教を中心として、選

で、神様も人間を捨てなければならないので

民たちを中心として、一番あとには四大聖人

す。蕩減法則です。それで、霊界で四十日間

たちを中心として面談し……。すべて反対す

闘いが生じるというのです。四大聖人たちが

るのです。神様まで一緒になって「この逆賊

すべて来て、「レバレンド・ムーン、異端

め、たたき殺せ」と言うのです。「歯には歯、

だ！」と言うのです。霊界のすべての宗教指

目には目」です。四十日期間、霊界全体が反

導者たちが私に反対したのです。

対するのです。
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ここで後退しては駄目です。四十三日間を
闘うのです。最後には神様までもみな反対し

その試験の中で四十三日をすべて押しまくら
なければなりません。

たのです。先生が後退できますか。後退すれ

先生はそのようなところにおいては専門家

ば大変なことになるでしょう。それで、あと

です。正しいことと間違っていることの分別

ではすべて神様まで屈服させるのです。です

については専門家です。それで、サタンなの

から、神様が霊界に対して「気をつけ！」を

か神様なのかすぐに分かります。すべて見た

するのです。このようにして、「霊界の闘い

ところ、違っているのです。ですから押しま

に対して私が判定しなければならないようだ

くるのです。すると最後に神様も大騒ぎする

が、実は、すべて当たっている証人は文鮮明

のです。霊界が混乱して、レバレンド・ムー

だ」と発表をするのです。

ン一人を中心として、霊界がすべて動揺して
大変なことになったというのです。神様は審

それで、神様の前に答弁するのですが、後

判の主人なので、最後に主人が責任を負わな

ろを振り返れというのです。振り返って答弁

ければなりません。全霊界がレバレンド・ム

するのですが、文鮮明の話が合っているとし

ーンを前に立て神様に讒訴する局面なのです。

て「気をつけ！」と言い、神様御自身ととも

それで、神様が定義を立て審判しなければな

に全霊界が先生を証するのです。ですから霊

らないというのです。二つの闘いを停止させ

界まですべて終わりました。み印を受け公認

るためには、正しいことと間違っていること

を受けて地上に来るのです。

を明らかにしなくてはなりません。二つの輩
になっているというのです。

世の中を統一するには、天上世界に入って

先生は一人であり、霊界はすべてが反対で

いって統一しなければなりません。どのよう

す。神様まで反対するのです。「こいつ、悪

に統一をするのでしょうか。歓迎するのでは

いやつ。そんな話がどこにあるのか」という

ありません。天上世界に行って「天理の道理

のです。アダムが反対して堕落したがゆえに、

は私が言うように、このように解かなければ

神様が反対しなければなりません。父母がた

なりません」と言えば、サタンも知り神様も

たかなくてはならないでしょう。罪を犯した

知っているといえども答弁できません。すべ

子女ならば踏んでけって、このように許して

ての道主たちは初めて聞くのです。血統転換、

あげるのと同じように、一番あとで文総裁を

所有権転換、心情圏転換、そのような言葉が

立てておいて「前を見なさい」と言って神様

どこにあるかというのです。イエス様さえも

が判断するのです。「今まで数多くあれこれ

日ごとにそのように言うのです。聖人たちが

言い立てていたが、文総裁が主張することが

すべて反対します。これで四十三日間大霊界

正しい」と言ったのです。

の混乱の役事が起きるのです。「あの異端の
魁首レバレンド・ムーンを追い出せ！」と言

統一教会にもがらくたがたくさんいます。

うのです。「追い出せ」と言うからといって、

たまに「自分がメシヤだ」と言う人がいます。

追い出したとしたらどのようになっていたで

「レバレンド・ムーンは洗礼ヨハネで、私が

しょうか。統一教会は出てきません。これで

イエスだ！」と言うのです。レバレンド・ム
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ーンがただでそのようになったのではありま

い輩である皆さんが見る時、「世界は私たち

せん。天国に行って、み印を受けなければな

の手にある」と思いますか、思いませんか。

らないのです。天上世界の霊界を統一したが

真の父母は永遠に一つです。誰でもないので

ゆえに、霊界が先生を後援するのです。全体

す。ですから霊界がすべて順応しなければな

がそうです。混沌となった霊界が先生によっ

らず、地上がすべて順応しなくてはなりませ

て収拾されるのです。

ん。二つではなくてただ一つです。終着点は

今まで仏教であれば仏教圏、儒教であれば

真の父母です。

儒教圏が垣根になって様々な派が多いのです。
これがすべて一つの方向をとらえました。二

宗教もいろいろなものがあります。文化背

つの方向ではなく一つの方向です。霊界がそ

景が違うのでそうなるしかありません。五十

うであるがゆえに、一つの方向の権限をもっ

億人類がキリスト教文化圏と同じではないの

て地上に来て……。地上にも様々な方向があ

です。キリスト教は何も知らないのです。イ

ります。五十億人類であれば、五十億の方向

エス様を信じないとすべて地獄ですか、とん

があるのです。すべて成して一つの方向をつ

でもありません。霊界に行ってみてください。

くるのです。サタン世界が反対してレバレン

孔子様とイエス様は友達です。釈迦とマホメ

ド・ムーンを殺そうとありとあらゆることを

ットも友達です。キリスト教の名をもつ聖人

しましたが、レバレンド・ムーンを中心とし

たちや仏教を信じた高僧たちも、みんな友達

て、だんだんと一つの方向の世界が広がるの

です。とばり一つだけ違うのであって、すべ

です。一つの方向に進んでいます。「世界平

て神様の一族なのです。このとばりを開け放

和のための平和主義者は文先生だ」と、この

たなければならないのです。

ように今言っているのです。それゆえに先生

宗教が統一される時、とばりがすべてはが

に対して関心が高いのです。それは知ってい

れて、一つの家族として大声を出して激しく

ますか。

泣くことのできる、そのようなことが起こる

霊界の混乱をすべて収拾すれば、地上で混

のです。その天上世界の一日を待つのです。

乱したこともすべて一つの方向にしなければ

歴史時代に宗教の背景に無知であり、このよ

ならないのです。それで、世の中の政治家た

うな闘いをしたという事実を知らなければな

ち、世界で最高に有名な学者、言論人、経済

りません。それゆえに歴史的なすべての恨み

人、有名な人々をすべて連結するのです。そ

に対して各宗団者、教主、全歴史的指導者た

の人々が先生を尊敬しますか、しませんか。

ちが集まって悔い改めをしなければなりませ

みな自分なりに様々な試験をして、あらゆる

ん。悔い改めさせることのできる人が誰かと

チェックをしたのです。ですから霊界の混乱

言えば、真の父母です。

を収拾したので地上の混乱を収拾する段階が
今見えているのです。どうですか。見ること

「孝子」とは何ですか。愛を中心として命

ができますか。目前に一歩だけ越えていけば

懸けで父母に侍る息子のことをいうのではな

どのようになるか、みんな分かります。ここ

いですか。では「忠臣」とは何ですか。愛を

に集まった人々はばかではないでしょう。賢

基台として、天の代わりに君主のために生命
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を捧げて犠牲になりながら行く人を「愛国

二) 天国建設と地上、天上世界の統一

者」と言います。「聖人」とは何ですか。聖
人は世界の人のために生きる人のことです。
文化背景が違い、国境が違い、人種が違って

一国を見れば、国が形成されるためには、

も、万民を愛することに生命を捧げようとい

その国の主権がなければならないのです。民

う人です。一時的にではなく永遠に愛するこ

がいなければならないのです。国土がなけれ

とのできる道に導こうという人が聖人です。

ばならないのです。そのような観点から地上

一段階さらに上がって「聖子」とは何ですか。

に天国を実現するという問題を見てみる時、

世界だけではなくあの霊界、無限な世界のた

天国の主人は誰ですか。主権者は誰ですか。

めにまで、神様のためにまで、愛を中心とし

間違いなく神様が主権者です。そして、民と

て自分の生命以上に「ため」に生きようとす

は誰ですか。民とは万民です。では、国土は

るお方が聖子ではないかというのです。すべ

どこでしょうか。地球星です。

て愛です。
アダムとエバが堕落しなければ、神様が何
霊界に行ってみなさい。統一教会の文先生

をしてあげようとしたのでしょうか。神様が

はどのようになっているでしょうか。「釈迦

祝福によって結婚式をしてくださり、神様が

や孔子、マホメットはレバレンド・ムーンの

喜ぶことのできる息子、娘を生むようにし、

弟子だと言った」と言って、ホメイニのよう

神様が喜ぶことのできる家庭を編成して、こ

な人はレバレンド・ムーンを死刑にすると大

れを繁殖させて氏族と民族を編成しようとし

声をあげていましたが、みな死んでいきまし

ました。これが、もっと広がればその世界は

た。行ってみなさいというのです。その聖人

何主義の世界ですか。神主義の世界であると

たちをすべて祝福してあげたではないですか。

同時にアダム主義の世界です。

祝福してあげたでしょう。ですから、霊界か
ら送ってきた相軒氏の手紙によれば、有り難

その世界に理念があるとすれば、これはア

いというあいさつをどれほどしているでしょ

ダム主義理念であり、そこに宇宙観があると

うか。

すればアダム主義宇宙観であり、天宙観があ

生きて祝福を受けた皆さんは、霊界に行っ

るとすればアダム主義天宙観であり、生活観

て復活した数百万、数千万、数億の人々やそ

があるとすればアダム主義生活観だというの

の教主たちよりも高い位置にいるということ

です。そして、五色人種がまだらになってそ

を知っていますか。今までむやみに生きてき

うするのはかまわないというのです。それは

ました。それを知らなければなりません。先

環境によって変わったことなので、数多くの

生は自分勝手に暮らしているようですが、ど

民族の皮膚の色合いが異なってもかまわない

こに行って座ろうが、どこに行って何をしよ

というのです。では、どうして数多くの民族

うが、神様の法度を守って霊的に整理して座

の言語が異なってしまったのですか。人類始

っています。法を守るからそうだというので

祖が堕落することによって、天は分立させた

す。皆さんはむやみに生きているでしょう。

というのです。
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私が行き来するのも、その国を取り戻すた

せん。天使世界と霊界が動員し、先祖が動員

めの、祖国光復のための、建国の功臣になる

しても「行かない」と言うなら、悪夢を見さ

ためにそのような使命を担い、あるいは天の

せ、首を押さえてサタンの行動を代わりにす

密使としての指令を受けて、今日の悪なる世

る時が来るというのです。怖い時が来ます。

に来て、このことをしているという事実を思
いながら生きていかなければならないのです。

今や霊界の解放圏まで成し遂げました。霊

そうでなくては皆さんが今後復帰する国の国

界と地上の平準化運動を今しているというの

民として、その威信と体面を立てることがで

です。春がやって来るのです。天国の春、地

きないということを知らなければなりません。

上の春が訪れるのです。今までは天国には春
が来ましたが、地上は夏であったのです。今

人間の力、人間の知恵、人間の文化、その

は地上において、夏が去り冬が去って、天国

何をもってしても、真の意味の平和の世界や

の永遠に続く幸福の理想、すべてを消化して

一つの統一された世界を願うことのできない

新しい生命を復活させることができる春の季

時点にあるということを、私たちは知ってい

節が訪ねてきます。ゆえに地上の時代には平

ます。このような立場で世界文化を解決する

和がやって来ます。それで、統一教会の先生

において、最も中心問題とは何ですか。神が

が今選んだ言葉は何ですか。世界平和統一家

いるか、いないかという問題をはっきり解明

庭連合をはじめとして、すべて「平和」とい

することが、何よりも重要な問題だと思いま

う言葉が入っているのです。

す。万一神様がいるということを全人類が知
るようになった場合には、神様のみ旨がどの

霊界、肉界が上に上がっていっても、下に

ような所を指向するのかということがはっき

降りてきても、左右になってもかまわないの

り分かるようになるはずであり、その指向す

です。前後左右がいくら入れ替わっても同等

るみ旨を知るようになる時は、その世界こそ

な価値をもっているので、天上世界と地上世

一つの世界であり、平和の世界であり、理想

界を完成した理想愛の圏時代、天宙的愛の圏

の世界であらざるを得ないのです。

時代が出発するというのです。それを私たち
は、地上天国、天上天国というのです。全体

祝福結婚と永生は真の父母から始まります。

解放圏です。何の話か分かりますか。

真の父母でなければできないのです。真の父
母がこのような膨大な内容を解決して、霊界

過去の人、現在の人、未来の人、霊界に行

と肉界の統一、地上世界の統一をしなければ

った人も、祖国光復のために協助できる時が

なりません。見てください。世界が私に反対

来ました。ですから、多くの人々が、先祖が

していたのが、すべて従ってくるようになっ

入ってきて、統一教会に行かなければ良くな

ているのです。神様の前に行ってみ印を受け

いことが起こるのです。文総裁の力でそのよ

ることなしに、霊界を統一し、地上を統一す

うになるのではありません。神様と先祖が、

ることはできないのです。いくら地上が反対

天使世界と先祖が一つになって、地上をすべ

しても文総裁の行く道を妨げることはできま

てコーナーに追い込むのです。家庭問題を中
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心として、コーナーで手をつけることができ

国で生きた人間とその一族がそのまま天上天

ないのです。ただ文総裁だけが全権をもって

国に移行するようになっているのです。天上

行使することができる、驚くべき事実をこの

天国とは何かというと本家です。

民族が希望峰として、その国の、祖国の基盤
として歓迎する時は、天下無敵の国になるの

今時が来たがゆえに李相軒先生が霊界に行
ったのです。霊界の事実をすべて地上に知ら

です。

せるために摂理のみ旨の中で逝ったと見るの
霊界が今までお兄さんの立場で地上を蹂躙

です。霊界全体を知るためには神様の指示を

してきましたが、今からはそのお兄さんが地

受けることができなければならないし、接ぎ

上を助けることのできる環境に入ることによ

木をしなければなりません。これをすべて体

って、地上のアベル圏は今のように、これ以

系化できなければならないはずですが、今ま

上利用されません。欺き一方通行はできない

で霊界はそのようなことのできる基準に到達

のです。この方向を越えることはできません。

できていなかったというのです。

東西南北において東方は侵犯できませんが、
西方、南方、北方を行ったり来たりしながら、

それゆえに、数多くの宗教が現れて霊界の

地上でそのことをしているのです。それによ

事実を紹介したといっても、それは一部分で

って多くの霊的な犠牲が地球星で続いてきま

あり、その宗教の内容を中心として教えたの

したが、今からはそれが解消されていくとい

であって、全体を把握できなかったというの

うのです。ですから、今地上と天上が統一圏

です。しかし今、成約時代を迎えたがゆえに、

へ近づいてきたというのです。

神様の許諾を受けて、霊界全体の様相を地上
に説明できる時代になったのです。それを知

歴史を通じた全般的な自分に対する根本問
題を解決する道は、先生の教え以外にはあり

らなければなりません。それゆえに霊界の事
実を知らなければならないというのです。

ません。永遠にありません。霊界に行ってみ
なさい、先生がうそをついているか。先生は

霊界が完成しましたか。霊界は未完成でし

すべて知って教えるのではなく、成して勝利

た。なぜ未完成だったのですか。本来、霊界

してから教えているのです。良心はそれを知

のヒエラルキー・システム（hierachy system :

っています。それゆえに、真の父母と成約時

階級体系）とは何かというと、神様と真の父

代を宣布したということは、それを成したと

母を中心として、真の子女を中心として全霊

いうことです。

界が連結されなければならないのに、そうな

サタンと対決して屈服させ、先生が向かう

っていないというのです。地上もやはりそう

世界、展望する世界には、サタンがその姿を

なっていません。この内容だけ地上にもって

現すことができないのです。それを平面圏に

きてくっつけておけば、霊界は自動的です。

おいて個人、家庭、氏族、民族、国家、天宙、

言い換えれば、堕落していないアダム主義、

霊界の天国まで平面化させています。それを

神様を中心としたアダム主義、アダム主義で

平面化して連結すれば地上天国です。地上天

あると同時に真の父母を中心としたヒエラル
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キー組織が霊界ですが、そうなっていないの

いこうとしましたが、天国に連れていくとい

です。

うのです。そうやって協助して先祖まで天国

今までその中心には、仏教を中心とした釈

に連れていこうとするために、天国に行くこ

迦クラブができていて、孔子クラブができて

とを妨害する者がいないので、解放圏になり、

いて、イスラムクラブができているというの

それによって急速に未来の世界化時代へと越

です。ですから、霊界は真の父母主義とアダ

えていくというのです。

ム主義が現れることをイスラムの輩、孔子の
輩、釈迦の輩、すべてが願っているというの

先生が霊界と地上世界を清算でき、理想的

です。ですから統一的な方向をたどらなけれ

な地上天国・天上天国を完成できる実力があ

ばならないので、地上にも真の父母の役事が

ると見ますか、ないと見ますか。それが可能

世界的な基準に上がっていく時、すべての宗

だと見ますか、不可能だと見ますか。どうで

教の境界線はなくなり、統合運動が霊界の動

すか。ですから、そのような全体、全般、全

きに従って自動的にその結果が地上で現れる

権、全能の時代、それを行使することができ

ようになるというのです。

る時代が来ました。世の中の組織が、いろい

ですから、統一教会が世界主義になること

ろな国の全体組織が一般化されるというので

によって、どのようなことが起こるのかと言

す。全体、全般的にすべての能力をもったサ

えば、霊界の霊人たちがすべて霊界にいなく

タン世界は、完全に天の権限の前に無能にな

なります。目的が地上で完成し、逆に入って

り、神様の全権時代、全能時代へ越えていく

いかなければならないので、すべて再臨する

というのです。そうすることのできる人は真

ようになります。すべて再臨するのです。す

の父母です。真の父母から始まるのです。

べて活動します。世界に散在している統一教
会の食口たちが先端になり「動け！ 動け！

霊界からすべて出動すれば、良いことがた

動け！ 動け！」と言われることを願ってい

くさんあることでしょう。抱き合うことも多

るのが、数千億になる霊界の霊人たちです。

いでしょうし、喜ぶ人もいるでしょうし、統

ですから、ここに合わせて霊界で一つにして

一教会を呪って逃げた人々が地をたたきなが

おけば、神様が主管される世界になるのです。

らこう言うでしょう。「全く、こんなはずで

真の父母の名のもとに一つの統一された世界

は！」と。

が永遠に続くのです。
三 真の御父母様と愛の役事
今から国家、民族的なグループが連合でき

一) 聖人と殺人鬼も同席で祝福

る時代に入るのです。ですから、地上の国と
氏族と家庭が連合し、統一圏に越えていくの

考えてください。先生が聖人と殺人鬼まで

です。このように越えていくことによって、

許してあげたでしょう。では、自分の息子、

世界は急速に変わるのです。ここで反対して

娘が罪を犯したことは許してあげることがで

いる人々は、サタンたちが来て黙っていない

きますか、できませんか。スターリンやヒト

というのです。サタンが今まで地獄に連れて

ラーは人を何百万名、何千万名も殺したので
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す。そのような悪魔の中の悪魔までも許して

なして三日儀式までするようになっているの

あげ、祝福してあげました。それをしてあげ

で、残りの霊界において、地上で生きられず

なければ地獄の門を開くことができません。

結婚することができずに死んだ哀魂たち、十

それはよくやったのですか、よくやらなかっ

六歳以上の年齢になったすべての人々まで、

たのですか。仏教では「ああ、私たちの釈迦

今解放してあげるのです。その人々まで祝福

を連れていって結婚させる。そのようなこと

してあげるのです。

ができるだって」、そして「ああ、イエス様
を結婚させるだって！」と言っています。

地獄の門を開けて、霊界に行ったすべての
人々の前に祝福をしてあげ、神様の血族的権

行ってみるとすべて楽園です。中間霊界に

限を認めることによって、サタンは完全に後

います。彼らに「あなた方の願うことは何で

退せざるを得ないということを知らなければ

すか」と聞くと、「先生が願うことですから、

なりません。これは革命です。革命の中でも

私たちの願うことは簡単でしょう。祝福して

このような革命はないのです。堕落によって

いただきたいです」と言うのです。「祝福し

すべての死んだものが天国に行くことができ

てあげればどうしますか」と言うと、「地獄

るという、その環境をつくっておいたのです。

の門が開き、天国へ行くことができる道がな

アダムとエバが堕落して以後、結婚すること

かったので、私たちが生前世界を一つにしよ

ができずに死んだ子供たちも、結婚して天国

うとした時の十倍以上努力する力があり、自

へ入って暮らすことのできるすべての基盤、

信があります。聖人たちを後ろにつけて引っ

すべての先祖が祝福を受けた圏内において霊

張っていきます」と、そのように言うという

界に入ることのできる環境をつくり、天国に

のです。

行くことのできる高速道路を築いておいたの

このような決心をして自信満々に改心する
ようになるならば、使徒パウロをも反対して

です。そのような基盤をすべて蕩減復帰した
というのです。

いる途中で改心するようにしてキリスト教の
忠臣にされた神様ですから、反対の悪党たち

先生が霊界を知らなければこの道を行くこ

が霊界に行ったとしても引き抜いて、神様が

とはできません。霊界のお父様が私のお父様

うまく使うことができる忠臣の王になること

です。ですから、霊界の秘密を誰よりもよく

ができるというのです。

知っているのです。避難の渦中においておな
かがすいている時は先祖を動員するのです。

聖人と殺人鬼を解放してあげたので、その

道端の過ぎ行く人のために宴のお膳を準備さ

原則において、統一教会に猛反対していた夫

せたものもたくさんもらって食べました。そ

であれ自分が願う人を引っ張って、地獄にい

のような話をすればうそのようなことが多い

る人までも連れてきて解放させ、祝福できる

ので話をしません。私たちのように優秀な人

のです。そのようなことが起こっているので

が科学を学んだのに信じられない話をなぜし

す。聖人と悪人をすべて一つにする、このよ

ますか。皆、理論的に考えるので、これらは

うな原則があったがゆえに、そのようなこと

信じられない話ですが、先生の話を聞けばす

が可能なのです。そして、霊肉祝福一体圏を

べて信じるでしょう。
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神様がお造りになった霊界には堕落した人

ならないというのです。それが『霊界の実相

間は暮らしていないというのです。その霊界

と地上生活』に出てきます。あなたが責任を

は完成した祝福家庭たちだけが暮らすことの

負えというのは、なぜかというのです。統一

できる所です。そこはアダムが完成した以後

教会に反対して死んだので文総裁に対して、

に生活すべき天国のような環境です。ですか

教えてくれること、解放してくれることを願

ら神様が全権をもって、世の中のすべての小

うのです。それで、私が痛哭をしたのです。

さなものから大きなものまで思いどおりにで

「神様がなぜこのようになったのですか。私

きるのです。祝福を受けて「真の祝福天宙化

のような者に頼まれる神様、なぜこのように

とサタンの血統根絶」です。打ち砕くのです。

なったのですか」と言ったのです。それで、

ですから、八十代に入り、すべての地上の一

昨年五月十三日から十五日まで、霊界すべて

族たちは天国行きです。出エジプトのように

をひっくり返して私が責任をもったというの

地上世界の出発が始まるのです。モーセが八

です。度胸も良いでしょう。「私が責任をも

十歳に出エジプトしたのと同じように、これ

って断行します」と、このようにして祝福を

からは真の父母、家庭の王として世界地球星

してあげました。

の出発をするのです。
一次アダム失敗、二次アダム失敗、三次父
先生は世界高速道路プロジェクトをまだ発

母も失敗して、荒野路程でこれをすべて蕩減

表していないというのです。どこへ行かなけ

して解放され、第四次アダム圏祝福時代は地

ればならないかということをはっきり明らか

上天国出発時代です。この理論がすべて合わ

にして、すべて道を開けておいたのです。そ

なければなりません。大ざっぱな計算でくっ

れで、霊界の地獄まで降りていって地獄の門

つけてはならないのです。それが霊界や地上

をぱっと開けたのです。殺人鬼まで祝福して

で先生が「原理」を中心として解明した結果

あげたのです。李相軒氏が、霊界の実相を見

的基準で評価する時、右手と左手がぴったり

て一人で泣いて祈祷していると、その使者が

合わなければなりません。こうしてこそ音が

「一緒に帰ろう」と言って神様のもとに帰っ

するでしょう。それを合わせるのが愛です。

てきたというのです。神様のところに行くと

絶対愛を中心としてです。

「悲しいのか」と言うのです。痛哭すると神

地上世界、天上世界がカイン・アベルに分

様は、そのようなすべての者を救わなければ

かれたものが、初めて兄弟の因縁、真の父母

ならないが、どのようにするつもりかという

の愛、真の血統の因縁によって一つになるこ

のです。神様が話されるには、「お前の息子、

とができるので、同じ祝福を中心として死ん

娘たちは良い生活をしなければならない」と

でも共に死に、生きても共に生きようという

言われたのです。

のです。ですから、死なんとする者は生き、

それと同じように、全人類は神様の息子、

生きんとする者は？ （死ぬ）。違います。

娘なので良い生活をしなければならないが、

真の父母がいる時は、生きようとする者は生

その道を解放してあげたくとも神様御自身で

きるのです。真の父母に従って生きようとす

はできないので、お前が責任を負わなければ

る者は生きるのであり、真の父母がいないた
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めに、すべてを反対にしなければならなかっ

ら、霊界の天使長が地上にいるエバを愛して

たのです。

堕落させたことを蕩減復帰するためには、霊

逆説的に死のうとすることなしに、真の父

界にある家庭的天使長の立場が地上に来て、

母の行く道を、侍ることのできる位置を探す

地上にいるアダムとエバの家庭と同じなので、

ことができないのです。霊界も解放であり、

アダム家庭を再編成するところにおいて開拓

地上も解放です。アダムとエバの歴史始まっ

者になるのです。そのようにすることによっ

て以来、神様の胸に打ち込まれた大きな釘を

て、この家庭が皆さんの家庭の周辺に来てサ

抜く者がいなかったのです。そして、歴史時

タン追放運動をするのです。これが原理観に

代の善の先祖たちがみな血を流してきました。

より、きちんと理論的に整理されるのです。
これからどのようなことが残っているのか

彼らの恨を解くことができなかったのです。

といえば、地上において霊界の人たちと愛し
先生が八十歳を越えれば天地が合徳する時

合うことができる愛の門が開く時になったと

代です。先生が八十歳まで一代ですべてのこ

いうのです。夫が死んでいったとしても、地

とを、霊界を完全に解放するのです。地上天

上で共に暮らすのです。今そのように暮らす

上、夫妻なら夫妻、家庭が天国に入るのです。

家庭もあるのです。それで、今回統一教会に

夫婦で天国に入るべきであって、一人では入

通うことに反対されていた人たちを中心とし

れません。地獄の門、天国の門をすべて開い

て、反対した自分の夫を許し祝福してあげた

ておいたのです。すべて回りながら上がって

のです。祝福しただけでなく、私がアメリカ

いくのです。自分の先祖が列をつくって見張

に行く前に、四億組祝福を行う前に霊的な祝

りになり、案内してくれるのです。

福をしてあげた人たちは、実体の三日儀式ま

昔はサタンたちが自分の欲望を中心として

でするようにしたのです。

穴を掘っておき、千年万年行けないようにし
たのです。使いをさせていたのです。今それ

三日儀式までして霊界に本格的な家庭出動

をすべて撤廃してしまいました。うそのよう

命令を下したがゆえに、残りは何ですか。今

でしょう。そのようになるのです。見ていて

まで結婚できずに死んだ哀魂を中心として、

ください。なぜですか。霊界の事実がすべて

霊界で大きくなって結婚を待つ数千億の霊が

どのようになっているかよく知っているため

いるので、この門を開けてあげ、四億双の四

です。それをしなければ後代に行って引っ掛

倍である十六億双を結婚させてあげました。

かるのです。
先生がそうです。私がみ旨の道で誇ろう思
二) 真の祝福の天宙化、霊界・肉界平準化

ったことは一度もありません。私が世界的に
したことは多いのですが、まだすることも多

真の祝福天宙化とその次が何ですか。サタ

いというのです。霊界が残りました。地上で

ンの血統根絶です！ 根を切るのです。偽り

したならば地上で整備して逝かなければなら

の結婚をして地獄へ行ったので、真の父母が

ないのです。それで、今回一人暮らして結婚

結婚で正さなければならないのです。ですか

せずに死んだ男女、父母の愛を受けたが地上
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で嫁をもらえず、嫁ぐこともできなかった人

も女性も自分勝手に生きた人たちです。女性

を……。

も姦婦たちが多いでしょう。浮気をしてです。

また、生まれてすぐ死んだ赤ん坊たちです。
赤ん坊たちが霊界で成長するのです。そのま

そのようにして地獄に行くのです。地獄のど
ん底に行くのです。

まではありません。母が泣いたりわめいたり

最近では法的な契約夫婦がいます。それは

して思ってあげることにより、その心が大き

知っていますか。彼らは赤ん坊を生むことを

くするのです。父母が子女の死んだことを悲

嫌います。家庭をもつことを嫌うのです。天

しむのは悪いことではありません。知ってみ

使長時代にはそうなのです。赤ん坊のいない

れば死んだ相対が霊界で大きくなるのです。

人が父母の愛を知っていますか。子女を愛す

夫が死んだと妻が気にして悲しく考えれば、

ることができますか。契約では永遠に愛する

その恩恵を受けるのです。

ことができないのです。これは流れ者です。
霊界に行けば流れ者になります。定着できる

地上で生まれたすべての人間たちで、真の

根拠がありません。このような者たちも先生

父母を通じて生まれた人は一人もいません。

を通して結婚させてあげればどれほど喜ぶで

真の母、真の父、真の父母の血統を受けない

しょうか。

で生まれた者は、天国に入る道がないのです。
霊界は何ですか。霊界は天使長世界であり、

神様の創造理想によると、真の父母の血統を
受け継いで、真の父母に天上天国、地上天国

地上はアダム世界です。息子の世界と僕の世

の王権の主人として仕え、親族圏内で愛を中

界は違うのです。では、霊界が一生懸命しな

心として真の御父母様と共に暮らし自分も結

ければなりませんか、この地上が一生懸命し

婚して後孫を残し、そのまま移る所が天国で

なければなりませんか。そうするためには、

す。ですから皇族圏の愛を中心として、体恤

この地上の四万双というものが……。今私た

的な経験をもたない人は、天国に入ることが

ち祝福家庭が四万双出てきているのです。四

できないのです。明らかだというのです。

万と五千組ほどになるのです。いや、四億を
越えるのです。それゆえに一つの家庭で一双

私は私の責任を果たしました。何かやるこ
とがあるでしょうか。霊界まで統一圏によっ

ずつだけ未婚の男女を駆り出せばよいという
ことなのです。

て祝福してあげて怨讐まで生かしたので、サ

そのためには霊界も同じです。霊界にいる

タンが私の前で讒訴できる何らの条件もない

霊人たちはみなアダムの後孫ですが、堕落す

のに、何をもっとするのでしょうか。今では

ることによって天使長の血統が霊界に行って

蕩減がありません。

いるのです。これはあってはならない事実な
のです。カイン形態が広がった霊界をそのま

霊界に水平をつくっておかなければなりま

まにしておいてはなりません。すべて祝福し

せん。今まで地上に来て霊界に行った人々は

てあげなければならないのです。祝福をして

どんな人たちですか。自分勝手に愛の関係を

あげて、これがすべて水平にならなければな

交わして生きた人たちです。浮気をし、男性

りません。それゆえに、結婚できずに死んだ
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霊たちをすべて集めて祝福させたのです。ま

か立たないかということが問題なのです。決

た、生まれて赤ん坊のうちに死んだ霊たちが

心のされたそのような絶対信仰、絶対愛、絶

育つというのです。十六歳以上で、結婚もす

対服従の基準と一つになる時には、一遍にす

ることができなくて霊界に行った人々を、す

べてのものが水平世界に線を引くことができ

べて祝福してあげるのです。それは全部で数

るというのです。

千億にはなることでしょう。それで、祝福を
父を愛の主人にしてあげるのは息子であり、

今しているのです。すべて。

夫を愛の主人にしてあげるのは妻であり、お
潮水が出ていく時は悪いものが出ていきま

兄さんを愛の主人にしてあげるのは弟なので

す。入ってくる時は一番後に出ていったもの

す。反対に子女に父母がいなければ、妻に夫

が先に入るのです。蕩減復帰するので同じ水、

がいなければ、お兄さんに弟がいなければ

同じ月を見れば、中間に立ち、この二つが入

各々愛の主人の位置を見いだせないのです。

ってきて一つになる時、そこにぴたっと合う

真の愛の主人になるには、相対を自分よりも

というのです。歴史的にこれが、ぴたっと一

敬い、「ため」に生きなければならないので

代で水平になる時、プラス・マイナスのよう

す。ですから、個人では心と体の一体、家庭

に祝福してあげることによって、サタンを完

では夫婦一体、兄弟一体、国家一体圏を形成

全に追放することができるのです。偽りの父

して、八段階の理想モデルである愛の圏を完

母は追い出し、真の父母と一つになるのです。

成するのです。
すなわち、腹中時代、乳児時代、兄弟時代、

それをしたがゆえに地獄を撤廃し、霊界にい
る先祖を結婚させてあげるということが起こ

思春期時代（婚約時代）、夫婦時代、父母時

るのです。

代、真の祖父母時代、真の王と王妃の時代を

今数億、数百億、数千億が結婚するのです。

経て、永遠に変わらない真の愛の伝統を立て

霊界を天国にリードするのが私たちの先祖で

て、父子関係である真の愛のモデルが完成す

す。地上で後孫はお父様の位置、息子の位置

るのです。そして父母と子女、夫婦、そして

を、縦的に真の愛を中心として一つにするの

兄弟（姉妹）、国家などがすべてこのような

です。東洋と西洋を連結させることができる

真の愛を中心として、八段階のモデルである

始点が、真の愛を中心とした家庭基盤です。

主人になることを願う所が、私たちの理想家庭
と国家です。ここで永遠な世界的平準化が始ま

祝福とは神様の真の生命の血統が連結され
得る基盤を相続することです。祝福を通し神

ることにより、地上天国が出発するのであり、
また天上天国も自動的になされるのです。

様の血統を相続した人が霊界や肉界にいるた
めに、神様が思いのままに主管することがで

三) 地上・天上地獄、真の愛による解放

きるのです。ですから、神様の思いのままに
再創造、復帰歴史を今でも蕩減条件なく全権

地上世界と天上世界の地獄まで平準化させ

をもって押し出すのです。ですから、皆さん

なければなりません。その道を開拓し平和の

がそのような信念をもった相対的立場に立つ

天国基地まで、地獄の門を打破してしまって
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天国の門を開門することができなければなら

ーンにしなければならないのです。サタンを

ないのです。神様が自由自在に往来できるよ

根絶することを考えていますか。先生が霊界

うにしなければならないのです。地上世界と

を既に整備しました。皆さんは分かりません

霊界どこでも……。地獄という恨のその敷居

が、すべてそういうことをしているのです。

は、神様にはいらないというのです。それを

霊界をすべて祝福してあげ、先祖を解怨し祝

みな押し倒しておかなければなりません。そ

福できるペースに入り、赤ん坊で死んだり結

れを誰が知っていますか。では、文総裁がし

婚できなくて霊界に行った人々をすべて解怨

たことは何ですか。個人的門を、地上世界と

してあげることにより、祝福圏内にみな入る

天上世界の地獄までふさがっていたものを

のです。このようにしてサタンの根を根絶す

「キック！」して壊してしまったのです。で

るのです。

すから、ハイウェイを築いておかなければなり

それで、肉界で三日儀式をするのと同じよ

ません。平準化させなければならないのです。

うに、私が二十日前、ここに帰ってくる前に、

それは地上だけではありません。霊界をす

霊界の霊人たちにも三日儀式ができるという

べて平準化しなければならないのです。それ

ことを、すべて指示したのです。それは複雑

で、家庭的平準化、氏族的平準化、民族的平

です。地上のことと同じです。ここで青少年

準化、国家的平準化、世界的平準化、天宙的

を中心として結婚するので、霊界でも未婚男

平準化ができなければなりません。それは何

女を中心として同じ立場で祝福してあげるの

によってできますか。男性と女性の家庭形成

です。

によってできるようになっています。
今赤ん坊たち以上のすべての人々を祝福し
今、祝福が可能なのでいくらでも祝福する

てあげたので、全霊界が来て……。祝福とは

のです。一人も残さず、すべて祝福してあげ

「原理」で見れば何ですか。人間の責任分担

なければなりません。先生が行く前に、霊界

です。責任分担が何かというと祝福を受ける

では祝福しない人々がいないようにしなけれ

ことです。人間の責任分担を果たしたなら、

ばなりません。祝福がなかったものが生じる

神様の息子として完成の立場に立つのです。

ようになったのです。地上でも天上世界でも、

天使世界を支配できる圏内に立つというので

先生が逝く前に祝福を受けた人が霊界でも地

す。それゆえに、祝福の因縁をもったという

上でもぎっしりいっぱいにならなければなり

ことは、既に戸籍が違うのです。韓国人もア

ません。そうでなくては、今までアダムがば

メリカの市民権を得ればアメリカの法に統治

らまいた堕落のすべての血統が根絶されない

されるのと同じです。今そのような世界には

というのです。

なっていないのです。

それゆえに今年の標語が何ですか。「真の

それをえり分けるためには、天地を中心と

祝福天宙化とサタンの血統根絶」です。完全

して平準化させ、個人の長孫、氏族の長孫、

に霊界を祝福してあげなければならないので

これを反対にひっくり返すのです。個人長孫

す。先生が逝く前にそれを残しておいてはい

圏、氏族長孫圏、民族長孫圏、国家長孫圏、

けないのです。逝く前に、霊界をすべてクリ

世界長孫圏、天宙長孫圏、霊界がそのように
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なっています。反対に今、先生が合わせてい

式を踏まえなければ、今後国家基準を越える

くのです。

ために全世界的にそれを再びしなければなら
ないのです。
祝福は教会祝福、国家祝福、世界祝福です。

愛の道は分けることができないというので
す。水平です。愛は水平なので、息子が逝っ

これを受けることができずに霊界に行けば引

たからといってなくなりません。霊界に行っ

っ掛かるので、受けなければならないという

て水平的な相対圏をもって育つというのです。

のです。これを受けるためには千年万年かか

ですから、赤ん坊たちが生まれてから死んで

るかもしれません。受けることができなけれ

も、霊界で育っているというのです。それを

ば、皆さんが霊界に入っても活動をすること

知らないでしょう。私たち統一教会は知らな

ができず、すべて待合所で待たなければなら

ければなりません。

ないのです。ですから、地上がどれほど貴い

それゆえに、今後霊界に行った子供たちが

かということを知らなければなりません。
それゆえにおじいさんの立場が孫の立場に

堕落せずにいれば、再び来て生活するのです。
霊界と祝福した人々の三日儀式まで許したの

なり、父の立場が息子の立場になり、息子の

で、これから統一教会を信じて逝った人は、

立場が父の立場になって、逆さまになるとい

夫でも妻でも地上に来て共に暮らせます。四

うのです。ですから、再臨主を軸としてアダ

十九歳を越えたならば、慰労祝福をしてあげ

ムが第一の父、イエス様が第二の父、再臨主

るなというのです。今までそうなっていない

が第三の父になるのです。今、再臨主が、第

のです。慰労祝福をしました。四十九日とい

一の父、第二の父の失敗を蕩減して完成圏に

う言葉があるでしょう。それで、今からは五

上ることによって……。この三人の子女の息

十歳前の人々からは、慰安祝福もしてあげる

子、娘がこの世だけに生きているのではなく、

なというのです。なぜですか。霊人祝福して

霊界でも生きているのです。

あげた人々にも三日儀式を許したからです。
先生がこの世にいるので皆さんは先生を見
再臨主は条件的な蕩減復帰ではなく実体蕩

つめていきますが、先生が霊界に行ったあと

減復帰です。そのような闘いを経てきたので

はどうしますか。今後、後代の統一教会はど

……。この世で勝利するためには、霊界で闘

こへ行くでしょう。後代の統一教会は先生の

うのと同じようにそれを中心として、すべて

過ぎし日の歴史をそのままついてこようとす

実体圏を蕩減復帰していかなければならない

るでしょう。ヤコブが行った道をイスラエル

のです。それが今まで、キリスト教文化圏で

の一族が行かなければならないし、モーセが

一つになって先生を信奉すべき理由でした。

行った道をイスラエルの国が行かなければな

キリスト教が信奉したならば、そのような迫

りません。イエス様が行った道をキリスト教

害もされなかったのです。すぐに天が立てた

が行かなければならなかったように、今日、

何人かを探して復帰したはずなのです。新婦

統一教会において文先生が行った道を統一教

は一人です。霊的な複雑な内容を中心として、

会の食口たちが行かなければなりません。行

ハンダづけができませんでした。そのような

かなければならないというのです。行かなけ
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れば渡り鳥と同じように、大洋を渡り南極と

何番かに自分を連れていく人が来ていて、そ

北極を通じさせることができないのです。飛

こに行くのです。家庭に十人がいても心霊基

んで行かなければなりません。

準が違うために、みんな別れなければなりま
せん。会うことができないのです。今それが

今回もすべて婚約をしてあげるのに、写真

解放されるのです。分かりましたか。

を送った女性を、私は一度も見ることができ

地上に愛する人がいれば、また霊界に行っ

ませんでした。婚約をしてみると女性が足り

ている愛する人がいれば、その人を祝福して

ないのです。女性が足らないので、日本の女

あげることができるのです。大母様もそうで

性一千名の写真が貼ってあるアルバムの中か

大兄様もそのように祝福してあげたのです。

ら選んであげたのです。そして「君の夫で

忠母様も祝福してあげました。霊界の人を祝

す」と渡してあげるのです。かといって日本

福してあげたのです。その門が開くのです。

の女性は「見ることもせず婚約する法がどこ

そうしてこそ地獄の解放が可能です。それで

にあるか」とは言わないのです。その写真に

こそエデンの園の堕落しない本然の世界、天

ついて行って暮らしているのです。それがど

国に入っていく一方的な通行として、天国編

れほど素晴らしいことでしょうか。ですから、

成を完成したということのできる基準を、地

統一教会は世界を正すことができるのです、

上で分かれたすべての個人、家庭を広げて世

世界を！ それが偉大なのです。また、そし

界的に編成するというのです。これを一時で

て、皆さんが先生を通し……。

もって合わせることにより、地上・天上天国

先生のような人がいつもこの地に来るわけ
ではありません。過去にもなかったし、未来

の統一圏が広がり、神様が解放を受けること
のできる時代が来たのです。

にもないのです。過去にもなかったし未来に
もあり得ないのです。ただ、今日先生が在世

真の御父母様は実体世界において、超民族

している時、先生が地上に暮らしているこの

的な祝福の因縁を中心として祝福をしていま

時しかないのです。その方を通し、皆さんが

す。これが連結されることにより、地上で個

結婚したという事実を考えてみてください。

人解放、家庭解放、氏族解放、民族解放、国

霊界に行けばそれを売りものにするのです。

家の解放圏がなされます。その解放圏は霊界

「私は先生に祝福された」と。

でなされるのではありません。このような天
国の愛の国、天宙の愛の国まで連結させるこ

地上で自分の愛する妻が今霊界に行くよう

とのできる基盤が地上にあるので、真の父母

になれば、みんな別れていくのです。今まで

を中心としたすべての霊界と肉界が一つにな

は別れて行きました。霊界に行けば霊界の基

って、統括的な面において総清算をし、個人

準に合う度数に従って入っていくのです。霊

祝福、家庭祝福、氏族祝福、民族祝福、国家

界にさっと入っていけば、ビデオのようなボ

祝福、世界祝福、天宙まで祝福の完成をなさ

タンだけ押すと、自分がどのようにしたのか

なければなりません。
それで、霊界と肉界の祝福家庭一体化圏が

すべて出てくるのです。すべて記録されてい
るのです。そして、「何番です！」と言えば、

展開することによって、堕落しないアダムを
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中心とした天国理念の基盤が、歴史始まって

今からは皆さんの家庭が理想的家庭になっ

以来のすべての家庭を中心として、同一的な

て、父母様と神様に直接侍り、父母様の身代

価値の立場で成立して地上天国と天上天国が

わりにならなければなりません。皆さんは旧

顕現するところに神様が臨在するのです。神

約時代、新約時代に来たメシヤ、新約時代を

様は縦的な父母であり、真の父母は地上を平

越えて成約時代に来たメシヤ、一次アダム、

準化できる横的な父母です。ですから、

二次アダム、三次アダムの代身家庭になるこ

「七・八節」を中心として天地父母天宙安息

とにより、神様に侍るようになって、万民が

圏を宣布して新しい時代が出発し、「九・九

天国に直行できるようになるのです。そのよ

節」を中心として完全に越えていかなければ

うになることで、第四次アダム圏解放祝福時

ならないのです。

代に入るのです。

皆さんが今、「九・九節」を中心として

万国に聖酒を配布しなければなりません。

「総蕩減献金」をしなければなりません。

聖酒を飲ませて生き返るでしょう。堕落圏解

「総蕩減献金」は何をするかと言えば、怨恨

放が加重されるのです。万物にまで飲ませて

と解放式です。解放式をしなければなりませ

あげなければならないのです。すべて神側へ

ん。神様の怨恨を解いてさしあげ、解放をし

帰っていかなければならないのです。

てさしあげなければなりません。のみならず

ですから、今から全世界、地球星に聖酒を

天宙を解放し、皆さんを解放させることがで

配布しながら祈祷するのです。父母様が祈祷

きるのが「総蕩減献金」だということを知ら

することがどれほど怖いかということを知ら

なければなりません。

なければなりません。

今解放時代を迎えたということを考える時、
四) 天国入籍と祝福家庭の霊界

この地球を中心とした宇宙が、どれほど称賛

①

しているか知れないのです。どれほどきょう

入籍をするためには

を喜んでいるか知れないのです。それで、今
今まで天の国に入籍がありませんでした。

年に入って今日まで祝いの雰囲気一色になっ

天国に国がありませんでした。家庭もなく国

たと見るのです。

もなかったのです。霊界に行けば、父母であ
今、私たちがしようとするすべてのことに、

れ何であれ、十人家族であれば十人家族がみ

天運が付いて回りながら手助けをするのです。

な別れてしまいました。しかしこれからはそ

天運に追いつこうと苦労しますが、天運が私

うではありません。本来堕落しなければ父母

たちのあとを付いて回りながら助けるという

と一族が共に入っていくようになっているの

のです。どういうことかと言うと、神様と霊

が天国だということを知らなければなりませ

界が数多くの先祖と数多くの善なる人々を動

ん。
真の愛を中心として、祖父から父母、自分

員し、この地を助けることのできる時が来た
というのです。解放圏をなすことができ、変

たち夫婦、息子、娘が一つになって、「た

革できる時代が来たというのです。

め」に生きる神様の真の愛をもつようになれ
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ば、そこには神様も絶対服従するのです。そ

祝福の日も教会の祝福、国の祝福がなけれ

のような愛の伝統に服従しながら、「ため」

ばなりません。世界の祝福、天国へ行って永

に生きる愛だけをもって動くその世界、「た

遠な祝福の礼式を経てこそ、本然の世界に帰

め」に生きようとするその世界には、平和の

ることのできる道があるということを知らな

基地が生まれまいとしても生まれざるを得な

ければなりません。皆さん、統一教会の祝福

いというのです。

を受けたといって、「簡単に、便宜的に、さ
っと先生に分からずに祝福を受けた」と言っ

真の父母を中心として入籍する人が今後先

ても通じません。国の祝福を経なければなり

祖になるのです。あの世の先祖になってそれ

ません。そこでは経歴がすべて出るのです。

がすべて主流氏族を中心として、主流民族を

それから世界祝福を経なければなりません。

中心として、そこに傍系になるすべての人を

それで、天上に行って大入会式とともに入籍

中心としてこれを編成するようになっている

式を経て、十二支派の編成を終えて、神様を

のです。

中心として真の父母があの世に行ってお座り

ですから入籍しなければなりません。入籍

になってこそ、場を定めて座られてこそ、す

はそのままするようにはなっていません。百

べての万民は順次に場を定めて座るようにな

六十家庭、あるいは百八十家庭を完了しなけ

るということを知らないでしょう。

ればならないのです。これをすることができ
なかった人は脱落するのです。三十六家庭で

血統転換、所有権転換、心情圏転換です。

あってもそれを主張する時代は過ぎ去るので

心情圏が氏族です。これを転換しなければな

す。平等化時代に入ったので、ここではその

りません。ですから、氏族を復帰しなければ

数に誰が先に至るかが問題なのです。統一教

なりません。イエス様は国を復帰するために

会でその氏族が多ければ恩恵を受けるのです。

来ましたが、入籍できませんでした。戸籍を
作っておくことができませんでした。それを

血統が変わったがゆえに、血統を転換しな

蕩減復帰しなければなりません。

ければ神の国に連結されて入籍できないので

それゆえに、統一教会では結婚しても三十

す。血統の主人は神様でいらっしゃいます。

三歳が過ぎる前には生活できませんでした。

堕落の血統を受け継いで、すべて盗んで神様

次には三十歳です。イエス様が出家する前の

の所有権をめちゃくちゃにしてしまったので、

三十歳から生活する立場になりました。南北

神様の愛により血統を連結することによって、

が統一される日には、そのような受難の道を

これが整理されます。それゆえに血統転換を

すべて越えるのです。ですから、統一教会の

しなければなりません。堕落の愛の関係によ

祝福は教会祝福、南北統一時代祝福、世界統

って血が異なってしまったのです。血統が逆

一時代祝福です。三大祝福を経てこそ解放の

さまになったので、血統転換しなければ神様

立場に進むことができるということを知らな

のもとに帰る道がないのです。

ければなりません。
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国家がなければ入籍できないのです。教会

霊界に行ってみなさい、私の話が合ってい

には入籍できたのですが、国家に入籍できて

るかいないか。女性はすべて私に差し出せと

いないのです。南北統一をすることで入籍時

いうのです。かといって売り飛ばしたりしま

代に入るようになるのです。その時が来るの

せん。天に入籍させるのです。それから息子、

で、先生が「氏族メシヤを中心として百六十

娘を入籍させれば、その夫も入籍できるので

家庭を早く収拾しなさい」と言ったのです。

す。そのようにして本然的峠を越え、三十八

そうなれば、南北統一がなされた場合には、

度線を越えて、統一のみ旨の世界で家庭が再

先生が第一代として入籍して第一の先祖にな

祝福を受けて、天国の堕落しない本然的基準

り、それから誰が来るのかと言えば、百六十

で出発するようになるのです。そうすること

家庭を祝福した人が続くのです。先祖の順序

によって、罪を犯さない天国の民を生んで、

が入籍によって違ってくるというのです。こ

天国に直行できる道を行くのです。メシヤが

こに千六百名を越える人が座って祝福を受け

必要ないその立場にまで道を築いてここに案

たとしても、千六百代の差が出るのです。

内しようとするのに、ここで行動しなければ、
それは滅びるのです。

今後、十二支派を中心として世界がすべて

入籍をしなければなりません。入籍のため

入籍をしなければなりません。それをする時

にどこへ行こうというのですか。故郷の地へ

は皆さんの一生、統一教会に入ってきてから

帰らなければならない運命は避けられません。

今までのすべてのことを一つ残らず記録しな

生前にできなければ、霊界に行って反対に億

ければならないのです。ここの教会から何か

千万代をぐるぐる巡りながら、涙と嘆息とと

一つ、ふろしき一つでも持っていけば、それ

もに越えていくべき堕落圏の支配を逃れる道

をすべて記録しなければなりません。それが

がないのです。ですから、そのために直行す

霊界に記録されたコンピューターの記録と合わ

ることを願い詳細に語りましたから、それを

ない時、皆さんは入ることができないのです。

忘れず肝に銘じて勝利の天国の門を入ってい
くことのできる王権を受け継ぎ、このような

王族心情圏を中心としたそこには歓待だけ

相続を受け継ぐことのできる、天国と故郷の

であって、丘とか壁になるものは何もないの

地の本籍を立てて入籍できる皆さんになるよ

です。平地なのです。全体が歓迎し、万年の

う願うものです。そうしようという人は両手

愛の世界が連結されるのです。そこの主人と

を挙げて宣誓しましょう。手を下ろさないで

して立つのです。自分の一族がそのようにな

ください。

るというのです。一族がすべて集まったその
②

霊界の価値をもって入籍し、天国に入ってい

統一圏霊界も中間霊界、監獄がある

くのです。入籍するでしょう。新しく入籍し
天国に入れるように、清い解放の氏族長とし

地上で祝福を受けた夫婦は永遠の世界であ

て、メシヤとして、父母として、自らが一族

る霊界に行っても共にいるのです。この世の

を引き寄せてあげましょう。

夫婦、息子、娘はいくらたくさんいても、霊
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界に行けば散り散りになって別れるのです。

の前に手助けできる内容を提示することによ

別れて、みなどこに行ったのかも分からない

って……。

というのです。会うのが大変なのです。相対

これから天国に楽園が生じます。ここで待

的な関係がなければ会うこともできません。

たなければならないというのです。天国に中

心霊状態の基準によって、すべて霊界で別れ

間霊界が生まれるのです。天国に地獄が生ま

るというのです。それは途方もないことでし

れたのです。監獄が生じるということを知ら

ょう！ しかし今先生が言ったように、愛を

なければなりません。それを知ることによっ

中心として一つになればそのまま一族が霊界

て、皆さんがどこに行くのかがはっきりと分

に入っていくのです。それは幸福なことです

かるのです。分かるようになっています。分

か、不幸なことですか。

かるようになっていますか、分からないよう
になっていますか。はっきり教えてあげるの

霊界に行っても誰かが「地獄に行きなさ

です。

い」と言うのではありません。自分が訪ねて
いくのです。自らの程度に合う所を訪ねてい

祝福されて編成したのに入れない人は、ア

くのです。統一教会だけ考えても、すべて同

ダム家庭が堕落したのと同じです。霊界に入

じ圏に行くことが目的ですが、自分の心霊状

って何が生じるかと言えば、天の側の監獄が

態の基準によってとどまるのです。それで、

生じます。中間霊界が生まれるのです。祝福

祝福を受けた家庭はどのような面において違

家庭の楽園が生じることを知らなければなり

いますか。祝福を受けた家庭は離れようとし

ません。このごろ相軒氏の証言が代表となっ

てもお互いに離れることはできません。霊界

ていますが、そこでも罪を犯した人は名札を

に行くようになった時、自分の妻が責任を果

付けて行き来しなければなりません。角度が

たせなかったなら、共同責任を負って夫が解

異なる分だけ、九〇度に合わないその度数の

怨してあげなければならないのです。妻が間

差に対して制裁を受けなければなりません。

違っても引っ掛かり、夫が間違っても引っ掛

一切許されないのです。
強制的にでもひねり出すのです。角張った

かり、息子、娘が間違っても引っ掛かるとい

ものは削ってしまわなければなりません。そ

うのです。

れが駄目になった時は隔離しなければならな
いのです。北極へ、南極へと隔離するのです。
天上世界の霊界に行けば、その階級によっ

そのような時が来るというのです。見ていて

てとどまる所が決まります。そして、長い期

ください。霊界がそのようになっています。

間そこで教育を受けるのです。その世界は堕
落圏ではありません。神様の原理圏です。一

霊界に行った三十六家庭たちは霊界の栄え

国家の国民が罪を犯しても、その国の民とし

ある所に行っているのです。李相軒氏が霊界

て罪を犯したのです。天国の民として天国の

の実相に対してすべてを話しませんでしたか。

法に抵触したので、その法に従って処理を受

祝福を受けた三十六家庭は栄えある所にいる

けて、天国を侵害したすべてのものを、全体

というのです。しかし、誤れば名札を付けて
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行き来するというのです。そこに地獄が生じ

興進が霊界に行くことによって、地上と天

ます。楽園があるのです。それが今後サタン

で別れたアベルと天使が双子のように一つに

世界が除去されれば……。天国は天国ですが、

結ばれるようになりました。その一つになっ

天国ではないというのです。中間霊界、霊界

た基盤の上に父母が出動するのです。これが、

の監獄に閉じ込められているのです。地獄の

統一原理観です。

ような国が遠くにあるのではなく、一日生活
圏にあるというのです。地上は時間圏内で生

興進は息子格のアベルですが、その息子は

活するのですが、そこは一年を一単位にして

真の父母の愛によって原理主管圏の蕩減条件

生活するような理念をもって暮らすことがで

を立てた基盤で霊界に行きました。サタン主

きるのです。そのような差が生じるのです。

管圏で勝利し、直接主管圏をなした立場で霊
界に行ったのです。それゆえに、堕落以後初

地獄にいるすべての人々も解放の恩恵を受

めて、完成した資格を備えた息子として天上

け、家庭を備えると同時に息子、娘に再び会

世界に行ったという条件をもっているのです。

うことができ、孫をみな集めて天国の門に入

本来堕落しなければ、霊界に行った人々が真

っていく時は、堕落しないアダム家庭と同じ

の父母の心情圏を中心として原理結果主管圏

位置に至らなければならないというのです。

と直接主管圏が一つになった家庭的基盤にお

ここはサタン世界圏から抜け出した世界、サ

いて、愛を中心とした主人や息子の資格をも

タンの讒訴がない所なので復帰が早いのです。

つというのです。これをもたなければ天上世

霊界で見れば、相軒氏が祝福家庭の最高の位

界に行けなくなっているのが原理です。

置に行っていると言ったでしょう。この最高
興進が逝く前に統一式をしたのです。この

の位置がこれから生まれる霊界のモデルです。

すべてのことを準備しておき、先生が医師に

霊界のモデルだというのです。
天国があり、家庭的楽園が生じるのです。

酸素マスクを取ることをＯＫしたのです。こ

家庭的中間霊界が生まれ、家庭的地獄が生ま

のように道をすべて築いておいて送ったので

れるというのです。皆さんが現在の暮らしの

す。この世ならば、息子が死んでいくのにそ

中で良心の影として残っているものが、白昼

うしているので、「狂った人だ」と言うこと

にすべて底までのぞき見ることができる時代

でしょう。天の前に捧げるのです。このよう

なのです。そこでは弁明が通じないのです。

な歴史時代の三角地帯において、人類と韓国

そこにも監獄があるというでしょう。監獄が

と統一教会の輩たちと世界のために、また霊

あります。祝福家庭も霊界、天国に入ってい

界のために捧げるのです。イエス様が昇天し

って家庭が神様に近い所へ行き、父母様の近

再び来られるのと同様に、そのようなことが

くに行くことのできる階層が生じたというの

起こるのです。
それゆえに霊界で見るならば興進が再臨主

です。

です。霊界の救世主なのです。そのようにな
四 真の御父母様の家庭と霊界役事
一) 興進様の霊界長子権成立

っているのです。真の父母から愛のメシヤと
して送られたのが興進様だというのです、霊
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界で見る時。その興進が地上の父母様を協助

なって、これが真の父母の家庭と連結される

しているので、この地上に再臨時代と統一世

のです。霊的世界の長男になるのです。お兄

界が展開されるのです。それで、二世が祝福

さんになるのです。それゆえに真の御父母様

される時が来たのです。分かりますか、何の

の愛の圏が霊界に移されるのです。それによ

話か。

って、地上と関係を結ぶことのできなかった
霊界のキリスト教から始まって、すべての宗

統一式をしてあげるのにどのようにします

教が興進によってみな……。

か。何でもつかまえて式をしてあげるのでは

イエスが興進をお兄さんとして侍らなけれ

ないのです。生殖器を中心として式をしてあ

ばなりません。そうして連結されるのです。

げるのです。愛のみ旨を成し遂げられずに逝

そして、地上再臨をすることによって、地上

ってしまう息子の前に、愛の統一式をしてあ

に霊的な後援が激しく押し寄せることによっ

げてこそイエス様と直結され得るのです。お

て、サタン世界は崩れ始めます。急進的に下

母様もすべては知らないのです。そのように

降してしまうようになるというのです。堕落

死んでいく環境で統一式をしてあげることに

後に生じた霊界と肉界の境界線がすべて崩れ

よって、悪魔たちが見つめる立場のすべてを

るという話です。興進が逝くことによって、

越えるのです。息子が死ぬのが問題ではなく、

真の父母の愛の圏を中心として霊界と連結さ

泣くことが問題ではないのです。神様の愛す

れるので、地上世界と天上世界の塀が崩れて

る家庭がどうなっているのだと、皆が恨めし

交流できる時代に入ったのです。

く思うそのような場面で、それをすべて退け、
この時代において直系の子女と養子圏がど

父として息子の行く道を収拾してあげなけれ

のように交代するのでしょうか。ここで興進

ばならないのです。

に重要な責任があるのです。この時が来る前
興進を生きた祭物として送ったので、それ

に霊界を収拾してあげなければなりません。

が橋になったのです。それは愛を中心として

イエス様から今まで霊界に行ったすべての霊

家庭的背景を中心とした天上世界の橋なので、

たちは真の父母と関係がなく、真の父母の血

イエス様も興進君についていかなければなら

肉となんら関係がないのです。また真の父母

ないのです。家庭の橋を経なければならない

の愛と関係を結ぶことができなかったという

でしょう。初めてこの地上で真の父母の子女

のです。ですから、あの世に行った人々は、

として、真の父母の愛を受けて、祭物の勝利

みな未婚の男女と同じです。イエス様御自身

者として天上世界に行ったのが、興進ただ一

もそうなのです。再び来て関係を結ばなけれ

人であるので、天上の全権をもって統治でき

ばなりません。

るのです。
興進君を結婚させたでしょう。霊界家庭総
興進君が青少年で逝くことによって、真の

司令官という立場なので、結婚をしなければ

父母の愛を受けた後孫が行くことによって、

ならないのです。その下にみなぶら下がって

興進君と霊界が一つになる立場に立つように

いるのです。そして、霊界で大母様と忠母様
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を中心として……。霊界に行けば大母様から

闘うことがないのです。アメリカの悩みの種

祝福を受けなければなりません。多くの教派、

である白人と黒人の問題を誰が解決しますか。

イスラム教とかキリスト教などの宗教が一つ

その闘いを誰がやめさせることができますか。

になって……。大移動が始まるのです。この

それはアメリカの誰もすることができません。

地で父母様を通じてこそ、それを中心として

どのような団体もできないのです。宗教圏も

連結されるのです。そうするためには、孝子

できません。ただレバレンド・ムーンだけが

にならなければなりません。忠臣にならなけ

可能なのです。

ればならず、聖人にならなければなりません。
キリスト教文化圏の長子権の国であるアメ

それが伝統だというのです。

リカに発表したのです。興進君とイエス様が
一つになって……。興進君は統一教会を中心
今回、イエス様の家庭と興進の家庭を、一

とした父母様を中心として、キリスト教を中

軒の家で過ごすことができるようにしてあげ

心としたイエス様を中心として、彼らが主体、

ました。興進君とイエス様とは、一軒の家で

対象の関係だというのです。これがカインで

生活しなければならないのです。イエス様に

す。反対してきたのが今からは統一教会に屈

養子を託してあげなければなりません。これ

服することによって弟の立場に立ち、弟が兄

は天ができません。真の父母がしなければな

の立場に立つというのです。弟の立場に立つ

りません。神様ができないことを真の父母が

には、興進君と統一教会が一つになった立場

するというのです。神様が「アダムが名づけ

に立ったがゆえに……。
長子権とはアメリカだけではありません。

たとおりになるであろう」と、言ったでしょ

父母様に侍ってから、統一教会に侍ってから、

う。何の話か分かりますか。

興進君に侍ってから、統一教会の食口たちの
先生が今、清平に行ってイエス様の家庭を

ために侍ってから一つになったので、二人が

よくしてあげ、興進君と兄弟の関係を結んで

一つになって長子になるのです。天上世界、

あげて、キリスト教のすべての使徒を祝福し

地上世界の長子の立場に立ち、統一天下、地

てあげなければなりません。統一教会はアベ

上天国完結、統一圏に越えていくのです！

ルの立場であり、キリスト教がカインの立場

アーメン！

だというのです。これをどのようにして一つ

霊界では興進を迎える日が歴史始まって以

にしますか。霊的な観点からでも肉的な観点

来最もうれしい日です。興進は愛のメシヤと

からでもすべて一つにしなければなりません。

して霊界の門を開き、地上では標本的な殉教

真の子女である興進君はアベルの立場です。

の道を開いたのです。ですから、統一教会員

長子の立場です。カイン側の長子はイエス様

たちは興進を愛さなければならないのです。

です。地上世界と霊界を連結し、統一教会と

ですから、興進が長子圏の福を次子圏に相続

キリスト教世界を一度に祝福してあげるので

してあげることができるというのです。サタ

す。また、白人も黒人もすべて祝福し、未来

ンは相続してあげないようにしたのです。サ

にはすべて混ざり合うのです。そうすれば、

タンは相続をしてあげないで自分が強奪する
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のですが、長子圏の興進は地上で受けた福を

はなく、信じる「信」という字です。信仰に

すべて譲り渡すというのです。ですから連結

おいて統一教会に春が来るのです。今からは

できるのです。今までサタン世界は譲り渡そ

蕩減数で見ても、すべてのものを見てもそう

うとしませんでしたが、興進はどんどん譲り

だというのです。先生の家庭には今後、息子、

渡そうとするというのです。

娘がたくさん生まれることでしょう。孫たち
がたくさん生まれることでしょう。

霊界では興進がいるので、興進が垣根にな

私たちの息子、娘は何人ですか。なぜ十二

って責任をもって教育をし、地上でできなか

ですか。十三でしたね。惠進は生まれて八日

った恥ずかしさを逃れるために努力すること

目に逝ってしまったのです。今後、興進も養

を決心し、霊人たちが訓練を受けるのです。

子をとってこのようになれば……。産児制限

父母様は中身のない殻だけではないというの

しなければなりませんか、してはなりません

です。霊界を中心としたすべての実体的権限

か。サタン世界では産児制限をしなければな

を中心としてやっているのです。それゆえに

りませんが、私たち祝福を受けた者たちは産

霊界を祝福できるのです。霊界に父母の実体

児制限をしてはいけないのです。汚れた体に

圏があることによって、地上と霊界に統一的

なって「私はこうであっては息子、娘を生む

な祝福をして、祝福を受けた人々が天国に行

ことができない」という時は、生んではいけ

くようになっているのです。天国は空いてい

ないのです。

ます。天国を満たすためには、地上で祝福が
なされなければなりません。地上の祝福なし

歴史的全体勝利圏を身代わりした真の父母

に天上に祝福があるということはあり得ない

の家庭がこのようになったのは、根まで浄化

のです。

するための歴史を経てきたからです。惠進様
はエデンの園の堕落した女性の血統を切って

霊界でも今、教育体験館を立てようとして

しまって犠牲になったとすれば、喜進君は旧

います。信仰世界、宗教世界の伝統を教えて

約時代です。すべて母が違います。それで、

あげ、その次には傍系である世の中の思想も

喜進君は旧約時代に該当し、興進は新約時代

教えなければなりません。「統一思想」を教

です。結婚できなかったのです。イエス様と

えなければなりません。そのような教育部署

全く同じなのです。結婚をしたので、地上で

をつくり……。霊界ですべて別れているため

霊界と連結して、キリスト教の祝福を受けて

に分からないのです。神様が自分の父母で、

いない霊的な完成を広げてきた歴史に、肉的

自分は愛する息子、娘となり、理想的家庭を

な完成のキリスト教の基盤を連結させるので

成すという教育をしなければならないのです。

す。家庭的な祝福が連結されるのです。

二) 先祖解怨式と清平役事

先生の家庭に今回、信春が生まれることに
よって、家族が四十人になりました。ぴたっ
と四十を満たしました。それで、信春です。

清平に行くのはなぜですか。自分自体にお

信春とは何ですか。新しい「新」という字で

いて霊的に引っ掛かったことを清算しなけれ
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ばならないし、自分の先祖をすべて解怨しな

た。霊界もペア・システムになっています。

ければなりません。検証を受けなければなら

それをしなければ自分たちが霊界に行って困

ないのです。興進君が行っています、興進君

るというのです。霊界で引っ掛かれば駄目で

が霊界の最高の長子です。興進は誰の弟です

す。霊界を整理しておき、地上はいつでも霊

か。興進の兄が孝進でしょう。ところが、興

界を通して解決しなければなりません。

進は孝進よりもお兄さんの立場にあります。
興進が最高のお兄さんの立場にあるというの

自分の先祖、百二十代を解怨するために清

です。すべて王として侍らなければならない

平に行って修練しなさい。「四代を解怨しな

のです。

さい」と言ったところ、清平で大騒ぎでした
が四代をしました。それから、「七代をしな

今は国家時代に入ったのです。焦点を合わ

さい」と言ったので七代をするのです。今回

せなければなりません。それで、霊界解放と

は「百二十代をしなさい」と言ったところ

祝福をするでしょう。百二十代まで祝福する

「ああ！」。「ああ」が何ですか。死にかね

つもりです。過去には四代です。四代であれ

ないことをしなさいというのです、霊界に行

ば何親等ですか。八親等までいくのです。七

って。興進やおばあさんがそこにうつ伏せに

代まですればもっと多くなるのです。数百家

なり、霊界に行ってからは死ぬようなことを

庭、たくさん栄えた家庭は数千家庭になるの

しなさいというのです。祭物になれというの

です。四代祝福、それから七代祝福をするの

です。それで、百二十代を解怨すればみな、

です。七代やれば一族を越えるでしょう。そ

興進やおばあさんが先祖を引っ張り出してく

の次には世界版図である百二十代です。清平

れるのです。

でそのことをするために、すべての祝福家庭

アダムが天国に入っていく時、中間霊界に

たちは競争して、自分の先祖をすべて解怨し

夫婦たちが暮らし、地獄に行っている人たち

てあげなければならず、祝福の門を開けてあ

の泣き声を聞けば、アダムの心は安らかでし

げなければならない責任があるということを

ょうか、安らかではないでしょうか。そのよ

知らなければなりません。

うなことは、あってはならないことではあり
ませんか。原理がそうでしょう。ですから解

先祖解怨式をみなしましたか。七代を解放

放するのです。「四・四節」をコディアック

しなければなりません。七代が解放されれば

で宣布しましたが、宇宙的な「四・四節」を

百二十代まで、七代からどんどん上がってい

プンタ・デル・エステで一月八日に宣布しま

き、百二十代までしなければなりません。そ

した。

の先祖を中心として解放すれば、分別して、
大母様以外に忠母様もいるのです。大兄様

一度に百二十代を祝福できるのです。それゆ

もいるのです。先生の一家の人たちは今、先

えに完全にすべて祝福を受けます。
では、地獄の門が壊れていきますか、壊れ

生が命令すれば、どこに行ったとしても大母

ていきませんか。イエス様がいる楽園、その

様がしていた仕事をすることができるのです。

楽園だとか中間霊界は堕落ゆえに生まれまし

興進は大母様の教育を受けなくても大母様を
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リードしています。先生の息子、娘がたくさ

が見下ろして「これは私の愛する息子だ！」

んいて、孫まで合わせれば四十名以上になり

と言われるのです。その時は五官が神様の愛

ますが、それを準備し、受け入れることので

に酔うのです。全宇宙が頭を下げて称賛する

きる人々がいません。どうですか。関心あり

のです。そのような世界が待っているのです。

ますか、ありませんか。先生が冗談半分に言

聖子が来るのを待っているのです。それが私

うから、全部そのように聞いているでしょう、

たちの究極の目標です。分かりましたか。す

この者たち！ 深刻な話です。

っきりしましたか。

文総裁は闘いませんでした。最後まで耐え

孝南氏！ 各州に清平のような修練所をつ
くらなければなりません。自分が六大州を二

に耐え、また耐えて頭を下げて行ってみると、

カ月に一回ずつ行って、巡回しながら支部を

その道は、闘わずに最高の立場、神様の相続

つくらなければなりません。一つの所に引っ

権を受けることのできる立場まで行くことの

張ってきていると費用が多くかかってしまい

できる道だったというのです。そうしてみる

ます。清平に行くのに費用がたくさんかかり

と、滅びずに、「滅びろ」と言う世の中の前

ます。そのような必要はありません。六大州

に勝利の覇権を握って、国を越え、世界を越

に支部をつくり、自分が一人で行って何千名

えて歓迎を受けることのできる環境をつくり

も一度にできれば、費用も節約でき、神霊の

ました。地上世界と霊界まで平準化できるこ

役事も霊界を動員し、アフリカの人々も動員

のようなことをすべて終えたのです。アーメ

できるのです。

ンです。アーメン！

清平のような所を六大州につくり、その六
大州につくったものを各国で立ち上げれば、

私が韓国に対して血肉を削って奉仕した時

均衡的な霊的教育の場が生まれるのです。そ

代は過ぎたというのです。国家を中心として、

うすることができなければ、私が清平から追

時は来ているのです。私が立てた手本を見せ

い出すのです。「清平ではこのくらいにして、

てあげたならば、「先生以上に死ぬ前に仕事

誰かを代わりに立てて、あなたはヨーロッパ

をして自らの生涯に残さなければならない」

へ行け」と言えば、興進君から大母様、忠母

と言わなければなりません。これをしなくて

様が一緒に行って、三カ月だけすれば支部が

は、天上世界の父母様のあとをついていけな

生まれるのです。今後、霊界に通じる人がた

いのです。

くさん生じるのです。
今や、相続権を受けたので、父母様の影の
ような姿でも、その国、その地で家庭周辺に
五 ただ一つの願いが残っているとすれば

影響を及ぼすことができなければならないの
です。幹になれないなら枝にならなければな

堕落した世界で迫害を受ければ受けるほど、

らず、枝になれないなら葉にでもならなけれ

より理想的な、より高い所に行くのです。霊

ばならないという、木の存在に所属するので

界に行けば高貴な天国人になるのです。神様

す。自らの霊界と接近できるというのです。
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私が手に力を入れて夜に寝ると、これが固
まるから、天が私の手を握って広げてくれま

るのです。地上で自分が誤ったことがあれば
解かなければなりません。

す。そのようにするなといわれるのです。そ
うすれば、解けていくのです。そのような神

先生は一九六〇年以後に、山に行ってハン

様を信じて暮らす人にとって何が心配でしょ

ティングをしたりします。国のためのすべて

う。統一教会の背後にはそのような奇跡がい

の責任を全うするために、動物世界を経て水

くらでもあるのです。霊界に対して相軒氏が

産事業まで、六三年から準備したのです。海

証したことは何でもないのです。私はそれを

を占領しなければならず、陸地を占領しなけ

知っています。世の中は信じようとしません

ればなりません。それから占領する場合は祭

が、私は一〇〇パーセント、一〇〇〇パーセ

事を捧げます。祭物を捧げてアベル的基盤に

ント知っている人です。信じるのではなく、

立ち、カインを愛したというそのような因縁

知っている人なのです。

を結ぶことができる人は、真の父母以外には
ないのです。誰もできないのです。統一教会

人類はそのようなことを信じないので、天

の食口たちはすることはできません。

が支援しません。霊界に行けば、先生に対し

偽りの父母によって分かれたすべてのもの

て有り難いと思うのです。李相軒氏も統一教

を、真の父母によって成さなければならない

会を信じて霊界に行けば苦労すると思ったの

ので、雨が降っても雪が降っても海を中心と

ですが、最上の立場で仕事をしているという

してすべて……。その海で犠牲になったすべ

のです。驚くべき事実で、こうであるとは思

ての霊人たち、地獄の、地上に生きて死んで

わなかったというのです。かといって笑って

いった霊人たちの霊界解放が展開されるでし

過ごさないでください。深刻な問題です。そ

ょう。それと同じです。海で死んだ霊人たち

れを信じることができなかったなら、そばに

をみな祝福してあげるのも、すべてそのため

刀を刺しておき、うとうとすれば死ぬと決心

なのです。ですから、真の神様という言葉を

して祈祷してみてください。そのような談判

主張したということが、どれほど深刻なこと

祈祷をしなければなりません。適当では駄目

であったかを知らなければなりません。何の

です。

話か、分かりましたか。

先生はおかしな人です。一度しっかりと記

皆さんのような、そのような闘いも知らな

憶すれば忘れてしまわないのです。それが心

い純潔な人たちの前に、王の座をすべて譲っ

配なのです。何も知らないで、今……。何、

てあげて、ふろしき包み一つもなしに気楽に

痴呆？ 八十になったのですが、まだそうな

霊界に行こうと思うのです。霊界も準備され

っていないのです。おじいさんでも賢くては

ているので地上でもっていくべき何かがあり

っきりとしたおじいさんです。コンピュータ

ますか。もっと良い天国が願っているのに。

ーが私に来てあいさつをするおじいさんだと
思えば間違いないのです。私の頭に入れれば

今は大体すべて終わりました。先生がすべ

永遠に忘れません。霊界まで行っても記憶す

て教えてあげました。複雑な世界で疲れ果て、

818 * 八百十八

천성경

天聖經
Cheon Seong Gyeong
いじめられ、責められ、今ではそのようなこ

年万年の恨を抱き痛哭の涙を止めることがで

とは嫌です。嫌いになるのです。ですから、

きない悲運が宿っていることを知らないでい

静かな所で松一つを見て十年も生き、岩を見

るというのです。レバレンド・ムーンはそれ

つめて十年を生き、このようにしながら霊界

を知っているためにここまで来ました。

に行く準備をしなければならないのです。霊
界の複雑なすべてのことを収拾しなければな

気楽に寝る者は、誰かが夜に毒薬をばらま

らないのではないですか。それは知っていま

くかもしれません。これは千万年の道を汚す

すか。

ことです。ですから先生は生涯をかけ、針の
座布団に座ったような気分で生きているので

先生は万人に道を開いてあげなければなら

す。気楽に座ったこともなく寝ることもでき

ないので、死刑囚とも友になり、窃盗犯と手

ないのです。横になって体を曲げて寝るので

錠を一緒にかけられ、共に御飯を食べながら

す。使命を果たす前には自らの肢体を天に向

彼らを慰労してあげました。この前はラスベ

けることができないのです。先生はそのよう

ガスにまで行って刑務所に収監されている

な生活をしています。皆さんはみんなネクタ

人々のために祈祷してあげてきました。ニュ

イを結んでいますが、私はこのように着てい

ーヨークのニューヨーカー・ホテルを買った

ます。いつでも走っていくというのです。で

のも、今後ニューヨークで一番のサタンの巣

すから誰よりも先に行くというのです。
家にいる時は靴下を脱ぎ捨てて裸足で過ご

窟から掃討して新しく基盤を築こうとしたか

しています。できるだけ服を脱いで暮らすの

らです。
そこに行って、付き合ってあげ、慰労して

です。なぜですか。そのようなことがすべて

あげなければなりません。それでこそ各界各

預金です。飢えた人のために与えるのです。

層、サタン世界の滅びゆく人にまでも道を開

それがくせになってしまい、靴下をはいただ

き、道を築いてあげることができます。それ

けで煩わしいのです。どこに行っても脱いで

とともに地上で道を築いてあげれば、霊界の

しまうのです。一生の間でいくらになるかを

ふさがったものが開き、世界が一つになるこ

計算するのです。私が霊界に行けば、これが

とができます。それゆえに超民族的に黒人も

何千ドルになるならば、預金し、アフリカの

結婚させてあげ、白人も結婚させてあげ、白

かわいそうな人を生かしてあげなさいという

人にも家を買ってあげるし、黒人にも家を買

のです。基金をつくっておいて逝こうとする

ってあげます。このように先生は世界にない

のです。

ことをしている人です。
本来、神様の創造理想とは何ですか。真の
この国の扱いを考えれば悔しく思います。

父母の名前を通して天国の王国と地上王国を

おじいさんが使って捨てた杖のように考えて、

成すのです。真の父母の名前をもたずに地上

肥だめをつっつこうとする統一教会の群れが

天国と天上天国は生じません。今日キリスト

たくさんいます。どのようになるか霊界に行

教徒たちに「イエス様が神様の愛する長子で

ってみてください。烈祖の審判台の前に、千

あり息子ですが、どうして天国に行っていな
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くて楽園に行っているのですか」と尋ねてみ

でも動き、そうやって見ればいばらの道でし

ると、返事ができないのです。天上天国と地

ょう。年を取って周辺の注目を浴びてお世話

上天国は真の父母の完成と愛の基盤を通じて

になりかねない、このような立場で生きると

のみ成されるというのです。霊界に行って王

いうのは、恥辱の中でもこのような恥辱はない

国を統一することが真の父母の使命であって、

のです。私たちは、霊界を知っているために、

他の人の使命ではないのです。

体を脱ぎ捨てればどれほど自由でしょうか。

先生は生涯の間、命を懸けて闘ってきまし

今後は海、水を占領するというそのような

た。世の中で苦しい仕事は避けることができ

主張、そのような思想をもてば世界を主管で

ますが、この仕事は避けることもできないの

きます。水が一番重要なのです。それで、私

です。腕力や暴力をもってしてもできること

が霊界に行く前に、大きい地域を中心として

ではないのです。原理原則によってしなけれ

着手しておいて逝かなければならないのです。

ば、四方から打ち込まれる矢を避けることが

ですからせっせとみ言も多く語り、すべて語

できません。このような闘いは神様が天地を

っておけば、後世の人たちがなすと考えてい

創造なさることよりも、もっと難しいことで

ます。

はないかとも思います。そのようなことをし
ながら、蕩減条件を立てて内的基盤を築いて

先生は性格的に、霊界に行って静かに玉座

きたとは、皆さんは夢にも思わなかったこと

に座って命令できる先生にはなれません。レ

でしょう。そのような基盤を土台として転換

バレンド・ムーンが霊界へ行くようになれば、

点をなしたというのは、「天宙的な勝利だ」

今まで霊界に行っているすべての人々が開拓

と言うことができます。

することができなかった神様の心の世界、次
元の高いその世界を、考えることもできなか

文先生がこの道を探すために死の道を何百
回も越えてきたことを、皆さんは知らなけれ

った世界を、また開拓する勇士になることで
しょう。

ばなりません。神様を数百回も泣かせた人が
文先生です。歴史始まって以来、誰も文先生

ある霊通人は、文先生が偽物か本物かと祈

くらい神様を愛した人がいないのです。それ

祷をしている途中で痛哭をするのです。我知

ゆえに、いくら世の中が私をなくそうとして

らず痛哭するというのです。一日、二日、毎

も、文先生は絶対滅びません。神様が保護し

日痛哭するのです。彼らは不思議に思うので

てくださるからです。皆さんも文先生が教え

す。文先生を知るためには痛哭する心情を知

る真理圏内に入れば、神様が共に保護してく

らなければなりません。それを知らずして文

ださいます。

先生が分からないのです。
誰かが私に対して一言だけ言えば、私が千

新しい開拓精神で生きていけば年を取りま

年の恨を抱いて痛哭できる事情をもっている

せん。私が性格のゆえに横になって死なない

ことを、誰が知っていますか。私が神様を知

し、死ななければいつも動くのです。はって

らなかったならそのように非難されはしない
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のです。神様をあまりに知った罪で……。私

獄にほうり込まれ、どんなに蔑まれても、個

だけを信じるしかない神様がどれほどかわい

人の反対、家庭の反対、社会の反対、国家の

そうですか。二千年間誤った歴史を二十年間

反対、世界の反対、全霊界の反対を受けても

で蕩減復帰しなければならないのです。ですか

変わらないで、私のような不変の姿勢をもち、

ら易しいですか。言うことがたやすいですか。

その愛と理想を追求したので、お前が成した
国は私の国であり、お前が人類のために探した

私が霊界に行った時、最高の希望とは何で

ものは私の国に違いない」と言われるのです。

しょうか。私が慕い、私が愛した最高のクラ
イマックスの時に考えたその心情圏内でお父

ただ一つの願いとは何でしょうか。私が霊

様を呼んで、お父様の愛を受けたその基準を

界に入る時、神様が私にどのように対するか

願うのです。涙で分かれたので痛哭したあと

ということが問題です。私がそのみ前に立つ

にすすり泣くその息子をつかんで、「お前の

時、神様が王座に座っていて、御自身でも知

願いがこれではなかったのか」と、祝福のみ

らずに矢のように駆け降りてきて、「御苦労

言を伝授されてこそ、永遠の勝利の真の父母

だった」と抱き締めてキスをされながら「永

の覇権が伝授されることを知っている人なの

遠の祝福がお前にあるよう祈る！」と言って

です。深刻です。その一日のために一生を捧

くださるその一日が願いです。そのことを地

げているのです。

上に残さないでは死のうとしても死ぬことが
できないのが真の父母の事情であることを知

霊界に行く時、神様の前にどういう贈り物

らなければなりません。

をもって行くのか、それが先生の問題なので
す。神様が願う国と世界のために働いたし、

家庭を救ったならば国家を救わなければな

今後来る理想的な社会と理想的な世界を成す

らないし、国家を救ったならば世界を救わな

ことのできる二世のために生きてきました。

ければならないし、世界を救ったならば天宙

神様のように愛しました。それゆえに霊界に

を救わなければなりません。そののちには神

行っても不自然ではありません。そのままの

様まで解放しなければならないのです。すべ

延長です。ほかのことではありません。その

てのサタンまでも、神様までも解放しなけれ

ことをするのです。神様がそのことをしてい

ばならないのです。そのような立場にはまだ

るので、私も神様に近い所へ行き、そのこと

なっていないのです。その立場にまで行かな

を共にせざるを得ないという結論が出てくる

ければならないのです。先生がそのような立

のです。

場で仕事をすることができなければ、霊界に

ですから、お父様におかれても「私の国は

行って罪人の生活をしなければなりません。

お前の国だ」と言われるのです。なぜですか。

自己の責任を果たせなかったという恥ずかし

「変わらない愛をもって、お前が私を知った

さ、ですから冒険をしているのです。

のちにも変わらなかった」、これが理由でし

霊界をすべて解放してあげるのです。解放

ょう。「お前は私が愛する愛をもって変わら

してあげ、「私があなた方を解放させてあげ

ない立場で、台風が来て暴風が吹いても、監

たから私のために生きなさい」というのでは
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ありません。「霊界では神様のために生き、

そのような心情をもって出ていって、この

私がつくった基盤の上で、世界のために生き

ようなことを宣布することによって、神様が

なさい、生かしなさい」と言うのです。それ

捕らわれの身から解放されるのです。そして

が孝子の心であり、忠臣の心です。自分とい

そのことによって、私が霊界に帰る時、神様

うものが中心になり得ないのです。

がアダムの千倍万倍の価値的存在として私を
迎え、何千倍の喜びをもって私を歓迎したい

アダムが責任を果たさなかったことで地獄

と思われるような自らにいかになるかという

の谷間に入っていったのを、逆に立って、羞

ことが、先生の生涯の目標だったということ

恥と謀略と恨の心情をもって再び生命の道を

を皆さんは知らなければなりません。

開拓しなければならない道がどれほど悲惨な
ものか、誰も知らないのです。神様だけは知
っていることでしょう。霊界に通じる人が文
総裁のことを誰であるか祈祷する時、痛哭で
しか答えられないという天の心情を聞くたび
に、私が「お父様、何でもありませんでし
た」と答えると、神様は感謝の涙をどれほど
流されるだろうかと考えました。
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Book 七: 礼節と儀式

因縁と最初の統一の場所が、親子関係が成さ

Etiquette and Ceremonies

れる場でなければなりません。これは間違い
のない事実です。

皆さん、父子一身という言葉はいったい何

第一章 神様に対して侍る礼法
一

神様に侍って生きるべし

を中心として言う言葉ですか。これは愛を抜

一) 神様と人間は親子の関係

いてはいけません。愛と生命と血統が連結さ
れています。この三つの要件が必要です。父

因縁の中でも標準となる因縁は、神様と人
間の間に結ばれた親子の因縁です。この因縁

子一身だと言う時、そこには必ず愛と生命と
血統が連結されなければなりません。

から始まった心情は、どんな存在の権限にも
曲げられない永遠で不変で唯一なものです。

言葉で結ばれる親子の関係、予約だけで結

また、この心情の権限は絶対的なものです。

ばれる親子関係は必要ありません。心を尽く

それゆえこの権限をもって現れる時、すべて

し、精誠を尽くして父のみ旨のために生き、

の存在物はその前に頭を下げざるを得ません

骨肉が溶けるような苦痛の中でも耐えて勝利

し、この心情の権限をもって動かす時、全天

する時、私たちは神様と親子の関係を回復で

下はついて動かなければなりません。これが

きます。

宇宙の鉄則です。
神様から愛を受けたがるその最高の立場と
神様が創造当時、理想として願った真なる

はどんな立場でしょうか。その立場はまさし

愛、偉大な愛を中心として人間との愛の関係

く息子の立場であり、娘の立場です。神様に

を結び、一つになり得る神人愛一体の家庭を

は天情があり、私たち人間には人情がありま

成したならば、今日私たちは天国だ地獄だと

す。この人情と天情が互いに合わさることの

心配することなく、ただそのまま天国に入る

できる帰着点は絶対者である神様も願い、人

ようになるのです。

間も願うただ一つの場、すなわち一父母を中
心とした息子、娘の立場で互いに愛を与え受

父と息子が出会える最高の場所とはどこで

けることのできる場です。

しょうか。愛が交差する中心、生命が交差す
る中心、理想が交差するその中心で出会うの

本来はアダムとエバが互いに最高に喜ぶ中

です。そのように見ると、愛と生命と理想が

で、最高の生命力が発揮され、最高の力が合

一つの場にあるというのです。

わさり、全体の理想の力まで合わさった中で、
愛の花が咲かなければなりません。それで花

その場に行けば神様も愛であり、私も愛で

のように咲いて、その香りが全天下を覆って

あり、神様も生命であり、私も生命であり、

も余りあり、神様がその花を見つめて花の香

神様も理想であり、私も理想になるというの

りを味わいながら、自らそこに酔うことのでき

です。これを決定づけることのできる最初の

るそのような愛を、神様は夢見ていたのです。
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アダムと神様が一つになって、互いに愛が

ですから皆さんの中には、天下を占領しよ

あふれる時、アダムは神様になることができ

うという本性の欲心が残っているのです。こ

ます。アダムが愛によって神様と完全に一つ

れが神様の人間に共通に分配してくださった、

になる時に、神様はアダムに臨まれます。聖

宇宙を所有できる神様の息子、娘の権限を引

書にも「あなたがたは神の宮であって、神の

き継がせるための贈り物だったというのです。

御霊が自分のうちに宿っていることを知らな
いのか」（コリントⅠ三・一六）とあります。
二) 一体となった生活をしなければならない

私たちが神様の聖殿です。

神様は皆さんの近くにおられ、誰より皆さ
ん一人一人を心配しておられる方だというこ

すべての宗教では見るものをむやみに見な

とを知らなければなりません。この世では肉

いで、聞くものをむやみに聞かないで、言う

親の愛が一番大きいと思っていますが、神様

ことや対するのをむやみにするなと言います。

の愛はそれよりもっと大きく深いのです。こ

見るのも、聞くのも、言うのも、感じるのも、

の世のどんな人間的な愛よりも深く大きいも

愛するのも、すべてが神様を中心としてしな

のであることを知らなければなりません。

ければならないのであって、自分を中心とし
てしてはいけないということです。

このような神様の愛の懐に抱かれて、お父
さんと呼ぶことのできる皆さんにならなけれ

皆さんは神様に侍る者として、うれしい時

ばなりません。「お父様の悲しみを私は知っ

に神様をどれほど喜ばせましたか。皆さんが

ております」と言える立場で、神様の内的な

おなかがすいた時に御飯を食べながら感じる

心情を体恤する真の息子、娘にならなければ

有り難み以上に、神様に侍ってさしあげまし

なりません。そのような息子、娘となって、

たか。皆さんはいいものを食べる時や着る時、

神様に侍る天国を所有するならば、その天国

そして悲しい時や大変な時にも、いつも神様

は誰も奪っていくことができません。

に侍らなければなりません。そうすることに
よって、神様の心に覚えられる理由を残さな

父子一身という愛の論理圏において、父の

ければなりません。

所有は息子の所有になるのです。夫の所有は
妻の所有になるのです。愛を中心としては相

私の意識と直感と感覚器官一切までも父の

続権が永遠に保障されるのです。真なる神様

ものであり、私が感じ意識する全体が父のも

の愛の対象者として因縁を結んだ息子、娘に

のだという観が決定されなければなりません。

おいては神様の体も私の体であり、愛も私の

そのようにならない限り、心情を通じて動く

愛であると同時に、造られたすべてのものも

天を所有することができないということを、

私のものになるのです。

はっきり知らなければなりません。
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人間は誰でも、心情的に神様と一つになる
ようになっています。お父さんである神様と

活を残して喜んでいくことのできる者が行く
ところです。そこに復活があるのです。

子供の人間は、正に心情で連結されています。
今は三合（神様、真の父母、皆さん）が一
私たちが話をし、見て、感じ、また感情的

致しなければなりません。歩調を合わせなけ

に体感する一切も、神様を中心として因縁を

ればならないということです。生死の決定的

もったものでなければなりません。

内容がかかっているので、三者が一致する点
で一つにならなければなりません。その点に

私たちは神様に侍り、父母に侍って生きる

生命の復活圏があります。その点が、真の父

のです。話をするときも、行動をするときも、

母と皆さんが一つになって一致できる連結点

寝ても覚めても侍る生活をしなければなりま

です。そこで一心統一が起こるのです。です

せん。このようなコンセプト（概念）さえも

から皆さんは、み旨と一致した生活をしなけ

てば、二十四時間サタンが侵犯することは全

ればなりません。

くありません。
一日二十四時間の生活圏内で私が見聞きし
朝、寝床から起きて初めの言葉を天の前に

たすべてのことは、何のためでしょうか。神

捧げ、家を出る時も、第一歩を右足から踏み

様のためです。神様のために見たり聞いたり

出し、天の前に捧げなければなりません。平

しなければならないし、感じるのも神様のた

素の習慣がこのようになれば、皆さんの生活

めに感じなければなりません。私たちは地上

は侍義生活になり得るのです。このような観

で生活していますが、天上世界の生活と連結

点で、皆さんは原則的な基準で生活態度を取

させて生活しなければなりません。

っていかなければなりません。
毎日のように慕わしく思えない人は、神様
私たちが朝起きて感じるすべての感覚、動

に侍ることはできません。皆さんは誰を慕う

作が一つの目的を中心として、いつも直線上

としても、いつも慕わしさに浸っていなけれ

に帰一できなければなりません。その点を喪

ばなりません。しかし、夜十二時になると

失すれば、み旨と私とは関係を結べないとい

「では、寝よう」と言う人は神様を心配させ

うことを否定できません。

る人です。心情の因縁を抱いて出る時、夜が
問題ではないというのです。

天国は、侍る生活をしたことを誇るところ
です。それならその天国とは、どのような者
が行くところでしょうか。主を信じて福を受

本来神様と完全に一つになったのちには、

けるために、福を先立てていく者が行くとこ

私を中心として生き、私を中心として考え、

ろではありません。天国は、侍るために心情

私を中心として愛するのが原則です。その時

的に準備する生活をした者たちが行くところ

は自分を中心として考え、自分を中心として

です。準備する期間に死ぬとしても、侍る生

愛しても、それは神様を中心とした考えにな
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り、神様を中心として愛することになるので

二

侍る心構えと態度

す。それが原則だというのです。

一) 侍ることによって生活の天国化を成す

お父様である神様に出会うために、神様と

神様は妄想的で観念的な神様ではありませ

因縁を結ぶために、どれほど精誠を尽くした

ん。抽象的な神様ではありません。生活的な

かということが自分の財産です。

主体性をもって、いつも私たちが生きている
生活の主人として共におられるのです。侍ら

皆さんは涙の谷間で父を呼ぶ時、応答を受

れるだけではありません。共同的愛を中心と

けることのできる息子、娘にならなければな

して共同的な生活をしている神様です。夢の

りません。涙を流す場で「お父様！」と言う

ような話です。

時、「おお、私がここにいるから耐えなさ
い」と、血と汗を流す苦痛が染みる場で「お

神様を心の中に侍り、私たち人間が体の立

父様よ」と言う時、「私が忍耐したのだから

場で完全に一つになることのできる起源をつ

お前も耐えなさい」と、死が迫りくるその瞬

くらずしては、この悪魔の世界を清算する道

間にも、「私がいるから安心しなさい」とい

がありません。このような観点から見る時、

う言葉を聞くことのできる皆さんにならなけ

侍る時代、侍義の救援時代だと見るのです。

ればなりません。そのような場でどれほど父

侍ることによって救われるのです。神様はあ

に侍り、どれほど父と共に相談し、どれほど

の空中に掛け離れている神様ではありません。

父と共に生きたのかということが問題になる

私たちの生活圏内の主体者としての神様に侍

のであって、栄光の場では父をいくら呼んで

らなければなりません。

も問題にならないというのです。なぜならば、
まだお父様が栄光の日を迎えておられないか

皆さんは神様がいらっしゃることを一日に
何回自覚しますか。二十四時間の中で何回神

らです。

様がおられることを感じますか。「侍ること
「ああ、おなかがすいた。ああ、御飯御飯

によって救いを受ける」と言う人たちが、二

御飯！」と言いますが、それは誰のために食

十四時間の中で一、二時間ぐらい侍っていて

べるというのですか。神様のために食べると、

いいでしょうか。空気よりも切迫して必要な

そうでなければなりません。どのようにすれ

のが神様です。水よりも切迫して必要なのが

ば神様のために食べることになるのでしょう

神様です。御飯よりももっと貴いのが神様で

か。私が神様の完全な聖殿になったならば、

す。ところで皆さんはそのように感じられま

「神様の聖殿である私がおなかがすけば、中

すか。

におられる神様が御飯を食べようと言う」こ
のように考えなさいというのです。分かりま

これから皆さんが侍る生活をしなければな

したか。そのように御飯を食べれば、その御

りません。今までの信仰生活は信仰によって

飯は聖なる御飯になるのです。御飯が御飯様

救いを受けましたが、これからは侍ることに

になるのです。

よって救いを受けます。本来堕落しなかった
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ならば、神様に侍ることによって私たちが行

と善なる世界が分かれません。その善の中心

くべき道を歩むことができたのです。侍るに

点とは何でしょうか。神様です。神様が信じ

は皆さんの生活と心で共に侍らなければなり

るのと同じように、神様が行うのと同じよう

ません。

に、神様が侍るのと同じように、いつも神様
が中心にならなければなりません。それはな

侍る生活をしなければなりません。願いの

ぜそうでなければならないのでしょうか。サ

天国は迎えましたが、侍り実践しながら生活

タンは神様のように義なる者に対しては、讒

できる天国は迎えられませんでした。すなわ

訴できないというのです。神様が信じ、神様

ち、生活的な主体の神様を知りませんでした。

が行い、神様が生活する、侍る環境に処して
いればサタンが干渉できません。サタン圏内

私たちがこのように習い、聞き、侍る生活

にいてもその環境に神様のようにできる義な

をするのは何のためですか。六千年間、人類

る基準が生じれば、サタンはそこから後退す

があえいできた目的は何ですか。それは聖書

るのです。

に流れている神様の事情を知り、神様の心情
を知るためです。民族や国家は言うまでもな
く、個々人をおいても父母の心情をもって対

行いの旧約時代が過ぎ去り、信仰の新約時

し、傷つき、蹂躙され、排斥され、引き裂か

代が過ぎ去り、侍る成約時代だけがあるので

れてこられた神様が私の父だということを知

はありません。新約時代にも行いが必要で、

るためです。

成約時代にも信仰が必要で、侍る生活もみな
必要だというのです。成約時代にも信仰が必

成約時代は、愛の時代です。ですから結婚

要で、行いが必要で、みな必要です。それは

できるのです。今まで宗教時代には愛を許さ

蘇生、長成があって、長成の上に完成がある

なかったので、高次的な宗教は結婚を許さな

のと同じだというのです。それは切っても切

かったということを知らなければなりません。

れません。

神様は宇宙の中心存在なのでその前に近く

統一教会では侍ることによって救われると

行けば千年、万年主管されてももっと主管さ

言います。侍義、すなわち侍ることによって

れたいのです。神様を中心とした侍る道理が

救いを受けるというのです。春夏秋冬、洋服

そのようになっているので、今日私たち人間

を仕立てて着る男がいるならばお父さんにも

もそのような立場で主管されればそれ以上の

仕立ててあげなければいけません。その方が

幸福はないという事実を、私たちは考えるこ

体をもった方ではないので、代わりに精誠を

とすらできませんでした。

ためておいて、ある時が来ればその込められ
た精誠を、誰が見ていても見ていなくても自

信仰の義であるとか、行いの義であるとか、

分一人、教会のために神様に侍る心で涙を流

侍る義を追求するのはなぜでしょうか。義で

しながら献金箱に捧げれば、その精誠は契約

なければ善悪を分別できません。悪なる世界

の箱に積まれるのです。これが観念的ではな

827 * 八百二十七

천성경

天聖經
Cheon Seong Gyeong
く、感情的に体化され表現できる生活になら

皆さんは侍る生活をしなければなりません。
侍る生活はなぜしなければならないのでしょ

なければなりません。

うか。神様の愛を受けるためだということを
侍る生活は、なぜしなければならないので

知らなければなりません。ですから神様に先

しょうか。それは神様の愛を受けるためのも

に侍らなければなりません。神様に侍らなけ

のです。

ればならないというのです。

二) 法度に背けば怒られる

今までの信仰生活は信仰によって救いを得
ましたが、これからは侍ることによって救い
を得ます。本来堕落しなかったならば、神様

侍義というのは生活化天国時代を言います。

に侍ることによって、私たちが行く道をみな

それで侍義をもって出てきました。復帰歴史

行くのです。信じるといって、何を信じます

は何かと言えば、神様の創造理想を再現する

か。侍って生活することによって、みんなで

のです。

きるのです。侍るには、皆さんの生活と心で
神様に侍るには法度があります。その法度

共に侍らなければなりません。

に背く時には神様は怒られるのです。
今は個人なら個人として神様に侍る生活、
家庭なら家庭として神様に侍る生活、教会な

皆さんは生活の中で法度を守ることができ

ら教会として神様に侍る生活、あるいはこの

なければなりません。天が要求する天国の法

民族を中心として、神様が要求される侍る基

度を守り、また天国の法度を守ることができ

準を、どのように新しい伝統として設定する

ると同時に、天国生活をすることができなけ

のかが問題になります。

ればなりません。そして天国生活をすること
ができると同時に、天国の愛によって一つに

統一教会時代は、御父母様の時代です。神

ならなければなりません。

様が地に臨むことができ、神様が来られるこ
とのできる道を磨くのです。それで、神様が

神様が喜ばれ、悲しまれることをいつも鑑

来られることによって、侍ることによって救

別しながら生きる人は、悪い人になろうとし

いを得るという言葉が成立するのです。歴史

てもなれないし、天の法度に背こうとしても

はそのように発展するのです。

背くことができません。そのような男は、い
くら美人が誘惑しても堕落しません。そこに

侍る場に同参するためには、今まで悲しん

同化されないというのです。

でこられた神様を慰労してあげることができ、
悲しい精誠の事情に同参することのできる内

今日、家庭を脱皮する不幸な青年男女が多

容を備えなければなりません。これを紹介し、

い原因は、どこにあるでしょうか。天倫の法

それに伴う蕩減条件を神様の前に立てるため

度に一致した愛が喪失されたからです。それ

に出てきたのが復帰原理です。

で家庭を中心に、神様にその家庭にお座りに

828 * 八百二十八

천성경

天聖經
Cheon Seong Gyeong
なっていただくことのできる天地父母が顕現

すから信仰の道は不平を許さないのです。感

しなければならないのです。

謝のみでなければなりません。皆さんはそれ
を知らなければなりません。天はいつも主体

天理は順序を正しく守るところで成立しま

としておられるので主体と共に相関した運命

す。ですから主体と対象の関係で天は絶対的

をもって、それを離脱する生活の法度、生活

な主体の立場に立たなければなりません。そ

の形態はあり得ません。

の主体を無視する人は対象になれません。絶
対的な主体の前に絶対的な対象になろうとす

三

真の御父母様が神様に仕える法
一) 至誠感天

るので絶対的に一つです。ですから見て、聞
いて、感じるすべてのことは、家庭に入り愛
することまでも全部対象と主体の立場に立っ

心を尽くし、思いを尽くし、精誠を尽くせ

て、天のためにするのです。一切がそうなの

という言葉は何を意味しているのでしょうか。

です。そのような家庭は滅びません。

それは生命を捧げなさいということです。そ
れ以上、何がありますか。心を尽くせという

最後に残るものとは何でしょうか。神様プ

のは生命を差し出せという言葉です。思いを

ラス人間、神人、神人の生の道、神人生活観

尽くせというのも、精誠を尽くせというのも、

です。人生観も同じように神人人生観、神人

生命を差し出しなさいという言葉です。至誠

世界観、それが漠然と神様に対し人が知るこ

なら感天という言葉があるでしょう。至誠の

とのできる程度のところではなく、人が永遠

限界点、私の心の果てがどこでしょうか。生

に落ちようにも落ち得ないところです。なぜ

命を懸けて精誠を尽くせというのです。首を

ですか。神様と人は本来落ちることができな

差し出し、死ぬ覚悟で精誠を尽くす人は、神

いところから落ちたので、落ちることができ

様が知らないと言えないのです。

なかったところより以上のところに到達しな
ければなりません。そのような立場で神人が

生命を差し出すにも無理やりするのではな

一つになった生活的な舞台、世界的な舞台を

く、狂うように喜んで差し出せというのです。

要求して出ていかなければなりません。

どうせ生命を差し出すのに泣きながら差し出
すことを神様が願われるでしょうか。でなけ

勝利的な主管権を立てるために、神様と共

れば喜んで狂うほど、死んでもいいと踊りな

に生きなければなりません。ですから皆さん

がら差し出すのを好まれるでしょうか。どち

は絶対的な信念をもって侍る生活を中心とし

らでしょうか。

て、立体的な立場で生活していってこそ勝利
的基台を成すことができるのです。復帰の道

先生が床に伏して祈祷する時は涙が乾きま
せんでした。ここ（膝）にたこができました。

がそのようになっています。

「精誠を尽くした塔は倒れない」という言葉
主体のための対象の立場には、不平があり

があるではないですか。神様のために精誠を

得ません。不平は妄動であり、破綻です。で

尽くさなければなりません。神様が慕わしく
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て狂うほど胸が張り裂けそうな境地にまで入

にすべての心情を見せることができれば満点

らなければなりません。神様がおられるとこ

です。知識や学識があるからできるのではあ

ろが地上ならば一日に千回行ったり来たりし

りません。神様の前に「私、誰々博士です」

たい気持ちがありますが、そのような地上で

と言って生きますか。それは必要ありません。

はないので、仕方なく先生を送ったのです。

ですから神様の愛を私がどのように導くこと

そのような何かがあるので、皆さんが先生

ができますか。ただ一つの道は「至誠なら感

を愛さずにはいられないようになっているの

天」、これ以外にありません。

です。どうしてわけもなくそんなに情が移り
ますか。涙を流し祈祷する時、真冬に綿入り

先生の一生のモットーは「神様の代弁人」

のズボンを涙でびしょぬれにしたことがあり

でした。今日、皆さんは天的な代弁人になっ

ました。どれほど気が遠くなりそうだったか

てくれることをお願いします。そして神様の

考えてみてください。ナイフを立てておいて

代弁者になり、神様の代わりの存在になり、

談判祈祷をしたのは、一度や二度ではありま

さらには神様の代死者になってくれることを

せんでした。

願います。

皆さん、ここにダイヤモンド鉱があるとし

とてつもない歴史的終末時代に、誰も信任

ましょう。自分だけが知っている、そんなと

できない孤独なところにおられる神様の前に

ころがあればどうなるでしょうか。それのた

私たちが信任の対象になれるならば、それ以

めに自分の家庭も売らなければならない場合

上願うことがありますか。死んでもいいとい

が起こるでしょう。妻を売って多くの家庭を

うのです。私の肉身が水となって流れていっ

救うならば罪ではありません。自分の子供を

たとしても何の恨があるでしょうか。粉とな

売って国の多くの息子、娘を救うならば、そ

り飛んでいったとしても何の恨があるかとい

れも罪ではありません。しかし自分の欲心の

うのです。この世には、豚のように死んでい

ために売ってはいけません。

く無価値な人生がいくらでもあるのです。死
んだ者は犬もくわないのです。

その鉱山が、国と民族を生かすことのでき
る道であり、世界万邦の人間たちが生きるこ

不平を言ってはいけません。不満を抱いて

とのできる道だという時は、自分の妻と子供

はいけません。自分を考えてはいけません。

を売ったとしても歴史の罪になるのではあり

神様を思いながら「私が不平を言えば神様が

ません。国を生かすために、世界を生かすた

どんなに痛いだろうか。その方の事情を私が

めに、妻や子供を売るのはいけないことのよ

知り、その方の伝統を相続することのできる

うですが、かえって世界が褒めたたえること

一瞬が私の前に訪れたらそれを引き継いで、

のできる宝の根源が宿ることができるのです。

その方についていきながらその方を慰労しよ
うという心をもつのです。そうしながら涙を

御飯を食べても水を飲んでも、座っても立

流すその場に天が共におられるのです。間違

っても、誰に対しても、父母の前に、天の前

いありません。神様のために泣き、御父母様
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のために泣かなければなりません。これが統

皆さんは侍義時代、すなわち侍る生活にお

一教会の祭壇であり、統一教会の侍る生活だと

いて正確な中心をもっていかなければなりま

いうことを皆さんは知らなければなりません。

せん。神様に侍るには法度があります。その
法度に背く時には、神様はとても怒られる方

神様の愛と共に生きると言いましたが、さ

です。子供を愛する父母が子供の言葉の一言

て皆さんの生活目標はどうでなければならな

に胸に釘を打たれたり抜かれたりするのと同

いでしょうか。愛の心情をもって侍る生活を

じように、神様も人間を愛していらっしゃる

しなければなりません。そのような心でハン

がゆえに怒りが多い方です。ややもすると間

カチに向かって敬礼しても偶像崇拝ではあり

違えて神様から怒りを買うことになります。

ません。愛の心情をもって頭を下げるのに何

ですから先生も、いつも先生なりに神様を喜

がそれを支配できるでしょうか。自分の栄光

ばせてあげようとします。服をきれいに着た

を超越して心情で敬礼するならば、サタンが

人を見れば気分がとてもいいです。それで先

これ以上そうするなと言うのです。天宙の心

生もそうしなければと思い、洋服を着て出て

情を通じていくなら偶像がないのです。

きました。そうでなければジャンパーを着て
出てきたことでしょう。

皆さんも皆さんを思ってくれる人を訪ねて

二) 孝子の道

いくでしょう。神様も同じです。その神様を
先生はおなかがすいて疲れて倒れる恨があ

占領できる道は誰よりも神様を思い、神様の

ったとしても、どうすれば神様が心配するそ

ために奉仕しようとするその人を中心として

の道を私が先立って行くか、背負うことので

神様は訪ねてくるのです。

きる十字架の道があるならばどのようにその
道を行くかということを考えました。しかし

先生は神様の前に綿入りのズボンがびしょ

皆さんは、このような道を行こうと準備して

ぬれになるほど祈祷したことが何回あったか

はいません。今日皆さんは、侍ることによっ

知れず、ナイフを持ちおなかにあてて誓った

て救われるということを知りながらもずうず

ことが何回あったか知れず、死の峠を越えな

うしく眺めています。そんな心でとどまって

がら心に堅く決意したことが何千万回あった

はいけません。

か分かりません。

人間において神様を愛するのが第一の戒め
先生が何をされるか分からなければ眠れな

ですが、愛するのに死ぬほど愛すべきですか、

いで、夜中にでも飛んできて尋ねていくこと

一時的に愛すべきですか。皆さんは神様を死

のできる、そんな生活をしなければなりませ

ぬほど愛したいですか、死ぬほど愛したくな

ん。それで侍ることによって救われると言い

いですか。雷に打たれて死ぬとしても愛さな

ました。先生は神様に対して、いつもそのよ

ければいけません。神様を死ぬほど愛さなけ

うに生きています。瞬時も気を抜けません。

ればならないというのです。死ぬほど愛さな
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ければならないなら、死ぬ前まではできない
ことがないというのです。

この道を行くためには愚鈍でなければなり
ません。忠臣たちは、ある意味で間抜けな人
たちです。少しは愚鈍に見えます。熊のよう

皆さんは目が崩れ鼻がふさがるほど泣きな

な性格があるというのです。自分の腕が切ら

がら慕わなければなりません。人が泣きすぎ

れても「ああ、ここがあまり切れていない。

ると胸が痛くなります。それほど激烈に慕わ

もっと切りなさい」という愚鈍な面がなけれ

なければなりません。「お父様！」と呼ぶの

ばなりません。熊や猪は、銃に撃たれて足手

に死刑場に引かれていく息子の立場で父を呼

まといになる部分があれば、その部分をかみ

ぶ人もいるでしょう。遠い他国に旅立つ息子

切って逃げます。死はあとで考え、いったん

の立場で哀絶に父を呼ぶ人もいるのではない

足手まといになるものを切ってしまいます。

でしょうか。それゆえ神様、お父様を呼ぶ時、

そのような愚鈍な何かがなければなりません。

そのような基準以上にならなければなりません。

忠臣烈士は愚鈍でなければなりません。少し
は愚かでなければならないというのです。

白頭山の頂上に登ってそこで岩を砕き、畑
を耕し、じゃがいもを植え、そのじゃがいも

神様を解放しようというのです。真なる神

を神様に奉養できますか。それをしなければ

様の権威を中心として、理想郷で人類始祖と

なりません。その時は牛がいなくて愛する妻

共に無限の幸福を褒めたたえつつ生きること

を牛の代わりにして畑を耕したなら雷に打た

のできる侍る生活の中で、侍られながら過ご

れるでしょうか。打たれないでしょうか。妻

されるべき神様がこのように悲惨になったと

を牛の代わりにして畑を耕すという時、神様

いう事実を知ったので、その神様を私たちの

が「おい、やめなさい」と言えばやりますか。

手で解放しようというのです。これは驚くべ

あなたの心を尽くし、思いを尽くし、精誠を

き提案です。そのような内容が宗教界から出

尽くしなさいと言いました。やりますか。し

てきたという事実は、神様において極めてう

なければなりません。

れしい知らせです。福音中の福音です。この
ように見る時、仏教を立てられた方も神様で
あり、儒教を立てられた方も神様であり、イ

皆さんは現在どこにいますか。昼も夜もい

スラム教を立てられた方も神様であり、キリ

つも、どこに行っても先生と共に歩調を合わ

スト教を立てられた方も神様なので、すべて

せて生きていますか。今まで先生はこの頭を

の宗教が両手を挙げて歓迎しなければなりま

もって生きてきたのではありません。神様と

せん。

共に神様が行く方向に歩調を合わせながらすべ
て、生命をすべて投入して生きてきたのです。

先生は今までみ旨のために苦労してきたし、
今も寝ても覚めてもその道を歩んでいます。

先生は一日一日の生活において、重要な問

先生の近くで侍ったことのない人は先生のこ

題は必ず神様に祈って解決します。いいかげ

とをよく知りません。先生は寝ていても目が

んにはしないというのです。

覚めさえすればうつ伏せになって祈祷します。
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なぜそのような生活をしているのでしょうか。

りました。このようになったのは私が立派だ

この夜にも世界に散らばっている愛する子女

からではなく、神様が共にされたからです。

たちが私を頼り、神様のために祈祷している
からです。私が精誠を一緒にできなくてもそ

神様がそのように寂しい方であり、神様が

れに劣らず拍子を合わせてあげなければなら

そのように孤独な方なので、私が死ぬ日まで

ないのではないでしょうか。先生が寝る時は

そのみ旨とその願いを一つでも解いてあげ、

分からないので神様も許してくださるのです。

その分野の一つの土台でも拡大させて神様の

その時間には、子供が疲れて寝たら父が見守

ために生きられる人を集めるのが使命だと思

るのと同じように神様が代わりに祈祷してく

ってきたのです。悪口を言われても、むち打

ださるのです。

たれても復讐せず、愛によって耐えてきたの
は、神様の子供として生まれたからで、その
方のみ旨を立てるべき責任があるからです。

レバレンド・ムーンはどんな人ですか。一

ですからこの伝統をどのように立てるかを考

つの才能しかない人です。愚鈍にひたすらま

えながらよろよろになって、あるいは腰を曲

っすぐにのみ行く人だというのです。ああ、

げ腹ばいになりながらこれだけは残さねばな

口をちょっとつぐんで適当に回っていけばい

らないと言って、闘ってきたのです。

いのに、どうしてよく悪口を言われるような
作用をしたりするのでしょうか。それは多く

人間は自分が立ったと自慢してはいけませ

の人々の反対を受けてこそ一つの峠を越えて

ん。自分が立てておいたとしても倒れるとい

いくからです。しかし皆さんは帰ることを考

うのです。しかし人間が立ててくれなくても

えているでしょう。それではなぜこの世のす

天が立ててくれれば必ずできるというのです。

べてのものを切ってしまって行かなければな
らないのでしょうか。お母さん、お父さんの

「真の父母」がしているのは何ですか。す

愛に引かれればまっすぐに行くことができな

べてのことを勝利して、神様の心の深いとこ

いからです。神様は今まで正しい道を求めて

ろまで訪ね入り、恨を解怨し、その勝利圏を

こられたので、正しくまっすぐに行かなけれ

地上に成すことです。そのような「真の父

ばならないというのです。

母」が出現したということを皆さんは感謝し
なければなりません。

皆さんは、み旨の道を歩んできながらどれ
ほど深刻でしたか。先生は一生の間そのよう
な道を歩んできたのです。妻子も知りません。

第二章 真の御父母様に対して侍る礼法
一

真の御父母様は祝福家庭の中心
一) 真の御父母様の息子、娘になるには

神のみぞ知るです。孤独単身、寂しい男が行
く道を誰も知らない中、神様が協助して驚く
べき実績をもって、今日この社会に問題を提

皆さんはこれから「真の父母」と共に生き

示し、また疲弊していくこの民主世界の思想

なければなりません。ですから「真の父母」

圏内に新しい波及を提示する問題の人物にな

はおじいさんの立場で、自分のお母さん、お
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父さんの立場で、自分たちは長子の立場だと

を歩んできました。皆さんもそのようにしな

いうのです。これが違うのです。三代にわた

ければなりません。皆さんは従順に従ってい

って共に生きるという結論です。神様が私と

かなければなりません。

共にあり、「真の父母」が私と共にあり、自
分の父母が共にあるのを感じて生きなければ

「真の父母」と皆さんはすべての関係を結

なりません。神様がいないとか死んだとか考

ばなければならないし、永遠にその関係が変

えられない時代に入りました。

わってはいけません。

一切を父母と共に相関して、父母と共に決

皆さんは先生の血と汗の代価で買ってきた

定し、父母と共に相談し、父母と共に解決し

人たちです。先生の体を与えて買ってきた人

なければなりません。

たちです。ですから皆さんは先生と同じ仕事
をしなければなりません。先生は食口たちを

いい食べ物を食べたり、いい服を着る時は、
ただ食べたり着たりしてはいけません。一番

誇りたいのです。このような立場で公約しま
しょう。

いいものは神様に先に捧げなければなりませ
ん。道を歩くときも右側には父を、左側には
母を、と侍って行かなければなりません。

サタンが天に反逆し、天地の法度を狂わせ
たので、皆さんが天を支持する天使の立場に
立って、天の前に忠臣の道理を立てなければ

父母の愛を受けるには何をしなければなら

なりません。そうするとそこから初めて新し

ないのでしょうか。父母様が愛するすべての

い復帰の道が開かれるでしょう。それで皆さ

ことを愛さなければなりません。そうしてこ

んを先頭に立てるのです。

そ愛を受けるのです。家庭で言えば、自分の
父母に愛されることを願うならば、その息子

神様の心情を感じることができず、涙で別

は、父母がもっているすべてのものを愛した

れたアダムなので、涙で会わなければならず、

のちに、愛されなければならないということ

涙で別れたカインとアベルの怨恨を涙で解か

を知るべきです。これをしないで愛されよう

なければなりません。その道でなければ合わ

とする人は泥棒です。父母が貴く思うものを

さる道がありません。世界的に男性たちの中

全部自分がいいかげんに、勝手に引き継いで

には先生に会いたくて泣く人もいます。さて、

は愛されません。

ここにそのような人がいますか。このでたら
めな人たち。昔はみんなそのようにしてきま

皆さんが思いのままにするのではなく、先

した。草創期にもみなそうでした。

生がするとおりに従ってやりなさい。先生が
行くとおりについていくのです。統一教会の

統一教会に通う婦人たちが先生に従うので、

伝統を引き継ぎなさい。統一教会の文先生が

夫たちは妻が自分のそばに来ないと言ってひ

するとおりに、皆さんがすればよいのです。

どくしかりました。これと反対に女性たちも、

先生も家庭を捨てて、父母を捨てて、この道

夫たちが先生に従うので、自分のそばに来な
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いと言ってかんかんになるのです。そのよう

地上で実体をもって、アダムとエバが侍るこ

になっているのです。また男性たちも先生に

とのできなかった神様に侍り、真の父母に侍

会いたければ涙を流さなければなりません。

って生きていくのです。そういう条件が天国

そのようにできない人は統一教会天国時代に

に入ることのできる資格になるというのです。

天国に入れません。

それで天国の市民権を得るようになるのです。

皆さんは実体の神様の立場に立っている

私は愛すべき万物の父母の前に孝子になれ

「真の父母」が慕わしくて泣かなければなり

ず、私を生んでくれた父母の前に孝子になれ

ません。いつも会いたい気持ちがなければな

ず、霊界と神様の前に孝子になれませんでし

りません。御飯でも一杯炊いて、水でも一杯

たが、先生を中心として「真の父母」に侍る

ついで侍りたがらなければなりません。その

ことによって、孝子の資格を代わりに受ける

ような切実な心をもたなければなりません。

ことができます。ですから皆さんは執念をも

涙が先立つ心情をもっていればいいのです。

ってついていかなければなりません。

そのようにすれば、先生を中心として心情一
致し、先生と共に呼吸することによって先生

「真の父母」に遠く接する時は国の王であ

の人格基準とそれを裏づける先生の過去、そ

り、近く接する時は父母です。そのようにな

して、そこに絡んだ事情がどうなっているか

っているのです。

を知り、さらにそれを相続することができる
皆さんは先生のためにどれほど祈祷し、ど

のです。

れほど会いたいと思いましたか。本当に会い
二) 真の御父母様にどれほど侍ってみましたか

たく、本当に祈祷し、本当に思慕したならば、
この体を見ることだけが問題ではありません。

堕落した人間が神様の前に出ていくための
方法は時代によって違いました。すなわち、

御飯を食べる時も「お父様、お先にお召し

旧約時代には祭物を捧げることによって、新

上がりください」と言わなければなりません。

約時代には神様の息子であるイエス様を信じ
ることによって、成約時代には「真の父母」

皆さんがお父様に侍ることができるその時、

に侍ることによって神様の前に出ていくこと

その時間が来ればどうしますか。どのように

ができるのです。

孝行するか、そしてどんな姿で父母様に侍る
かを考えなければなりません。

エデンの園でアダムとエバは堕落し、その
堕落圏内で生きたので直接的な侍る生活をし

祈祷室を設けて、先生の写真を掛け、千回、

たことがありません。侍る内容をもったこと

万回敬拝しなさいというのです。昔再臨主に

がない人たちは、天国に入る資格がないとい

侍るために準備した許浩彬氏の団体では毎日

うのです。しかし皆さんは、堕落の血統を受

三千回敬拝をしました。皆さんも一度やって

けて生活したとしても、蕩減復帰するために、

みてください。縫い物も布目一つずつ一つず
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つ手で縫いました。ミシンでやれば不敬だと

先生に差し上げようと家でよもぎもちを作

いうのです。そのように精誠を尽くしても不

り、そのもちが汚れないようにと密封したま

足なのです。

ま本部まで来て、御覧くださいと言わんばか
りに開けてみると、もちが腐って青かびが生

皆さんが鏡を見ながらこの目がどれほど父

えていたこともありました。もちに青かびが

母様に会いたくて涙を流し、この口が父母様

生えてうじがわいてもいいというのです。そ

の解怨成就をどれほど叫び、この手がどれほ

のもちは食べられなくても億千万金に該当す

ど父母様の地で血を流して仕事をし、自分の

るのです。そうであるほど情が移るのです。

体が砕けるほど父母様が願う土台の上で働い
てきたでしょうか。「それができなかったの

愛は愚鈍で間抜けなものです。そうではあ

が恨です」と言える心を感じながらその道を

りませんか。本当に愛するなら横で誰が見て

求めていくのが幸福な道であり、その道で天

いても関係ないというのです。誰かが見てい

と共に因縁を結ぶのが幸福な人です。そのよ

ることを意識する愛は、限界圏内の愛です。

うな人は誰も支配することができません。そ

誰が見ていようが見ていまいが意識しない、

の人を動かすことができるのは父母だけであ

そのような境地の愛がどれほど愚直で愚鈍な

り、その人を感動させられる人も父母だけで

のかというのです。ある時は、山奥で掘って

あり、その人を幸福にできる人も父母だけで

採ったききょうを先生の前に持ってきて涙を

す。そしてその父母を幸福にできる人はその

流すのです。そのようなことが霊界に行けば、

息子以外にいません。父母の希望は父母にあ

彼を解放させることのできるいい材料になる

るのではなく、息子にあるのです。

のです。

皆さんは先生が苦労した話をすれば、それ
皆さんが考える、神様に対する侍る生活と

が自分に遭ったことのように感じられ、胸が

はどのようなものですか。神様を一体と考え、

痛く、悲しく、涙が出るし、悔しく、憤慨す

父母様を一体と考え、生活すべてのものが一

る、このように同感できなければなりません。

体となって私が生きるならば、「このすべて

皆さんを同感させるための材料が先生の苦労

のものは神様のものであると同時に『真の父

です。

母』のものであり、『真の父母』のものは
『真の父母』の国のものであり、『真の父

先生を知ったと言ってはいけません。先生

母』の国のものになれば私のものだ」。この

は原理しか知りません。原理原則に立脚した

ような観念をもたなければなりません。この

人だけを知っています。

宇宙も「真の父母」のものであり、この家も
「真の父母」のものであり、国も「真の父

先生が約三カ月間だけ毎日のように皆さん

母」のものなので、私は「真の父母」の息子

の家に行けばどうしますか。「ああ、うんざ

だからすべてのものは私のものだという結論

りだ」と言いながら嫌がるでしょう。そうで

が出るのです。

はないと言う人、手を挙げてください。先生
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はあれこれと話すことが本当に多いのです。

だったのです。愛で一体となれなければ完成

そのようなことをみんな知っている先生はあ

人間になれないのです。

きれてものが言えないではないでしょうか。
ですから「あきれてものが言えない」という

「真の父母」は何をしなければならないの

言葉が出てくるのです。このように皆さんは

でしょうか。サタン世界の根である間違った

自分の威信も知らず、身の振り方も知らずに

血統を正さなければならないし、間違った生

いるのです。ですからこのようなことを教育

命をもとがえさなければならないし、間違っ

しなければならないのです。

た愛の道を正しく開かなければなりません。
聖書では「死なんとする者は生き、生きんと

先生が生きている時は先生の歴史を書きま

する者は死なん」と言いましたが、そのよう

せんが、先生が死んだのちには先生の歴史を

な逆説的な論理がなぜ出てこなければならな

書くことでしょう。ですから原理に公認され

いのですか。サタン世界は死ななければなら

ないことをしたならば大変なことになるので

ないからです。

す。なぜこのように生きたのかということを
裏づける原理的内容があるかどうかが問題で

皆さんは、「真の父母」の本当の息子、娘

す。もしもこれができていなければ今まで成

ですか。真の子女とは何を中心として言うの

されたことをすべて失うことになるでしょう。

ですか。真の血統です。もちろん真の愛を通

ですから責任者は大変だというのです。

じて因縁が結ばれますが、成されるのは真の
血統を通じて連結されるのです。ですから真
の血統を通じて連結されればお母さん、お父

二

さんに似るのです。そう、皆さんは先生に似

真の御父母様を愛し誇ろう
一) 真の御父母様は人類全体の希望

ましたか。皆さんの目は青く、私は黒く、髪
の毛も違うでしょう？ 髪の毛がみんな白い

統一教会で言う「真の父母」とはどのよう

ではないですか。私は東洋人だし、顔が平た

な方ですか。堕落しなかったならば、神様が

いです。では、何が似るのかと言えば、骨子

縦的な愛になり、アダムとエバは神様の体に

だけ似るのです。骨子だけ似るとは、サタン

なるのです。神様の体と同じです。神様は骨

に勝つことと神様を絶対に愛するところだけ

のようで、アダムとエバは体のようなものだ

似るのです。それだけ似るのです。そうして

というのです。神様も心があり、体がありま

サタンを主管しコントロールするのです。

す。神様は内的な立場で内的な父母になり、
アダムとエバは外的な立場で外的な父母にな

皆さんが先生をどれほど愛さなければなら

るのです。内的、外的父母が一つになったそ

ないのでしょうか。根本問題に帰るのです。

の場で愛によって結ばれ、内的父母に侍るよ

サタン世界の愛の痕跡がある、その愛が染み

うになり、外的父母をもつようになります。

ついた立場で愛してはいけません。それ以上

神様と人間との愛の結合によって「真の父

でなければなりません。皆さんがサタン世界

母」、すなわち、完成した人間ができるはず

で生まれたお母さん、お父さん、妻子、その
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誰よりももっと愛さなければなりません。そ

シヤとして再び現れようとされるのです。完

れで聖書に「わたしよりも父または母を愛す

成したアダムを身代わりし、完成したエバを

る者は、わたしにふさわしくない。わたしよ

身代わりする中心人物が出てこなければなり

りもむすこや娘を愛する者はわたしにふさわ

ません。

しくない」（マタイ一〇・三七）とあるので
成約時代は神様自体が真の父母の姿をして、

す。そのような結論を下したのです。

万民の前に現れるようになります。統一教会
そう言いながらあとでは「自分の十字架を

が、政治によるどんな力を投入しても、主管

負うて、わたしに従ってきなさい」（同一

されない偉大な力をもっているのは正にこの

六・二四）と言いました。十字架を背負わな

ためです。生きている神様を私たちが直接目

ければならないと言いました。反対に引いて

で見て、感覚をもって体恤できる圏内で、体

いく力を押さえて越えようとすると、十字架

験を積みながら出ていくのが私たち統一教会

です。ここで悲痛な涙を流さなければなりま

の道なのです。

せん。
人間の願いは「真の父母」に出会うことで
「真の父母」とはどんな存在ですか。「真

す。死の道を行くとしても出会わなければな

の父母」はすべての希望の象徴です。堕落し

らない人が「真の父母」だというのです。歴

た人類の前に絶対的な希望の象徴なのです。

史をみな失い、時代をみな失い、自分の後孫

彼は歴史的結実体であり、時代的中心であり、

をみな失う恨があったとしても、「真の父

五十億の人類が生きている今日、この世界国

母」に出会うならば歴史を取り戻すのであり、

家圏の中心です。真の父母は将来の理想世界に

時代を取り戻すのであり、未来を取り戻すの

連結できる未来の線上においての出発点です。

です。このような方が正に真の父母だという
ことを皆さんは知らなければなりません。

万民が願うことは何でしょうか。世界国家
を迎える前に、「真の父母」を迎えようとす

「真の父母」というその名前の文字を考え

ることです。誰から出発したいのでしょうか。

る時、「真の父母」によって歴史が治められ、

皆さんの新しい息子、娘は皆さんの血筋を通

「真の父母」によって新しい世界に帰ること

じて生まれたいのではありません。「真の父

のできる起源ができ、「真の父母」によって

母」の血筋を通じて生まれたいというのです。

サタンを屈服させることのできる内的な因縁

ですから「真の父母」は新しい未来の出発点

が決定し、「真の父母」によって外的な世界

になるのです。

を占領しているサタンを征服して初めて、神
様を解怨成事してあげることのできる中心が

今日、神様は何を願っておられるのかと言

決定するのです。ですから「真の父母」と共

えば、この終末時代に御自身の姿を現すこと

に生き、「真の父母」の命令を奉じて行動で

を願っておられます。それで完全に心情的で

きる、この驚くべき恩賜に皆さんがまず感謝

縦的に復帰され完成した男、言い換えればメ

しなければなりません。
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皆さんが「真の父母」と完全に一つになる

文総裁が有名です。国のための愛国者とい

時、国家があるのであり、氏族もあるのであ

う言葉はみな認めています。また私が立てた

り、民族もあるのであり、家庭もあるのです。

功績には天下がみな頭を下げます。そして

天地のすべての栄光の価値を総合した実体基

「あの写真を掛けた以上、あの方の前におい

準が「真の父母」です。「真の父母」をこの

ては夫婦げんかもむやみにできない」と言い、

世のお金と換えますか。自分の生命を与えて

息子、娘の前にも「こら、あの文先生の前で

換えられますか。ですから昔と違うというの

はいけません」と言うようになれば、何が悪

です。皆さんがどこに行っても、「真の父

いことがあるでしょうか。自分の親の写真以

母」に侍るために大韓民国を訪ねてこなけれ

上に侍ることによって先祖たちが来て、先祖

ばなりません。皆さんの息子、娘も千世万世

として侍るのです。また先祖たちが来て、そ

の後孫たちもそうしなければなりません。で

の家に侍ることのできる祭壇になるのです。

すから統一教会は違うというのです。

それゆえ天上世界で福を受けることのできる
道があるので、夜中の三時になれば、皆さん

すべてのものはどこに帰結するのでしょう
か。「真の父母」に出会うことに帰結するの

は寝ますが、（先祖たちが）一家の周辺の邪
なる悪魔たちをみな追い出すのです。

です。人類の「真の父母」が現れるのが歴史
の願いであり、国家の願いであり、摂理の願

イスラエル民族がエジプトから出てくる時、

いです。それでそのような「真の父母」が現

門に血を塗って禍を免れたのと同じように、

れる時は、歴史上に一度しかない頂点を成す

お写真を持っていればそのようなことができ

時であり、空前絶後（前無後無）の時なので

るかもしれません。霊界は先生の写真をポケ

す。永遠な世界を通して見ると、人間の一生

ットに入れておくだけでも分かるのです。こ

というものは一度息をする期間と同じです。

のように小さな条件が門に血を塗ったのと同
じになるのです。

二) 家庭ごとに真の御父母様のお写真に侍る
先生のほほえみは、モナリザのほほえみほ
今日以後、皆さんは先生の写真を持ち歩く

どにも神秘なところがあるという経験をした

のがいいでしょう。そうすればどんな苦難に

ことでしょう。ある時はこうで、またある時

遭うとしても無事に耐えられるように保護し

はこうで、数十万種の姿に見えるこの神秘的

てもらえるでしょう。モーセがイスラエル民

な姿が、霊界が皆さんを協助できるようにし

族をエジプトのパロのもとから脱出させ、カ

てくれるという経験を大部分がしているだろ

ナンへ導くために奇跡を行う時、長子が艱難

うと思います。霊界の霊人たちはみな先生を

に遭い病気になって死にましたが、羊の血を

よく知っていますが、この写真を見れば霊界

門に塗った家は、その艱難がみな避けて行っ

が喜ぶでしょうか、悪く思うでしょうか。皆

たのです。霊界は私たち人間のすべての行動

さんの先祖たちがこれを媒介体にして連結で

を見ることができるだけでなく、保護してく

きるのです。このようないい材料だというこ

れたりもするのです。

とを知っていてください。
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今、レバレンド・ムーンの名声は国境を越

ていきなさいという表示です。ですからいつ

えました。至る所にいる為政者たちの中には

もお客さんをもてなすことのできる準備をし

書斎にレバレンド・ムーンの写真を掛けてお

なければなりません。父母様を身代わりして

いて慕い仰ぐ人が多いということを私がよく

そのような準備をしなければなりません。で

知っています。尹博士も私の写真を掛けまし

すから部屋もなければならないでしょう。し

たか。毎日あいさつしますか。毎日キスしま

かし父母様が来られないので、父母様の代わ

すか。熱情的でなければなりません。キスし

りにお客さんに侍るというのです。この思想

なければなりません。だからと言って失礼で

は天の最高の基準の前に平準化思想を連結さ

はありません。神様の愛を代表してキスする

せるためのものです。そのような意味で、お

ことによって、霊界に行った人たちが私がキ

客さんを神様のように、父母様のように侍り

スすることで同参権、同位権をもつようにす

なさい。そのような人は福を受けます。

るためにこうすると言う時、神様が「ノー」
とは言われません。「そうだ。お前の言葉が
三

正しい」と言われるのです。どうですか、尹

真の御父母様に侍るにも法度がある
一) 侍義時代の法は最高の法

世元博士？ そのようにされたら。

父母様の写真を貼って統一教会の旗さえ揚
げれば、それは天の国の眷属（一族）になる

皆さんが挙動すること、座ること、すべて

のです。天の国の眷属にしてあげるというの

のことが条文化されなければなりません。先

です。ですから今回、旗を揚げることを呪っ

生に対する時のあいさつ法のようなものも条

て罰にあたった人が多いではありませんか。

文化されなければなりません。先生に対する

本当に不思議です。先生に後ろ指をさして病

時のあいさつ法、それはみなあるのではない

気になり、何日も夜祈祷して悔い改めたら治

ですか。そうではないでしょうか。社会にも

った、そのようなことが起こっているではあ

そのような法があるのですから、そうなるべ

りませんか。なぜですか。天運が訪ねてくる

きではないですか。

ので個人の運勢では止められません。宿命的
な道です。モーセがさおにかけた青銅のへび

今日までの人倫道徳は父母が子供を愛し、

を上げている時、それを見上げた人はみな生

子供は父母に孝行し、夫婦には区別がなけれ

き残りました。統一教会の旗を見つめて行く

ばならないというものでした。これは三綱五

たびに敬拝し、来るたびに敬拝して、写真を

倫の礎石として今まで伝わってきましたが、

見て行くたびに敬拝し、来るたびに敬拝すれ

これがやはり変わりつつあります。このよう

ば生きるというのです。

に既存の慣習や規範などが自然に変わる気勢
が社会環境に、生活環境に浸透して入ってく

統一の旗を揚げるのは、通り過ぎる食口た

る日が終わりの日だというのです。メシヤが

ちがおなかがすいたらここに来て休みなさい

この地上に現れるとするならその方がこの問

という表示であり、お昼時なら昼食でも食べ

題を収拾しなければなりません。
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堕落した習慣に対するすべてのことを正す

この世には父母が死んで、三年の喪に服す

ための新しい法があるのではありませんか。

時には毎日朝夕に上食（注：喪家で朝夕霊前

私たちの前には数多くの法的過程が待ってい

に供える食事）を供え、出ていく時や入って

ることを皆さんは知らなければなりません。

くる時、霊座（注：位牌の奉安所）に告げて

それを越えていかなければなりません。

あいさつする法度があるではないかというの
です。皆さんはそれ以上にしなければなりま

韓国の法（風習、しきたり）では目上の方

せん。皆さんが今していることが、み旨から

から何かをもらう時、両手でもらうようにな

見る時、天の格式にぴったり合わせた生活で

っています。それは水平になってこそ愛を受

すか。とんでもないというのです。

けることができるというのです。受けるのは
垂直を通じて九〇度で受けなければなりませ

家庭の伝統を立てる最も早い道は先生が生

ん。人心は天心だと言うでしょう。私たちの

きている時にすることです。元来は毎朝、沐

すべての規範は良心の道理に従って相対的に

浴斎戒し、一里の外から歩いてきて先生に敬

つくられて出てきたものなので、水平になら

拝を捧げなければなりません。このような伝

なければなりません。また、道を歩くときも

統を立てられなければ、自分の後孫たちの道

東洋思想は目上の人が先に立たなければなり

がふさがるのです。

ません。なぜですか。先に出てきたからです。
そのように、環境を合わせようとしてそうす

統一教会の中に、先生がたまに映画を見に

るのです。あとの者は後ろに立ち、高いもの

行くと「私たちも映画を見に行かないと…

は高いものに、低いなら低いところに、前の

…」と言います。とんでもありません。昔は

ものは前のものに、後ろのものは後ろのもの

先生は劇場の前に行ってみたこともありませ

に、上のものは上のものとして、前後を整え

んでした。そのような訓練を経て、そのよう

なければなりません。そのような観は変わる

な所へ行っても自分が汚されず、支配されな

ものではありません。それは永遠不変のもの

い自主的な人間になったので問題にならない

です。

のです。しかし先生がするとおりにみなする
と……。私が地方へ行ったときある者が、私

一国の王様と臣下の間にも毎朝、調和があ
るのです。韓国の家庭を見れば、朝父母が起

が良くない言葉を使うと言うのです。このよ
うな輩たちがいます。

きれば父母に先にあいさつをします。このよ

私がぞんざいな言葉を使う時までは、幼子

うなものが韓国の法度ではありませんか。皆

にまでも仕えて敬拝し、神様の前に侍る生活

さんは歴史時代を蕩減するためには法の中の

をしてきました。み旨を知ってみると、先生

法、孝行する法なら孝行する法の中でも最高

が皆さんに敬語を使えば（皆さんは）決まり

の法度を立てなければならず、国家において

が悪くて顔を上げて話ができないのです。礼

も最高の基準を越えることのできる法を立て

儀正しく対してみましょうか。どれほどばつ

なければならないというのです。

が悪いでしょうか。
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二) 人間が貴いのは人倫道徳のため

人間が貴いのは人倫道徳があるからです。
人倫は人と人の関係を言います。一人の人の

ローマ法が現在、世界法の基礎になってい

みでは人倫という言葉は使いません。人倫と

ますが、人倫道徳はどこまでも良心を根拠に

いう言葉は二人以上になってこそ成立します。

します。法よりは良心だというのです。良心

男性と女性が結婚した家庭から社会の倫理と

の基礎は善です。善を標準とするのです。善

いう言葉が成立するのです。倫理は人間関係

を外れて間違う時は、良心がその間違ったこ

の道理であり、法則です。

とを正していきます。そして良心に一致でき
る普遍的な社会体制を形成しようとすると、

宇宙の日月星辰の創造の法則、すなわち、

法令も必要なのです。ですから結局、人倫は

天道によって縦的秩序の体系を成しているの

どこに根拠を置くのですか。天倫に根拠を置

と同じように、家庭においても祖父母、父母、

くのです。

子女に成される縦的秩序と兄弟姉妹に成され
る横的秩序の体系が立てられると同時に、相

人倫は何を通じて形成されるのかと言えば、
情を通じて形成されます。家族関係や道徳観

応する価値観、すなわち、規範が成立された
ことを明らかにしなければならないでしょう。

念、社会制度、秩序というのは、全部情緒的
な面です。情を先に感じたそれが長くなった

私たちは超民族的、超国家的な新しい伝統

とか次元が高いということになれば、そこに

を立てていかなければなりません。その伝統

頭を下げるようになります。皆さんはそれを

を私たちの思いのままにするのではなく、神

知らなければなりません。人倫形成の動機は

様が願うとおりに伝統の相対的基盤を磨いて

情からです。父母が子女を愛するところから

いかなければなりません。皆さんの習慣性や

人倫が始まります。子供が父母を愛するとこ

過去の風習、現在の流行というものに歩調を

ろから真の人間関係は成立するのです。

合わせるのではありません。完全に違うとい
うことを皆さんが知らなければなりません。

皆さんは父母を愛し、必要とします。いつ
も父母に会いたがり、一緒にいたがります。

世界を見れば全体が調和するようになって

それはなぜでしょうか。年齢で見ても差があ

いるのです。ぎこちないところがないように、

り、秩序的関係を見ても上下の関係があるか

自然ながらも全部和合するための一つの刺激

らです。ですからそこには礼を備え、尊敬し、

的な動機になれるようになっているのです。

孝行しなければなりません。このようなすべ

そのように、見た目に良くないところを注目

ての社会生活の人倫道徳的な内容を備え、上

するようにはなっていないのです。

下関係において、一つは主体であり、一つは
対象の立場に立たなければなりません。ここ
で孝子になるには、従順や服従という内容を

第三章 礼拝と教会生活礼節

介在させて、自分が会いたいと思わなければ

一

ならないというのです。これが親子関係です。
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教会が目指すべき目的は、神様の国を求め

の立場は、一つしかありません。対象は東西

て建てることです。神様の本来の創造理想は、

南北四方にあり、三六〇度回転しなければな

国を中心として一つの世界をつくることです。

りませんが、主体は中心のたった一カ所にあ

そういう創造理想であるがゆえに、教会が目

るだけです。そこは絶対的な圏内です。二つ

指すべき目的地は、教会を建てることではな

ではありません。中心が二つになることがあ

く、国を建てることなのです。

るでしょうか。中心が行ったり来たりすると、
滅びる可能性が増すのです。

今後、教会時代は過ぎ去っていきます。人
類が願うのは、教会ではありません。教会は

「全知全能で慈悲と愛に満ちた神様である

堕落圏内で、復帰の運命の道を行く際に必要

ゆえ、千回、万回罪を犯しても許してくださ

なのであって、新たな時を迎えれば、教会時

る」と、クリスチャンは言っています。そう

代は終わるのです。それゆえ統一教会は、教

言って教会で祈祷して出てくるや否や、けん

会活動をするのではありません。教会の名で

かをするのです。教会は、罪を犯してから悔

社会に適応し、社会を改革し、社会の廓清

い改める懺悔堂ではありません。それほど多

（浄化）運動をするのです。そうすることが、

くの罪を許せる神様であるとするならば、エ

その国と民族、そして世界に住む人類には果

デンの園で一度犯した罪を、どうして許すこ

たすことのできない、開拓者の使命を成し遂

とができないのでしょうか。 そうではない

げることになるのです。今こそ皆さんは、こ

ですか。また、サタンが許される道があった

の道を行かなければなりません。

とするならば、サタンは悔い改めたことでし
ょう。千回、万回涙を流して悔い改めたこと

教会は、過去、現在、未来の因縁の本拠地

でしょう。

です。それゆえ、蕩減条件を立てるための媒
介体であり、み言と人格と心情を総合する所

教会が一つから二つに分かれ、そのように
して三回分かれると、神様は去っていきます。

だと言うことができます。

天理の原則はそうなっています。そうして家
教会は、天地をつなぐ至聖所です。教会は、

庭的に集まります。恵みのある人は家庭的に

世界への門戸であり、すべての人に相互扶助

集まるのです。教会に行きません。家庭でひ

の因縁をもたせ、国家存亡の霊的支柱となる

れ伏して祈祷します。そのようになるかなら

のです。教会は、霊的生活の源泉であり、

ないか、見ていてください。

日々の生活に力を補給してくれます。
統一教会の目的とは何ですか。人類に対し
家庭に忠誠を尽くす前に教会に忠誠を尽く

て、神様とメシヤとで地球星で踊りを踊り、

し、社会に忠誠を尽くす前に教会に忠誠を尽

サタンまでもみんな福を受けるようにしよう

くすのが原則です。教会が主体であり、家庭

ということです。これが統一教会の道です。

と社会は対象だからです。賢い人はどこに立

どれほど偉大でしょうか。そこまで行こうと

つでしょうか。主体の立場に立ちます。主体

いうのが統一教会です。さあ、話を聞いてみ
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ると、統一教会は素晴らしい所でしょう。こ

顔が良くて若くなければ伝道ができないと

の世の人々は統一教会がどうで、異端で、何

いうのですか。とんでもありません。教会は

かの邪教だと言いますが、私たちは「フン

家庭の延長です。家庭の延長であることを知

ッ！」とも言いません。聖なる人たちが道を

らなければなりません。おばあさん、おじい

行くのに町内の犬がほえている、このように

さんがいなければならないし、おばさんがい

考えるのです。

なければならないし、おじさんがいなければ
ならないし、若い人もいなければならないの

終わりの日、この時代の統一教会の使命は

です。教会に若い人しかいなければ荒廃しま

「神様の願いとは何か。人類の願いとは何か。

す。これを早く是正しなければならない、と

神様の愛とは何か。人類の事情とは何か。神

いうのが先生の考えです。

様の心情とは何か。人間たちの心情とは何
か」ということを教えてあげることです。そ

年上の人に侍ることができなければなりま

のために出てきた教会です。そのような世界

せん。おばあさん、おじいさんは神様の代わ

を教えてあげることができ、千人、万人をみな

りであり、お母さん、お父さんは父母であり、

教育するとすれば、この理念圏内の世界は、統

自分と息子、娘まで四段階なのです。おばあ

一されまいとしても統一されざるを得ません。

さん、おじいさん、父母、私、こういう段階
で見ると三段階です。この運命圏を外れるこ
とができないのが人生だというのです。おば
あさん、おじいさん、お父さん、自分たち夫

二) 教会は家庭の延長である

婦、息子、娘、三段階は線を四本引いて初め
「私は誰々のために教会へ行く。私は愛す

て三つの段階ができるでしょう。 七数の基

る息子、娘のために教会へ行く。愛する夫の

準なので、これを結び合わせなければ三段階

ために、妻のために教会に行く」と言う人は、

はできないのです。これを結ばなければ、す

みな乗り越えていくことはできません。誰の

べてが勝手にばらばらになります。三段階がで

ために教会へ行くのかというと、神様のため

きるにはこれを結ばなければならないのです。

に行くのです。神様を私の神様として侍るた
めに、神様の愛を私の愛として得るために教
会に行くのです。

教会生活で神様から公認を受け得る立場に
立っていない人は、社会生活において神様に
代わる生活をすることはできません。内的な

公的な教会は、自分の家よりも貴いものです。

教会生活で、神様の公認を受けるかどうかが
問題です。ところが今、皆さんの教会に対す

天国は教会を通して連結されます。すなわ

る観念について考えてみると、教会で集会す

ち、家庭は教会を通さなければなりません。

るその時間がどれほど貴いかを忘れています。

それゆえ、教会は家庭が勝利するための基盤

教会の公的集会に対する観念が希薄なので、

であり、家法を結実させる所であり、人格の

み旨の進んでいる方向に対しても希薄になる

認定を受ける所であり、天国生活の訓練場です。

のです。内的に自分がどういう立場に立ち得
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るかを確実に知らないがゆえに、外的基準も

って人を愛することなのです。そして人を救

確実ではないのです。

うことなのです。

教会生活は良くできても社会生活は良くで

人格者となるためには、組織的な訓練が必

きないという人もいれば、社会生活は良くで

要です。集団的な教会生活を通過しなければ

きても教会生活は良くできないという人もい

なりません。すなわち、全体的な理念や制度

ます。このような点から見ると、社会生活は

に通じることができるかが問題です。そのよ

良くできても教会生活が良くできない人は、

うな関門が、教会になるのです。

実を結ぶための要因とその内容がありません。
教会生活は良くできても社会生活が良くでき

皆さんが 今まで習慣的に生きてきた社会

ない人と、社会生活は良くできても教会生活

生活全体と、教会を中心とした生活全体を考

が良くできない人とでは、どちらのほうが良

えて、どちらが内的であるかというと、教会

いかというと、教会生活が良くできる人のほ

生活が内的です。それでは皆さんは、どれほ

うがいいのです。結実の要因をもった人は、

ど内的生活の価値の基準を立ててきたでしょ

あすの希望をもって動いていくことができま

うか。ある人は、み旨を中心として行くと言

すが、結実の要因をもっていない人は、結実

いながらも、「私がこうすることがみ旨にな

と関係を結ぶことができないのです。

るだろう」と勝手に考えます。そのようなと
ころに神様は、いることができるでしょうか。

皆さんは血統を通して神様の息子、娘であ
ることを証し、真理を通して神様の息子、娘

統一教会に反対する人が教会で御飯を食べ

であることを証し、生活を通して神様の息子、

ていったとしても、笑いながら送りなさい。

娘であることを証し、仕事を通して神様の息

食べ物をけちってはいけません。 統一教会

子、娘であることを証し得る基準を求めて立

員ではない人が来て御飯を食べたからといっ

つことができなければなりません。この基準

て、「なぜ食べるのか」と言ってはならない

を求めることができないならば、教会に来て

のです。先生がこのようなことを言うのは、

信仰生活をしていても、それは小間使いのす

今まで八道江山（国中）の誰もが、統一教会

ることにすぎないのです。

員はもちろんのこと、統一教会員ではない人
も、ここに来て御飯を食べたことのない人は

家庭と教会と社会の三角圏を中心として考

いないと思うからです。

えると、皆さんは家庭を中心とした思いが強
いですか、教会を中心とした思いが強いです

人が最も好むのは赤ん坊であり、最も嫌が

か。 それとも社会を中心として自分が出世

るのは先の短いおじいさん、おばあさんです。

しようという思いが強いですか。 皆さんは

極と極です。天の運動とはどのようなものか

どの思いが強いかを考えてみてください。神

というと、極と極を包括するための運動では

様は、どのような人に協助し同情するでしょ

ないかということです。子供と一つになろう

うか。教会を考えるというのは、神様に代わ

として、おばあさん、おじいさんが杖をつい
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て来ては、遊んで御飯を食べていったり、そ

二

礼拝は神様に最高の敬意を表す儀式

うなればそこは栄えるのです。皆さんがおじ

一) 礼拝時間は神様に出会う時

いさん、おばあさんの友達になり、おじいさ
ん、おばあさんは皆さんに夢中になって夜も

安息日を聖なるものとして守る目的は、神

眠らず、自分の家の良い庭や、床の間、鯨の

様が願う国を建て、人類を救うことでなけれ

背中のような（とても大きくて立派な）家を

ばなりません。キリスト教が安息日を守って

さておいて、教会の板の間で寝るというよう

きたのは、この日を聖なるものとして守るこ

になれば、そこ、その団体、その人がいる所

とにより自分自身が昇華され、自分自身を思

はどんどん栄えるというのが原則なのです。

う、すなわち救いという目的に重点を置いた
ためです。私たちが安息日を守る目的は、自

おばあさんが「ここに教会長はいるか」と

分の救いの道を促進することでもありますが、

訪ねてきた時に、遠くから見て「いないよ、

さらに進んで全体を救い、今後神様の摂理で

いない」と言えば罰を受けます。「教会長は

ある国と世界を救うという目的に、より重点

出掛けたけど、おばあさん何の用。 年寄り

を置いているのです。これが、より高い責任

のおばあさんは要らないよ」と言ってごらん

をもつ神様の願いであることを知らなければ

なさい。神様が御覧になって「こいつ、お前

なりません。

はどこから来たのか」と引っ掛かるのです。
年を取ったおばあさん、おじいさんを否定す

礼拝を捧げる時間は、祭祀を捧げる時間で

るということは、お母さん、お父さんを否定

す。自分の過去を神様に贖罪しなければなり

することです。ですから年を取ったお母さん、

ません。ゆえに礼拝の時間は、自由のない時

お父さん、おばあさん、おじいさんを良く奉

間です。

養してこそ、孝行者なのです。
礼拝時間は、押し寄せるいかなるサタンの
権限も防ぎ止め、父の前に勝利の栄光をお返
ある男性が、気の合わない女性と結婚して

しすることを約束する時間です。

おもしろくない生活をしていて、楽しく暮ら
している家に行くと、その家の人が本当に幸
福に思われるのです。だからといって二度結

礼拝を捧げる時間は、怨讐と一騎打ちをす
るよりも深刻な時です。

婚しろというのではありません。幸福になる
ためには教会が必要なのです。人は刺激を受

礼拝の時間に早く来た分は、神様のために

けなければなりません。刺激というのは、い

捧げた時間となりますから、千金、万金を出

つもいるところに来るのではありません。対

しても買うことのできない価値があります。

比されるところから刺激は来るのです。天だ

礼拝の時間は神様に捧げる時間であるために、

けでは天になることはできません。地があっ

その時間に遅れることは神様から盗みをする

てこそ天となるのです。それゆえ、すべての

ことと同じです。礼拝には決められた時間に

ものはみな相対性をもっているのです。

来なければなりません。そうすることによっ
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て、それだけ神様の前に面目を立てることが

なければなりません。神様の前に一人祈祷し

できます。そうなれば、きのうよりも良い心

涙するという立場は、絶対に孤独ではありま

をもって天の前に近づくことができますが、

せん。神様が共にあられるので、絶対に寂し

遅れて来て、祈祷するときも目をパチクリさ

くはないのです。皆さんが三年以上精誠を尽

せながら、「先生はきょうどんなみ言を語ら

くしたにもかかわらず、その町で訪ねてくる

れるか」と座っている姿を見ると、惨めで仕

人がいなければ、その町は滅びるのです。

方がありません。
礼拝に来るにしても、ただ何も考えずに来
神様の前に出て侍る場に、礼服を着ないで

るよりも、見えない心を尽くして一日、二日

参席できるでしょうか。目に見える礼服では

と、精誠を尽くした時間が長ければ長いほど

ありません。心情の礼服です。このように集

光るのです。ですから見えないものが多いほ

まった皆さんのその心から、み言とともに賛

どに、天が自分を保護し守ってくれるのです。

美とともに感激した心情が流れ出てきたなら

妻が、目には見えない心で一日中夫のことを

ば、天は皆さんを通して役事されます。堕落

思った上で、目に見える顔で、口でほほえむ

した人間がエデンの園から追放されたとき、

と、光るというのです。栄光の光がです。そ

涙を流しながら追われましたが、皆さんは涙

の笑顔には、夫を引きつける魅惑的な力があ

を流すとしても、喜びの涙を流しながら、笑

るのです。同じような道理です。

い顔で神様に会わなければなりません。悲し
みの涙も流したことのない者が、喜びの涙を
今後は礼拝をするにも説教形式ではなく、

先に流してはなりません。

報告形式でしなければなりません。報告の内
容は、その家庭が誇ることのできるものでな
礼拝時間のために、三日前から心を焦がし

ければなりません。ですから家庭全体が来て、

て準備しなければなりません。万民の幸福を

礼拝を捧げなければならないのです。そうし

祈り、万民を蘇生させるための復活の権限と

て良い家庭があれば、見習い、あまり良くな

生命の因縁を結ぼうと苦悶しながら教会に入

い家庭があれば、うまくいくように導いてあ

らなければならず、神様の前にのどの詰まる

げなければなりません。そのようにして、家

ような心で礼拝に参席しなければなりません。

庭天国を建設するのです。先に家庭天国をつ

それでも足りないのに、皆さんは行商人より

くることができなければ、地上天国はつくら

もずうずうしいのです。

れないということを確実に知らなければなり
ません。

主日（聖日）礼拝の時は沐浴斎戒して神様
の前に敬拝をして、聖地へ行って祈祷しなけ

まず、教会生活を徹底しなければなりませ

ればなりません。たとえ訪ねてくる人がいな

ん。そのためには、公式的な礼拝時間を厳守

くても、神様がその部落を照覧されて役事す

しなければなりません。公式的に参席すべき

ることのできる心情的な基盤をつくっておか

時間を守る模範とならなければなりません。
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天の前に出るときに、約束は絶対的に厳守

くるのではなく、歩いてこなければなりませ

しなければなりません。約束を守らない人が、

ん。ここに来て祈祷するのではなく、祈祷し

どうして恵みを受けることができるでしょう

て来て、もっと懇切な祈祷をしなければなり

か。そのような人は、途中でやめてしまいま

ません。精誠というのは、このようにして尽

す。途中でやめてしまうというのです。今後、

くすものなのです。

先生は皆さんが動くとおりに指導します。嫌
だったらおやめなさい。誰が滅びるか見てみ

天は、懇切に慕い苦労する人に対されます。
誰でも訪ねていったからといって対してくだ

ようというのです。

さる天ではありません。ですから時間だけは
絶対に厳守しなければなりません。今後、時
聖日の公的な集会に出席する模範とならな

間を守らなければ前に立たせて恥をかかせます。

ければなりません。礼拝に来るとき、子女た
ちがうらやましがってついてきたがるように、
夫婦が一緒に仲良く来なければなりません。

本来は礼拝時間が過ぎれば戸を閉めてしま

十時前に教会に来て、聖日の準備をしなけれ

わなければなりません。遅れてきた人を集め

ばならないのです。

て話したくありません。このような皆さんを
集めて、ある基準まで引き上げようとして二

礼拝時間はサタンと闘う時です。一騎打ち

時間、三時間話をするのです。そうして初め

する時なのです。それなのに眠っていていい

て、私が天の前に祈祷し、覚悟した心情的な

でしょうか。そういう人がいれば、揺すって

基準と、つながれるのです。

起こしてあげなさい。「サタンよ退け」とイ
エス様がぺテロに言ったように、横腹を一発

神様の前に出ていく上で、時間というのは

たたきなさい。それは愛なのです。先生は礼

何よりも重要なものです。時を知らなければ

拝の時に居眠りをする者がいれば、そのまま

滅びるのです。時を逃せば滅びるのです。神

ほってはおきません。

様は極めて聖別された環境を要求し、聖別さ
れた心を要求するのに、時間も守れずに後ろ

精誠を尽くすべき人が、礼拝時間に遅れて
もいいでしょうか。そのような人は、恥ずか

の方で賛美歌を歌っているのです。天はその
ような賛美を願われません。

しくて顔も上げられない、罪人中の罪人だと
いう思いをもたなければなりません。そして、

公式的な礼拝の時間を守らなければなりま

今後は時間をきちんと守ることを誓って、人

せん。分かりましたか。そうすれば間違いな

よりも多くの精誠を尽くさなければなりませ

く発展します。

ん。時間も守らずに「ああ、天よ」と言うこ
とができるでしょうか。精誠は、人に知られ

二) 夜の礼拝（夕拝）、早朝集会、徹夜精誠

るように尽くすのではありません。教会に来
て精誠を尽くそうとするならば、車に乗って

夕拝に力を注ぎなさい。
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土曜日の夜は、教会で徹夜をしなければな

でしょうか。今までできなかったのであれば、
もっと一生懸命に、もっと上手にやりなさい。

りません。

他の方法を研究してでもやりなさいというの
今後、集会は夜に多くしようと思います。

です。

闇の世界を切り開いていかなければならない
からです。そのためには、懇切な心情をもた

十二時が過ぎて、鶏の鳴く声が聞こえるま
でみ言を伝えてみなさいというのです。どれ

なければなりません。

ほど神秘的なことでしょうか。しんと静まり
夕拝には、伝道をして来なければなりませ

返った夜に、近所の犬がほえるのを聞きなが

ん。そうしなければ、教会の威信が立ちませ

らみ言を伝えてみなさいというのです。あた

ん。礼拝時間には、引導者（司会者）よりも

かも明るい陽光を求めて新たな人生の道を打

先に来ていなければなりません。

開していくようでもあり、灯台の光を求めて
新たな航海に出る船長のような気分を感じる

人が眠る時間にぐっすり寝て、食べるだけ

のです。周囲が神秘でいっぱいの世界を一人

食べて、楽に来て座って礼拝を受けたらいい

で行くような勇敢な姿、たくましい姿、荘厳

のに、どうして早朝から礼拝を受けるのでし

な姿を感じることでしょう。このような心情

ょうか。どうして早朝から礼拝をするのでし

的な絆をもつためには、夜の時間を中心とし

ょうか。 人とは違わなければならないとい

て指導しなさいというのです。夜や早朝に、

うのです。他の宗教集団や信仰者と同じでは

このような活動を展開する必要があります。

いけないのです。違わなければなりません。
夜、深夜は神秘性があります。それゆえ復
私が早朝三時に集めて一年なり何年なり伝

興会をするなら、昼間するよりも夜するほう

統を立てて眠らせないようにすることでしょ

が恵みが多いのです。なぜかというと、昼間

う。人は怠惰になってはなりません。楽にし

は私たちの感情がみな分散しているからです。

てはならないのです。楽な世界では発展がな

視聴覚、五感で感じるすべての感覚が、昼間

いのです。それゆえ、どの国家でも新たに復

は分散しやすいのです。しかし、夜はむしろ

興したからといって、それに満足し陶酔して

集中します。すべてが私を包囲し、私という

いれば滅びるのです。

ものをはっきりとさせます。そのような圏内
に私が自動的に立つために、夜は神様と共に

昼間は働かなければなりませんが、宗教的
なことは夜にしなければなりません。夜が効

恵みの役事をしやすいのです。神様も良く役
事をしてくださることができるのです。

果的なのです。また早朝に教えても効果的で
す。そして、一度来た人が、来ないではいら

早朝に起きて、自分の一日の生活が父の前

れずに家から逃げてくるほどにしなければな

に感謝の実体となることができるよう祈りな

らないのです。皆さん自身が、そうならなけ

がら、花の咲く春の園のごとき自由の園で、

ればなりません。動機がないのに結果がある

神様が私を立てて摂理することのできる希望
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一) 教役者（牧会者）は公的でなけ

の結実体になろうとしなければなりません。
昼になって仕事場に行けば、希望の結実体が

ればならない

育つ夏のようにもう一歩発展し、神様が共に
千人以上を率いる人は、霊界の鑑定を受け

おられる価値を現すことのできる存在になろ

て立てられた人です。

うとしなければなりません。

また夕方は、全体をみな集約して一つの決

自信があって責任者になるのではありませ

心を父の前に捧げることのできる秋のごとき

ん。先生も「自分に自信がある」と考えたこ

時なので、祭物になれる立場に立とうとし、

とはありません。自信よりも、神様が慕い、

冬に当たる夜は、生命力を携えて神様と内在

神様が訪ねるその人を慕うべきだということ

的な父子の起源を結び、すべての価値を受け

を知っていたがゆえに、いかにしてその心情

止め得る自身となろうとしなければなりませ

をもって立ち上がるかということが問題でし

ん。このように一年三百六十五日を勝利の日

た。その心情さえ通じれば、できないことが

としながら感謝する生活をする人であれば、

ありません。慕うその人をより高め、悲しむ

その人は父と関係を結んで生き、生きがいの

人を慰労できる心をもつべきだということを

ある生活をしていると感じることができるで

知らなければなりません。

しょう。
真の牧者（牧会者）は、自分が真の牧者だ
皆さんが時間の過ぎるのも忘れているのは、

とは言いません。いつも黙々と神様のみ旨と

神様の愛に酔っているからです。ですから草

すべての万象を自分の心に抱いて進むのみで

創期には、夜を明かしてみ言を聞き、み言を

あり、自分の立場を弁明しないのです。

語るのが常でした。
公的なことのために疲れも忘れて走り、い
眠る時間を計算して「きょうは眠れなかっ

つ寝たのかも知らずにぐっすりと寝て朝起き

たから、あすはもっと寝なければならない」

ると、体がどれほど軽いか知れません。その

と言ってはなりません。皆さんはそうでしょ

ようなことを思うと、「ああ、天に行く道は

う。「聖日の朝は断食だから土曜日の晩に御

こうして行くのが原則なのだ」と思われます。

飯をもっと食べよう」、このような断食は、

ところが「ああ、きのうは三時間しか眠れな

してもしなくても同じです。むしろ断食をし

かったからきょうは五、六時間寝なければな

ないほうがいいくらいです。断食をするから

らないのだが」と思いながら寝て起きると、腰

といって前の日にたくさん食べると、かえっ

が痛く、体中がとても重いのです。ですからそ

ておなかがすくのです。そのように食べてみ

のように思ってはならないということです。

なさい。胃を広げておいて突然空にするので
すから、おなかがすいて当たり前でしょう。

責任者は、いくら疲れても先に横になるの
ではありません。みんなを寝かしてから横に

三

教役者（牧会者）がもつべき姿勢

ならなければなりません。祈祷をする時も一
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番最後までしなければならないし、信仰生活

を突破して、あすへと向かう希望の前に準備

をするにおいても食べられず、いいものを着

態勢を整えて進むべきです。

ることもできず、貧しいながらも精誠を尽く
さなければならないのが責任者の立場です。

いったん責任を負ったならば、次は戦闘で

そのようにすれば、「滅びよ」と言っても滅

す。闘争です。お前が負けるか、私が負ける

ぶことができないのです。

かという戦いをしなければなりません。皆さ
んはその戦いで、皆さんの一代で少なくとも

先生は、精誠を尽くす人の前ではどうする

三人以上、反対する立場にいる人を自然屈服

こともできません。今まで教会を指導してき

させ得る基盤をつくらなければなりません。

ながら、二人の人がいて、その二人のうちの
どちらが優秀かという問題を解決すべき時は、

皆さんはまず理論に対する知識をもち、次

顔の良し悪しを見るのではなく、心がどこに

に、できるという信念をもつべきです。自分

向いているかを見ました。すなわち、私的で

の考えが及ばず、自分の信念が及ばなければ、

あるか、より公的であるかを見たのです。

自分のものにならずに人に奪われやすいので
す。しかし、自分が実践してつくった基盤、

朝第一歩を踏み出す時も、公的な一歩であ

根をしっかりと張ってできた基盤は、それ以

るか、私的な一歩であるかを反省しなければ

上の力を加え、それ以上の信念を加えない限

なりません。そして一日の仕事を終えて床に

りは、絶対に奪われることはありません。

就いた時も、公的な一日を送ったのか、私的
な一日を送ったのか反省しなければなりませ

責任をもつ前に、どのような心をもたなけ

ん。また、一年を中心として公的な生活をし

ればならないでしょうか。責任を負えなけれ

たか、私的な生活をしたか、一生を中心とし

ば命に替える、という信念をもたなければな

て公的であったか、私的であったかを反省し

りません。そのようになれば、問題の核心を

なければなりません。

解決する解決点が生じるのです。

公職に就いている人はかわいそうです。も

「人間としてできる限りの最大の努力をし

てる精誠を尽くしたのに、仮にみ旨の前に誤

ました。夜も昼も心のすべて、精誠の限りを

って、自分のせいで千年の功績が駄目になっ

捧げました」と言うことのできる立場、天が

てしまったらどうなるでしょうか。そんな心

見てもそれ以上できないという立場でそこを

情で生活しているのです。

去る時、たとえその人がすべてを成し得なか
ったとしても、天は成した価値以上に報いて

過ぎゆく歳月とともに流れていってはいけ
ません。新たな日に備えて前進する群れとな

くださるのです。皆さんはそれを知らなけれ
ばなりません。

らなければ、荒野ではげたかの餌食となりま
す。私たちは歴史的開拓者だという事実を知

教会長はその地方の祭司長です。寝られな

らなければなりません。開拓者は困難な環境

くても、恵みを祈ってあげなければなりませ
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ん。多くの人を救うために祭物を扱うのです

場に行けば一等労働者になれる、そのような

から、精誠を尽くす苦労をしなければなりま

訓練をした人です。そこに神様が愛する人が

せん。祭祀には実体（教会長）と主人（神

いれば、私が行って抱き締め、環境をすべて

様）が一つとなって初めて、返ってくるもの

収拾してそこで涙を流し、友達になれる、こ

があるのです。

のような心情的な訓練をした人なのです。

祭祀は、誰が管理するのでしょうか。祭司
二) 食口の指導は精誠によって

長が管理します。客が管理してはいけません。
それゆえ公的な和合の場を重要視しなければ

教会員（食口）を慕うのも、初恋をするよ

発展することができません。

うな心で慕わなければなりません。
祭物の前に立った人たちは頭を下げなけれ
ばならない、というのが天法です。その祭壇

核心要員は、夜を徹してでも精誠を尽くし

には神様が臨在して干渉されるのです。心情

て育てなければなりません。そのように三日

的に私は、きょうこの祭壇の前に情熱とすべ

間精誠を尽くせば、その人は一生忘れること

ての力と努力を捧げきり、自分の生涯で最高

のできない恵みの因縁を結ぶのです。伝道対

の誠心誠意を尽くして口を開くとき、神様が

象者が夜遅くまでいて帰る時にも、帰らずに

協助されるのです。祭物は深刻な立場で捧げ

もっといてほしいと思うようであれば霊界が

られるものなのです。

協助してくれます。

一生の間、嫌になるほど食べて、笑って、
踊って生きたのちにお墓に行けば、福となる

まず自分自身がみ旨に酔ってこそ相手にも
伝わるものです。

ことが何かあるでしょうか。そのような人の
お墓には草が生えるだけですが、国のために

先生が食口を育てるために千辛万苦したよ

血を流して死んだ人のお墓には、その国が生

うに、皆さんもそうしなさいというのです。

きている限り花が咲くことでしょう。

夜に客が来たならば、ひざまずいて天の恵み
を祈ってあげ、昼間に来た客には奥の間に通

統一教会の先生になるのは易しくありませ

して自分の親戚よりもうれしい客としてもて

ん。それは罪人のように、囚人服を着て死刑

なし、「私の家はこういう家です」という家

場への道を歩いていく、そんな気分で歩んで

風を立てなければなりません。そのような家

いる人だというのです。皆さんは刑務所生活

風を立てるならば、その人は誰のために生き

をしたことがないので分からないでしょう。

るでしょうか。他人をもてなす伝統をもった

豪華な家に住んでいますが、私はその家を必

人たちが教役者（牧会者）を飢えさせるでし

要とする人ではありません。私は草屋にも住

ょうか。教役者を飢えさせておきながら恵み

める人です。草屋にも住めるように訓練され

を受けようという人たちには、口に砂を入れ

ています。服を脱いで、それを持って労働の

てやらなければなりません。
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夜を徹して話をする時も、楽しくすべきで
す。夜の十二時が過ぎて、夜中の二時、三時

ところにあります。ですから神様は、互いに
愛し合い、和睦しなさいと言われました。

になり、「帰ったらいいのに。寝なければな
らないのに……」という思いがあると、みな

食口が離れて出ていったとしても、落胆し

逃げていってしまいます。明け方の三時、四

てはいけません。不思議なことに、食口が一

時になっても「帰ってほしくない。時計が止

人出ていけば、その人と性格や話し方、歩き

まればいい」という思いがなければなりませ

方まで似た人が来るのです。どの面から見て

ん。そのような場に因縁を結んでいけば、そ

も不思議なほどに出ていった人にそっくりで

の人の霊は分かるのです。霊は申し訳なくて

ありながらも、すべての面でずっと良い人が

食事をするや否や、お尻は後ろを向こうとす

来るのです。そのようなことを考えると、精

るのです。先生はそのようにしたのです。

誠を尽くしたことは失われることがないとい
うことが分かります。これは間違いのない事

誰に会うにしても、会っただけで終わって

実です。

はいけません。天を中心として会った人なら
ばなおのこと、絶対にその因縁を忘れてはい

教会の草創期に、韓国で食口を育てるとき

けません。教会に来ていたのに来なくなった

には眠りませんでした。一対一の作戦をした

からといって切ってしまったり、呪ってはい

のです。一人の人の前で講義をするにしても、

けないということです。その人が離れて出て

千人の前で講義をするような思いでしました。

いったとしても、その人と結んだ因縁だけは

その一人の人に数千、数万人がかかっている

捨ててはいけません。

と考えたのです。どんな命令でも聞くことの
できる、そのような人にするためには、それ
だけの精誠を尽くして、そうなるための動機

もし悪いことがあれば、悪いことをすぐに

をつくってあげなければなりません。

処理するなというのです。悪いことがあって
も、その悪いことが良くなり得る条件を探し

皆さんは、欽慕の心情をもった食口にどれ

求めつつ、それを保留にして処理し得る余裕

ほど会いましたか。先生は、そのような人に

をもたなければなりません。もし一年前に間

たくさん出会いました。地の果てからやって

違ったことを見て切ってしまったなら、その

きて先生に敬拝するではありませんか。それ

人は完全に死んだでしょうが、一年、二年、

はなぜでしょう。先生が地の果てまで愛の心

三年と切らずに保留にして、それを番外のこと

情的な綱を投げたがゆえに、既に電気を通し

と考えながら処理するならば、一年、二年、三

たので、方向が分かるからです。そうでなけ

年以後にはその人が生き得る道もあるのです。

ればなりません。

新しく入った食口を愛すれば、蕩減条件を

指導者になるためには、心から病人を治療

早く立てることができます。教会が発展でき

する医師の立場に立たなければなりません。

ない原因は、食口たちがそのようにできない

病んでいる人の心霊状態が下がれば、夜でも
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昼でも時間を問わず、共に涙しながら心霊を

男女問題に関してはっきりさせなければな

治療するために努力しなければなりません。

りません。責任者はこの原則に厳格でなけれ

それが霊的指導者なのです。皆さんは生命を

ばなりません。そうでなければ誤解を受ける

救うために幾晩も夜を徹したことがあります

のです。弁明する道理がありません。ここで

か。 生命を救うためにどれほど忙しく歩き

一度この問題に引っ掛かると、それこそ永遠

回りましたか。そのようなことが今後霊界に

に道がないのです。

行けば、表彰の対象になるのであり、人格的
宗教の背後には、いつも男女問題がつなが

な基準になるでしょう。

っています。霊的な集団は、必ず男女問題に
ぶつかりました。それはどうしてなのでしょ
三) 男女問題、公金に厳格でなければならない

うか。 エバが堕落する時、自分の夫アダム
と天使長を相手にしたからです。ですから終

今後、男女問題に許しはありません。許し

わりの日になって、女性は二人の男に対して

よりも天が願われません。堕落というのは何

善悪を判断すべき運命に置かれるのです。そ

ですか。 性の問題を自己主管できなかった

ういうわけで、男性が宗教に入門して修道す

ために堕落したのではありませんか。男性に

ると、最後の峠で美人が現れて誘惑するので

とって最も問題となるのが衣食住の問題、性

す。もしその誘惑に乗せられるようなことが

欲、次に物質に対する欲望、欲心、これらが

あれば、千里、万里の崖から落ちるのです。

罪悪の根です。これを主管できない人は責任
教役者（牧会者）たちが息子、娘を育てて

者にはなれません。

いますが、非良心的な、良心の呵責を受ける
男女問題が大きな怨讐です。これが天地の

ようなことをしたり、あるいは公金をむやみ

法度に背き、世の中を滅ぼしたからです。こ

に使ったりするよりも、いっそのこと食べな

れに自信のない人は祝福の場に出てはならな

いほうがましだというのです。食べなければ

いということをはっきりさせるために、話し

天と地が同情します。食べない人に同情しな

ているのです。万が一、皆さんがこれを破り、

い人はいません。子供も飢えている時、食べ

あの世へ行って引っ掛かっても私は知りませ

させてやらなければなりません。もうすぐ死

ん。私の責任ではありません。引っ掛かった

ぬ人には同情するのが人情の原則なのです。

場合には逃れる道がないのです。歯を食いし

それゆえ殺人犯が死刑場で死刑になる時、彼

ばってでも脱線してはいけません。

に「最後の願いは何か」と尋ねて、その時だ
けは願いを聞いてやるではないですか。その

今後、男女問題には特に注意しなければな
りません。男性でも女性でも、愛し合ってい

ように、悲しみ、困難に陥った人に同情すべ
きだと見るのです。

るといううわさがある人は、今後絶対に責任
者になれません。それは、そうしてはいけな
いようになっています。

統一教会の幹部の中に、公金や物質の扱い
を誤って、人情で自分の家庭を中心として公
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金を使い、心情的に蹂躙する人がいます。そ

私が血と汗を流して稼いだこのお金を、む

れは自分の息子、娘の前に毒薬を配給するの

やみに使うことはできません。むやみに使う

と同じです。間違いありません。サタン世界

ことがあろうものなら、手足どころか自分の

ではこれが引っ掛かるのです。公金に対して

先祖まで引っ掛かるのです。公務員が国の国

はどうすべきか、 公的な人にどうやって対

庫金を横領すると罰を受けますが、神様の公

すべきか、公的なことをどう決定し処理すべ

認を受けた天の公金を横領すれば天罰を受け

きか、統一教会の牧会者は今後一大革新をし

るのです。

なければなりません。
四

説教は恵みと感動がなければならない
一) 説教の実際

霊界の法の中で最も恐ろしいのが、公金横
領と公的な人を冷遇することです。最も恐ろ
しいのがこれです。責任者や神様が送った人

説教する時は女性がお産の時に苦痛を感じ

をないがしろにすれば国が引っ掛かり、世界

るような立場で説教しなければなりません。

が引っ掛かるのです。

すべての精神をそこに集中させなければなり
ません。説教の壇上に立つときには、産婦が

人間の生活において物質をないがしろにし

産室に入るような感覚がなければならないの

てはならず、公金をきちんと扱わなければな

です。その境地に達すれば準備が必要ありま

りません。公金をきちんと扱わなければ天国

せん。説教の内容が問題なのではなく、その

の憲法に引っ掛かるのです。また、自分が出

ような心情になっているかどうかが問題なの

世したからといって勝手に人を人事措置する

です。

ことはできません。自分が出世して入った所
に自分の怨讐の息子、娘がいたからといって、

説教の時間はある人を天国へ行かせるか、

引き抜いて他の所に回して死ぬような立場に

地獄へ行かせるかという境界線になります。

送ると問題が起こります。

「今まで統一教会のことが気がかりだったけ
れど、一度行ってみよう」と教会に来たのに、

先生が公金を使うときは、全体のことを案

「この説教は何だ」ということになれば、そ
の人の首を完全に切ることになるのです。公

じる気持ちで使います。

廷で判事が宣告をする場よりも深刻な場が、
これからは公私の問題を徹底的にしなけれ

説教の場なのです。

ばなりません。公金はサタンが配置した毒薬
です。そのような公金を誤って使おうものな

人にとって最も大変なのが、前に出てみ言

ら滅びるのです。その公金から事が起こるの

を語ることです。人前で話をすると、みんな

です。奸臣もそこから出てくるのです。その

が注目します。甲は甲なりに、乙は乙なりに、

ために国が滅びることもあり、国を売り渡す

丙は丙なりに、また金氏ならば金氏、朴氏な

こともあるのです。

らば朴氏と、みなそれぞれに聞いて批判なり
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判断をするのです。ですから人前で話をする

新たなものを提示しなければなりません。
どのようにしてでも刺激を与えなければなり

人は、とても大変なのです。

ません。祈祷してでも補充すべきです。それ
牧会者は説教についてのことを常に補充し、
特に教会員に必要で、ためになることをいつ

でも駄目ならば、命を懸けてでも談判しなけ
ればならないのです。

でも供給してあげなければなりません。
準備のできていない説教をして恵みを与え
霊的指導者には体恤的な信仰なしにはなれ

られなかった時、ありったけの力を尽くして

ません。本を見て説教の準備をし、本を見て

も駄目だった時は、振り返り、帰ってきて、

説教しても、その本の中に神様がいますか。

ただただ大声で痛哭する時間がなければなり

いません。神様は霊的な中におられるので、

ません。恥ずかしいのです。自分の恥ずかし

神霊を通さなければならないということを皆

さを知るべきです。そうしてこそ発展するの

さんは知らなければなりません。

です。

朝御飯を食べる時、新しく炊いた御飯を食
皆さんが説教する時、昔その題目で説教し

べるでしょう。新しい味がしなければならな

たことがあるということを食口が知れば、気

いのです。説教するにも新しい説教をすべき

を悪くします。それは、人が春夏秋冬の四季

です。霊的な面で新しい何か、保養剤とでも

によって変化を感じるのと同じだからです。

いうか、そのようなものを供給して、そこに

朝だからといって、いつも気分がいいとは限

つけ加えて説教しなければなりません。そう

りません。何も心配なことはないのに、とり

でなければ調味料を入れて酸味をきかせ、塩

わけ憂うつな日もあります。朝の日差しも明

味をきかせ、さもなければ苦みでもきかせて

るく、そうかいな天気でも自分では憂うつな

新しい味を出さなければならないのです。

日があるのです。
恵みを与えられずに説教を一時間してきた
そのような時、どうすれば解決できるでし

ならば、三時間悔い改めなければなりません。

ょうか。これを急に変動させる刺激的なもの

皆さん、それを知らなければなりません。説

がなければ、もっと憂うつなところを求めて

教がうまくできずに恵みを与えられなかった

入りなさいというのです。このように正反対

時には、三倍以上悔い改めなければならない

の新たな刺激を与えるなり、それを克服し得

のです。一つの生命のために命の水を与え、

る新たな刺激を起こして補充していかなけれ

育てるべきなのに、水をやるどころか水を奪

ばなりません。皆さんが解決方案を立てて一

い、土を掘り起こしてきたとすれば、その責

日一日の生活を調節していくことができなけ

任を取らなければなりません。その人たちが

れば、今後多くの人の心霊を指導することは

帰ったあとでも、きょうのみ言を中心として

できないのです。

恵みを施さなければならないのです。
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聖日ごとに「聖書はどこを読もうか、賛美

すかせて仕事をすると、つるはしを強く握り

歌、出てこい、聖歌、出てこい」と言うので

しめた手が上がらず、精根尽きていました。

はありません。それではいけないのです。人

「昼飯だ！」という声を聞いた時、その声が

にとっての生きた材料を中心として、聖書か

どれほどうれしかったか分かりません。その

らそのような歴史を取り上げて、その人のこ

時の御飯！ その御飯を食べるためにつるは

とと聖書の内容を対照しながら興味深く説教

しを地面に突き立てて振り向くその瞬間の気

するのです。そうすると聞く人は、自分の話

分、先生にはそのような生きた歴史の材料が

なのですっかり引き込まれるのです。喜ぶの

数えられないほど多いのです。

です。本を見てしようとしてはいけません。
本も人から出てくるのです。人自体が本の原

悲惨だった復帰歴史の事情は、私を滅ぼす
のではなく、青史に永く光り輝く資料である

本だということを知るべきです。

ことを知らなければなりません。それで、神
牧会者は苦労をたくさんしなければなりま

様が秘めた宝物をかき集め得るその日まで行

せん。人生の修練をたくさんしなければなり

かなければなりません。その受難の事実を世

ません。かわいそうな労働者から乞食、ある

界万民の前に打ち明け、話せば、他の内容で

いは高級官吏、あるいは権勢圏にある立場ま

一時間説教するよりも、この内容で十分だけ

で一度は経験することも必要です。そしてそ

話せば痛哭するというのです。そのようにい

のような状況を中心として、その時に公的立

い説教の内容がどこにあるかというのです。

場で経験した事実などを取り入れた体験談に
神様と密接な関係にあれば、説教の準備を

は実感がわくのです。

しなかったと心配するなというのです。その
ような訓練が必要です。私は、有名な人に会

二) 真のお父様の説教

って一日に十回話をしたことがあります。そ
先生は、説教のために祈祷する時間よりも

の時は、場所によってみな内容が違う話をし

食口のために祈祷する時間を多くもちます。

なければなりません。ところで、それをみな

「父よ！ この者たちを引き上げなければな

準備してするでしょうか。そういう時の心は、

らないのですが、どうすればよいのですか。

完全に祭物としての自覚をもつのです。祭物

これですか、あれですか」と、精誠を尽くし

の自覚。「私」というものはありません。存

てから心の命ずるままに説教します。

在意識がないのです。所有観念もないのです。
完全に捧げられる立場に立てば、天が共にな

先生は、説教のために準備をしたことがあ

されるのです。

りません。生きた体験で事実を語る時は、み
皆さんがいつも注意すべきことは、先生が

な感動せずにはいられないのです。

今どの方向に向かっていくのかということで
一時先生は（北韓にある）咸興でトンネル

す。そこに歩調を合わせていくのが、皆さん

を貫通する仕事をしました。おなかをとても

が説教する上で一番効果のある方法です。恩
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賜を施すことのできる動機になるのです。先

公金に対して厳しくなければなりません。

生がこの時間に、何のために、どんなことを

十分の一献金は徹底しなければなりません。

するのかを知ろうとするならば、相対的に心

自分の総収入から十分の一の献金を必ず神様

情的基準を先生と一致させるために自分の心

の前に捧げなければなりません。

を引き上げて、先生の心をどのように身代わ
りできるかが問題なのです。皆さんが先生の

十分の一献金は、所有している物質中の十

前に相対的立場で動くようになれば、天運は

分の一を神様に捧げることにより全体を捧げ

そこに訪れることでしょう。

るという意味をもっています。父に全体を捧
げるのではありませんが、その中の十分の一

聖日の説教をする時は深刻でしょう。私が

を精誠を込めて捧げることにより、残りの十

皆さんだったら、夜寝ることができません。

分の九も聖なる物として取り扱い得るように

どうして寝ることができますか。人の生命を

なります。このように十分の一献金を捧げて

生かすために注射するのです。強壮剤注射を

生活する人は、絶対滅ぶことがありません。

するのと同じです。食口たちに一週間分の薬

日がたてばたつほど、倉庫がいっぱいになっ

をあげ、強壮剤注射をしなければならないの

ていくのです。

です。生命を扱う医者が、生死の岐路に立た
された人に注射する時、深刻なのと同じよう

精誠を込めて十分の一献金をしてみなさい。

に、そのような立場で指導しなければなりま

絶対に飢え死にしません。その子孫は物質に

せん。ですから壇上に立つ時は、死刑場に出

対して窮乏しないのが原則です。十分の一献

ていくのと同じなのです。

金を捧げるために精誠を込めなさい。それが
信仰の本質です。適当にすればいいだろうと、

説教する時は汗を流さなければなりません。

それは通じません。祭物は、自分の生命の代

後頭部に汗が流れなければなりません。涙と

わりに捧げるのです。それで、一番貴重な物

汗がなければなりません。それが鉄則です。

を捧げるのです。

説教は心配する必要がありません。先生が一
生の間に説教した二百巻を超える説教集があ

蕩減するために物を条件にします。私たち

ります。皆さんが霊界に行って問答する時、

が十分の一献金を天の前に捧げる理由もここ

「私は見ることも読むこともできませんでし

にあります。九数は堕落世界の数です。十数

た」と言いますか。英語には翻訳させないで

はこれを超える数です。天の世界の数です。

しょう。これを読まないで逝けば大変なこと
になります。指導者たちがこれを読まなけれ

レビ族が治める教会の祭壇の前に、十一支
派は全部十分の一献金を捧げなければなりま

ば大変なことになります。

せん。これからは十分の一献金を捧げなけれ
五

献金は法度に合うように捧げるべし
一) 十分の一献金を捧げる法

ば教会員ではありません。もともとは十分の
三献金を捧げなければなりません。一つは自
分の国のために、一つは世界のために、一つ
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は教会のためにです。十分の三献金を捧げな

らば一遍に分かるのです。それで不浄な所に

ければなりません。

は行けないようにするのです。

私たちが生きていく上で生活の十分の一献

これからのすべての物は、最後に世界の物

金を出すのは絶対的です。それを自分の物だ

にならなければなりません。そうしながら同

と侵犯してはいけないのです。なぜそうなの

時に世界的な神様の物になり、世界的な「真

かといえば、九「三三が九（３×３＝９）」

の父母」の物になり、世界的な真の子女の物

は、サタンが今まで支配したのです。サタン

にならなければなりません。すべての物はそ

が支配するこの地上を、九数を天の前に返し

のような物質として復帰しなければならない

連結させれば、神様が主管できるようになる

責任が、私たちにはあります。これを徹底的

のです。そうすることにより十数を探し出すこ

に感じなければなりません。

とができるので、私が神様を信じて九数を引っ
張っていけば、この九数圏内のすべての所有権

自分が使うところからいくらか献金して、

をサタン世界から分離できるのです。それで十

それで教会を支えるというのは極めて良いこ

分の一献金という言葉が出てきたのです。

とのようですが、それは悪いことだと思うの
です。神様の前に捧げることは自分の生活よ

復帰途上を越えていく過程にあって、私た

り、自分全体よりも先にしなければなりませ

ちは十分の一献金ではなく十分の三献金をす

んが、それの何パーセント捧げるという観念

る覚悟をしなければなりません。一つは国へ

によって自分の生活が主で、神様が次の段階

捧げ、一つはこの世の中の人たちに施さなけ

に立つのが習慣化されやすいのです。神様が

ればなりません。復帰過程ではしなければな

二番目になり一番最後になってしまうのです。

らないのです。また一つは天の国へ捧げなけ

そうだと思いますか。そうではありませんか。

ればなりません。十分の一献金というのは天
の責任を担う人として、絶対に侵犯してはな

皆さんが献金をする時はどうでしょう。子

らないのです。そのようにして誠心誠意を尽

供たちが聖日の朝教会に行く時に、「お父さ

くさなければならないのです。

ん、お母さん、献金！ 献金！」と言えば、
いくらかを渡しながら「さあ、献金だ、聖日

皆さんが献金する時、何かを買って食べて、

礼拝で献金しろ」ですか。神様が乞食ですか。

残ったお金で献金してはいけません。そのよ

教会の牧師が乞食ですか。そのような牧師、

うなお金は汚れた物です。また市場に行って

教会は駄目です。献金は自分の財産の金額を

何かを買って、残ったお金で献金をしても、

捧げなければなりません。自分の金庫の一番

神様はそこに共にいらっしゃることはできま

奥に入れておいて精誠を込めて準備しなけれ

せん。

ばなりません。収穫の秋になりすべての蔵に
穀物を刈り入れる時も、十分の一献金を別に

祭物は、他人が残した物でしてはいけませ

取っておかなければなりません。そのように

ん。それは汚れた物です。恵みを受けた者な

して一年の間、息子、娘、一家が共に精誠を
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込め、愛の心を重ねて祭物として捧げなけれ

賊として追われるようになります。ですから

ばなりません。

先生は、精誠を尽くす人にはむやみに接しな
いのです。

祭物を捧げておいて祭物を取り戻す法はな
いのです。取り戻す道理がありません。それ

私的な物を公的な物より重要視する人は、

はより高いところで、その責任者がより高い

天道に反する人です。私的な自分の人格を公

ことのために使えばそれでいいのです。低い

的な人格より重要視する立場は、み旨に反す

ところのために使いません。皆さんのために

る立場です。

使わなくてもよいというのです。
既成教会で、献金することを何と言います
宇宙を創造された絶対全能であられる神様

か。それは何かの袋を持って回すでしょう。

が、乞食に投げ与えるようなそんなお金でも

私たちの教会も、献金をそのように受け取り

って喜びながら、「ああ、福を受ける者たち

ますか。何の献金箱を持って受け取るのです

よ！ お前たちは愛らしい宗教人だ」と言う

か。出ていく時、みんなあの門前の献金箱に

ことができますか。サタンの前に威信が立つ

集めておくのです。精誠を尽くし恵みを受けて

のかというのです。献金箱を回しながらお金

いく代価として感謝献金をするのです。出さな

を出しなさいというでしょう。それは、看板

い人たちは帰っていって……。そのようなお金

を付けた乞食です。それは、何ですか。それ

をもらっても、それは天が願わないのです。

は、神様は喜ばれないのです。
精誠のこもったお金でなければいけません。
皆さんが先生に献金をしますが、先生はそ

お父さん、お母さんのポケットにあったお金

んなお金は受け取りません。先生は受け取ら

では駄目です。全部自分の体に三日以上持っ

ない主義です。皆さんがそれを集めるために

て聖別して、献金しなければなりません。昼

どんなことをしたのか、それを私が知って、

食一回分にも満たないものをどこに献金する

それに対して恥ずかしくない主体的な立場に

のですか。自分の生命、財産を全部はたいて

立てるようでなければ受け取れないのです。

でもしなければならないのに……。

心の姿勢がそうなので、与えてもまた与えた
い心が神様に宿るのです。

一番最初の物は、神様の前に捧げなければ
ならないのです。聖なる物は、神様の前に捧

精誠を込めた献金や礼物に対する時、その

げなければならないのです。聖なる物がない

価値を知らないで対すれば、精誠を込めた礼

ところには、神様が共にされないのです。皆

物に審判されるという事実をはっきりと知ら

さんの生活習慣は、このようにしていかなけ

なければなりません。王様も自分の身の振り

ればならないのです。

方を間違えば、すなわち精誠を尽くした人に
は、むやみに接したなら滅んでしまいます。

十分の一献金は、一番精誠を尽くした聖な

精誠を尽くす人を間違って接すれば、天の逆

る物でなければなりません。それが祭物です。
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祭物を捧げるには、聖なる物を捧げなければ

か。私は自分が稼いだ物でも、夢にも私の物

なりません。息子を祭物として捧げなければ

にはしません。

ならないとするなら、どんな息子を祭物に捧
げなければなりませんか。憎い息子ですか。

私のものはあなたのものであり、あなたの

望みのない息子ですか。そんな息子は祭物に

ものは国のものであり、国のものは世界のも

はならないのです。一番良い息子でなければ

のであり、世界のものは神様のものであり、

ならないのです。なぜですか。祭物は「私」

神様のものは私のものだというのが、私たち

の身代わりだからです。

の主流思想です。

今自分が持っている物、または自分所有の

まず物質祝福時代を通して人間祝福時代が

財産は、自分が少しの間管理する過程にある

来て、その次に神様を主とした心情祝福時代

というのです。皆さんは管理人です。それで、

が来るようになっています。

各自がよく管理して奉献しなければならない
この万物は、真の父母の懐を通し、神様の懐

今まで人間が復帰されるのに、万物がどれ

へ帰っていかなければなりません。もう一度

だけ多くの貢献をしたか分かりません。また

言えば、神様の物であると同時に「真の父

万物と人間が一つになれなければ、父の前に

母」の物という過程を通さなければ、私の物

行くことができません。

にならないという事実を知らなければなりま
二) 生活にも十分の一献金がある

せん。

復帰路程の原則的基準で見る時、万物はま

教会の十分の一献金生活も、食口の家庭が

ず人類始祖の物とならなければなりません。

十あれば引導者一人を食べさせなければなり

もちろん神様の物ですが、神様が人間の前に

ません。そのようにできなければ天民権をも

下さった祝福の基準を中心として見る時、人

つことができません。

間始祖の物とならなければなりません。堕落
しない善の父母の物にならないといけないの

十人が住めば、天の人一人を扶養しなけれ
ばなりません。

です。

堕落は、自分のものをつくろうとし、自分

十分の一献金は、すべてに該当します。学

が所有しようとすることから始まります。神

校も、十教室中の一教室は、かわいそうな子

様とメシヤが来られるのに、このようにすれ

供たちのための無料奉仕の教室として使わな

ば必ずサタン側になるのです。それで従順の

ければならないのです。

道理を通らなければならないというのに、い
つも堕落した世界に執着する事情が残るよう

これからは皆さんが持っているすべてのも

になるのです。皆さんは皆さんの所有を神様

の、時間までも十分の一を捧げなければなり

のために使おうとする時、どのようにします

ません。過去と同じように物質だけではあり
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ません。仮に家族が十人いたら、一人を差し

ません。蕩減基金は、お金の中でも一番貴い

出さなければなりません。そのような基準で

お金を捧げなければなりません。この基金献

出なければなりません。これからは、私たち

納は、父と兄（アベル）を殺した罪の血の代

の教会食口は十分の一献金ができなければな

わりに蕩減として基本的なお金を納めるので

りません。十分の一献金ができない人は食口

あり、子女たちにおいては父と兄の血の代価

ではありません。これは義務です。天的な義

となるのです。これからこの基金に加えて、

務だというのです。

聖殿を建てなければなりません。

聖日は十分の一献金の日であり、自分の日

蕩減基金を精誠を尽くして返さなければな

ではありません。ですから天の命令どおりに

りません。蕩減基金は、食べる物を食べなく

服従する日なのです。天の物を私の物として

ても、着る物を着なくても精誠を尽くし、他

使おうとするのが罪です。私の子供の中の一

人の手を通さないで自分自身が直接出さなけ

人を天の前に捧げなければならず、そのよう

ればなりません。蕩減基金を伝統にし、私た

にできなければ他人の子供でも勉強をさせ天

ちの子孫たちも全部この峠を越えなければな

の前に捧げなければなりません。

りません。これをすべてがするようになれば、
国家の運勢を越えていきます。表面には見え

そうめん一杯を食べるにしても一人で食べ

ませんが、千の道、万の道の中に泉がわいて

てはいけません。天の父に仕えている者とし

おり、穴を掘れば爆発する力があります。私

て一人で食べて申し訳なければ、「共におら

たちは他人が知らない中で、このような神聖

れる父の前に私一人で食べるしかないので心

な祭事を行う祭事長、祭官としての責任をも

苦しいです」と言い、父が参与できる条件を

って祭物を捧げることができなければなりま

立てて、必ず父母をまずもてなす立場に立て

せん。

ておいて生活しなければならないのです。服
を買って着ても、一人では着れません。そん

一人の誤った行動によって、真の父として
来られたイエス様をこの地上から追い出した

な生活をしなければならないのです。

立場になり、神様の摂理は、四方八方が完全
にふさがれてしまいました。これを蕩減する

三) 蕩減基金

条件として四年間に三数に該当する金額を、
堕落人間が父母を殺した罪、子女を殺した

イエス様を売ってしまったその実体の額を神

罪、万物を失ってしまった罪をどのようにし

様にお返しするのです。四年間というのは東

て蕩減しますか。ユダがイエス様を売って旅

西南北に該当し、韓国では一年に三千ウォン

人の墓地を買いました。ゆえに蕩減基金で聖

ずつ四年間にわたって納めるという条件で、

徒たちがとどまることができる家を準備しな

一万二千ウォンを献金しなければなりません。

ければなりません。元来は本部を買わなけれ

私たちは天と地の恨みを解き、この地にふ

ばなりません。十二弟子が売ったために、四

さがれている城を壊さなければなりません。

年間に一万二千ウォンを献金しなければなり

そうして、今まで道を磨いてきながら犠牲に
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一) あいさつをするにも方法があるので

なった道人たちを中心とした本部をつくって
おかなければなりません。この蕩減基金は、

はないか

世界的な蕩減をするものです。蕩減基金は、
血と汗を流し精誠を尽くしたものを出さなけ
ればなりません。銀行に貯金しておいたもの

信仰者はより大きなことのために公的な祈
祷をしなければなりません。

を引き出してはなりません。

主は、歴史の蕩減条件を立て血を流すよう

先生は興南の監獄で三年近い歳月を過ごし

な道を歩かれました。そうして天地の恨みを

ましたが、その中で何人かの食口たちのため

解きました。しかし、子女たちが恨みを解け

の祈祷を、御飯を食べる時から寝る時までし

なかったので、これを解くようにするための

なかったことはありません。たとえ離れてい

条件が蕩減基金です。父母は勝利しましたが、

った人であっても、彼のためにずっと祈って

子女たちが侵犯を受けたので、勝利した父母

あげました。それで、霊的に先生を探して物

の基盤の上に父母を売った恨みを解怨成事し

悲しく涙を流しながら報告をするのです。肉

なければなりません。蕩減基金を納入すれば

身（体）が弱くて仕方なく先生から離れるよ

飛躍的に発展するようになります。子女がど

うになったとあいさつをしましたが、去るよ

んなに父母を迎えても、天地をもったとして

うになった悲惨な情景には同情せざるを得ま

も、「真の父母」が流した血の恨を解かなけ

せん。そのようにして離れていっても、その

ればならないのです。

人のために祈祷してあげないといけないので
す。なぜでしょうか。その人が責任を全うで

食口たちは蕩減基金を率先して納入しなけ

きないで行ったために、継承者が出てくるま

ればなりません。涙と汗と血の恨を蕩減する

で祈祷してあげないといけないのです。その

条件を立て勝利してこそ、また新しい摂理が

ような精誠の土台さえ残っていれば、どんな

出てきます。民族的な基盤の上に、国家的な

に食口が落ちていったとしても、神様が必ず

逆境をかき分けて行かなければなりません。

み意にかなう人を送ってくださいます。

先生は、韓国民族が一番かわいそうな民族に
なることを願います。それは、私たち民族が
一番悲惨な位置にいてこそ蕩減をすることが

私が拷問を受け血を吐いて倒れたとしても、

できるからです。それで私たちは今、民族的

「天よ、この血を見て私のために涙を流さな

な蕩減条件を立てて進んでいるのです。

いでください。これは恥ずかしい血となるの
であり、嘆きにぬれた怨恨の涙になるので、

蕩減基金は、お金の中で一番貴いお金です。

ここに天が同情することを願いはいたしませ

この基金に逸話が多くなければなりません。

ん」と言うのです。ですから、監獄に入るよ

悲惨なことが多くなければならないのです。

うになっても祈祷はしないのです。心情世界
にあっては、そのようにしなければならない

六

神様は公的な祈祷を受けられる

のです。
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この世でもあいさつをするのに、その方法

せん。「父よ！ 私だけ残りました。私でな

があるではないか。祈りにおいても研究して

ければこの国がなくなり、この世界がなくな

やりなさい。

るでしょうが、父よ、あなたが六千年間苦労
してこられたこの一つの境地に、この境界線

神霊な世界に入って祈祷するようになれば、

に一人残りました。あなたが成就させるみ旨

まず神様のために祈ります。そしてイエス様

の近くにいる者が、私しかいないではありま

のために祈ることができれば、歴史的な心情

せんか。国にはこのような存在が重要ですが、

を知ります。その次に、天地創造以後今まで

私はまだ準備が十分ではありません。しかし、

キリスト教系の素晴らしいみ旨に代わって闘

そのような者に命令され私がそのようにでき

ってきた数多くの人たちに代わって祈ってあ

る条件、そのようにできる基盤を備えて、全

げなければなりません。堕落以後アダム・エ

体のこの民族に代わってやります。これが復

バから今まで数多くの預言者たちが歩んでき

帰摂理ではありませんか」と言えなければな

ましたが、「彼らにつのった恨を解怨する祭

りません。祈祷は、目的の完成のためにも必

物になるようしてください」と祈りました。

要なのです。

これがすべて終わったのちに、愛する息子、娘
のために祈り、その次に、自分のために祈るの
です。天法がそのようになっているのです。

祈る時、一番最初に国のために祈らなけれ
ばなりません。その次は世界のために祈り、

涙を流し、骨髄が溶けてしまうような深刻

次には神様の解放のために祈らなければなり

な境地に入り、一対一で勝敗を決めようとい

ません。神様が平安な位置にいらっしゃると

うのです。私が涙を浮かべる時神様も涙を浮

思いますか。自分がしなければならないこと

かべ、神様が涙を浮かべる時私が涙を浮かべ

が何であるかも知らずに、世の中の運勢がど

るそのような立場で、従順に従う心で神様と

のように動いているかも知らないで「おお、

やりとりできる境地に入らなければなりませ

主よ。私を天国に送ってくださいませ」と言

ん。どんなことでも、そのようにしなければ

っています。

なりません。そうするために祈らなければな
りません。根がないといけません。その根が
責任者として、本質的な原理的軌道をどの

祈祷です。

ように行かなければならないかということを
精誠を尽くすにおいて、「絶対信じます」

知らなければなりません。それで祈祷をしな

という位置へ入らなければなりません。「神

ければならないのです。祈祷です。神様と私

様を絶対信じます」。み旨ならばみ旨に対し

の関係、神様が私をどれだけ愛しておられる

て「絶対信じます」という位置に入らなけれ

か……。また、食口のために精誠を尽くさな

ばなりません。そのような位置にのみ、神様

ければなりません。私が食口と共にどれだけ

が協助されるのです。祈祷していても、祈り

の関係を結んだか、これが丸くなるように…

が成されるか成されないかと疑ってはいけま

…。そのために祈祷しなければなりません。
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自分の利益のために宗教を信じる人たちは、

福は他のところにあるのではありません。

福を受ければ神様を捨てます。福を受けるの

自分の心情的姿勢によって福が来るのです。

が目的だからです。少し豊かに生活するよう

皆さん、祈って精誠を尽くすのはなぜですか。

になると落ちていくのです。皆さんは、神様

精誠を尽くして「アーメン」と言って出てき

が願われることが何なのかを探してさしあげ

て、泣いている赤ん坊がいればお尻を足でけ

るという観点で祈祷しなければなりません。

って突く、このようならばその家はどうやっ

そして世界に福を賜るようにと祈祷しなけれ

ても駄目なのです。美しい祈り、懇切に願う

ばなりません。

祈りをしたならば、懇切な心と美しい心で環
境を処理して、祈祷する基準の相対的な立場

師匠を師匠としてつくるためには、皆さん

で、その結実を結ぶことができる姿勢を備え

が責任を全うしなければなりません。父の前

なければなりません。今日、既成教会の人た

に祈祷をするにも、「父よ、あなたの息子、

ちは、賛美歌を歌い、礼拝に行けば天国に行

娘が来ました。あなたが会いたがっていた息

くと言います。とんでもありません！ 教会

子、娘が来ました」と堂々と言うことができ

に行ってきて、けんかをし拳をふるい、あり

る環境をつくっておいて祈祷しなければなら

とあらゆることをして天の国に行けるという

ないのです。

のですか。

二) 真の父母様のみ名を通し祈祷する
誰が見ていようが見ていまいが、私がすべ
きことは私がしなければなりません。私たち

祈祷する時、「真の父母」のみ名で祈祷し

が神様と約束を守らなければならないのです。

ますが、「真の父母」とは何ですか。その言

夜でも昼でも全体のために祈らなければ、そ

葉は先生とお母様だけだと考えないでくださ

れは生きた祈祷とならないのです。それで自

い。より高い次元で世界を抱き、民族感情や

分の願う祈りが変わり、題目が変わりながら

国家感情を超えて万民を真実に、一筋に愛す

発展するのです。今、時がどのような時なの

ることができるお母さん、お父さんという境

か知らなければなりません。そのような裏面

地の基準を考えなさいというのです。それで

の生活を、祈祷を通して身につけなければな

先生も「真の父母」のみ名を通して祈祷する

らないことを知らなければなりません。

のです。

先生も自然を愛し、一人でいる時間を趣味

今は、「イエス様のみ名で祈祷」する時で

としています。物静かな夜がとても好きです。

はありません。今はみ名の救援時代ではあり

しかしそんな話はしません。先生にそのよう

ません。実体救援時代です。キリスト教徒た

なものがないでしょうか。皆さんに見えない

ちはイエス様の名前で祈ります。しかし先生

だけです。そんな生活の豊富な底辺基盤を磨

はそのように祈りません。イエス様が必要で

くことができるのも、祈祷以外にはないとい

あって、イエス様の名前は必要ないのです。

うことを知らなければなりません。

お父さんという言葉は千個、万個あります。
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しかし実体は一つだけです。そうでしょう。

本性の人間を見て「お前はどこに行くのか」

ですから天の国には、イエス様の実体に乗っ

と問えば、「いやー！ 世界を通し天の国に

て行かなければならないのであって、名前に

帰っていかなければ」と言うのです。その道

乗って行くのですか。

を開拓してあげるのでどれだけ素晴らしいか
というのです。迫害を受け、ひたすらに何か

統一教会ではイエス様のみ名で祈りません。
統一教会に初めて入ってきた人たちは「えー、

を受け、何を受けても、いつも世界を通して
天に帰っていくのです。

なにー、『真の父母』が何だ。なぜ『真の父
母』のみ名で祈祷するのか」と思うのです。
皆さん、「真の父母」とは何か知っています

私が生命を捧げ悪を屈服させれば、神様の

か。「真の父母」というのは、エデンの園で

愛が私に来ます。これは公式的です。秤の分

堕落せず神様の栄光の中で千世、万世に誇る

銅と同じです。片方が下がればもう一方は上

ことができる先祖を言うのです。ところが立

がるようになっているのです。悪を多く取り

てられた人類の先祖が堕落したために、新し

除けば善が上がり、悪が多くなれば善が下が

い先祖がいなければ、神様または新しい先祖

るのです。悪を取り除いただけ愛を受けるの

の名前で祈祷するのです。道理にかなってい

です。ですから、誰よりも私を愛しなさいと

るのです。イエス様お一人では通じないので、

いうのです。神様をもっと愛しなさいと言う

イエス様と聖霊を通さなければなりません。

のは、神様を愛するほど神様の愛をたくさん

イエス様は父の神で聖霊は母の神なので、堕

受けるというのです。すなわち、神様を愛し

落した人間たちは誰でも、父母の因縁を通さ

たので神様の愛を受けるということなのです。

ずしては天国に行くことができません。

統一教会は、イエス様のみ名で祈りません。

皆さんが、春を迎えるために伝道するのは

父母を求めていくのです。父母の中でも「真

なぜですか。伝道して何をしようとするので

の父母」だというのです。すべて改め直さな

すか。夏の日を迎えようというのです。もっ

ければならないのです。改め直さなければな

と良い日があり、枝を伸ばし葉を出して花が

らないものを知らないから、礎石を正さなけ

咲き実を結ぼうというのです。それでは統一

ればならないのです。そうしなければ、台風

教会はどうですか。「ああ、私は三年の間伝

が吹いたら完全に駄目になってしまうのです。

道したのでもう家に帰ってじっとしていても
いいでしょう」。そうすればどうなりますか。

七

それは実を結んだとしても、その実を証する

伝道は愛を探す運動である

ことができる生命の余力をもっていなければ、

一) 伝道は第二の私をつくること

冬季の北風寒雪が押し寄せる時には干上がり、
伝道とは何ですか。道を教えてあげること

縮んでしまうのです。

です。神様に戻っていく道を教えてあげるの
で、それはどれだけ偉大なことでしょうか。

伝道は第二の自分をつくるためのものです。
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どんなに時代的な一日の生活であっても、

るため骨を折ったその功臣は、天上世界で当

伝道するその一日は永遠と関係を結ぶのです。

然、栄光の息子、娘になることができます。

そんな秩序の基礎の上に、私たちの一片一片の

ですから誇れるのは伝道しかないのです。

行動が全体、または永遠と関係を結び、それが
なくならずに残るようになるというのです。

皆さんは伝道対象者を前にして、夜を明か
伝道すればうれしい。反面、伝道しなけれ

し痛哭して祈祷したことがありますか。自分

ばうれしさがこみ上げてきません。先生もこ

のお母さん、お父さんが死んだ以上に悲しん

れをしなければ苦しいので、するのです。伝

で、または愛する恋人が死んだ以上に悲しん

道をすれば罵倒されてもうれしいのです。

で痛哭してみたのかというのです。していな
いのならば、してみなければなりません。夜
を明かしながら痛哭しなければなりません。

神様が生きておられることを体験すれば、

一つの生命を生かすことさえできたならば、

「伝道するな」と言っても伝道したくなりま

何も惜しいことはないのです。お金や服や家

す。伝道すると、新しいことをつくってくれ

が問題ではないのです。人を愛するのに狂わ

るからです。十人がいるとして、彼らと真摯

なければなりません。

に対話すれば十人が新しい人になります。そ
うしてから教会に来て祈ってみなさいという

皆さんが教会に来る時は自分の父母、妻子

のです。そのようになれば彼らが発展する時、

をみんな連れて来なさいというのです。兄、

必ず自分自身も発展するようになっているの

姉みんな連れてこなければなりません。皆さ

です。私自身が高まるのです。

んがお母さん、お父さん、親類や遠い親戚ま
で伝道するために、どれだけ血の涙を流しま
したか。一人の生命を引っ張ってくるために

霊界に行けば誇れるのは伝道しかありませ

夜を明かし、精誠を込め、祈祷しながらどれ

ん。霊界はお金を多く持っていたとしても何

だけ身もだえしたのか、これが問題となるの

の誇りにもなりません。また世の中で権力を

です。皆さんは逆境の環境にあっても中心に

もっていたと誇ることもできません。生命を

ならなければなりません。皆さんが中心にな

どれだけ生かすことができたか、これが誇り

っていかなければならないということを知ら

です。甲ならば甲、乙ならば乙、または氏族

なければなりません。

を超越し数多くの民族を新しい生命と関連さ
せ、どれだけ生かしてあげたのか、それが財
伝道をするには人々の心理を研究しなけれ

産です。財産はそれしかありません。

ばなりません。表情や歩き方だけ見ても、そ
霊界にないものはなく恋しいものはありま

の人が喜んでいるのか嫌がっているのかが分

せんが、一番恋しいものがあるとすれば、そ

からなければなりません。その人の感情を公

れは真なる人です。ですから真なる人を育て

式的に鑑定できなければならないのです。
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伝道に出掛ける時、「お金がなくて出掛け

られることでしょう。伝道するために幾度夜

られない」と言わないでください。イエス様

を明かしたのかを。皆さんは、すべての力を

がお金を持って出ていきましたか。神様が復

尽くし伝道しなければなりません。

帰摂理をお金でもってしましたか。生命でも
ってしたのです。血でもってしたのです。そ

投網で魚を捕る時、錘が少しでも前に出れ

れでキリスト教の歴史は、血で蕩減する歴史

ば一匹でも多く捕まえることができます。私

なのです。血でもって、生命でもってしたの

たちはこのような錘のような立場で、サタン

です。お金でしたのではありません。皆さん

圏にいる人たちを少しでも天の側に引っ張っ

がそういう心でもって出掛ければ、天が役事

てきたい心で動かなければなりません。

をされると私は信じます。
他の人を伝道できるくらいまで育てないと
伝道に出掛ける時は、お金を持って出掛け
てはなりません。心情をもって行かなければ

いけません。このようになれば、皆さんは伝
道した人を一人も失うことはないのです。

なりません。
精誠を尽くして、どれだけ天が協助するの
皆さんが伝道をしようと出掛ける時、ただ

かを見てみなさい。地で自分の親戚と知り合

そのまま出ていってはいけません。どのくら

いを伝道しなければ、あの世へ行って彼らの

い精誠を尽くして出掛けるのかということが

讒訴を免れることができないのです。

問題です。ある人を伝道するのに一週間や一
カ月、または一年、二年、三年はかかるだろ

伝道をするのも、商売をするのと同じよう

うと思えば、その期間精誠を尽くさなければ

にしなさい。効果的にしろというのです。昔

なりません。雨が降っても雪が降っても、御

は伝道に行くとか、どこに行くにも何の準備

飯を食べ、寝て起きて、行ったり来たり、ま

もなく行きましたが、今は準備して行きなさ

たは休んだり、ある行動をしたり、一切の心

い。精誠を尽くして行きなさい。昔と変わら

でもって人の前に完全にすべてを与えなさい

なければなりません。

というのです。完全に与えれば完全に返って
くるのです。これが原理です。
皆さんは「生きた人間」の哲学を探究しな
神様を愛するのにどれだけの精誠を通して

ければなりません。いつも私がどのようにす

愛し、人間を愛することにおいてどれだけ精

ればあの人を先生に、または皆さんに導いて

誠を通し愛したのかが問題なのです。これが

来ることができるのかを考えなさい。その人

霊界に行ってからの人格になるのです。栄光

たちが、皆さんに引かれてくることができる

の基盤になるのです。

ようにしなさい。このようにするためのただ
一つの方法があるのですが、先生はその方法

伝道するために夜を明かしましたか。先生

を知っています。それは他の人に仕える精神

は、夜を何度も明かしました。あの世で尋ね

です。人間には自分自身に利益になるものが
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あるときは、いつでもそちら側に行こうとす
る本性があります。

百二十日修練を受ければ、統一教会の威信
と体面を立てることのできる正会員になります。

人を探すためには、春の季節のような、夏

二日から百二十日修練までを制度化してお

の季節のような、秋の季節のような、冬の季

いたので、世界のどこへ行っても共通です。

節のような地方に行って、涙と血と汗を流そ
うと考えなければなりません。「私が春の季

終わりの日には三大審判を経なければなり

節の人、夏の季節の人、秋の季節の人、冬の

ません。三大審判は、真理の審判と、人格の

季節の人、春夏秋冬の人を愛していく。冬の

審判と、心情の審判です。ここでの教理は真

季節の人、あのソ連の人までも愛していこ

理です。この三大審判を通過してこそ、「真

う」と言わなければなりません。そうしてこ

の父母」と因縁を結ぶ場に参席できる権限を

そ自分の相対を愛することができるのです。

もつようになるのです。

それが復帰の過程なのです。

皆さんが霊界に行く時、一週間以上天のた
精誠を込めて与えたのに「彼が言うことを

めに断食ができなかった時には、あの世に行

聞かない」と、寂しく思ったり、悲しく思っ

って入籍ができなくなります。なぜですか。

たりしてはいけません。「天理の原則がそう

神様は六千年復帰歴史路程で苦労されたので、

なのだ」と考える人は福を受けることでしょ

それを思いながら断食をしなければならない

う。そのような人は、絶対に寂しくなったり、

というのです。それで統一教会では七日断食

悲しくなったりはしません。時が近づいてい

期間があります。それは皆さんを苦労させる

るので春風が吹くのです。しかし、精誠を込

ものではなく、天の前に肉身を打ったという

めて与えたのに、それを受けない人には秋風

条件を立てさせるためのものです。

が吹くことでしょう。それは、自分の時が近
づいていることを知らせているのです。
肉身を打たなければなりません。私たち人
間が「この怨讐の体、肉の塊よ！ その中に
二) 修練過程と七日断食

血がうごめいているのだな」と言いながらナ
イフで刺さなければならないのを、有り難い

統一教会では、二日修練と七日修練、二十

ことにイエス様が代わりに刺されたのです。

一日修練、四十日修練を合わせて、原則は六

それではイエス様が私たちに何を残してくだ

カ月以内に七十日修練を受けなければなりま

さいましたか。イエス様の血と肉を残してく

せん。これはみ言であり、法条項です。そう

ださいました。私たちはそのようなイエス様

してこそ、統一教会がどのようなものかが分

に代わることのできる人にならなければなり

かります。

ません。
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八

神様もこれを通過しなければならないし、

蕩減と奉仕と献身的な生活
一) 蕩減の道を行かなければならない

レバレンド・ムーンもこれを通過しなければ
ならないし、全世界もこれを通過しなければ

統一教会員たちは、蕩減の道が好きではな

いけないのです。通じないのです。みんな、

いのです。それは復帰が好きではないという

ただそのまま通過したいでしょう。博士や教

ことです。「ああ、私は復帰するのは好きで

授の地位をただで取れますか。そのコースを

すが、蕩減は嫌いです」。こんな言葉はない

経てこそ博士になるのでしょう。ただそのま

のです。何が先ですか。復帰が先ですか。蕩

ま取れますか。その過程を通らなければ、そ

減が先ですか。皆さんは復帰が好きで蕩減は

れは偽物です。

嫌いですが、神様は反対です。皆さんはどち
ら側ですか。神側ですか。サタン側ですか。

蕩減条件は、自分自身が立てなければなり

これをはっきりしなければなりません。皆さ

ません。他の人が代わって立てることができ

んは復帰が好きですが、神側では復帰を好む

るものではありません。堕落は、主管圏を失

ことができないのです。蕩減を通過したのち

ったことを意味します。復帰のためには、他

にこそ復帰されます。

の人がある関心をもったとしても自分自身の
確固とした主体性をもっていかなければなり

蕩減という言葉を知ると、みんなが一番好

ません。他の人はどんな道を行くとしても、

きになるのです。蕩減がなければ福もありま

私が行く道は忙しいのです。横でどんな言葉

せん。統一教会の無限な黄金の塊とは何かと

を言ったとしても、ここに気を使う暇がない

いうと、蕩減です。蕩減は、死を覚悟してす

のです。夜寝る時間がありません。定着して

べてのものを犠牲にし、すべての困難を克服

ゆったり座って御飯を食べる余裕もありませ

することができる驚くべき単語なのです。

ん。そのような切迫した心情をもたなければ、
復帰の道を行くことはできません。

責任分担と蕩減は、一つは右側の立場であ
り、一つは左側の立場なのです。一つは右腕

病気になった人が病気を治すためには、薬

のようなもので、一つは左腕のようなもので

が苦くて飲みたくなくても飲まなければなり

す。両腕のような責任分担と蕩減復帰を連結

ません。私たちが薬を調べてみると、いい薬

しなければ前進が不可能だということを知ら

は味が苦いのです。苦いのが本当の薬になる

なければなりません。そのようなことを考え

というのです。蕩減条件を立てるのは、苦い

てみましたか。蕩減は嫌いでしょう。神様も

薬を飲むように難しいことです。しかし、蕩

摂理もすべて嫌いですか。きょうからは新し

減条件を立てなければ復帰ができないのです。

く御飯を食べることを忘れても、寝ることを
忘れても、自分が愛する人を思うことを忘れ

天国は、神様を絶対的に中心として侍り、

ても、これを忘れてはならないことを知らな

それを通して愛の因縁を結んで暮らす所です。

ければなりません。そのように深刻なのです。

この根本を正しく立てるために神様は救援摂
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理をされるので、自分を前面に出せば絶対に

です。いつも中心は、犠牲になり奉仕するの

駄目なのです。

です。

救援の道は、蕩減し、復帰する道です。蕩

統一教会は「ため」に行く道を取りなさい、

減とは、堕落した経路をたどって、さかのぼ

「ため」に生きなさい、「ため」に生まれた

って行くことです。反対に行くことです。

という天理を教えるのです。

天国に行く公式は簡単です。天と地を愛し
たという条件さえあればいいのです。このた

二) 奉仕と献身

めに苦労しなければなりません。まだ、本当
真の愛の道は、どのように鍛練することが

にこれを成した人は一人もいません。

できるのでしょうか。献身、奉仕、そして犠
牲を通して鍛練することができます。これは

善なる道を行く人たちは、いつも犠牲にな

再創造コースだということを意味するのです。

るようになっています。それで私たちは犠牲

再創造コースでは、皆さんは犠牲を払わなけ

になれと教えるのです。「他人のためになり

ればなりませんが、そのような蕩減の道が奉

なさい」というのは利益を得ることではあり

仕の道となるのです。犠牲の道を通らなけれ

ません。犠牲です。自己投入です。投入する

ばなりません。私たちが蕩減の道を通ってこ

にも、極まで達することができるその基準ま

そ神側に立つことができます。これは明らか

で投入しなさいというのです。生命までも捧

な事実です。ですから皆さんは蕩減の道を通

げなさいというのです。

過しなければなりません。
統一教会の主流思想とは何ですか。「た
どちら側が主体で、どちら側が対象でしょ

め」に生きるということです。神様が「た

うか。誰がついていかなければならない立場

め」に存在するのと同じように、私たちも

にあり、誰が引っ張っていかなければならな

「ため」に存在する日には民族が反対しても

い立場にあるのでしょうか。神様はこれをは

世界のために生きることができると知ったた

っきり知っていらっしゃるのです。神様は知

めに、統一教会はこのようにしてきたのです。

っていらっしゃるのです。神側になるのです。
この世の中を見下ろすと、いつも二人がけん

お客を多くもてなして外部の人に多くの世

かしているので、「どちらが私の側になるの

話をしてあげた人がいる所には、サタンは越

か」と言えば、既によく知っていらっしゃる

えて来ることができません。皆さんはこのこ

神様は「うん、ははは……」とおっしゃるの

とを知らなければなりません。

です。「私の側になる人は、いつも犠牲にな
り献身し奉仕する立場に立つ人だ。その方に

皆さんを犠牲にし、皆さんに苦労をさせて

立っている側が正義のために闘う側で、私は

この愛に貢献できる貢献者をつくるのは、世

その群れを選択するだろう」とおっしゃるの

界を代表した愛の結実をもたらすことに貢献
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することによって、神様の愛を受けることが

だ」と言いながら、むちで容赦なくひっぱた

でき、人類の愛を受けることのできる人をつ

きますか。

くるためです。その運動を今しているという

そうするよりも「おお、冬の間休んでいた

ことを知らなければなりません。神様の愛を

お前にあいさつもしないで、春になったので

受ける人をつくり、人類の愛を受ける人をつ

引っ張り出し、よく食べさせもしないで仕事

くるのが統一教会の目的です。

をさせてごめんよ」という思いで、牛よりも
もっと忍耐心をもっていたらどうでしょう。

世界はより大きな摂理のために、蕩減の目

そうすれば天が見る時、かえってその人を近

的に向かっていくのです。神様が喜ばれると

く感じられるのです。賢しく、ずばずばと臨

考える時、自分の一族が餓死するのを見て胸

時処置がよくできるよりも、純情をもって福

を痛め、心に傷を負うよりもそれ以上にそれ

を待たなければなりません。そのように、福

を知り、神様を受け入れなければならないで

なる心をもって生活してこそ福が訪れるよう

しょう。そのような一日においてどんな十字

になっているというのです。

架の道が来てもその十字架上で祈祷し、誰よ
りも苦労の道を行こうと決意しなければなり

歴史始まって以来、神様のみ旨に従った数

ません。投入し投入して、忘れなければなら

多くの宗教者は自分自らを否定する修行をし

ないのです。

ました。「犠牲になり、奉仕しなさい！」。
しかし、なぜそうなのかを今まで知らなかっ
たのです。それは本然の世界が「ため」に生

世界のために自分を犠牲にしようという人

きる本郷だからです。ですからその世界に行

は、乞食のような姿であっても恥ずかしくな

くためには、そこに行ける訓練と準備をしな

いのです。統一教会の群れは安物のパンを食

ければなりません。したがって高等宗教であ

べても、麦パンを食べても、水を飲みながら

るほど犠牲と奉仕を強要したのは、歴史時代

も「ああ、けさの冷やしたお茶は、ごちそう

に、神様が歴史過程を通じ摂理してこられた

よりもおいしいな！」と言って、舌鼓を打ち

からです。それが歴史的な事実であることを、

ながら「感謝します」と言えば、天下が泣く

ここで公認することができます。神様がおら

のです。天下のためにそのような立場に立て

れるということを公認することができるとい

ば主体がいないので、天下が自分よりもっと

うのです。

低いものとなってくっつくのです。
信仰生活をする上で皆さんの心の中に、爆
昔は牛を引いて「どうどう、こっちだこっ

発的で刺激的な力をもってみ旨の世界に向か

ち」と言って畑を耕す時、気分が悪いことが

って行こうという余力がありますか。そのよ

多いではないですか。牛のお尻をたたきなが

うな心があれば、神様が皆さんと共にいらっ

ら「この牛め、お前どうしてこうなんだ。私

しゃるという証拠です。反面、そのような力

が精誠の限りを尽くしてこの一時のために使

がないならば、神様が皆さんと分離している

おうと育てたのに、何で言うこと聞かないん

証拠です。
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人類を愛する心がわきあがり、人類と共に
自分の生命を分かちたい心が絶えないという

一度固く誓いながら、精誠の限りを尽くして
前進しなければなりません。

ことは天に属していることを証すものですが、
自体を中心とした愛と自体の価値を誇る生命
力として終わるならば、自分から既に神様は

九

食口間の法度と礼節
一) 食口は天情で結ばれた因縁

離別しているという事実を知らなければなり
ません。そのような人の行く道の先は天では
ありません。そのような人は自己を中心とし

統一教会員たちを、私たちは食口と言いま
す。食口というのは兄弟の因縁をもたなけれ

た限界点に到達するでしょう。

ばならないし、父母の心情を同じくして生ま
れなければなりません。そうしてこそ食口と
皆さんは神様とサタンの作戦法を知らない

なれるのです。同じ父母をもち、同じ兄弟の

でいます。打たれて奪ってくる道はアベルが

因縁をもたなければなりません。父母の生活

行く道です。サタンは先に打つので勝ったよ

と習慣と伝統を、ただそのまま相続しなけれ

うに見えますが、あとになると自分がもって

ばなりません。そうして天が喜ぶことができ

いる自分の善なるものまでプラスして返さな

る家庭形態をもたなければなりません。そう

ければならなくなるのです。悪の側だという

してこそ食口となるのです。

ことは、相手を打って占領したとしても栄え
るのではなく、悪なるものの中にある善なる

今日、私たちは手と手を取り合って集まり

ものまで奪われるのです。言い換えれば、神

ました。老若男女を問わず、見知らぬ他人同

様はもちをついて渡しておき、それを返して

士が集まりました。私たちには血が通じてい

もらう時にはもちにきなこがついてくるのと

ます。私たちには天情が通じています。出発

同じような役事をされるのです。一時は悪が

が聖なるものだったので、結果も聖なるもの

栄え、善を打つ立場に立ちますが、だからと

でなければならないのではありませんか。

言って天が滅びるのではありません。
私たちがもって生まれた因縁は、立体的な
一瞬一瞬、必死の決意をする皆さんになら

因縁だということを知らなければなりません。

なければなりません。神様が今まで求めてこ

今まで歴史上にあったある思想を基調として

られたこの一時を無意味に失う人になっては

出てきたものではありません。神の心情と神

いけません。これは千年の歴史とも替えられ

の創造理想を基調として、本性の人格を標準

ない価値をもったものなので、これを逃せば

にして始まった因縁なのです。これはすべて

大変なことになります。この世をみな失って、

の因縁の核心なので、絶対視しなければなり

探し出したものをすべて手放すとしても、こ

ません。

れだけは絶対に手放さないと決意する皆さん
にならなければなりません。私の生命がなく

私たちは違う因縁によって集まった者たち

なってもこれだけは残して行くのだと、もう

です。ですから兄弟ではない者たちが集まり
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ました。兄弟ではない者たちが集まって、肉

る堂々とした生涯を歩んでいる、天が捨てる

身の兄弟たちを主管しなければなりません。

ことのできない、天が称賛するだけでなく訪

それが違うのです。兄弟ではない者たちが自

ねてきて愛そうとすることのできる、そのよ

分の肉身の兄弟を主管しなければなりません。

うな背景と内容をもって生きる素晴らしい男

そうでなければ皆さんの家は皆さんと因縁が

たちです。

ないのです。事実それは自分が直接できない
のです。ですから私たちは、兄弟にもっとよ

善なる先祖をもった後孫がここにいれば、
先祖たちが積極的に協助するというのです。

くしてあげなければなりません。

そのような立場に皆さんが立っているのです。
食口に対する時には、その人を傷つけない
ように注意して、また信仰生活の助けになら

このような立場にいる皆さんがよく素晴ら
しく闘い、行く先々で百戦百勝の戦績を立て

ない言葉を言ってはいけません。

る時、霊界では永遠に喜ぶのです。このよう
食口がある困難があったり、ある環境にぶ

な皆さんになれば雑神（注：正体の分からな

つかって苦難に遭う時、お互いに自分のこと

い様々な鬼神）が出てきても驚いてひっくり

のような心情で、同情する心をもたなければ

返るでしょう。そのようになっています。で

いけません。

すからこのような先祖たちは皆さんに、王様
に仕えるように侍るでしょう。皆さんはこの

先生は、食口を非難し、食口を謀害する

ように感じなければなりません。

（注：謀略で人を害する）のを見ると我慢で
きない人です。世界を愛したい心があれば、

六千年の結実体が落果のように熟さずに落

その愛をどこからしなければならないでしょ

ちてもいいでしょうか。ただ風が吹くのでは

うか。私たちの間からしなければいけないと

と心配しながら「ああー、私が落ちそうだ。

いうのです。東西南北から別れて一つの因縁

もうちょっとだけ吹けば落ちてしまうでしょ

に従って集まった私たちが、お互いに愛し合

うから、先生、揺すらないでじっとしていさ

おうということです。顔を見なければ生きら

せてください」と言っていいでしょうか。こ

れないのです。会わなければ駄目だと言うの

こにはこのような輩もいるでしょう。反面、

です。このような因縁で連結されているので、

「先生が斧で強く襲いかかり、枝を思いのま

統一教会はそれでも、この悪なる世の中とは

まに揺らしても引き裂かれるまでは絶対に落

違う何かをもっていると自負しているのです。

ちません」という群れもあるでしょう。皆さ

これを忘れてしまっては私たちは何にもなり

んはどの輩に属しますか。風が吹くかと心配

ません。

する輩ですか。揺らしても落ちない輩ですか。

私たちは素晴らしい人たちです。世界がう

皆さんがここに来た目的とは何ですか。そ

らやましがり、天と地がうらやましがり、霊

れはある環境的な問題を解決するために来た

界のすべての聖人と賢哲たちがうらやましが

のではなく、人間の根本問題を解明し、絶対
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者から認定を受け、確定を受け、その絶対者

誰よりももっと高い愛を与えなければいけな

の前に立つことができるようになるために来

いのです。そうでなければ屈服させることが

たのです。

できず、復帰ができないのです。私たちは既
成教会のために、大韓民国のために、北韓のた

統一教会では争いがあってはいけません。
ここは、お互いに愛し合うために集まった所

めにそのようにしなければいけません。それで
先生が今北韓のために祈祷しているのです。

です。愛を受けようとするのではなく、愛を
与えるために集まった所です。それでは、愛

アベルは何をしなければいけないのでしょ

する方法はどこで学びますか。先生から学ぶ

うか。三代復帰をしなくてはいけません。最

のです。先生と会って、先生を愛したい気持

初に、カインを復帰しなければいけません。

ちが生じなければいけません。そしてお互い

次に、父母を解放してあげなければいけませ

に会いたいし、与えたい愛を、兄弟たちに与

ん。その次には、神を解放してさしあげなけ

えなければいけません。そうすれば神様は、

ればなりません。このように三代の使命があ

その何倍も返してくださるというのです。親

るというのです。言い換えれば、サタン世界

は、兄弟がお互いに愛し合うことを喜ぶから

を解放してあげなければ、父母が出てくるこ

です。

とができず、父母を解放してあげられなけれ
ば神が解放されません。この三代解放圏の責

二) 食口の間にカイン・アベルの関係がある

任をもつのがアベルの使命です。

統一教会員たちを中心に見る時、カイン、

教会を中心に誰がアベルで、誰がカインか

アベルとは誰かと言えば、横的には先に入っ

を分別することができなければいけません。

てきた人がアベルで、縦的には新しく入って

二人いれば必ず一人はアベルで一人はカイン

きた人がアベルです。縦横関係を見る時、横

だということ、三人いれば二人がアベルにな

が縦を重要視するのであって縦が横を重要視す

ることもあるし、カインになることもありま

るのではありません。このようになるのです。

すが、一番中心的なアベルとカインがいると
いうこと、これを皆さんが確実に分別するこ

アベルになる秘訣とは何ですか。伝統を守

とができなければなりません。

ることです。死に遭遇しながらも反発しない
人が、アベルになるのです。皆さんは、これ

カインとアベルが一つになれず、分かれて

を知らなければいけません。イエス様を小羊

はいけません。一方は正しいほうであり、一

だと言ったでしょう。ですから、たとえ刺さ

方は悪いほうです。ですから誰でも私の神様

れたとしても反発してはいけないのです。

であると同時に、あなたの神様であり、私を
愛するだけでなく、あなたを愛する神様であ

アベルはカインを愛さなければいけません。

るという信仰の立場で、お互いにアベル的な

愛で自然屈服させなければいけません。血と

存在を求めて侍り、カイン的な立場を避けて

涙で愛する立場に立たなければいけません。

最大の努力をしなければいけません。もしそ
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のような人になれなければ、いつか一度は天

先に入ったといっても我欲を張る人はカイ

の審判にかかってしまうということをはっき

ンです。自分の思いが先に立つ人はカインで

りと知らなければいけません。

す。先生はこのような原則で人に対します。
どんなに古い食口でも、その心が自分のため

カインとアベルは、どんなところで決定さ

にするようになる時は見向きもしません。今

れるでしょうか。カインとアベルは、楽ない

は仕方なくそのままにしていますが、時が来

い所で決定されるのではありません。カイン

れば荷物をまとめさせて追い出すのです。先

とアベルが必要なのは何のためですか。それ

に来たからといってアベルではありません。

は蕩減復帰するために必要なのです。蕩減復

私的な基準が先になることはカインです。自

帰しようとするにはどのようにしなければいけ

分より公的な問題、天をもっと考えることが

ませんか。祭物にならないといけないのです。

アベルです。

ここの統一教会員同士、兄弟を決める上で、
神様はアベルをどんな場で決定するでしょ

先に来た人はアベルの立場であると同時にカ

うか。サタンの讒訴を受けない場で決定する

インであり、あとから来た人はカインの立場

のです。サタンの讒訴を受けない場はどんな

であると同時にアベルです。

ところでしょう。神様と一体となった立場で
すが、その場は喜びの場ではなく一番悲しい

原理的な立場ではアベルが中心です。この

立場、一番大変な立場です。言い換えれば、

中心の中には神様が入っていらっしゃらなけ

死のうとする場、一番悲惨な場で神様と一体

ればいけません。ところで皆さんはアベルに

となることができるというのです。

なりましたか。アベルになるには従順に従わ
なければいけません。神様に従順に従って一
体にならなければいけません。神様と一体に

三) 誰がアベルで誰がカインなのか

なるには神様が「しなさい」と言うとおりに、
すべてしなければいけません。神様が「しな

統一教会員の中で「私が先に入ってきたの

さい」と言うことをすべてできなければアベ

でアベルで、あとから入って来た人はカイン

ルになれません。九十九までしたとしても、

なので、私に侍りなさい！」と言う、このよ

一つができなければアベルになれないという

うな気違いたちがいます。アベルとはどのよ

のです。

うな人ですか。神様のみ意どおりにする人が
アベルです。より公的な人がアベルです。カ

統一教会員の中でどんな人がカインですか。

インとは何ですか。サタン側です。サタンは、

頭を突き出し、あごで人を使う人たちがカイ

自分を考えるところから出発したのです。ア

ンです。それではアベルはどういう人ですか。

ベルは、自分を考えず神様を考えるところか

責任を果たそうとする者がアベルです。本来

ら始めたのです。これを知らなければいけま

は先に入ってきた人がカインなのに、先に入

せん。

ってきた者がアベルの位置で威張り散らしま
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す。それは自縄自縛になるのです。そんな人

話をしたとしても、他人に利益を与える言

がどんなにいろいろなことをしても、原理原

葉を言う人はアベルになるのです。害を及ぼ

則どおりにしなければ先生が使ってあげない

すような話をする人はカインになるのです。

のです。

私が他人に利益を及ぼすというのは利益を与
えることですが、自分の利益のために何かを

アベルはどんな存在で、カインはどんな存

するというのは害を与えるのと同じです。で

在ですか。原理で見て端的に言えば、カイン

すから他人の利益になるようにするのは公的

は自分に心配事があれば、その心配を他の人

な立場です。自分の利益のための立場は私的

に覆いかぶせようとする人です。アベルは自

な立場です。このような意味で、公と私を中

分に心配事があっても、他人の心配事まで引

心としてアベルとカイン、善と悪が分かれる

き受けようとする人です。その差です。

のです。これを皆さんは知らなければなりま
せん。

どんな人がアベルで、どんな人がカインか
と言えば、侵害される人がアベルで、危害を

より公的な存在がアベルです。統一教会の

加える人がカインです。例えば、父母の前に

教会員の中には、先に入ったのでアベルだと

二人の息子がいて、上の息子は年を取ってい

考える人がいますが、先に入っても公的な立

て下の息子は年が若いとしましよう。ところ

場に立てなければカインです。間違いなくカ

がその父母の相談相手とかすべての面におい

インです。カインも自分が先に生まれました

て、父母に代わることができる息子は長男だ

が、アベルより公的な立場になれなかったの

けだとしても、下の息子が何も失敗せず間違

でアベルに従わなければならなかったのです。

いも起こしていないのに、この長男が下の息

統一教会員の中でも先に入って来たと傲慢に

子に手を出せば、父母は上の息子の側に立つ

「私が先に入って来たのでアベルだ」と言っ

のではなく下の息子の側に立つのです。これ

ている人がいるかもしれません。しかし、あ

が今日、社会で適用される善悪の批判基準だ

とで入って来た人より公的な立場に立てなけ

ということを知らないでいるのです。危害を

ればカインです。アベル的な存在はより公的

加えた者がカインになるのです。

な立場に立った人です。

教会のために熱心に働いて精誠を捧げる人

先生が一生涯をすべて捧げて自分の利益よ

を見て、「あの人は他の人と違ってあれは何

り公的な利益のために犠牲になり、そのよう

だ」と悪口を言えば、既に彼はカインになる

な材料ならば材料、量ならば量を多く投入し

のです。皆さんがそれを知らなければなりま

たことを隠しているので、皆さんが自然に敬

せん。カイン・アベルはそのように分けられ

うようになるのです。それが原理です。それ

るのです。罪がない立場で批判される人、被

が天運なのです。

害を受ける人は必ずアベルになるのです。批
判する人、危害を加える人はカインになるの
です。

アベルの完成は、個人的アベルの完成、家
庭的アベルの完成、氏族的（宗族的）または
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民族、国家、世界的アベルの完成の基盤を引

ると同時に公的な心を多く働かせた人、その

き継いでいかなければ、世界天国復帰という

ような人は誰も嫌いません。

のは不可能なのです。それを知っている私た
ちは、夜昼やって来るその日その日にこの原

人を無視してはいけないのです。「一寸の

則を適用させ、この原則の発展を連結させる

虫にも五分の魂」と言うでしょう。それは必

ために休みなく走ることができなければなり

ずそうだというのです。死ぬ時、恨みを抱く、

ません。そのような人を「天の人」と言うこ

その恨みを買う人は先が長くないのです。

とができるのではありませんか。分かりまし
人に対することを面倒くさがってはいけま

たか。

せん。義務的な過程では復活の役事が起こり
十

ません。おもしろさがなければなりません。

他人との人間関係

時が過ぎるのも知らずに夜を明かし、天国が

一) 人にむやみに対するな

ここしかないというところからのみ、天国に
人にむやみに対するなというのです。それ

行くことができる価値が発見されるのです。

で一九七〇年まで本部では、「通りすがりの

そうではありませんか。木も完全に密着され

おなかをすかせた人は誰でも食べていきなさ

てこそ接ぎ木できるのではないかというのです。

い」と言っていたのです。おなかをすかせた
人に御飯をあげるのは人間の道理です。もら
った御飯でも分けて食べるのが道理です。米

先生は、私たちが食べられなくても訪ねて

櫃にお米を入れておいて、「通りすがりのお

きた人に良くしてあげようとします。彼らが

なかをすかせた人が御飯をもらって食べる」

百ほどの基準の道を修めれば、その基準以下

と言ってけなせば、その家は長く続きません。

で対しては私たちがふさがってしまうのです。
審判されるのです。そのような時は倍以上、

かわいそうな人を見れば、助けてあげるた

三倍、五倍、十倍以上してあげるのです。そ

めに、すべての物をあげたくなる時もありま

のようにしてあげたとしても滅ぶことはない

した。与えたい心、助けてあげたい心をもっ

のです。そうすれば天が感服するというので

て欲するようになる時は、神様も褒めたたえ

す。「こいつ、天より優れている！」と言う

ます。自分だけ食べて生きようとするのでは

のです。

なく、全体を良くするために、現在は苦しい
けれども未来を良くするために欲心をもつの
は良いことなのです。

じっと見てみると、良い家は犬が糞をして
もその家の庭の隅に行ってします。ところが
主人が「こらっ、この犬め！ この町の犬は

ただ飯をたくさん食べさせてはいけません。

なぜみんなうちの庭の中に来て糞をするの

ただ飯を食べさせると同時に、公的な心を多

か」。このように不平を言う人は福を追い出

く働かせなければならないのです。それが福

すのです。「さあ来てやりなさい、さあおい

を受ける道です。ただ飯をたくさん食べさせ

で」そのようでなければならないのです。
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闘うなと言うのではありません。二人とも
よくなる時は闘うのです。一人が滅ぶ時には

るには、神様と共に父母の心で与えなさいと
いうのです。

闘ってはいけません。闘うとしても、自分の
二) 他人との人間関係

味方をつくり教育するために闘わなければな
らないのであって、怨讐になるために闘って

今日、人間たちは人に対してとても無関心

はいけないのです。

です。横的関係において、横的な因縁を中心
与える時は、父母の心をもってあげなけれ

として互いに尊重することが少ないのです。

ばなりません。自分の欲望と野心をもってあ

老若男女を問わず、人に対してみな面倒に思

げてはいけないのです。父がそのようにされ

っています。人が面倒に思うようになれば道

たので皆さんもそのようにしなければなりま

義の道を行く人になることができません。

せん。
神様と一致した人になって万物世界、また
人を愛するのに惜しむな。何を投入したの

はこの世界に、神様の愛に代わって一人で、

か記憶するな。もっとあげたい……。ですか

全体に対して情緒的な基準で横的関係を広げ

ら皆さんが良い食べ物があったとき、隠して

結んでいくのが、信仰者たちがしなければな

一人で食べる人ならば、くたばって死んでし

らない生活だと見るのです。生活でこれが結

まう者だというのです。食べ物があればそれ

ばれなければなりません。生活でこれを成さ

を食べないでとっておき、私が食べられなく

なければならないのです。そうするには、皆

ても与えたい、一人では食べられないと食口

さんがそのような神様の心情に代わって対人

を思う、そのようにできる人にならなければ

関係を結ばなければならないのです。

なりません。そのような父母の心をもった者
人と人が会うところは……。ビリーヤード

とならなければならないのです。

をすれば玉同士が当たってあちこちに転がる
与えるには、どのようにして与えなければ

でしょう。これがおもしろさです。おもしろ

ならないのでしょうか。食べ残した物を与え

さ。人と人の出会いもそのような作用をする

てはいけません。残り物をあげれば、食べ終

のです。それがぶつかれば引っ張って一つに

わっても気分が悪く唾を吐くのです。おもち

なり押し出す、そんな気分になるのです。皆

をあげるとしても、五つあれば五つの中であ

さんがサッカーボールをけっても、そのボー

れこれ取ったり置いたりして選んであげる時

ルが上がったり落ちたり、変化が多いほうが

は、かえってあげないよりも気分が悪いとい

いいでしょう？ 同じなのです。

うのです。他人にあげるのに、五つあれば半
分くらいそのまま取って相手にあげれば、有

私たちが五感を通し感じる、感覚の一切を

り難いと思うでしょうが、あれこれ取ってか

統合して、この命、または愛とどのくらいの

らあげれば世話になった人は、世話になった

関係を結んで生きるかによって、人間として

あとで批評するのです。ですから相手にあげ

どれくらいの価値をもっているかという問題
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が左右されるのです。ですから私たちは、私

愛することにおいて、最も愛し尊敬し敬わ

たち自身が生命力と加重された愛の心をもっ

なければならない人はお年寄りです。若者に

て対人関係を結んで社会生活をしてきたのか、

は会うだけでもいいですが、活動するにも不

という問題を考えざるを得ないのです。もし

自由で力も不足し第三者のお世話にならなけ

そのような立場に立っていることができなけ

ればならない老人たちには、もっと愛さなけ

れば、停止するか、そうでなければ後退する

ればならないし、同情もしなければならない

ということを知らなければなりません。

のです。ところが、そのような風潮をこの世
の中では見いだせないのです。

神様が復帰摂理をしてこられるのに、私た
人を愛するといって、若者だけを愛しては

ちの大韓民国だけを必要とするのではありま
せん。世界人類をすべて必要とされるのです。

いけないのです。愛するのは、お年寄りから

ですから人に対する深い関心をもって出てこ

幼い子まで、すべての人を愛さなければなり

られるのです。これは今まで神様の摂理の中

ません。最近の青年たちを見れば、お年寄り

で一番重要な目標でした。私たちがその目標

を相手にしないようにしますが、それではい

を成すために集められたとすれば、神様と同

けないのです。お年寄りも愛さなければなら

じような立場で関心をもって対することを知

ないし、若者も愛さなければならないのです。

らなければなりません。
人を愛さなければなりません。人を愛し、
すべての人に対する時、欲心をもって対し

人を恋しがることにおいてどんな団体よりも
強くなければなりません。これが人間のみ旨

てはいけません。

ではなく、神様のみ旨を中心とした集まりだ
善なる人になるためには、悪を他人のこと

とするならば、必ず全世界に愛の実として残

と考えるのではなく、自分の痛みとして感じ、

ることでしょう。木々が山を覆うように生い

夜を明かして彼らのために涙で祈ってあげ、

茂る時には、どれが松でどれが柾なのか見分

彼らの罪を贖罪するために祭祀を捧げる心を

けるのが難しいです。しかし秋になり、冬に

もって暮らさなければなりません。そのよう

なれば分かります。冬になって、枝と幹だけ

な人は、悪なる人の本性の中心存在にならざ

の木々の中に緑の木が見えたならば、それは

るを得ないのです。

希望を呼び起こすのです。それは新しい因縁
が結ばれることを象徴するというのです。

良い人は少年も愛し、青年も愛し、壮年も

「心をつくし、精神をつくし、思いをつく

愛し、お年寄りも愛することができなければ

して、主なるあなたの神を愛せよ」（マタイ

なりません。また、自然に対して人が主体的

二二・三七）これが一番目の戒めであり、二

な立場に立ったならば、その主体的な人は春

番目は「自分を愛するようにあなたの隣り人

も好きになり、夏も好きになり、秋も好きに

を愛せよ」（同二二・三九）というのです。

なり、冬も好きになるのです。

一番目の戒めは神様を愛し、二番目の戒めは
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人類を愛することです。隣町ではありません。

習慣性で生きる家庭になってはいけません。

人類を愛せよというのです。人類とは、兄弟

家庭は四位基台を成すことのできる基点です。

であり隣人なのです。

ここでは家庭の一体化が要求されます。神様
が願われる本来の基準の前に一致しなければ
なりません。

驕慢は怨讐です。驕慢と固執はサタンの本
職です。サタンの要素です。それで私たちは

本家が栄えるためには、先祖から引き継い

驕慢の代わりに謙遜、固執の代わりに和合を

できた家法というか、礼法を良く受け継いで

しなければなりません。和而有親です。この

実践しなければなりません。「そんなものど

人にもよくしてあげ、あの人にもよくしてあ

うでもいい、私と何の関係があるのか」と言

げる人にならなければなりません。そのよう

うような人は、本家の子孫になることはでき

になってこそすべてのことに通じるようにな

ません。もしそのような人が本家の長男とし

るのです。あの人この人、二人が一つになら

て生まれたとしても、そうなることができな

なければ大きいものが出てこないのです。和

いというのです。

合しなければそのようになるのです。サタン
の本質にはねたみと嫉妬のようなものもあり

神様から受けた純粋な血統を私たちがどの

ますが、驕慢と固執は私たちには許すことが

ように保有するのかが問題です。堕落した血

できないものです。

統ではなくて、純粋な血統をいかに保存する
のかというのです。そのために本当に悩まな
ければなりません。汚染されていなかったエ

第四章 祝福家庭の伝統と生活礼節

デンの園でも堕落したのに、この罪悪世界で

一

きれいになっていくということは、とても難

祝福家庭の生活法度（方式）
一) 家法と礼節がしっかり立たなければ

しい問題なのです。罪悪世界で生まれた父母
は苦労をしたとしても、祝福を受けて生まれ

ならない

た子供たちには汚染されていない環境をつく
今まで私たちはめちゃくちゃに生きてきた

ってあげなければなりません。私たちが犠牲

し、言葉もめちゃくちゃに話してきました。

になっても二世たちのためにそのような環境

しかしこれからは、私たちの家庭でも規律を

を早く準備しなければならない、というのが

立てなければなりません。父母が、怒りがわ

先生の考えです。急がなければなりません。

きあがるといって子供を自分の気分でたたい
て「こいつはどうしようもないやつだ」と言

罪の世界から解放されようとするなら韓国

うような、この世的な俗な言葉を使ってはい

の国民であっても、私が韓国の国民であると

けません。これからはすべてが一新されなけ

いう観念をもってはいけません。韓国の国民

ればなりません。神様を中心として言葉から、

だと思う前に「私は神様の人だ。天の民だ。

態度から、生活から一新された立場に立たな

天の人だ」という観念をもたなければなりま

ければならないのです。

せん。世界が使っている言語、着ている服、
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はいている靴、女性が使っている化粧品、こ

習慣は最も直しにくい悪い癖です。皆さん

のような風習と習慣の中に染まった罪の本性

が結婚して子供を育てながら習慣的な生活を

を無慈悲に切れるように、刃物を持った生活

するようになると、それが身についてしまい

をしなければなりません。これが罪の世界か

ます。そのような環境の中では特別な精誠や

ら解放されるための生活です。この世の歴史、

祈祷をする時間がないのです。子供たちがそ

習慣、環境の悪習に勝利しなければ、罪の世

ばで騒ぐので、祈祷の時間がないのです。

界を主管する道はありません。真の人になり
たいなら、真の国を見つけたいなら、天国に

これからは刃物を持って切るものは切り、

行きたいならば、環境的なすべての悪の条件

解剖するものは解剖しなければなりません。

から解放されなければなりません。

皆さんが自分勝手にしてはいけません。統一
教会は天国を成さなければならない教会なの
で、個人でなく、家庭を見つけなければなら

習慣的で世俗的な家庭ではいけません。

ないのです。家庭生活で手本になることので

「今はこうだが、後日には良くなるだろう」

きない人は世界的な非難を受けるでしょう。

と思ってはいけません。既に完全になってい

全天宙的な非難を受けるはずです。

なければなりません。現在が問題になります。
過去と現在が完全であってこそ未来も完全に

祝福とは責任を果たしてこそ貴いものです。

なることができます。エデンの園でもこのよ

男性はこぶしを使い、女性は口を使ってはい

うな一日をもてなかったことが、堕落したと

けません。この世的な悪口を言ってはいけま

いう証拠です。過去と現在と未来が一致する

せん。何かが変わらなければなりません。す

立場が理想的な立場です。現在を捧げること

なわち、家庭は小教会です。天の代行機関と

ができなければなりません。地上で永遠の足

して行わなければなりません。天が訪ねてい

場になってほしい、というのが神様の願いで

きたい家庭にならなければなりません。最低

す。これが歴史的な総合点です。

限三家庭が一カ所に住まなければなりません。
特別にきょうを期してお話ししたいのは、ま
ず大勢の人が往来できる家庭にならなければ

イスラエル民族がカナン復帰をしたのちに

なりません。人の和が最も大切です。それか

滅亡してしまったのは、彼らが既存の環境に

ら二番目には天の家庭同士が団結しなければ

同化し習慣化してしまったからです。彼らは

なりません。最低限三位基台になった家庭同

より良い生活をし、より多く食べる豪華な生

士だけでも完全に一つにならなければなりま

活に気持ちを奪われてしまったので、滅亡し

せん。

たのです。異邦人であっても金持ちだったら
結婚しました。また権力を貪欲に欲し、知識

私たちは個人を主とするのではなく、家庭

を好みました。彼らは結局既存のカナン文化

を主としなければなりません。かといって家

に同化して、選民の精神をないがしろにした

庭のみを中心としてすべてのことを清算する

ので滅亡してしまったのです。

のではなく、全部連結しなければなりません。
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ですから昔一人で修行生活をした時の努力を

的な夫婦になり、父母にならなければなりま

もってしてはなせません。昔努力したことの

せん。自分たちを中心とした私的な夫婦や父

何倍もの努力をする、という決意と覚悟を付

母になってはならないのです。父母が天に行

け加えなければなりません。悪に対して挑戦

く道から脱線しまいと精誠の限りを尽くせば、

していく生活は、うっかりすると疲れて後退

子供は絶対に親不孝ができません。

しがちです。家庭をもったときは一人のとき
よりも何倍も努力しなければなりません。家
庭は中心をつかんだ立場です。私たちは現実

家庭を復帰しなければなりません。それ以

を避けることはできません。前後、左右、上

上の伝道はありません。夫婦が早朝に起きて、

下の関係を家庭で成さなければなりません。

子女の手を握って、涙を流して祈祷しなけれ

過去の信仰形態をもってはいけません。過去

ばなりません。そうして父親や母親が外出し

の一方的な信仰態度ではいけないのです。

ていない時、子供たちが父母を待ちながら慕
って歌うことができなければなりません。

家庭の伝統を立てて、祝福家庭は家法を作
らなければなりません。そして子女の教育基
準と家庭の規範を作らなければなりません。

一人でいる時には、祈祷するとすべてのこ

そうしなければ、もし父母に何かあった時と

とがうまくいきました。しかし家庭では、反

か、子女に追及された時には言い訳ができな

対する人がいると、その十字架を背負って本

いというのです。

然の基準にまで突き抜けて行かなければなり
ません。個人は客車であり、家庭は機関車と

二) めちゃくちゃな生活をしてはいけない

同じなのです。個人が失敗したものを復帰す
るのは簡単です。しかし家庭的に失敗すると

個人の生活をこうしなければならないとい

破綻します。

うことを確実に究明しなければならないし、
また家庭の生活はこうしなければならないと

子供たちがよく「お父さん大好き！ お母

いうことも確実に究明しなければなりません。

さん大好き！」と言います。そのように、お

過去には漠然と生きて生活してきましたが、

父さん、お母さんが好きだと誇れることが、

これからは具体的に生きていかなければなり

子供たちの安息の場なのです。

ません。
家庭を中心として父親が「よいしょ」と言
神様のために、静かに自分にあるすべての

うと息子も「こらしょ」、息子が「よいし

ものを犠牲にする時には、神様が私を擁護し

ょ」と言うと父親も「こらしょ」と言うこと

ます。神様は必ず私の味方になります。

のできる基盤が必要です。しかし子供がいる
と言っても、国がなければ何の意味があるで

皆さんの家庭は愛の家庭にならなければな
りません。そして皆さんは愛を中心として公

しょうか。国がなければ一番も何も、何の意
味もないのです。
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祝福家庭はすべての人々の希望の標的です。

礼拝時間を迎えるために早朝から精誠を捧

しかし付加された責任を果たせなければ失望

げ、その日を神様の前に捧げることを生活化

の家庭になります。

するように、子女たちに教育しなければなら
ないにもかかわらず、自分勝手に何でもして
います。み旨のための生活をすると言いなが

二

信仰生活で模範となる家庭

らも祈祷をするでもなく、精誠を捧げるでも

一) 信仰生活が子女教育になる

なく、原理の勉強をするでもなく、伝道をす
るでもなく、何もしなくてもいいのでしょう

聖日の礼拝時間の前に行って、準備する人

か。聖日の礼拝時間が十時三十分ならば、そ

が何人いるか考えてみてください。聖歌を全

の時間に合わせて参加するためには、九時三

部歌って説教の時間になると、その時にぴっ

十分とか十時には出発してこそ礼拝時間の前

たり合わせて入ってくるのです。そのような

に到着するでしょうに、時間になってから家

人たちをどうしてみ旨に従っていく人たちだ

を出発して、礼拝中に入ってきてそっと座る

ということができるでしょうか。いくら弁解

というのです。そうなると必ず批判されます。

しても、公的な生活ができずに私的な生活を

いくら父母の立場で子女を教育したとしても

しているということなのです。そのような人

受け入れてもらえないのです。

たちには希望をかけ、期待する何の内容もな
いのです。ですから皆さんは新しくみ旨の前

父母がみ旨のための生活の模範にならなけ

に覚醒して、公的生活の徹底化、私的生活の

ればなりません。家庭で祈祷生活とか、家庭

模範化を決意していかなければなりません。

礼拝とか、どのような面でも一生懸命にする
信仰生活を、子女たちに見せなければなりま
せん。また、敬拝の時間がどんなに重要かと

祝福家庭は残らず礼拝時間の前に来て、礼

いうことを認識させてあげなければなりませ

拝に参加する大勢の生命に恩恵の雰囲気をつ

ん。その時間には敬拝式だけで終わるのでは

くってあげて、恩恵を及ばさなければなりま

なくて、み旨を中心として、父母として子女

せん。そして牧会者が壇に立つ前に心情的な

たちを教育しなければならないのです。

基盤をつくって支えてあげるようになると、
説教をするにおいて食口たちの切実な表情を

祝福家庭は天に侍る生活で手本にならなけ

眺めて刺激を受けることができるのです。そ

ればならないし、献金、敬拝式、伝道などを

のような要因が多ければ多いほど教会は発展

生活化しなければなりません。

します。
聖日は一週間を節約して計画しておいて、
食口たちが喜べる内容を与える日です。また
公式的な記念日や集会があればそれを生命

聖日には共に集まって準備しておいた食事を

視して動かなければなりません。そうでない

分けて食べ、各家庭が互いに自分の夫や妻を

家庭は祝福家庭として落第です。

自慢しなければなりません。
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早朝敬拝、精誠、礼拝の時間を厳守できな

昼にもしてみて、夕方にもしてみて、夜にも

いのに自分の息子や娘の幸福だけを願っては

十時にしたり十二時にしたりしてみるのです。

いけません。したがって先生を中心として四

そのように長年の間祈祷生活をしてみて、何

位基台を成さなければなりません。それから

時から何時まで祈祷するのが自分に一番合う

ここで後孫を立てるなら父母がしっかりしな

時間なのかを知らなければなりません。それ

ければならないのです。

を知って、自分に合う時間に精誠を捧げなさ
いというのです。

祝福家庭は聖日や公的な集会に参加する手
できれば恩恵基準の高い人を中心として共

本にならなければなりません。

に祈祷しなさい。そうすると、その人によっ
食口はどこに行ってもまず聖なるところ、

て恩恵を受けるのです。もし夫が自分より恩

すなわち聖地や教会をまず訪ねたりしますが、

恵の基準が高く信仰生活も模範的ならば、そ

そうできなければ、そのような条件でも立て

の夫によって恩恵を受けるようになるのです。

なければなりません。皆さん各自は個人であ

そのように恩恵を受けるようになると、夫が

りながらも、個人にのみとどまった存在では

この世に二人といない美男子に見えるという

ないということを心に刻まなければならない

のです。また夫が妻を通して恩恵を受けるよ

のです。また皆さん各自は先祖の立場に立た

うになると、その妻がこれ以上の美人はいな

なければなりません。

いというくらいに美しく見えるというのです。
この世の女性の中でも一番だというのです。

各家庭は白い座布団を作りなさい。そして、

本来夫婦はそうでなければなりません。それ

きれいな場所を準備しなさい。その座布団に

で目を開けさえすればじっと見ていたいし、

座って精誠を捧げる時間をもつようにしなさい。

夜を明かしてもひそひそと話したくなるので
す。それは滅びることではなくて栄えること

寝ても覚めても、食べても、休んでも、見

です。

ても、何をしても、すべてみ旨を中心として
御飯を食べる時間が一日にどのくらいにな

しなければなりません。

りますか。一時間半くらいにならないですか。
精誠を尽くして皆さんの父母を伝道しなけ

一日に平均一時間半御飯を食べて生きるとす

ればなりません。一つのみ旨の前に共に天の

れば、霊的なことには御飯を食べる時間より

祝福を受け、祝福家庭の囲いをつくるように

ももっと多く投入しなければならないのです。

なれば、それ以上の幸福はないのです。

それは、先生の今までの長年の間の信仰生活
で分かったことです。

二) 祈祷生活は御飯を食べることよりも重要
祈祷すれば必ず成されます。祈祷すること
祈祷をしなければなりません。祈祷の時間

によって力を受けます。祈祷することによっ

を定める時は早朝にしてみて、朝もしてみて、

て、これからこの問題がどうなっていくかと
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いう展望をみな教えてくれるのです。「この

三) 祝福家庭は族長

ことはこうして、このことはこうするのだ」
と教えてくれるのです。それを知ってこそ大

一九六八年度に四三〇家庭を祝福した時、

きなことができるのです。祈祷によってのみ

先生が指示したとおり氏族的メシヤになれと

その道を開拓することができるのです。祈祷

いうのです。その使命を果たさなければなり

が御飯を食べることより重要だということを

ません。先生を中心として協会に三十六家庭

知らなければなりません。

が組織されているように、金家ならば金家で
先に祝福を受けた家庭を中心として金家の三

私たちが行かなければならない道は、いず

十六家庭型がなければなりません。三十六家

れにしても、かき分けて行かなければならな

庭にならなければ十二家庭型の先祖でもつく

い道です。それが、私たちの力のみでは不可

らなければなりません。そうして皆さんが、

能なことを、生活するほど感じるようになり

皆さんの氏族の先祖になって新しい支派編成

ます。ですから信仰者は祈祷をしなければな

をしなければならないでしょう。 それが十

らないということを知らなければなりません。

二支派型なのですが、それを形成したらその
十二支派圏内に全部入るのです。これが直系

祈祷しなさい。祈祷は心情の補給倉庫です。

の氏族です。

時間がなければ、していることを通してでも
現在の祝福家庭は伝統の先祖なので重要で

祈祷できなければなりません。

す。氏族の前にメシヤ的家庭になってこそ伝
洗濯をしながらも、道を歩きながらも祈祷

統が立てられるのです。

しなければなりません。倉庫にどんどん積ま
なければならないのです。空けておいてはい

これからは祝福家庭を中心として氏族が成
されていきます。そうすることによって皆さ

けません。

んは、氏族的メシヤとしての使命を果たさな
常に祈祷する生活をしなければみ旨の道を

ければなりません。これからの教会は族長を

行くことができません。皆さんは生活化する

中心として成されます。祝福を受けた人たち

においてお金のことを考えるのではなく、み

は全部族長たちです。

旨をまず考えなければなりません。
新しい家庭と氏族の基盤をつくったので氏
皆さんは神様を背後とすることのできる、

族復帰という歴史的な驚くべき恵沢圏内に入

神様の息子や娘になったのでしょうか。神様

ったのです。それで皆さんには父親、母親を

を背後とするなら常に神様が共にいて、皆さ

伝道することができ、お兄さんやお姉さんを

んが神様と共にいられる人になっていなけれ

伝道することのできる時が到来したのです。

ばなりません。小犬のように母親の懐を離れ

復帰歴史は家庭を探し立てるためのものです

て独りで歩き回っては母親の保護を受けられ

が、他の家庭を復帰するよりも自分の血肉を

ないのです。

通して復帰したらどんなに早いでしょうか。
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皆さんが、父母や兄弟を伝道しなさいという

皆さんは家庭を率いてイスラエルの地を訪

話を聞くことができるのは、先生一代におい

ねていかなければなりません。皆さんにはそ

ては夢のような話です。

のような責任があります。イスラエルの十二
支派が、自分に分配された地を訪ねていかな

皆さんはその基盤の上で、皆さんの代に氏

ければならなかったように、皆さんはこれか

族的な基盤をもつことができるというのです。

ら家庭を導いて氏族的な基盤の相続地を訪ね

ですからどんなに栄光でしょうか。これを知

ていかなければなりません。

って感謝しなければならないにもかかわらず、
その責任に耐えることができなければ、その

皆さんを氏族的メシヤとして送ったのは、

家庭が責任追及を受けなくて済むのかという

どうしてでしょうか。昔はイエス様が霊界か

のです。このような立場で責任も責任ですが、

らこの地上に縦的な過程を通して送りました

これからはその家庭が氏族的メシヤの使命を

が、今日文総裁は天を代表した神様の立場で

果たさなければなりません。

氏族を代表することのできるメシヤ型の数万
の家庭を世界に派遣したのです。これからは
滅びません。一九八九年一月三日午後二時三

地獄という所は、一度はまったら抜け出す

十分に氏族的メシヤを宣布したのです。

ことのできない所です。それでも皆さんは自
分の母親や父親、そして親戚が地獄に行くと
いうのを実感することができません。何とか

氏族的メシヤは一代において、氏族を中心

なるだろうと思っているのです。しかし、愛

として歴史的な故郷を案内する先鋒者だとい

する父母が本当に地獄に行くと思ってくださ

うことを知らなければなりません。モーセの

い。この世の監獄に入るといっても、泣きわ

ような出エジプトの先鋒者であることを知ら

めいて、できることならどんなことをしてで

なければなりません。盲目的ではないのです。

も引っ張り出そうとするのが人情なのに、ま

モーセは何も知らずにしましたが、私は具体

してや天情で結ばれた息子や娘、自分の父母

的に全部知っているというのです。理論的に

と親戚、兄弟と姉妹、すべてが永遠に出るこ

みな知っているのです。故郷を訪ねて行かな

とのできない監獄に行くのを知ったなら、そ

ければなりません。しかし、カインを探し立

うするでしょうか。

てなければ故郷に入ることはできません。

祝福家庭の男性はイエス様の実体の立場で

なぜ氏族的メシヤとして責任分担を果たさ

あり、女性は聖霊の実体の立場です。すなわ

なければならないのでしょうか。一番目の理

ち、イエス様と聖霊がイスラエル民族を救お

由は、皆さんの父母を救わなければならない

うとしたのと同じように、生きてこの民族を

からです。父母は第一のアダムの立場であり、

救おうと躊躇せずに進んで行く立場が正に祝

皆さんは第二のアダムの立場にあります。父

福家庭の立場です。ですから祝福家庭は氏族

母を復帰して、再創造してアダムの使命を完

的メシヤとして出発することができるのです。

遂しなければなりません。二番目の理由は、
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皆さんには故郷が必要だからです。氏族的メ

さて最後に残された終着地とは何でしょう

シヤの使命を果たすことによって自分の故郷

か。解決方法が何なのかというのです。すべ

がもてるようになるのです。結局、氏族的な

ての壁を壊して処置をすることですが、この

メシヤの責任分担を果たさなければならない

ような恵沢を受けるためには、どうしなけれ

理由は、アダム家庭の完成のためなのです。

ばならないのでしょうか。氏族的メシヤにな

具体的には氏族を教育しなければならないの

れというのです。氏族的メシヤ。これさえ終

です。

われば、個人的讒訴条件、家庭的讒訴条件、
氏族的讒訴条件、民族的讒訴条件、国家的、

個人が安息しようとするならば家庭がなけ
ればならないので、今まで統一教会は家庭を

世界的讒訴条件を提示するものは何もなくな
るというのです。

探し立てるために闘ってきたのです。また家
庭が安息しようとすれば、氏族圏がなければ
なりません。氏族が囲いとなって、吹きまく

三

一) なぜ「ため」に生きなければならな

る風とそれ以外のすべてのものを、責任をも
って防ぐことができる、そのような舞台をつ

真の愛で「ため」に生きる生活

いのか

くらなければ平安な家庭で生存できないので
す。そうしようとするならば親戚を中心とし

宇宙を造られた神様、法度を立てた神様は

て族長になるのです。族長になれば、戦いが

どのような方でしょうか。宇宙を通して誰よ

起こっても親戚が一線に立って闘うので、族

りも「ため」に生きる代表的な立場に立った

長は作戦を指示しながら休むことができるの

方です。その方が神様だというのです。です

です。それで皆さんに、先生は氏族的メシヤ

からその方に会うためには、「ため」に生き

の使命を果たしなさいと言ったのです。その

なければなりません。その方は知識の大王で

次には国家的メシヤの使命を果たしなさい。

すが、知識をもって来いとはおしゃいません。

これから世界に行って伝道をするときには国

能力の大王ですが、能力をもって来いとはお

家的メシヤの使命をするようになるのです。

っしゃいません。「ため」に生きてくると、
皆が神様のそばに来ることができるというの
です。

皆さんは金家であれば金家のメシヤと同じ
使命を果たさなければなりません。金家であ

再創造において他人に与えまた与えるのは、

れば金家、朴家であれば朴家において、天の

神様が創造時に自分を消耗させた立場と一致

国を創建するために、この氏族を代表しては

します。自分を投入するということは第二の

「私がメシヤだ」と思いなさい。救世主だと

自分をつくるためで、神様が創造する時、御

思えというのです。金家を救う救世主だと思

自身を投入されたのと同じです。再創造歴史

わなければなりません。そのためには金家全

は蕩減復帰路程であり、蕩減は再創造歴史を

体に代わって祭司長的な責任を果たさなけれ

通して成されるので、自分を投入することに

ばなりません。

よってのみ再創造が成されるのです。ですか
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ら犠牲になることが不可避であることは理論

歴史的な伝統として残る実績とは何でしょ
うか。犠牲精神による、「ため」に生きた実

的な結論です。

績のみが今日の世界に残ってきました。そう
神様は独裁者ではありません。神様も人間

かどうか調べてみてください。そういう人た

のために投入しました。神様が人間の前にい

ちが聖人として、歴史的な偉人として、また

るのは、人間のためにいるのです。ですから

は忠臣として残ってきました。そのような犠

千年、万年、神様に従っていこうとするので

牲精神のもとでのみ、功績が残ったのです。

す。「ため」に生きる天理の宇宙存在世界の

ですから犠牲になることは功績を残すための

前に自分自身の存在位置を維持するためには、

ものだということを知らなければなりません。

「ため」に存在しなければなりません。「た
め」に生きることによってのみ、東洋、西洋
に通じることができ、古今に通じることがで

神様の愛とは、神様自身を愛し、人類を愛
するものです。それだけでなく、来ては去っ

きます。

ていった、過去、現在、未来の人類すべてを
自分を主として動くのは悪をもたらします

愛する愛です。ですから地獄に行った霊人た

が、全体を主として動くのは発展をもたらし

ちまでも解放してあげる運動をする神様であ

ます。これを知らなければなりません。全体

る、ということを知らなければなりません。

のために行くものに対しては、すべてのもの

人は真理の道を行かなければならず、生命の

が門を開けるというのです。個人も門を開け、

道を行かなければならず、愛の道を行かなけ

家庭も門を開け、氏族も門を開け、民族も門

ればなりません。いくら素晴らしくても「た

を開け、世界も門を開け、天の国も門を開け、

め」に生きる基盤がなければ、すべてのもの

すべてのものが門を開けて歓迎するのです。

はついてこないのです。このように生きる人
は自然と主体になります。真の生命の人にな

真の人生が行く道に、一つの公理として立

るのです。

てなければならないのは「ため」に生きると
いうことです。これはどこでも通じる原則で

レバレンド・ムーンの思想が今後二十一世

あり、永久不変です。過去、現在、未来がな

紀の主体思想として登場できるのは、今まで

いので、「ため」に生きなさいというのです。

の「自分のために生きろ」という世界で、反

ここに孔子様やイエス様やお釈迦様やマホメ

対に「ために生きよう」という世界を発見し

ット、すべての聖子といわれる人たちの前に

たからです。論理的な観点において、今まで

神様が現れて、「あなた方はどう思うか」と

と反対の世界が顕現できる可能性のある、不

言うと、「そのとおりです」と言うでしょう

可避な結論です。ですから希望は統一教会し

か、「そうではありません」と言うでしょう

かありません。自分のために生きるという世

か。それが宇宙の法則です。それが、人間が

界ではなく、「ため」に生きようとするこの

生きるにおいて、真の姿で生きるための一つの

群れのあとを、二十一世紀以降の数千、数万

方法だということを知らなければなりません。

年の世界がついていくのです。私のために生
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きろという世界にはついていきません。嫌だ

この本心を動かしているということを知らな

と言うのです。

ければなりません。

どのように統一されるのでしょうか。先生

神様の立場と父母の立場は、どんな立場で

はどのように統一するのでしょうか。こぶし

しょうか。先に考えてあげる立場です。神様

で、力で、お金で、権力で、知識で？ 違い

は私よりも先に考えてくださるのです。父母

ます。愛を中心とした、「ために生きる」立

は私より先に考えてくださるのです。それで

場で万事は解決されるのです。結論は簡単で

良いというのです。それで主体なのです。二

しょう。真の愛を中心として、「ため」に生

人で住むという時に、「ああ、あの食口がし

きていくときに、悪魔の世界が天の国として

なければならないことを、私がしてあげなけ

再創造されていくという結論です。それは理

ればならない」と言わなければならないので

論的なのです。

す。神様がそのようなお方です。その人が中
心です。「ため」に生きる人が中心になるの
です。

二) 「ため」に生きる者が中心である
相手が小さなもので私を愛し、「ため」に
私たち統一教会はよく食べ、楽しく生きな

生きてくれたなら、私はそれ以上のものを返

がら行こうというのですか。食べる物もなく、

してあげたいのです。これはだんだんと拡大

苦労しながら行こうというのですか。よく食

していくのです。拡大、拡大しながら日時が

べて、楽しく生きようというのでしょうか。

過ぎて、一生の間そうしていくと、これが国

食べる物もなく、苦労しながら行こうという

を越えて、世界を越えて、永遠の世界、天国

のでしょうか。誰のためにでしょうか。統一

を越え、天上世界を越えていくのです。

教会の文先生のためにですか。神様のために
人はどうして高いものが好きなのでしょう

です。神様の心をとりこにする方法はそれし

か。多様なものと因縁を結ぶことができるの

かありません。

で高いところが好きなのです。なぜ低いもの
が嫌いなのでしょうか。単純になるからです。
私がその人を屈服させる方法は、闘って勝

多様な関係から遠くなるというのです。人に

とうとするのではなく、その人のために父母

おいて最も貴い人は高い理想、高い観、高い

の立場でまず考えてあげるのです。そうする

ものと関係を結ぼうとする人です。そのよう

ことによって私が勝つというのです。三年だ

な人が貴い人だという概念を、ここで見つけ

け「ため」に生きれば、間違いなく私の言葉

ることができます。

をよく聞くようになるのです。心はそうです。
心は。自分の居間のドアまで開けて、「あな

より「ため」に生きなければなりません。

たは勝手に私の家に入ってきてもいい」と言

より「ため」に生きるとはどういうことでし

うのです。そのような宇宙の原則的な作用が、

ょうか。より「ため」に生きる人が責任者に
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なるのです。十人の中で誰が中心になるのか

つです。いくら悪い父母だとしても子供には

というと、その十人のために愛し、そのため

正しく教えてあげるのです。

に生きる人です。その人には十人がみな訪ね
ていくというのです。「ため」に生きること

皆さん自身は誰のものですか。父母のもの

はつまらないことだと思っていたのでしょ

であり、息子のものです。そうなると、父母

う？ しかし主人に、中心者になるというこ

は誰のものですか。父母は子女のものである

とを知らなければなりません。天理がそうで

と同時に神様のものです。ですから皆さんは

す。「ため」に生きることはつまらないこと

まず神様のものになって、子女のものになっ

だと思ったのに、これが中心になるためのも

たのちに、自分のものになるのです。そのよ

のであり、責任者になるためのものであり、

うになる時に初めて完成されるのです。です

すべてのことを相続するための道だというの

から父母を敬うその法度が地上に残り、人間

です。ですから「ため」に生きようとすること

の生活に残っているのです。ここで、父母を

を知らなければなりません。つまらないことで

敬い子供を愛しなさいという言葉が出てくる

はありません。損することではありません。商

のです。父母がいなければ孤児です。父母の

売の中でもこのような商売はありません。

愛を受けたり、子供を愛してみましたか。そ
うしてこそ「私」という人が、四方を区別す
るすべが分かるようになるし、上も下も区別

四

するすべが分かるようになるのです。

父母が立てるべき愛の法度
一) 父母は友達よりも近く

子女たちが「天下に私たちの父母のような
父母は子供のためにいます。もし父母のた

人はいない」と言えなければなりません。世

めに父母がいるとすれば、父母という言葉は

界の人たちが韓国に模範家庭を探して訪問す

出てきません。これから統一教会の原理を中

るでしょう。その時見せるものがあり、言う

心として倫理観が形成されなければなりませ

言葉がなければなりません。

ん。父母はどうあるべきですか。子供を生ん
だ父母は子供のためにいなければなりません。

父親は友達の中の友達にならなければなり

それが倫理の第一条です。それは説明する必

ません。自分の父親が現れたら、友達を捨て

要がありません。息子のためにいようとする

て父親に走っていかなければなりません。そ

のは不幸な立場ではなく、幸福な立場です。

して師匠の中の師匠にならなければなりませ
ん。ですからできれば「私の父は大統領より

自分の子供に間違ったことを教える父母は

も良い、一番だ、神様の次だ」。このように

いません。師匠は弟子に間違えるように教え

考えなければなりません。「どんな友達とも

ることもあります。怨讐の立場にいる師匠な

換えることのできない友達だ。どんな師匠を

らば滅びるように教えることもあるのです。

与えられても換えることのできない父親だ。

師匠には二つの種類があるのです。兄弟も二

私が愛する妻を捨てたとしても父親は捨てら

つの種類があるのです。しかし父母はただ一

れない」。このようにならなければなりません。
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先生は外出して家に帰れば必ず寝ている子

母には子供を愛する心が自然的にわき出るの

供の顔をなでてあげます。親の役目を果たす

です。私の息子なので愛するという意識的な

のは簡単なことではありません。そのように

心が先に立って愛するのではなく、その心よ

することによって、「うちのお父さんが私を

りも因縁よりも先立つ自分の生命力が、子供

愛してくれたように私も息子、娘を愛さなけ

と連結されているので愛さずにはいられない

ればならない」ということを自動的に植え付

というのです。このような事実は私たちが家

けるようになるのです。また「お父さんは世

庭生活でよく感じていることです。

界一だ」ということを分からせなければなり
家庭で起こる是々非々は男性が責任を取ら

ません。

なければなりません。男性は家庭の中心的権
人は誰でも立派な息子をもちたいと思いま

威を守らなければなりません。

す。それでは、立派な人として育てるために
はどのように教育したら良いのか、それが分
二) 伝統を相続させてくれる父母

からないのです。教育は一生涯しなければな
りません。精誠を尽くさなければなりません。
父母が精誠を尽くして育てた子供に家を引き

先生が心配するのは、どうやって統一教会

継がせる時、その代身者として立てる時は、

の名前を後世に残すかということではなく、

父母の心と一致するようにさせるのです。そ

どうやって先生の伝統を相続した人を後世に

の父母の因縁について行くようにさせながら

残すかということです。ですから今まで伝統

代身者として立てるのが常例です。

を重要視しなさいと教育をしてきたのです。

父母は愛する子供のために骨の髄まで溶け
るような苦労をしても、つらいと思わないの

未来に対してどのように生きることが豊か

です。なぜでしょうか。愛しているからです。

に生きるということになるのでしょうか。私

自分の血肉を分けて、その代金がいくらなの

が豊かに生きるのが問題ではありません。後

かを帳簿につけておくのでしょうか。つけな

孫を教育しなければなりません。後孫に残し

いでしょう。かえって全部あげることができ

てあげなければなりません。今まで統一教会

なくて残念に思うのです。

を指導してきた私自身もそうですが、皆さん
もかわいそうな道を歩んできました。避難民

子供に対する父母の愛はただそのまま生活

として歩みながら、立場をつかむことができ

的な因縁だけで通じる愛ではなくて、骨の髄

ませんでした。荒野路程を歩んできました。

からわき出てくる愛なのです。忘れるに忘れ

これから私たちは定着しなければならないし、

られず、切るに切れない愛の心を父母はもっ

定着しようとするなら闘って勝たなければな

ているのです。それで生命の余力が残ってい

りません。カナン七族を滅ぼしたように、闘

る限り父母は子供を愛するのです。子供と生

って勝たなければ定着はできません。この民族

命の因縁が結ばれていることを感じる時、父

を中心とした闘いで勝たなければなりません。
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子女たちを教育する時に、お前たちはお父
さんやお母さんのようになりなさいと教育す

天の前にもっていくべき礼物（贈り物）がな
くなるのです。

ることができなければなりません。皆さんが
伝道期間中に食べられず、豊かでなかったと

父母は死んでも天道は残していかなければ

しても、ぼろをまとっていたとしても、恥ず

なりません。その家庭は何のためにあるので

かしいことではありません。後代が千万金を

しょうか。自分の子供のためにあるとしても

払っても買うことのできない教育資料になる

まず神様のためになり、国のためにならなけ

のです。

ればなりません。これは結局は自分の子女の
ための道です。そうしてこそ神様の運と世界

苦労は素晴らしいことです。それで私たち

の運と共にある国の運と共にすることができ

は千秋万代の後孫が誇ることのできる伝統を

るからです。そうして祝福を受けて生まれた

立てておかなければなりません。

貴い子女たちが苦労をしても、その子女たちに
拍子を合わせるのではなくて、神様と世界と国

祝福家庭の娘、息子たちが、三代をどのよ

の運勢に拍子を合わせなければなりません。

うに先生と共に生きることができるかという
ことが大きな問題です。三代がみな功臣にな

皆さんは一代のために生きる家庭にならず

ると、天下にもないあの天上世界の功臣にな

に、世界と永遠のために生きる家庭にならな

るということを考えてみましたか。ですから

ければなりません。また愛の基盤を広げて万

自分の息子、娘を抱いて今から教育して、そ

民の心情を集め、ろうそくに火をともし、香

のような思想を植え付けるために精誠を捧げ

をたいて、祈りを捧げ、天と地、万民と共同

なければなりません。

の因縁を結んで、生きて死ぬという家庭にな
らなければなりません。そのような家庭にな
ると、どのような艱難にぶつかっても、神様

伝統を残さなければならないし、その次に
は善良で立派な後孫を残さなければなりませ

がその家庭を保護してくださるのです。天が
本家の長男として残してくれるというのです。

ん。器量の狭い男の後孫ではなくて、強くて
雄々しい立派な後孫を残さなければなりませ

五

ん。そうなるとその国は滅びる運勢圏にある

夫婦が守るべき礼節
一) 夫婦は生活の同伴者

といっても滅びないのです。滅びる立場から
新しい恩人が現れるのであり、追い出される

一度結婚したのちには自分勝手に暮らすこ

立場から新しい勝利の旗を掲げるのだという

とはできません。結婚して家庭をもった運命

事実を知らなければなりません。残さなけれ

の道は、生命を懸けて行かなければならない

ばならないその伝統が大韓民国のみでなく、

のです。

万民が喜ぶことのできる伝統にならなければ
ならないし、善良な後孫も残さなければなら

愛が成される瞬間から皆さんは二人ではな

ないというのです。これができなくなる時、

くて一人なのです。夫婦になると独自的な行
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動はできないし、連帯責任をもたなければな

ません。先生はそのような家庭が見たいので

りません。

す。もしそれが見られなければ、先生の苦労
は無駄になってしまいます。神様の六千年の

個人が滅びるのはいいですが、家庭が滅び
てはいけません。夫においては妻になる人が、

犠牲は無駄になってしまうのです。皆さんは
それを知らなければなりません。

妻においては夫になる人が世界で最も必要な
人です。互いにアドバイスをしながら杖にな

夫が巡回に行くと言うとき、「行ってらっ
しゃい。私は疲れているので寝ます」と言っ

り同役者にならなければなりません。

てはいけません。夫が巡回して帰るまで、妻
妻は職場から帰ってくる夫に対して夕御飯
を準備してあげることによって夫に対する義

も精誠を捧げなければなりません。子供もその
父母が帰ってくるまで待たなければなりません。

務を果たしたと思ってはいけません。夕飯の
食卓に座って愛の蜜語を分かち合い、和気あ
いあいとした時間をもつことが、何よりも重

妻は夫を出世させなければなりません。内
助をしっかりしなければなりません。

要なことです。初めて会った時、優しくささ
やいたその声で、愛の姿そのままで、一日の

夫婦の間で夫が、することに干渉するなと

労苦を慰労してあげると、夫の疲労は洗われ

言ったからと、妻が干渉しなくて良いのでし

るように消えるのであり、愛もまた深まるの

ょうか。妻も夫と対等の立場に立つことがで

です。

きるのです。夫がいない時は妻でもその立場
に立つことができなければなりません。

女性は本来、男性の平均の声よりも小さな
声で話さなければなりません。女性のその声
は愛のささやきのようでなければなりません。

夫ができたらさぞ良いだろうと思ったのに、
良くない時もあるというのです。良いことの
みを願ってはいけないのです。二十四時間ず

先生が七十歳に近づいた体で、海に出てい

っと太陽の光が差せば良いでしょうか。夜も

く、とお母様に話すと、お母様は海に行くす

なければなりません。高ければ低くなるのが

べての準備と精誠を尽くしてくれます。海に

原則ではないですか。

出て一晩泊まる準備までしてくれて、海で成
そうとするみ旨のためにお祈りまでしてくれ

妻は貧乏だと悲しまず、着るものも着られ

ます。これはどんなに素晴らしく美しい内助

なかったと寂しく思ってはいけません。夫が

者の姿でしょうか。

それを知らないのではありません。心の中では
申し訳ないと思うところに深い愛があるし、ダ

夫が帰ってきて夕御飯も食べず、話もしな

イヤモンドよりも貴い宝が隠されているのです。

いで、いびきをかいて寝てしまうなら、その
いびきを聞きながらそれ以上の泣き声が自分

夫が横になって寝ていると、なぜこのよう

の心からわき上がる女性にならなければなり

に寝てばかりいるのかと言って起こすことの
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できる妻になるようにアドバイスしたいもの

皆さんは農村に行って仕事をする時にも、
一人で行って仕事をするようにはなっていま

です。

せん。夫妻が共に、その日の仕事を神様の前
少しでも慰労すると女性はすぐに怒りが解

に報告して、行って仕事を始め、終えて帰っ
たときも神様の前に報告をしてから御飯を食

けます。

べるようになっています。そのようなことを
夫婦が互いに「私を愛してくれない。私を

すべて規範化させる、神様を標準とした生活

分かってくれない」という、つまらないけん

がどんなに厳格かということを知らなければ

かをしてはいけません。けんかをしても、み

なりません。 女性にも女性として守らなけ

旨のためにしなければなりません。

ればならない家庭生活の規範があるし、男性
にも男性として守らなければならない家庭生

妻の誕生日には、近所のおばさんたちを集め

活の規範があるのです。このような膨大で天

て、妻をこの上なく愛しているという心で妻

的な規範を体系化して、生活するのが、皆さ

のために、その人たちの前で踊りを踊り、歌

んが行かなければならない路程であるにもか

を歌わなければなりません。

かわらず、その路程を行くことができなけれ
ばとんでもないことです。

妻や同じ家に住んでいる人の足音を聞いた
だけでも、その人に良いことがあったのか、

歩くのも男性は右足をまず踏み出し、女性

悪いことがあったのか分かるのです。そして

は左足を最初に踏み出さなければならないの

妻が部屋に力なく入って来たら「あなたはど

です。どこかに行って座るにも男性は東側に

うして気分が良くないのか」と聞くのです。

座り女性は西側に座るのが原則です。御飯を

そうすると妻は、見てもいなかったのにもう

準備する時、服を掛ける時など、すべてのこ

夫は全部知っているので何も言えないのです。

とには方式があるのです。

そのようなアンテナをもって暮らさなければ
なりません。関心をもって祈祷するようにな
ると、私に関心をもつようになります。

男性は女性のために見下ろし、女性は男性
を下からだんだんと見上げなければなりませ
ん。女性は水の流れて来る方を見るのではな

愛の深い夫はその家の中で悪口を言ったと

くて、流れて行く方を見なければなりません。

しても、これは全部愛の刺激にすることがで

水の流れてくる方を見上げる女性は尻の軽い

きます。愛のない夫の一言は、その一言が肉

タイプです。本来男性が座るところは女性が

をえぐるような破壊の動機になるのです。愛

準備してあげなければなりません。たんすを

があったらむちを打っても良いけれど、愛の

使う時も男性が右側なら女性は左のものを使

ないところではすべてが嫌なのです。

わなければならないし、男性が上ならば女性
は下を使わなければなりません。例を挙げる

二) 夫婦は信仰の同役者

と、男性の上着の上に女性のスカートや下着
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を置いてはいけません。男性の服の上に女性

服は少なくとも三日に一度は着替えなけれ
ばなりません。髪もそのようにしょっちゅう

の服を載せてはいけません。

洗わなければなりません。そしていつもほほ
責任者の夫人は夫が玄関を出る時、絶対に

えんでいなさい。ほほえみは心の花です。い

夫の悪いところを指摘してはなりません。妻

つも花を咲かせて香りを漂わせなさい。ヘア

が指摘をすることによって夫一人の心を暗く

ー・スタイルや化粧で相手をテストすること

した波動は世界を暗くするのです。悪いとこ

を知らなければなりません。自分の顔や姿で

ろを指摘する時は夜にしなさい。そうすると

相手の心を喜ばせてあげられなければ、趣味

すべての問題が夜の間にすべて解決されるの

でそれに代えなければなりません。音楽とか

です。男性は朝戦いに行くのです。そういう

すべての芸術を総動員してみなさい。雑誌な

夫のために妻は朝早く起きてサービスをたっ

どを見て女性の生理について説明してもよい

ぷりしなければなりません。

し、文学書籍を読んでおいてそれを説明して
もいいのです。夫が幼子のようにスカートの
すそに包まれて暮らすようにしてあげなさい。

夫に殴られても感謝の祈祷をしなければな
りません。「夫として妻を一度殴ることもで

夫婦はせっかく会ったのだから両腕をつか

きなくて良いでしょうか。ありがとうござい

んで死んでも生きても共に行かなければなり

ます」と。

ません。どうせ行くのなら格好良く行きまし
ょう。

夫婦間の一人が傾けば心情と精誠で補充し
結婚したのちには皆さんは勝手に行動でき

なければなりません。

ません。結婚後、どこに行かなければならな
いのでしょうか。神様の愛を受け持たなけれ
パウダーをたたき香水をかけても、女性は

ばなりません。人間が男性、女性として生ま

いつも美しくなければなりません。女性は情

れたのは愛のゆえにです。愛は夫婦になって

緒生活において借りをつくってはいけません。

一つになることによって結実を結ぶことがで

また夫の体や衣服などについて、いつも関心

きます。皆さんは神様の愛が二性性相によっ

をもたなければなりません。夫が家に帰って

て分立された実体であり、分立された実体が

きた時、疲れているようだったら洗顔のため

合成一体化されるために神様の愛を求めてい

の水も持ってきてあげて、歯を磨く準備もし

かなければなりません。

てあげて、足も洗ってあげ、髪もとかしてあ
げなさい。女性の笑いは家の中の花です。円

祝福家庭が子供を抱いて愛し方を知ってい

満な家庭を成そうとするなら女性は喜悲劇の

るなら、その娘、息子が何ゆえに生まれたの

一等女優にならなければなりません。夫が喜

かということを心に刻まなければなりません。

んでいるときも完全に溶かし、悲しいときも

神様のゆえに生まれたということを知らなけ

完全に溶かさなければなりません。

ればなりません。神様という因縁を通して生
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まれました。夫が貴く妻が貴くて秘密に何か

ようになっています。学校に行ってのみ教育

話すとしても、その相手が自分同士で決めて

を受けるのではありません。特に伝統を受け

出会った相手ではありません。公的な天道を

継ぐ教育は、学校では学ぶことができません。

前において出会った人です。神様が介在して
出会った人です。そのような自分たちが悲惨に

子供はすべての価値を父母を通して探しま

なれば悲惨になるほど神様が悲惨になるという

す。家庭で育っている子女は誰に似たのでし

ことを、私たちは知らなければなりません。

ょうか。父母に似ました。その子女たちは誰
についていくのでしょうか。父母についてい

家庭的な基盤を築くために、夫に妻が合わ

くのです。このようになっているのです。

せてあげれば福を受けるし、妻に夫が心を合
わせてあげれば福を受けるのであり、子女た
ちが一つになれば福を受けるのです。今は家

間違いがある時に子女を生むと、その間違
いは遺伝します。

庭救援時代なのです。
家法を準備しなければなりません。子供た
女性は天道に従って順応して、女性として

ちの教育基準など、家庭の規範をつくらなけ

行かなければならない道を行かなければなり

ればなりません。しっかり育てられずに子供

ません。夫が一緒に死のうといったら死ねな

の追及を受けても何も言えません。

ければなりません。死んでもあの世に行って
一緒に生きれば良いのです。夫の命令を絶対

子女を教育するためには、父母がまず実践

視し、夫の命令に従順に従ったのちには解放

しなければなりません。父母が見本になって

される道があるというのです。人倫の世界の

み旨の前に忠誠を尽くさなければなりません。

道徳観において悪の堕落圏内にいるとしても、

そうして父母が何を言っても、子女たちが一

三綱五倫を中心として順応する人たち、絶対

言半句も口答えせずに敬意を表すことのでき

従順であるという基準を立てた人たちには、

る立場に立たなければなりません。そうでな

もう一度解放される道が依然として残されて

ければ子女たちがついていかないというのです。

いるのです。
子女たちが、自分が知っているみ旨と原理
六

子女を信仰的に育てる

を中心として見る時、教会生活において父母

一) 懐に抱いて天法を教えなければ

が本部から指示している原則を等閑視してそ
の指示に従う生活をしていないのに、子女た

皆さんは、皆さんの息子、娘に何を語るつ
もりですか。皆さんは公的な人生、それも模

ちだけに原理原則どおりの生活をしろと言え
ば、鼻で笑うというのです。

範的な公的な人生を生きることによって皆さ
んの息子、娘に見せてあげ、その伝統を受け

父母はどんなことをしても息子、娘が統一

継ぐことができるように教育しなければなり

教会の正道を行くようにしなければなりませ

ません。人は本来、自分の父母に教育される

ん。それから自分自身も正道を行かなければ
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なりません。自分がまず行ってから子供に教

言えば真の男性、真の女性の道を行く因縁を

えなければならないのです。子供を教育する

選んでいく方法を知って、法度に外れない皆

ために、自分がまずそのようにしなければな

さんになってこそ順理的な路程を経て、一つ

りません。その次に子供を教育しなければな

の国の民になることのできる道が生じるので

らないのであって、自分はせずに教育しよう

はありませんか。

とするのは天道に外れるのです。先生が皆さ
んに話すすべてのことは、先生がまず実践し

「お父さん」という言葉は、恐い言葉です。

て勝利の基盤を築いたあとで教えているので

「真」でなければ子供に食べさせてあげるこ

す。信じられないなら祈祷してみてください。

とができません。子供に血の功績と善なるも

うそなのか、事実なのか、祈祷してみなさい

のを食べさせなければなりません。間違った

というのです。

ものを食べようとする時は涙を流しながら指
導してあげなければならないし、福を祈って

祈祷をする時にも、私がこのようにするの
で私の子供もこうするようにしてほしいと祈

あげなければならないのが父母です。ゆえに
父母は子供の世話にならないのです。

祷しなければなりません。自分がまず標準に
なったのちにこそ子供をそのような位置に立

これから皆さんは父母として子供を抱いて

てることができます。自分がまずそのような

天法についていかなければなりません。皆さ

位置に立つと、神様はその子供も同じ方向に

んの生活がどんなにつらく、どんなに困難に

導いていくのです。ですから私たちが、私た

もまれて生きているとしても、子供には涙を

ちを中心としてその方向をもとがえすことが

見せてはいけません。絶対にいけません。

できなければ、霊界に行って責任追及を受け
子供を教育するとき、どのようにしたらみ

るようになるのです。

旨のとおりに使命を尽くす人として教育でき
子女たちを教育する時、お前たちもお母さ

るのかを考え、乳飲み子にお乳をあげるとき

ん、お父さんのようにならなければならない

もこのように考えながらあげなければなりま

と教育できなければなりません。

せん。

皆さんが「あの家門は良い家門だ」と言う

子供は父母の心情を学ぶのです。

ことのできる基準になっているとしても、そ
自分の子供を教える時は「立派な人にな

の家の子供たちは何にでも注意しなければな

れ」と言うだけでなく、「立派な人になるた

りません。立派な家門に育った息子たちは何

めには、このような道を経て何かになれ！」

にでも注意しなければならないというのです。

と言わなければなりません。父親は父親とし

一歩踏み出すにも注意しなければならず、一

ての責任を果たし、兄は兄としての責任を果

言話すにも注意しなければならず、行動をす

たさなければなりません。姉は姉としての責

るにも注意しなければなりません。礼法が複

任を果たさなければなりません。別の言葉で

雑なのです。威厳のある家柄には子供を教育
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することのできる資料がたくさんあります。

先生も苦学を通して学業をしました。虎は

目上の人に対する時、兄弟に対する時、父母

子供の野性を育て、山中の王として育てるた

に対する時、どのようにしろと、育っていく

めに、過酷な試練と酷烈な訓練をさせるとい

子供たちを集めて教えるのです。

うことを知らなければなりません。金属の塊
も火に当てるほど強くなるという原理も、子
女を教育する時には一度は考えてみなければ

二) 信仰教育がもっと重要

なりません。
子女たちの信仰教育が学校教育よりもっと
重要です。お父様の考えはみ旨を中心とした

父母が生活に困って心ゆくまで物質的な恵

考えであり、皆さんの考えは個人的な考えで

沢をもたらすことができなかったとしても、

す。信じて行うものには創意力が生じます。

骨の中に染み込んだ愛の心をもって子供のた
めに生きる時、彼らは父母に借りをつくると

祝福家庭の子女は心情教育を通して人格者

いうのです。それで孝子は貧乏な人の家庭か

として育て、規範教育を通して誇り高い選民

ら多く出るというのです。父母がそのような

として育て、天才教育を通して天が与えた才

伝統を残したので、その子供が借りをつくるま

能を一〇〇パーセント発揮させて、み旨の発

いと努力する時、父母も生きがいを感じます。

展に寄与しなければなりません。
七

兄弟間の友愛

勉強するときになぜ疲れを感じるのでしょう
か。自分のために勉強するので疲れを感じる

父母に息子と娘の二人しかいなかったらど

のです。しかし三千万が死ぬか生きるかの問

うでしょうか。息子を見るとき、彼にはお姉

題がここ一ページにかかっており、一つの文

さんも必要であり、またお兄さんも必要でし

句にかかっていると思ってみてください。一

ょう。また娘には、お兄さんも必要であり、

つの単語を付け加えることによって三千万が

お姉さんも必要です。また彼らには妹と弟が

生き、一つの単語を減らすことによって三千

必要です。お兄さんがいなければならないし、

万が滅びるという心で、もっと精誠を尽くし

お姉さんがいなければならないし、弟、妹が

てその一つの単語を付け加えるという、深刻

いなければなりません。これらがそろわなけ

な心で勉強してみなさい。頭が悪いはずがあ

れば不幸なのです。妹、弟、お姉さん、お兄

りません。皆さん、深刻な立場にいたことを

さん、全部そろって完全に一つになる家庭は、

忘れることができますか。生命を懸けてしな

神様が保護されます。これが氏族と民族と国

さい。皆さんはどきどきする心臓の鼓動を感

家の起源になるからです。

じる時があるでしょう。深刻な時はそうです。
そのような深刻な立場で皆さんが決心したの

お兄さんとお姉さんは東西を表し、弟と妹

を忘れることができますか。頭が悪いという

は南北を表すので、それが完成されれば一体

のもみな程度の問題だというのです。

になるのです。これが愛の法度です。このよ
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うな愛の法度がしっかりと立つ時に平和の起

弟一人が間違った時には、全兄弟が支えて
あげる家庭、またお母さん、お父さんが愛し

源は成されるのです。

合う、その家庭はどんなに美しいでしょうか。
父母の心は自分のための心よりも、兄弟同

お母さん、お父さんは子女に対し、「後代の

士がもっと「ため」に生きることを願います。

私たちの神様よ」と言うのです。それはなぜ

父母の面倒を見られなくても、「お母さん、

でしょうか。神様の愛に通じる時も同じです。

ちょっと待って。弟をかわいがってくるか

お父さんがお母さんを愛し、お母さんがお父

ら」と言うと、「この子はこれから使える人

さんのために生きれば、その家庭には神様が共

になるなあ」と言うのです。そうでしょう。

におられ、その息子と娘は将来神様の代身者に
なるということを知らなければなりません。

兄弟を父母以上に愛するという人は、天国

兄弟とは何でしょうか。同じ愛の同参者で

で永遠に生きることのできる人です。兄弟を

す。父母の愛の同役者なのです。ですから互

父母のように愛することのできない人はここ

いに闘えるでしょうか。闘えないのです。で

から外れるのです。その道理の根本を悟って

すから右手を挙げる時は父親の手、左手を挙

みると簡単です。それを知らないから今まで

げる時は母親の手、右足をあげる時は父親の

できなかったのです。私たち食口同士が一つ

足……。善進に、この足は誰の足かと聞くと、

になったのか、なっていないのかということ

右の足はお父さんの足で、左はお母さんの足

が問題です。父母の前に親孝行できない立場

だと言うのです。本当にそうだというのです。

に立ったなら、父母のために自分が精誠を捧

それはどうしてでしょうか。もう愛を中心と

げたものを、自分の父母にあげる代わりに食

して、そうなっているというのです。

口にあげなさい。そうすると父母に親孝行し
た以上のものとして天が受け入れてくれます。
そのような人は必ず福を受けます。

兄の立場で妹を愛し、妹の立場で兄を愛し
ますが、ただ愛することはできません。必ず
父母を介在させて、幼い時父母の懐で育った

天国に行く道は兄弟を神様のように愛する

ことを重要視しながら愛さなければなりませ

ことによって開かれます。皆さんは先生につ

ん。父母と子女が一つになった基盤で連結さ

いていこうとするのですが、その心で兄弟と

れた兄弟でなければなりません。そうしてこ

共に行こうと努力してみてください。このよ

そ成長しながら共に上がっていくのです。小

うに見る時、天国に最も高く、早く、よく導

学校、中学校をずっとそのように上がってい

いてくれるのは神様でもなく、先生でもなく、

くのです。

兄弟だという結論を下すことができます。父
母と夫婦の愛を凌駕する愛をもって努力する

この世をいくら歩き回ってみても家庭にあ

者は、最高の愛の主体者として相手を選択す

る兄弟の愛、血を分けて生まれた兄弟愛のよ

るのです。

うなものはないのです。社会に出て自分の兄
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妻という人は夫のために生き、子供という

弟以上に近い人がいますか。近くなっても分

人は父母のために生き、また父母は家庭のた

けられるのです。

めに生き、おじいさん、おばあさんも家庭の
兄弟が多ければ御飯を食べる時も一膳の御

ために生き、孫も家庭のために生き、このよ

飯を二人で分けて食べなければならないとい

うに、愛によって互いに「ため」に生きてい

うのです。御飯が一膳しかないとけんかをす

くのが幸福ではないでしょうか。すべての食

るのではないのです。兄弟が多くて生活が大

口たちが自分のものを作ろうと努力するので

変でも「私が御飯を食べなくても分けてあげ

はなく、私たちのものを作ろうと努力するの

なければ。弟にあげなければ」という愛の心

です。

をもつならば、いくらいても良いというのです。

おじいさんも使わずに節約して私たちのも
兄弟を通して国民が形成され、人類が形成

のにしようとし、お母さん、お父さんも私た

されるのです。兄弟は前後を表示するもので

ちのものにするために使わずに節約し、息子、

すが、それが肉になるのです。これが平べっ

娘もそうであり、全家族が私たちのものを拡

たかったのに肉がつくというのです。そこで

大させるために努力する、その家は繁栄する

円形ができるのです。円形をつくるのが兄弟

でしょう。ですからお金を使わずに節約して

であり、兄弟が拡張されて国民になるのです。

全体のために生きるところから、このような
愛の安息の場は拡大されるのです。そのよう

なぜ兄弟が必要でしょうか。縦横を中心と

な家庭を中心として、社会や世界に広まるよ

して連結されたものが兄弟です。アダムとエ

うになる時、理想実現が可能なのであって、

バを東西と言うなら、神様とアダム、エバは

自分のもの、自分を中心としてはいけないの

縦的です。これは平面にしかなりません。で

です。

すから横的な基準が必要であり前後が必要で
所有権は神様に返さなければならないので

す。家庭愛を超越できるものは兄弟愛しかあ
りません。万民同胞愛という言葉と同じです。

す。ですから先生は何も持っていません。そ

それがなければ球形が成されないのです。

れを知っているので質素な生活をするのです。
一家族が、かばん一つ背負って、どこにでも

兄弟愛というものは世界愛と通じるのです。

行って生きることのできる時代がだんだん近

兄弟の多い家庭は世界の人類を抱き、理想的

づいています。「富んでいる者が神の国に入

な天国、地上天国と天上天国をつくるモデル

るよりは、らくだが針の穴を通る方が、もっ

のようなものです。ですから兄弟はここから

とやさしい」（マタイ一九・二四）という聖

拡張されるのです。

句は一理あるのです。

八

確固たる経済的基盤をどのように築くので

勤倹節約、質素な家庭生活
一) 質素な生活

しょうか。まず節約しなければなりません。
それで節約しなさいと言うのです。しかし、
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いくら強調しても駄目なのです。私たちが物

の前に近づくことができるか、考えてみてく

質を自由に授け受けることのできる環境でも、

ださい。

責任を果たせずに追い出される日には、統一
断食をしてみると時間がどんなに長いか分

教会は第二次の受難の道を行かなければなり

かるでしょう。三食の食事をするために、ど

ません。

んなに長い時間を要して食べていたかが分か
私たち宣教師はヨーロッパ文明社会の豪華

るはずです。また精神的にも、りんご一つで

な要素を必要としないほどに訓練されていま

ももらって食べようと冷蔵庫を開けてみたり、

す。私たちは新しい文化をもっているからで

コーラ一本でも飲もうと行ったり来たりする、

す。それが「寝袋文化」です。私たち若者は

そんな精神的な消耗がどんなに多いでしょう

どこに行っても不慣れな所はないはずです。

か。食事の時だけ食べる習慣が必要だという

統一教会の宣教師の家は豪華な家具のない、

のです。そうすると病気にもかからないし、

最も質素な家具だけがあるままで見つけられ

健康になるのです。

るでしょう。
先生は毎日のように風呂に入ることに賛成
ではありません。三日に一度を原則にしなけ
ればなりません。汗を流したので仕方なく入

二) 節約精神

るのです。毎日入ると、それがどんなに水を
すべての面で模範にならなければなりませ

たくさん消耗するかというのです。健康にも

ん。良く食べて幸せに暮らし、豊富な生活を

悪いし……。「えー、先生は野蛮人だ」と言

することが絶対に模範ではありません。これ

うかもしれませんが、野蛮人だと言われても

を節制をもってして、不可避なことに対して、

いいというのです。エデンの園の神様もアダ

必要に応じて適切な消耗をするのが模範的生

ムとエバも野蛮人でした。昔はこのごろのよ

活だということを知らなければなりません。

うなトイレがあったでしょうか。トイレット
ペーパーがあったでしょうか。何もなかった

先生は聖日には仕方なくこのように正装を

というのです。ですからそのようなものを感

しますが、服を着る時はできるだけネクタイ

謝して、このようにしてでも、この世界を生

をしないで過ごすのです。家にいる時はジャ

かさなければならないでしょう。

ケットを着ずに、セーターのようなものを簡
単に着ようとするのです。ヨーロッパ社会で

御飯を食べても昔と違わなければなりませ

ネクタイの値段がどれほど高いか考えてみて

ん。トイレに行っても昔と違わなければなり

ください。ピンまで全部合わせるとこれはど

ません。このごろ汽車に乗ってトイレに行く

んなに……。さあ、それができずに、ノータ

と、トイレットペーパーが壁にかかっていま

イ（ ネクタイをしない）で一生を生きた人

す。「よし、このように使ったとして誰が見

と、ネクタイをして世界を考えることができ

るか」と、やたらと使ったりもしたでしょう。

ずに生きた人が霊界に行く時、どちらが神様

他人のものだからとずるずる一度に引き出し
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て、また引き出し、また引き出し……、それ

とによって偉大な革命の基地が爆発するので

ではいけないのです。節約して一度にしなけ

す。分かりますか。アメリカにおいて絶対に

ればなりません。変わらなければならないの

必要です。

です。
私がお金をたくさん持っているからと、あ
おなかがすいて御飯を食べるときも、食器

る人は私を百万長者だと言います。しかし、

に御飯を山盛りにして食べるのではなくて、

私は二十四時間休まずに血と汗を流して、た

五分の二を除き、五分の三を食べて満足でき

ったの一銭でも節約しようと、すべてのお金

る基準をもちなさい。そうしてこそ賢い人で

をみな世界にちりばめて、文書も一切私には

す。何でも節約できなければなりません。最

残っていないのです。印鑑一つもないのです。

高に節約していくらで生活できるか、このよ

私が精誠を込めて集めたこのお金は誰も勝手

うな訓練をして最小限三カ月の間は各自が記

に消化することはできません。神様が共にい

録し、自分自身の最大の限界点までしてみな

らっしゃるのです。分かりましたか。

ければなりません。そのようにして、どのよ
人が寝ている時に寝ず、人が食べる時に食

うになるか見ようというのです。

べず、節約をして、人ができないことをする
神様のみ旨のために、この国の復帰のため

のです。先生の考えはもともとそうなのです。

に一銭でも節約できる道を模索しなければな
りません。ですから経済的管理において、よ

このように大切にし、節約して、苦労して

り一層節約できる道を私たちは開拓しなけれ

何をしようというのでしょうか。後代のため

ばならないというのが先生の考えです。

に良いことをしようというのです。それで世
界に誇ることのできる基盤をつくる思想をも

先生はこれから生活費の半分をもって生活

とうというのです。十年、そのような思想の

するようにさせるのです。コーラのようなも

伝統を残して、百年、そのような思想の伝統

のも、果物も食べられないようにしようとい

を残し、千年そのような思想の伝統を残すよ

うのです。食堂でも見ると、皆さんは食べる

うになる時は、大韓民国は世界から推戴され

ものなら自分勝手に入って来て、何でもよい

る民族になるとことは間違いありません。で

から持っていって食べていました。豚のよう

すからこのような原則で指導しようとするの

に食べているというのです。節約にはこつは

が先生の思想です。打たれている現在では最

要りません。着るもの、食べるもの、買うの

も悪い思想として見られますが、後々にはこ

において節約すればよいのです。

の思想のみが残り、この思想のみが勝利する

私たち食口はあんなネクタイはしてはいけ
ません。それは外部の人たちに誤解を受ける

のだと思うので、このような道を行くように
なったのです。

かもしれないので、するなというのではあり
ませんが、できるだけそのような面で節約し

「お金を大切に！」という時、私が金持ち

なければならないのです。さあ、そうするこ

になるためというよりは、国を生かすために
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大切にするのが公的だということです。私が

なければなりません。男性の靴は右側、女性

大金持ちになるために大切にするのではあり

の靴は左側、また二部屋しかない家に住む時

ません。国を生かすために大切にするのです。

は、男性の靴は上に女性の靴は下に、それを
全部原理的に整理する方法を知らなければな

アメリカにおいて「アメリカは節約しなけ

りません。

ればならない。大切にしなさい」と言うのは、
世界を生かすためなのです。アメリカは世界

女性は服を着る時どんなものを最初に着ま

でも税金を最も多くかける国なのですが、世

すか。上のものを先に着ますか、下のものを

界のために税金を多く取ったら、世界から尊

先に着ますか。女性は下のものから着るのが

敬されるのです。それをアメリカの国民のた

原則です。原理では下から着るのです。男性

めにしたのであれば、アメリカの国民も政府

ももちろんそうですが……。男性は時々上の

に反対し、世界も反対するのです。世界を駄

ものを先に着ても良いと思います。それは原

目にする行動と文化をもっていると思うので

理的です。皆さんはそのようなことを全部知

す。ですからそのような世界のために私が、

って生活から整理しなければなりません。原

「反対されてもレバレンド・ムーンが行く道

理が生活哲学だということを知らなければな

が正当な道だ」と言うのです。私が聞き、語

りません。

り、私がするすべてのことがみなそうだとい
二) 顔

うのです。

九

顔はつくられたそのままですが、その表情

日常生活の礼節

はどうでしょうか。これは皆さんが習慣的に

一) 服

調整しなければなりません。歯が内側に曲が
服を掛けるときもすべて原理的に掛けなけ

っているなら、できるだけ笑うなというので

ればなりません。男性の服は右、女性の服は

す。それはなぜでしょうか。毒蛇の歯のよう

左です。服を置くにも男性の服は上に置き、

に見えるからです。ですからそのような女性

女性の服は下に置く、というのが原理的です。

は絶対口を開けて笑うなというのです。女性

全部そのような訓練が必要なのです。皆さん、

がそうだとしたら相当にきつい人に見えるか

このようなことを初めて聞いたでしょう。そ

らです。ですからできるだけ口を開けずに笑

うしてこそ良いのです。男性の服をみな下に

いなさい。

おいて、女性の服だけ上に置くとはいったい
女性が「ははは」と笑ってはいけません。

何ですか。原理に反することです。

女性は花であり、花が咲く時は音もなく「ぱ
さて、服を脱ぐときもズボンを先に脱いで

っと」咲くのでしょうか。しゃなりしゃなり

上着を上に置かなければなりません。上着を

と咲くでしょう。そのような女性が女性らし

先に置くのではありません。そのような原理

いのであって、「ははは」ではないのです。

的な生活によって環境を整理する方法を知ら

西洋の人たちは「はっはっは」と笑います。
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それが男性ならばまだ分かりませんが、女性

東洋もそうだし、みなこのようにするのです。

は見ていられません。本当に見ていられない

西洋風ならば大抵左を分けるのです。しかし

のです。いくら西洋人だとしても、私たちム

右を大きくするのが良いというのです。これ

ーニーはそうであってはいけません。

を女性がよく考えなければならないのです。

笑いというものは本当に妙なものです。ち
四) 手の爪と足の爪

ょっと笑うのも笑いです。笑うとどうなるか
というと、すべてのものが丸くなるのです。
年取った男性が「はっはっは」と笑って、の

先生が西洋に来て最も恐ろしいと思ったの

けぞらずに、おなかを抱えると「くくく」と

は、女性の前に行くことです。手の爪だけ見

いうのです。なぜおなかを抱えるのでしょう

ても、これはもう危険極まりありません。先

か。変ではないですか。のけぞって笑えば良

生は爪をいつもこのように短くしています。

いのに、なぜおなかを抱えるのでしょうか。

これは必要なのです。ちょっとでも伸びると

丸くならなければならないからです。にこに

手足の爪を切るのです。手足の爪を切るのが

こ笑う時には口元がちょっと上がりますが、

趣味なのです。手の爪を伸ばす女性たちは

「ははは」と笑う時には口が丸くなるという

「仕事をしません」と言っている女性たちで

のです。ですから丸く笑う人の中には悪い人

す。わー、あの爪でタイプを打つときはどう

がいないのです。今骨相学を語っているので

やって打つのでしょうか。私はそれを見る時、

はありません。おもしろいでしょう。

「あの人は道端にいる女性だ」と思うのです。
お金をあげなければ爪で「さっ」と金をくれ

さて、皆さんが笑う時、目と鼻が別々に笑

と……私はそう思うのです。

いますか、みな一緒に笑いますか。目が笑い、
女性が靴下を脱ぐときに、足の爪が長くて

鼻が笑うのですが、口がこのような人（笑っ
ていない人）は食べることに苦労するのです。

伸びていてはいけません。西洋の女性たちは

また鼻が笑わずにこわばっている人は、娘や

長いと足の爪が痛くていけません。ハイヒー

息子を授かりにくいのです。また、笑うには

ルを履くときに痛いでしょう。

笑うのですが、このように目が笑っていない
五) 歩き方

人は情が薄いというのです。全部このように
パーッと笑い、鼻が笑わなければなりません。

歩くときは端正に歩かなければなりません。
立って歩くということは均衡を保たなければ

三) 頭

ならないのです。均衡を保って、安全に歩か
男性も女性のように髪を整えなければなり

なければなりません。ある人を見るとこのよ

ません。化粧をするのもそうだし、髪も自分

うに歩き、またこのように歩き……。立って

が見て、分け目を左にするのか、右にするの

いるということは均衡を保たなければならな

か決めなければなりません。西洋もそうだし

いことなのです。だらりと立っていても均衡
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が保たれていなければなりません。そのよう

のようなときあごを引くともっと音がすると

なことが必要なのです。

いうのです。そうではないですか。ですから
できるだけ枕をこのようにあてるのです。そ

女性は背中が丸まってはいけません。男性

れが必要です。

もそうですが。ベッドを使う女性たちを見る
と胸がへこんでいるのですが、これは良くあ

女性が、夫が寝ているところに入らなけれ

りません。頭からまっすぐに立たなければな

ばならないときは横にすっと入らなければな

りません。ですから座るときもいつもまっす

りません。横を向いてです。夫が先に寝てい

ぐ座る練習をしなければなりません。男性た

るのに、女性がどたどたと入ると大変なこと

ちも同じです。また女性は座るときお尻をつ

になります。そっと横に、それが必要です。

けて座らなければなりません。これができな
八) 健康

ければみな腰が曲がってしまいます。歩く姿
が重要だというのです。

健康が第一です。いくら具合が悪くても、
風邪を引いても健康な気持ちを……。自分の

六) 座る格好

表情を見ても、他の人が何も分からないとい
女性たちがどこかに行って座る時、東洋で

う表情が必要です。ちょっと風邪を引いても

は絶対寄りかかって座らないようにします。

具合の悪い表情をし、ちょっと大変でも大変

男性はそれを許されます。なぜそうかという

だという表情をするのですが、そうしてはな

と、女性はお尻が大きくて、座ると自動的に

らないのです。男性が心配しても、何でそう

楽だというのです。男性はお尻が小さくて上

するのかと言いながら慰めることのできる、

体が大きいのです。ですから座る時、特に女

常に健康な表情が必要です。女性がそうだと、

性たちが寄りかかって座ると赤ん坊に支障が

そのような女性と暮らしている男性は慰労さ

あるというのです。妊娠していたら大変だと

れるのです。

いうのです。
九) 言葉
七) 寝方
東洋では、女性の声が塀を越えるとその家
西洋では寝るときのマナーがどうなってい

は滅びる、と言うのです。男性がわー、わー

ますか。うつ伏せに寝ますか、横になります

言うのは自然なことで、塀を越えるようにな

か。ぐっすり寝なければなりません。寝る姿

っています。女性は声が小さいのです。本来

が美しくなければならないのです。いびきを

そのようになっているのです。ですから塀を

かくのも図体の大きな男性がかくのであって、

越えるようになると原則から外れるので、そ

女性がかいてはいけないのです。女性が寝る

の女性と暮らしているうちに滅びるというこ

ときはすやすやと寝なければなりません。女

となのです。そして女性が話す声を聞くと、

性がいびきをかくのは困るというのです。そ

すぐに分かるというのです。この人がどのよ
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うな生活をするか、福を受けて生きられるの

いうのです。お尻が大きいと大変なことにな

か、愛を受けて生きられるのか、それが分か

るのです。傷がつくかもしれないと小さくし

るのです。ですから女性の声は重要です。そ

て歩き回るというのです。皆さん、人におい

んなことを考えたことがありますか。

て、知恵とすべての肉的な作用を一〇〇パー
セント活用できる時が思春期です。細胞全部

言葉は言葉だけで、行動は行動だけでして

が作用するのですが、一〇〇パーセントする

はいけません。全部神様の息子、娘の位に立

のです。その時のみ一〇〇パーセント活動す

てられているので、神様の息子として語り行

るというのです。女性がかわいらしいもの、

動し、神様の娘として語り行動しなければな

カラフルなものをなぜ着ようとするのでしょ

りません。

うか。それはみな信号機と同じだからです。

皆さんは心情にない言葉を語ってはいけま

このごろの世の中には様々なことが起こり

せん。絶対に語ってはいけません。引っ掛か

ますが、この天地では統一教会の者たちは絶

るのです。天法に引っ掛かるのです。

対巻き込まれてはいけません。思春期という
ものが「思考」の「思」を使った思春期では

皆さんは言葉を瞬時に語りますが、その一

なくて、「死亡」の「死」の死春期です。皆

言を間違えると、それが一年間も影響するの

さん、これ（思春期）を選びますか、これ

です。一瞬に間違った言葉を一年間もかけて

（死春期）を選びますか。

清算するようになるというのです。
イエス様には思春期があったでしょうか、な
愛を中心として語る言葉は、いくら悪口を

かったでしょうか。イエス様にも思春期があ

言っても、何を語っても栄えるのみであり、

ったのです。イエス様も思春期があったので

発展するのみであり、全宇宙が喜ぶのみであ

すが、何の思春期？ この（「思考」の

るというのです。

「思」）思春期を歩まれたのでしょうか。こ
の（「死亡」の「死」）の死春期を歩まれた

十

のでしょうか。どんな思春期を歩んだのでし

純潔に対する教え

ょうか。誰にでも口笛を「ぴーっ」と吹いて

一) 思春期の戒律をよく守れ

合図する、そのような思春期ではありません。
皆さん、思春期になると異性に目覚めるよ
うになり、全体の思いがそこに集中するでし

「思考」の「思」の思春期を歩んでいくとい
うのです。

ょう。すべての細胞の作用がそこに集合する
まず皆さんは思春期をしっかり過ごさなけ

のです。

ればなりません。生きようとするのはこれ
皆さん、思春期になった青少年たちを見て

（思春期）であり、死のうとするのはこれ

ください。女性を見ると、目をぱちぱちして、

（死春期）です。死のうとしてこれを外れて

カラフルな服を着、お尻を包んで歩き回ると

一回りひっくり返して、一八〇度回すと死春
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期が変わって思春期になります。それでイエ

は変化の時なので誰かが一言言っただけでも、

ス様は死んだ死春期を通して希望の春の日、

「なーんだ！」と言う。全部そうだというの

新しく生きる春の日である新郎新婦の思春期

です。すっかり変わる時なので歩き回ろうと

に向かって探してこられたのです。それがキ

するのです。それで秩序に従って、状況を見

リスト教の新郎新婦の歴史です。

つめながら行かなければならないというので
す。皆さんは今これを整理しなければなりま

人間の堕落とはどういうことでしょうか。

せん。びくともしないものをみな整理しなけ

神様を中心として春の日を迎えることができ

ればなりません。さあ、善悪の中で悪とは何

なかったことです。春の日が来たら孝子にな

でしょうか。破壊するためのものです。何の

ろうという者たちが、自分だけ春の日を迎え

保護作用も成立できないということを知らな

るのでしょうか。父母に、「お母さん、お父

ければなりません。

さん！ きょうは春です。私たち、一緒に行
思春期の時は、男性や女性が危険な時です。

って、きょうを楽しみましょう」と言ってこ
そ孝子です。「お母さん、お父さん！ きょ

ですから思春期に間違えると一生を駄目にす

うは春ですが、春には昼寝をするのが適当で

ることもあるのです。しっかり選択すると一

す」と言って、ぐっすり昼寝をするようにし

生を繁栄に導いて生きることができるのです。

ておいて自分たちだけで行って、歌を歌い、

そのような問題が起こるのです。

踊りを踊る者たちが孝子でしょうか。親不孝
今日の青少年たちが父母に逆らい家庭を破

者と言われるだけでなく、殴り殺されなけれ

綻させるのは、法度の秩序を破綻させること

ばならない者たちです。そうでしょう。

だから悪だというのです。それによって家庭
堕落とは何でしょうか。神様を中心として

が破壊され、社会が破壊され、国家が破壊さ

神様の側にいると、死春期として始まったの

れ、人間が破壊されるのに、これが悪でない

です。「死亡」というときの「死」の字を使

はずがありません。思春期の時は力を出して、

う死春期です。死春期の歴史が始まったとい

映画に出てくるスリルのある場面を実践して

うのです。ですから死のうとするものには春

みたがったりするのです。それのどこが悪い

が来るのです。新しい時代が来るのです。こ

のかというのです。しかし、そのようなふし

のようなことを今までしてきたのが、キリス

だらなことをして環境を破綻させてしまうよ

ト教の歴史です。

うなことが起こるので、制裁をしなければな
らないというのです。皆さんの知性が明るく

今日のティーンエイジャー（十代）が重要

なって、社会の体験と環境的なすべてのこと

だと言われていますが、それは何でしょうか。

をコントロールできるその時には良いとして

これはプラスでもマイナスでも、どこでも…

も、今は駄目なのです。

…。目がひっくり返って歩き回ろうとすると

皆さんは今最も美しく咲こうとしているつ

いうのです。それで社会に破綻をもたらし自

ぼみが良いですか、ぱっと咲いた花が良いで

分自体に破綻をもたらすのです。また思春期

すか。先生はぱっと咲いた花が良いのですが。
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皆さんはちょうど今咲こうとしている人たち

私たちは父の息子にならなければなりませ

でしょうか。咲く時には自分勝手にぱっと咲

ん。娘にならなければなりません。本当に父

きなさいというのです。他人の力で咲くので

の血統を受け継いだ娘、息子にならなければ

はなくて自分の思いのままにぱっと咲きなさ

なりません。父の心情が私たちの心情と因縁

い。それはどういうことかというと、皆さん

を結び、父の心臓の動脈が私たちの心臓の動

が自然と育って、自然と思春期を過ぎ、自然

脈と因縁付けられる一体的な関係を成し、父

な環境でぱっと咲いて、愛する夫に出会わな

が行かれる道が私たちの道であり、父の心情

ければならないというのです。咲くこともで

が私たちの事情であり、父のみ旨が私たちの

きずにしわくちゃになってはいけません。葉

み旨にならなければなりません。

が落ちて粉が落ちてから咲く花になってはい
皆さん考えてみてください。二十代に近い

けないのです。男性も同じです。男性もぱっ

青少年として汚れに染まらずに聖なる純情を

と咲かなければなりません。

しっかりと包み込んで、どこに置いておくの
まだ咲いてもいないつぼみなのに、手紙を

でしょうか。天が最も喜ぶことのできる祭壇

書いて恋愛ごっこをするような悪い者になっ

の前において神様が喜ばれるのです。その次

てはいけません。自然とぱっと咲かなければ

には、自分のような純情をもった男性と女性

ならないのです。神様が御覧になる時、「わ

が出会って神様と共に結ばれる聖なる基盤が、

ー！ 純粋に本性的に咲いたのだなあ。香り

新郎新婦が出会う場であるにもかかわらず、

をかいでみると汚れていない初物だ」と言え

皆さんはそのような価値を知らずにいます。

なければなりません。ですから神様も希望に
胸を膨らませているというのです。そのよう

自分の体は貴いものです。これを汚さずに

な神様が初物を望むしょうか、しわくちゃな

親孝行をするのです。神様に認められる体を

ものを望むでしょうか。では皆さんはどうで

もって、責任性をもってサタンの死亡圏から

すか。初物を望みますか、しわくちゃなもの

脱出しなければなりません。これは人間とし

を望みますか。堕落した皆さんも新しいもの

ての最高の目的であり、またそれが基準なの

を望むのに、神様はそれをもっと望むのでは

です。創造原理的に言えばそうなるようにな

ないでしょうか。ですから純情をもってぱっ

っているのです。

と咲いて、今日の堕落した世界の悲しみの峠
に引っ掛かるのではなくて、それを越えてい

皆さんは神様の純種になることができなか

くことのできる、価値のある皆さんになって

ったので、純種になろうとすると従順でなけ

くれるように願います。

ればなりません。そして皆さんが言うことを
聞かないと、たたいてでも従順になれるような
法度を教えるのです。神様の愛を教えるという

二) 私は天の子女

のです。これが統一教会です。それで統一教会
はすべての宗教の中心になる宗教なのです。
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これから従順の種を作らなければなりませ

て聖塩を作って使用した。これによってすべ

ん。種を割るとその種の中心は胚乳です。胚

ての家庭は聖塩を使用して生活と環境を聖別

乳の中心は神様の愛だというのです。では皆

する生活をした。

さんの頭を割ったらその中心は何でしょうか。
聖塩は麹のようなものです。ものを購入し

神様の愛だというのです。種の中心、すなわ
ち根になることのできる動機が神様の愛です。

たときに聖別し、外出して家に戻ったときも

神様の愛から出発するのです。ところで皆さ

塀（門）のところで聖別するのが原則です。

ん、「私には神様の愛がある。私はたとえ見
てくれはみすぼらしく、肉身は五、六尺にも
ならないけれど、この男の赤い心には神様の

聖別したものをサタン世界に出してはいけ

愛があふれている」と、そう言ったことがあ

ません。それが不可避なときは左手であげな

りますか。

さい。

地上は貴重だと思います。特に若い人たち

聖別は「父と子と聖霊と真の御父母様と私

は体を正しく保存しなければなりません。従

の名によって聖別いたします」と唱えながら

順で清い心、従順で清い体が親に対する真の

聖塩を十字（北南東西の順）にかけます。

親孝行になるのです。

聖別した不動産などを処分しなければなら

初愛の心をもって神様の前に行かなければ

ないときは、段階を追って許しを得て処分す

なりません。

るのが原則です。
あの世に初愛と共に行った人が、天の国で
私たち食口が聖別した土地をもって、すべ

は最高の立場に行くということを知らなけれ

ての土地をだんだん占領していかなければな

ばなりません。

りません。
この地に生きる人で、天国に行くことので
皆さんがどこかに行って座る時、塩をまい

きる人は初愛を中心として行き、初愛によっ
てすべてのことをあきらめ、初愛のゆえに死

て座りますか。心の中で「ふー、ふー、ふ

に、生きるという人です。ですから初愛を正

ー」と三回吹く条件を立てて座りなさい。サ

しくしなければなりません。

タン世界に美男子がいたら、「ああ、美男子
と一緒に暮らしてみたい」そのように思わず

十一

に、美男子が手を一度握ったとしても「ふ

聖別儀式の生活化

ー」と吹いてしまわなければなりません。塩

一) 聖塩

をまかなければならないというのです。心の
※聖塩は一九六〇年三月十六日（陰暦）、真

中で「ふー、ふー、ふー」と三回吹きなさい。

の御父母様の成婚された日を基点として初め

塩を三回まくのです。
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食口たちはすべてのものを聖別しなければ
なりません。聖別をするのに聖塩をまいて聖

様の心情を慰労してみ旨の成就を誓う祈祷を
する時に使用する。

別するのは何の問題にもなりませんが、御飯
を食べたりそうめんを食べたり水を飲んだり

「アダムは堕落以降真の生命と愛（心情）

する時に、いつ聖塩をもってそうするのでし

の源泉を失ってしまいました。人間は神様を

ょうか。ですからこれからどうするのですか。

心情的にずっと失望させてきました。このよ

イエス様が復活したのち、「ふーっ」と吹き

うな失敗によってあなた様は堕落人間を復帰

ながら聖霊を受けなさいと言ったのと同じで

するために身もだえせずにはいられませんで

す。アダムを造っておいて鼻に息を吹きかけ

した。あなた様の労苦を心の中に大切にしま

て実体の新生命を誕生させたのと同じように、

いながら私たち一人一人は復帰されたアダム

これからは皆さんも生命の実体を代身して、

の位置に上がるための一念で生きてまいりま

水を飲んだり御飯を食べる時には息をかけて

した。万物を復帰するための私たちの決心を

から食べなければならないというのです。

もっと堅くしてください。この心情のろうそ
くが燃える時ごとにこの火花があなた様の心

韓国の風習は妙だというのです。水を飲む

情を慰労してくださり、あなた様のみ旨を成

ときも息を吹きかけてから飲みます。また息

すための私たちの献身があなた様に記憶され

を吹きかけて座ります。それは天がこの民族

るようにしてください。私たちがこの心情の

のために実践することのできる自然的な良心

ろうそくに火をともし、祈祷する時ごとに、

を動かして私たちに一つの風習として残すよ

復帰歴史において私たち自身の決意をさらに

うにしたものです。これはすべて偶然に成さ

強くさせてください」

れたのではありません。ですから心でいつも
② お産のろうそく

そのような聖別をしなければなりません。私
たちは三時代、蘇生、長成、完成、六千年の
長い時代を三時代として経ながら、汚れたも

※お産のろうそくは誉進様の誕生時から始ま

のを聖別するために三回息を吹きかけて食べ

った。「三十六家庭」が結婚生活を始めて以

なければならないというのです。どこに行っ

降、真の御父母様が各家庭に伝授してくださ

ても、皆さんが小便をしても、これからはそ

った。

れをしなければならないのです。どこに行っ
「私は今真の御父母様が三十六家庭に伝授

てもみなしなければならないのです。

してくださった伝統的なお産のろうそくを各
家庭にもう一度伝授しようとしています。私

二) 聖なるろうそく

が持っているお産のろうそくを、本来の真の

① 心情のろうそく

御父母様が持っていらっしゃったお産のろう
※心情のろうそくは一九六一年一月五日にお

そくの象徴として使用しましたので、この家

作りになり、祝福家庭に伝授。心情のろうそ

庭にも同じ内容をもつお産のろうそくを持て

くは真の御父母様を象徴するものであり、神

るようにしてください。あなた様のみ名と栄
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光をもって祈祷しますので、子女たちを出産

すべての不義の条件を防ぎ、不和の根源を防

する間、このお産のろうそくが燃える時に霊

止できる勝利の聖なるろうそくになるように

的な雰囲気を聖なるものにしてくださり、サ

許してください。これを愛し、特別に祈祷す

タンが一切接近できないようにしてくださる

る所ごとに、あなたが常に共にいてくださっ

ように、祈祷いたします」。

て父母様が共にいてくださり、全霊界と肉界
が愛の統治権をもって共にいて保護してくだ
さるようにお願い申し上げます。これから始

③ 愛天のろうそく

まるこの愛天のろうそくの上にあなた様の栄
※愛天のろうそくは一九八四年五月十六日、

光と共に歴史に長々と連結されることのでき

真の御父母様が作られ、五月二十日、祝福家

るように、そうして天国が完成される時まで

庭に伝授された。愛天のろうそくは人類に対

継続することができるよう祝福しますので受

する愛の表示として心情のろうそくとは違っ

けてくださいませ。父母様の名前で祈祷し宣

て二本一組になっている。

布いたしました。アーメン」。

④ 統一のろうそく

ろうそくはそれ自体が犠牲となって光を発
します。このように神様を中心として人類が
一つになるためには、犠牲にならなければな

※統一のろうそくは一九九五年九月五日から

らないということを象徴しています。火がつ

一九九六年一月二日まで、真のお母様が真の

く所はろうそくでもなく芯でもありません。

子女様と共に夜十二時に統一のろうそくをと

ろうそくと芯が合わさって火がつき光を発し

もして百二十日の間精誠を捧げられたのを起

ます。同じように、主体と対象である夫婦が

源とする。

互いに犠牲になる時、光を発するということ
今回お父様は、九月五日から米国巡回講演

を象徴します。そこにはサタンが存在するこ

をされ、私も日本での講演を行いました。私

とができません。

は家を出てくる時、子供たちと話し合いまし
愛天のろうそくを中心として統一心情圏に

た。集まることのできる子供たちをみな集め

完全に一つになりなさい。そうするとすべて

てから、「お父様が、再び人類を抱かれるた

のものが整理されるのです。

めに、アメリカを相手に、第一線に出てお話
しされようとしておられるので、私たちは精

「愛する神様！ 愛天日を定めたこの勝利

誠を尽くしましょう」と言いました。

の標的を消えないろうそくの火によって象徴

子供たちは一言の異議もなしに、皆「そう

してくださったのでここに父母様の愛、神様

しましょう」と言いました。子供たちは離れ

の愛が共にあってくださり、このろうそくの

ばなれに分かれて勉強しているのですが、ど

光をともす所ごとに、その場の光と共に一つ

のような環境にいたとしても、夜十二時にな

になるその家庭には平和が掲げられ、あなた

れば、ろうそくをともして祈祷することにし

様の愛の主管圏が連結されて暗い勢力を防ぎ、

ました。来年の一月二日までの百二十日間、
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十二

精誠をささげることにしたのです。（真のお

祝福家庭の日常生活儀礼

一) 敬拝式

母様のみ言）

私が、きょう持ってきたろうそくがあるの

毎月一日は、朝の五時に各家庭で、夫婦が

ですが、これを伝授します。ですから皆さん

共に本部に向かって敬拝しなければなりませ

には、御父母様の前に誇れる息子、娘として、

ん。喜びの雰囲気の中でしなければなりませ

この地上で実を結ぶ立場になってほしいので

ん。日曜日にも朝五時にしなければなりませ

す。そして、みんなを天国に一緒に連れてい

ん。その時は一週間のすべての生活を報告し

きたいのです。

なければなりません。日曜日が早く来るのを

精誠をささげる基台を、真の御父母様の家

願う喜びの日にならなければなりません。

庭の子女たちまで拡大して、幼くとも皆さん
がその隊列に共に同参して、同じ心情で、各

敬拝式は日曜日の朝にだけするのではあり

自、責任を果たすことのできる者となってほ

ません。本来は毎日しなければなりません。

しいのです。

朝起きたらまず本部に向かって敬拝式をしな

このろうそくは一本ですが、これは三つの

ければなりません。それが公式的な礼式です。

ろうそくが一つになったものです。そして、

しかし毎日そうすると副作用があるので副作

ここに真のご子女様たちの愛が込められてい

用を避けるために、その条件をかけて聖日と

ます。（真のお母様のみ言）

毎月一日の早朝だけにしているのです。本来
は毎日しなければならないのです。

この「統一のろうそく（統一燭）」を連結
して、永遠に消えることのない火で燃えるあ

早朝の敬拝の時間だけでも天と直線上に立

なたの前に、忠誠と愛の心をもって全人類を

ちましょう。その時間は本当に深刻な立場で

燃やす時まで愛することを、重ね重ね誓い、

す。その時間に一秒遅れても悔い改めなさい。

約束する時間となりますように。そして、そ

その時間には聖物として飴一粒でも準備して

のような人生を生きることのできる各自すべ

おいて子供たちに分けてあげなさい。ちょう

てとなることができますように、お父様、激

ど聖晩餐の時のように……。

励し、お守りください。
早朝の敬拝、精誠、礼拝時間を厳守できな
そのためにこの生命をささげるほどに、忠

いのに自分の息子、娘のことがうまくいくよ

誠を尽くすことをお誓い申し上げるとともに、

うに願ってはいけません。先生を中心として

そのような立派な者たちとなることができま

四位基台を成さなければなりません。そして

すように、いま一度祝福してください。すべ

後孫を立てようとするなら父母がしっかりし

てのみ言を真の御父母様のみ名によってお祈

なければなりません。

り申し上げました。アーメン。（真のお母様
二) 家庭礼拝

のみ言）
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父母がみ旨の生活において模範にならなけ
ればなりません。家庭での祈祷生活とか、家

自動車でこれを最高のスピードで走らなけれ
ばなりません。

庭礼拝だとか、どのような面でも負けること
時間さえあれば訓読会をしなければなりま

のない信仰生活を、子女たちに見せなければ

せん。一人でも、会長室にいても訓読会、一

ならないのです。
また敬拝の時間がどんなに重要かというこ

日に何時間でもどこを読んだか記録しておい

とを認識させなければなりません。その時間

て、ポケットにはみ言集を入れておいて、い

には敬拝式だけで終わるのではなく、み旨を

つも訓読会をしなければなりません。

中心として、父母として子女たちを教育しな
訓読という言葉をもう一度書いてみてくだ

ければなりません。

さい。（「み言」という意味の）言偏にこの
自分の一族を中心として家庭礼拝をどこで

ように書く、これは何でしょうか。「川」で

も捧げることのできる環境を広めていかなけ

す。「み言」が「川」の横に行くと、何です

ればなりせん。ですから皆さんが公式の集会

か。神様のみ言がまっすぐな小川に出会った

に参加したかどうかが問題になるのであり、

のです。これを見ると蘇生、長成、完成です。

その次には公式活動での責任遂行をしたかど

「読む」という字は（「み言」という意味

うかが問題になるのであり、その次には家庭

の）言偏に（「売る」という意味の）「売」

生活で子女の前に父母として模範になれたか

です。売らなければならないのです。もって

なれなかったかが問題になるのです。

いると大変なことになります。売らないなら
ば、あげなさいというのです。商品を積んで
おいて腐らせては罰を受けます。

三) 訓読会

訓読会はすべての祝福家庭の夫婦同士だけ

『御旨の道』を読み、『原理講論』を読む

でもしなければなりません。毎日朝に一時間

のはもちろんですが、『祝福と理想家庭』と

ずつ。もし朝にできなければ夜寝る前に十二

か、今まで先生が語ってきたみ言の中で重要

時にでも、一時にでもしなさい。私はしてい

なみ言は、サタン世界に対して闘ってきた勝

るのです。今回南米の巡回をする時も十二時

利の記録なのですべて読まなければなりませ

を過ぎて疲れてだるくてもそれを実践したの

ん。ですから私たち統一家においては、父母

です。抜かすことができません。一日でも。

様と一つになるためには、父母様の歴史的記

分かりましたか。読んでみるのです。「祝福

念である過去、現在闘っている内容が全部含

家庭と理想天国」この本は祝福家庭の内容を

まれているので、その内容と一つになれるよ

全部教えてくれ、理想天国の内容を全部教え

うにしながら、ここにあるこのみ言とともに

てくれるものです。先生がこれのために闘っ

相対的な気分をつくっていかなければならな

てきた勝利の基盤を、またハイウェイを築い

いのです。それは自分を中心として、家庭を

ておいたので、ここに高速道路をつくって皆

中心として、自分の一族、七代まで、そして

さん全員が自動車になり、ガソリンになり、

これを横的には百六十家庭、百八十家庭が完
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全に一つになって、み言を定着させなければ

は何かというと、祝福を受けた人たちの宣言

ならないのです。

式です。この家庭はサタンが侵入できないと
いうのです。ですから私たちが家庭盟誓を暗

先生のみ言は先生が語ったのではありませ

唱するのです。家庭盟誓。それは何かという

ん。先生が語ったのではないというのです。

と、サタン世界と関連がないという宣布です。

天が先生を通して語られたみ言です。そのみ

一週間に様々なことをしたすべてを清算する

言は、皆さんがいつどこで聞いても心が動く

ことのできる一つの宣布式です。ですからそ

ようになっています。心が感動して体一帯に

れを抜かすと問題になるのです。

革命的な変化が起こるのです。そのような力
五) 祭祀（祭事）（先祖供養）

があるのです。

昔の忠臣の家庭では、良いものがあるとま

集まりがある時には勉強です。夜でも昼で
も時間さえあれば勉強です。何百回、何千回、

ず国を治めている人に捧げました。これが韓

読んで自分のものになるまで。自分がその相

国の忠臣の生活法です。そのような観点から

対的実体圏をもつ時まで。これからそのよう

見る時、韓国の礼法はどんな国にもない天国

なことをするのです。統一教会は座っている

の中心の内容だというのです。儒教では孔子

と病気になるのです。病気にならないために

の教えに従うのですが、その孔子の教えを中

は一生懸命読み、試験をし、努力するのです。

心とした礼法を見ると天法に近いものが多い
のです。これから皆さんの後孫たちは、皆さ

訓読会は私が千辛万苦、一生積んできたす

んに対して祭祀を捧げなければなりません。

べての宝箱を民族のために解いてあげること

まだ生活規範や葬式の仕方など原理を中心と

です。誰にでもみな。翻訳もしてはいけない

して定められていませんが、その礼法が定ま

と言ったのです。翻訳してはいけないのです。

ったら、その時からは適当にしてはいけない

民族にはっきりと知らしめるまでです。それ

のです。

を知らなければなりません。分かりましたか。
これから皆さんはどんな内容でも、神様が
共にしてくださるという信仰をもって自分の

四) 家庭盟誓

環境を屈服して根を深く下ろし、どのような
人間は本来盟誓した内容（家庭盟誓文）の

風雪の中にも育つことのできる生命力をもた

因縁をもって生まれたのであり、この盟誓の

なければなりません。そのようになる時神様

中で生きては死んでいかなければなりません。

が法を立てることも問題になりません。しか

何の呵責もなくこの盟誓文を読むことができ

しそれができない時は問題だというのです。

なければなりません。
先祖が亡くなった日には皆集まって先祖の
これから皆さんは自分の家庭において日曜

ために祭祀の壇を飾り、祭事をします。先生

日には敬拝式をしなければなりません。これ

の写真を掲げたその部屋でするなら、（先祖
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に）祈っても（敬拝しても）罪ではありませ

ようとしたのを事情によって朝七時にするこ

ん。おもちをついて祭祀を捧げても罪になら

ともできるし、昼間にすることもできます。

ないのです。

誰がそれを決定するのかというと亡くなった
おじいさん、先祖がするのではありません。

統一教会は先祖に侍ることを許すのです。

後継ぎが決定するのです。亡くなったおじい

統一教会はこれからその伝統を受け継いでい

さん、おばあさんも、後継ぎが決定した時間

かなければなりません。これがこれから真の

に来なければ祭祀の壇につくことはできない

父母を中心とした反対の立場に立つのです。

のです。それが嫌でも席につくことができま

この世の国、この世の伝統ではありません。

せん。地が中心です。地で解かれれば天でも

天の父母、天の国、天の先祖に侍るにおいて、

解かれるというのと同じです。ですから二人

その代を継ぎ、主流思想的、伝統的に、血族

が一つにならなければなりません。

たちに千年、万年侍ることのできる王土にな
ります。王に侍ることができ、永遠の太平の
み代をうたうことのできる国になるのです。

祭祀をする時は叔父（三親等）、従兄弟

その国で生きて過ぎ去っていってこそ皆さん

（四親等）、八親等、ひいおじいさんがいた

の母親、父親、一家、一族が天国に直行する

としても後継ぎをまず立てるのです。韓国の

のです。

伝統的文化背景に、先祖を尊重視するために
後継ぎを立てるのを見る時、この民族は長子

選民圏と血統を重要視しなければなりませ

権を尊重視する民族だったというのです。

ん。選民圏は長子権です。韓国は長子の国で
す。韓国が族譜を愛する民族になったのもみ

父母に親孝行したなら死んだのちに祭祀を

な血統を受け継ぐためなのです。先祖を崇拝

捧げなくてもよいのです。写真をおいて生き

し、先祖に祭祀を捧げるのは悪いことではあ

ている母親、父親のようにその日を記憶すれ

りません。これから儒教思想以上に父母を尊

ばよいのです。霊界になんの境界線がありま

敬する時が来るのです。

すか。これからは墓地まで行かずに家に集ま
って、生きている父母のように侍ってお祭り

統一教会は祭祀を捧げても良いでしょうか。
解放ですね！ これからは祭祀を捧げてもか

をし祝えばよいのです。そうすると墓地に行
かなくても祝うことができます。

まいません。今までは祭祀を捧げることを天
が望みませんでした。先祖を崇拝する韓国の

ですから母親、父親の墓は、自分が生きて

法が天の法です。世界でも独特な民族です。

いる園に造らなければならないでしょう。西

韓国だけがそうなのです。

洋では教会の庭に埋めるでしょう。その母親、
父親の墓の前に恥ずかしい行動をしてはいけ

祭祀を捧げる時間は後継ぎが決定するので

ません。亡くなった母親、父親が忠告するの

す。ですから夜一時に捧げていたものを朝の

です。愛の定義に外れることがあれば直接先

五時にすることもできるのです。朝五時にし

祖たちがついてきてチェックするのです。
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今までキリスト教で祭祀を捧げられないよ

なぜそのように産ませずに、汗を流して死ぬ

うにしたのも一理があるのです。祭祀は神様

か生きるかという限界で産むようにしたので

と全人類の真の父母が受けなければなりませ

しょうか。なぜそうしたのでしょうか。どう

ん。上の代の先祖たちが天でまず侍られなけ

して？ 光り輝く愛を見るためにです。

ればならないのです。ところが堕落によって、
それを今までは禁止してきましたが、復帰時

その死ぬような境地で目の玉が飛び出し、

代において祝福を受けたので、これからは先

すべてのものがみな壊れ、天地にこれは大変

祖たちに侍らなければならないのです。

だという境地で子供が「おぎゃー」と泣いて
生まれると、はっとするのです。痛いことは

十三

瞬間に消え去るのです。このように産んだの

祝福家庭の生涯儀礼

で、その困難以上に愛するのです。「あらま

一) 出産、奉献式

ー （かわいい）」と言うのです。それは何
愛する息子と愛する娘というのは極めて貴

のことか分かりますか。

いものです。分かるでしょう。天と地の極め
娘は生まれたら七日目に奉献し、息子は八

て貴い宝物です。それはお金で買えないし、
この世に代えられない宝物です。神様にもそ

日目に奉献式をします。

うですし、父親、母親にもそうです。息子、
二) 祝福、祝福式

娘を代えることができますか。息子と娘は神
様が下さった貴い贈り物です。

皆さんは真の父母と完全な因縁を結ぶこと
子供を見ると神秘的なのです。それを考え
ると神秘的だというのです。「やー！ こい

ができませんでした。ですからその因縁を結
ぶためにしてあげるのが祝福です。

つどうやって出てきたんだ」という具合にで
す。どんなに神秘的か考えてみてください。

祝福が何かというと、神様と一つになるこ

皆さんがそのように人をつくるとしたらどう

とです。神様と一つになると全体を背負うよ

でしょうか。それは何千年かかってもつくれ

うになります。神様のすべてのもの、主体が

ないでしょう。

もっている全体を受けるのです。

祝福の場はどんな場ですか。祝福の場は世

皆さんが生まれる時、母親の腹中から出る
時、どんなに大変だったかを覚えていますか。

界で最も良い立場です。その祝福の立場は誰

神様はなぜ子供を産む時、このように産むよ

と関係を結ばなければならないのでしょうか。

うにされたのでしょうか。ただ簡単に、言う

皆さんは自分自身で完成するのではありませ

がごとく簡単に、おいしい食べ物を食べるよ

ん。父母様の愛によって完成されるのです。

うに簡単に、香水の香りが漂うように簡単に、

子供が父母の懐から生まれれば立派であって

ただうれしくて口を開け「ははは」と子供を

もそうでなくても、その父母の形態に似るの

産めるようにしたらどんなに良いでしょうか。

です。それと同じように統一教会では真の父
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母の道理を教えてくれるのです。それが皆さ

母の愛を神様の愛の代わりに受けて、このよ

んには福の中の福です。

うに生なさいという、愛の伝授式が結婚式です。

祝福をしてくれるということは天の全権を
移すということを意味します。

祝福を受けた人は霊界に行っても先生が永
遠に責任を取ります。先生が主管して指導し
ます。祝福とはこのように先生と永遠の因縁

祝福は天地で最も貴いものです。同時に極

を結ぶものでもあるのです。

めて恐ろしいものです。もし夫婦が互いに他
のこと（いけないこと）を考えたなら、それ
は相手を蹂躙することです。

祝福を受け、間違えたなら必ず蕩減があり
ます。間違いなくあります。過去には許され
ませんでした。だから統一教会は恐ろしいと

皆さんからまず善なる先祖、地、国が生ま

ころです。原理がそうなっています。

れるのです。ですから祝福を受けた人は目さ
え開ければ天地を考えなければなりません。

先生は今まで新しい祝福、新しい家庭のた

祝福は人に福を与えるためのものです。堕落

めの蕩減条件を皆さんが立てられるようにし

によって汚れた血統を継承するものを転換し

てあげ、皆さんの重い荷物を私が責任をもと

なければなりません。これをしなければ原罪

うとしてきました。しかし先生が責任を遂行

を脱ぐことはできないし、原罪を脱ぐことが

したにもかかわらず皆さんが天法を犯したと

できなければ真の子女として祝福を受けられ

したら、その罪は何十代の子孫まで引っ掛か

る段階に上ることができません。原理がそう

る恐ろしいものです。

なっています。堕落によって生まれた原罪を
脱ぐ血統転換、すなわち血肉を交換する式が
聖酒式です。

祝福の過程を通過した人ともう霊界にいっ
た多くの人との価値は、どう違うでしょうか。
信仰の基準から見る時、それは相手になりま

聖酒にはサタンの讒訴のない万物の要素が

せん。このような天的な恩恵を投げ捨てるよ

みな入っています。その聖酒を受けて、真の

うになった場合にはサタンが皆さんを讒訴す

父母と一つになった自分自身を汚す行為をし

るようになります。天使長は長成基準でサタ

たなら、サタンよりももっと汚れた立場に立

ンになったけれど、皆さんは完成基準で堕落

つようになります。サタンは長成期完成圏を

したのでサタンが審判するようになるのです。

汚し、蹂躙したのですが、祝福を受けた者が
間違えると完成期完成圏で神様の実体を犯し

三) 昇華、昇華式

た罪が残るようになり、永遠に許されません。
これは実に恐ろしいことです。

今日人間が死んでいくということが何かを
知らなかったのです。それは悲しみではあり

結婚式はすなわち愛の伝授式です。神様の

ません。次元の低い世界から次元の高い世界

愛をもって父母が生きたように、皆さんも父

に愛の橋を通して移動することだというので
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す。ですから統一教会は死を昇華します。次

興進君が蕩減してこの死亡の塀を、死の塀

元高く昇華するというのです。それは愛での

を壊してしまったのです。それで昇華式と言

み可能です。愛でのみ。

うのです。死は失望や落胆ではありません。
落ちるのではなくて跳躍することです。昇華

堕落しなかったら人が死ぬことは幸福です。

するということです。統一教会の教会員たち

それで統一教会は死を悲しみとして迎える教

は死に対しての恐怖をもってはいけません。

会になってはいけないと教えるのです。です

死はこのような自然の循環の法度によってく

から昇華式というのです。

るのです。もっと良い世界に移してあげるた
めの手続きなのです。

統一教会では死んでお葬式をすることを昇
自分の息子である興進が亡くなっても涙を

華式といいます。死んだ人にすがって泣くの
を見ると、死んだ霊が嘆息するというのです。

流しませんでした。霊界に行くことは悲しい

「このように無知で、私の行く道を綱で引っ

ことではありません。解放のラッパの音とと

張って行けないようにするのだ」と言うので

もに天国の旗を掲げ、足取りも堂々と百戦百

す。そのようなことを知っているので統一教

勝して天下の錦を飾った旗を掲げて故郷に帰

会では昇華式というのです。天に向かって聖

り、民族と人類の歓声をあびて、堂々と入る

なる飛翔をするというのです。愛の力をもっ

ことのできる還故郷をするのです。悲しいこ

て押してあげなければなりません。引っ張る

とではありません。統一教会では泣きません。

のではなくて押してあげなければなりません。

それをなんだかんだと言いますか。昇華式だ
というのです。

昇華式という言葉は興進君の時から出てき
私の義理の母になる方も亡くなりましたが、

たでしょう。愛勝日というものの、その愛勝
とは何でしょうか。死亡に勝つことです。他

統一教会は葬式とは言いません。何と言いま

の人だったら母親も身もだえし、はいつくば

すか。昇華式。昇華されるのです。横的なこ

りながら痛哭することですが、母親が涙を流

の世で生きて縦的な世界の活動舞台に、無限

してはいけないのです。三日以内にこの式を

な世界に行くのです。サタン世界では泣きわ

してあげなければなりません。死亡に勝った

めくと悪霊が来ますが、そういう立場は悪霊

のだと宣布してあげなければなりません。で

が訪ねてくることができません。

すから統一教会では昇華式が行われるのです。
死亡を越えて喜びに向かって行くのです。昇

では、統一教会では葬式を何というのです

華式を経ていく人たちは霊界のすべての峠を

か。昇華式とは何ですか。変化して一段階上

ひゅうっと越えていくのです。もちろんそう

がるというのです。今回おばあさんが亡くな

できない者たちは途中で留まりますが……。

った時も私は泣きませんでした。彼女の行く

それを知らなければなりません。昇華式とは

道を選んであげるのに忙しかったのです。孝子

興進君から始まったのです。

と言うならそれ以上の孝子がどこにいますか。
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統一教会は死んだのちの葬式もそのように

分が生まれた日でもなく、自分が結婚した日

はしません。昇華式です。どこに行くと思っ

でもありません。自分の国を失った国民の一

て生きますか。この世に怖いものがどこにあ

人として国を取り戻した、または国家が独立

りますか。天下に怖いものがどこにあります

した日でもないというのです。皆さん、それ

か。罪悪の世界、混乱した世界において自主

を知らなければなりません。人間において最

的な中心の形態をもって、天地の度数に合わ

も希望の日、願う日があるとすれば「神の

せて神様の愛圏内の垂直の立場に入るように

日」、「父母の日」です。その日が地上に生

なります。なぜ垂直の立場に入るのでしょう

まれる、それだけが私たち全体の願いになっ

か。その立場には影がありません。すべての

たという事実を知らなければなりません。

ものが完成です。その次に、これが回るよう

「神の日」と、「真の父母の日」が始まるよ

になるので、回る環境全体が垂直化されます。

うになると、その次には「子女の日」も、

男性を中心として女性が一つになれば、その

「万物の日」も自然と連結されるのです。

男性と女性を中心としてその環境は全部幸福
今日この地上に生きている人は誰も「神様

圏になるのです。

の日」を祝った人はいないし、「真の父母の
十四

日」を祝った人もいないし、「真の子女の

記念日を迎える心の姿勢

日」を祝った人もいないし、「真の万物の

一) 記念儀式の意義

日」も祝った人がいないというのです。一年
公的な日を思慕する心をもたなければなり

三百六十五日というならば三百六十五日が連

ません。このような伝統を立ててこそ後孫た

結されるすべての日の中で最も重要な日とは

ちの生活的伝統を立てることができるのです。

何かというと、今語っている摂理史に現れる

公的な日は天が喜ぶ中で、すべてのことを互

このような日であるという事実を確実に知ら

いに共に分け合って楽しく過ごさなければな

なければなりません。その日はその中でも王

りません。この日は家庭を基準として天的な

の日のようなものです。そのような年があっ

法度を立てていく日です。

たなら年の中でも王の年だという事実を知ら
なければなりません。

人間が堕落して以降、歴史過程を通したこ
の人間世界に現れた記念日は、神様を喜ばせ

統一教会で私たちが祝っている名節や記念

るのではなくてサタンが喜ぶ日として現れた

日は、サタン世界と闘って血のにじむ闘争を

という事実を知らなければなりません。国が

通して成就した摂理的な勝利の日なのです。

独立した日を記念するとか世界的なある行事

絶対的な勝利の成就を記念する日であるだけ

をする日はすべて堕落圏内で成されていると

に、神様と真の御父母様に対する感謝と有り

いうのです。

難い心でこの日を迎えなければなりません。

原理的観点から見る時、人間が最も願う祝
いの日、希望の日があるとすればその日は自
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先生は最上の高い立場、天の補佐になるの

ここには誰でも来られるのではなく、また、

ですが、皆さんは皆ついて来られません。祝

ただ来ることもできません。必ず礼服を備え

福という貴いものを受けたので門は開いてい

て来なければならないのです。

ますが、行こうとしても行くための礼服を着
られませんでした。祝いの家に行くのに田舎

祭物はその人の生命に代わり、その人の理

の農夫のズボンをはいていってもよいでしょ

念に代わります。祭物として捧げるものを買

うか。考えてみてください。そこに合う装い

う時は値切らずに少しでももっとあげなさい。

をしてその立場に行ってこそ、その環境に歓

礼服の生地を買う時も同じです。

迎されるに足るのであって、そうでなければ
追放されるのです。「こいつ、どけ！」と言
われるのです。
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Book 八: 罪と蕩減復帰

既成神学では組織神学や教義学の体系は膨
大に立てていますが、長子論、人間の責任分

Sin and Restoration Through
Indemnity

担論、蕩減法等、根本的な神学はほとんど確
立されていないのです。それは、人間の先祖
である父母の秘密だけは、真の父母が再び来
て、その真の父母によって糾明、解読されて、
正されなければならないからでしょう。

はじめに

今、この時代は神様のみ旨が地上に実現す

本書は、文鮮明先生の御言選集三百巻の中

る成約時代です。真の御父母様によって、も

から、責任分担、罪、蕩減復帰にかかわるみ

つれた歴史の中に存在する数多くの曲折と複

言を選び出したもので、真の御父母様のみ言

雑な事情が一つ一つ解明され、解怨されなが

を母の国に伝授するために作られた訓読教材

ら、新世紀への歴史移行が成される時です。

です。

根源的な神様の実存から、人間始祖の堕落、
復帰摂理上の未知なる事実などが天意を中心

私たちはみ言に接するたびに、その深く広

として明らかにされつつ、新時代が開かれる

い生命のみ言に感激し、また本当に恵みの多

のです。

い恩恵の時を生きていく成約の子女となった
ことを重ねて感謝せずにはいられません。

人間の堕落も「不倫な愛」によってサタン、
悪魔を父に取り替えたことであり、サタン中

本書が私たちの生活において、人格の生霊

心の血統転換が正に堕落だという観点を明ら

化を成すために大きな役割を果たすことがで

かにしました。したがって救いもサタンとの

きるよう祈るものです。

父子の関係を切って神様との父子の関係を回
復すること、すなわち、神様中心の血統復帰、

一九九九年十月

それが正に祝福であるという救いの観点を明
確にしたのです。このような意味で祝福は、

日本語版発刊によせて

六千年のサタンの血統から抜け出す道であり、
それが原罪の清算と重生摂理の核心となりま
す。これなくしては、いかなる者にも人間完

『原理講論』には「蕩減」について次のよ
うに述べられています。

成はあり得ないし、天の国に入ることができ
「どのようなものであっても、その本来の

ないのです。

位置と状態を失ったとき、それらを本来の位
また今まで難題であった歴史的な未知の事

置と状態にまで復帰しようとすれば、必ずそ

実、すなわち歴史発展の法則も人間の責任分

こに、その必要を埋めるに足る何らかの条件

担と蕩減法、また長子権復帰を中心として明

を立てなければならない。このような条件を

快に解き明かされました。

立てることを『蕩減』というのである」。
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罪とは、私たち人間が堕落により本来の位

統一教会の原理を見れば、間接主管圏と直

置と状態を失ったことを意味しています。こ

接主管圏があります。しかし人間が堕落によ

の本には罪とは何か、また罪を犯したら必ず

って間接主管圏にとどまるようになり、直接

蕩減復帰の道を歩まなければならないことな

主管圏には連結されていないのです。それで

ど、私たちが避けて通ることのできない蕩減

復帰摂理も責任分担ゆえに何度も延長されて

復帰原則に関するみ言が集められています。

いくのです。それを知らなかったのです。直
接主管圏に連結され得る神様の愛の圏に行く

神様を信じない人の多くは、「神がいるな

ためには間接主管圏で何をしなければならな

ら、このような悲惨な世界を、なぜ救わない

いのでしょうか。自分の責任分担を完遂しな

のか」という動機をもっています。神様は、

ければなりません。

人間の責任分担があるがゆえに、「蕩減復
帰」という原則を通してしか人間を救うこと

人間が成長するための間接主管圏をおいた

ができないのです。罪に苦しみ、互いに傷つ

のは、人間が成熟することを願う神様にとっ

け殺害し合う姿を見ながらも、人間を愛すれ

ては不可避なことだったということを論理的

ばこそ、無条件に救うことのできない神様で

に解明できなければなりません。原理結果主

あったのです。蕩減復帰の道は、実は神様の

管圏をなぜつくったのでしょうか。これをつ

赦しと真の愛があってこそ成り立つものなの

くらなければ成熟したという限界、その時を

です。本書を通して、歴史の背後にある神様

つかむことができません。思春期という時を

の愛を発見するでしょう。

どこに定めるのかというのです。それで原理
結果主管圏において、思春期になる時まで待

文鮮明先生は、親なる神様の苦しみと、失

つのです。ゆえに愛は、神様が全部干渉して

った子女たちを堕落世界から救おうとされる

はいけないのです。人間が必要とするものは

神様の深刻さを知って、神のみ国建設のため

何かと言えば、絶対的な愛です。

にすべてを捧げてこられたのです。
統一教会の原理という言葉は何を意味しま
この本によって、困難や苦労の多いように

すか、なぜ原理と言いますか。原理結果主管

見える人生の根底に、神様の深い愛と計らい

圏と直接主管圏の限界線をつくること、それ

のあることを理解していただけたら幸いです。

が原理です。アダムとエバが長子として蘇生、
長成、完成圏に上がらなければならないこと、

一九九九年十月

それが原理です。この間接主管圏内でも人間
が完成するためには責任分担を果たさなけれ
ばなりません。成熟するまでは絶対に愛の因

第一章 蕩減・復帰原理の根拠

縁を結ぶなというのです。大人になる前にア

一 間接主管圏と直接主管圏

ダムとエバがそれをしてはいけないのです。

一) 間接主管圏

ですから限界線を定めておいて、「待ちなさ
い、取って食べるな！」と言ったのです。
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アダムとエバが堕落しないで、神様の前で

れ、天の愛が地上の愛に連結されるのです。

間接主管圏を通過し、直接主管圏と連結され

これが原理です。それができていないので、

得る思春期になれば、すべての宇宙の力がこ

サタンはこれを妨げるのです。天の愛の道を

こに和合できるし、ここに凝結され、作用す

妨害するのがサタンなのです。

るのです。その焦点で男と女が出会うと同時
に、天と霊界と肉界が出会うのです。それは

いくらキリスト教文化圏が大きいとしても、

霊界で結ばれるのではありません。それで天

新婦と共に真なる神様の愛と結合することの

国に入った人がいないというのも、この焦点

できるアダム完成者が来なければなりません。

に照準が合って写真を撮って（霊界に）行っ

ですから責任分担を完成して直接主管圏内に

た人がいないということです。これはよく撮

入り、愛を中心として上下、前後、左右に一

れていない写真と同じようにピントが合って

体化し得る家庭的真の愛の基盤を備えなけれ

いないのです。平面的焦点とともに垂直の焦

ばならないというのです。それは易しいこと

点がぴったり中央点に合ってぱっとやらなけ

ですか。

ればならないのに、そのように写真が撮れな
かったというのです。愛の完成的写真が撮れ

真の父母は全体の責任分担を完成した立場

なかったということを知らなければなりませ

で、間接主管圏と直接主管圏の心情圏を一元

ん。分かるでしょう。皆さんの中で誰がその

化させなければなりません。天国化させるた

ような愛をしていますか。そのような夫婦に

めには、天上世界や地上世界を一元化させ得

なっているのかというのです。

る基盤が築かれなければ天国はできないよう
になっています。それが創造理想です。

直接主管圏は、アダムとエバが愛を中心と
して同参することのできるところです。です

人間が堕落しなかったならば、一度に責任

から間接主管圏は、まだ責任分担未完成圏で

分担を果たすようになっていました。しかし、

す。責任分担完成と同時にアダムとエバが愛

堕落することによってサタンが生じたので、

を中心として夫婦になって、神様は内的父に

父母様は堕落した後孫たちの前に世界的な基

なり、アダムとエバは外的父母となって内外

準で一度に越えていける蕩減基準を立ててあ

に一つとなる時に初めて直接主管圏が設定さ

げなければなりません。そのような責任分担

れるのです。ですからこの過程では結婚が絶

圏を立てることによって一度に蕩減基準を立

対に必要だというのです。独身では越えてい

て、間接主管圏内から直接主管圏内に飛躍し

けないのです。

て入ることのできる基準をつくってきたのが、
今までの先生の一生の仕事だったというのです。

天国はどこから始まるのでしょうか。サタ
ンを分立しただけのところで始まるのではあ

二) 直接主管圏

りません。責任分担完成圏から始まるのです。
それは直接主管圏、間接主管圏が責任分担を

責任分担を完成することによって間接主管

完成したアダムとエバを通じて初めて連結さ

圏と直接主管圏が連結され、地上天国と天上
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天国が連結されるのであって、それがなけれ

原理の責任分担という言葉は何を意味しま

ばすべて無効です。ですから私たちは責任分

すか。責任分担完成というのは人間の愛と神

担を完成した愛の実体、愛の化身となって、

様の愛が一つになることです。神様の愛は永

神様を愛し、全宇宙を愛し、自分の家庭を愛

遠の愛なので、永遠の神様の愛を中心として

さなければなりません。そのような人だけが

人間は相対の立場で永遠の一体を成すのです。

天国に入るのです。それが天国に入る公式です。

そこには分立があり得ません。

神様が人間を創造されるとき、直接主管圏
責任分担圏は、愛を中心として一つになっ

と間接主管圏をおいてつくられました。それ

たところです。完成に向かって縦的な神様の

ではなぜ間接主管圏をおいたのですか。直接

愛と連結されたとき、間接主管圏と直接主管

主管圏と間接主管圏はいつ一つになるのでし

圏が連結されます。そこにはサタンがいない

ょうか。本来の真の人類始祖であるアダムと

のです。間接主管圏が連結されれば心情圏が

エバが成熟して互いに横的な立場で愛によって

連結されるので、サタンがそこに存在できな

一つになろうとする時、神様が臨在し、縦的な

いのです。その前に堕落したので問題なのです。

愛を中心としてアダムとエバを横的な愛によっ
て接ぎ木するためのものがアダムとエバの結婚
です。それで天地の一体化を成すのです。

神様の完全な愛が顕現するとき、サタンは
現れることができません。それが責任分担完

直接主管圏がなぜ必要なのでしょうか。直

成です。責任分担を完成したならば、間接主

接主管圏に連結せずには神様と愛の連結がで

管圏と直接主管圏において愛の因縁が結ばれ

きないからです。この愛が連結されなければ

るのです。そこで神様の縦的愛とアダムとエ

神様から宇宙を相続することができません。

バの横的愛が連結されるのです。

相続は愛を中心としてするようになっていま
す。ですからすべての国やすべての家庭も愛

本来アダムとエバが堕落しないで、責任分
担を完遂して神様と愛の一体圏内で天地が一

する子供を中心として相続させようとします。
原理がそうなっています。

体化して勝利的基盤を築いたというときは、
神様とアダムが一つになったその愛の圏内で

責任分担という言葉は先生の時代に初めて

天使長を連れて天国に行くのです。それが道

出てきた言葉です。ある人は「間接主管圏や

理です。それが原則です。

直接主管圏という言葉は、文先生が頭がいい
ので、合うように作った言葉だろう」と言う

責任分担は成熟する時まで必要なものです。

かもしれませんが、それなら私がどうして苦

成熟して思春期に入ればすべて終わるのです。

労しますか。適当に作ったのならば、私が一

愛の圏内に入れば直接主管圏内です。神様で

生の間何のために監獄に出入りしながらこの

あると同時に私であり、私であると同時に神

ように苦労するでしょうか。口にもしてはい

様です。

けません。私が作ったのならばどうして楽に
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行けないのでしょうか。楽な道を行ったらい

間接主管圏と直接主管圏を連結させるため

いのに、なぜこのように、花のような青春を

に責任分担を完成しなければなりません。責

犠牲にし、ぼろのふろしきをまとって、この

任分担完成というものは男性が成熟し、女性

ように生きなければならないのかというので

が成熟しなければならないのです。男性と女

す。レバレンド・ムーンが作ったという言葉

性が完成したとはどういうことですか。エデ

は成り立たないのです。作るに先立って、そ

ンの園での完成は神様しか知らないのです。

れ以上の何かがあるということを知っている

神様を第一に愛さなければなりません。その

ので、死の峠でも行こうとし、迫害の道も自

次に男性は女性を第二に思い、女性は男性を

ら進んで行ったのです。迫害の道を好む人が

第二に思う、そういう人にならなければなり

どこにいますか。神様しかその事情は知らな

ません。このようになるとき、責任分担を完

いでしょう。

成することによって、みな間接主管圏から直
接主管圏内に行くことのできる新しい次元に

祝福を受けて否定するのは、サタンよりも

越えていくのです。

もっと悪いです。サタンが讒訴するというの
です。これは直接主管圏内に入って堕落した

堕落した人間世界で一番必要とするものは、

のと同じです。皆さんは知りませんが、その

堕落圏を乗り越えた真の父母です。私たちの

原則、その天理の法度が適用されるというこ

原理で言えば、責任分担を完成した、その圏

とを知らなければなりません。ですから、頑

内を越えた人だというのです。間接主管圏内

張らなければなりません。皆さんが、どのよ

から直接主管圏内に入った人です。直接主管

うにその伝統を立てるのかということが重要

圏とは何ですか。愛に一致した世界です。こ

な問題です。

うなれば他の主人が生じることができません。
絶対的です。愛にぴったり一致すれば二人の

その世界は、皆さんが考えるような漠然と

主人を願いません。神様も他の主人を願わず、

したところではありません。直接的にお父さ

人間も他の主人を願わないというのです。そ

ん、お母さんが私の皮膚にぶつかって来るし、

うしてそれが家庭に拡大し、氏族、民族、国

私の精神にぶつかって来るのです。心の感動

家に拡大され、その愛の軸を中心として天運

が爆発して私を刺激することを感じれば、彼

は回るようになっています。

は既に天国内で生きている人です。このよう
になれば、ちょっと人に接すれば分かります。

神様を中心として責任分担を完成した基準

「あの人は悪い人で、あの人はいい人だ」と

で愛を中心として統一され、天運が回るので

いうのです。そのようになれば、皆さんが想

す。このような回転圏内に誰が来てぶつかる

像できない次元の高い直接主管圏内に入った

でしょうか。サタンは影も現すことができな

ことを発見するでしょう。そう見るのが原理

くなるのです。このような基盤さえできれば

観です。そのように生きなさい。

地上天国は自然に形成されるのです。
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原理結果主管圏を通過し、人間の責任分担

いのです。直接主管圏です。いまだに責任分

を完成することによって愛を中心として連結

担圏を越えることができていないので問題で

されるので、直接主管圏に入るのです。そう

す。

すれば縦的な役事も横的にできるし、横的な
役事も縦的にできるというのです。下に押せ

責任分担完成は、結果主管圏と直接主管圏

ば横的になり、引っ張れば縦的になります。

の過程を通過し、愛をもって一体化します。

その言葉がそれです。 引っ張れば縦的になり、

一体化して直接神様の指導圏に入るのです。

下に押せば横的になるのです。それゆえ縦的に

主管圏に入る、それ自体が神様の心情圏に属

も占領できるし、横的にも占領できるのです。

するのです。

神様の完全な愛が顕現するとき、サタンは
現れることができません。それが責任分担完

二 人間に責任分担がある
一) 責任分担を下さった理由

成です。責任分担を完成したならば、間接主
管圏と直接主管圏において愛の因縁が結ばれ

神様が人間を愛されるとしたなら全天下が

るのです。そこで縦的愛と横的愛が連結され

丸ごと屈服することのできる愛であり、権威

るのです。そうなればその縦横の愛を通じて

を下さるとしたなら全宇宙が彼に従い、完全

神様の血統的な因縁が、血縁ができるのです。

に頭を下げることのできる権威です。そのよ

血筋が生じます。その血筋、神様の愛を中心

うな最高の愛と最高の権威を考えて人間に責

として一つになり縦横の愛と因縁を結んで生

任分担を下さったのです。

まれた血筋は、サタンが干渉できないのです。
サタンと因縁がないのです。ですから心情を

神様はどうして人間に責任分担を下さった

受け継ぐためには、純粋な神様の愛を中心と

のでしょうか。全知全能なる方なので、その

した本然の伝統的血統を受け継がなければな

全知全能な創造性までも賦与し、また永遠不

らないというのです。それが問題です。

変な愛の主体であられるので、その愛の主体
を代表することのできる位置に立てるために

責任分担の統一的直接主管圏の一致点とい

責任分担を下さらざるを得なかったのです。

うのは理想的父母の愛からのみ可能なのです。

これは福の条件になるのです。全体を占領す
ることのできる一つの鍵のようなものなので、

責任分担は直接主管圏、間接主管圏を克服

これを下さらざるを得なかったのです。しか

するのです。思いどおりに天上世界と地上世

し、この責任分担が問題になり、堕落したと

界に通じることができるようにするのは、神

いうことを私たちは知らなければなりません。

様の愛を中心として、一体的心情圏に入らな
ければならないのです。それが原理基準です。

人間は神様の創造の偉業に加担しなければ

神様の愛を中心として自分の縦的な面の父母

なりません。もともと人間が堕落していなか

の立場を代表することのできる横的な面さえ

ったとしても、そのような責任はあるのです。

きっちり決まれば、そこからはサタンがいな

堕落して人間の責任分担が設定されたのでは
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なく、堕落していなかったとしても人間は責

人間が責任分担を果たすことができなかっ

任を負っているというのです。人として完成

たことによって蕩減復帰という怨恨の言葉が

することのできる神様の九五パーセントの創

出てきたということを知らなければなりませ

造理想的形態をみな備えたとしても自分の五

ん。蕩減復帰の過程では、絶対に神様も後援

パーセントの責任を完遂しなければなりませ

しないし、本部も後援しないので、一人でし

ん。人間自体の完成を神様がさせるのではな

なければなりません。助けてあげたら蕩減に

く、自分がそこにプラスして完成しなければ

なりません。どうしてですか。人間の責任分

ならない責任があるのです。堕落していなか

担という原則があるのでその原則において、

ったとしてもです。

助けては蕩減にならないからです。それを助
けることができたならば、人間が堕落すると

私たちは再建するのではなく、再創造しな

き、神様が干渉して堕落しないようにしたで

ければなりません。神様の責任分担九五パー

しょう。責任分担があるからできなかったの

セントに人間の責任分担五パーセントを合わ

です。人間の責任分担があるからできなかっ

せて新しくつくらなければなりません。

たのです。

人間に責任分担をなぜ与えたのでしょうか。

レバレンド・ムーンを神様が愛されますが、

創造の偉業に加担することのできる権威を与

人間の責任分担を果たす過程で蕩減路程を行

えて、神様の前に対象的な価値を賦与するた

くときには神様が協助できません。私自身が

めです。それは驚くべき事実です。

サタンに勝って行かなければならないのです。
サタンとサタン世界に勝って行かなければな

原理には絶対性があります。原理には許し

らないのが本来のアダムに許された理想圏で

がありません。どうせ行かなければなりませ

したが、その理想圏を凌駕しなければならな

ん。死んでも行かなければならないというの

いというのです。

です。永遠に行かなければなりません。神様
自身がこれを思いどおりにできれば、今まで

結局責任分担があるから蕩減も生じるよう

復帰摂理の路程で受難の道を行く必要もない

になったという事実を知らなければなりませ

のです。しかしそのように制定しておいたの

ん。もし責任分担がなかったならば神様はい

で、責任分担的限界線のゆえに神様もそれに

つでも主管することができるのです。堕落す

かかって今まで人間を復帰するために数多く

るとき、「おい、そうしたら駄目だ」と言う

の受難の道を歩んできたのです。その責任は

ことはできますが、人間の責任分担があって、

神様にだけあるのではないということを知ら

神様が干渉することができない立場にいたの

なければなりません。人間と共同で責任を負

で、人間が堕落しサタンが活動するのを防止

っているのです。堕落しなかったとしてもそ

することができなかったという事実を知らな

うだというのです。

ければなりません。
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アダムとエバが、彼らが堕落する前に神様
に先に尋ねていたならば堕落しなかったでし

任を果たさずしては神様が願う天国実現が不
可能なのです。

ょう。「天使長がこれこれこうするのですが、
どうしましょうか」と尋ねなければなりませ

アダムとエバは愛を中心として完成しなけ

んでした。そうしていたならば、神様が答え

ればならないのに、愛を間違って、その責任

たはずです。この尋ねてみることが責任分担

分担に問題が引っ掛かりました。責任分担は

の五パーセントです。尋ねてみるのは自由で

すべての分野の過程にあります。目的を完成

す。しかし、尋ねないで横的関係を結んでし

しようとすれば、過程を経なければなりませ

まったのです。それが問題です。尋ねないで

ん。過程には必ず責任分担が連結されるので

行動したので問題が起こったのです。いつも

す。それを知らなければなりません。ある時

そうです。皆さんは自分の責任分担の五パー

限的な過程を経るときは必ず責任分担がある

セントを果たす自信がありますか。ないのに

のです。それを果たさないときには、すべて

はしゃぐ雑多な鬼神たちが多いというのです。

のものが破壊されるというのです。

そのような精神をもって、いつ統一させますか。

アダムとエバがなぜ堕落したのかと言えば
責任を果たせなかったからです。責任分担は
人間には責任分担があります。神様が人間

アダム一人でできるのですか。まず神様を中

に責任分担を与えた目的は創造の偉業に同参

心として神様と一つにならなければなりませ

させるためです。九五パーセントは神様が造

ん。神様と一つにならなければ責任分担を完

り、五パーセントは人間が造ることによって、

遂することができない、ということを皆さん

創造するとき神様だけが創造したのではなく

は知らなければなりません。その次は原理と

人間も自ら創造したという条件になるという

一つにならなければなりません。このような

のです。このような同等な価値を賦与するた

二つの条件が成立しなければなりません。

めのものが責任分担です。これが偉大なので

責任分担を完成しなければなりません。責任

す。人間だけに責任分担があるのです。しか

分担、責任という内容を喪失してしまいその

し歴史始まって以来、責任分担を完成した人

世界に生きることができなかったのが恨です。

がいないというのです。責任分担、これを知

血統転換という怨痛な、この悲運の運命をも

らなかったのです。

った堕落の後孫になったことが気の遠くなる
ような悲痛な事実です。これを抜け出すため

能力の多い神様、全知全能なる神様、絶対

にはありったけの力を尽くして責任を果たし

的な神様がどうして地上に御自身が願う天国

た息子の姿、娘の姿として立ち上がり、神様

を実現できなかったのかということが問題で

に対してためらわずお父さんと言うことがで

す。神様が思うとおりにされたなら既に一瞬

きなければなりません。

のうちにすべてこれを解決することができた
でしょう。しかし人間が堕落したので、人間

先生が行く道は泰山峻嶺（注：とても険し

の責任分担が残っているので、人間がその責

い峠の道）でした。いつ神様が手でも一度つ
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かんで「おいおい、お前大変だな」と言われ

せん。そのような立場に立てばサタンが居座

たと思いますか。夜も昼も保護し、喜んで迎

ることができません。私が行けば、サタンが

えてくださると思いますか。見ながらもじっ

いても出ていかなければなりません。

としているのです。どこに行けという話もし
ません。教えてくださることができないので

アダムとエバが堕落しなかったならば、神

す。責任分担を果たさなければなりません。

様の体に和してその体を着て完成し、この地

神様は本然の愛をもった人間を愛そうとした

上で神様の愛によって直接主管圏と間接主管

のであって、愛を求めていく過程の人間を愛

圏を連結させ得る責任分担を果たした愛の王

そうとはしなかったのです。

になるのです。そうすれば神様はそのアダム
の心におられ、アダムの霊は神様の体になる

責任分担を完成した立場の人間とはどんな

のです。一身になるのです。永遠に神様の愛

人間でしょうか。神様のように完全な人間だ

と人間の愛を共に分かち、それを呼吸するの

というのです。神様が九五パーセントを創造

です。

しましたが、人間が共に一〇〇パーセント完
成した創造の資格を賦与される位置に立って

人間が責任分担を完遂して神様と対等な立

いるので、人間の完成であると同時に神様の

場に立とうとするのは、真の愛を授受するた

創造の偉業の完成になるのです。創造の偉業

めに、対等な愛を与えるためであり、同じ愛

の完成であると同時にみ旨の完成であり、み

を授受するためです。互いに同じ立場で中心

旨の完成であると同時に神様の完成になるの

になり、同じ立場で授受するというのです。

です。このようことが言えるのです。

それを知らなければなりません。

責任分担を完遂できなかった私たちの先祖

堕落していなかったならば、責任分担は易

の罪によって死亡の深淵、どん底が生じたの

しいのです。ただそのまま育てば思春期が来

です。サタンの愛の領域が天国の門の前の境

るようになっているので易しいのです。それ

界線まで連結され、直接主管圏内と間接主管

は自然に来るようになっています。自然に来

圏内の違いをもたらしたのです。

るので難しいことはないというのです。間違
った愛によって責任分担が難しくなったので

責任分担を完成すれば、サタン悪魔がいな

す。それでは責任分担の中心とは何ですか。

くなります。讒訴する存在がいないのです。

神様が九五パーセントの責任を果たし、人間

この基準を越えられなければ讒訴条件がある

が五パーセントの責任を果たして、人間が神

のでいくら天上世界に、天国に入ろうとして

様の創造の偉業を相続することだというので

も入ることができません。讒訴条件の内容を

す。それでは相続するための中心とは何です

もてば入ることができないのです。絶対的な

か。真の愛です。

愛、不変・唯一・永遠の愛の内容を中心とし
て神様の愛と関係を結んだ基準に立てばサタ
ンがそこに讒訴条件を立てることが できま
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統一教会が言う責任分担という言葉は偉大

て上がらなければなりません。その圏にすべ

な言葉です。皆さんもみな責任分担を果たせ

ての人類が引っ掛かっているのです。世界が

なかった立場にいるでしょう。人類始祖が責

引っ掛かっており、歴史が引っ掛かっており、

任分担を果たせなかったその場は、サタンの

霊界に行った人、現在この世界の人類、今後

支配圏になってしまったのです。ですから責

生まれてくる後孫全体が、この運命圏を抜け

任分担を果たせなかったその位置以下から、

出ることができずにいるというのです。これ

悪主権の世界ができたのです。ですから復帰

が怨恨の堕落圏です。

時代においての善主権の世界は、責任分担を
完成した線以上のところから始まります。理
論的にそうです。責任分担線以下では悪主権

堕落した人間は人間の責任分担だけではあ

であり、責任分担線以上では善主権が始まりま

りません。全体創造の九七パーセントを蹂躙

すが、悪主権の出発は何によって始まったので

してしまったのです。ですから再創造しなけ

しょうか。堕落した愛から始まったのです。

ればなりませんが、再創造過程全部が倒れた
というのです。ゆえにどんなに難しいかとい

責任分担の未完成によってサタン世界が形

うのです。したがって人間が九七パーセント

成され、この地がサタン主管圏内に残された

に該当し得る責任を果たさずしては、責任分

ことを知っています。この責任分担未完成に

担を完成する道が永遠にないというのです。

よって、神様も今まで苦労の道をたどってきた

再創造しなければなりません。復帰摂理は再

ことを骨身にしみて感じなければなりません。

創造摂理ですが、再創造がなぜ必ず必要なの
でしょうか。人間の責任分担のゆえです。人

責任分担圏を侵犯されることによって何が

間の責任分担を果たし、その場まで出ていく

生じたのかと言えば、もう一つの父母ができ

ためには、必ず再創造の過程を経なければな

たのです。もう一つの父母がサタンです。は

りません。再創造過程を通過するためには、

っきり知らなければなりません。

必ず蕩減しなければなりません。蕩減条件を
立てなければなりません。受難の道を行かな

アダムとエバが責任分担を果たせませんで

ければならないというのです。

した。責任を果たせなかったことがアダムと
エバ自体だけで終わったのではなく、アダム

蕩減復帰して解怨成就したのちにこそ初め

とエバが根となり、幹となり、枝となり、葉

て責任分担が展開されます。恨を残した責任

となって全人類は結局責任を果たせなかった、

分担、このために神様も参って……。今まで

そのような立場にとどまっているという事実

人類がこの責任分担を果たすことのできる世

を、はっきりと知らなければなりません。

界的な一時を迎えることができなかったので、
恨の歴史は繰り返し流れてきたことを知らな

神様が今まで人間の責任分担圏以上の立場

ければなりません。恨の多い責任分担の峠を、

で接しているというのです。しかしそれ以下

どのように越えるのかということを皆さんが

に落ちた人間はどんなことをしても橋を架け

はっきり知らなければなりません。
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アダムが責任分担を果たせなかったことに

アダムとエバが責任分担を果たしていたな

よって天地にこのように数多くの壁（韓国語

らば、後孫は責任分担圏にいるのではありま

でダム：垣根・囲いの意味）をつくってしま

せん。その次は統治法的家庭倫理時代に入る

いましたが、アア、ダムをどうしたらいいの

のです。そのときは地上に真の父母がいるの

ですか！ ダム（壁）をつくってしまったの

で、即刻、平面的な面から教えてあげること

で、エバはどのようにしてこなければならな

ができるのです。しかし今までは三六〇度の

かったのですか。ですから人類歴史での女性

平面をもちましたが、神様は教えてあげるこ

の道は悲惨な道だったのです。こちらに行っ

とができないので、中心が来る時まで待って

ては引き裂かれ、向こうに行っては踏みにじ

いたのです。それで問題が生じたのです。そ

られたのです。ひょうたんのように、割れた

のようなことを、はっきり知っていかなけれ

ひょうたんのようにけられて割れてもまた転

ばなりません。

がっていかなければならないのです。ぱんと
けられて靴の跡がついても転がっていかなけ

真の御父母様は個人、家庭、氏族、民族、

ればなりません。また向こうでもけられて穴

国家、世界、天宙蕩減路程を経なければなり

が十個あいても転がらなければならない境遇

ません。サタンによって失った責任分担を完

にあるのが女性だというのです。全身傷だら

遂して、サタンを分別させることによって愛

けになって転がっていかざるを得ない道を歩

をもたらすのです。怨讐を愛し、怨讐の国を

んできたのが女性です。なぜですか。してく

愛する人にはサタンが侵犯できないのです。

るために（韓国語でヘオギウィヘソ：エバを

自分を中心とした愛をもっては駄目なのです。

意味するヘワをもじって）。エバになるため

サタンは自分を中心として愛し始めたので、

にです。

これを除去するには自分を中心とした愛をも
ってはできないのです。

アダムとエバに悪口を言うとき、アダムか
ら言いますか、エバから言いますか。エバか

蕩減復帰は、責任分担の自由化圏をつくる

ら言うというのです。エバ（ヘワ）という言

ためのものです。堕落していない本然の責任

葉は、韓国語で「仕事をして（ヘ）復帰して

分担の自由な環境を復帰するためのものです。

来い（ワ）」ということです。それを覚えて

理論的になっているのです。先生もそこに引

おきなさい。本当です。「アダム」は堕落し

っ掛かっているのです。ゆえに先生が世界的

て壁（ダム）ができたというのです。責任分

な反対を受けるのです。世界的な迫害を受け

担を果たせなかったことによって、いろいろ

るのです。世界的に攻撃を受けるのです。そ

な壁ができたのです。ですからその壁を壊し

の世界的迫害を受ける中で、世界的にサタン

ていかなければなりません。

を分立するのです。

三 責任分担を完成すれば
一) 責任分担の自由化圏が必要

蕩減復帰は不可避なものです。なぜ蕩減復
帰しなければならず、なぜサタンを分立しな
ければならないのでしょうか。自然な本然の
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責任分担、自由な環境基盤を必要とするから

ることのできるただ一つの道があるとすれば

です。そうすればサタンが讒訴できず、サタ

愛のために「ため」に生きようとすべてのも

ンが因縁を結ぶことができないところを私が

のを捧げる生活です。これは驚くべき事実です。

占有するようになるからです。それで蕩減復
帰、責任分担完成という基準は、論理的にも

アダムとエバの責任分担、神様の前に頭を

不可避です。ですからサタンを分立しなけれ

痛くしたその怨恨の峠に五十億人類がみな引

ばなりません。それゆえ御飯が食べられずに

っ掛かっているし、霊界に行った数多くの先

座っていても、サタン世界とは関係がないと

祖もみな引っ掛かっています。これを見つめ

いう考えをもっていなければなりません。こ

る神様は、堕落がなかった本然の基準をどう

こが分水嶺です。それが境界線です。

やって再び回生できるのでしょうか。それで
神様はかわいそうな神様なのです。ですから

責任分担がどれほど重要かを、みな知らず

早く早く、もっと早く早く蕩減の道を行き、

に生きてきました。蕩減復帰とは何ですか。

このすべての責任分担を完遂して世界人類が

責任分担を完成することのできる自由な環境

解怨成就することのできる道を、その道に向

をつくるためのものです。サタンが侵犯する

かって「時間よ、行け」、「歳月よ、行け」、

ので、サタンを防御しなければなりません。

「解放の日よ、早く来い」と言いながら歩ん

サタンを防御するにはどうしなければならな

できたのです。

いのでしょうか。サタンよりも神様をもっと
愛し、人類をもっと愛さなければなりません。

神様は今まで蕩減復帰の過程を待ちながら

サタンは神様を憎み、人類を憎みますが、私

変わりませんでした。最後の峠、愛の理想を

たちは「神様をもっと愛し、人類をもっと愛

成して万民の前に解放の鐘の音とともに天下

する」と言えなければなりません。堕落して

に宣布する、そのようなところまで耐えてき

いない人間がもっていくべき、責任分担完成

たのです。耐えてきた心を抱いて涙とともに

圏を越えて行くべきその基準で一方通行させ

復帰の使命を成し遂げることのできる再臨主

ることのできる、このような立場に立たずし

がこの地上に来て、そのみ旨を成し、サタン

てはサタンを分立させることができません。

世界全体の所有権を相続して天の前にお返し

責任分担を完成するためには、蕩減条件が

することのできる、それこそ平和統一の世界

必要です。先生がそのような蕩減条件を払っ

を地上で成さなければなりません。強制では

たので、皆さんは先生が歩んできた生涯の目

ありません。所有権を伝授して天の前にお返

的観を受け継いだ者として、愛の旗手として、

ししなければなりません。

堂々と国に現れれば愛国者になるのです。家
庭に入れば孝子、孝女になるのであり、夫婦

二) 完成した立場は天地一体化家庭

の位置に立てば烈男、烈女になるのです。世
界に向かっては聖人の道理を行くのであり、

地上と天上を統一し、心身を統一するのが

天の国の王宮の法に歩調を合わせる王子の位

責任分担の完成です。縦的な神様と横的な真

置まで行くことになるのです。無事に通過す

の父母は一つだというのです。そこに統一さ

934 * 九百三十四

천성경

天聖經
Cheon Seong Gyeong
れた愛、天と地上を連結する愛、体と心が一

なる、父母になって神様の代わりに創造する

つになった愛、男性と女性が一つになった愛

のです。神様がアダムとエバを造って喜んだ

が問題です。統一された愛の基盤を築くこと

その事実を内的、外的に体恤するのです。ど

ができ、そこで初めて天の愛と天の生命と天

れほど貴いか、分かりますか。

の血統が連結され得るし、それの横的な拡大
が八方に展開されることによって王権ができ

真の父母の勝利圏は第一は個人、第二は家
庭、第三は国家、第四は世界、第五は天宙、

るのです。内容は簡単です。

第六は神様の真の愛です。その次は一体理想
男性と女性は、天宙の圧縮された核です。

の実現で、このすべてのものが真の愛によっ

夫婦が真の愛で愛するところには、全宇宙が

て一つになるのです。神様が真の愛の主人で

かかってきます。男性と女性は、愛のために

すが、この真の愛によって全部が連結されま

生まれました。本来人間は縦的、横的にでき

す。一体理想の実現で神様の愛が一つに連結

ています。責任分担を完成することによって

されているので、一体理想です。家庭も個人

縦的な主人が設定され、次に横的な主人が設

も離れているものがないというのです。一体

定されるのです。それは真の愛によって成立

理想実現で天上、地上が統合され、本然のア

するのです。

ダムとエバが長子権を取得することによって
霊界が地上に順応するようになります。それ

アダムとエバが責任分担を完遂することに

は愛を中心としてそうならなければなりませ

よって神様は彼らの縦的な存在になり、アダ

ん。真の愛によって。私たちの原理で言い換

ムとエバは横的な存在になるのです。真の愛

えれば、責任分担を完成することです。

によって一体化するのです。そうして初めて
縦的なものが横的に連結され、そのように連
結されたところは宇宙的な愛の根を下ろす基

神様の心情圏をどのように伝授されるので

盤になるのです。それが定着できなければ、

しょうか。堕落していない本然の人間は、責

軸が正しく立つことができません。その軸を

任分担を完成することによって神様の縦的愛

正しく立てるにはメシヤ思想、父母の思想が

の核を中心として、左右にアダムとエバの愛

軸となるのです。それで立ったとすれば、そ

が連結されなければなりません。そこが根源

れは自動的にその軸と一つになることによっ

になり、根となって息子、娘が生まれるよう

て繁殖するのです。そして神様の愛、神様の

になっています。そこから心情圏が勃発し、

生命、神様の血統が永遠に固着するのです。

根を下ろすようになっているのです。血統基
盤がよみがえるというのです。深刻な問題です。

責任分担は第一に真の子女になることです。
第二に真の兄弟になることです。第三に真の

神様の摂理は四千万人、六千万人が全部動

夫婦になることです。第四に真の父母になる

いて成されるのではありません。祭司長から

ことです。それで息子、娘として生まれ、子

成されるのです。はとを裂くことによって国

女になり、兄弟になり、夫婦になり、父母に

が行ったり来たりするのと同じです。

935 * 九百三十五

천성경

天聖經
Cheon Seong Gyeong
何よりもまず責任分担をはっきり知らなけ

血統復帰は根本復帰です。条件では復帰が

ればなりません。責任分担を完成するために、

できません。愛は、条件的愛でいいでしょう

天と地とすべてのものは、一つの愛の共鳴圏

か。根本的な愛でしょう。血統は根本的な愛

だということを知らなければなりません。親

から始まったので、条件的愛では全体復帰が

子関係、夫婦関係、兄弟関係がすべて真の愛

できません。蕩減復帰は苦労したこと、何か

を中心として統一を成しているのです。神様

牛どろぼうしたこと、人のまくわうりを取っ

を中心とした愛を掲げていくのに、妻が掲げ

て食べたこと、かぼちゃを取って食べたこと、

ていくときには夫がついて行かざるを得ない

すいかを取って食べたこと、そのように蕩減

し、お母さんが掲げていくときにはお父さん

復帰されるのではありません。愛は根本を蕩

がついて行かざるを得ないし、孫や息子、娘

減しなければなりません。

が掲げていくときは祖父母、父母、兄弟たち
がみなついて行かざるを得ません。それで家

アダムが責任分担を完成すれば長子の立場

庭がすべてのものの基盤になるのです。それ

に立つのです。それで真の父母です。父母権

は責任分担を完遂することによって天の愛、

復帰です。王です。天地の王です。今までず

地の愛、親族の愛、父母の愛、兄弟の愛が成

っとサタン世界と闘って長子権を復帰したと

されるのです。

いうことは、いかなるものとも比べられない
大変なことです。父母権復帰というのはなぞ

天の愛は縦的で、地の愛は横的です。そし

なぞのようなものです。王権復帰というのも、

て兄弟の愛は前後の愛です。立体的です。で

このような難しい時期に民主主義の世界の中

すから父母と息子、娘が一つの統一体になれ

でやったということを考えてみてください。

ば神様が地上に臨在することのできる基盤に

そのようなことを話すことができたでしょう

なるのです。それで神様が正に人間の先祖の

か。しかし今は「ああ、文先生がそんなこと

立場に立つのです。人間がその神様の前に子

を話すとは、素晴らしいところがある」と言

女の関係で連結されて初めて、天地一体化の

うことのできる環境になったのです。

家庭が設定されるのです。責任分担を完成し
た立場で、それが可能です。天と地上の愛が
連結されなければなりません。内容は簡単です。

完成基準に立った真の男性、完成した主体
となる本然のアダムの立場から見たとき、責
任分担を果たした場合には子女の種、人類元
来の子女の種を受けたはずです。それは神様

神様の愛、それは神様の血統を言います。

の愛と神様の生命と神様の血統を受け継いだ

アダムとエバの堕落によって神様の血統が切

立場のものでなければなりません。そのよう

れたのです。それゆえ原点を復帰するその立

な種を受けなければなりませんでした。堕落

場においては、どのように神様の生命を連結

によってそれが根本的に狂っているのです。

し、神様の愛を連結し、神様の血統を連結す
るかということが問題です。この場が再創造
完成の場です。

アダムとエバは神様の体です。アダムとエ
バは横的な父母であり、神様は縦的な父母な
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ので、私たちが横的なこの体を脱ぎ捨てて、

責任分担という言葉はこの世ではあまり使

縦的に還故郷して天の国で永遠の王に侍って

わない言葉です。しかし統一教会では、どん

生きるのです。アダムとエバが堕落しなかっ

な言葉よりも特別に重要視する単語です。統

たならば、神様の体と和してその体を着て完

一教会において、この責任分担と蕩減という

成し、この地上で神様の愛によって直接主管

言葉、責任分担と蕩減復帰、この二つを知ら

圏と間接主管圏を連結させ得る責任分担を果

なければ歴史的なすべての内容を悟ることが

たした愛の王になるのです。

できず、間違った歴史、あるいは歴史の未知
の事実を解決できません。そのような重要な

責任分担というものを失ってしまいました。

言葉です。

それでは責任分担とは何でしょうか。男女に
任された責任分担とは男は東側、女は西側で

責任分担ということを今まで知らなかった

互いに成熟することです。男性が生まれたの

ので、歴史の曲折を知りませんでした。なぜ

は女性のためであり、女性が生まれたのは男

善なる人たちがみな犠牲になり、悪なる人た

性のためなので、結婚しなければならないの

ちがうまくいくのですか。歴史を見ると、独

です。どこで出会うのですか。中央線です。

裁者がなぜこの世を支配し、善なる王が出て

垂直線、プラス、マイナスが接すれば、愛が

きても平和の世界をつくることができなかっ

爆発して神様の愛、神様の生命、神様の血統

たのでしょうか。歴史を調べてみると、独裁

的基盤になります。これが根となり、抜こう

者の世界統一の夢だけが記録されているので

としても抜くことができないのです。絶対的

す。それはサタン世界だからです。責任分担

な愛の起源、絶対的な生命の起源、絶対的な血

圏を侵犯されたので、それ以下のすべての被

統の起源を中心として人間が生まれるのです。

造物、それ以下の人間全体、地上世界の万民、

皆さんの心に残すべきことは、神様の心が

以前に来ては逝ったすべての霊界にいる先祖

そうであるように、責任分担、蕩減復帰とい

たちまで見ても、責任分担完成圏を越えた人

うものが残らなければならないはずです。他

は一人もいないというのです。それが原理で

のものはありません。本然の基準をどのよう

す。文先生が適当にもってきて付けたのでは

に探すかというのです。蕩減復帰、その次は

ありません。この責任分担という言葉が分か

血統、真の愛を中心とした血統！ それを知

らなければ、歴史が解けません。歴史の曲折

らなければなりません。責任分担、蕩減復帰、

を解決することができません。なぜ戦争史で

血統、この三つです。蕩減復帰が易しいです

すか。責任分担という善の条件が悪なる世界

か。血統をひっくり返して合わせなければな

の条件を克服しなければならない立場にある

りません。接ぎ木しなければなりません。完

ので、堕落して、サタン世界になり、落ちた

全にサタン世界と私は別の人です。お母さん

ものを覆す闘いをしなければなりません。で

の顔、お父さんの顔、みな忘れてこそ復帰が

すから歴史は善悪の闘争史なのです。

できるのです。
この宇宙の矛盾した事実と歴史の悲運の曲
四

責任分担の発見とその重要性

折、このすべてが歴史上の責任分担というも
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のを知らなかったので生じたのです。責任分

が始まったということは、天国の起源がこの

担がどれほど重要かということを、皆さんは

地上に連結され得る一つの基盤が設定された

知らなければなりません。皆さんは責任分担

ということです。真の父母を通さずしては天

を自分勝手に考えているのです。「責任分担

国は出現することができません。

は原理で教えてくれるものであって、私たち
とは関係ない」。このように考えているので

神様の愛は絶対的であると同時に、その愛

す。このように見るとき、先生が責任分担と

は絶対的な責任分担の上に立たずしては見つ

いう言葉を発見したということは、偉大な発

けることができません。皆さんが朝、御飯を

見だということを知らなければなりません。

食べることと生きることを考えるよりも、こ

皆さんは責任分担をどれほど重要に思いまし

れがもっと根本です。責任分担という言葉は

たか。この責任分担には宇宙が引っ掛かって

先生が発見しましたが、皆さんのようにただ

あえいでいるのです。

座って発見したと思いますか。闘争して発見
したのです。これを発見すれば、サタン世界

今日統一教会で人間の責任分担というもの

は完全に倒れるので、サタンは隠し、覆って、

を見つけたという事実は、宇宙的な発見だと

ひたすら泰山のようにして、それを全部隠し

いうことを知らなければなりません。原子爆

てきたのです。

弾を発明したことや、アインシュタインが相
対性原理を発見したこととは比べものになら

統一教会において、責任分担という言葉を

ないのです。それを知らなければ、歴史のす

誰が作りましたか。私は発見したのであって、

べてのものが解決されないのです。皆さんが

作ったのではありません。神様が作ったので

人間の責任分担というこの真理を知ったとい

す。神様がです。それでは先生がそれを発見

う事実は偉大なことです。しかし今私たちは

する前にその言葉がありましたか、ありませ

人間の責任分担を一番嫌っているのです。一番

んでしたか。太初からありました。この法は

好まなければならないのが私たちなのに、人間

永遠の法です。それを知らなければなりません。

の責任分担を一番嫌っているというのです。

復帰摂理を知らないので、人類歴史が解け

統一教会で言う責任分担という言葉は、重

ないのです。歴史を通じてみれば、必ず因果

要な言葉です。この責任分担が成就されるこ

原則によって悪なる者は滅びるようになって

とによってアダムとエバは初めて人間として

いるのです。ところで、なぜそうなのか知ら

完成するのです。完成した人間になるのです。

なかったのです。また、人類の理想がなぜ成

また人間の完成とともに、神様が人間を創造

就していないのか、神様の愛が現れなければ

した目的が成されるのです。それは何かと言

ならないのに、どこで現れるのかを知らなか

えば、創造主として権威を立てることのでき

ったのです。学者の頭からは現れません。そ

る結果をもたらすことになるというのです。

れは本然の父母の骨髄から現れるのです。本

このように重要なのです。人間が責任分担を

然の父母からです。ですから真の父母の歴史

完遂したというその立場は、神様のすべての
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創造理想を完成することのできる結果になる

いうことを知っているのです。それは驚くべ

ということです。

き事実です。

レバレンド・ムーンが責任分担という言葉

もし堕落した人間の前に神様が責任分担を

を発見したということは、偉大な発見だとい

設定しなかったならば、蕩減復帰という言葉

うことを知らなければなりません。皆さんは

は出てこなかったでしょう。復帰するならた

責任分担をどれほど重要に考えていますか。

だそのまましたでしょう。蕩減しなければな

この責任分担には宇宙がかかっています。こ

りません！ なぜ蕩減しなければならないの

のために神様も解放されず、宇宙も解放され

でしょうか。人間には責任分担があるからで

ず、地獄の門も解放されず、社会の矛盾した

す。人間が完成すべき責任分担を自ら壊して

すべての不義の歴史が責任分担という囲いに、

しまったので、その賦与された責任を果たし

責任分担という壁に引っ掛かって、みんなが

ていかなければなりません。そうするために

あえいでいるのです。

はサタン世界のすべてのものに勝って、サタ
ンを主管する立場に立ち、堂々と神様の愛を

人間の責任分担という言葉は、私がいる前

受けることのできる位置に入らなければなり

からあり、私がいるこの時代、そして私が去

ません。そうなればサタンは離れるのです。

ったのちまでも永遠に残る法であると考える
人がいますか。「人間の責任分担という言葉
が何のために私たちに必要なのでしょうか。

五

責任分担を遂行する姿勢

何で必要ですか」と言う者たちがいます。神

一) 責任分担はすべての分野の過程にある

様の愛が絶対的であると同時に、その愛が絶
対的な責任分担の上に立たずしては見つける

蕩減復帰歴史は幼いときから年老いて死ぬ

ことができません。絶対的です。皆さんが朝、

ときまで、また霊界に行ってもいつも付いて

御飯を食べること、生きることを考えるより

回るのです。責任分担というものは付いて回

も、これがもっと根本です。

るのです。霊界に行っても責任分担は残って
いるのです。霊界に行って、高い世界に上が
れば上がるほどもっと高い次元の法があるの

統一教会が出てこなかったならば、神様が
分からないようになっています。人間の歴史

です。すべて責任分担が付いて回るのです。
それを知らなければなりません。

始まって以来、霊界と肉界に対する関係、人
間がどうしてこのように受難の道を行き、神

先生の時代に法を立てるのは、責任分担法

様がいらっしゃるならなぜ悪なる世界をつく

の延長であり、拡大であることを知って、そ

って人間をこのように悲惨な運命に追い込ま

の法に順応しなければなりません。教会の規

なければならないのか、という問題を解決す

範のようなものも、みな責任分担です。それ

る道がないのです。しかし今日統一教会の信

で礼拝時間はぴったり守らなければなりませ

徒たちは、これが人間の責任分担のためだと

ん。礼拝が始まる前に来なければならないし、
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礼拝の時間は絶対に動いてはいけません。先

分担を完成できる道が永遠にないというので

生もそうしました。先生も昔、学校の時間に

す。ですから復帰摂理というのは再創造摂理

遅れそうになれば、その日は昼御飯を抜いて、

ですが、再創造摂理がなぜ必ず必要なのでし

ちょうど五分前に行くのです。そういうこと

ょうか。人間の責任分担のためです。人間の

をやりました。あらかじめ行っても時間を無

責任分担を果たし、その場まで出ていくため

駄にすることはないではありませんか。です

には必ず再創造の過程を経なければなりませ

から思考がとても科学的だったのです。

ん。再創造過程を経るには必ず蕩減条件を立
てなければなりません。受難の道を行かなけ

すべての制度が責任分担の管下に所属する

ればならないというのです。

ということを知らなければなりません。統一
教会の法を守らなければなりません。朝、敬

責任分担をよく知らなければなりません。

拝時間を守るのも責任分担です。それ一つも

救いの歴史は復帰の歴史であり、復帰の歴史

できなければ、この次の皆さんの人生の問題

は再創造の歴史です。再創造は原理的にする

がここで左右すると考えなさい。

のです。責任分担を果たさなければなりませ
ん。責任分担は私たちの絶対的な信仰です。

責任分担はどこでもあるのです。御飯を食

絶対順応です。これしかありません。自己主

べれば、自分が食べた食器をみな片付けなけ

張があり得ません。エバは自己主張して堕落

ればならないのも責任分担です。責任が多い

したのです。教会に入って不平を言ってはい

のです。責任分担をたくさんつくることので

けません。

きる人が偉大な人です。統一教会の先生が責
任分担制度をたくさんつくりました。会社で

皆さんは責任分担を一日に何回考えてみま

も全体のためになる原則、法を立てて、その

したか。御飯を食べるときも責任分担、スプ

規約を守らなければなりません。異議があり

ーンを握るときも責任分担、お皿を洗うとき

得ません。ああしたりこうしたりしていたら

も責任分担、便所に行ってうんこやおしっこ

追い出されるのです。アダムとエバが、ああ

をしながらも責任分担、歩きながらも責任分

だこうだと行動してどうなりましたか。追い

担を唱えよというのです。アダムとエバが責

出されたのです。

任分担というものを考えなかったので滅びた
のです。私たちはアダムとエバのように責任
を果たせないで堕落する人になってはいけま

二) 責任分担を遂行する姿勢

せん。復帰して勝利する人になるためには二
堕落した人間は、人間の責任分担だけでは
ありません。全体創造の九七パーセントをみ

十四時間責任分担を尊重し、考えなければな
りません。

な蹂躙してしまったのです。創造過程全部が
崩れたというのです。ゆえにどれほど難しい

神様は今まで人間の責任分担圏以上の立場

かというのです。ですから人間が九七パーセ

で人間世界に接していらっしゃいます。しか

ントに該当し得る責任を果たさずしては責任

し、それ以下に落ちた人間はどんなことをし

940 * 九百四十

천성경

天聖經
Cheon Seong Gyeong
ても橋を架けて上がらなければなりません。

してくれないのか」と言うと、「それは責任

その圏内にすべての人類が引っ掛かっている

分担が残っているから、ただ与えることがで

し、すべての世界が引っ掛かっているし、歴

きない」と言うのです。すなわち、ヤコブが

史が引っ掛かっています。過去に霊界に行っ

相撲をして勝たなければ福を与えられないと

た人、今後生まれてくる後孫全体がこの運命

いうのです。言い換えれば、命を懸けて闘わ

圏を抜け出せないでいるというのです。これ

なければ与えられないというのです。そのよ

が怨恨の堕落圏です。それで再創造していく

うな条件をかけて立ち上がった時、ヤコブは

には必ず闘争過程を通過しなければなりませ

「そうか、よし、私の指が抜け、私の腕がな

ん。再創造過程に必要とする圏は誰が支配し

くなっても決して負けない」と決心し、刀で

ていますか。サタンが支配しているのです。

打たれても離さないし、首を切られても離さ

九七パーセント圏をサタンが支配しており、

ないという心をもって相撲をしたのです。ど

九七パーセント圏以上から神様が支配します。

れほどやったでしょうか。夜を明かしてやり

このように見なければなりません。

ました。死んでも離さないという心で闘った
のです。

人間が自分の責任分担を果たせなかったの
で、アダム完成者が責任分担を果たさなけれ

責任分担圏の蕩減路程は立てなければなら

ばなりません。ですから未知の世界を開発し

ないものです。その責任分担は何を中心とし

ていくのです。ゆえに原理の道は開発してい

て果たさなければならないのでしょうか。よ

かなければなりません。求めていかなければ

り天を愛すること、より絶対的な信仰とより

なりません。原理の道は探していく道であり、

絶対的な愛をもたずしてはサタンを屈服させ

蕩減の道は踏んで行く道です。ただそのまま

ることはできません。

踏んでいかなければなりません。ヤコブが蕩
減したもの、イエス様の蕩減、モーセの蕩減

責任分担という言葉に対して感謝したこと

路程を、今日の統一教会の文先生の蕩減路程

がありますか。この責任分担を果たせなかっ

を通して踏んでいかなければなりません。千

た人間が行く道において、解放を追求する前

里の道ではなくても、三歩、四歩ずつでも踏

に通過すべき蕩減という怨恨の道が、壁が、

んでいかなければなりません。そのような条

どん底が残っているのです。この事実を知っ

件が貴いのです。

たので、この道を行くために身もだえする統
一教会の群れにならなければなりません。そ

天使が来た時、ヤコブは神様の使者として
来たことを知っていました。それで「私を滅

の道が残っているので、先生もこの道を埋め
るために身もだえしてやってきたのです。

ぼすための使命をもって来たのですか。でな
ければ福を与えるための使命をもって来たの

皆さんは責任分担を完成したと思いますか。

ですか」と尋ねると、「福を与えるために来

アダムとエバが責任分担を完成できずに死ん

た」と答えました。それに対して、「福を与

だので、皆さんも責任分担を完成した立場に

えようと来たのならくれたらいいのに、どう

いないのです。いくら素晴らしく、いくら大
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統領で、この国の有名な学者になったとして

行かなければなりません。先生が責任分担と

も責任分担を完成した立場に上がれなかった

蕩減法を知らなかったら、今日統一教会は成

というのです。責任分担を完遂できなかった

り立たないのです。神様のみ旨を中心として

圏内ではサタンがぎゅっとつかんでいるので

見るとき、神様が私に協助できないというの

す。これを離すためには蕩減しなければなり

です。統一教会が特別なのは、責任分担を中

ません。蕩減せずしては、祭物にならずして

心として蕩減法を知ったからです。先生が生

は離れないのです。蕩減するまでは、ただで

涯をかけて苦労するのは、蕩減の道のためで

は離れないのです。

す。先生が一生の間なぜこのことをするので
しょうか。いつも牢獄に出入りし、なぜこん

皆さんは天国に行く道を知りません。蕩減

なことをしなければならないのでしょうか。

の道を知りません。蕩減の道を知っています

それは蕩減法のためです。蕩減法のゆえなの

か。責任分担を完成できなかったので、責任

です。

分担条件に引っ掛かっているのです。責任分
担を果たせなかったことによってサタンが侵
犯したのです。個人、家庭、社会、国家、世
界、また霊界まで、みなサタンが侵犯してい

第二章 罪、人間堕落の内的意味
一

るのです。

換父易祖（注：父が換わり、先祖が替

わったこと）がすなわち堕落
一) サタン悪魔が私たちの父

五パーセントの人間の責任分担を果たさな
ければなりません。先生も責任分担と蕩減法
のゆえに一生の間、苦労するのです。これを

本人が糾明した原罪と堕落の曲折は、人間

知ったのでサタンが統一教会を一番恐れるの

の最初の家庭で起こった天使長との不倫の事

です。これがサタンを屈服させる武器です。

件でした。統一原理でのサタンは、観念的存

ですからサタンの一線に行かなければなりま

在や仮想の存在ではなく、霊的実体です。神

せん。サタン世界に行って反対行動をして、

様の愛の理想を破壊し、神様の血統をサタン

その基盤を築いて、カインを救わなければな

を中心とした血統に変えた元凶です。イエス

りません。カインもサタンを解放してあげな

様もヨハネによる福音書第八章で、人類の父

ければなりません。カインを救ってこそサタ

が悪魔であることをはっきりと語られました。

ンが解放されます。カインを探してくること

神様が御自身の外的な体であるアダムとエバ

ができなければ、追放ができないのです。

を通じて実現しようとされた愛の理想を剥奪
した愛の姦夫が、正に悪魔サタンなのです。

私たちになぜ蕩減法が必要なのでしょうか。

皆さんには聞き慣れないことでしょうが、本

サタンを分別するためです。責任分担を果た

人が霊界を開拓して宇宙の根本の曲折を糾明

せなければサタンを分別できません。責任分

しようと血と汗のにじむ闘争をした結果、得

担を完遂できずしてはサタンが分別されない

た結論がこれです。皆さんも真剣に祈祷して

というのです。ですから皆さんは蕩減の道を

みれば、解答が得られるでしょう。

942 * 九百四十二

천성경

天聖經
Cheon Seong Gyeong
堕落の実相とは何でしょうか。善悪の実を

授ける霊を受けたのである。その霊によって、

取って食べて堕落したという聖書のみ言は、

わたしたちは『アバ、父よ』と呼ぶのであ

比喩です。今までそれをそのまま信じてきた

る」（一五節）とあります。養子にしかなれ

のは、本当に健気です。善悪の実を取って食

ないのです。クリスチャンたちは養子です。

べたのが堕落だというそんな盲目的な信仰基

養子は血筋が違うのです。ヨハネによる福音

準をもってしても今までキリスト教が世界的

書第八章四十四節を見れば、「あなたがたは

に発展して、二十世紀の文明を創建したこと

自分の父、すなわち、悪魔から出てきた者で

を見れば、神様が背後からたくさん協助して

あって、その父の欲望どおりを行おうと思っ

くださったということが分かります。しかし

ている」とイエス様が言いました。ここで父

内容が確実ではないものは、結果がどのよう

と言いましたから、血筋が、先祖が悪魔では

に出るでしょうか。無知では完成することは

ありませんか。ですから割礼はどうするので

できないのです。

すか。陽部を裂くのです。このようになって
います。善悪の実とはどんな善悪の実ですか。

聖書の内容を観察してみれば、人類始祖が

堕落した結果、どうなったのでしょうか。

不倫の愛によって、サタン悪魔を中心として

私たちは死亡圏内に落ちました。神様が善悪

父子の関係を結んだという事実を否定するこ

の実を取って食べたなら必ず死ぬであろうと

とができません。神様の血筋を受け、神様の

言われたみ言のように、死亡圏内に落ちてい

絶対的な愛の中で、神様の直系の息子、娘と

きました。堕落した結果どうなったのでしょ

して生まれなければならない価値をもった人

うか。ヨハネの福音書第八章四十四節を見れ

間が、サタン悪魔の血統を受けてサタンの息

ば、サタン悪魔が私たち人類の父になった、

子、娘として生まれたというのです。ローマ

とイエス様は指摘しました。神様を父として

人への手紙第八章に「御霊の最初の実を持っ

侍るべきアダムとエバが堕落することによっ

ているわたしたち自身も、心の内でうめきな

て、サタン悪魔を父として侍るようになった

がら、子たる身分を授けられること、すなわ

というこの口惜しく恨めしい事実が堕落の報

ち、からだのあがなわれることを待ち望んで

いであることを知らなければなりません。

いる」（二三節）と記録されています。養子
は、血筋が違うのです。これが私たち人間の

堕落によって人間は、偽りの父であるサタ
ン悪魔に屈服せざるを得なくなりました。人

正体なのです。

間は、自分たちの父を替えたのです。私たち
ローマ人への手紙第八章を見てください。

は真の父である神様を捨てて、偽りの父であ

「御霊の最初の実を持っているわたしたち自

るサタン悪魔と一つになったのです。こうし

身も、心の内でうめきながら、子たる身分を

て最初の男性と女性は、サタンの息子、娘に

授けられること、すなわち、からだのあがな

なってしまったのです。

われることを待ち望んでいる」（二三節）と
あり、「あなたがたは再び恐れをいだかせる

もともとサタンはどんな存在なのでしょう

奴隷の霊を受けたのではなく、子たる身分を

か。悪魔とはどんな存在かといえば、神様の
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僕です。しかしこの僕の者が、主人の娘を強

あるというのです。命の木の実である男の棒

姦したのです。これが堕落です。聖書に出て

は凸で、善悪の実は凹です。それは触っても

くるその堕落とは何かといえば、エバが善悪

いけないのです。取って食べれば大変なこと

の実を取って食べたのが堕落だと言いますが、

になるのです。聖書はそのように比喩で書か

善悪の実は果物ではありません。僕の者が主

れているのです。神様がどれほど風刺的か分

人の娘を強姦したことです。将来、代を継ぐ

かりません。

息子、娘を生み育てて、神様の理想を成そう
としていたのに、僕として造った天使長とい

聖書を見れば、善悪の実を取って食べて堕

う者が、主人の娘を強姦したのが人類の堕落

落したとありますが、下部を覆ったというの

の起源になりました。この世にそんなことが

はどういうことでしょうか。既成教会で聖書

あってもいいのでしょうか。天地がそのよう

をもう少し知性的に解釈できる心さえあれば、

になったのです。複雑にもつれた内容を、皆

すぐに堕落の起源を知ることができます。ど

さんは原理を聞けば大体分かるはずです。

うして下部が恥ずかしいものなのでしょうか。

エデンの園にあるすべての木の実は取って

下部をなぜ覆ったのでしょうか。口を覆い、

食べたとしても、園の中央にある善悪を知る

手を覆わなければならないのに、下部だから

木と命の木の実は取って食べるなと言いまし

といって欠点になることはありません。しか

たが、それは何を意味するのでしょうか。尹

し下部で堕落することによって天の愛を蹂躙

博士！ 他の木はどんな木で、命の木と善悪

した恥ずかしい宮殿になったというのです。

を知る木はどんな木ですか。同じ木なのに。

真の愛の泉がわかなければならないのに、悪

他の木は何の木ですか。それが何かといえば、

魔の愛を中心とした偽りの愛の泉があふれ出

兄と妹として暮らしながら、手を握ってもい

てきたのです。それで、これが愛の土台の中

いし、なでてもいいし、かわいいと言ってど

で一番悪い愛の土台になったのです。

んなことをしてもいいですが、善悪の実は見
てもいけないし、触ってもいけないというの

アダムを追い出すとき、息子、娘を生んで

です。それが何か分かりますか。他のところ

から追い出したでしょうか。生む前に追い出

はみな触っても、そこは触るなというのです。

したでしょうか。見ることはできませんでし

そのように解釈すべきでしょう。何のことか

たが、息子、娘を連れていたら追い出すこと

分かりますか。

ができるでしょうか。涙をもっと多く見なけ
ればならないでしょう。「おじいさん、おば

兄と妹が手を握ってもいいし、抱き締めても

あさん、どうしてこのように追い出すのです

いいというのです。兄と妹、二人しかいない

か」と言って、つかんで痛哭するでしょう…

ではありませんか。子供たち同士は体を触っ

…。四人が四肢をつかんで騒げば、それをみ

たり何でもするでしょう。大きくなる過程で、

な刀で切り捨てなければならないではありま

家でみなそうではないですか。兄なら兄が、

せんか。罪を犯したアダムとエバは分かりま

それを知っているでしょうか。そのようにみ

せんが、罪を犯していないアダムとエバの息

な触ってもいいのですが、いけないところが

子、娘がそれに気づくのです。それを知って
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いる神様が息子、娘を生む前に追い出したの

終わりの日になって、再びそれを再編成し

です。彼らが追い出されたのちに勝手に結婚

て、神様の恨を解き、天倫の恨を解くと同時

して赤ちゃんを生みました。神様が追い出す

に人類の恨を解かなければならないのです。

とき、お前たちは出ていって結婚し、息子、

このようにならなければならないのに、これ

娘を生めと訓示して送ったでしょうか。そん

を知らずに善悪の実を取って食べてどうのこ

な話をしないで送ったでしょうか。答えてみ

うの……。ここで言う人の言葉が違っている

なさい。いずれにしても彼らは息子、娘を生

というなら首をくくって四十日間祈祷してみ

んだのです。追い出されてから。

なさい。統一教会の文先生がうそをついたの
でしょうか。皆さんは正常な血筋を受けて生

こんな話をどこかでお金を払って聞くこと

まれたのではありません。ですから独身生活

ができますか。自分の家を売り、財産をはた

を強調したのです。子供を繁殖しては困ると

いて千年、万年祭司をしても、教えてくれる

いうのです。

人はいません。統一教会の文先生しかいませ
ん。これは宇宙の秘密です。聖書にもこのよ

神様は淫乱を憎みます。なぜでしょうか。

うな内容はないでしょう。聖書では、善悪の

人間が不法に愛して天地をひっくり返したか

実を取って食べて堕落したとあります。善悪

らです。この悪の血はどうすることもできな

の実とはどんな果実ですか。そのように幼稚

いものです。それで道の世界では独身生活を

園生にもなれない実力でありながら、博士号

主張するのです。もし男性が神霊なる祈祷の

を検証し、博士号の総会長になった文総裁に

境地に入れば、必ず女性が現れて試験をしま

異端だと言えますか。異端だというのは端が

す。必ずこのようなことが起こります。道の

異なるのではなく、端が見えないという言葉

道を妨げてくるというのです。なぜですか。

です。私の言葉が合っていますか、違います

不法な愛によって歴史がふさがったからです。

か。合っているというのです。

善悪の実を取って食べて堕落したという教理
をもって二千年まで残ったというのは健気な

堕落することによってどんな結果になった

ものです。

のかといえば、エバが未成年時代に僕に唆さ
れて堕落してしまったのです。堕落とは何で

宇宙の根本は脱線があり得ないのです。し

すか。今日聖書で言う善悪の実を取って食べ

かしこの悪魔が、大きくなる前、未成年の十

たことではありません。神様が一番貴く思う

五、十六歳と見て、十代の時に……ちょうど

ことをサタンは知っていました。また神様の

その時です。その時に、エバが天使長ルーシ

息子になり、神様の娘になることができる一

ェルをじっと見ると、天地の理致（道理）を

番貴いものが何なのかをサタンは知っている

みな知っているのです。神様のお使いをして

というのです。それで神様が一番愛し、アダ

天地創造に対しても話すことができるのです。

ムとエバが一番愛することのできるそれを、

一方アダムはむっつり無口で……アダムは最

自分も一度もてたらいいと考えざるを得なか

近でいえば、鳥の雛でも捕まえようと歩き回

ったのです。

り、こん棒でも持って蛇の子でも捕まえよう
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と歩き回り、かえるの子でも捕まえようと歩

は第一に体を着るためにアダムとエバを創造

き回り、こうして……自然に吸収されたすべ

され、第二に愛を完成するためにアダムとエ

てのことを将来、主管し管理し親しくなろう

バを創造されたのです。このようなアダムと

とし、その和合者になろうとするので、エバ

エバが完成して二人が一つになることのでき

に対して関心があるでしょうか。ついて回り

る愛の実体になれば、神様が臨在され、人類

たくても力の強い男についていけず、一人で

の完全な愛の父母になるのです。そうして神

陰に座って休んだりすれば、ルーシェルがひ

様の形状的実体の父母となったアダムとエバ

そひそとささやいて誘惑して犯したのです。

の子女を繁殖することによって理想世界が成

ところで神様がなぜそれを干渉できなかった

就するのです。そうなれば人間を通じて霊界

のでしょうか。人間の愛は、人間を通じて主

と地上世界が連結されるので、霊界と地上世

管するのです。天地のすべての愛は主体者が

界を連結させるための目的もあって人間を造

主ではなく、相対者が主なので、相対者の願

られたのです。それで神様が愛を中心として

いを中心として「ため」に生きる神様がそれ

アダムとエバに臨在されることによって、人

を主管すれば、根本が破綻するのです。逆理

類の真なる父母、実体の父母として、アダム

的立場で主管者になるので仕方なく、見ても

とエバの形状である体を使って父母の立場に

どうすることもできなかったのです。

顕現できるのです。しかしアダムとエバが堕
落することによって、このようなことが成さ
れなかったという事実を皆さんが理解される
ことを願います。

二) 堕落しなかったならば……

それでは、堕落したのちに一番嘆いた方と

アダムとエバが堕落しなかったならば、神

は誰ですか。歴史をもって一番痛哭し、身も

様を中心としたアダムの直系の長孫の子女た

だえした方とは誰ですか。神様です。なぜで

ちが出てきたはずです。アダムは長孫であり、

しょうか。神様はとてもよく御存じです。

真の父であり、王です。地上の国と天上世界

「アダムとエバが堕落しなかったならば、天

の王です。また真の父母であり、真の長子で

地の偉業を受け継ぐはずなのに、こんなこと

す。ですからアダム家庭は天の国の王室です。

があり得るのか」と言うのです。アダムとエ

それではアダム家庭のおじいさんとは誰でし

バは未成年時代だったので、知らなかったの

ょうか。神様がおじいさんです。その次に、

です。世間知らずだったので、知らなかった

お父さんとお母さんは、アダムとエバです。

のです。知らなければ、痛哭できますか、身

そして過去の立場を身代わりした観点から見

もだえできますか。

れば、おじいさん、おばあさんは神様の代身
であり、また神様は父母の代身です。縦的に

神様の性相は、男性格である父なる神様と

見れば、神様が一代圏、二代圏、三代圏を中

女性格である母なる神様から成っています。

心として家庭に着陸がなされるのですが、一

ですから神様から造られた人間と被造世界が、

代圏が横的に展開されたのがおじいさんで、

男性と女性の二性の神様でもあります。神様

二代圏がお父さんで、三代圏が私です。それ
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で息子、娘を中心として万世一系の王室の代

ます。アダムとエバを中心として、神様と息

を継ぐのです。

子、娘、父子の関係までみな出てくるように
なっています。

真の長子権、真の父母権、真の王権、これ
がアダムとエバが出発しなければならなかっ

神様がなぜアダムとエバを造ったのか分か

た原点です。そこに神様の王宮があり、神様

りますか。神様も父母の立場で息子、娘を愛

の愛があります。そして人間と創造主が一つ

する愛を一度もってみたいというのです。そ

に連結され、真の愛の基盤になるのです。そ

の次はアダムとエバのように新郎新婦が愛す

こが完成した本然のアダムの家庭基盤であり、

る愛、その愛を一度体験してみたいというの

神様が永遠に臨在できる神様の王宮です。

です。おじいさんの愛、その次は国を一度愛
してみたいし、世界を一度愛してみたいし、

統一教会でいう神様とはどんな神様かとい

みなもちたいのです。みなもちたいものが私

えば、真の愛を中心とした縦的な父母だとい

たち人間世界に伝授されて、それを受け継い

うのです。それではアダムとエバは何でしょ

だのが皆さんの一族であり、皆さんの民族で

うか。縦的な父母は一つです。縦的なものは

あり、皆さんの国であり、この世界です。こ

一つしかありません。神様が人間を愛するに

の地であり、あの世、霊界だということを知

おいては縦的関係です。中心です。縦的な愛

らなければなりません。

です。そうだとしたらアダムとエバとは何で
しょうか。縦的な基準の前に横的な父母を身
代わりしなければなりません。それではなぜ

堕落せずに完成の立場まで行ったならば、

横的なものが必要だったのでしょうか。繁殖

アダムとエバは個人完成だけでなく、宇宙史

が必要だからです。繁殖。縦的基盤を中心と

的な完成をしたはずです。また、神様の愛を

しては生むことができません。横的な基盤を

中心とした新しい家庭が出発したはずです。

通じて繁殖が必要なのです。繁殖、これは三

このように家庭から氏族、民族、国家、世界

六〇度を中心としてこの平面基準に無限数が

が成されたならば、神様に侍る一つの大家族

包括されているというのです。それで繁殖が

社会になっていたはずです。このような大家

東西南北を通じてこれを縦に合わせることの

族社会の中心は神様とアダムです。それでそ

できるこのような球形体を形成するために神

の世界では神様を中心としたアダム家庭の生

様は、神様の愛を中心として体に通じること

活や日常の路程が歴史的伝統として残るので

のできるアダムとエバを造ったのです。

す。彼の生活方式、風習、慣習、そして生活
的な背景が歴史的伝統になるのです。それは、

アダムとエバを中心として見るとき、父母

神様の愛で結ばれた伝統以外の何ものでもあ

がそこから出てきます。人類の元の父母が出

りません。神様の愛は命の根源であり、すべ

てきます。アダムとエバを中心として、そこ

ての理想の源泉なので、その懐を離れようと

から人類の真の夫婦が出てきます。アダムと

しても離れることができず、離れるとしても

エバを中心として、初めて息子、娘が出てき

再び帰って来ざるを得ないのです。
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一) 怨讐の血統を受けた

堕落はアダムとエバだけに制限された問題
のようですが、彼らは人類の先祖であり、根
本となる泉のような存在なので、個人、家庭、

アダムとエバは、堕落のゆえに血統が変わ

民族、国家、世界と未来全体に影響を及ぼし

ったというのです。誰の愛によってでしょう

たのです。

か。神様の怨讐、姦夫であるサタンの愛によ
って、サタンの生命体になったのです。男性

アダムとエバの堕落は、アダムとエバだけ

の生命体、女性の生命体がサタンの愛に入り

の堕落ではなく、全般的な人類歴史を総合し

混じって一つになり、その二人によって結実

た立場での堕落です。言い換えれば、アダム

したのが息子、娘です。それゆえ、その息子、

とエバが堕落したということは、善なる父母

娘はサタンの愛、サタンの生命、サタンの血

になれないで、悪なる父母になったというこ

統を継承しているのです。

とを意味します。悪なる父母によって悪なる
子女が生まれ、悪なる子女が生まれることに

堕落人間は偽物になったので、接ぎ木しな

よって悪なる氏族、悪なる国家、悪なる世界

ければなりません。血統的に見れば、皆さん

が形成され、この世界圏内に五十億人類が存

は先祖が違うのです。なぜ養子にしかなれな

続しているのです。このような堕落圏内にい

かったのかといえば、お父さん、お母さんが

る今日の人類歴史は喜びの歴史ではなく、悲

違うというのです。ですから堕落は血統的な

しみの歴史であり、人類も喜びの人類ではなく、

ものだったという論理が出てきたのです。堕

悲しみの人類であることに違いありません。

落とは何ですか。血統を間違えて引き継いだ
ことです。間違った愛によって堕落したとい

愛を知るようになるときには、すべてのも

う論理を立てても妥当です。ですから統一教

のが通じます。地上世界の平面的な事実だけ

会で愛によって堕落したと主張するのを否定

でなく霊眼が開いて立体的な世界までも分か

することができません。聖書を見れば、善悪

るので、神様を直接見て、接することのでき

の実を取って食べて堕落したと書いてあるで

る境地に至るのです。しかし愛の自覚が発達

しょう。善悪の実とは何か分かりますか。善

する前に堕落してしまいました。天使長と不

悪の実とは単なる実ですか。風が吹けば落ち

倫の関係を結んだというのです。これが宇宙

てころころ転がる実ですか。違います。

を破綻させた根本原因になったのです。
アダムとエバの心にサタンが入って一つに
先生の時になって、堕落が愛によって起こ

なったので、サタンの血統を受け継いだとい

った結果だという事実を明らかにしたことは

うことです。愛の多い神様がなぜサタンを許

驚くべきことです。これは歴史的背景を通じ

せないのでしょうか。殺人強盗も許し、みな

て理論的に体系化されたもので、否定できな

許すと言ったのに、イエス様を信じれば許さ

い内容です。

れると言ったのに……。サタンを許すことが
できない理由とは何かといえば、人類の血統

二

堕落はサタンを中心とした血統転換

を汚したことです。それは何を意味するので
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しょうか。神様の立場から見るとき、サタン

しても知ることができないので、無条件で信

は姦夫です。愛の姦夫。何のことか分かりま

じなければならないという冠をかぶせたので

すか。

す。しかし無知には完成がありません。

サタンを中心として結婚式をしたので、サ

体を打つようなことを、どうしてするので

タンを中心とした愛、サタンを中心とした生

すか。サタンの血、神様の怨讐の血を受けた

命、サタンを中心とした血統を受けなかった

からです。神様の怨讐とは誰かといえば、姦

と否定することができないのです。もし善悪

夫です。神様の愛の怨讐です。姦夫です。姦

の実を食べずに堕落しなかったならば、神様

夫の血を受けたのです。天の国の王権を受け

を中心として結婚式をしたはずです。統一教

継いで王妃になるはずだったエバが悪魔の配

会の父母様が皆さんを祝福してあげたように、

偶者になり、僕の相手になったというのです。

アダムとエバが成熟したのちには彼らを呼ん

これは天地の秘密ですが、先生の時代になっ

で神様を中心として祝福してあげたことでし

て初めて暴露されたので、サタン世界は退か

ょう。

なければなりません。

アダムとエバが善悪の実を取って食べない

無知には完成があり得ません。サタンとは

で、完成したなら、天地を創造した王様の息

誰ですか。神様の姦夫です。姦夫。このよう

子、娘になるのです。王様の息子、娘なので、

な問題を明らかにしてあげましたが、これを

その直系の長孫、長女は何になるのですか。

みな覆っておいて天国へ行きますか。隠して

王子、王女になるのです。天の国を代表した

おいて救いを受けますか。とんでもないとい

地上の国の王国を治めることのできる基盤に

うのです。偽り多く、でたらめな者たち。そ

なるのです。王権は二つではありません。一

のように信じて救われるものなら、私たちの

つだというのです。

ような人は既にみな救われても余りあるとい
うのです。このように苦労しません。

神様の手で自ら造られたひとり息子、ひと
り娘が、アダムとエバです。アダムとエバが

悪魔がなぜ神様を憎みますか。神様はなぜ

堕落したので、問題になったのです。それで

悪魔を憎みますか。キリスト教の論理でいえ

は堕落することによってどうなったのですか。

ば、キリスト教は怨讐を愛せよと言いました。

取って食べるなと言った善悪の実を取って食

怨讐を愛するとすれば、神様の怨讐はサタン

べて堕落しましたが、取って食べるなと言っ

ですが、神様はなぜ愛せないのですか。愛の

たその言葉を実践していたならどうなってい

怨讐を愛すれば天地がなくなるというのです。

たでしょうか。キリスト教はそれを考えるこ

治める法がなくなります。存在法がなくなる

とができませんでした。考えてみても分かり

のです。

ません。蒼蒼大海です。深いのか浅いのか、
大海の深さを測ろうとしても、それを測定す

サタンが神様の理想的愛を破壊させ、理想

ることのできる計器がありません。知ろうと

的生命、理想的血統を蹂躙したのです。そう
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して赤ちゃんを生んだのが人間たちです。サ

て継承したので、血統を正さなければなりま

タンの愛の表示、生命の表示、血統の表示で

せん。皆さん、これをはっきり知らなければ

あるその息子、娘を神様が干渉することはで

なりません。

きません。
二) 血統的な原罪は遺伝する
サタンがなぜうんざりするほど人類歴史で
道の道を行こうとする人々に間違いなく訪ね

堕落は血統の否定的動機から始まった事件

てきて、首を押さえ、背中に乗って、犠牲に

でした。ですから堕落の結果が今日まで、原

するというようなことをやってきたのでしょ

罪として遺伝されてきているのです。

うか。そのサタンのやつが何かといえば、神
様においては神様の家族を奪っていった、強

サタン圏に属している人々は神様の血統と

姦していった姦夫だというのです。私たちの

は全く関係がありません。すなわち、善なる

お母さんが本来神様に侍り、平和の王国を成

父母の子女として生まれるべき人類が悪の父

して、平和の天地を築かなければならないの

母と因縁を結んで生まれました。それで悪を

に、お父さんと私たちを追い出したというの

中心とした家庭、氏族、民族、国家、世界に

です。サタンが入ってきて、今日人間をこん

拡大されました。

な哀れな姿にしたのです。何か他の罪を犯し
不倫なる淫行関係によってエバは天使長と

たのではありません。

一つになり、アダムはさらに天使長と一つに
その悪魔が堕落させたのが何ですか。善悪

なったエバと一つになることによって、アダ

の実ですか。善悪の実を食べてどこを隠しま

ムとエバは結局神様を中心としてではなく、

したか。口を隠しましたか。手を隠しました

天使長を中心とした夫婦関係を結んで家庭を

か。下部を隠したでしょう。これが悪を蒔い

築くようになったので、アダムとエバの後孫

た種になりました。ティーンエイジャー時代、

であるすべての人間はサタンの血統を受け継

成熟する前に堕落しました。この歴史的な人

ぐようになったのです。

間の世の中の血統がそこから広がったので、
それが人間終末時代において盛んになるので

堕落は、神様を中心としてアダムとエバが

す。全世界的に青少年たちがアダムとエバの

一つにならなければならないのに、神様の僕

ように、陰で独自的に愛の倫理を破壊させ、

である天使長と一つになったことを言います。

天地が恐ろしいことを知らない時になったら、

神様の血統を受け継ぐべき人間が僕の血筋を

サタンの全権時代が地上に到来したと思えと

受け継いだということです。ですから堕落し

いうのです。その時は神様の鉄槌が目前にや

た人間がいくら神様を父と呼んでも実感が伴

ってくるのです。

わないのです。これは神様であれ何であれ関
係なく、すべてのものを自己中心に連結させ

血統を転換しなければなりません。なぜ血

て考える堕落性本性が遺伝されたからです。

統を転換するのですか。サタンの血統を受け

それでみな相反する存在になり、宗族と民族
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を成したので、少したてばすべて分かれるよ

自己中心的だというのです。三番目は自己を

うになるのです。このようにして立てられた

中心として愛そうとしたのです。これが堕落

のがサタン文化圏です。二つに分かれ、三つ

した中心の骨子の内容なので、この内容と同

に分かれて、みな分裂するのはサタン圏に属

じものはサタン側だという結論が出てくるの

するものです。

です。堕落した人間たちはみな不信の愛、自
己中心の愛をした人たちです。結局自己中心

堕落によって真の父母を失ってしまい、真
の夫を失ってしまい、真の子女を失ってしま

の愛を主張するのがこの世界の人たちだと見
るのです。

いました。失った動機はエバと天使長のゆえ
でした。このような観点から見るとき、この

三

サタンは神様の愛の姦夫
一) サタンは堕落した天使長ルーシェル

地に生きている女性たちは天使長のお父さん、
天使長の夫、天使長の兄に頼って生きている
のです。ゆえに女性たちは悲惨なのです。お

サタンとはいったいどんな存在でしょうか。

金持ちの家の令嬢が自分の家の下男と住むか

特にイエス様を信じる人たちは神様の前にお

たちになったのです。すなわち、僕の血筋を

いて、サタンの正体をはっきり明かさなけれ

受け継いで生まれたというのです。ですから

ばなりません。サタンとは何ですか。姦夫、

本来の夫、本来のお父さん、本来のお兄さん

愛の姦夫だというのです。こいつが……その

の愛を受けられなかった女性たちなのです。

サタンがお父さんを殴り殺し、お母さんを強
姦して生んだ子女が正に皆さんです。気分が

血統的に曲折が詰まっているので六千年か

悪いでしょう。とても信じられないなら、先

かるのであって、そうでなければ、全能なる

生の言葉が本当かうそか命を懸けて神様の前

神様が一日でみな復帰するというのです。血

に談判祈祷を一度してみなさいというのです。

統的にこれが固まってしまったので、これを
一度にみな抜けば死んでしまうのです。です

私たちの先祖がサタンに讒訴され、蹂躙さ

から六千年かかってきたのです。善悪の実を

れて、虐殺の祭物になってきた恨を解かなけ

取って食べて堕落したというのですか。それ

ればならないキリスト教信徒であり、道の道

ならどれほどいいでしょうか。

を行く人だとするなら、このサタンの正体を
解明しなければならず、歴史的な神様の心情

罪の基盤、堕落の基盤、悪の基盤、地獄の

と時代的な神様の心情、未来を心配される神

基盤、このようなものは具体的にどのように

様の心情を知らなければなりません。そうし

生じるようになったかということが問題です。

て神様が涙を流し、「おお、私の息子、娘

アダムとエバまで戻って考えてみましょう。

よ」と言うことができてこそ世の中は回ると

アダムとエバがどうして堕落したのかという

いうのです。

根源を探ってみると、アダムとエバは神様が
命令した「善悪の実を取って食べるな」とい

神様においてエバは未来の妻でした。なぜ

う言葉を不信して堕落しました。二番目には

ならば、アダムは神様と一体になるので、神
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様自身です。神様の妻をサタンが犯しました。

皆さんの家庭が神様の公認された愛によって

サタンは神様の怨讐であり、私たちの怨讐です。

築かれた家庭ですか。違います。皆さんの家
庭は、お父さん、お母さんがサタン世界の堕

サタンとは誰ですか。神様の妻になるエバ

落した愛の因縁によって結ばれた家庭です。

を強姦した姦夫です。アダムの妻であると同

そのような家庭で生まれたのが、正に皆さん

時に神様の妻です。神様の妻となるエバを強

です。それで血統が違うというのです。それ

姦した姦夫です。サタンは愛の怨讐です。で

は強盗にお父さんが追い出され、お母さんが

すから神様が怨讐を愛しても、サタン姦夫ま

強姦され、その間に生まれた退廃物のような

で愛せとは言いませんでした。サタンは許す

ものです。結局、神様がいらっしゃることも

ことができません。サタンに属した人は愛し

知らない姦夫の一族、悪魔の社会になってし

ますが、サタンは許すことができません。そ

まいました。

れは原理なので、皆さんがみな知らなければ
皆さんの愛の綱はどこから始まりましたか。

なりません。

どこから出発したというのですか。悪から始
エバはアダムの妻であり、神様の娘ですが、

まりました。この悪の魁首がサタン悪魔です。

そのエバをサタンが強姦したのです。ですか

どんな因縁をもった悪魔かといえば愛の姦夫

らサタンは神様の前に姦夫になるのです。今

だというのです。その姦夫の血と肉を受け継

まで既成教会の人たちはこれを知りませんで

いで人間が生まれたのです。それなら私たち

した。

が受けようとする愛は姦夫の愛ですか。姦夫
の血統を通じて受け継いできた不浄な血統の

本来の主人を追い出し、彼の妻を奪ってその

愛を受けようとしましたか。違います。これ

息子、娘までみな死の立場に引っ張っていく

が問題です。

魁首の立場がサタン悪魔だというのです。こ
のように見るとき、神様の怨讐であり、人類

元来人間は神様を中心として真の命と真の血

の怨讐であるサタン悪魔を許す道があります

統を受け継ぎ、宇宙の権限をもって栄光の生

か。結局サタン悪魔は神様と愛を中心として

活をしていなければならなかったのですが、

姦夫の関係になってしまったというのです。

堕落することによってサタンの愛を中心にサ

ゆえに許すことができますか。そのようなサ

タンの血統、サタンの命を受けたのです。サ

タンを許せば世の中をみな破綻させてしまう

タンは神様の怨讐です。神様の愛の怨讐です。

のです。ですから皆さん、ただそのままで神

それは姦夫です。姦夫。女が三人集まれば

様の息子、娘になれると思えますか。ですか

「姦」という字を書くでしょう。姦夫が何か

らこれをすり替える日まで、神様と人類は呻

分かりますか。姦夫とは何かといえば、自分

吟と苦痛の道を免れ得ない立場で歴史をつづっ

が愛する女性を奪っていった者を姦夫という

てきたということを知らなければなりません。

のです。
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二) サタンは愛の怨讐

サタンは神様の前に姦夫です。そして人類は
その姦夫の子供です。ですからサタンは怨讐
です。この怨讐に対して敵を討とうという考

天使長とは誰でしょうか。神様の妻を奪っ

えに激しく燃えている人であってこそ神側の

た姦夫です。すなわち、悪の主体サタンとは

人になるのです。

何かといえば、神様の妻を奪った姦夫だとい
うのです。姦夫といえば、何かの機関の幹部

神様はもてる限りの精誠を尽くして、希望に

（注：韓国語では発音が同じ）ではありませ

満ちた大業を夢見て、宇宙を創造されたので

ん。愛を取って食べた姦夫だという意味です。

すが、そのすべての大業と命と理念のすべて

これを知らなかったのです。

の条件が一時に破綻して滅びるとき、天地が
真っ暗になったというのです。ここに怨讐と

人間は本来、神様の王子、王女になるはず

して登場したのが、天使長ルーシェルでした。

だったのに、僕の子になり、僕の赤ちゃんを

このルーシェルを討ち取らなければならない

生み広めたのです。サタンが何か知っている

でしょうか、討ち取ってはならないでしょう

でしょう。姦夫です。姦夫とは何ですか。愛

か。神様が最も愛していた骨の中の骨であり、

の強盗だというのです。それは順理を通じた

肉の中の肉である息子、娘をルーシェルが自

愛の道理を逸脱したものです。ですからサタ

分の息子、娘にしたのです。こんな怨讐の首

ンは愛の強盗です。

を切らなければなりませんか、そのままほっ
ておかなければなりませんか。このような問

サタンとは誰でしょうか。サタンは神様の姦

題をめぐって歴史始まって以来初めて苦心し

夫です。姦夫。自分のお父さんを殺し、自分

た方が神様です。

のお母さんを強姦し、その家の主人になりす
ますのです。世界の人類はこのような大怨讐

神様が願っていた王子、王女の資格を破綻
させ、王子、王女の家庭的愛を破綻させ、王

を逃しておいて怨讐に対して敵を討つことの
できない群れになったのです。

子、王女以後の王孫を破綻させ、神様が理想
とする家庭、天の国を破綻させた元凶がサタ

皆さんは姦夫を愛することができますか。そ

ン悪魔だということを知らなければなりませ

れが神様の苦痛です。神様がどれほどかわい

ん。この元凶が神様の怨讐であるだけでなく、

そうかというのです。その姦夫はどんな姦夫

私たち人類の怨讐です。その怨讐の敵将にそ

ですか。三代を蹂躙しました。おばあさん、

の国の王宮にいる王族、王族の王子、王女が

おじいさん、お母さん、お父さん、自分まで、

捕まっていって、僕の暮らしをしながらその

三代を蹂躙したというのです。それは何を意

僕の世界の赤ちゃんを繁殖させるのと同じで

味しますか。この天の国の王宮を全部サタン

す。王子、王女を中心として王権のもとで展

が占領して、おばあさん、自分のお母さん、

開されなければならないにもかかわらず、悪

自分の妻までもみんなその場で強姦して殺し

なる悪魔の王権のもとで繁殖された群れのよ

てしまったのです。サタンはこのような怨讐

うなものが堕落した人類だというのです。

だというのです。
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愛の怨讐、サタン悪魔を許せば、天地がひっ

そうするとサタンが「私は変わったとしても、

くり返るので、本然の愛を取り戻すためには

あなたは変わることができないのではないで

許すことができないというのです。これを審

すか」と言えば、神様が「そうだ」と言うの

判せずしては取り戻すことができないという

です。「私が変わって破壊的行動をしたとし

のです。ですから不倫な愛の関係を神様が一

ても、あなたは破壊されてはいけないのでは

番怨讐視するのです。これが膨張したので、

ないですか」と言えば、「そうだ」と言うの

神様が安着できないのです。

です。たった一つ、これをつかんでいるとい
うのです。

人間世界の知識が何に必要で、権力が何に必
要で、富が何に必要ですか。人間世界の愛だ
とか家庭だとか何が必要ですか。否定しなけ

怨讐を愛さずしては天国に入れません。怨

ればなりません。堕落人間はサタン、姦夫の

讐を愛さずしては天国に入れないと言いまし

血を受け継いだ血族です。「ぺっ！」とつば

たが、その内容を霊界で知ってみると、どん

を吐かなければなりません。

なにうらやましいかというのです。なぜそう
かといえば、アダムとエバは堕落したとして
も、神様の原理原則は変わりませんでした。

神様の息子、娘には誰でもみななりたがりま

天国に入る原理原則はアダムの堕落前も後も

す。本来の創造原則がそうで、そうならなけ

変わりがないのです。それでは本来堕落しな

ればならないのに、そのようになれる血族か

かったアダムが完成していたならば、完成と

ら生まれるべき人間たちが怨讐に引っ張られ

同時に神様とアダムが合わさって……よく聞

ていって、神様の愛の怨讐であるサタンの血

きなさい。天使長であるルーシェルを愛して

を受けたのです。神様の血を受けて生まれな

天国に連れて入らなければならないのが原理

ければならないのに、とても悔しいことです。

原則だったというのです。そのような原理原
則は残っているのです。サタンがそれをもっ

サタンは何を主張するのでしょうか。「あな

て主張するのです。

たは神様ですが、私は悪魔になりました。そ
れを認めます。私は悪魔です。それではあな

この世で犯罪を犯した者でも自分の罪の実

たの原理を見れば、天使長を造ってアダムと

状を知っている人がいないときには、どこに

エバを造るとき、天使長であるルーシェルと

行っても堂々と罪を犯していない人のように

いう存在を永遠の愛の標準のもとで造りまし

振る舞うことができるのです。しかし、とて

たか。ちょっと一時的な愛の標準として造り

も小さい少年でもその人が罪を犯す現場を目

ましたか」と質問するのです。そのとき、神

撃したと指摘するときには、その犯罪者はそ

様はどのように答えなければならないでしょ

れに屈服するのです。ですからサタン悪魔を

うか。「臨時に愛する標準のもとでお前を造

屈服させるには、サタン悪魔の正体を暴いて

った」と言うでしょうか。言うまでもなく

罪状を暴露し、天上と地上で追放運動をすれ

「永遠を中心として造った」と言うのです。

ばいいのです。
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神様は永遠の公法の主人公であられるので、

愛が先ですか。自覚が先ですか。愛が先で

神様の前にサタンを引っ張っていって讒訴し

す。そうすれば万事に通じます。そうなれば

なければならないのです。サタンを告訴しな

人生が行く道には壁がなく、谷間の道があり

ければなりません。サタンが弁護するのを見

得ないというのです。天理のギアが歯をぴっ

て、検事の立場で論告をして微動だにできな

たり合わせて、ぐるっと回ることができるよ

いように締め付けておかなければなりません。

うにする天理の大出演だったのにそれを離れ

そうして堕落した天使長ではなく堕落してい

て、女性が自分の自覚で始めたというのです。

ない天使長たちが「正しい！ まさしくそう

聖書に何を取って食べたいと言いましたか。

だ！ 正しい」と言わなければなりません。

善悪の実を見ると食べるによく、目が開ける
という自己自覚！ これが問題になったので
す。ですから自分が自覚する立場、自己主張

四

できる立場に立っているのは妖邪なサタンの

善悪の実はエバの生殖器

侵犯圏、堕落性の侵犯圏にあるということが

一) 下部を覆ったのが罪の表示だ

分かるでしょう。これをはっきり知らなけれ
皆さん、エバが善悪の実を取って食べたの

ばなりません。

か、りんごを取って食べたのかよく分かりま
せんが、取って食べるには、まず目で見て、

悪魔がどこに根を打ち込んだのかといえば、

次に手が行って取って、その次に口で食べた

体に打ち込んだのです。神様はアダムとエバ

はずです。取って食べるには、目、手、口が

を造りましたが、彼らは未成年の時に堕落し

動機です。行動した実体なので、取って食べ

ました。善悪の実を取って食べるなと言いま

たのちには目を覆い、手を隠し、口を覆わな

したが、それは果実ではありません。善悪の

ければならないのに、アダムとエバは取って

実を取って食べるとき、手で取って口で食べ

食べたのちに、下部を覆ったのです。これが

たなら、手を隠し、口を覆ったはずなのに、

問題です。

なぜ下部を覆いましたか。これが死亡の落と
し穴です。人類文化を滅ぼし得る根源地です。

人は心情的な子女の立場で生まれましたが、

皆さん、愛という言葉が極めて聖なる言葉で

ここで生まれて大きくならなければなりませ

あるにもかかわらず、なぜ下品な言葉として

ん。成熟して宇宙を主管できるようになるた

使いますか。なぜ下品な言葉だというのです

めには、回らなければなりません。それで神

か。それが天地の大道を破壊したからです。

様もここに降りてきて、軸と一つになり、宇
宙を回さなければなりません。原理において

それが何ゆえに神様がこのように手をつけ

「善悪の実を取って食べるな」と言ったのは、

られず、無力になりましたか。何の堕落のゆ

成熟する時まで待ちなさいという意味です。

えにそんなにひどいのですか。善悪の実を取

それは何かといえば中央の点が決まるときま

って食べたなら、なぜ下部を覆ったのですか。

で、そこに定着できるその時まで待ちなさい

血を汚しました。血を汚したということは命

というのです。

を汚したということです。命を汚したという
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ことは愛を汚したということです。天地の大

アダムとエバがどこで出会うのかといえば、

道の神経器官になるべき人間が、未成年期に

垂直線に行って出会うのです。出会うには愛

堕落しました。女性を誰が強姦したのですか。

を中心として一つになるのです。愛をどこに

僕である天使長が神様の娘、未来には神様の

合わせますか。中心、中心に合わせるのです。

王妃になることができ、神様の外的な体にな

それが何かといえば、男性と女性の生殖器で

ることができるエバを強姦してしまったので

す。そこに合わせるのです。男性と女性の生

す。血筋をひっくり返したのです。こんな話

殖器はそのように貴いものです。ですから男

は初めて聞くでしょう。

性と女性は一生の間、それに侍って生きなけ
ればなりません、神様のように。それが至聖

善悪の実とは何ですか。何だか知っていま

所だというのです。

すか。女性の陰部を言うのです。韓国語で
「俺はあの女を取って食べた」と言うでしょ

アダムとエバが堕落したのちになぜ下部を

う。韓国語は妙だというのです。男たちはそ

覆いましたか。そのような問題をキリスト教

んな言葉を使います。「あの女を取って食べ

は知らずにいるのです。何、善悪の実を取っ

よう」と。聖書も知らない人たちがそう言う

て食べたというのですか。神様がなぜ愛する

のです。それは心にあるままを告げるのです。

息子、娘を追放してしまったのでしょうか。

すべての者が良心にあるままを告げなければ

どれほど重要な問題なので追放してしまった

なりません。終わりの日にはみなありのまま

のかというのです。

を告げなければなりません。
エバは二つの世界の母体になりました。善
善悪の実を取って食べて原罪が生じますか。

と悪の中間の立場になったというのです。そ

お父さんが善悪の実を取って食べたのが罪だ

れでは善悪の方向を誰が決定しなければなら

と言いますが、善悪の実が何であるがゆえに

ないのでしょうか。自分自身が決めなければ

千代、万代の後孫が罪人になるのですか。こ

なりません。そうするには悪をたたきつぶし、

れは血統的関係です。血統的に罪の根を植え

サタンをたたきつぶして、神様にしがみつか

ておけば、遺伝法則によって永遠に行くので

なければなりません。サタンを打つことより

す。それができるのは愛の問題しかありませ

も数倍も強く神様にしがみつかなければなり

ん。間違った愛が堕落の原因です。

ません。悪を打つためには渾身の力を傾けな
ければなりません。それと同時にそれ以上の
力で神様にしがみつかなければならないとい

人間がキリスト教で言うように善悪の実を

うのです。

取って食べて堕落したならば、復帰も一朝一
夕にできます。神様が善悪の実よりもっとお

堕落とは何でしょうか。キリスト教では

いしくいいものをつくって食べさせれば、蕩

「善悪の実を取って食べたことだ」と言いま

減になるのではありませんか。理論的にいえ

す。それで善悪の実は木の実だと思っていま

ば、そうだというのです。

す。しかし木の実は人間の価値と対等ではあ
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り得ません。本来植物というものは造るとき

近はエイズ（AIDS：後天性免疫欠乏症）ま

に、すべての存在の中で人間の下にいるよう

で出てきました。終わりの日が来たので、種

に造りました。それが自分以上のものを堕落

の滅亡が起こるのです。

させることのできる内容の要素をもつように
人類始祖の堕落の起源になった善悪の実と

は神様が造らなかったというのです。

は何か分かりますか。男性と女性の生殖器で
既成教会では善悪の実を取って食べたこと

す。それを正しく使えば国が栄え、間違って

を堕落と言います。そのような解釈は唯物論

使えば国が滅びるのです。それが善悪の実で

的なものです。物質を食べて霊魂が堕落した

す。王様でも正しく使うときには国が栄えま

とすれば、物質の中から精神が出てくるとい

すが、間違って使えば国が滅びます。それに

う共産党の理論と何が違うでしょうか。物質

よって家庭が壊れ、社会が壊れ、すべてのも

を食べて霊魂が堕落するのでしょうか。物質

のが地獄と天国に分かれます。善の実が結ば

を食べて堕落することができるでしょうか。

れるべきところに悪の実が結ばれたのです。

霊魂によって物質が堕落したなら、話が分か

それが善悪の実ではありませんか。善悪の実

りますが、物質によって霊魂が堕落したとい

はみなもっていますか。もっていませんか。

うのは話になりません。物質の中に霊魂があ

男性の生殖器、女性の生殖器が善悪の実です。

るというのは唯物論だというのです。

毒蛇の頭です。イエス様がなぜサタンをまむ
しだと言ったのですか。サタンをなぜ蛇だと

二) 善悪の実は命と死亡の分かれ道

言ったのですか。それが蛇の頭です。それを
知らなければなりません。毒蛇の頭です。女

聖書を見れば、エデンの園の木の実は取っ
て食べてもいいけれども、園の中央にある命

性も男性もみなそれをねらっているでしょう。
女性も男性も、みなそうではありませんか。

の木と善悪を知る木は見てもいけないし、触
ってもいけないとあります。それは何を意味

善悪の実とは何でしょうか。愛を間違えば、

するのでしょうか。すべての木は何ですか。

永遠の悪の実を継承するのです。愛を正しく

兄弟の関係なので、手を握ってキスをしても

すれば、永遠の善の実を継承するのです。そ

いいけれども、すべての木の実を取って食べ

の善悪の実とは何かの果物ですか。狂った者

てもいいけれども、善悪の実と命の木、男性

たち！ 善悪の実というのは男性と女性の生

の生殖器と女性の生殖器は触らないようにし

殖器を言うのです。

たのです。そのように警告したのです。
男性よりも女性が堕落し得る素質が多いの
それが死亡の落とし穴です。悲運の落とし

で、神様が「善悪の実を取って食べてはいけ

穴であり、滅亡の落とし穴です。ですから善

ない！」と警告されたのです。女性の生殖器

悪の実だというのです。正しく使えば国が栄

が善なる人を迎えれば、善なる実が出てくる

えるし、天下がすべて明るくなりますが、間

し、悪い男を迎えれば悪なる実が出てくるの

違って使えば天下が真っ暗になるのです。最

です。善悪の実は女性の生殖器のことを言う
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のです。男性にはそんなことがありますか。
男性にはそんなことがないというのです。

神様が警告することに何があるでしょうか。
神様として一番理想的なアダムとエバを造っ
ておいて、警告する条件物として何があるか

アダムとエバに善悪の実を取って食べるな

というのです。若い男女に、お母さん、お父

と警告をするとき、誰にしたのでしょうか。

さんが警告することとは何でしょうか。注意

アダムにしませんでした。アダムは思春期に

することは何でしょうか。同じ道理です。神

なって出て遊ぶのに忙しく、疲れて寝るのに

様に注意することのできるものは何でしょう

忙しかったのです。女性（エバ）はいつも座

か。神様はお金が必要ありません。知識が必

って、「太陽の光が暖かい！ ああ、花が咲

要ではありません。権力が必要ではありませ

く！ 水もきれいで、空気もおいしい！」と

ん。それらはいつも自分の思いどおりに自由

こんなことばかり言っているのです。そうし

自在に所有することができるものです。しか

ながら「花のように美しくありたい！」と言

し愛だけは神様も思いどおりにできません。

ったりしたのではないでしょうか。ですから
思春期もどちらが早いのかといえば、女性の

「善悪の実を取って食べたら目が開ける」
という言葉があります。「目が開ける」とい

ほうが早いのです。

う言葉は何を意味しますか。人々が、男性が
女性を知り、女性が男性を知ること、すなわ
善悪の実とは何ですか。善悪の実を見た人

ち、異性に対することを知ること、それ以上

がいますか。ローマ教皇は善悪の実を見たの

はないというのです。男性として生まれて女

ではありませんか。善悪の実を見たことのあ

性を知らなければそれはばかでしょう。最高

る人がいますか。見た人がいるでしょう。そ

の理想とは何ですか。男性が行くべき最高の

れが何ですか。女性の陰部を言うのです。そ

理想的焦点は女性です。女性ですが、どんな

れが善悪の実ではありませんか。罪を犯した

女性ですか。自分の心にぴったり合う女性、

ら息子、娘が悪くなるのであり、善なる夫と

若いときも合うし、年を取ってからも合うし、

一つになれば、善なる息子、娘を生むことに

永遠に合うことのできる、このような女性で

なるのです。

はありませんか。

神様が人間を造るとき、一番苦労して造っ
善悪の実とは性器のことを言うのです。性

たところとはどこでしょうか。目ですか。口

器。それは善の実が結ばれ得るし、悪の実が

ですか。鼻ですか。手ですか。人間は考えも

結ばれ得るのです。悪なる者とくっつけば悪

しないでいるというのです。それが愛の本拠

なる種子を受け、善なる者とくっつけば善な

地です。愛の本拠地。愛の本拠地とは男性と

る種子を受けるでしょう。それが女性の生殖

女性のそれを言うのです。それが愛の本宮だ

器なのです。エバが堕落することによって悪

というのです。そこから男性が愛を知り、女

魔の血を受けました。悪魔が誰かといえば、

性が愛を知り、それなくしては愛が分かりま

天使長です。この天使長は僕の代表でした。

せん。愛の主人が現れることができません。
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愛の王宮、命の王宮、血統の王宮とはどこ

るのです。宗教が必要なく修養が必要ありま

ですか。男性と女性の重要な器官です。これ

せん。心と体が九〇度の角度を備えて、愛と

は神様の創造当時の聖所です。聖所だったと

すべてのものが損失なく育って内外が整えば、

いうのです。これを侵犯されれば、すべての

教えてあげなくてもみんな分かるのです。私

ものが壊れていくのです。この一箇所に三つ

たちのような人はそうです。習ってから統一

の貴いものが連結されるのです。愛もそこに

教会の先生をしているのでしょうか。さっと

連結され、命もそこに連結され、血統もそこ

分かります。既に何がどうだということを知

に連結されるでしょう。重大な三要素の起源

っているのです。教えてくれなくても分かる

地が性器です。

のです。

これは本来神様の創造理想から見るとき、

善悪の実とは何でしょうか。それは今まで

一番貴い至聖所です。聖所、至聖所です。至

秘密でした。話すことができないものです。

聖所は誰でも入れるところではありません。

先祖の粗です。先祖たちが間違ったので、将

大祭司長、責任をもった人以外にはそのふた

来来る真の先祖が出てくるまではこの言葉を

を思いのままに開けることはできないのです。

公開できないのです。サタンも公開できず、

聖書の雅歌に出てくる封をした泉とは、それ

神様も公開できないのです。

を言うのです。
五 堕落の恨、神様の復帰の心情
一) 愛の怨讐、堕落の恨

命の王宮であり、愛の王宮であり、血統の
王宮である貴重なものを、放蕩息子のように
何の価値もないもののように扱ったその罪の

堕落したという事実は、長男長女を追い出

代価をどうやって払うのですか。深刻な問題

したということと連結されます。長男という

でしょう。それは聖所です。神様が最高の貴

のはひとり子です。長女はひとり娘です。ア

重なものとして造っておいた器官としての至

ダムとエバは、神様の億万代のひとり子、ひ

聖所です。それを汚す場合にはどうなるでし

とり娘として生まれました。善悪の実を取っ

ょうか。モーセの路程において契約の箱を汚

て食べて、その億万代のひとり子を追放した

す者はその場で殺してしまったでしょう。そ

と考えてみてください。皆さん、息子を一人

れと同じです。至聖所と同じ愛の本拠地を汚

もち、娘を一人もっていて、息子一人が死ん

すのは許されません。男性と女性が抱擁をし

だというとき、父母の痛みはどれほど大きい

ます。愛するというのは天宙的なものです。

でしょうか。

神人一体圏を成す試金石です。有限が無限に
連結される因縁が与えられる瞬間なのです。

七代のひとり子の死は町内とそのすべての村
と知り合いたちがみな痛哭するという言葉が

聖なる男性と聖なる女性が、聖なる愛、聖

あります。七代のひとり子を失った父母の悲

なる命、聖なる血統が動いてそこに連結され

しみは推し量ることができないので、周辺に

子女を生むときは、その子女は天国に直行す

あるすべての家庭をもった父母たちと子供た
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ちと兄弟たちが同情するということを考える

手紙を見れば、「あなたの体が聖殿であるこ

とき、これは何代のひとり子ですか。億万代

とが分からないのか」と言いました。神様の

です。億万代。それで、父子の関係が成され

家です。家。聖書にアダムが名前を付けたよ

ませんでした。億万代のひとり子を失った神

うになったということばがありますが、それ

様がそれを再び取り戻すためには、億万代の

は何を意味するのでしょうか。神様がその心

苦痛を越えずしては取り戻す道がないという

の中に入っていらっしゃるということです。

のです。そのような天の父母がいたというこ
サタンは神様の立場から見れば姦夫です。

とを知りませんでした。

エバは姦婦で、サタンは姦夫だというのです。
サタンとは何ですか。神様の愛の姦夫です

そのような立場にある婦人とその娘を、純潔

……その怨讐サタンにエバを抱かせて今まで

な女性として純潔な娘として考えなければ復

千回、万回讒訴すれば聞いてあげ、それを愛

帰することができません。そうでなければ、

する立場に立っていたのです。それが神様の

もともとのままに取り戻すことができません。

立場です。どれほど神様の立場が難しい立場

そのような心情圏に処している神様の悲惨な

かということを皆さんは知らないでしょう。

心境は、誰も知りません。先生以外には、誰

愛する妻を怨讐に抱かせておいて福を祈って

も知らないというのです。

あげることのできる男の立場、それ以上の立
場が神様の立場であることを知らなければな
怨讐に引かれていった自分の愛する妻が、

りません。あなた方はそうすることができま

子供を産んで再び帰ってこなければならない

すか。

とき、そのような母と子を結婚前の純粋な心
サタンはエバの姦夫です。ゆえに神様の愛

で迎えることができるでしょうか。サタンは

の怨讐です。その愛の怨讐が数千年の間、来

愛の怨讐であり、愛の姦夫です。それこそア

て讒訴しても嫌な表情一つしないで、今まで

ダムとエバが堕落した立場と同じです。しか

真の主人としての仕事をやってきたのです。

し神様の心情圏では、その峠を越えていかな

それで神様がこの地に一つの中心を育てあげ

ければ平和の世界はできないのです。その基

るまでは、誰でも不平を言ったり、それを反

準が成立してこそ、サタンは自然屈服するの

対してはいけません。なぜでしょうかといえ

です。

ば、天使長がいるからです。
考えてみなさい。愛の怨讐になった悪魔の
サタンは神様の愛の姦夫です。愛の姦夫。

その息子、娘たちを怨讐の子として扱ってい

これは文総裁が世界的に初めて発表した言葉

たら、神様のようなことはできません。それ

ですが、悪魔とはいったい何でしょうか。僕

を、堕落する前の本然の息子、娘として愛す

が未来に神様の妻になることのできる人を強

るのと同じ心をもって愛したという基準を立

姦したのです。アダムとエバとは何ですか。

てなければなりません。そうせざるを得ない

神様の体です。聖書のコリント人への第一の

悲痛な神様の立場を考えたことがありますか。
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キリスト教や他の宗教の最高基準が怨讐を

神様の心情の傷を埋めることができるという

愛せということです。神様もこのような原則

のです。父母様の家庭がそのことをしなけれ

的な立場にあるので、サタン悪魔を愛さざる

ばならないのです。何のことか分かりますか。

を得ないのです。これは愛の怨讐ですが、そ
の怨讐を堕落していないアダムとエバ以上に
愛さなければならないのです。なぜそうなの

先生がこの道を備えてくるには、先生の愛

でしょうか。怨讐の懐に抱かれたエバが庶子

する妻までもサタン魁首に抱かせてあげ、祝

三、四人を連れて入ってくるとき、お父さん

福してあげることのできる心がなければなら

は彼らを自分が生んだ子供たちよりも愛さな

ないというのです。何のことか分かりますか。

ければ、エバが本然の立場に帰ってくる道が

神様がそのような立場に立ったのです。悪魔

ないからです。何のことが分かりますか。

は愛の姦夫です。怨讐ですが、終わりの日に
なってメシヤになることのできる資格者なら

自分の愛する妻を怨讐に抱かせてあげて、

ば、自分の新婦までも犠牲にしてサタンに与

福を祈ることのできる雅量のある男にならず

え、神様を解放しようとすることのできる立場

しては神様の息子、娘になることができない

に立たなければ、神様を解放できないのです。

という結論にまで到達します。なぜですか。
エバとは誰ですか。神様の妻です。サタンが
抱いて今まで弄んだ姦婦のようなものを今ま

二) サタンの讒訴条件

で六千年間、六千年ではありません。数万年
です。人類歴史を一千万年までと見るではな

神様の愛の姦夫が悪魔です。今まで愛の悪

いですか。その間、彼が讒訴しても今まで相

魔である姦夫が讒訴するとき、彼を相手にし

手にしてきた神様のその痛い心情の谷間を誰

てきたのです。彼を人類の前に、全体の人間

が知るでしょうか。ですから自分の愛する妻

たちの前に、愛したという条件を取り戻すた

を自分の怨讐に抱かせてあげて、福を祈るこ

めに今まで耐えてきたのが神様の心情だとい

とのできる心情圏を出入りする経験をしたこ

うのです。なぜですか。堕落しなかったら天

とのない人は、神様の心情を知ることができ

使長でしたが、天使長も神様が愛してこそ天

ないというのです。

国に入るのです。神様と神様の息子、娘たち、
天使長を愛した人たちが天国に入るのです。

結婚の前日に神様を捨てて怨讐に引かれて

それでサタンが讒訴するというのです。「私

いき、姦婦になり、息子、娘を生んで暮らし

は悪魔になったとしても、あなたの創造原理、

ていたのを再び本然の、そのような傷のない

本然の原則的基準は残っているので、神様も

立場として受け入れなければならない神様の

私を愛し、神様の息子、娘も私を愛さなけれ

心情を思うとき、お母様を偉大なお母様につ

ば天国に行けないのが原則ではありません

くらなければならないと考えるのです。昔の

か」と言うとき、「うーん！」と言うのです。

エバよりももっと素晴らしいお母様にしてこ

ここに襟首をつかんで今まで讒訴してきたの

そ、エバによって傷つけられた悔しく悲痛な

です。
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サタンとは何ですか。神様の愛の姦夫です。

よってサタンの息子、娘になりました。それ

この妖邪なやつが天理の大道を破綻させてお

で神様は姦夫であるサタンと額を突き合わせ

いてもずうずうしくいまだにこの地球星で、

て闘ってこられました。讒訴の条件を防ぎな

人類を離さず、かじり食い、はぎ食い、削り

がら、今まで人類を取り戻してくる作戦をし

食っているというのです。こいつを私が地獄

てこられたのです。このような気のふさがる

に行って、全部ごみ箱にぶち込むでしょう。

神様であることを既成教会の人たちは知らな

ほっておけば神様に帰る本心があるので、ぐ

かったというのです。栄光の神様としてのみ

るっと回っていくのです。春になりさえすれ

考え「おお！ 天地の栄光の中の偉大な神

ば、がりがりに枯れた木の枝も朝の日差しに、

よ」と言っているのです。

春の日差しに芽がふくのと同じように、人の
心はじっと自由さえ与えれば、本心は自然に

皆さん、サタンとは何ですか。神様の姦夫

神様に帰ろうとします。ですから生きられな

です。したがって姦夫を許してあげれば天理

いようにどっとぶち込むのです。そのような

の原則にそぐわないので、許すことができな

ことを知らないでしょう。自分の運命がその

いのです。それゆえサタン世界の人間たちは

ように悲惨になっていることを知らないこの

百回、千回許すことができてもサタンだけは

人類をすべて解放させて、一つにしようとい

絶対的に許すことができないというのです。

うのです。統一しようというのです。

それで大審判があるのです。大審判は誰を審
判するのかといえば、人を審判するのではな

私たちはどんな犠牲でも投入して父の姦夫
に恨みを晴らさなければなりません。恨みを

く、人間の心の中に主人の如く臨在している
サタンを審判するのです。

晴らすには銃や刀で晴らすようにはなってい
ないのです。より大きい愛でなければ晴らす

サタンは愛を蹂躙した怨讐です。お母さん、

道がないと見るのです。ゆえにその怨讐を愛

お父さんが寝ているところに入ってきて、お

してこそ、本来の創造理論に合格した神様の

父さんを殴り殺し、お母さんを強姦したどろ

ところに登場するのです。なぜですか。サタ

ぼう野郎です。サタンとは何ですか。神様の

ン悪魔、天使長も本来、創造当時は神様の愛

愛するエバ、神様の実体的相対であるエバを

を受けるようになっていたからです。永遠に

強姦した愛の怨讐です。そのような姦夫に自

受けるようになっているので「あなたが神様

分の愛する人を渡して祝福してあげることの

になるには、私が堕落したとしても、私を愛

できる心をもたなければなりません。怨讐を

したという原則を立てなければこの宇宙を支

愛するには許してあげるくらいではいけませ

配できる立場に行けません」と言ってしがみ

ん。そのくらいでサタンが「ありがとう」と

つくのです。ここに引っ掛かっているのです。

言うでしょうか。かけがえのない愛する人を

本当にあきれる事実です。

怨讐に与えても祝福してあげることのできる
心までもたなければならないのです。これが

人間は本来、創造原則に従って神様の息子、
娘でなければならないのに、堕落することに

最後の峠です。それなのにただ信じれば天国
に行くというのですか。
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今日、人間の堕落をキリスト教徒たちは、

あの方は私と離れようにも離れられない」と、

蛇がひそひそささやいて取って食べたと言い

神様が一切の問題に関係しているということ

ます。原則がどうなっているかも知らない人

を、もしアダムとエバが感じることができた

たちです。ですから神様がどれほどもの悲し

なら、彼は堕落することができなかったので

く哀れで悲惨で、残念がったでしょうか。ア

はないでしょうか。結局心情の一致点をもて

ダムとエバが善悪の実を取って食べる瞬間、

なかったので堕落したのです。天の願いと自

心臓が爆発するようなもどかしい心情をもた

分たちの願いが食い違い、自分の考える方向

れた方でした。しかし神様は彼らを愛さざる

が天の考えることと食い違っていたから、堕

を得ませんでした。皆さんはそれを知らなけ

落したのではないでしょうか。

ればなりません。
強盗が本来の父を殴り殺し、お母さんを強
アダムとエバが善悪の実を取って食べよう

姦することによって生まれたような立場にあ

とするとき、神様が「私が心配したとおりに

るのが、今日の堕落した人類です。サタンと

なったな。もう少しやれ」と言ったでしょう

は何かといえば、神様の愛の怨讐です。サタ

か。いいえ。心臓が縮み、すべての感覚が一

ンは神様の子女を強姦した姦夫なので、愛の

箇所に吸い込まれていくそんな立場だったで

神様もサタンを許すことができません。愛の

しょう。「それを取って食べてはいけない」。

姦夫を許す法はないのです。ですから他のこ

血を流し、震え、形容できない哀絶なもどか

とは許すとしてもサタンだけは許すことがで

しさのゆえに何も考えられない、そのような

きません。サタンを許せば天法がみな壊れる

立場に立たざるを得ない神様だったのです。

のです。

そのような神様がアダムとエバが善悪の実を
取って食べているとき、見物だけしていただ

私たちは神様の心情に背反した堕落した後

ろうかというのです。刀があれば歴史を斬り、

孫です。皆さん、私たちの先祖が何に背反し

この天下を斬り、切ってしまいたい心でした

たと思いますか。取って食べるなという善悪

が、そのようにできない立場にいることを、

の実を一つ取って食べたことだと思いますか。

自ら嘆かざるを得なかった神様でした。

とんでもありません。心情に背いたのです。
神様の心情に背反したのです。問題はそこに

神様の前に立っていたアダムとエバ自身が

あります。どんな心情に背反したのか、創造

神様の内情を察することができたなら、堕落

理想の心情、希望の心情に背反したのです。

しようにもできなかったはずです。父母は父
母として子供に対して愛の心をもっています

サタンをなぜ一度に分別できないのですか。

が、子供は父母の深い心情まで知らなかった

なぜ神様は全能な方なのに一度に引き離せな

のです。もちろん幼くて堕落したのでしょう

いのですか。血筋が連結されているからです。

が、その年齢の幼さが堕落の動機になったの

血筋です。一度に引き抜いてなくしてしまえ

ではなく、心情が足らずに堕落したのではな

ば、人類の種をみな滅亡させることになって

いでしょうか。「あの方は私に対している。

しまいます。サタンの血を受けたのを一度に
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引き抜けば人類がいなくならなければなりま

あったというのです。このような内容は今日

せん。アダムとエバまでいなくなります。た

統一教会が出てきたので分かるのであって、

たきつぶさなければなりません。もう一度造

誰も知らなかった内容です。

るようにはなっていません。愛はアルファで
ありオメガなのです。初めであり永遠なので、

神様の前に孝子がいなかったし、神様の前

そのような理想的基準になったので、その愛

に忠臣の道理、神様の前に聖人の道理、神様

の対象としての人は打つことができません。

の前に聖子の道理、その国を守ることのでき

それを知らなければなりません。

る主流の愛の体制がなくなったので、神様が
立つ位置がないというのです。今まで囹圄

サタンがどのようにして神様の前に六千年

（牢獄）の身として軟禁状態にとどまった神

間対抗してきたのですか。サタンは今まで神

様になっているというのです。天の国は完全

様の前に原理をもってやってきました。「神

に廃虚となって空いています。その痛みを感

様、私を処罰することができますか。私を処

じているかわいそうな神様であられます。

罰するにはまずこの天地を壊してしまわなけ
ればなりません。神様は私を創造されるとき、

六

真の父母の祝福と血統復帰
一) メシヤとして真の父母が必要だ

たとえ天使長が受ける愛であっても完成基準
で愛してくださろうと創造されたのではあり
ませんか」と言うのです。天使長も天使長級

皆さんは真なる父母と関係のない立場で天

完成基準で愛を受けなければならないという

の前に追い出された偽りの父母の血筋を受け

のです。それで天使長は神様にいつ私を完成

て生まれたので、この血筋から抜け出すため

段階で愛してみたのかと聞くのです。神様も

には血筋を踏んで踏んで、引き抜いてしまわ

ここにすっぱり引っ掛かるのです。神様が完

なければなりません。そうして血統を根本的

成段階の愛を天使長に施しましたか。施せま

に変えなければ天の国に行くことができません。

せんでしたか。できなかったというのです。
自由天地であるエデンの園で天使長にも完成

血統転換を成すためにはアダムの骨髄まで、

段階の愛をし尽くしてこそ、神様も責任を果

骨肉の中心部まで入って、将来の子供となる

たしたといえるのです。そうでなければ微動

その種に神様の愛と結束された勝利的条件を

だにできず、引っ掛かるのです。

充足させなければ、神様の子女として生まれ
ることができません。これは理論的に間違い

神様が六千年の間、息子、娘の首を切るこ

ないものです。聖書にそのようにしてきた記

とを数千万回ほしいままにしてきた天使長を

録があるからです。そうだとしたら、聖書は

追及できないのは、天使長を完全に愛してあ

神様のみ言だというのです。

げることができなかった責任があるからです。
それで今まで誰かが間違えば「神様！ 誰々

メシヤとは誰ですか。真の父母です。それ

がこのようにしようとします」と言いながら

なら真の父母がなぜ必要ですか。真の父母の

讒訴しなければならない悲しい歴史の背後が

愛によって再び接ぎ木しなければならないか
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らです。ですからメシヤである真の父母が現

ン世界で反対してみよというのです。反対し

れなければ、堕落した人間は原罪を脱いで罪

ていたら損害賠償を払うようになるのです。

のない解放された立場で完成段階の祝福を受
けることのできる立場に出ていくことができ

私たち人間は血統的にサタンの血統を受け
たので、それ自体では天の前に帰ることがで

ないのです。

きないのです。ゆえにメシヤは絶対に血統復
メシヤがこの地に来て、代行しなければな

帰をして、サタンが汚した血統を改造しなけ

らない立場が真の父母の立場です。真の父母

ればなりません。これを転換させなければな

の立場。それでは真の父母とは何でしょうか。

りません。それでメシヤは必ず来なければな

縦的な真の父の代わりに横的な真の愛を中心

らないのです。メシヤが来なければ血統復帰

とした横的な父母です。キリスト教ではメシ

ができないのです。血統を復帰しなければな

ヤが神様であり、神様がメシヤだと言います

りません。

が、それは間違いです。神様は縦的な真の父
です。これは一つしかありません。メシヤは

血統が違うというのはお父さんが違うとい
うことです。それゆえお父さんが違う血統を

横的な真の父母だというのです。

もって生まれた人間は本来、堕落していない
堕落した人間が要求する救い主とはどんな

本然の父母によらずしては罪を蕩減すること

救い主ですか。堕落した父母の立場ではなく、

ができません。ですから今日まで歴史は堕落

堕落していないアダムとエバのような立場で

していない元の先祖になることができる権利

神様のみ旨と一体となり、神様の愛を受けて、

をもったそのお一人が来るときまで、宗教の

神様の祝福を受けることのできる真の父母の

理念を中心に連結させてきました。

立場で人類を生んでくれる救い主でなければ
いけません。そうでなければ人間が原罪と関
係のない立場に上がることができません。

真の父母が必要なのは何のためでしょうか。
心情圏を中心としてその根を下ろさなければ
ならないからです。今は根が違います。堕落

皆さんは新しい血筋を受け継がなければな

によって幹と枝が全部違います。ここから新

りません。受け継ぐにはメシヤが父として来

しく根が真の父母から始まり、幹と枝が出て、

て、サタン世界に勝った、サタンが干渉でき

接ぎ木するのです。切って接ぎ木するのです。

ない超世界的な基盤でエバを迎え、蕩減復帰

接ぎ木してそれが宇宙の大きな主流になるの

しなければなりません。そうして夫婦の因縁

です。サタン世界のすべてのものを切ってし

を中心とした家庭で息子、娘を立てて、横的

まわなければなりません。根まで切ってしま

に接ぎ木するということが起こらなければな

わなければなりません。

りません。それで統一教会で祝福をしてあげ
るのです。統一教会は違います。統一教会は、

人間は堕落によって神様とは関係のないサ

血筋がどこから始まったのか、神様から始ま

タンの実体をもった存在になってしまいまし

ったというのです。ですからいくらでもサタ

た。これは神様の愛とは正反対になるので、
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蕩減しなければなりません。蕩減とは原罪を

ればなりません。ですから「私は真の父母と

除去することです。原罪を除去するには血統

永遠に一つになることができる息子、娘だ」

的なものが根本的に存在します。血統的なも

という信念を、自分の存在意識を超越するこ

のは堕落人間としては到底解決できないもの

とができるくらいに堅くもたなければなりま

です。それでメシヤが必要なのです。

せん。そうでなければいけません。

真の父母は何をしなければならないのでし

皆さんが先生をどれほど愛さなければなら

ょうか。サタン世界の根である間違った血統

ないでしょうか。根本問題に帰るのです。サ

を正さなければならず、間違った命を取り戻

タン世界の愛の痕跡がある、その愛がしみ付

さなければならず、間違った愛の道を正しく

いた立場で愛してはいけません。それ以上で

開かなければなりません。聖書に「死なんと

なければなりません。それはどういうことで

する者は生き、生きんとする者は死なん」と

すか。皆さんが、サタン世界で生まれたお母

ありますが、そのような逆説的な論理がなぜ

さん、お父さん妻子、その誰よりももっと愛

出てこなければならないのでしょうか。サタ

さなければなりません。それで聖書で「わた

ン世界は殺さなければならないからです。

しよりも父または母を愛する者は、わたしに
ふさわしくない。わたしよりもむすこや娘を

エデンの園で結婚を間違えたのが堕落なの

愛する者は、わたしにふさわしくない」と言

で、今真の父母が正しく結婚させてあげるこ

ったのです。すべてそのような結論を下した

とによって再びひっくり返したのです。偽り

のです。そうしながら後では「自分の十字架

の父母がしでかしたことを真の父母が清算す

を負うて、わたしに従ってきなさい」（マタ

ることによって地獄を撤廃し、数百数千億の

イ一六・二四）と言いました。十字架を負わ

霊界の先祖たちまでも祝福結婚させてあげる

なければならないと言いました。反対に引っ

ということが起こるのです。真の愛を中心と

張っていく力を押さえて越えていこうとする

した地上の後孫たちの家庭基盤を通じて、霊

ので、十字架です。ここで悲痛な涙を流さな

界の先祖と地上の後孫が縦的に一つに合わさ

ければなりません。

るだけでなく、このような家庭基盤を起点と
して東洋と西洋が互いに連結されます。

血統を転換するのはメシヤがするでしょう
が、転換できるように行動するのは自分自身

まずは父母を心から慕わなければなりませ

でなければなりません。このような基準が成

ん。私の命の動機も父母であり、私の希望の

されない限り、私たちは救いの道に至ること

一切も父母であり、私のすべての理想と幸福

ができません。これは決して易しく成される

の根源も父母だという基準をもって、父母に

のではなく、死ぬか生きるかの境地を通過し

侍ることができなければ救いを受けられない

なければなりません。四十日断食祈祷だとか

のです。皆さんはそのように侍ったことがあ

血を吐く死の境地に行ってこそ血統転換が可

りますか。皆さんはこれをはっきり知らなけ

能です。
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蕩減条件を立てる方法については先生から
教えてもらわなければなりません。もし昔、

大変な問題が起こるのです。それは一人では
できません。真の父母がいなければなりません。

日本でそれを知ろうという考えをもった一人
の人がいて、日本全部と交換してでもそれを

神側ではサタンの偽りの愛圏にいる人間を

買ってきたとするならば、日本は既に世界を

より大きい神様の愛で奪ってきて重生させる

統一していたかもしれません。世界でそれよ

のです。人間が偽りの愛の父母、偽りの愛の

りもっといい事業はないでしょう。聖書に

先祖、偽りの愛の血統を通じて生まれたので、

「たとえ人が全世界をもうけても、自分の命

真の愛の父母、真の愛の先祖、真の血統を通

を損したら、なんの得になろうか」というみ

じて再び生まれてこそ神様の子女、神様の民

言があります。命はそれほど貴いものです。

になるのです。イエス様の宝血（注：人類の

私たちは蕩減条件を立てる方法を正しく悟っ

罪を贖罪するためイエス様が十字架にかけら

て自分の貴い命を復活させていかなければな

れて流した血）の貴さも、聖晩餐の儀式もす

りません。

べて血統転換を通じて神様の子女になる摂理
を形状的に象徴的に現すものです。

二) 再臨思想の核心は血統復帰
統一教会の祝福を受けるところに血統転換
血統転換は誰がするのでしょうか。それは

式があるのです。皆さん、血統転換式をした

誰でもできるものではありません。先生がこ

でしょう。蕩減棒行事だとか三日行事だとか

のことをするために涙ぐましい十字架の道を

……どれほど複雑ですか。そこにはサタンが

歩んだということを知らなければなりません。

入って来ることができません。それは真の父

このような基準があるので、皆さんは何の功

母と神様の法によって天国の門を開き、解放

労もなく祝福という新しい血統を継ぐことに

を宣言して出てきたものなので、長成期完成

なりました。転換の勝利圏を立てるには数千

級で行使していたサタンは関係することがで

年にわたる神様の労苦と実体を中心とした先

きません。祝福を受けた家庭は血統転換式を

生の苦難の生涯がありました。これをパター

したことを知っていますか。それを経なけれ

ンとして立ったところが、正に皆さんが立っ

ばならないのです。

ているところです。祝福とは接ぎ木すること
であり、接ぎ木することによって、血統が変
わるのです。

復帰家庭には血統転換という絶対語が必要
です。皆さんも祝福を受けるとき、血統転換
式をしたでしょう。その血統を転換するため

血統の同一性が必要なので、神様の心情圏

に聖酒がなければなりません。そして聖酒と

に従わざるを得ないのです。なぜそうかとい

いう酒が出てくるためには二十一種類の聖別

えば、根が違います。幹が違います。ゆえに

過程を経なければなりません。それが何か分

根が同じでなければならないし、幹が同じで

からないでしょう。それは空中で実を結ぶも

なければならないし、芽が同じでなければな

のと地で実を結ぶものと地のもとで実を結ぶ

りません。そこには絶対的に血統転換という

ものを中心として、その次には鉱物世界、植
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物世界、動物世界で最も貴いもの、このよう

てこそ連結されるのです。皆さんは神様の心

に二十一種類の聖別されたものを通じてその

情の血統を受けましたか。今まで知らなかっ

過程を経るのですが、そのすべてのものが讒

たというのです。それで皆さんは祝福を受け

訴条件に引っ掛かってはいけません。七カ月

る前に血統転換式があるのです。その時は私

の間使わずにおきますが、そこに不祥事が起

は何もないという無の境地に入らなければな

こってはいけません。皆さんはそれを飲みま

りません。私の体はないという立場に立って、

したが、それが簡単に出てきたのではありま

父母様の血肉を再び受け継ぐ結着点が私から

せん。

始まるという信念をもたなければなりません。

皆さんは血統転換、これが実感がわかない

皆さんが祝福を受けるとき、血統転換式を

でしょう。皆さん、いつこのようになりまし

したでしょう。皆さんは何も知らずに先生が

たか。そのカイン・アベルがいつ……先生が

させるとおりに従ってやっただけですが、そ

アベルになるときには、皆さんはカインとし

れがそんなに簡単なものではありません。イ

て完全に一つになるのです。この関係がある

エス様が夫婦関係を成すことができなかった

ので、皆さんが先生と一つになれるのであっ

ので歴史がこんなに混乱してきたということ

て、この関係がなければ大きい問題が起こる

を考え、その目的に合う一双を立てるという

というのです。

心情的基準から見るとき、祝福で血統を汚す
ようなことがある場合には大変なことになり

この烏合の衆、足りない者たち、みんな何

ます。これは刑罰が問題ではありません。エ

と言うか、人間のいとこみたいな者たちを集

デンの園では未完成期に堕落したのも追い出

めておいて……統一原理の特約とは何ですか。

しましたが、完成の心情的基準で罪を犯した

神様の息子、娘になる特権的な内容を中心と

とすれば言うまでもありません。それは後ろ

してサインしてもらって、真の父母様のサイ

姿も見たくない神様であられます。先生もそ

ンをもらって真の父母を通じて血統転換をし

うです。

たという立場に立って、解放者という名前を
さっともらえば天国にも入ることができると

祝福を受けるとき皆さんは血統転換式をし

いうのです。入るには礼服を着て、入らなけ

たでしょう。その次からは完全に変わらなけ

ればなりません。服を脱いで行くことはでき

ればなりません。真の父母が出てこなかった

ません。天国に入るには礼服を着て入らなけ

ならこのことが可能でしょうか。創世以後ど

ればならないというのです。その礼服とは何

れほど大変な道を歩んできたでしょうか。真

ですか。統一教会の原理で武装してそのとお

の父母が出てきたことだけでも有り難いです

りに実践した人だというのです。特権はすべ

が、真の父母から祝福を受けたということは

てもらったのです。この世にそうすることの

もっと驚くべきことです。こうして伝統、そ

できるものはありません。

の伝統が何かといえば、血統の伝統です。真
の愛と真の命と真の血統を植えたことが伝統

神様の心情はどこで連結されますか。理論
で連結されるのではありません。血統を通じ

になっているのです。これをいつも考えなけ
ればなりません。
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祝福家庭はどんな意味をもっていますか。

自信がありますか。先生は神様に対して「お

祝福家庭を中心としてみるとき、サタンが祝

父様！」と呼ぶ自信があるでしょうか、ない

福家庭を支配することができないというので

でしょうか。自信があります。

す。先生を完全に信じてどんな国ででも真の
父母様に属しているという信念をもって立っ

復帰途上で僕の僕の時代から僕の時代を経

ているとき、サタンはそれを侵犯できないの

て、養子の時代、直系の時代に上がらなけれ

です。なぜでしょうか。父母様の心情を中心

ばならないのです。それでは完全に僕の僕の

として血統転換した心情圏に連結されている

時代を経て、僕の時代、養子の時代を経て、

からです。ですからここからはサタンが手を

直系時代と因縁を結ぶことができますか。直

つけることができないのです。

系の時代と因縁を結ぶにはただ結ぶことはで
きません。必ず原理によって信仰の基台を経
て、実体基台を経て、メシヤのための基台を

「私は堕落してあなたの血統的すべてのもの

経なければなりません。すなわち、メシヤを

を蹂躙しましたが、あなたがあなたの息子と

迎えなければならないというのです。メシヤ

天国に入るためには血統転換をさせなければ

は神様の真の息子です。養子と真の息子は血

ならないのではありませんか。あなたの血筋

統的な関係が違います。ですから血統転換が

と連結された一つの根……あなたが命の主体

必要だというのです。

ならば、あなたからアダムが命の種を受けた
のです。ですからあなたからアダムが受けた
命の種がエバを中心として連結され、根にな

堕落人間は血統を転換しなければなりませ

ることができる本然の基準を成して、その基

ん。これが根本的な問題です。神様と人間の

準であなたの血族の立場に立たなければなり

関係は父子の関係ですが、このようなすべて

ませんが、そうするには今私の血族の中に立

ものが未知の事実として残っているので、歴

っている彼らの血統を転換させて、根を改造

史が解かれなかったし、今まで神様の摂理を

しなければ天国に入れません。天の国にはア

知らなかったというのです。血統転換も個人

ダムの根の人が入るようになっているのであ

圏、家庭圏、民族圏、国家圏、世界圏と、す

って、天使長の根の人が入ることができます

べてしなければなりません。これはメシヤが

か。入れません！」と言うのです。何のこと

来なければならないのです。メシヤが。父母

か分かりますか。

が出てくることによって父母から血統が出て
くるのです。父母が出てこなければ、血統が

血統転換という怨痛な悲運の運命をもった

転換されないのです。このようなすべての問

堕落の後孫になったことが、息が詰まる悲痛

題に個人が責任を取らなければなりません。

な事実です。これを抜け出すためには力の限

個人がすべてこのようなことをして、越えて

りを尽くして解放された息子の姿、娘の姿と

いかなければなりません。これを知らないの

して現れなければならず、神様に対してため

で、知っているメシヤが来て、代わりにして

らわずに、お父様と言えなければなりません。

あげるのです。
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堕落人間は出発が間違ったというのです。

第三章 蕩減と復帰の公式
一

ですから再び戻らなければなりません。戻る

母性復帰から見たリベカ、タマル、マ

には戻りますが、どこに行くのですか。原点

リヤの役事

に帰らなければなりません。偽りの父母で始

一) エバの堕落とリベカ、タマルの欺きの役事

めたので、戻って真の父母で再び始めなけれ
ばなりません。ですからどれほど深刻でしょ

堕落は母の胎内から始まりました。それゆ

うか。私が神様の愛と神様の命と神様の血統

え復帰も母の胎内からなされなければなりま

を再び受け継がなければなりません。それで

せん。そこが悪の根源地となり、出発点にな

皆さんが祝福を受けるとき、血統転換式をし

ったので、復帰においてもその原点に戻らな

たのです。それを私の命よりもっと信じなけ

ければならないのです。それで神様は二人の

ればなりません。統一教会の一つの儀式だと、

兄弟を立てて、長子権を復帰する摂理を行う

ただ一般の宗教儀式のように考えてはいけな

ことになったのです。すなわち、カインはア

いのです。これは死んだ人を回生させる注射

ベルの位置に下がらなければならず、アベル

の薬と同じです。解毒注射です。解毒注射。

はカインの位置、すなわち長子の位置に上が
らなければならなかったのです。しかしカイ
ンはアベルを殺してしまいました。この行為

聖書の歴史を見れば、ヤコブはお母さんと

は、アダムとエバの時の堕落行為の反復でし

一つになりお父さんをだまして祝福を受けた

た。すなわち復帰された立場はおろか、再び

し、タマルの役事を中心としてもこのように

天使がアダムを主管した立場に立ってしまっ

背倫の行為をしたのに、ユダの支派を通じて

たのです。

イエス様が来るということばは何を意味しま
すか。血統転換という問題があるからです。

考えてみてください。エバが堕落するとき

血統を清めなければなりません。ここにキリ

誰をだましましたか。神様をだましました。

スト教だけが血統を重要視して、血統浄化を

神様に隠れて、神様に相談せずに勝手に神様

主要思想としてきました。他の宗教にはこの

を否定する立場で堕落したのです。次に、ア

ような歴史がないので、ここについていくべ

ダムは自分の夫であると同時に神様の息子で

きだという結論が出てくるのです。ですから

す。父子を否定する立場で堕落したがゆえに、

血統転換ということを中心として見るとき、

アダムを失いました。このようになったのを

文総裁はキリスト教を抜くことができなかっ

蕩減復帰するために神様はリベカを立て、神

たのです。それで選民思想を受け継いだキリ

様の代わりに父イサク、アダムの代わりに息

スト教を抜くことができなかったのです。す

子エサウ、この二人が分からないように祝福

べての宗教が同一だと言ったならどうして私

を奪ってくるのです。言い換えれば、逆にな

が迫害を受けるでしょうか。何のことか分か

ったものを取り替えるために、リベカはヤコ

りますか。骨子の思想がこのようになってい

ブを通して、失った祝福の長子の嗣業を奪っ

るからです。はっきり知らなければなりません。

てくることのできる条件をもつようになった
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のです。条件です、条件。その実体を得たの

マタイによる福音書第一章に四大遊女が出
てきます。そこにバテシバが出てくるでしょ

ではなく、条件を得たのです。

う。タマルが出てくるでしょう。その次に遊
天使がエバを誘惑しましたが、今度は逆に、

女ラハブが出てくるでしょう。次にはルツが

エバが誘惑するのです。そのようなことを蕩

出てくるでしょう。四大淫女が出てきます。

減復帰しなければなりません。ですからタマ

彼女たちはみな淫女です。夫がいるのに他の

ルは舅 と関係を結ぶことになったのです。

男と関係をもったのですから淫女ではありま

関係を結ぶ時の約束で、やぎの子をやるとい

せんか。聖書を一度読んでごらんなさい。よ

うのを、印と紐と杖の三つのしるしとなるも

く読んでみなさいというのです。それゆえイ

のをくれと言って受け取り、保管しました。

エス様は正妻を通して生まれることができな

「私のはらんだ子の父親が誰かということを

いのです。めかけを通して出てきたのです。

確認させるためには、たとえ死ぬとしても、
それを残して死ななければ」という覚悟で、
タマルは証拠物を受け取って保管したのです。

聖書は聖なる経典であるのに、許されない
ような内容がたくさんあります。そうではな
いですか。ヤコブがリベカと一つになって、

マリヤも、エバとほとんど同じではありま

兄エサウと父を欺いて祝福を受けるというよ

せんか。自分の夫であり、兄であるアダムと

うなことがどうして起きたのでしょうか。ま

父である神様、神様と兄と夫をエバが欺いた

たタマルが舅と関係を結んで生まれたペレヅ

ように、タマルもそのようにしたのです。自

とゼラを中心として、ユダの支派が祝福を受

分の未来の夫となる人、そして舅、夫と兄と

けるようになったのはなぜかという問題、人

すべての兄弟を欺いたその内容は、すべてエ

類の道徳観では解決できないこのような問題

バの行為と一致する蕩減の内容となるのです。

があるのはなぜかということです。

それがタマル自体を中心として、マリヤを中

マタイによる福音書第一章には四大淫女が出

心として相似しているのです。

てきます。タマルとバテシバとラハブとルツ
が出てきます。マタイによる福音書は創世記

エバが三人の男性を欺いたように、いつも

に匹敵するものですが、歴史時代において最

三人の男性を欺くのです。リベカが三人の男

初のページにこのような女性たちを中心とし

性を欺いたでしょう。神様、自分の夫、自分

て清くない汚点をもつ女性たちがこのように

の息子を欺きました。またタマルも三人の男

出てくるのはなぜかということです。このよ

性を欺きました。舅と一番目の息子、二番目

うな問題は、すべて堕落原理を知らずしては

の息子を欺きました。またマリヤは誰を欺き

解決する道がありません。謎として残ってい

ましたか。マリヤも神様、そして自分の父母、

るのです。ところが文総裁の時代になって初

自分の夫。同じです。エバが父を欺き、兄を

めてそれをすべて明らかにしたのです。

欺き、夫を欺きました。アダムが兄であると
二) タマルを中心とした腹中根本復帰

同時に夫です。同じなのです。
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考えてみてください。カインとアベルが、

離すことはありませんでした。それはどうい

エサウとヤコブが生まれてすり替えようとし

うことですか。ももの骨を打たれなければな

ました。そこにはいつも母子協助が必要なの

りません。ももの骨を誤って用いたことが淫

です。エバがアベルを擁護したのです。次に

乱ではありませんか。それゆえ、我々統一教

エサウとヤコブ時代には、リベカがヤコブの

会では結婚をしたあとで蕩減棒儀式をするの

側になり、うそをついて助けたのです。とこ

です。蕩減棒儀式とは何でしょうか。どこを

ろが、神様が祝福をしてくださったのはなぜ

打つことですか。腰を打つことです。この腰

かという問題については誰も知らないのです。

を誤って用いたのではありませんか。この聡

そしてヤコブの時に双子として生まれてすり

明な文総裁がどうしてそんなことをするので

代わったのです。それでも駄目だったので、

しょうか。しかし仕方がないのです。

ぺレヅとゼラを中心としてタマルの腹中から
出るときに争って、すり代わって次子が長子

昔、天使長がエバを誘惑したのとは反対に

を押し退けて出てくるということが起こった

女性が舅を誘惑して、天命を賭けてアブラハ

のです。これはすべて、本然の父母の血統的

ムの理想を相続するために、自分の身は肥し

基準に接近するための運動であったという事

となり、今にも石に打たれ死んだとしても…

実を知らなければなりません。

…その当時ユダヤの法は寡婦が子をはらむと
石に打たれて死ぬというものでしたが、それ

神様はリベカに「二つの国民があなたの胎

を覚悟の上でした。どういうことか分かりま

中にあり、二つの国民があなたから分れるで

すか。「ユダヤの血統を残すことが私の願い

あろう」（創世記二五・二三）と言われたの

であり、そのためにはこうするしかない。殺

です。二つの国に分かれるということです。

すなら殺しなさい」という志を立てて、死を

一つの国は天の国であり、もう一つの国はサ

覚悟して進んでいったのです。祭物的死を覚

タンの国です。ここから争って血統復帰をし

悟して決断して勇み立ったタマルのこの役事

ようとしたので三代を要したのです。腹中で

は、驚くべき女性の役事となったのです。

争ってひっくり返して、腹中から血統を継承
したという基準を立てなければならないので

イエス様の先祖が、そこから生まれたので

す。ヤコブが三代目にして外的に勝利しまし

す。これは驚くべき事件なのです。これを考

たが、内的な勝利の基盤はタマルの腹中から

えると堕落論を否定することはできません。

生まれたぺレヅから成されたのです。これが

なぜ神様がこのような摂理をしなければなら

復帰の原則です。

ないのでしょうか。人類は腹中から汚れたの
で、腹中からすり替える転換点を立てなけれ

タマルの役事を中心として考えると、タマ
ルは天の天道を引き継ぐために自分の生命を

ばならないので、タマルがそのような悲運の
運命の中に立ったのです。

懸けたのです。文総裁と同じように生命を懸
けたのです。そしてヤコブは天使と命懸けで

さあ、歴史始まって以来、初めて兄と弟が

戦いました。ももの骨が折れても一晩中手を

腹中ですり代わるということが起こったので
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す。ユダの時になってタマルという不法的な

ですが、二男も死に、三男は幼なすぎました。

行動をした女性によって、初めて歴史が正さ

それでタマルは神様の復帰してきた血統を継

れたという事実を私たちは知りました。この

承することが何よりも重要であり必要なこと

ようなタマルの勝利の伝統を受け継ぎ、信じ

だと思い、舅ユダによって子を妊娠するとい

て進む人にはサタンが侵犯することができな

う最後の手段を使わざるを得なかったのです。

いという起源が、ここから始まるのです。タ

その時、彼女は誇りも捨て、生命までも投げ

マルのような心情的歴史的伝統を受け継いで、

出す覚悟をしました。彼女は遊女の衣をまと

ユダの支派の伝統を受け継いで信じて進む人

い、舅が通る道端に座って、農場に行くユダ

には、サタンが侵犯することができないので

を誘惑して関係を結んだのです。

す。すり替えられたことを中心として、伝統
が受け継がれてきたのです。
タマルは舅と血縁関係を結ぶために生命を
タマルという女性は神様の血統、すなわち

投げ出しました。今すぐにでも石に打たれて

祝福というものを重要視した人物です。血統

死ぬかもしれないし、二つの家門がすべて打

を受け継ぐためには、どんな冒険でもすると

ち殺されるかもしれないというものでした。

いう歴史的な代表の女性です。これはどんな

タマルはそのような状況の中でも、自分の体

位置と同じかというと、エバの位置と同じで

面と威信を捨てたのです。自分の夫が死んで、

す。エバは人類の母として神様の直系の伝統

夫の弟を迎えたのですがその弟も死にました。

的継代を受け継ぐべきであったにもかかわら

ところが三男は幼くて、彼によっては天の祝

ず、これをないがしろにして破綻させたので

福を受けた血統の代を受け継ぐことはできま

す。それを復帰するためには、エバの上を行

せんでした。そのような立場でタマルは、自

く女性が出てこなければならないのです。死

分の威信と体面を捨てて生命を犠牲にしてで

んで滅びることをものともせずに、ひたすら

も天の祝福を受けた代を残さなければならな

神様の祝福を受ける血統の代を残すことを、

いと誓ったのです。タマルのその心、それが

自分の生命よりも価値あるものと考える女性

貴いのです。

が出てこなければならないのです。そのよう
な女性がタマルです。
エサウとヤコブのときを考えてみると、リ
ユダはタマルの舅でしたが、父の立場にあ

ベカの腹中から闘ったのですが、先に生まれ

りました。父と娘が一つとなることによって

たエサウはサタン側です。ヤコブは生まれて

彼女は妊娠しました。結局タマルは舅によっ

から長子の嗣業を奪ったのです。ところがペ

て息子を妊娠したのです。創世記第三十八章

レヅとゼラはタマルの腹中で闘い、ペレヅが

を見ると、ユダには三人の息子があり、タマ

長子の嗣業を奪い返したのです。母の腹中は

ルはその長男の妻でした。彼女の夫は死に、

息子、娘の生まれる根本ですが、その根本か

このような場合、ユダヤ民族の慣習ではその

らすり替えられたのです。生まれてから替え

二男によって息子を生まなければならないの

たのではなく、腹中から替えられたのです。
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腹中ですり替えられて先に生まれた息子に

のです。これはのちに、再臨の主の時に、共

向かって、サタンは「お前は私の息子だ」と

産主義世界から全権を代表した独裁者が先に

いうことはできないのです。腹中ですり替え

現れることを意味するものです。それで第二

られずに先に生まれたならばサタン側ですが、

次大戦時代はヒトラーのような独裁者が現れ、

腹中ですり替えられて先に生まれたならば天

ソ連にはスターリンのような人物が現れたの

の側なのです。タマルの腹中で闘ってペレヅ

です。スターリンは一九五三年に死にました。

がゼラを押し退けて生まれたので長子の嗣業

その時から中国とソ連が分かれたのです。先

を奪ったのです。ですから生まれつき長子な

生が獄中から解放されて出てから三年目に死ん

のです。ペレヅは必然的に次子となるべきであ

だのです。歴史はすべて偶然ではありません。

るにもかかわらず、長子の立場で生まれたので、

三) イエスの路程におけるマリヤの使命

善が先に生まれたということができます。

天の祝福が貴いものであるがゆえ、天の選

タマルは複数の男性を経て息子を生んだの

民思想を残すことは重要なことです。それゆ

で、駄目なのです。ですから養子です。それ

えその血統を受け継がなければならないので

ゆえ、タマルのそのような志操を受け継いで、

すが、自分の夫は死に、夫の兄弟がいないと

処女の身で精誠を尽くして神様の前に召命を

いうのです。ユダヤの風習では兄が死ねば弟

受けることのできる女性がいなければなりま

が兄嫁をめとらなければならないのですが、

せん。そのような処女がいなければなりませ

弟は死んでいないのです。それで血統を受け

ん。その処女がマリヤなのです。

継ぐために、仕方なく遊女の衣をまとって舅
を欺いて子をはらんだのです。どういうこと

マリヤはその時代において、自分の生命を

か分かりますか。サタンの世界に行って奪っ

懸けて神様のみ旨を誰よりも一生懸命追求す

てこなければなりません。それゆえ舅は夫の

る女性でした。あたかもタマルのような志操

代わりであり、兄の代わりです。そのような

と忠節を尽くし、貴い天の血統を残すために

立場に立てて長子権を……アブラハム、イサ

はいかなる冒険も強行することのできる大胆

ク、ヤコブ、ユダ、四代すべての祝福を受け

な立場に立っていた女性が、すなわちマリヤ

継ぐために、タマルは生命を懸けて断行した

でした。天使ガブリエルが現れて、マリヤに

のです。

遠からず懐妊するであろうと予告したとき、
マリヤは「どうして、そんな事があり得まし

サタンがどこに子の種を蒔いたかというと、

ょうか。わたしにはまだ夫がありませんの

子宮に蒔きました。それゆえ、ペレヅとゼラ

に」（ルカ一・三四）と答えました。天使が

も双子として生まれたのです。一つの腹中に

再び「神には、なんでもできないことはあり

二つの種が蒔かれたのです。ですから双子な

ません」（同一・三七）と言うと、マリヤは

のです。タマルの腹中から生まれる二人の子

「わたしは主のはしためです。お言葉どおり

がペレヅとゼラなのですが、その兄が先に出

この身に成りますように」（同一・三八）と

てこようと手を出したときに赤い糸を結んだ

答えたのでした。
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イエス様はどのようにして生まれたのでし

婚約した段階で堕落したのと同じなので、そ

ょうか。イエス様は血統を清めてこられまし

れを蕩減復帰するためにはリベカの伝統を受

た。兄弟から生まれ、双子時代を経て、エサ

け継ぎ、タマルの伝統を受け継がなければな

ウとヤコブを通して長子権を復帰し、タマル

りません。そうして血統を清めた女性を代表

の腹中でペレヅとゼラの歴史に例を見ない、

した基準において、それを相続することので

熾烈な闘いを通してひっくり返し、順序を変

きる位置に立った人物がマリヤだったのです。

えて、血統転換を子宮でしたのです。先に出
る兄を押し退けて出てきたのでペレヅと名づ
けられました。兄ゼラを押し退けて先に出て

蕩減復帰原則によってこのように欺いたマ

きたということです。タマルの腹中から兄ゼ

リヤは、その時代の法からすれば石に打たれ

ラの手が出てきたとき、産婆が赤い糸を手に

て死ななければなりません。石に打たれて死

結んだのは、今後この世界の継承者が現れる

ななければならないのに、妊娠したイエス様

とき、共産主義が先に現れるということ予示

を殺すわけにはいかないので、天がヨセフに

したのです。これを退けて長子権復帰ができ

「ヨセフよ、心配しないでマリヤを妻として

なければ、世界が統一されないのです。

迎えるがよい。その胎内に宿っているものは
聖霊によるのである」（マタイ一・二〇）と伝

タマルのような立場にあったのが、ヨセフ

え、ヨセフは仕方なくマリヤを迎えたのです。

の婚約者マリヤです。マリヤも母を欺き、父
を欺きました。そして自分の夫ヨセフを欺い
て子を妊娠しました。アダムとエバがそうし

天使長の血を受け継いだので、天使長と同

て堕落したので、蕩減復帰原則がそうなって

じような人物を通してイエス様を懐妊させた

いるのです。婚約時代に天倫に背いたので、

のです。聖霊によって身ごもったですって。

マリヤはタマルの伝統を受け継いで、子宮に

そんなばかげたことはもう終わりにしなさい

神様の伝統的歴史を受け継がなければならな

というのです。蕩減復帰原則がそうなってい

いのです。神様の祝福を受けた血統を尊重す

るのです。神様が特別に愛する天の側で、一

るマリヤは、自分の生死を越えて、自分が死

〇〇パーセント永遠に変わらない天の側の忠

んだとしてもそうしなければならなかったの

臣になることのできる天使長のような人物を

です。ユダヤの法では、処女が妊娠すれば石

立てれば、サタンが天使長の位置から去って

に打たれて殺されることになっていました。

いくのです。ですから、天使長級の天の側の

そうでしょう。女性はみな、生命を捧げる覚

人物を通してイエス様を生んだのです。この

悟をしなければならないのです。

ようにしてイエス様は長子として生まれたの
です。堕落した長子権から新しい血統へと清

ヨセフと婚約をしたマリヤという女性は、

められ、天の側の長子権として生まれたので

エバと全く同じです。アダムとエバが堕落し

す。それゆえイエス様を信じる人が神様を中

たとき、どのような立場にいたかというと、

心として神様の愛に接することになるので、

婚約した立場にいたのです。アダムとエバが

その血統はサタンとは異なるのです。
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ヨセフとマリヤが婚約したのは、アダムと

神様の息子の権威を受け継いでくるのがメシ

エバが婚約段階にいたのと同じ立場です。そ

ヤだというのです。複雑だというのです。そ

れで神様は、婚約した関係にいるマリヤとヨ

れで、初めてこの地上に神様の初愛を受けた

セフの間からマリヤを奪わなければならなか

長男が生まれたのです。

ったのです。神様がマリヤを奪わなければな

イエス様が歴史的な背後のもつれたすべて

らないのは、失ったエバを復帰するためです。

を蕩減することができる過程を経ていくため

それでヨセフは、誰の立場ですか。天使長の

には、母の絶対的な支持が必要でした。ガリ

立場です。ヨセフは元来、アダムの立場に立

ラヤのカナの親戚の婚礼で、イエス様の母が

たなければならないのです。しかし、どうし

ぶどう酒がなくなったと言った時、イエス様

てヨセフが天使長の立場ですか。堕落した後

が「婦人よ、あなたは、わたしと、なんのか

孫なので、種が違うからです。すなわち、根

かわりがありますか」（ヨハネ二・四）と言

が違うというのです。ヨセフは堕落の種をも

ったのは気分が良くて言った言葉でしょうか。

っているというのです。それゆえこれをひっ

「親戚の婚礼で何をばかげたことを言ってい

くり返すには否定しなければなりません。そ

るんだ。母としてすべきこともせずに」とは

れではその種は、どこから出てこなければな

ねつけたのです。それが分かりますか。

りませんか。神様から出てこなければなりま
イエス様は公的に立った人物なので、公的

せん。

なすべての規約を、天法に従って結婚するよ
その子がどんな子かと言えば……。堕落し

うになっているのであって、適当に出会って

た世界において、アダムのような立場の人が

生活する男と女のようなわけにはいかないの

初めて成熟して天の側の天使長の立場に立つ

です。歴史の方向に照準を合わせ、その摂理

ことのできる代表者になって、天の側の天使

の時代に照準を合わせなければなりません。

長の種を受け継いで本然の種以上の立場に上

蕩減復帰のためにはそれが絶対に必要なので

がってこそ神様の直系の子女ができるのです。

す。それが合わないがゆえにイエス様は結婚

ですからイエス様のお父さんは誰ですか。お

できなかったのです。

父さんが違うのです。ヨセフではありません。
天の側の天使長圏ですが、堕落した天使では

万王の王権をもってくるイエス様は、どの

ありません。だからと言って、神様が来て赤

ように来られましたか。血統を転換させ、勝

ちゃんを生んであげたのではありません。サ

利的な伝統を受け継いで来ました。それゆえ、

タンは天使長でしょう。天の側で忠臣になる

マリヤの腹中に妊娠してもサタンは「それは

ことのできる、堕落した天使長以上の天使長

私の息子だ」と言うことができないのです。

格でなければなりません。サタンが讒訴でき

タマルの心情的伝統を受け継いだ歴史的な基

る位置ではありません。サタンが讒訴できな

準の上に、国家的次元でマリヤが懐妊したの

い血統的土台とその種の内容がなければなり

で、エバの過ちを蕩減復帰したのです。それ

ません。堕落は落ちて下がっていきましたが、

と同時に、歴史的願いである女性の行くべき

再び上がることのできる心情圏を受け継いで、

道の前に結実の場に立って血統転換、長子復
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帰完成基準の心情圏の上で懐妊したので、腹

祝福というのは、男性と女性の二人が出会

中からサタンが自分の息子だと主張すること

うことではありません。イエス様はザカリヤ

ができないのです。タマルにおいてペレヅは、

の家庭、ザカリヤの族属、ザカリヤの一族の

生まれてから天の長子として主張することが

者とヨセフの一族の者、二つの家門、カイ

できるのであり、腹中では主張することがで

ン・アベルの関係にある氏族的基盤の上に立

きなかったのです。

たなければなりません。これが、イエス様の
結婚の立場です。ところが、これができずに

イエス様が、仏教の釈迦牟尼、儒教の孔子、

死にました。それゆえ、これを蕩減復帰する

イスラム教のマホメットのような方と違うと

ためのものが祝福です。イエス様とヨセフの

ころは、どこでしょうか。血統を清めて来ら

家庭は、アベルの位置を意味します。そしてザ

れた方は、歴史上イエス様しかありません。

カリヤの家庭は、カインの位置を意味します。

そこが違うのです。釈迦牟尼とイエス様のど
こが違いますか。マホメットとはどこが違い

イエス様と洗礼ヨハネとの関係は、カイン

ますか。イエス様が釈迦牟尼やマホメットと

とアベルのような関係です。イエス様と洗礼

違うところは、血統を清めて来られたという

ヨハネとは兄弟です。明らかにされていませ

ことです。それがメシヤの特権です。そこが

んが兄弟です。洗礼ヨハネは最初の妻から生

違うのです。歴史においてこのような歴史が

まれ、イエスは二番目の妻から生まれました。

繰り広げられることによって、イスラエルの

最初の妻から生まれてはいけません。それゆ

国に初めてイエス様を中心としたキリスト教

え終末には淫乱が蔓延するのです。女性が身

の出発がなされたのです。こうして真の父の

を売るという風潮が広がるのです。女性を解

立場に立つのです。

放しなければなりません。最初の夫ではなら
ないのです。終末には放蕩な女、淫女、通り

イエス様は万民に対して、このように宣布

の女を通して偉大な人物が生まれるのです。

しました。「誰よりもわたしを愛しなさい」。

どういう意味か分かりますか。めかけは堕落

誰よりもというのは、堕落した世の中を意味

した世界から愛を奪ってくるのです。ですか

するものです。堕落した世の圏内は、堕落し

ら今日、本妻であれ何であれ、めかけが逆に

た愛の基準のもとにあるということです。そ

勢力をもつような時代になってきているので

の基準を越えなければなりません。ですから

す。なぜそうなのでしょうか。最初のものは

集約すれば、過程を中心とした自分の母、父

カイン側の愛であり、二番目のものは天の側

よりも神様を愛するべきであり、本然の父母

の愛であるので、二番目のものを通して役事

であるメシヤのために生きるべきであり、自

するのです。それゆえヨセフといった人物も

分の妻や夫よりもイエス様を愛するべきなの

イエス様も、二番目です。分かりましたか。

です。それはどういうことでしょうか。蕩減
復帰原則において、サタン側の愛を凌駕する

二

ことのできる愛が、初めて出発することので
きる基準を立てて宣布したということです。
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私が四十年前に、四十年後にはこれこれこ

の歴史を四十年で蕩減復帰できなければ流れ

ういう時が来ると言いました。その時は本当

てしまうのです。すべて壊れてしまうのです。

に小さな存在でした。服がなくて、二重のパ

四千年の歴史を四十年に圧縮して、すべてを

ジ（注：ズボン）も大切に表地と裏地を別々

蕩減しなければなりません。全世界が反対す

に青く染めてはき、上着がないので米軍の青

るのです。一つの国も例外があってはなりま

い作業服を着て、靴は運動靴、その運動靴も

せん。それはユダヤ教から、キリスト教から、

日本人がくれたものでした。そのように三カ

アメリカから、共産党まで、すべてが先生に

国の服を着て歩いたのです。そんな身なりで

反対したのです。

歩きながらも「これはみな蕩減復帰のためだ。
蕩減復帰するためにアメリカのぼろ、韓国の

イスラエルの路程は蕩減復帰路程です。モ

ぼろ、日本のぼろを私が着て歩くのだ」と言

ーセに従っていけばいいのです。しかしモー

ったものです。それはどれほど素晴らしいこ

セは六十万の生死の圏に責任を取って天と地

とでしょうか。

を抱いて倒れたのです。モーセがシナイ山で
四十昼夜を徹夜断食しながら石板を受けよう

私たちの教会は蕩減復帰の道を歩んできま

としたことは、どれほど悲痛な事実でしょう

した。蕩減復帰をするために事情の多い道を

か。モーセが安楽な立場にあったでしょうか。

経て、先生は今までこれくらい基盤を築いて

あなた方は何ですか。今までやくざのような

きました。滅びることなく、サタンの鼻にか

格好をして。大家に来て暮らしながらも、そ

かって釣られることなく残りました。この基

の大家の歴史も知らず、何をするのかも知ら

盤は誰のために築いたものでしょうか。自分

ずに、何も知らずに目を気にして飯を食い、

のために築いたのではなく、人類のために築

人目ばかり気にしてきたのです。みな恥ずか

いたものです。これを統一教会のものとして

しい事実を知らなければなりません。

残してはいけません。人類のためのものです。
統一教会は今後なくならなければなりません。

荒っぽい人を見ると、足も大きく手も大き

一つの主権の中に入っていかなけなりません。

いのですが、先生の手足を見ると、苦労をし

それがすべての宗教が望むところです。

ないお方だというのです。このように貴い体
をもって生まれた方が苦労をしてはならない

イスラエル勝利圏の出発者ヤコブからキリ

というのです。自分で考えても、苦労をして

スト教文化圏まで、四千年基盤を築いてきた

はならないお方が苦労をしたという事実がお

ものが失敗したのを、レバレンド・ムーン一

かしいのです。それは蕩減復帰を知らないか

代の四十年間で、どんな辱めを受けても、こ

らです。

れを元に戻し蕩減復帰しなければなりません。
皆さんは偽物です。偽物、偽物なのです。

それが四十年荒野路程でした。

本物になることが易しいと思いますか。溶鉱
イスラエルの歴史は、ヤコブからイエス様

炉に何百回も出たり入ったりしなければなら

を経て今まで四千年の歴史です。この四千年

ないということを知らなければなりません。
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蕩減復帰、心情圏の復帰のために自分の息子、

責任分担を完遂できなかった私たちの先祖

娘を刑場に送る父親となるとき、涙なしには

の罪により、サタンの愛の領域が天国の門前

できないのです。アブラハムもそうでした。

の境界線まで連結し、死亡の深い淵が生じた

天理の大道を切り開き、神様のために、神様

のです。それで先生は、世界から反対を受け

を愛の圏の中に解放するためには、このまま

ながら国家基準を越えて蕩減復帰路程を行く

座っていてはならないのです。今日このよう

のです。こうしてアメリカが民主主義世界の

な位置を備えたのも、偶然にそうなったので

キリスト教文化圏を中心として本来の水平線、

はありません。血の涙の出るような、血の涙

直接主管圏と完全に一つとなった位置で、世

が凝り固まってたまるような、そのような過

界的蕩減条件を立てた基台の上でカイン・ア

程を経て統一教会の基盤が築かれたのです。

ベルが蕩減復帰してきたのです。

その基盤を知れば涙なしに座ることはできず、
痛悔の念なしには座ることができないという

蕩減復帰の道は厳粛なものです。間違いな
く四十年間に失ったものを取り戻してくるの

事実を知らなければなりません。

です。四十年前にキリスト教とアメリカが一
つとなり、韓国を抱いて統一教会を支援した
私は一生の間苦労してきましたが、私は豪

ならば世界復帰は七年以内に終わったことで

華な高い位置で歴史を蕩減していこうという

しょう。今日このような問題を四十年かけて、

のではありません。私が享受することのでき

ヤコブから再臨時代までの四千年の再蕩減歴

る福をあとに残しておいて、皆と苦労を共に

史を四十年間かけて家庭を引っ張って蕩減復

し、先生が高く上がるそのような民族的な尊

帰し、監獄に入ってでもありとあらゆる苦労

敬心も皆さんと同じ立場で、国家の解放とと

をし、これを一つにして清算しなければなら

もに歓喜の一日を望むのが先生の希望だとい

ないという使命、召命を受けたがゆえに、先

うことを知らなければなりません。

生は生命を投げ出してその道のために闘って
きたのです。そのような歴史路程にこの者た
ち、あれこれ考えては勝手に遊んでこのよう

監獄に入る人はみな、監獄に入るときから

になったのです。悔い改めなければなりませ

絶望と落胆の思いをもちますが、ここに立っ

ん。今からそのような人とは、私は会いませ

ているこの人は、監獄生活のあとにやってく

ん。これからは法で治めます。法で。

る結果はどんなものであろうか、ということ
に相当な関心をもちます。皆さんは蕩減復帰

蕩減の道を歩みながら不平を言ったとする

を学んだので分かると思います。この峠を越

ならば、既に消え去っていたことでしょう。

えれば何が起こるか、今受けている苦痛が問

蕩減復帰の道がどのようなものか、私がよく

題ではなく、その苦痛のあとに来る新しい歴

知っているからです。蕩減の道においては、

史的な一つのプレゼントが何であろうかとい

世界的な迫害を受けなければなりません。万

うことを、いつも考えていたことが今も記憶

民が個人的立場から、世界五十億の人間が一

に新しいのです。

対一ですべて反対する立場で、私が敗者にな
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らないためにその反対する五十億の個人、彼

先生がキリスト教とアメリカ、韓国の反対

ら以上のことをすべて成すという度胸をもた

を受けることでどのような立場に立ったかと

なければならないのです。そうでなければで

いうと、国のない一人の人になったのです。

きません。

国がないのです。国がないと同時に民族もな
く、氏族もなく、家庭もない孤児のような立

第二次大戦直後に、世界はすべて長子権復

場に落ちてしまったのです。ここから四十年

帰することができたはずでした。キリスト教

の間に取り戻して、国家的、世界的霊的版図

が統一教会の文先生と一つになっていたなら

基盤の上に立たなければなりませんでした。

ば、今日のような四十年の歴史は生じません

しかし、霊的版図だけではならないのです。

でした。共産主義は既になくなっていたはず

霊的版図基盤をキリスト教文化圏から引き継

です。先生の言うことさえ聞いていたならば、

いで、国家基準の実体文化圏を再び取り戻し、

韓国は分断されることはありませんでした。

その基盤の上に世界の実体キリスト教文化圏

キリスト教を中心として神霊な団体が、すべ

をすべて蕩減復帰しなければならないのです。

て私の言うことを聞いていたならば……とこ
ろがエデンの園を復帰するために準備された

イスラエルの歴史は、ヤコブの時代から始

すべての団体が、この世的な考えをもつこと

まりました。イスラエルという勝利した伝統

によって、洗礼ヨハネのような運命へと流れ

的な歴史を世界的勝利の基盤に、キリスト教

ていってしまったのです。そうして解放以後、

文化圏を通して統一圏がつくられていたのに、

統一教会が反対を受けることによってこれを

これが反対することによって分かれたので、

再び収拾するためにキリスト教の二千年歴史、

四千年を四十年で再び蕩減復帰しなければな

ヤコブからの四千年の歴史を繰り返すという

りません。もしこれを四十年でなすことがで

ことを、四十年間に蕩減復帰してきたのです。

きなければ問題は大きくなります。この四十
年間が歴史上大変遷の時代なのです。ですか
ら、サタンが最も脅威を感じていた第二次大

先生は一人で蕩減復帰するのです。この世

戦の直後に、サタンが全面的に後退するはず

は知らないのです。こうして個人復帰、家庭

だったのですが、すべてがサタン側に立つこ

復帰、このことをしてきたのです。サタン世

とによって天が全面的に後退し、サタンが世

界が蒔いたとおりに実ったのですが、この実

界を全面的に支配し、天の側の統一教会を責

った世界にメシヤが来て、これを再び救わな

め立て始めたのです。

ければ救う道がありません。解放直後、先生
と一つとなりさえしたならば、七年路程を中

僕の僕から始めるこれは、内的蕩減分別路

心として一時に個人カイン、家庭カイン、氏

程なのです。サタン世界のすべての縦的な蕩

族カイン、民族カイン、国家カイン、世界カ

減条件をすべて立てれば、サタンが攻撃しよ

イン、全体カインを蕩減復帰することができ

うとしても攻撃する条件がないのです。です

たのに、信じなかったので四十年延長された

から先生自身が僕の僕から僕に、僕から養子

のです。

に、養子から庶子へと、このように蕩減復帰
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してきたのです。その次は息子復帰、母復帰

私が今死んだならば、私のように神様を愛

をしなければならず、アダム復帰をしなけれ

し、私のように人類を愛する人がこの地にい

ばなりません。男性として最高の位置に上が

るだろうかという懸念が先立ちます。そのよ

り、女性として最高の位置に上がったという

うな意味で私が長生きしなければならないの

条件を立てて初めて父母の位置に上がるので

です。先生は皆さんの中からそのような人が

あり、ただ上がっていくのではありません。

早く出てくればどんなにいいかという目で、

内的蕩減条件、これを確実にしなければなり

皆さんを見つめているということを知らなけ

ません。

ればなりません。神様がこのレバレンド・ム
ーンに祝福してくださるとすれば、神様が私
にそのような人を下さることが一番のプレゼ

復帰のためには、人がどんな干渉をしたと

ントであり、祝福であると考えるのです。今

しても、自分自身の確固とした主体性をもっ

まで不信され苦難を受けてこられた神様を、

て進まなければなりません。人がどんな道を

先生以上に愛し、先生以上に人類を解放する

行こうと、私の行く道は忙しいのです。横か

ために努力するという人がこの時間に現れる

らどんなことを言われても、そこに神経を遣

ならば、きょうは栄光の日なのです。

っている暇はありません。夜寝る時間があり
ません。落ち着いて、楽に座って食事をする

ある霊通人が、文先生が偽物か本物か祈祷

余裕もありません。そのような切迫した心情

していて痛哭したのです。我知らず痛哭する

をもたなければ復帰の道を行くことができま

のです。一日、二日、毎日痛哭するのです。

せん。

どうしてでしょうか。文先生を知るには痛哭
する心情を知らなければなりません。それを
知らずには文先生が分からないのです。誰か

先生は生涯命懸けで闘ってきました。この

が私に向かって一言ったならば、私は千年の

世なら苦痛を避けて通ることができますが、

恨を抱いて痛哭できる事情をもっているとい

これを避けることもできません。腕力や暴力

うことを誰が知っているでしょうか。私が神

をもってできることではありません。原理原

様を知らなかったとすれば、それほど悪口を

則に従ってなさなければ、四方から押し寄せ

言われることはありません。神様をあまりに

る矢を避けることができません。このような

も知っているという罪によって……私だけを

闘いは、神様が天地を創造されることよりも、

信じるしかない神様がどれほどかわいそうな

もっと困難なことではないかと思われます。

ことでしょう。二千年間のもつれた歴史を、

そのようなことをしながらも蕩減を立て、内

二十年間で蕩減復帰しなければならないので

的な基盤を築いてきたということは、皆さん

す。ですから容易でしょうか。容易に言うこ

は夢にも考えることができないことでしょう。

とができるでしょうか。

そのような基盤を礎にして転換点を築いたと
いうことは、天宙的な勝利だということがで
きます。

蕩減原則をもって、歴史時代に神様が悲し
まれたすべての事情と苦痛を解いてさしあげ
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なければならないのです。そうしてこそ、そ

さあ、先生と神様が会うとしたら、笑って

の子が、過ちを犯して神様を苦労させた不孝

会うでしょうか、痛哭して会うでしょうか。

者だということを知り、父母に仕えるにおい

考えてみてください。私が思うには、昏睡状

て不孝をした以上に、孝行の限りを尽くすこ

態に陥ると考えられます。涙を流すとすれば

とのできる真の孝行息子となるのではないか

体面があり、死ぬとすれば体面があるからで

ということです。それゆえ神様に仕えるにお

す。体面がありません。四十年の生涯をやっ

いて自分のすべてを犠牲にして、御苦労され

たとはいえ、誇るものは一つもありません。恥

る父母様の労苦を、歴史時代にどれほど苦労

ずかしいばかりです。そのように思うのです。

されたかを知らなければなりません。一歩一
歩少しずつこのように清算することのできる

統一教会の文先生という人が現れたので幸

時代になったので、神様に侍り、皆さんが今

いです。人間の百五十万年という歴史的な恨

からでも神様の苦労を代わりに背負い、神様

がもつれ、絡み合ったものを元に戻すために、

を解怨成就してさしあげなければなりません。

どれほど苦労したか知れません。限りなく転
がっていくこの歴史的な悲惨な姿を、天の前
に戻すための道を、誰が切り開くかというこ

救世主はいったい何をしに来るのでしょう

とが問題です。統一教会の何年かの歴史の上

か。政治をするために来るお方ではありませ

に数千年の歴史が展開され、数十万年の歴史

ん。今日キリスト教で言うには、主が来れば

が背後でかみ合って動くのです。悲しみの歴

すべて空中に上げられ、自分たちは連なって

史を、統一教会が蕩減の悲運を負って取り戻

引き上げられ、地上の人々はみな……。違い

してきたということを忘れてはなりません。

ます。そうではありません。審判するという
のですが、救世主は審判しに来られるお方で

私がこの地に人間として生まれ、本然の地

はありません。その方は神様の息子、娘であ

上の万物を神様のように愛し、動物を神様の

ると同時に、人類の父母として来られるので

ように愛し、人間を神様のように愛したがゆ

す。人類の父母として父母の心をもって来ら

えに神様の愛の相対になったのです。神様か

れるお方が、病気で死にそうになって呻吟し

ら出発したので神様に帰るのです。神様は皆

ている息子、娘を見て「お前はあの地獄に行

さんが生きている間に、何億万倍も素晴らし

け」と突き放すことができるでしょうか。堕

くなることを願っておられます。それゆえ御

落したこの世の父母でも、自分の子が死んで

自身よりも素晴らしい息子となって帰ってく

いく悲惨な姿を見ればのどを詰まらせ痛哭し

ることを願っておられるという事実なのです。

て、自分の生命を失ったとしても、子を生か
すためならどんなことでもしたいという気持

先生の名前には興味深いものがあります。

ちが先立つのです。それが父母であるのに、

「文」という字をこのように早く書けば父と

本然の父母の心情をもって来られる救世主は

いう字になります。そして「鮮」という字は

いかばかりでしょうか。審判というのは考え

羊と魚を意味します。このように父を中心と

られないのです。そうではありませんか。

して陸地と海を合わせたものなのです。次に
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「明」は日と月です。海を一つにし、陸地を

えることができるのです。「ああしてこうし

一つにする、カインとアベルを一つにする統

て私の言うとおりにしなさい」と。ですから

一的真理を教え、日と月が一つとなる統一的

聖婚式ののち三年間は外に追い出して、三年

真理を教えてくれる方とは誰かというと、神

を経てから先生と一緒に部屋の中に入ったの

様だというのです。神様は知恵の王です。知

です。これはすべて事実です。我々統一教会

恵の王であると同時に、神様は父母なのです。

員はそれが分かりますね。蕩減です、蕩減。個
人蕩減路程、家庭蕩減路程を経てくるのです。

二) 真のお母様を選ぶこと
「父母の日」、「子女の日」、「万物の
キリスト教を通して二千年の間再臨主が来

日」を立てて「神の日」まで……一九六〇年

ることができるようにしたがゆえに、キリス

度から七年路程を経て一九六八年に心情一致

ト教文化圏を中心として、第二次大戦直後に

圏を中心とした「神の日」を定めることがで

キリスト教とアメリカを中心とした勝利的基

きるようになったのです。お母様も長成期完

盤の上に先生が立ったならば、先生が苦労を

成級から完成期完成級まで七年路程が残って

したでしょうか。その当時に先生を受け入れ

いるのです。そうしなければ心情圏が同じに

たならば誰がお母様になっていたでしょうか。

ならないのです。それゆえ先生は一九六〇年

聖進様のお母様が駄目ならば誰がなったでし

に結婚しましたが、七年を経て一九六八年の

ょうか。イギリスの女性です。み旨からして

一月一日に「神の日」を定めたのです。原理

イギリスの女性です。イギリスの王宮が先生

的なのです。七年路程は誰にもみなあるので

と関係を結ぶのです。そこはキリスト教文化

す。祝福家庭も七年路程を行かなければなり

圏ではありませんか。アメリカはイギリスが

ません。例外はありません。七年路程をみな

生んだのです。ですから李博士（注：李承

行かなければなりません。祝福家庭が七年路

晩）がなぜ西洋の女性を妻にしたかというと、

程を行くことができなければ天国には入るこ

そのような象徴的な意味があったのです。そ

とができません。統一教会に家庭楽園級が生

れゆえキリスト教が反対することによって、

じるのです。すべてが理論的なのです。

お母様が福を得たのです。
お母様を迎えたのは解放後十四年ぶりのこ
エバ復帰のために、七数を蕩減復帰しなけ

とでした。一九六〇年度です。なぜ十四年な

ればなりません。お母様を一九六〇年代に立

のでしょうか。人間始祖が長成期完成級で堕

てて一九六八年まで七年路程を経て「神の

落したので二次の七年路程を経るという立場

日」を定めるまで、お母様は迫害の時代に入

で、すなわち第三次七年路程を前にして第二

ったのです。それで統一教会の女性たちはみ

次七年路程の終結時代に堕落したからです。

なお母様を虐待して、あらゆる謀略中傷をす

ですから蕩減復帰原則によって十四年の迫害

る期間なのです。そのことをお母様は知らな

の路程で韓国に着陸して、統一教会という祭

いので、お父様の言葉に絶対服従してこそ越

壇をつくり、既成教会と大韓民国と闘いなが
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らお母様を選んで立てたのです。お母様を立

たる者が「お母様の部屋に入るときは絶対に

てたところから初めて地上に着陸したのです。

後門から入らなければならない。正門から来

お母様は二十歳を過ぎていてはならないの

てはならない、三年間」と言ったのです。そ

です。それはなぜでしょうか。アダムとエバ

れゆえ私が最も恐ろしいのです。見た目には

がティーンエイジャーの時に堕落したからで

ただ……。

す。その時に堕落したのでお母様はそのよう
な年齢でなければならないのです。どんなに

お母様は、エバがアダムを通して造られた

もどかしいことでしょうか。この複雑な統一

ように、何も知らないところから来なければ

教会、統一教会を動かすために、お母様を選

なりません。親戚が多くてはなりません。三

ぶのに大学を出た博士のお嬢さんもぞろぞろ

代がついてくるようではならないのです。縦

いて、目をぎらぎらに燃やして先生の相対に

的な基準において駄目なのです。正常的では

なろうとありとあらゆる工作をしているのを

ならないのです。今のお母様がまさしくその

眺めながら、何も知らないティーンエイジャ

ようなお母様です。そうではないですか。兄

ーの女性を探さなければならない運命も大変

もなければ父親もなく、一人です。母と娘の

なものです。仕方がないのです。蕩減復帰の

二人しかいません。また、そのお母さんは、

原則があるがゆえに勝手にはできないのです。

主に仕えるために精誠を尽くすことにおいて
は韓国の代表です。主が肉身をもって来られ

蕩減復帰の原則を知っているがゆえに、四

るといって、腹中教から従ってきた人々なの

十になるまで槍柄のように年を取らなければ

です。また、知るところによるとお母様は、

ならなかったのです。そして年の多いお嫁さ

そのようなあらゆるエバ的な責任を果たした

んをもらえるわけでもなく、十八歳……十八

韓国の歴史を代表するおばあさんたちから祝

歳を越えてはならないのです。統一教会に大

福を受けていたのです。

学を出た博士、学士がぞろぞろいて、目をむ
いて射て捕らえようとするような女性の群れ

三

八段階蕩減路程と八定式
一) 縦横の八段階の蕩減復帰路程

がおおかみのようにほえている所で、それに
かまわず何も知らないお母様を迎えたのです
から、どれほど大変なことになったことでし

六千年の歴史は個人から家庭、氏族、民族、
国家、世界へと来た歴史なのです。統一教会

ょうか。

は個人、家庭、氏族、民族、国家、世界、天
結婚してからは妻の母（注：洪ハルモニ・

宙、神様の愛復帰まで八段階を経るのです。

大母様）に「三年間は絶対に正面の門から出

祈祷するとき、八段階を中心としてするでし

入りしてはならない。母親だからといって訪

ょう。お父様、個人復帰完成し、家庭復帰完

ねてくるな。エデンの園でエバには母親がい

成しました。それがどういうことかというと、

なかった。正門を通ってはならない」と言っ

個人復帰完成は最も中心にあり、家庭復帰完

たのです。こんなことがあっていいのでしょ

成は氏族の中に、氏族復帰完成は民族の中に、

うか。この世から見れば、妻の母親の前で婿

民族復帰完成は国家の中に、国家復帰完成は
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世界の中に、世界復帰完成は天宙の中に、天

できたすべてのものを取り戻すことはできな

宙復帰完成は神様の愛の中にあるのです。す

いということです。個人的には、神様とアベ

べて神様の愛を中心として天宙的に一つにな

ルが一つとなり私を愛して、個人的な愛の条

れという意味なのです。

件をもって取り戻すことができるのであって、
そうでなければ取り戻すことができないとい

皆さんの体が、サタンの支配から逃れて神

うのです。次に家庭もそうであり、氏族、民

様と一つとなっていますか。自分を完全に否

族、国家、世界もそのような立場にあり、天

定しなければ、サタンに打ち勝つことができ

地もそのような立場にあると主張するのです。

ません。ですから三年半苦労をしなさいとい

それがサタンが私たちの胸ぐらをつかむ、何

うのです。乞食、僕の僕から上がっていかな

というか、首を絞める綱なのです。

ければなりません。縦的に僕の僕から僕、養
子、庶子、直系子女、次には母、父、神、こ

統一教会の原理は一つの原則的な道であり、

のように八段階です。また、個人、家庭、氏

その道を原理の道といって、そのまま入って

族、民族、国家、世界、天宙、神、これも八

いくことはできません。八段階を経ていくべ

段階です。ですから縦的に八段階であり、横

き運命の道なのです。個人、家庭、氏族、民

的に八段階です。それが原理観です。先生の

族、国家、世界、天宙、神まで八段階です。

言葉ではありません。

八数は再出発数です。その次に再出発は出て
こないのです。

二) サタンの活動と八段階の勝利
歴史上数多くの苦難の道がありましたが、
サタンが今まで歴史的に個人、家庭、氏族、

先生の歩んできたこの八段階の苦難の道は、

民族、国家、世界、天宙、神、この八段階を

歴史時代にあった道だという事実を知らなけ

中心としてついて回るものは何でしょうか。

ればなりません。だからといって困難さゆえ

「神様、あなたは原則的な主人であり、神様

に「神様、私はこの立場を耐え忍ぶことがで

の息子、理想的なアダムとエバ、すなわち真

きません」と、涙を流してはならない蕩減の

の父母というのは原則的な息子であり、その

道であったということを知らなければなりま

原則的な父が私を天使長としてつくったがゆ

せん。天国へ行く人は、涙を流しながらその

えに、天使長の私が堕落する前に神様の愛と

道を行ってはならないのです。涙を流すとこ

神様の息子の愛を受けられるというのが原則

ろを喜びをもっていくことのできる基盤がで

だった。そのように愛し尽くさなければ、あ

きていなければ、天国の足場はこの地上世界

なたが原理的な父として原理的な息子を愛す

に残らないという天理原則があるのです。

る立場に立つことができないのではないか」
蕩減復帰は、肯定の条件が少しでも残って

と言うのです。これが問題です。
私が堕落したとしても、あなたが私を愛して

いてはなされません。絶対否定の条件によっ

くれなければ私の所有を、本然のエデンでア

て蕩減条件が立てられるのです。そのように

ダムの愛、神様の愛の圏内で主管することの

絶対否定の基準が個人、家庭、氏族、民族、
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国家、世界、天宙、神に至るまで立てられな

個人、家庭、氏族、民族、国家、世界、天

ければなりません。それで八段階が充足され

宙、神までの八段階を上がっていくには、ど

れば人類歴史の理想郷に連結されます。その

のように行かなければならないのでしょうか。

段階ごとに必ず絶対否定の過程を経なければ、

どこからこの茎を探し出すかというと、横に

神様と通じる理想郷を連結することができま

出て個人勝利をしなければならないのですが、

せん。

心を中心として横に上がり、カインと闘って
勝たなければなりません。このように八段階

「その八段階というのはレバレンド・ムー

をカインと闘い、屈服させて上がっていくの

ンがつくったものだ。私には蕩減は必要な

です。なぜでしょうか。私にはサタンが付い

い」と言うかもしれませんが、とんでもあり

ているからなのです。これを知らなければな

ません。人間の責任分担が事実ならば、人間

りません。

の責任分担によってこのような形態の過程が
あるのです。堕落しなかったならば一度に、

先生はこの世の天地の中でこのような蕩減

二十一年間自動的に越えるはずなのですが、

法を知り、個人から愛の焦点を合わせて家庭

このように壁で遮られているので一つ一つ処

的愛、氏族的愛、民族的愛、国家的愛の焦点

理しなければなりません。一度に処理するこ

を合わせてきました。そのたびにサタンがこ

とができないのです。サタンがいるがゆえに、

れを撃破しようとありとあらゆることをする

一つ一つ処理して代置していくしかないので

のです。それゆえ宗教は迫害の道を行くので

す。堕落したがゆえにサタンが生じ、蕩減条

す。涙と血を流さなければなりません。一番

件が生じたのです。その蕩減条件は人間の責

高いところに上ってはならないのです。日陰

任分担があるがゆえに不可避な過程なのです。

にいなければならないのです。そこが安全地
帯です。サタンは驕慢なので、困難なところ

復帰路程は個人復帰、家庭復帰、氏族復帰、
民族復帰、国家復帰、世界復帰、天宙復帰、

を嫌います。それゆえ最も悲惨なところが安
全地帯なのです。

神様の愛復帰まで、八段階を経なければなら
ないのですが、一度にそうすることはできま

アダムが個人の立場で堕落したのですが、

せん。アダムとエバが堕落しなかったならば

彼は全体の中心なので、復帰は世界を中心と

そのまま完成したはずですが、これが歴史時

してしなければなりません。復帰するときに

代において僕の僕に落ちたがゆえに一度に上

は、一時に復帰することができません。一つ

がることができないのです。それゆえ段階を

一つ復帰していかなければなりません。個人

開拓しながら続けていくこの過程には、過程

の位置を整備し、家庭的な環境と氏族、民族、

ごとに必ず蕩減条件が必要だったのです。蕩

国家、世界、天宙的な環境まで整備をしなけ

減条件を立てることによってサタンが分立さ

ればなりません。すべて八段階を経るのです。

れます。サタンゆえに蕩減条件が必要なので

理想世界を求めていく人間は、必ずやこのよ

あり、サタンがいなければ蕩減条件は必要な

うな問題を解決してこそ愛の主体である神様

いのです。

に出会うことができるのです。どこかがふさ
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がっているならば、その基準以下では通じる

るだけではなく、横的に個人、家庭、氏族、

かもしれませんが、それ以上の世界では通じ

民族、世界まで、すべてを抱かなければなら

ません。それは絶対的な神様と一つとなる道

ないのです。世界五十億人類まで、世界まで

を得ることができないのです。ある段階まで

縦横を中心として蕩減路程をすべて経て上が

行けば、蘇生圏と長成圏の霊界までは霊人の

っていくことによって、サタンが讒訴するこ

協助を受けることができますが、神様と通じ

とのできない解放圏を成就するのです。その

ることは困難なのです。

道は容易でしょうか。

僕の僕から僕へ、養子へ、庶子へ、直系子

今までの人類歴史は八十五万年と言われて

女へ、母へ、父へ、神様まで八段階です。八

います。約八十五万年と見るのです。その期

段階が残っているのです。きちんと分かって

間、宗教運動は未開な時から迫害を受けてき

いなければなりません。統一教会の責任者と

たのです。それでは、このような歴史は誰が

なる前に、その国の僕にならなければなりま

そうさせるのでしょうか。神様です。神様な

せん。そうしなければ解放の道がありません。

のですが、僕の僕から段階的に分かれてくる

僕の僕になり、養子の扱いを受けなければな

のです。それでは僕の僕の中では、僕が主人

りません。庶子の扱いを受けなければなりま

となるのです。主人が僕を使うのではなく、

せん。そして直系子女に……こうして上がっ

僕が主人を使うようになるのです。そうなる

ていくのです。この段階に上がるときは必ず

には、このように天国の僕の主人になるには、

蕩減がなければなりません。サタンと決闘し

サタン世界をすべて合わせた僕の迫害を受け

て神様の公判による勝敗を決定しなければ蕩

て勝利しなければなりません。それゆえに死

減路程を行くことができません。家庭蕩減路

ぬ覚悟をしなければならないのです。それで

程を歩まずに氏族蕩減路程を行くことができ

死のうとする者は生きるという言葉が出てき

ますか。とんでもありません。氏族蕩減路程

たのです。

を歩まずに民族蕩減路程を行くことができ、
民族蕩減路程を歩まずに国家蕩減路程を行く

僕の僕から僕の位置に上がり、次に僕から

ことができ、国家蕩減路程を歩まずに世界蕩

養子の位置へと上がるにも必ず迫害があるの

減路程を行くことができ、世界蕩減路程を歩

です。ここも同じです。七段階まで。神様ま

まずに天宙蕩減路程の道を行くことができる

で八段階です。それではこの迫害を誰が受け

でしょうか。はっきり知っていなければなり

るというのでしょうか。人は変わりますが、

ません。

神様は変わることがありません。ですからこ
の世界の宗教の中には僕の僕の宗教、僕の宗

先生のことを言うと、個人アダムであると

教、養子の宗教、庶子の宗教、息子の宗教、

同時に家庭アダム、氏族アダム、民族アダム、

母の宗教、父の宗教、真の父母の宗教がある

国家、世界、天宙アダムの歴史を結び合わせ

のです。一番最後には父母の宗教が出てくる

てきたのです。僕の僕からずっと縦的に八段

のです。終末には真の父母を中心とした真の

階を上がっていくのです。また八段階を上が

父母の宗教が現れるのです。統一教会という
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言葉ができ、宗教を統一するというのは、真

地球村だけでなく、地球家族を訴えている統

の父母の内容をもった宗教の教理を通さなけ

一教会、地球家族的役事が地上に展開し得る

ればそれが不可能なのです。

時代が来ました。世界全体が、昼と夜に二分
されていた世界が、今は一日生活圏内に入り、
すべてのものが瞬間的に世界と通じることの

三) 八定式

できる時代になりました。
縦的な蕩減と横的な蕩減、八段階の蕩減が
すべて終わったので、去年（一九八九年）八

八定式が終わったので何をすることができ

月三十一日（陰暦八月一日）を中心として八

ると言いましたか。父母権が解怨成就される

定式というものを、西洋社会でも最も高いア

のです。ですからこの時が来るがゆえに、先

ラスカに行って行いました。最も高い所です。

生は父母の立場から皆さんを氏族的メシヤの

そうして九月一日に天父主義を発表しました。

立場に立てて、イエス様の立場の解怨成就、

天父主義です。愛援主義であると同時に父母

アダム家庭の解怨成就をするのです。皆さん

主義です。父母主義とは愛そうということで

の一族を通して、父母の過ちの基盤をすべて

す。愛することは、サタンが反対することが

解消することによって初めて、すべての人が

できません。統一教会が行く道の前にサタン

生まれた故郷が、天国の故郷の地へと転換さ

が反対しなければ、あっと言う間に世界的な

れるのです。

ものへと展開されるのです。
アラスカで先生が、一九八九年八月三十一
八定式とは何か分かりますか。それは何で

日に宣布したのが八定式です。そうすること

すか。縦横です。縦的に上がるには僕の僕か

によって世界人類の前に蕩減が必要のない時

ら上がったのです。横的には個人、家庭、氏

代に越えていくのです。それは何を意味する

族、民族、国家、世界に広げていくのです。

かと言えば、先生が行く所や統一教会の信徒

縦的な基準が立たなければ、横的な円形を描

たちが行く所には迫害時代がなくなったとい

くことはできません。円形がすべて一つの八

うことです。これからは天の国に王国をつく

段階にぴったりと合わなければならないので

るとか、私たちだけで様々なことをやっても、

す。これを一九八九年九月一日にアラスカで

誰も讒訴できません。それで、その基地とし

終えたのです。アラスカは「アラッスムニカ

て定着する式が八定式です。

（分かりましたか）」という意味です。

この八定式を基盤として一九八九年九月一日
に天父主義を宣布しました。八定式が終わる

国家的基準と世界的、天宙的基準を中心と

までは長子復帰時代です。長子復帰時代です。

して八定式を既に宣布することによって、縦

今こそ完全に長子権が復帰されたのです。長

的に天が思いのままに往来することができ、

子権も天の側に復帰されることによって、サ

横的に天が思いのままに地球星のどの表面ま

タンが反対できない世界的頂上圏に上り立つ

でも自由自在に通じることのできる時代が来

のです。これから私たちは強く大胆に押せば

たので、地球村という言葉が生まれました。

アメリカも押され、共産世界も押され、韓国
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も押される時が来ました。日本も押されるの

うとするのに何の問題がありますか。それで

です。ですから強く大胆でありなさいという

観光地コディアックに基地を造っておいて…

のです。

…。考えてみなさい。歴史時代にない関門に
なるのです。

八定式は縦的な蕩減歴史的路程、横的な個
人、家庭、民族、国家、世界蕩減路程、八段

四 長子権勝利と父母権、王権復帰
一) 長子権復帰

階の縦横の路程を経て、定着することで、長
子権復帰がなされ、この地の世界の人間の前
には蕩減の路程が解消されるのです。八定式

本来神様の創造理想から見ると、長子は神

をすることによって、そうなるのです。長子

側から始まるべきであり、もちろん次子も神

権が復帰され、父母様が抱くことによって父

側で始まらなければなりません。ところが堕

母の愛の圏内から長子権復帰のための歴史時

落によって長子権がサタン側になり、次子権

代の戦争史、闘争史がなくなり、愛によって

が神側になりました。これを替えなければな

和合することのできる蕩減の必要ない時に突

りません。ですから聖書に出てくるエサウと

入したのです。そのようにするためには八定

ヤコブの問題を見ると、ヤコブが母の協助を

式をしなければなりません。八定式をするこ

受けて母と一つとなり、エサウにレンズ豆の

とによって、その息子、娘を、長子と次子を

あつものとパンを与えて長子の嗣業を奪う役

もった父母が、このような子供たちを許して

事をしたのです。今まで聖書の役事がなぜそ

くれたので、その次には父母の許し圏の時代

のようになっているのか分からなかったので

が来るのです。

す。統一教会が現れることによって初めてこ
れが確実になったのです。

八定式を宣布したアラスカは有名になりま
す。今回私が帰るときに、北極の中央に教会

堕落圏を越えて長子権も神側の長子権、次

を建てるように言いました。ソ連の共産党が

子権も神側の次子権を成してこそ、堕落しな

反対すれば、私が責任を取るというのです。

かった本然の世界に立つことができるのです。

ちょうど北極の中央に私たち統一教会が世界

これが本来の創造理想です。神様が絶対的で

万民のための祝福の基盤のために一生の間生

あるからには、その理想も絶対的なものとし

きて、死ぬ前には北極の統一教会に来て四十

て残っているので、これを再び取り戻すため

日精誠を尽くして逝かなければならないと言

の歴史過程を経て蕩減復帰し、これを越えな

えば……。考えてみなさい。氷山の世界に理

ければならないのです。

想都市ができるのです。そうすれば何百里の
道、何千里の道もすべて空中から補給して…

長子権復帰。それはどれほど難しいことで

…。そのように一度やってみなさい。それは

しょうか。これゆえにすべてひどい目に遭っ

素晴らしいことです。それは今日の科学の力

たのです。修道者が数えきれないほど犠牲に

をもってすれば何でもありません。今から組

なり、キリスト教がローマ帝国で四百年の間

立式にして……。そこに飛行場を造り、住も

苦労し、サタン世界の版図を越えるために血
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を流したのです。皆さん、ローマに行って、

アベルを立てた目的は何でしょうか。アベ

その洞窟に入ったことがありますか。壇を作

ルの子を救うためではなく、長子権を立てて

って先祖の死体をすべて壇の下に埋め、その

家の伝統を正すためだということを知らなけ

においをかぎながら暮らしました。天がそう

ればなりません。「えへん、私がアベルだ」

するように言ったのでそのようにしたのであ

と言いますが、責任者たちは心得なければな

って、そうでなければ誰がするでしょうか。

りません。「私たちはアベル的位置にいるの

人間的にはできないことです。ですから天が

でこれでいい」というものではありません。

どれほど苦労したかというのです。歴史上の

皆さんを立てたのは、長子権の一族を定める

その功を皆さんは知りません。それを知らな

ためなのです。自分たちが福を受けたいなら

ければなりません。

ば、長子権をつくって、その長子が福を分け
てあげれば受けるのです。その長子権は自分

皆さん、原理でカイン、アベルを考えたと

ではありません。来たるべき主を中心として、

き、カインが貴いでしょうか、アベルが貴い

縦的な天上世界と因縁を結ばなければなりま

でしょうか。どちらが貴いですか。アベルが

せん。横的世界だけではならないのです。原

貴いとみな思っているのですが、それは間違

理で解釈すべきところですが、皆さんはみな

っています。アベルは弟の立場であり、カイ

知っていると見てこのようにお話をするので

ンは長子の立場です。正しく知らなければな

す。統一教会の文先生がこの道を知っている

りません。アベルよりも、次子よりも長子の

がゆえに「ために生きよ」という論理を立て

立場が貴いのです。長子は一人ですが、次子

ないわけにはいかなかったのです。生まれた

はそうではありません。長子が何人もいると

のもために生まれたのです。男性が生まれた

いうことがありますか。長子というのは一人

のも女性のために生まれたということを知ら

しかいないものです。長子がなぜ貴いかとい

なければなりません。「私」というものはな

うと、一人しかいないからです。次子は何人

いのです。

にもなり得るのです。それを知らなければな
りません。

サタン側はカインです。兄です。天側はア
ベルです。この闘いなのです。神様は上の息
子を愛してから下の息子を愛するようになっ

神様が復帰摂理をしてくるにおいて、長子

ているのです。カインである上の息子はサタ

をサタンの側に立ててきたのが恨でした。そ

ン側です。長男がサタン側になったのです。

れゆえ今日歴史は病んでいるのです。どんな

その長男を救うためにアベルを立てたのです。

病気にかかったのですか。愛の病にかかって

アベルを立てて長子権を復帰するのです。長

います。愛の病気で過ちを犯して長子を生ん

子権を復帰するのに力づくで奪うのではなく、

だのです。ですから今までの歴史は、順理的

愛で感動させなければなりません。愛で溶か

な法度の基準を取り戻すために億万年かかった

して復帰しなければなりません。愛したとい

としてもこれを復帰するための蕩減の恨を抱い

う立場に立たなければ、愛することによって

て長子を探し求めてきた歴史だったのです。

彼らが変わらなければ自分の息子、娘を愛す
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ることができません。神様の創造理想から見

るのか、その原因が分からなかったのです。

ると、本来は長子が先に愛されるのであって、

すべての霊界と宗教世界、神秘の世界の背後

次子が先に愛されるようにはなっていないの

でもつれた、サタンと神様のみぞ知る秘密の

です。

内容を暴いたのは、歴史上レバレンド・ムー
ン、先生しかいないのです。これは空論では

自分の妻よりも、自分の子よりもサタン世

ありません。そのように動くのです。そのま

界をより愛したかということが問題です。妻

ま、そのとおりに動くのです。皆さんが伝道

や子のほうをより愛してはいけません。神様

をしてみてください。その人が決心して統一

はアベル圏を愛する前にカインを先に愛さな

教会に行くというならば必ずサタンの役事が

ければなりません。それ以前にアベルを愛し

起こります。間違いありません。公式的なの

てはならないのです。

です。

自分が勝利するには出ていかなければなり

個人、家庭、氏族、民族、国家、世界、天

ません。出ていって長子権を復帰しなければ

宙まで七段階、神様まで行くためには八段階

なりません。長子が弟のような次子を兄とし

を越えなければなりません。八段階の過程的

て侍り、祝福はすべてお前によって受けると

長子復帰の基盤を通して堕落していない本来

いうほどにならなければなりません。そうし

の長子の位置に行かなければならないのです。

て長子が次子の立場に来て、次子が長子の立

アダムとエバは長子であり長女でした。長子、

場に上がらなければなりません。そうして長

長女が原理結果主管圏を通して直接主管圏ま

子が「お前が私の代わりに上がりなさい」と

で、長子権の愛を中心として連結されるので

押し出してくれて初めて長子権氏族から長子

あって、次子的愛をもっては連結されません。

権民族へと進みます。こうして初めて一段階

それゆえこの位置に戻って長子権を復帰して、

ずつ上がっていくのです。長子が代わりに押

一段階、一段階上がっていかなければなりま

してくれてこそ上がっていくのです。そのま

せん。この闘いをするのです。

までは上がっていくことができません。この
ような原理的な内容があるがゆえに、この内

長子を復帰する秘法は何でしょうか。サタ

容をもって長子権復帰基準を完成しなければ

ンが言うには「神様も完全な神様、神様の求

なりません。そうせずしては神様の摂理を成

めるアダムとエバも完全なアダムとエバなの

し遂げることができないというのが歴史の秘

だから、堕落しなければアダムとエバは本然

密です。ですから真の宗教の道を行くために

の天使長である私を愛するのが原理の基準だ。

は家を出なければなりません。国を捨て、家

それゆえ私が堕落して悪い立場にいるとして

を捨てて出家しなければならないという言葉

も、あなた方が善なる正しい立場にいるのな

がここから出たのです。

らば私を愛したという条件を立てなければな
りません。そうしなければ私の前で神様だと

宗教が今日までなぜ受難の道を行き、宗教

いうことはできない」と主張するのです。そ

がなぜ歴史路程で迫害を受けたときに発展す

れが問題なのです。「私があなたと一つにな
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ることのできる秘訣が一つあるとすれば、そ

皆さんが出ていって闘い、サタン世界を愛で

れは何か。あなたが遣わした人が私を愛さな

屈服させたという条件の上に立たなければな

ければなりません。神様と一緒に私を愛する

らないのです。「私は怨讐をみなたたきのめ

立場に立ち、愛したという条件を立てなけれ

したのではなく、怨讐を愛で屈服させて長子

ば、私が占めている長子の権利と嗣業を取り

権を回復した」と言わなければならないのです。

戻すことはできない」とブレーキをかけるの
です。ですからイエス様が怨讐を愛せよと言
ったのです。

神様は怨讐をたたき殺すのではなく、怨讐
を愛したという条件と、怨讐であるサタンを、
アダムに代わる立場に立つ人として愛したと

怨讐を愛するということは怨讐個人だけを

いう条件を立てなければなりません。迫害を

愛しなさいということではありません。怨讐

受けながら涙と血の汗にすべて打ち勝って、

の家庭、怨讐の氏族、怨讐の民族、怨讐の国

耐えに耐えて自然屈服させて、神様の愛を抱

家、怨讐の世界を愛さなければ世界の長子権

いて戻ってきて初めて祝福を受けることがで

を取り戻すことはできないのです。それが神

きるのです。そこでサタンは放してくれるの

様が復帰摂理する歴史的路程だということを

です。「あなたはこれから天国へ行くことの

よく知っているサタンは、そのように主張し

できる子女となれる」という公認を受けなけ

てきているという事実を知らなければなりま

ればなりません。誰がサインしなければなら

せん。

ないかというと、サタンがしなければならな
いのです。サタンがしたあとで皆さんがサイ

長子権復帰をするためには必ず、サタンが

ンし、皆さんがサインしたものを真の御父母

迫害し生命を奪おうとする一線に出て闘って、

様がサインしなければなりません。真の御父

愛で屈服させて、私たちのもっているすべて

母様のサインを通してこそ神様の前を通過で

を教えてやらなければなりません。そうして

きるのです。それが天国です。

彼らが私たちの伝統が良いということを知っ
て、自然に心に感動を覚え、涙で悔い改めて、
生命を捧げてあなたのために祭物となります

世界的にサタンを愛したという条件さえ立

と宣誓しなければ、カイン世界の祝福権を取

てれば、私に従う人はすべてサタンが連れて

り戻してくる道はないという事実をはっきり

いくことはできないのです。それではどうな

と知らなければなりません。

るのでしょうか。カインとアベルが入れ代わ
るのです。皆さん、アベル圏は今までは追わ

愛をもたずにサタンを屈服させることはで

れる立場にありましたが、これからは天国の

きません。それゆえ、天国に行くことのでき

長子権をもって立つのです。そここでは、サ

る家庭となるためには、神様も堕落した天使

タンの天下は崩れていくしかないのです。後

長を愛したという立場に立たなければならず、

退の一路ばかりで、ここに対峙するものはあ

神様の息子、娘の家庭も、サタンを愛したと

りません。対峙しようものなら、たたきのめ

いう条件を立てなければなりません。そして

されてしまうのです。それが原理観です。
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蕩減路程において、世界長子権復帰の基準

ですから皆さんは神様と真の父母を見せてや

を成就することによって初めてこの地上に原

らなければなりません。皆さんが神様と真の

理結果主管圏と直接主管圏が真の御父母様の

父母を見せてやる証の実体になりさえすれば、

名で連結されるのです。この連結された基準、

すべて解放されるようになるのです。ですか

一致した線上にはサタンは存在することがで

らその人にすがり、真の父母にすがるのです。

きなくなるのです。

その人にすがるということは神様にすがると
いうことです。本心を知っているのでとっさ
にそうするのです。今日私がなぜこのような

二) 父母圏復帰

話をするのかというと、この日がそのような
それでは、蕩減復帰や父母権復帰、長子権
復帰、王権復帰といったものがなぜ必要なの

転換期を乗り越える一つの宣布の日なので、
お話ししているのです。

でしょうか。サタンの愛とサタンの血統が問
題なのです。もともと神様から出発すべきで

このように大変なことなので、歴史時代に

あったのに、悪魔から出発したのです。その

おいて苦労しながら今まで延長してきたので

悪魔は愛というとてつもないものを中心とし

す。能力のある神様が、なぜこのように苦労

て出発しました。愛ゆえに宇宙ができました。

をしてきたのでしょうか。教えてあげられる

創造は、すべての創造の起源になる愛を中心

ものならばもう既に教えたことでしょう。ア

としてなされたのです。その根本をサタンが

ダムが知らなかったので、アダムが責任を取

ひっくり返したのです。ですからひっくり返

って取り戻さなければならないのです。天地

った根本を元に戻さなければならないのです。

を分けて探さなければならないのです。その
ためにどれほど涙を流したことでしょう。涙

本来神様の創造理想とは何でしょうか。真
の父母の名を通して天の王国と地上王国を築

を流して追い出されたので、復帰路程でどれ
ほど涙を流したかというのです。

くことです。真の父母の名をもってせずして

そのような点で、文総裁は涙をたくさん流

は天上天国と地上天国ができません。今日キ

した大王です。歴史を代表して真理の道を探

リスト教徒に「イエスが神様の愛する長子で

し求めて涙を流し、血肉を裂きながら受難の

あり息子であるのに、どうして天国に行かず

路程に打ち勝ってきた代表だということを知

に楽園にいるのか」と聞くと答えることがで

らなければなりません。そのような驚くべき

きないのです。天上天国と地上天国は、真の

父母に仕えているという事実を知らなければ

父母の完成と愛の基盤を通してのみ築かれる

なりません。これが最後の峠です。それゆえ

のです。霊界に行って王国を統一することが

父母権復帰基準とともに、次子権を一つつく

真の父母の使命であり、他の誰かの使命では

らなければならないのではないでしょうか。

ありません。

先生は先生を中心として長子権、父母権を立
てました。王権まですべて備えたので、一つ

神様と真の父母のことさえ確実に分かれば
すべて解放されるのです。生き返るのです。

となれば、お母さんと次子の間に母子協助基
盤さえ成せば終わりです。
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長子権復帰、父母権復帰、王権復帰の代行

るのです。それが兄弟主義ですが、兄弟主義

者だけが一族だという心をもたなければなり

は互いにけんかするのです。お前のもの、俺

ません。そうすれば先生がいなくても自然と

のものと言いながら争奪が起こるのです。民

天下統一されます。二万四千双以上を祝福し

主主義は争う概念ではありませんか。与党と

ました。二十四数。三×八＝二十四、蘇生、

野党が争い……。その内容は何ですか。王権

長成、完成の三時代を中心として八数を取り

を互いにもとうとするのです。大統領とは何

戻して立てました。それゆえ世界氏族的メシ

ですか。王権ではありませんか。これが行っ

ヤ権を完全に設定したのです。今は私がいな

たり来たりして、みな搾取するので、うまく

くても、すべてこのみ旨を中心としてその国

いかないのであって、絶対的な王が出てくれ

を救おうと夜も昼も動けば、世界は一つ所に

ば問題がないのです。絶対的な平和な世界が

集まることでしょう。また世界的なあらゆる

来るのです。

学者組織、政治組織、あらゆる文化背景組織、
レバレンド・ムーン以上に思想的な内容をも

民主主義の政治体制は闘争の体制です。で

った文化的基盤は歴史上ありませんでした。

すから私たちが父母の立場に上がらなければ

どれを見ても、今やすべて終わったのです。

なりません。そうしてこそ争いをやめさせる
ことができるのです。兄弟たちがみな父母を
中心として一つになるのです。そのように一

三) 王権復帰

つになるところから平和の世界が展開される
本来アダムが完成すれば天国の父が完成し、

のです。他の方法はありません。まず真の父

エバが完成すれば天国の母が完成し、そして

母を探し出し、そこから真の子女、真の国家、

家庭の主人になれば、家庭的天の王権が生じ

真の平和を含んだすべてのものを探し出すこ

るのです。したがってアダムとエバは個人的

とができるのです。それ以外に他の方法はあ

王であり、家庭的王であり、氏族的王であり、

りません。

民族的王であり、国家的王であり、世界的王
になるのです。今やこのような国家基準を越

神主義は真の父母を中心とした思想です。

えることのできる時になったので、サタン世

神主義は垂直圏に属していますが、その垂直

界の王権を踏んで、天の世界の王権を定める

圏とバランスをとって、世界の兄弟全部を合

ことができるのです。その日が一九九〇年三

わせて球体理想として現れるのです。愛の球

月二十七日だということです。これによって

体です。その球体はどこからも垂直と通じる

世界は今やレバレンド・ムーンが風を起こす

のです。その表面は理想圏になるのです。で

とおりに回るようになっているのです。

すからこの世は、表面圏は不平を言うことが
できません。サッカーボールが転がっていっ

では、天父主義とは何ですか。第一に兄弟

て止まるとき、どの面からも垂直と通じる平

権復帰、第二に父母権復帰、第三に王権復帰

等な面をもっているので、価値観によって平

です。民主世界には王という概念がないでし

等の世界、均衡の世界に到達するのです。は

ょう。民主世界は兄弟主義です。平面的に見

っきり知らなければなりません。
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天父主義、神主義を中心として統一するの

様が万国の父母の心をもっているように、国

です。真の父母は家庭の王です。家庭は様々

に対し、世界に対することのできる父母の心

な他の家庭と合わさって自動的に氏族になり

をもっているように、私が国に対し、世界に

ます。そうすると氏族の王が出てきます。ま

対することのできる父母の心をもったならば、

た氏族は他の氏族と合わさって民族になり、

その家庭から王の子孫が生まれるのです。こ

民族の王が出てくるのです。国家、世界、天

の王の子孫を連結することによって、王権が

宙も同じです。このように王たちが連結され

回復するのです。それで男性も女性もその道

て神様までつながるのです。ですから神様は

を行くのです。皆さんもそうですね。それは

王の王になるのです。

愛し、「ため」に生きる道を通していつでも
占領することができるのということです。

天の国に王宮がありません。地上にも王宮
がありません。神様の愛を中心とした王宮が

王権を復帰するには、東西南北四方に引っ

ないのです。兄弟権を中心として今まで天の

掛かるものがあってはなりません。皆さんの

国の父母権に代わってこの地上に現れて、王

家に王が来るとすれば、二十四時間三百六十

権を立ててすべてを搾取しました。兄弟権王

五日、いつでも迎えることができなければな

権時代にはなりましたが、本当の縦的父母権

りません。三尋もある竿を振り回しても、三

王権時代が地上に一度も現れたことはありま

六〇度どこにも引っ掛かるものがあってはなり

せん。

ません。いつも歓迎できなければなりません。
そのようなことを知らなければなりません。

アメリカのＣＩＡが聞いているところで私
が堂々と「統一国開天日」を宣言し「神様を

もし国家の責任者が原理を知った場合は、

中心とした王権復帰をしなければならない」、

どうなるでしょうか。国を収拾するのは時間

「民主世界の兄弟主義時代よりも、父母主義

の問題です。ですから王権復帰という時代に

の方が優れている」と宣言したのです。民主

なるのです。今後は国民がみな信じる必要は

主義は兄弟主義です。兄弟主義では争いが絶

ありません。その国の大統領が国の憲法を直

えません。父母が現れなければなりません。

して原理に立ち返るようにするならば、一度

父母が「お前たち、上の者と下の者がこうこ

に復帰が可能です。

うこうしなければならない。父さん、母さん
がこうすれば、お前は従わなければならない
のではないか」、「はい」これが父母主義と

五

復帰歴史の展開と摂理国家の使命

一) 第二次大戦以後のキリスト教文化の流れ

いうものです。
私がこのような蕩減復帰原理を知っている
統一教会では今、王権復帰ということを言

立場で、第二次大戦直後にキリスト教さえ私

っていますね。これは統一家、統一家族を離

を信じていたなら、李博士（注：李承晩）も

れてはならないからです。統一家族とは何で

私の前にひざまずいたことでしょう。李博士

しょうか。父母になれるということです。神

が大統領になったのちに私が祝福をしてあげ
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なければならなかったのです。昔、ローマ教

言えば、アベル圏として世界の主導権、世界

皇たちが王を祝福してあげたように出発して

の版図を率いるのです。世界国家的な主導権

いたなら、大韓民国は分断されなかったので

を初めてアベル的立場に立ったアメリカがも

す。三年半の間にそれをやっていたならば…

ったのです。それ以外の国々はカイン的立場

…しかしそのようにできなかったので、ざっ

ですが、カイン的立場はアメリカについてい

くり二つに分かれたのです。

くのです。ですから長子権復帰世界化時代に
合わせて、統一的なキリスト教文化圏時代の

レバレンド・ムーンが韓国に生まれたのは

上に主が来られて、母子協助基盤と連結させ

イエス様がイスラエルの国に生まれたのと同

ていたなら、すべての問題がみな解決されて

じです。イスラエルの国はローマの植民地と

いたのです。

同じ立場ですが、ローマはサタン側のローマ
でした。このような立場でイエス様が亡くな

エバが堕落するとき、アダムを誘惑したの

ったので、終わりの日にイエス様が来るとき

と同じように、必ずサタン側エバ国家がアダ

は、そのような内容を蕩減復帰しなければな

ム国家を強制的にのみ込んで四十年間、四数

りません。サタンがそのように天を打ったこ

蕩減路程を通過するようにするというのです。

とを世界的にすべて除去しなければなりませ

これが何かと言えば、四十年間韓国が日本に

ん。取り除かなくては、清算せずしては越え

圧制を強いられたことです。それは四千年の

ていくことができません。そのような立場に

歴史を蕩減するためです。ですからこの闘い

立てたのが韓国です。アメリカの保護圏内で

でサタンが倒れるというのです。それでは誰

神様の氏族圏、神様のアベル圏独立国家とし

が解放されるのかと言えば、アダム国家が解

てアメリカを通じて独立させ、保護圏内に立

放されます。それによって天の側のキリスト

てて、キリスト教とレバレンド・ムーンをカ

教文化圏である英・米・仏は完全に一つにな

イン・アベルとして一つにしようとしたので

らなければなりません。そうすれば天の側が

す。ここで一つになっていたら、一度に大韓

サタンが蒔いたものを取り除いて、アダム国

民国の国家基準を成立させたことでしょう。

家を取り戻し、エバ国家を取り戻し、アベル

先生とキリスト教が一つになって、大韓民国

国家を取り戻し、その次にカイン国家を取り

を一つにし、その次にアメリカと連結してい

戻すのです。天の側が収拾するのです。こう

たら七年以内に世界を収拾していたことでし

して一度に天の復帰的天国開門が可能だとい

ょう。これが神様のみ意でした。

うのです。

もし先生がその時に成就していたなら、イ

しかし、七年の間に、七数を完成できませ

ギリスとアメリカとフランスが一つになり、

んでした。第二次大戦が終わる一九四五年を

韓国はアダム国家になったのです。天の国、

中心として一九五二年までの七年路程で、そ

縦的国の主権を中心としたアダム国家として

のようになっていたなら、李承晩政権を中心

イギリスをエバ国家として率い、アメリカを

としてこの世界が完全に、アメリカとイギリ

長子として率いるのです。アメリカは何かと

スとフランスが一つになっていたなら、今日
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本はエバ国家になっていませんでした。ドイ

私たちは知らなければなりません。イスラエ

ツがカイン国家になっていませんでした。韓

ル民族はヨーロッパの戦争で、ほとんど全滅

国を中心としてイギリス、エバ国家、アメリ

したかのようでした。六百万人が虐殺された

カ、アベル国家、その次はフランス、天使長

のです。この虐殺によって新しい開門が起こ

国家が天の側の国家として一つになり、定着

ったのです。そうして一九四八年にイスラエ

していたならば、その時に統一世界、キリス

ルが独立したのです。韓国が独立することに

ト教文化圏の統一世界になるのです。そうで

よってイスラエルも独立したのです。それが

はないですか。初めてキリスト教文化圏を中

自然に三年の期間内に関係を結んで越えたの

心として統一世界が来るのです。なぜ来るの

です。

でしょうか。父の国が、アダム国家が顕現で
西欧を中心として世界的な基準にカイン圏

きる時を合わせたからです。

を蕩減復帰して、韓国に植えなければなりま
韓国はいったいどんな国ですか。イスラエ

せん。韓国はアジアです。アジアの真ん中で

ル民族は滅びた第一イスラエルになりました。

す。ここに植えておいたので、この錨綱がこ

韓国はイスラエルを継いでサタン世界で栄光

こに来ることになるというのです。ですから

の出発とともに神様を中心とした王権を立て

西欧文明がアジアに向かう、回ってくる運勢

なければならなかったのですが、それを失っ

の時代になったのです。

てしまったので、サタンを中心として苦労し
二) エバ国家、日本の使命

て血を流す歴史を経て、回りに回ってアメリ
カを通過して帰ってこなければなりません。
帰ってくるにはどこに帰ってくるのでしょう

島国日本はイギリスの文化を一〇〇パーセ

か。アジアに帰ってきますが、イギリスが失

ント受け継ぎました。車もそれで左側通行で

敗したことを日本が蕩減しなければなりませ

しょう。イギリスが左側通行だからです。左

ん。日本文明はイギリス文明と同じだという

は日本の国を象徴します。そうしてどこに回

ことをみな御存じでしょう。ですから運転を

っていくのかといえば、イギリスのような基

するとしても日本は左側を行きます。みなイ

準を中心として蕩減復帰するのに、半島の国

ギリスのものを伝授されたのです。

イタリアのような韓半島に来ます。韓半島は
何かといえば、男でいえば生殖器です。半島

原理結果主管圏というのは間接主管圏なの

です。イタリアがなぜ世界の文化創造に歴史

で、サタンがいつも侵犯可能なのです。です

的貢献をしたのかといえば、半島だからです。

からイスラエル民族は個人的に犠牲になり、

半島。生殖器です。島国は女性の陰部と同じ

家庭的に犠牲になり、民族的に犠牲になり、

です。

国家的に犠牲になり、世界的に犠牲の代価を
払ってきたのです。犠牲があるのが悪いこと

カインとアベルが復帰されて誰を通じて入

ではなく、犠牲を払えばその代価として新し

ってくるのでしょうか。お母さんを通じて入

い時代が開門されてやってくるということを

ってくるのです。この国が日本です。日本が
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一九七八年から世界的な経済大国として登場

ツ男性国家を奪って、み旨の中で立てたのが

したのは、エバ国家として選ばれたので、終

統一教会を中心としたアダム国家、エバ国家、

わりの日にすべての物を収拾して、夫である

天使長国家だということを忘れてはいけませ

アダムにみな返すためです。なぜですか。堕

ん。ですから日本を祝福したのは日本のため

落するときにすべての物をサタン、夫にあげ

ではありません。世界のため、統一教会と韓

たことを蕩減復帰しなければならないので、

国のためです。韓国統一のためにその祝福を

日本はすべての物質を収拾して、本然の夫で

使わなければ日本は滅びます。

あるアダム国家である韓国の前に捧げなけれ
アジアを見回すと、アダム国家韓国、エバ

ばならないのです。

国家日本、その次に三つの天使長国家です。
日本は西欧社会のすべてのものをもってき

アダムとエバが堕落する前は、アダムとエバ

たのです。政治風土はイギリスのもの、法律

を中心として神様と三天使長がいました。ア

はイタリアのもの、それから軍隊はドイツの

ダムを中心として見るとき、エバはアダムに

もの、西欧社会のすべてのものをもって模倣

ついていかなければならないし、三天使長も

して基盤を築いたのです。日本・ドイツ・イ

アダムについていかなければなりません。ア

タリアを中心としたここに対して、イギリス

ダムを中心としてエバと三天使長が神様と一

とイギリスの息子……イギリスの息子が誰か

つになり、天国に入るのが理想です。それで

と言えばアメリカでしょう。日本の息子が誰

今、アダム格の代表である先生がエバ国家で

かと言えばドイツです。ドイツも「わあ、日

ある日本を動かし、アメリカを動かし、中国

本というあの小さな国がああだから、この西

を動かし、ソ連も動かしています。それで三

欧社会は瞬時の内に巻き込んでしまうな」と

天使長とエバ圏を迎える立場に回ってきたと

言うのです。それで戦うのです。エバ国家日

いうのです。

本とドイツと同じように、イギリスと息子の

日本文化圏はイギリス文化圏です。イギリ

アメリカです。その次にイタリアと同じ天使

スのすべての文明制度をもってきて移したの

長国家、これがフランスです。フランスは行

が日本です。アジアにおいてイギリスのよう

ったり来たりするでしょう。

な国、イギリスを中心として世界を制覇して
いたそのような時代を再び蕩減復帰したので

先生が日本をエバ国家に立てなかったなら

す。それを再現させるための形態が日本だと

ば、悲惨な国になっていたことでしょう。キ

いうのです。ですから自動車が左側通行する

リスト教文化が先生を受け入れた場合は、イ

のです。ハンドルがみな右側にあるでしょう。

ギリスがエバ国家です。アダム国家は韓国で

イギリスと全く同じです。イギリスは島国な

す。イギリスがエバ国家で、フランスが天使

ので、アジアにおいてそれに対比できる国が

長国家、ドイツがアダム国家として自動的に

これです。

一つにならなければならなかったのに、これ
らが神様に背いて反対しました。ですから怨

人類の文明は世界を一周して、再び再臨時

讐が一番愛するもの、エバ国家を奪い、ドイ

代を中心としたアジア圏を求めて入ってくる
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のです。入ってくるには、それが蕩減復帰原

ン民族のように血を流さないで、蕩減復帰し

則によって文明発展の歴史を中心として、サ

なければなりません。ＣＩＡとＦＢＩも「レ

タン世界をすべて天のものとして蕩減したと

バレンド・ムーン、これは大変だ」と言うの

いう条件を立てずしては一つにならないので

です。いくら大変だとしても神様のみ旨です。

す。それが今アメリカです。アメリカは天使

神様がそのようにするのです。レバレンド・

長国家です。アメリカはイギリスが生んだの

ムーンは神様のみ旨によって兄弟の関係を結

です。天使長、息子と同じです。アメリカが

びます。五色人種はみな兄弟です。神様が見

そのような型になっています。そうして、そ

るものにはカラーがありません。色盲です。

れがアジアのイギリスを訪ねてくるのです。

色盲。その使命を中心としてこれをしないわ

イギリスの文化を受け継いだ、そのような立

けにはいきません。私が韓国に行っていると

場の日本を中心として韓国に回って入ってく

きに、可能な組織をみなつくっておきました。

るのです。これが回って入ってきて一つにな

私がアルプスの頂上に行って住むとしても問

らなければなりません。一つになるには、た

題がありません。世界は私の舞台です。私の

だできるのではありません。それを誰かが主

活動舞台です。

導して結んでおかなければなりません。
イエス様の十字架上において右側の強盗と
三) 世界的なローマ国家、アメリカの使命

左側の強盗が争いましたが、私の前では一つ
になったというのです。それを蕩減復帰する

アメリカはローマのような国です。それで

のです。これが歴史的な蕩減条件になったと

は、このようなときに先生がなぜ日本の食口

いうことを知らなければなりません。それで

と全世界の統一教会の食口をみなアメリカに

はこの人たちはどこに行くのですか。「お前

連れてきたのでしょうか。イエス様が十字架

たちはみな地上天国に行かなければならな

で亡くなったのちに、すべての弟子たちはロ

い」と言うとき、「イエス」と言えば終わる

ーマに集中しました。それと同じようにして、

のです。さあ、そのようになりましたか、な

それを蕩減復帰しなければなりません。ここ

っていませんか。歴史的にイエス様は右側の

で追い出されて殺されるのではなく、歓迎さ

強盗と左側の強盗が争いながら、讒訴を残す

れながら、天の国を建てて、天の前に奉献す

立場で死んでいきましたが、右側の強盗と左

ることのできる運動が起こらなければならな

側の強盗が互いに和睦して歓迎することによ

いというのです。

って、復活して新しい次元に出発しなければ
ならないというのが原理的な観点なのです。

私が新聞社をつくった理由は、少数民族を

これが原理的に合いますか、合いませんか。

糾合するためです。インディアンの住む国は
レバレンド・ムーンのいとこの国でした。ア

それでこのアメリカにおいて今、法廷闘争

ジアは兄であり、そこから離れて出てきたの

にまで連結されたのです。アメリカでの法廷

が弟です。これを蕩減復帰しなければなりま

闘争は一九七七年にすべて終わったのに、先

せん。レバレンド・ムーンはアングロサクソ

生が牢獄に行ったのはアメリカのために、ア
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メリカを手放してはならないからです。その

たことを蕩減復帰することのできる自然的環

道はキリスト教と自由世界を再び取り戻すた

境をつくって、韓国が連結されたのです。

めの受難の道であることを皆さんは知らなけ
ればなりません。それをするのに四代が引っ
掛かりました。ニクソンからフォード、カー

先生が今までアメリカでしたこととは何か

ター、その次のレーガンまで四代にわたって

と言えば、アダム国家とエバ国家、その次は

蕩減復帰しなければキリスト教を捨て、自由

カイン国家とアベル国家の復帰です。アダム

世界を捨てなければならないのです。ゆえに

が堕落して植えたので、世界的国家的基準で

復帰摂理がどんなに難しいかというのです。

これを蕩減復帰しなければなりません。韓国

統一教会だけでできるのかというのです。

がアダム国家、日本がエバ国家、その次はア
メリカがアベルの立場です。長子権復帰を成

アメリカの文明は、どんな文明ですか。一

すために、主権復帰をするために出てきたの

番遅れた国です。野蛮人のように生きる人も

がアベル国家です。その次にドイツはサタン

いるのです。山に行けば原始人よりも劣る人

側のカイン国家でしたが、日本がエバの立場

たちがいます。猪と友達になって生きる人た

に立ったので、ドイツが天の側のカイン国家

ちです。そんな国です。彼らが反対し、間違

になるのです。この四つの国家が世界的な舞

ったことをすべて、世界的に蕩減復帰しなけ

台の上で一つの国の伝統を立てなければなり

ればなりません。歴史路程に現れたすべての

ません。その舞台がアメリカです。

ものは、平面的に蕩減復帰しなければなりま
せん。二十一世紀に向かうこの時代において、
レバレンド・ムーンが摂理することができる

イエス様がユダヤ教に歓迎されなかったそ

ように平面的にざっと展開した国です。歴史

の時代を蕩減復帰しなければなりません。で

的に、すべてのものを代表的に蕩減しなけれ

すから、イスラエルの国とローマと一つにな

ばならない国だというのです。

ってイエス様に反対したのと反対です。韓国
政府がアメリカと一つになっているその基準

韓国とアメリカは、イスラエルの国とロー

において、キリスト教が執拗に反対する、政

マのような立場です。ローマはその時太陽神

府を中心として反対する、その立場に立って

に仕えましたが、アメリカという国はその時

先生が蕩減復帰しなければならないのです。

とは違います。今韓国はアメリカの保護のも

一代で国家的版図の上に基盤を展開させて大

とで自主独立した立場です。アメリカの立場

勝利したというのです。それで世界の二世た

がそうだというのです。ローマはイスラエル

ちを通じて霊的勝利基盤を再び実体の世界舞

を滅ぼそうとしましたが、アメリカはローマ

台に連結させるためにやってきたのが、一九

の前にあるイスラエルのような国を滅ぼす立

七四年以後のアメリカ作戦です。三年路程を

場ではなく、天の側の国として生かすための

中心として、アメリカにおいて先生が一九七

反対時代をつくったのです。それゆえ、ロー

六年までの限界線を中心として、本格的に国

マとイスラエルがイエス様の前にできなかっ

家的次元で実体的戦争をしたのです。
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アメリカの国民が協助していたなら、その

二（三×四＝十二）、百二十日期間に、これ

時ニクソンさえ協助していたなら、今日統一

を中心として世界のすべての言論は方向を決

教会は瞬時に世界的基盤を築いていたことで

定しなければなりません。この期間において、

しょう。しかしニクソンが責任を果たせず、

ワシントン・タイムズを中心としてアメリカ

折れることによって、ニクソンからフォード、

の言論をひっぱたかなければなりません。そ

カーター、今のレーガンまで四代を経て十二

れでインサイト（Insight）という雑誌と月刊

年目に蕩減復帰したのです。今回の一九八八

誌を作ったのです。世界の教授たちを先頭に

年を中心として、四十年前の世界の共産圏以

立てるために雑誌を作ったのです。ワシント

上の立場に戻さなければならないのが、私た

ン・ポストとワシントン・タイムズ、名実共

ちの使命だというのです。何のことか分かり

に地上世界の人々における判定は既に終わっ

ますか。

たと見るのです。

イスラエル民族の一世は四十年荒野路程で

アメリカはイギリスが生んだので、息子で

みな滅びましたが、二世たちが行くことので

す。息子が天使長になる前はアベルです。息

きる橋を架けたのでカナンの福地に入ったの

子を生みましたが、これが長子権です。長子

です。同様に、今日第二次大戦以後、四十年

権をもったので、天の側の長子になって帰っ

の世界の荒野時代において、統一教会を中心

てくるときには、天の側の長子として天の側

として二世を収拾してカナン福地基準をつか

の母に侍らなければならないのに、向こうか

んでいくのです。それで終わりの日にはソ連

ら落ちるようになったのです。ローマから島

共産党の一番の熱烈分子の息子が統一教会の

国イギリスに離れて出てくるとき、エバの以

熱烈分子になるでしょうし、アメリカにおい

前には天使長の立場にいたのです。堕落した

て統一教会を一番積極的に反対していた牧師

天使長ではなく、復帰された天使長の位置に

や官吏たちの息子、娘たちがみな統一教会の

いたというのです。それが何かと言えば、ア

文先生のために立ち上がるでしょう。彼らの

ベル的位置です。アベル的位置、長子権を受

親たちが積極的に反対した数十倍も蕩減復帰

け継ぐことのできるアメリカになって、蕩減

することを知っているので、橋を架けなけれ

復帰のために帰ってくるようになるのです。

ばなりません。何の橋ですか。愛の橋。愛の
エリヤがバアル神を屈服させたのちに七千

橋さえ架ける日には、行けと言ってけ飛ばし

の群れがあるように、神様のみ旨を中心とし

ても決死的にしがみつくのです。

て、キリスト教を中心として七千名の氏族的
今回ダンベリーから出てくるとき、私を中

基盤がなければなりません。それを蕩減復帰

心としてジェリ・フォルウェルと一つになる

するために、私が牢獄に入っていながらキリ

ようにしました。右側の強盗、左側の強盗が

スト教七千名をみな収拾したのです。七千名

争いましたが、一つになるようにしてあげま

を教育しました。その基盤は国家的基準であ

した。全部蕩減復帰です。ですから私が出た

るだけに、イエス様を蕩減してあげなければ

ダンベリー以後の百二十日期間、三、四、十

ならないし、エリヤを蕩減してあげなければ
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なりません。その次には出てくるや否や百二

統一教会は昔と反対です。ユダヤ教とイス

十日以内にその基盤の上にその十倍の七万名

ラエルの国とローマが合わさってイエス様を

の世界基盤を代表することのできる蕩減基盤

打ったのと反対です。今回は統一教会がアメ

として連結させよと、先生が指示したという

リカから勝利圏をもたらした基盤のもとで、

ことを知らなければなりません。蕩減復帰は

韓国政府とキリスト教を押すのです。それで

できません。それでエリヤが来たのです。洗

イエス様がその当時、イスラエルの国とユダ

礼ヨハネが、エリヤが来たのです。世界的で

ヤ教とローマが合わさって反対することによ

す。世界的代表です。

って死んだのを、今日、統一教会を中心とし
てすべて蕩減復帰したのです。アメリカで歓

四十年前にレバレンド・ムーンとキリスト

迎され、勝利した圏をもって全アメリカと全

教と民主主義が一つにならなければならなか

キリスト教の協力を受けたレバレンド・ムー

ったのを、統一教会が再蕩減していくのです。

ンが帰ってきて、統一教会と政府が合わさっ

統一教会がキリスト教の失敗を蕩減復帰して、

てキリスト教を押し出すのです。このように

レバレンド・ムーンと一つになって初めて、

してイエス様が死んだのを蕩減復帰しました。

世界的頂上であるこの自由世界に来てキリス
ト教を連結させ、アメリカを連結させて責任

少数の群れをもってしても、今まで韓国に

を果たせなかったことを蕩減復帰する基準を

このような影響を私が及ぼしてきました……。

立ててきました。その次には新しいカナン出

多くの人は必要ではありません。蕩減復帰を

発を命令しました。これが獄中、出獄から始

知っているので、私が十字架を一人で背負っ

まるという事実を知らなければなりません。

て蕩減するのであって、従ってくる子女たち
に苦労をさせないようにするのです。ですか
ら私は執念をもって行くのです。このような

アメリカが自由世界を代表し、人類を代表

犠牲の代価を知って、万物が私のあとに従っ

して、歴史を通じキリスト教文化圏を中心と

て役事するではありませんか。世界のきれい

して神様の蕩減復帰の基準を備えたなら、そ

な二世たちが私のあとについてくるし、その

のアメリカがもつべき思想とは何でしょうか。

次には祝福を受けたきれいな家庭が私のあと

神様を解放しようということです。神様を解

についてくるのです。日本で、そしてアメリ

放しようという心がなければなりません。来

カでもそのような傾向になるのです。

られる真の父母は神様の代身として来られる
四) 蕩減復帰歴史は回ってくる運勢

ので、真の父母に侍って世界人類を自分の民
族よりもっと愛さなければなりません。自分
の民族、自分の国よりももっと愛さなければ

蕩減復帰の原則上、歴史始まって以来単一

なりません。ですからこのアメリカの国の中

民族として五千年の歴史を背負いながら、自

には数多くの国家が入っているし、数多くの

主的な国家として羽振りをきかせることがで

民族が入っているし、数多くの氏族が入って

きず、血をたくさん流してきた民族が韓民族

いるし、数多くの家庭が入っているのです。

です。多くの忠臣たちは奸臣たちによって犠
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牲になりました。それはこの国が、人類歴史

と言うことのできる基盤を経ずしては、サタ

路程においてサタンによって、天の国の多く

ンがついて入ってくるのを防ぐことができな

の忠臣たちが犠牲になった表象的な国家であ

いので、蕩減という原則を中心としてそのよ

り、縦的な代表国家だからです。このように

うな路程を歩んでいくのです。

この民族は横的に悲惨だったすべての事実を
縦的に蕩減する蕩減の道を、受難の歴史を歩

第四章 蕩減路程と私たちの生活
一

んできたのです。

復帰の道は人が当然行くべき道
一) 蕩減復帰は再創造の道

回り帰ってくるには橋を架けなければなり
ません。天使長が物を捧げるには、ただその

蕩減復帰というとき、それは復帰のための

まま天の物になることができません。エバに

蕩減です。完成を中心として蕩減復帰して見

よって失ったので、必ずエバと一つになるこ

れば、完成します。蕩減されたのちに復帰を

とによって捧げなければなりません。天の物

して、完成の道を行きます。ですから蕩減と

をサタンの物にしたので、蕩減復帰の原則に

復帰は一つだと考えればいいです。

よって、天の側の天使長がすべての物質を引
っ張ってきてエバと一つにならなければなり

完成は自動的にできるのではなく、蕩減に

ません。エバである日本に接ぎ木しなければ

より成されるのです。ですから堕落世界に住

なりません。日本が近世になってなぜ経済大

んでいる人間は、蕩減条件を立てなければ完

国になったのでしょうか。摂理時代において

成することができません。

は橋を架けなければなりません。アメリカの
すべてのものを引き継ぐのです。これが百二

統一教会で言う復帰の道とは、どんな道で

十年間、一九八八年までです。明治維新以後、

しょうか。一般の宗教は、ただ救われなけれ

計算してみなさい。一九八八年を中心としてこ

ばならないと救いの道を求めますが、私たち

れが連結されるのです。来年まで百二十年間に

は、復帰しなければならないと復帰の道を求

アメリカのすべてのものを引き継ぐのです。

めるのです。それでは復帰とは何でしょうか。
復帰をどのようにするのでしょうか。再創造

ローマ教皇庁を中心としてイギリスを経て

の過程を通じてするのです。

アメリカを経て、二千年かかって回り帰って
復帰の道は人間が元の姿に帰っていく道な

くるのです。回って入ってくるのに、ただ入
ってきません。蕩減復帰の原則を中心として、

ので、蕩減条件を立てなければ行くことがで

それと反対の現象を経るようになるのです。

きません。蕩減条件は、神様がお立てになる

日本の国がイギリスのような国に該当し、イ

のではなく、人間が立てなければなりません。

ギリスに行く前のイタリア半島のような半島

病気になった人が病気を治すためには、薬が

が韓国だというのです。同じ与件を中心とし

苦くて飲みたくなくても飲まなければなりま

て、その時代に責任を果たせなかったことを

せん。良薬口に苦しです。苦いのが本当の薬

世界半島で失敗したことを蕩減して清算した

になるのです。蕩減条件を立てるのは、苦い
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薬を飲むように難しいことです。しかし、蕩

です。自我主張、自己を中心としたのです。

減条件を立てなければ復帰できないのです。

自己中心の立場で堕落したのです。その次は、
自己を中心とした愛の圏を要求したというの

救援の道は、蕩減して復帰する道です。蕩

です。これが堕落の三大要素です。不信、自

減とは、堕落した経路に従ってさかのぼって

我主張、自己を中心としたこと。その次には

いくことです。反対に行くことです。

自己を中心とした愛の圏を夢見たこと。これ
がサタンの足場なのです。堕落した天使がそ

蕩減という言葉を知れば、すべてがとても

のようになったのです。

良くなります。蕩減がなければ福もありませ
ん。統一教会において無限な黄金の塊とは何
かと言えば、蕩減です。蕩減は死を押し切っ

先生が、なぜ皆さんに苦労させるのでしょ

て、すべてを犠牲にし、すべての困難を克服

うか。蕩減の道を行かなければならないから

することができる驚くべき単語です。

です。先生自身も一生蕩減の道を行こうとす
るのです。嫌々行くのではないのです。願っ

復帰歴史とは、説明してあげてするのでは

て行かなければなりません。願って行かなけ

ないのです。やっておいて、勝利しておいて

ればならないというのです。それを知らなけ

収拾するようになっているのです。説明して

ればなりません。監獄にも願って行くのです。

あげて行くようであれば、聖書新・旧約の六

蕩減のためには行かなければなりません。不

十六巻は必要ないのです。十枚ならば、すべ

平を言えば蕩減にならないのです。

て記録されます。六十六巻がなぜ必要ですか。
私たちには蕩減の道が必要なのです。皆さ

くだらないのです。十枚も必要ないのです。

んは、この世の中を救うためには蕩減の道を

三枚ならば全部記録されるのです。

行かなければなりません。イエス様がいくら
蕩減の概念は再創造のためのものです。で

神様の本然の息子として生まれたとしても、

すから私たちには、再創造のための蕩減が必

世の中を救うためには蕩減の道を行かなけれ

要だというのです。蕩減は、再創造されて本

ばなりません。世の中ができないので、する

然の人間になるために必須なのです。本然の

べき人が全部反対するので、イエス様自身も

人間が出てくれば、本然のみ旨の道を行く人

行かざるを得ないし責任を負わざるを得なか

間が現れるのです。本然の人間が現れてこそ。

ったのです。

皆さんは本然の人間ですか。堕落した族属で
復帰の道は、堕落した経路と反対の経路を

す。堕落した族属ですから、蕩減を通して再

貫いて行かなければなりません。蕩減の道は、

創造されなければならないのです。

堕落した者には原則として現れるのです。こ
アダムは、どのように堕落しましたか。不

れを克服しなければ元の姿に復帰することが

信から堕落したのです。不信が第一の原因で

できないので、自分を清算しなければなりま

す。その次は自己主張から堕落したというの

せん。個人的な問題から、家庭、氏族、民族、
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国家、世界をどのように復帰するのかという

完成は、蕩減完成を通じて成されます。蕩

確実な理論をもっていなければなりません。

減の峠を越えない人には、絶対に完成の道は
ありません。それは内的な意味から見れば個

二) 蕩減の道を行かなければならない理由

性完成を意味しますが、神様の立場から見れ
ば復帰だということができます。蕩減完成の

再創造は本来、投入した力よりももっと投

基準を復帰完成だと言うことができます。復

入しなければなりません。修理しようとする

帰は蕩減を通じて成されます。ですから蕩減

のは、新しくつくることよりも大変だという

復帰というのです。それゆえ、蕩減と復帰は

言葉と同じなのです。ですから創造よりも修

切り離すことができないのです。

理するほうが大変なように、それ以上に投入
することを蕩減という条件で払わなければな

人類の先祖であるアダムとエバは、自分を

らないというのです。分かりましたか。蕩減

中心とした間違った愛で堕落しました。天使

という概念が分かるのかというのです。

長を介入させ堕落したことにより、神様を追
放し、本然の真なるアダムの人格を追放し、

皆さんは神様のみ旨を深く知れば知るほど、
サタンによって汚されたこの肉体、サタンの

本然の真なるエバの人格を追放した結果をも
たらすようになったのです。

汚れた血が流れる自分の肉体を焼き殺してし
まいたい思いになるのです。サタンに利用さ

神様は、堕落していないアダムとエバに現

れた手と足、この体全体を一度に切ってしま

れます。ここから神様を発見することができ

いたい思いになるはずです。サタンにより汚

ます。私たちはみな堕落以前のアダムとエバ、

された自分の姿をそのまま保存していこうと

罪のないアダムとエバの立場に帰っていかな

するのは、とんでもないことです。皆さんは、

ければなりません。そこで真の父母を迎え、

このような心情を体恤してみましたか。しか

真なる氏族をつくり、真なる国家をつくり、

し、そのように殺すこともできないので、私

真なる世界をつくらなければなりません。こ

たちにはサタンとかかわり合った過去の自分

のような主張をするのは統一原理以外にはあ

を清算するための条件が必要なのです。

りません。

復帰路程は一人で行くことができません。

天国は、神様を絶対的中心として侍り、神

必ず再創造の原理を通し、神様と霊界の協助

様を通じて愛の因縁を結んで生きる所です。

を受けて行かなければなりません。また、そ

この根本を正しく立てるために神様は救援摂

のようにならなければならないのが救援摂理

理をされるので、自分を立てれば絶対にでき

なので、神様と霊界が動員されて再創造の役

ないのです。

事をしているのです。なぜならば神様は人間
を創造される前に天使世界を造られて、天使
たちの協助を受けて万物を造られ、その万物

二

信仰基台と実体基台
一) メシヤのための基台

を材料にして人間を造られたからです。
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信仰基台と実体基台を復帰してメシヤのた
めの基台を成すのは、原罪を脱ぐためです。

帰ができますか。絶対について行かなければ
ならないのです。

原罪を脱げば、神様の生命圏と愛の圏内に新
たに越えていくのです。そのようになろうと

メシヤを迎えるためには信仰基台と実体基

すれば接ぎ木されなければなりません。質の

台がなければなりません。実体基台が完結さ

悪いオリーブの木を真のオリーブの木にする

れたのちは、メシヤのための基台が必然的に

ためには、質の悪いオリーブの木を切ってし

要求されるのです。それでは実体基台が完結

まって真のオリーブの木に接ぎ木しなければ

されたのち、メシヤのための基台の位置に立

なりません。

つ者は誰でしょうか。堕落した人間の子孫と
して生まれた私たち人間は、サタンの血統を

同じように質の悪いオリーブの木のような

受け継いだので、いまだにその血統を越える

人間を真のオリーブの木のような人間にする

ことができません。その血統を越えるために

ためには、自分自身を否定する過程を経て新

は血統を換えなければならないのですが、人

しい肯定、あらん限りの肯定を提示する過程

間は自分自身ではそれを成すことができませ

を経て越えていかなければなりません。その

ん。それでメシヤが必要なのです。

ようにすることにより、その本質素性が質の
悪いオリーブの木ではなく真のオリーブの木
と化して、完全に善のみを主としたそのよう

人間が堕落することによって、第一に父母

な人間として登場し、一つの家庭、一つの氏

を失い、第二にサタンの血を受け、第三にサ

族、一つの民族、一つの国家、一つの世界を

タンの支配を受けるようになったのです。で

形成していくのが統一教会です。そしてこれ

すからそれを復帰するためには逆に上がって

がきょうの日、統一教会の食口たちが願う現

いかなければなりません。皆さんが原理を習

在の立場であることを皆さんが知らなければ

うことによって、どこまで行くことができる

なりません。

かといえば、信仰基台を成し実体基台を成し
て、メシヤを願うことができるようになって

信仰の基台を何で復帰しますか。祭物で条
件を立てなければならないのです。実体基台

います。これが原理です。ですから信仰基台
と実体基台まで成そうというのです。外的に。

は堕落性本性を脱ぐことですが、それはカイ
ン、アベルが一つになることです。体が堕落

人間は完成基準に入ったとしても、これは

性本性を脱いで復帰されれば、堕落性本性が

まだ血統的には完全に清算されていないので

なくならなければならないので、血肉の感情

す。サタンの血統を受け継いだことにより、

が完全になくならないといけないのです。

血統的にはまだ清算されていないのです。血

「東へ行け」と言えば「はい」と言わなけれ

統的に清算するには必ずメシヤが必要です。

ばならないし、「西に行け」と言っても「は

それで信仰基台、実体基台、メシヤのための

い」と言わなければならないのです。異議が

基台が、堕落した人間には絶対に必要なので

あれば復帰されないのです。異議があって復

す。最後の問題は、どのようにメシヤのため
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の基台をつくり、メシヤを通じて自分が血統

ヤを迎えなければならないということなので

転換を成すのかということなのです。

す。メシヤは神様の真の息子です。養子と真
の息子とでは血統的に関係が違います。です

信仰基台、実体基台を完成してメシヤのた

から血統転換が必要だというのです。

めの基台を受け継ぎ、メシヤと接ぎ木すると
いう驚くべきことをしなくてはいけないので

さあ、それでは皆さんはどのようにしなけ

す。接ぎ木されることにより、過去に質の悪

ればならないのでしょうか。皆さんは死ぬよ

いオリーブだったのを真のオリーブの木に変

うな苦労をしなさいというのです。縦的な歴

えられるようになるのです。言い換えれば、

史を横的に蕩減するために僕の子となれとい

サタンの血統を脱いで善なる神様の血統に帰

うのです。天使と同じように、神様が愛する

ってくるので、その位置を受け継ぐことがで

韓国国民は僕の子となれというのです。僕に

きるところでのみ新郎新婦の位置を迎えるこ

なれというのです。そこにおいて主人になれ

とができるのが原理の道です。

ば養子となるのです。養子になるのは信仰基
台と実体基台を復帰することです。実体基台

「復帰の道を最後まで行った」と言うこと

を復帰してこそメシヤのための基台が成され

ができる人は、この世の中にはいません。で

るので、これをしなければならないのです。

すから滅ぶしかない人間になったのです。こ
れを滅びないようにしようとして、このよう

皆さんは悪を屈服させて善を残すことによ

な内容を備え最後まで行くことができるよう

って、悪が自動的に順応できる立場に立って

にする責任者として来られる方が、メシヤと

こそ善なる人になるのです。それを原理的に

いう方です。そのメシヤと接ぎ木されれば、

いえば、実体基台完成です。9.5

私はついて行くことができるのです。統一教
会には、信仰基台を立て実体基台を完成する
ようになればメシヤのための基台を成すこと

イスラエルがどんなに世界を復帰すること

ができる、という言葉があるでしょう。それ

ができる国家になったとしても、その国家だ

がこのことなのです。

けでは駄目なのです。皆さんは原理を通じて、
カイン・アベルの実体復帰時代、すなわち実

復帰途上で、僕の僕時代から僕の時代を経

体基台というものを知っているでしょう。同

て養子の時代、直系の時代に上がっていかな

じように、探し出されたイスラエル国家を中

ければなりません。それでは完全に僕の僕時

心としてカイン国家、すなわち天使長型国家

代を経て、僕の時代、養子の時代を通過し、

を屈服させなければなりません。それを武力

直系の時代と因縁を結ぶことができるのでし

でするのではありません。アベルが兄である

ょうか。直系の時代と因縁を結ぶにはただ結

カインによって殺されたので、死ぬ位置、す

ぶことができません。必ず原理によって信仰

なわち打たれる位置に入って死なないで生き

基台を経て実体基台を経、メシヤのための基

て彼らを屈服させることができる因縁をもつ

台を経なければなりません。すなわち、メシ

ことができなければ、復帰の起点が現れない
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信仰基台が立てられたというのは、条件的

という事実を私たちは知らなければならない

立場で、神様を不信することによって堕落し

のです。

たことを、信じることができるアダムの立場、
復帰の道を行くために、まず信仰基台を立

すなわち希望的なアダムの立場にもう一度立

てなければなりません。信仰基台は、自分が

ったということです。このようになったのち

位置を確保することができる確固とした基盤

は、サタンと闘って実体基台を立てなければ

を築き、主体的な立場に立つために必要なの

ならないのです。アベルの立場でカインを屈

です。その次は、自分自ら目的に向かって行

服させなければならないのです。

くことができるようになったとしても、それ
皆さんは原理を通じて、信仰基台と実体基

だけでは駄目なので、戻って来て実体基台を

台を知っているでしょう。実体基台を成した

立てなければならないのです。

としても、その実体は神様の前に捧げること
実体基台とは何でしょうか。アベルの前に

のできる実体ではなく、メシヤのための基台、

カインを屈服させることのできる基台です。

すなわちメシヤを迎えることのできる実体と

カインとは誰でしょうか。怨讐の子です。こ

なるのです。

のカインを通じて歴史的な闘争が行われてき
たのです。カインを通じて悪の母体が根を下
二) 結局は血統復帰が問題

ろしたのです。カインを通じて今まで、死の
波が歴史時代に向かって突っ走っているので
す。このような事実を見る時、このすべての

アダムが信仰を失って実体を失ったので、

悪の要件と悪の側をここで防止するためには

信仰基台を取り戻し実体基台を確保したのち

アベル的立場、すなわち天の側に立つ人が、

でなければ愛を見つけることができないので

必ずカインの立場にいる人を屈服させなけれ

す。アダムが失ったものとは何でしょうか。

ばならないのです。

最初は信仰を失い、その次は実体を失って、
その次に愛を失いました。この三つです。こ

私たちが行く道は二つです。それはカイン

れを取り戻そうというのです。

と自分のために行く道です。怨讐のための道
まで経ていかなければなりません。それは何

信仰基台というのは原理原則に立脚し揺れ

を意味するのでしょうか。カインを収拾して

ない人、夜も昼も四季が変わっても青春時代

いかなければならないということなのです。

や壮年時代、老年時代になってもそのまま変

実体基台というのは何なのでしょうか。アベ

わらない立場で、神様の原理と一致させるこ

ルが自分の道を修めたとしても、カインを完

とのできる信仰の基盤を立てなければならな

全に屈服させなければ神様の前に行くことが

いのです。そうしてこそ、原理を通じた実体

できないのです。怨讐を導いていかなければ

基台が成立するのです。信仰の基台の上に原

なりません。怨讐と闘っていくのではなく、

理を通じて実体基台が現れ、その実体基台の

怨讐を導いていかなければならないのです。

上に原理と一つになった立場に立てば、対象
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価値の心情世界が賦与されるのです。これが

キリスト教は個人救援を追求しているのでは

堕落した人間の行く道です。

ありませんか。

三

先生が偉大な貢献をしたというのは、神様

なぜ蕩減復帰が必要なのか
一) 蕩減復帰しなければならない二種類

と人間との関係を愛を中心として確実にし、
責任分担と蕩減路程、カイン・アベル問題、
血統問題を確実にしたことです。カイン・ア

私たちが復帰路程を行くのに、なぜ蕩減法

ベルが一つになれなくてはメシヤは来ること

を重要視しなければならないのでしょうか。

ができません。カイン・アベルが一つになる

それは摂理的に見るとき、神様が創造したも

ことが実体基台が成され、メシヤが来てここ

のを人間が滅ぼしたので、私が再創造しなけ

で一つになってこそ血統復帰をすることがで

ればならないのです。再創造するためには、

きるのです。これが原理の要点です。原理の

神様が創造の役事をするとき精誠を尽くした

要点。皆さんは、このようなプログラムをす

ので、私も精誠を尽くすその条件を復帰する

べて知って祈祷しなければなりません。です

のです。ところで神様がこの宇宙を造るとき、

から頭の中は、全部その思いでいっぱいでな

遊びながら踊りながら造ったのではないので

ければなりません。

す。ありったけの精誠の限りを尽くして、一
〇〇パーセント投入して造られたのです。神

信仰基台、実体基台、その次はメシヤのた

様が創造された時と同じように、私が再創造

めの基台です。血統が問題になっているので

するのが復帰の道なのに、ただ遊びながらし

す。アベルの勝利圏を中心としてアメリカの

ますか。

反対を押さえ、すべての自由世界のどんな国
の反対にも勝たなければならないのです。全

元来アダム・エバが成長の各段階を完成す

世界が私を反対しても、先生はその反対に押

るために、各々の責任分担が与えられていま

されなかったのです。原理がすべてあるのに、

した。一段階の成長期間にはその段階の責任

大ざっぱにできると思いますか。原理原則が

分担を、したがって三段階の成長には三段階

鉄瓮城（注：堅固に取り囲んだたとえ）のよ

の責任分担を完遂しなければなりません。こ

うなのです。神様が公証した理論がそのよう

こには例外がありません。すべての人は同じ

になっているので、仕方がないのです。あな

条件をもっていて、責任を完遂することによ

た方が怨讐の国、悪魔までも愛したという条

って成長することができます。もし神様が堕

件を立てられなければ天国に入ることができ

落人間に同じ量の責任分担を要求されたなら

る要件がないのです。イエス様が十字架にか

ば、堕落前の本来の位置に私たち自身を復帰

かりながらローマ兵の槍で突かれながらも彼

する希望は少しもありません。責任分担を完

をお許しくださいという祈りをなぜしたのか

遂することができる機会を失った代わりに、

知っていますか。それは個人ではありません。

私たちは蕩減条件を立てなければならないの

世界を支配するローマの国なのです。今日、

です。
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責任分担と蕩減は、一つは右側の立場であ

の関係、神様の愛の関係が切れたことです。

り一つは左側の立場です。また、一つは右足

責任分担を連結できず、その次には神様の愛

のようなもので一つは左足のようなものです

に連結させられなかったのです。堕落するこ

が、それを失ってしまったのです。責任分担

とによって、責任分担を喪失し神様の愛の圏

も知らず、蕩減も知らないのです。ですから、

を喪失したというのです。

どうやって行くのですか。そのようにしては
行くことができないのです。責任分担と蕩減

サタンをどのように分別させるのでしょう

復帰を連結しておかなければ前進は不可能だ

か。蕩減条件を立てることができる立場に立

ということを知らなければなりません。その

ったアダムの代わりの存在にならなければな

ようなことを考えてみましたか。蕩減、嫌い

りません。ですから本然の基準において責任

でしょう。神様も摂理もみな嫌いでしょう。

分担を完成した資格者となったアダムの位置

きょうからは新しく、御飯を食べることを忘

で、愛を中心としてサタンと対決し、サタン

れたとしても、寝ることを忘れたとしても、

側に対する人たちよりももっと天の側的に、

自分の愛する人を思うことを忘れたとしても、

サタン側で愛するよりも天の側でもっと愛し

これを忘れてはいけません。そのように深刻

たという条件を立てることによって分別が行

なのです。神様もこれを通らなければならな

われるのです。ここに蕩減条件が成立するこ

いし、レバレンド・ムーンも生きてこれを通

とを知らなければなりません。サタンは環境

らなければならないし、すべての統一教会の

を支配しているので、中傷謀略をして、どん

教会員もこれを通らなければならないし、全

な手段を使ってでも切ってしまおうとするの

世界もこれを通らなければ行くことができな

です。しかしその環境を克服して、どんなこ

いのです。みな何もなしに通過したいでしょ

とがあっても神様に代わってアダムが失った

う。博士や教授の位置をただ得ることができ

責任分担を取り戻すなら間違いありません。

ますか。そのコースを経てこそ博士になれる

永遠なものです。そして神様を愛するのに絶

のでしょう。それを通過しなければ、それは

対に誰が何と言っても、「間違いない」と言

偽物です。今こそ分かるでしょう。

うことができる基準を立てなければ蕩減がで
きないのです。

サタンを縦横に分別するのには、内的な蕩
蕩減条件は何を分別させるものでしょうか。

減条件と外的な蕩減条件があります。外的な
蕩減条件はカイン・アベルの蕩減条件です。

責任分担を完遂して、その次に神様を愛する

内的な蕩減条件は、アダムの蕩減条件です。

ものです。サタンがどんなに迫害して攻撃し

この責任分担を中心として完全に屈服してサ

ても、それを退け、そこに動揺しないとき、

タンの支配権を取り除くとき、天の側が始ま

サタンは打って打ちまくってそれでも退かな

るのです。これが原則です。

いときは、自分が退かなければならないので
す。このようにしてサタンを分別するのです。

アダムはなぜ堕落したのでしょうか。アダ
ムの堕落は責任分担を完成できずに、神様と

これが決定できなければカイン・アベルを蕩
減する道がありません。
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縦的な蕩減条件は何によって立てなければ

カイン・アベルは責任分担を完成する責任

なりませんか。責任分担完成と神様に対する

がないのです。責任分担完成は誰がしなけれ

絶対的な愛の復帰完成、この二つの条件です。

ばならないのですか。アダムとエバ、すなわ

このような基準があるのでイエス様も「わた

ち父母がしなければなりません。先生にその

しよりも父または母を愛する者は、わたしに

責任があるので皆さんができないことを、キ

ふさわしくない。わたしよりもむすこや娘を

リスト教ができないことを、全部私が責任を

愛する者は、わたしにふさわしくない」（マ

もって四十年間父母の位置から個人で整備し、

タイ一〇・三七）と言いました。この原則か

家庭で整備し、氏族、民族、国家、世界的に

らこのような言葉が出てきたのです。こうし

整備したのです。このようにして個人責任分

てこそ聖書がすべて解けるのです。同じよう

担の蕩減復帰、サタンを追放できる壁を造っ

に皆さんも先生をそのように愛しますか。

ておいて……責任分担の完成圏を造ったので、
ここから新しい世界が始まるのです。世界理
想の位置から成されたので、これから天国が

蕩減復帰の道は必ず行かなければなりませ

可能だというのです。それで天国創建という

ん。サタン分立をしなければなりません。サ

言葉、祖国創建という言葉が出てくるように

タン分立をできないところには責任分担完成

なるのです。これがすべて原理的です。

がありません。責任分担完成ができなければ
今までこの歴史を誰が動かしてきましたか。

天国に入っていくすべがありません。アダム
とエバも追い出したのが神様の法度なのに、

サタンが動かしてきました。ですからサタン

皆さんがアダムとエバより優れていますか。

を分別しなければなりません。サタンを取り

答えてみなさい。劣っていますか。優れてい

除かなければ神様は入ってこれません。神様

ますか。劣っているのは、いつでも捨てるこ

の領土ではありません。サタンの領土なので

とができるのです。ぼさぼさに頭をかき乱し

堕落した圏内から蕩減条件を立ててサタンを

て歩き回りながら誰でも出入りするからとい

分別しなければ、追放することができる蕩減

って、統一教会の教会員ではありません。原

条件を立てなければ、神様の領域が拡大され

理をはっきりと知らなければなりません。

神様が活動できる基盤が築かれません。です
から分別して追放してしまわなければなりま
せん。

生活観念は世界のために生きることです。
サタン世界に、「いくらでも迫害してみよ、

世界のために生き、神様のために生き、さら
には神様の解放と父母様の解放と世界の解放

打ってみよ」と言うのです。私がお前たちを

のために生きるのです。これが統一教会員の

占領する。何によって。愛の力で。神様の創

生活内容ではありませんか。解放するのに蕩

造の能力で。そうすれば神様が共にいるので

減復帰だけ知っていては駄目なのです。責任

す。ここには神様が共にされるのです。やっ

分担というものがあるので完全に整備される

てみなさい。共にされるかどうか。先生は監

のです。

獄にいてもどんな拷問される所へ行ってもこ

1011 * 千十一

천성경

天聖經
Cheon Seong Gyeong
れを忘れないで闘ってきた人なのです。そう

しょう。絶対信仰の限界とはどこですか。生

やってこそ分別されるのではないですか。

命体をもった私自身と比較して言えば、死に
ながらも行くのです。私は死ぬとき、横に倒

今日、統一教会員たちは蕩減の道を好まな
いのです。それは何かと言えば、復帰を好ま

れるのではなく前に倒れるのです。そのよう
な意味で死の道を選ぶのです。

ないということです。「ああ、私は復帰とい

二つ目は自己否定です。一〇〇パーセント

うのは好きですが、蕩減は嫌いだ」と、こん

否定しなければなりません。自己否定です。

な言葉はありません。それでは何が先ですか。

私の見たい目、私の食べたい口、先生は三十

復帰が先ですか。蕩減が先ですか。皆さんは、

歳までおなかがすかなかった日がありません

復帰が好きですが、蕩減は嫌いだと言うので

でした。これは私自身を否定することです。

すか。神側から見れば反対です。皆さんはど

三つ目は絶対愛です。絶対愛は、怨讐を消化

ちら側ですか。神側ですか。サタン側ですか。

して敵を討つのが許しではありません。怨讐

これをはっきりと知らなければなりません。

が自ら進んで自分の国と自分のすべての権限、

皆さんは復帰が好きです。しかし神側では復

長子の嗣業までも全部渡してくれなければな

帰を好むことができないというのです。蕩減

りません。渡してもらわなければなりません。

をした、蕩減を通じたのちに復帰があるので
サタン世界で蕩減を嫌う者はサタン側です。

す。

そして蕩減を好む側は神側だということが今
蕩減復帰、蕩減はなぜ必要ですか。蕩減せ

分かりました。それでは自分自身をじっと反

ずしてはサタンを屈服させるすべがありませ

省してみなさい。自分が神側ですか。サタン

ん。本来神様の愛の焦点が個人に合えば、そ

側ですか。それは皆さんがよく知っているの

こにはサタンがいますか、いませんか。原理

です。皆さん自身に聞いてみなさい。今まで

的に見るとき、サタンがいますか、いません

皆さんはみ旨に従ってきましたが、復帰を好

か。

むのはサタン側で、蕩減を好むのは神側であ
ることをはっきり知ったならば、今からどの

蕩減復帰するには反対にしなければなりま

道を行きますか。

せん。それで絶対信仰が出てきたのです。人
類の先祖が不信して堕落したので、これを踏

皆さんもファンダレイジングをしたでしょ

んで上がらなければなりません。私たちの先

う。「ああ、私はファンダレイジング嫌いな

祖が堕落したその線以上に上がっていかなけ

のに何だこれは」と言うでしょうが、これか

ればなりません。絶対信仰をしなければなり

らが始まりです。これから逆に歩きなさいと

ません。私たちの先祖が堕落したその線以上

言うかもしれません。「世の中が悪なのでお

に上がっていかなければなりません。絶対信

前たちは逆に歩きなさい！」と、そう言うか

仰をしなければなりません。絶対信仰は死ぬ

もしれません。世の中が逆になっていますか

まで、死んでからも、死にながらも行こうと

ら、悪なる人と一緒に行けば悪くなるので、

するのです。皆さんは絶対信仰を知らないで

私たちは反対に行かなければなりません。そ
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うすれば善なる人になるというのです。それ

放され、天使世界が追放され、万物世界を失

は理論的です。

って、その次には個人基準、家庭基準、氏族、
民族、国家、世界基準をすべて失ってしまい

四 蕩減条件は自分が立てなければならない

ました。その責任は誰にあるのでしょうか。

一) 他の人が代わりに立てることができない

その責任は神様にあるのでもありません。天
使世界にあるのでもありません。万物にある

蕩減条件は自分が立てなければなりません。

のでもありません。人間にあるのです。この

他の人が代わりに立てることができるもので

ような結果が現れたのは人間の責任です。で

はありません。堕落は主管権を失ったことを

すから人間は、自分たちが責任をもって復帰

意味します。復帰のためには他の人がどんな

路程を歩んでいくべき運命に置かれているの

干渉をしたとしても、自分自身の確固とした

です。

主体性をもって進まなければなりません。他
の人がどんな道を行こうと、私の行く道は忙

復帰の道は、堕落した経路と反対の経路を

しいのです。前でどんな言葉を言ったとして

突破していかなければなりません。そして蕩

も、そこに気を遣ういとまもありません。夜

減の道は、堕落した者には原則として現れる

寝る時間もありません。落ち着いてゆったり

のです。これを克服しなければ本来の姿に復

座って御飯を食べる余裕はありません。その

帰することができないので、自分を清算しな

ような切迫した心情をもたずしては復帰の道

ければなりません。個人的な問題から家庭、

を行くことはできません。

氏族、国家、世界をどのように復帰するのか
という確実な理論体系をもっていなければな

堕落は人間がしでかしたので、蕩減復帰も

りません。

人間自らがしなければなりません。罪を犯し
た者が罪を蕩減しなければならないのが原則

皆さんが統一教会員として伝道をする時、

なのです。父母が偽りの父母となったので、

「いやー、大変でできない」と言うならばど

真の父母が来てそのすべてのものを蕩減して

うなるか知っていますか。それは神様を中心

くれなければ、神様に帰っていける道はあり

としたことにならず、自分を中心としたこと

ません。このすべてのものを解決してくださ

になるのです。このような原則を考えるとき、

る方が真の父母なのです。真の父母は、皆さ

皆さんが統一教会に入ってきて活動するにあ

んの生命を何千万、何億捧げたとしても換え

たって、行けないとか、不平を言いながら活

ることができない価値をもっておられる方で

動する人がいれば、不合格なことをしたとい

す。ですから皆さんは真の父母を求めて、

うことをはっきりと知らなければなりません。

「命を懸けて従います」と言うことができな

自分を中心として統一教会で働く人は、困難

ければなりません。

に遭うとすぐにレバレンド・ムーンと統一教
会に対して不平を言いながら、今まで統一教

人間が堕落することによってどんな結果が
現れたのでしょうか。人間世界から神様が追

会に入って働いたことが私のものだと主張す
るのです。
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蕩減条件は、自分自身が立てなければなり

がどんなに勝敗の起点をもったとしても、そ

ません。他の人が代わりに立てることはでき

れは皆さんと関係がないのです。皆さん各自

ません。堕落は主管圏を失ったことを意味し

には五パーセントの責任分担があるのです。

ます。
個人の生活環境が変わり、時代の違いが生
天国は、神様を絶対的な中心として侍り、

じるに従って、その時その時ごとに神様が呼

それを通して愛の因縁を結んで生きる所です。

ばれる道の前に、相対となる立場を決定する

この根本を正しく立てるために神様は救援摂

ためには、私自身が努力していかなければな

理をされるので、絶対に自分を立ててはいけ

らない責任分担五パーセントの路程がいつも

ないのです。

あるのです。それは個人を中心としてもそう
であり、教会を中心としてもそうであり、国

アダムが責任分担を果たせなかったので、

や世界を中心としてもそうだというのです。

私たちは責任分担を全うするのに誰かの協助
を受けては、その使命を完遂することができ

神様はどんな方なのでしょうか。玉座に座

ない立場にあります。最後の決定は、私たち

り、栄光を受ける神様だと思いますか。そう

自身がするのです。言い換えれば、善なる人

ではないのです。堕落した人類に対して神様

になるのか悪なる人になるのかという決定は

は今まで何をされたのでしょうか。人類を救

神様がされるのではなく、私たち自身がしな

援しようと毎日痛哭していらっしゃるのです。

ければならないのです。

そのような立場で人類を引っ張ってこられた
のが神様の姿です。神様はこのように悲惨な

皆さんは、生命以上に懇切なる立場に立た

方です。悲惨な中に落ちた人類を救援するた

なければなりません。ですからおなかをすか

めに神様は眠りこけた人類を起こして、「来

せた立場でも祈祷しなければなりません。断

い、来い」と言われるのです。しかし、その

食をしながらも自分をすべて投入しなければ

ようにして行くようにはなっていません。皆

なりません。神様の愛とともに生命力を万国

さんは責任分担を果たさなければならないの

に投入しなければならないのです。その過程

に、それを代わってあげることができない立

では神様は絶対に答えられず、知らないふり

場で、（救援）しようとされるのが、どれほ

をされます。干渉してはいけないのです。そ

ど大変だったでしょうか。

の投入が終わるまでは干渉されません。人間
二) 責任分担の心構え

の責任分担とは何ですか。自分自ら完成する
ことではないですか。同じように、自分が祈
祷していくときは神様が干渉されないのです。

人間は、自分が今生きているところが善側

かえって反対するのです。本当に不思議です。

か悪側かということを決定しなければならな
い、中間位置にいます。また、私が善なる方

勝敗の起点をどこに置くべきでしょうか。

向に行くのか悪なる方向に行くのかというこ

先生に置いてはいけないというのです。先生

とも、第三者の力を借りて決定するのではな
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く、自分自らの判断によって決定しなければ

ないという考えをもっていなければなりませ

ならないのです。さらに責任分担を全うする

ん。ここが分水嶺です。これが境界線です。

ことができずに、堕落した人間の後孫になっ
た私たちは、必ずこれを決定しなければなら

蕩減復帰の道は、サタンを分立するための

ない、重大な岐路にあるということを知らな

道です。サタン分立をなぜしなければならな

ければなりません。

いのでしょうか。責任分担圏を探すためです。
本来責任分担圏は、サタンがいない所です。
アダムの責任分担がそうです。アダムの責任

五

蕩減法なしにはサタン分立はできない

分担圏は本来、サタンが侵犯できる基準では
ありません。その確実な思想を注入しなけれ

一) 私は分水嶺に立っている

ばなりません。私たちはいずれにせよ行かな
先生は監獄に何度も出入りしました。以北

ければなりません。責任分担を完成して神様

から以南まで行く先々で……。それを知らな

の愛の中に接ぎ木されなければなりません。

ければなりません。なぜ蕩減復帰しなければ

神様の愛の中に接ぎ木しようとすれば、サタ

なりませんか。なぜサタンを分立しなければ

ンを分立しなければなりません。サタンと因

なりませんか。サタンを分立する目的は責任

縁をもったすべてのものを、完全に分立しな

分担圏自由化のためです。堕落する前のアダ

ければなりません。

ムとエバがサタンの干渉を受けましたか。サ
タンの干渉を受けていては天の国へ行けない

蕩減復帰は、なぜ生じたのですか。堕落以

のです。皆さんは今どこに立っているのでし

後、何のために生じたのですか。責任分担が

ょうか。自分がどこにいるのかは、自分の良

なければ蕩減復帰という言葉も必要ありませ

心が知っているのです。それはだますことは

ん。人がどの位置で堕落したのかというと、

できません。私がどこへ行こうとしているの

責任分担を果たしていく過程で堕落したので

かを良心は知っているのです。

す。このとき堕落した人間は、責任分担圏を
サタンに渡してしまったのです。サタンに奪

蕩減復帰は不可避なものです。なぜ蕩減復

われてしまったのです。それゆえこの責任分

帰しなければならないのか、なぜサタンを分

担圏を、もう一度取り戻してこなければなら

立しなければならないのかといえば、自然な

ないのです。

本然の責任分担、自由環境基盤を必要とする
からです。そうすればサタンが讒訴できない

もし堕落した人間の前に神様が責任分担を

し、サタンが因縁をもつことができない位置

設定しなかったならば、今日の統一教会で主

を私が占有するようになるからです。それで

張する蕩減復帰という言葉は出てこなかった

蕩減復帰、責任分担完成という基準は論理的

はずです。ただそのまま復帰すれば良かった

にも不可避です。ですからサタンを分立しな

でしょう。蕩減しなければならない！ なぜ

ければならないのです。ですから御飯を食べ

蕩減しなければならないのでしょうか。人間

ないで座っていても、サタン世界とは関係が

には責任分担があるからです。人間が完成し
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なければならない責任分担を自ら壊してしま

蕩減復帰はなぜ必要なのかいえば、サタン

ったので、その賦与された責任を果たさなけ

を分立させるためです。サタンを分立しなけ

ればならないのです。そのようにするために

れば責任分担を全うできません。

はサタン世界のすべてのことに勝利し、サタ
サタンは、責任分担が果たせなかったとい

ンを主管する位置に立って、堂々とサタン世
界の反対環境を取り除いたその位置に立って、

う条件の上に侵犯しました。ですから責任分

神様の愛を受けることができる位置に入らな

担が終われば、サタンは追放されるのです。

ければなりません。そのようになればサタン

責任分担を完成すれば、サタンはいることが

は離れるのです。

できません。

皆さんは、責任分担完成圏に立っています
堕落した子孫である私たちには、責任分担

か。未完成圏に立っていますか。未完成圏に

圏が残っているのです。責任分担を中心とし

立っているのに先生と何の関連がありますか。

て見るときに、個人的な原理結果主管圏で個

それを知らなければなりません。蕩減復帰を

人完成して神様の愛と連結させ神様の直接的

なぜしなければならないのですか。責任分担

な愛の因縁を結ぶことができる基盤をもった

を全うするためです。責任分担を果たすにお

のかという時、もてなかったというのです。

いて本来、堕落する前の責任分担圏はサタン

蕩減復帰はなぜ必要かといえば、サタンを分

が讒訴することができないのです。サタンが

立させるためです。サタンを分立しなければ

侵犯するその場においては責任分担圏が出て

責任分担を果たすことができません。

きません。ですからサタンが侵犯できないの
です。その場が監獄です。

責任分担がどんなに重要かを、みんな知ら
ないで生きてきたのです。これが解放の基準

神様を愛する力をもって、サタン世界の監

です。蕩減復帰とは何ですか。責任分担を完

獄を自ら進んでいくのです。サタンが一番嫌

成できる自由環境をつくるためのものです。

う所を、私が一番喜んで歓迎するのです。こ

サタンが侵犯するので、サタンを防御するに

の世の中の人たちは苦労を嫌うでしょう。統

はどのようにしなければならないでしょうか。

一教会の教会員は苦労が好きです。なぜ好き

サタンよりも神様をもっと愛し、人類をもっ

なのですか。蕩減復帰をしようとするからで

と愛さなければなりません。サタンよりも神

す。驕慢はサタンがする行動です。サタンは、

様を憎み、人類を愛する反面、私たちは「私

下がっていく所へは下りていけないのです。

はお前より神様をもっと愛し、人類をお前よ
りももっと愛する」と言わなければなりませ

サタンを防御するには、神様を誰よりも愛

ん。堕落しなかった人間がもっていくべきそ

さなければなりません。この世界の誰よりも

の基準を中心として、一方通行化させること

愛して、宇宙を誰よりも愛さなければなりま

ができるこのような立場に立たなければ、サ

せん。自分よりも愛さなければなりません。

タンを分立することができません。

自分は堕落した人間なので、自分より愛さな
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ければならないのです。サタンは神様より自

なりません。そして創造法度に一致できるよ

分を最も愛し、世界より自分を最も愛しまし

うにするためには、再創造歴史の過程を経な

た。それがサタンです。ですから個人主義を

ければならないのです。堕落は相手のために

中心とした皆さんは、サタンの王者たちです。

自分を投入しないで、反対に相手に自分に投

自分を思う人は、そうです。

入しろというところから始まったので、反対に
投入することを経なければなりません。ですか

責任分担法がなければ整理ができません。

ら宗教は自分を犠牲にしなさいと言うです。

責任分担があるのでサタンもきれいに整理さ
れて、国もきれいに二つの国に分かれて境界

アダムとエバの堕落以後、人間がかかった

線をはっきりさせて、神様の愛を中心とした

病気とは何ですか。サタンを中心とした愛の

宇宙的な主管圏時代に入っていきますが、こ

病気になり、間違ったその愛の病気でサタン

れが神様が霊界と肉界を直接主管する天上天

の血統を繁殖させてきたのです。言い換えれ

国です。地上天国です。はっきり分かりまし

ば、サタンの血統を受けてサタンの直系とし

たか。皆さんが問題です。皆さんはどこにい

て生まれたのが病気なのです。ところでその

るのかといえば、いつも境界線にいます。個

病気はどのように出発したのでしょうか。神

人を中心とした蕩減復帰の境界線においては、

様が立てた秩序と天地の道理、環境などすべ

サタンがついてきてはいけないのです。

てのものを否定して、自分を中心として愛し
たところから堕落の病気が始まったのです。

統一教会の教会員の生活観念とは何でしょ

ですからこの病気を治すには、自己を否定し

うか。世界のために生きるというのです。世

神様を絶対的に中心として生きなければなら

界のために生き、神様のために生き、さらに

ないのです。天使長やアダムとエバが神様を

は神様の解放と父母様の解放と世界解放のた

中心とした愛を願ったならば、堕落しないで

め生きるのです。これが統一教会員の生活内

理想世界を成したはずです。

容とならなければなりません。
サタン圏を抜け出すには、神様を中心とし
二) サタン圏（堕落圏）を脱するには

た観をもたなければなりません。そうでなけ
れば抜け出すことはできません。それ以外に

完全に救いを受けるには、自分の罪を清算
しなければなりません。皆さんの過去と現在

は抜け出すことができないので、このような
道を選ばざるを得ないのです。

のすべての生活を通じて犯した罪を清算しな
ければなりません。罪を清算するには、原理

私が行かなければならない道は難しいけれ

原則に食い違いがないようにしなければなり

ども、私の前を行かれる神様がいて、私のそ

ません。

ばで歩む友達がいて、私たちの兄弟がいると
いう事実を考えなければなりません。また、

堕落して故障したので、故障を直すには故

人類が行くべき未来の運命の道が、まだ私た

障する前の原理原則に従って合わせなければ

ちの前に残っているということを考えなけれ
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ばなりません。私の生命が尽きるまで行くと

るのです。それによってサタン世界の天使長

考えなければなりません。そのような考えを

圏から解放され得るのです。堕落した天使長

もつことによって、サタンが自分を中心とし

の位置から堕落しなかった位置に上がってい

て堕落した基準を越えていくのです。私中心

くのです。

ではなく、神様を中心とした考えをすること
死ねというのです。死んだふりをなさい。

によって堕落圏を越えていくことができます。
ですから統一教会で最も大変な時は、最も大

あの足の裏に何度も踏まれよというのです。

変なサタンの堕落圏をけり飛ばして解放され

私が知るところによれば、高いところに上が

得る日が近づいたことを意味します。

って心と体を一つにすることのできる道はあ
りません。天下に高い心をもって上がれば、

元来堕落は死の境地に落ちたことなので、

一つになる道がありません。踏まれなければ

救援するために死の境地に飛び込まなければ

なりません。先生も高くなるのではと、神様

なりません。どうせその過程を通過しなけれ

が四十年間足で踏んでしまったのです。踏ん

ばならない運命ならば、男らしく喜びの心で

でしまったので、上がろうとするのがすりつ

臨む皆さんにならなければなりません。その

ぶされて一つになるのです。三千里半島を歩

ように決意をもってみ旨の道を歩む食口が多

き回った金サッカ（一八〇七―一八六三。本

くなれば、世界は新しい方向に進むのです。

名は金炳淵。家門が滅んだのを嘆き、生涯放

私たちはその母体を成す心情に燃えています。

浪生活を送り、多くの風刺の詩をつくった）

皆さんの心の中には、生死の境界を超越でき

のように、ののしられ、踏みにじられ、ぞん

る信念がありますか。

ざいに扱われながら、さまよわなければなら
ないのです。そうしながらもそれを消化する

先生は何十、何百、何千、何万にもなる生
死の境界線を見守りながらサタンと対決して

ことができ、それをみな喜んで消化できる自
分自身を発見しなければなりません。

来ました。言い表し難い大変な環境が波のよ
うに何度も押し寄せても、先生が立てた基準

「愛という枠をもって私がサタンよりも愛

は変わりません。足が折れたとしても、目の

するという心で、神様を愛し、宇宙を愛する

玉が落ちたとしても、首が飛んだとしても、

心をもって、神様のみ旨と人類の解放のため

出発した時の心情基準から外れません。です

にどん底に下りていく」と言うことができな

から死ななければ勝利するのです。

ければなりません。下りていくのはどういう
ことでしょうか。踏まれてみなさいというこ

どのようにすればサタン圏の愛とサタン圏

とです。四十億人類にみな踏まれてみよとい

の血統が脱げますか。自分を愛して自分だけ

うのです。踏まれても不平を言わないのです。

考えればいつでもサタンは引っ張っていきま

感謝し、愛によって消化するのです。このよ

す。反対に私を否定し、神様を中心として考

うなことをしなければなりません。

えて生活するようになれば、サタンは私を管
理できず、神様が臨在して管理するようにな
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示させてしまう要因になります。人間たちが

一) 信仰と蕩減

復帰路程を歩んでいくにつれて一人でも失わ
統一教会は九八パーセント、九五パーセン

ないようにしようとするサタンは、あらゆる

ト生活的な面が全部信仰です。九五パーセン

方法を通じて再侵犯の機会をねらっています。

ト神様が造られたものを失ってしまったので、

サタンは個々人が立てた蕩減条件によって個

九五パーセントやってこそ再創造が始まるの

人から離れていかなければなりませんが、ま

です。その上でさらに五パーセントまで私が

た再び家庭的次元、民族的次元において、侵

しなければなりません。ですからどんなに大

犯することもあり得るのです。

変なことでしょうか。堕落していなかったら
九五パーセントは天がしてくださり、五パー

私たちが行くべき公式路程がありますが、

セントだけを私がしていたでしょうが、堕落

皆さんはそのような公式をはっきりと知らな

したことによって神様がもう一度してあげる

いでいます。「私たちには蕩減が必要ない。

ことはできないというのです。再創造を私が

何のために私たちがこの大変な蕩減の道を行

しなければならないのですが、九五パーセン

かなければならないのか」。このような人は

ト、プラス五パーセントです。ですから死ぬ

サタン圏内で死ぬしかありません。サタンは

覚悟をしなければなりません。犠牲になる覚

彼らの圏を主張します。皆さんはこのような

悟をしなければなりません。世界蕩減路程を

サタンの領域を征服しなければなりません。

歩みきるまでは、楽な考えをしてはいけない

サタンを退かせなければなりません。サタン

のです。

圏を占領しなければなりません。果敢に立ち
上がりなさい。過去のことを清算しなさい。

先生がこの地に来て信仰世界に残した偉大

これが信仰生活において皆さんがしなければ

な内容は四つです。神様と人間との関係をは

ならない責任です。はっきりと知らなければ

っきりさせました。責任分担と蕩減というも

なりません。

のを、この歴史の中で誰も知らなかったこと
をはっきりさせておきました。その次に、良

蕩減復帰は条件復帰ではありません。事実

心的な人は生きていくことが難しく、悪人は

蕩減だということを知らなければなりません。

良い生活をしていますが、これはどうしてか

このようなものは原理にはありません。条件

ということです。蕩減法、カイン・アベルの

蕩減でありながら事実蕩減というようなこと

問題を知らなかったことを、これをはっきり

は初めて聞くことでしょう。したがって今ま

させました。

での復帰路程を考えてみると、サタン世界で
一番良心的な一人を立てます。ノアが正にそ

人間は堕落性を相続して習慣の奴隷になっ

のような人でした。ノア一人の信仰を絶対信

てしまいました。今日においては宗教者まで

仰の基台の上に立て、ノアの家庭を中心とし

もこのような惰性に浸り安逸な生活をする傾

て着陸するようになります。絶対信仰の男性、

向があります。習慣的な信仰生活は危険です。

絶対信仰の女性、絶対信仰の四位基台が必要

このような信仰生活はサタンの讒訴条件を提

です。
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神様は堕落した人間を蕩減復帰させようと

通じることができる過程でしたが、今の時は

して宗教を立てられました。神様は宗教を通

蕩減復帰時代が過ぎたので復帰時代です。今

じて神様中心の精神を強化させる方法、生と

は復帰時代であるだけに誤ったことを後日に

人格に対する肉体の支配を逆転させる方法を

延ばして解決する時ではありません。即刻的

教えておられます。宗教が断食、犠牲的奉仕、

です。このようなことをはっきりと知って、

温柔で謙遜な態度などを要求する理由は正に

過去のかすかな信仰概念があったならば、そ

このようなところから来ています。これは肉

れをけり捨てて先頭に立つ覚悟をしなければ

体の勢力を減少させ、肉体をして精神に服従

なりません。

させる方法です。信仰生活を通じて、肉体中
心的な生活習慣から脱して新しく精神中心的

み旨のために行く道で先生自身の生活を中

な生活方式をつくっていくまでに、通常三年

心として見れば、誰も理解できない道を歩ん

ないし五年かかります。

できましたが、その背後で天が理解してくだ
さるその二面的な深さと幅がありました。そ

蕩減は、何を中心としてするのでしょうか。

のような事実を考えるとき、それは不幸です

蕩減の内容とは何でしょうか。サタンをより

か、幸福ですか。幸福なことです。彼らが私

愛するのか、神様をより愛するのかという愛

に反対するのは、反対したくてそうするので

の問題です。すべてのことが愛の問題です。

はありません。反対しなければ蕩減復帰は成

蕩減するには神様を絶対に信奉しなければな

立しません。天がすべてさせているという事

りません。ところがサタンは神様を絶対に信

実を知って、皆さんは感謝しなければなりま

奉しませんでした。背信したということです。

せん。感謝していけば、結局は私が考えもし

始めてから、中間で神様を背信しました。そ

なかった世界に行くことになり、私に反対し

れゆえに、まず蕩減の道を行くに当たって信

ていた世界は考えもしなかった結果の世界に

仰や行動が絶対的でなければなりません。

落ちてしまうということです。それゆえ、天
に侍っていく人の生涯は感謝しなければなら

蕩減路程というものは責任分担圏を立てな

ないということです。

ければなりません。この責任分担は何を中心
としてしなければならないのでしょうか。よ
り天を愛すること、より絶対的な信仰とより

自分が行った忠誠の実績をもって、それを

絶対的な愛をもたずしては、サタンを屈服さ

貴く思い、天の前に一歩一歩前進することが

せることはできません。

貴いことであって、欲を出して祈祷するとし
ても、騒がしくするとしてもみ旨がすべて成

今までの蕩減復帰時代は過ぎ去りました。

就するというわけではありません。蕩減復帰

蕩減復帰時代は過ぎたために、これからは法

の道を中心としては自分を第一に立てる人は

的な行動に即座に引っ掛かる時です。蕩減復

みな流れていくのです。文先生は自分が一番

帰時代は帰っていくことです。第一次ができ

素晴らしいと言いますか。私が今まで皆さん

なければ第二次に移るので、前進的な発展に

に教えたことは、私が行わないで教えたので
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はありません。私がすべて行ってから教えた

ということです。いくらはえが汚くても、走

のです。

っている千里馬の腹の下にくっついて落ちる
ことなく忍んでいけば、千里の道を行けるの

神様の解放は、真の父母と一つになって地

と同じことです。ひっくり返ってもくっつい

上のすべての祭物を捧げることができるサタ

ていかなければならないのです。落ちてはな

ンの讒訴条件を清算しなければできません。

りません。

皆さんが、どのようにして神様の心情的な所
有権に帰着するのでしょうか。父母と皆さん

今日、信仰をする人たちは蕩減復帰の道を

と万物が平行線上で神様の所有だと決定する

歩んでいるということを忘却しています。ア

ことができる位置をもつことができなかった

ダムとエバがどうして堕落したのでしょうか。

ということです。これを蕩減復帰しなければ

責任分担路程を忘れてしまったからです。現

なりません。

実を忘却してしまったから堕落しました。責
任分担圏を残したまま人類は呻吟せざるを得

皆さんが蕩減復帰の道を歩んでいるという

ない立場に立ち、この責任分担圏さえも自由

事実、責任分担という宿命的な道を歩んでい

に迎えることのできない立場になりました。

るという事実をどれだけ感謝して受け止めま

堕落した人間であるがゆえに、責任分担圏を

したか。もう一度考えてみなければなりませ

自由に迎えることができるその位置まで出て

ん。「ああ、統一教会の原理のみ言は良いが、

くるためには、今日の歴史的なすべての堕落

蕩減復帰は嫌だ」と言うことはできません。

圏を解脱していかなければなりません。そう

大学に入るためには、その関門を通過するた

でなければ復帰の道に出てくることはできま

めに試験を受けなければなりません。私が願

せん。

う反対の道が横たわっています。これを解決
しなければ学校に入ることができません。同

蕩減復帰を完成した人は手を挙げてみなさ

じことです。統一教会の行く道は簡単ではあ

い。こいつ、こん棒でたたかれて、罵声を浴

りません。

びせられ、雷に打たれなければならない邪悪
な者たちよ、見なさい。これをしなかったら

私がどうしてついて行かなければならず、

先生もどうにもなりません。先生ははっきり

私の心がなぜ促され、良心が生きた心地もな

教えました。そのとおりに霊界が変形される

く追求されているのかということを、皆さん

のです。皆さんがこれをできずに逝けば、あ

は誰よりもよく知っています。私の心はどう

の世に行って必ず引っ掛かってしまうのです。

してこうなのだろうということです。正道が

いくら夫婦同士が息子、娘を愛したとしても、

目の前にあるがゆえに従って行くべき歴史、

全部行ってストップです。霊界に楽園ができ

人間が行くべきであり、私が行くべき蕩減復

たのと同じように、統一教会において天国に

帰の深刻な運命の道が残っているからです。

入る前の家庭楽園ができてしまうのです。

落ちてしまってはこの道は行けません。御父

そこでは愛し合うこともできません。どう

母様の背に乗っていくまでは、行く道がない

やって愛し合いますか。我が子だからといっ
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ても、愛したくとも愛することができなくな

次は何ですか。情欲です。浮気をしようとし

っているのです。そこに行けば、どうします

ます。統一教会で浮気をして男女問題があれ

か。夫に「あなたは私を愛していたのに、こ

ば一箇所に連れていって、ガソリンを掛けて

こに来てどうしてそうなの」と言ったとして

燃やしてしまうでしょう。そのような時が来

も、愛することができなくなっています。愛

るのです。私が、そのような指示をしないか

することができません。自分が立っている位

らこうなのです。神様が、エデンの園にいた

置では愛するようになっていません。

アダムとエバを追放したでしょう。この子た
ちを処理する道がありませんでした。ところ

皆さんに聞きたいことがあります。皆さん
は蕩減復帰の道を歩いてきましたか。そのよ

が今は大変おびただしいほどあります。です
から深刻だというのです。

うに生きてきましたか。長子復帰をしなけれ
ばならない運命として私の前に長子復帰の道
が立ちふさいでいるのに、これを必死に努力

七

蕩減の道は絶対服従、絶対順従の道

して、どのような代価を払ったとしてもこの
峠を越えなければならないといって身もだえ

宗教人は、なぜ絶対服従をしなければなら

をしましたか、しなかったのですか。しなか

ないのでしょうか。絶対的な主体の前に絶対

ったのですね。ただ先生について来たのでし

的な相対になろうとするので絶対服従しなけ

ょう。先生がどうだから？ 先生が好きだか

ればならないというのです。そして悪に対し

らですか。どうしてついて来たのですか。つ

ては、死んだとしても絶対相棒になってはい

いて来たその動機も、原理よりも先生が好き

けません。愛せよと言っても、悪と絶対相棒

だからついて来たのです。

になるなというのです。人間は愛しますが、
人間と一つになっている罪を愛してはいけな

統一教会に入り、すべて腰掛けていて天国
に行くと考えてはいけません。心情圏を相続

いということです。皆さんは、これを知らな
ければいけません。

しなければなりません。皆さんは、いつ蕩減
復帰すると考えましたか。いつ蕩減復帰しま

神様が絶対的ならば、私も絶対的な位置を

すか。蕩減復帰するために行けと言うのに、

願わなければなりません。神様が不変ならば、

いつ行きましたか。

私も不変でなければなりません。神様が唯一
ならば、私も唯一でなければなりません。神

人間にとって一番難しいこととは何でしょ

様が永遠ならば、私も永遠でなければなりま

うか。サタンの三大門がありますが、一つ目

せん。このような観点で人間の永生は不可避

は食べることです。この口は、食べて食べて

です。それは結果的な帰一点でないわけがな

食べたら、もっといい物をくれと言います。

いという結論を堂々と下すことができると見

しきりにそうします。その次は休むことです。

るのです。いくら神様に愛があるとしても、

寝さえすれば、しきりに休みたいのです。そ

私に愛がなく、いくら神様に生命があるとし

うでしょう。仕事をしたくありません。その

ても、私に生命がなく、いくら神様に理想が
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あるとしても、私たち人間に理想がないなら

たらどうなりますか。一つになります。一つ

ば、すべてが無駄だというのです。

になったらどうなるのでしょうか。悪は反発
するのです。完全に一つになっているので、

我欲をもってはいけません。先生を中心に

悪は反発するのです。それで悪を取り除くこ

して完全に絶対的に一つにならなければなり

とができるというのです。これが原則です。

ません。一つの根です。根を引っ張れば、引
っ張られていかなければならないのです。幹

神様のみ旨には、神様の理想的なみ旨と、

や枝は、自分の存在意識をもつことはできま

人間が堕落してしまったので蕩減復帰しなけ

せん。主張することができません。二つの方

ればならないみ旨があります。二つあるとい

向はあり得ません。一つです。これが勝利的

うことを知らなければなりません。それでは

基盤を築き、位置を確保すれば東西南北に自

どのようなみ旨の道を行かなければならない

由が広がるというのです。そうしなければ自

のでしょうか。二番目です。それではその二

由がありません。どういうことか分かります

番目のみ旨の道には、天に従って信仰生活を

か。ですから自由行動をすることができません。

する人たちが自由にすることができる内容が、
少しでもあるのかということです。これっぽ

今までの道人たちは、何を中心に生活して

っちもないのです。

きましたか。イエス様もかわいそうな人です。
人間的に見れば何の主張もない人です。夜も

絶対的な信仰をしなければいけません。

昼も神様のみ旨だけをもって、自分の旨はな

「統一教会を信じるか」と言う時、「絶対的

いのです。神様のみ旨の前に絶対服従でした。

に信じて行く」と言わなければなりません。

絶対服従！

なぜ絶対服従したのでしょうか。

絶対的な主体、円形的な主体がいるにもかか

絶対信仰とは何でしょうか。自分が信じて

わらず、もう一つの三角形的主体の圏を成し

いるある宗教の指導者がいたら、その指導者

たのがサタンなので、そのサタンを取り除く

と私は歴史的に数千年という遠い隔たりがあ

ためにそうしたのです。今日、人間はサタン

りますが、信じる心を中心としては平面的に

圏の中に隷属しています。サタン圏内に隷属

対等な時代圏内に入ることができます。それ

している人間を脱出させるためには、サタン

で絶対的に信じなさいというのです。絶対的

が一番嫌がる道を行かなければならないので

に信じる時、その人と一緒にいるということ

す。それで宗教は良心を中心に絶対服従しろ

が分かるようになるのです。またその人と一

と言うのです。良心と心が、本来は神様が絶

緒に暮らしているということが分かるように

対的なので絶対的な神様を中心に絶対的に一

なるのです。このようなことを新しく認識さ

つになるようにしようとするので、宗教世界

せて刺激させるためのものが、信仰だという

ではマイナスになれと言うのです。

ことを知らなければなりません。

絶対的に服従しなさい。絶対的に服従する
ことは滅亡することではないのです。服従し

残るものは何でしょうか。絶対信仰も去り、
絶対服従も去りますが、最後には絶対愛が残
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るのです。信仰と愛と希望、この三つはいつ

られず、「そ、それ信じることによってすべ

もありますが、その中で一番は何ですか。

ての救いを……」と言うのです。そのような

（愛です）。信仰も去り希望も去りますが、

妄想的なサタンの煙幕戦術に引っ掛かっては

最後には愛が残るというのです。同じことで

いけません。

す。絶対信仰も、みな去ります。
さあ、統一教会がそうです。統一教会員た
死ぬところでも答えなければいけません。

ちが蕩減復帰するためには、反対の行路を通

死ぬと言って目を閉じて「私は、死んだ」と

じて行かなければならないだけに、自己認定、

言っていれば、既に別の世界に行っていたと

自己肯定から始めるのではありません。完全

いうことです。飛躍が起こったということで

否定です。完全な宗教は自己否定から、堕落

す。統一教会はそのように発展してきたので

した世界の完全否定から始まります。それで

す。気が詰まり、息が詰まり、四方が堅く絞

世界を否定して、国を否定して、氏族を否定

められて、地に入ることも天に跳ね上がるこ

して、家庭を否定して、妻夫、男性女性自体

ともできないその場を、死を覚悟して乗り越

を否定して、私の体と心自体を否定しなけれ

えていけば、生きておられる神様は間違いな

ばなりません。否定の版図がどのくらい大き

く顕現されるのです。ですから私には神様が

いか知らなければなりません。私の心を中心

いるか、いないかということは問題になりま

にして体まで否定しなければなりません。

せん。そして怨讐を消化しなければいけませ
ん。怨讐を愛さなければなりません。その道

統一教会を信じて福を受けようという考え

は、易しくはありません。自己否定を何十回、

をしてはいけません。福をあげようという考

何百回するだけでなく、怨讐を愛することが

えをしなければなりません。統一教会自体内

できるところまで行かなければなりません。

の福を国と世界のため、もっと大きいものの

そうでなければ神側に立つことができません。

ためにあげると言わなければなりません。そ
のように行く時、レバレンド・ムーンが皆さ

宗教は、肯定概念から始めることができま

んの進路に責任をもちます。皆さんの足を私

せん。先祖がそうしたのです。それを否定す

が引っ張りはしません。そのような人になら

る第一条件が何かというと、絶対信仰です。

なければなりません。

絶対信仰。分かりますか。そう、あなた方は
絶対信仰を身につけましたか。ですから苦行

表では好きですが、心の中で頭を横に振る

の道をなぜ行くのか、その原因を暴かなけれ

人がいます。このようなことを見るとき、良

ばなりません。きょう文なにがしが来て、宗

い性稟をもって生まれなければならないとい

教の秘密世界をすべて明らかにすることを願

うのです。信仰の道において自己と闘って勝

うでしょう。なぜ苦行の道を行かなければな

つということは、世界を克服することよりも

らず、犠牲にならなければならないのか、な

難しいのです。このような観点で見るとき、

ぜ絶対に信じなければならないか、と牧師た

第一次の十字架は自己を克服しなければなら

ちを呼んで三つのことを聞いただけでも答え

ないということです。
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では、今まで責任分担の蕩減歴史を誰が全

いうことをしなければならないのです。これ

部しましたか。それをお金で返すことができ

が今この時、しなければならないことだと言

ますか。皆さんの家を売って、国を売って返

ったのです。今まではカナンの福地に向かっ

すことができますか。それでは、何をしなけ

ていく時でした。今は定着時代に入ったのです。

ればなりませんか。することはありません。
ただ絶対服従です。皆さんが二十代までは絶

本当の孝子は服従する者です。本当の忠臣

対服従です。二十代になる前にエデンの園で

は奸臣に追われて死んだとしても、王に対し

アダムとエバがお尻を振って堕落したのです。

て無能な王だと言うのではありません。奸臣

自己主張していてです。二十代までは絶対服

に追われて死にながらも、忠臣の志操でかわ

従です。二十代前は服従しなければなりませ

いそうな心を抱いて涙を流しながら王の安泰

ん。ですから子供たちは絶対服従です。絶対

を願う人が、本当の忠臣です。絶対服従です。

服従を教えなくても服従するようになってい

絶対服従で成功をもたらすことのできるただ

ます。彼らももし父母と一つになれなかった

一つの道は、真の愛の道しかありません。

ならば滅ぶということを知っているのです。
神様と一つにならなければ滅ぶというのです。

先生は今まで「ああ、お前たち、先生の言
葉に絶対服従しろ」とは言いませんでした。

四大心情圏と三大王権を失ったので、これ

私たちは歴史的な路程に順応して行かなけれ

を取り戻さなければなりません。これを成す

ばなりません。歴史的路程とは何かと言えば、

ためには絶対服従と絶対従順と絶対犠牲を中

神様のための摂理的な歴史路程です。今まで

心として順応し、何をさせたとしてもすべて

皆さんに復帰摂理路程を教えてあげたのは、

をやると言わなければなりません。そのよう

そのような意味からです。統一教会の文先生

にしてこそ、父母がサタン世界からここに来

のために教えてあげたのではありません。で

るのです。ですからサタン世界の男性は天使

すから先生も行くのです。人類の目的を成し

長だから切ってしまわなければならないのです。

ていくのです。その目的を一点に結末を見る

そうすれば、ここから上がっていくのです。

ことができなかったので、この結末を締めく
くってあげようとするのが今日、この時代の

カナン復帰路程では先生について行かなけ

統一教会が主張する統一原理であり、統一思

ればなりません。雁が大洋を渡るとき、親分

想だということを知らなければなりません。

雁の前に絶対服従です。異議がないというの
です。「飛べ」と言えば飛ぶのです。死ぬほ
ど疲れても、ただついて行かなければなりま
せん。今までそのようなことをしてきたので
す。今は目的地に来てひなを産む時です。す
べてこのようになっているので、同族同士お
互いのために生きて、愛して、一つの族属を
成して、族属自体を誇ることができる、そう
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Book 九: 祝福家庭

なのです。真の父母として地上へ来られた文
鮮明先生は早くから、人間の堕落は、サタン

Blessed Family

との不倫な愛の関係であるということをはっ
きりと解き明かされ、救いとは、祝福を通じ
て神様中心の血統への転換、父子の関係の心

はじめに

情圏を回復するところにあるとといてこられ
神様がアダム、エバを創造されたのは、祝

ました。

福の夫婦として罪のない善の息子、娘をこの
地に繁殖させ、天国を成すというところに目

祝福は単なる結婚式ではありません。祝福

的があります。神様が人類の父母として主礼

は神様の子女に生まれ変わる聖なる重生の役

となられ、天の礼法と天法によって行われる

事であり、サタンとの関係を断絶することに

天倫の大事として、アダム、エバが結婚式を

よって原罪を清算し、新しい生命へと出発す

挙げていたならば、彼らが正に人類の真の先

る核心的な儀式であるがゆえに、この祝福の

祖であり、真の父母になるのです。ところが

関門を通過せずには誰も天国に行けないとい

このような天倫の秘密を悟れなかったアダム、

うのが原理です。祝福は堕落した人類が通過

エバは、堕落することによって、サタンを中

すべき公道です。

心とした夫婦に転落してしまいました。

ぜひこの本が、このとてつもなく驚くべき祝
福の意味と価値を真の御父母様のみ言を通じ

したがって歴史始まって以来、一人も真の
婚姻をした人がいません。聖書でも「小羊の

て明確に理解させ、はっきりと痛感し、祝福
に同参させる恵みの道標となることを願います。

婚宴」がなされる前の婚姻は、みな仮の結婚
であると言っています。今日、歴史時代のこ

二〇〇二年十二月

の世の婚礼は、人間中心の人倫の業です。ど
んなに豪華で、ぜいたくで、神聖に行われる
結婚式でも、神様とは関係がないのです。こ

第一章 真の父母と祝福

の世の夫婦は、この世に生きている間、臨時

一 祝福の意義と価値

に結ばれる、この世での配偶者であって、永

一) 祝福とは何か

遠の伴侶になることはできないのです。それ

①祝福の意義

であの世に行けば、ばらばらに別れるように
なっています。

祝福は、真の父母と真の子女が出会い、創
造目的を成し遂げることを意味します。

それでは祝福結婚の意昧とは何でしょうか。
祝福結婚は、六千年の人類歴史において初め

神様は二性性相としていらっしゃいます。

て、真の父毎を通じて、エデンの園で成し遂

これをプラスに分立させたのが男性のアダム

げられなかった神様の祝福を今のこの時代に、

であり、マイナスに分立させたのが女性のエ

私たちに成してくださる驚くべき約束の成就

バです。そしてアダムとエバを再び合わせた
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姿のようなものが子女です。このように神様

が、いまだにこの日を取り戻せないでいるの

を中心として一代、二代、三代が形成される

です。ゆえに、この一日を取り戻すならば、

のです。

この日は歴史的な解怨が成就できる日となり、
神様の歴史的な願いを成就できる日になると

では、この三代の中で問題が起こったのは

いうのです。このようなことを考える時、こ

何代かといえば、二代目のアダム、エバの代

の祝福の場が、どれほどとてつもないかとい

です。アダム、エバが神様の愛を中心として

う事実を知らなければなりません。

一つになれなかったのです。もし、アダムと
エバが神様の愛を中心として一つになってい

人間の先祖のアダムとエバが堕落したその

たならば、神様が臨むことのできる因縁が決

日から、人間は神様が祝福してくださる一日

定され、そのことによって子女にも、神様と

を待ち焦がれてきました。

関係を結ぶことのできる愛の基準が連結して
いたことでしょう。それを「祝福」と言うの

祝福の場は、過去から今までつづられてき
た歴史過程における、あらゆる悲しみを清算

です。

することのできる場です。今まで成就できな
統一教会で行う祝福結婚式は、ただ単に男

かった神様の願いが、新たに出発できる場で

女が出会って一家庭をつくる婚礼式ではあり

あり、新たな人間の未来が出発するきっかけ

ません。今までの結婚式は、自分を中心とし

となり得る一つの基点なのです。

たものでしたが、私たちの結婚式は、神様に
喜びを返すような内容をもって歴史を蕩減す

今の時代は、蘇生、長成の段階を越えて、

る貴い条件として、神聖で盛大に挙行します。

完成段階へと進んでいく時代なのです。縦に

私たちの結婚式とは、アダムとエバの堕落に

つくられた歴史が横的に越えていくべき時代

よって始まった神様の恨を解き、イエス様が

なのです。すなわち、六千年の歴史をすべて

成し遂げられなかった新郎新婦の基準を通過

一度に越えていく時代なのです。ですからサ

することだ、ということを「原理」は明らか

タンの侵犯圏内を抜け出さなければならない

に説明しているのです。

のです。

「祝福」という言葉は、統一教会から始ま

それでは祝福とは何でしょうか。今までの

った言葉ではなく、創世時から堕落した以後

歴史的なサタン圏を完全に越えさせる関門な

今まで、歴史過程を通じて神様の内心の中に

のです。

一つの願いとして、神様がいつもこれを追求
し願ってこられたものだということを知らな

祝福は、真の父母の因縁を継承することで
す。この日のために、先生は精誠を尽くして

ければなりません。

闘ってきました。したがって、真の父母がサ
そのような希望の一日を取り戻すために神
様は、今まで受難の道を歩んでこられました

タン世界と闘ったその看板を掲げて祝福する
のです。
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先生が生涯で最も貴いと考えたものとは何
でしょうか。祝福です。皆さんにとっても、

が私たちを中心として生活理念を立てること
ができるのです。

人類歴史始まって以来、最高の贈り物は、祝
神様の祝福は、絶対的に公的なものです。

福です。

その祝福は、ある個人だけのためのものでは
今日、皆さんは、まだ真の父母と完全な因

なく、またある家庭だけの、ある国家だけの、

縁を結ぶことができないでいます。ですから、

ある世界だけのためのものではありません。

その因縁を結んであげるためにしてあげるの

神様の祝福は、宇宙全体のためのものです。

が、統一教会の祝福です。
「祝福」という言葉は、福を祈るというこ
祝福を受けた人は、霊界に行っても先生が

とです。祝願する（祈る、願うという意味）

永遠に責任を負います。先生が主管して指導

の「祝」という字です。福を祈るのに、どん

します。祝福とは、このように先生と永遠の

な福が一番貴いのでしょうか。愛の福が一番

因縁を結ぶものでもあります。

貴いのです。統一教会は、そのような意味で
「祝福」という言葉を使うのです。一番貴い

祝福をしてあげるということは、天の全権

もの、宇宙の公約を代表した一番核心的な起
源が、男性と女性が結合するところから始ま

を委譲してあげることを意味します。

るので、その祝福が一番偉大だというのです。
祝福は、天国の門を開くことであり、天国
は、子女をもって家庭が入っていく所です。

その偉大なものが福を祈れば最高の福にな
るので、統一教会では結婚式を「祝福」と言

祝福とは、永遠の宝物です。子孫万代を今

います。初めて来た人々は、こういうことを

から出発するという一つの契約です。ですか

知らなければなりません。統一教会で「祝福

ら、それを汚す時には一族が関係します。イ

を受けた」というのは、今日この世で「福を

エス様を十字架につけることによって、一国

受けた」というのとは違います。神様の立会

家が関連することになったように、一族に連

いのもとに、真の父母を通じて結婚式をして

結されます。

もらったということです。

祝福とは、歴史が追求してきた万民解放の

今、あのイギリスの王室にある五三〇・二
カラットのダイヤモンドは、昔アフリカでは

門を開く鍵なのです。

石ころの扱いを受けていたのです。ダイヤモ
祝福を受けるということは、とてつもない

ンドが世界で最も貴い宝石になることを誰が

事実です。祝福を受けた人は、神様の代わり

知っていたかというのです。きらきら光るの

に「私が定めれば天宙も定める」という心で、

を見て、単なるガラスの塊だと思っていたの

主人として振る舞える人にならなければなり

ではありませんか。全く同じです。この貴い

ません。このような条件が備わってこそ、天

祝福を受けたことは受けたのですが、これが
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ダイヤモンドであるにもかかわらず、単なる

祝福が成される今の時は、どのような時で

ガラスだと考えているのです。何も知らずに

しょうか。今は、神様の願いが成される最高

いたのが、先生から話を聞いてから「ああ！

の時であり、六千年間苦労してきた神様の恨

貴いんだな」と言っているのです。

が終わる時であり、この地へ来られ、御苦労
された神様の息子、すなわちイエス様の願い

祝福の中で一番重要なものとは何でしょう

が成される時です。それだけでなく、人間が

か。お金ではありません。名誉でもありませ

創世以後、初めての愛が始まる時であり、万

ん。いかなる権力でもありません。息子、娘

物の歓喜と尊貴と栄光を受けることができる

が栄えていくことです。皆さんがそれを知ら

時です。神様にとっても、この日がどれほど

なければなりません。祝福の中で一番良い福

良いでしょうか。罪悪がみな消え、光明の太

とは何でしょうか。息子、娘が天の愛を受け

陽が昇った明るい天地を迎える日、すべての

ることができるように生まれることです。そ

自然が和動し、すべての万象が踊る明るい朝、

れは立派に生まれることです。

勝利の朝を迎える日です。

するとどうなるのでしょうか。その息子が

先生は今、現実はこうですが、後日、先生

私より神様の愛をたくさん受ければ、恩恵を

が祝福した者の中から最後に残った一人が、

受けるようになります。そうではありません

世界的な人的資本として残り、栄光を受ける

か。山の谷間の向こうからこのように下りて

ことを希望して生きています。

きた電線のようなもの、この送電線のような
ものを見れば、伸びていますが、ここでぎゅ

②祝福の価値

っと引っ張ればピンと張るのです。同じよう
に、子供が天の愛をたくさん受けるようにな

皆さんは、摂理的に見るとき祝福がどれほ

れば、私がそれだけ落ちたとしても、ぐいっ

ど重要なのかを知らなければなりません。神

と上がることができるのです。恵みを受ける

様を中心として祝福を受ける場は、地上天国

のです。

と天上天国が出合う場です。横的に、永遠な
世界と瞬間的な世界が出合う場です。

祝福の場に参加する人がいるならば、彼は
祝福は、天地で最も貴いものです。同時に、

ただそのまま一人の男性、あるいは一人の女
性という立場で参席してはいけません。その

極めて恐ろしいものです。もし祝福を受けた

場は、今まで六千年間この世に来ては逝った

夫婦が、互いにほかのことを考えるならば、

数多くの男性、あるいは数多くの女性を代表

それは相手を蹂躙することです。皆さんから

した場です。その場に皆さんが招請を受けた

まず善の先祖、地、国が生じるのです。した

という認識をもたなければなりません。皆さ

がって祝福を受けた人は、目覚めれば、天地

んは、そういう事実を内情的な心情で体恤し

を考えなければなりません。祝福は、人に福

なければなりません。

を分けてあげるためのものです。
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祝福の場は、恐ろしい場であり、ここでは、

祝福には、全世界を与えたとしても引き替

いい加減な自分の感情は通じません。一生命

えられない価値があります。時には、私が祝

の価値は、宇宙よりも貴いものです。ゆえに、

福してあげたことを後悔することがあります。

一人に責任をもつには、永遠を中心として責

祝福は、一人の男性と一人の女性が神様のみ

任をもたなければなりません。こういう問題

意を中心として、 「真の愛を実行する真の父、

が左右する場が祝福の場であることを皆さん

真の母になれ」と言って、してあげたものです。

は、はっきりと知らなければなりません。で
すから自分の一生で、そのような一時をもっ

祝福の場とは、どんな場でしょうか。祝福

たならば、彼は幸福な人です。このようなと

の場は、世界で一番良い場です。その祝福の

てつもない祝福の場に皆さんが加担するため

場は、誰と関係を結ばなければならないので

には、歴史的な決心をしなければなりません。

しょうか。皆さんは自分自体で完成するので
はありません。父母の愛によって完成するの

祝福は、その価値を知って受けなければな

です。子供が親の懐から生まれれば、立派に

りません。祝福を受けることによって、第三

生まれたとしてもそうでなくとも、その親の

イスラエルの位置に立つようになるというこ

姿に似るのです。それと同じように、統一教

とを知らなければなりません。皆さん、祝福

会では真の父母の道理を教えます。それが皆

の意味と価値を知ってみると、祝福を受けず

さんには、福の中の福です。

しては、人間完成の道へと行くことができま
せん。結婚していない人々を大人として扱い
ますか。人間の世の中でも、処女が死ねば処

八十歳を越えたおばあさんたちも、祝福を

女の怨霊で、チョンガー（独身の男性）が死

受けることができずに死ねば、天国に行けな

ねばチョンガーの怨霊と言います。それは、

いという事実を知っているために、死んでい

誰かがそのようにしたのではありません。天

く最後の瞬間でも何千里も何万里も向こうに

道がそのようになっています。

男がいても、その男と絹織り糸を結んで、祝
福の条件だけでも受けたいと思うのです。統

国の国王も国民もサインするのは同じです

一教会ではこのようになっています。先生は

が、その内容においては天地の差があるよう

このことをやり遂げなければならないので、

に、祝福においても外的に見れば何でもない

星回りが悪い人です。

ようでも、その内容と価値において見れば、
とてつもない差があるのです。

祝福を受けたということは、メシヤが二千
年間の苦労によって地上に基盤を築き、選ば

皆さんが衣食の問題が大変だといって、な

れた民族と教団と自分の氏族を中心として、

すべき使命を忘れて、神様が下さった祝福を

新郎新婦の名前で出発することができる時が

お金で売るのですか、そのような考えでしょ

来たということです。皆さんが氏族的メシヤ

うか。神様の祝福は、天と地を与えたとして

になることができるでしょうか。先生と父子

も絶対に引き替えることができません。

の因縁が結ばれたがゆえに、サタンもどうす
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ることもできないのです。このように祝福は、

統一教会に入って皆さんが祝福を受けたと
いうことは、神様が四千年間摂理してこられ

本当にとてつもないものです。

た土台の上に、イエス様を送り、み旨を中心
イエス様が二千年の間、精魂を尽くして成

として家庭を復帰したという勝利的基準に立

したかったこととは何でしょうか。婚宴をし

ったということです。それで皆さんの子孫は、

ようとされたのですが、婚宴とは何でしょう

復帰摂理において何の功労がなくても、皆さ

か。正に祝福です。イエス様が二千年間願っ

んの勝利の基準を通じて、四千年の復帰摂理

てきた、その願いを成就する基準が祝福の婚

で功臣となった先祖たちの恩賜を受け継ぐこ

宴です。婚宴しようとするならば、新郎の前

とができる立場に入っていくのです。

に新婦が現れなければなりませんが、それが
キリスト教の終末です。ですからキリスト教を

エデンの園で、男性の前に女性を創造しな

越えずしては、天国に行くことができません。

かったならば、どうなっていたでしょうか。
女性がいるという事実は、宇宙的な真理です。

イエス様が来て、四千年の歴史を終結させ

奇跡の中の奇跡が、男女が存在するというこ

て新しく出発しようとしたものとは何でしょ

とです。片方だけ存在するとすれば、何も存

うか。家庭がないために滅びました。家庭が

在しないのと同じです。人類はおしまいです。

あったならば、氏族は自動的に時間がかかっ

統一教会の祝福の価値が、こういう角度から

ても横的な面において歴史を通じて蕩減でき

十分に分からなければなりません。

るのです。そうなれば、イエス様の一族が生
じていたでしょうし、イエス様の民族が生じ

一度相対者に会えば、それは永遠と連結し

ていたでしょうし、イエス様の一国が生じて

ます。宇宙を与えても、神様を与えても買え

いたのではないかというのです。そのように

ない本然の夫婦の愛に感謝して、強く大胆で

することができる家庭をもつために、イエス

ありなさい。統一教会の真の愛を味わった者

様が三十三年間苦労したのです。三十三年間

たちは、世界のどこへ行っても、その愛の光

苦労してももてなかった家庭なのに、皆さん

が共について回るようにならなければなりま

は祝福の価値を知っていますか。祝福は、六

せん。人類を、全宇宙を、真の愛を中心とし

千年間探し求めてきた恨の解決門なのです。

て愛さずしては、絶対に天国に行くことがで
きないのです。

「小羊の婚宴」は人類歴史上、初めて人間
が祝福を受けて家庭的な救いの基準を立てる

「神様が変わらない限り、私は変わらない。

ことを意味します。これが六千年の歴史が探

過去、現在のいかなる人やいかなる物が、サ

し求めてきたものです。「小羊の婚宴」をす

タン世界の生命、サタン的愛、サタン的理想

る新郎新婦が、真の父母の使命をもって現れ

を私から完全に奪っていっても、私は行くの

ることです。ゆえに、再臨主の祝福を受けれ

だ。さらには、神様が変わるようなことがあ

ば、その家庭の救い主として、その家庭の救

っても、私が神様を元に戻していくのだ。神

いの門を開くことになります。

様が絶対的でなければ私が絶対的にしてみせ
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る」と、こういう考えをもたなければなりま

たとえ一番最後に結婚した一双が、夫婦と

せん。そのようになれば、神様でも絶対服従

も、目も一つなくて、鼻も曲がって、耳も一

します。「私は、金の輝きのように、ダイヤ

つなく、腕も一つない不具の中の不具であっ

モンドのように硬く、変わらない光をもって

たとしても、彼らは世界的な栄光を受けるよ

いる」と、そのように考えなさいというので

うになるでしょう。そのような身体上のこと

す。そのような立場で、そのような日を見つ

が問題ではなく、先生を通じて祝福を受けた

めて、神様がアダム、エバの祝福の一日を願

ということそれ自体が問題になるということ

っていたというのです。

です。それは数億万ドル与えても買うことが
できないのです。私たち統一教会のお嬢さん
たち、それを知っていますか。どれほど知っ

皆さんは、神様を探す必要はありません。

ていますか。

それよりは愛が必要だというのです。この愛
さえもてば、神様は自然に私のところに来る

③祝福は人類が通過すべき公式路程

ということです。私に捕らえられるというの
です。ですから神様を探す方法は、世界人類

統一教会を中心として成される合同結婚式

を兄弟と思い、神様のように父母のように愛

は、統一教会にだけ限られる結婚式ではあり

して行動することです。そうすれば、すぐに

ません。これは、全人類が必ず通過すべき公

神様は私のところに来るというのです。それ

式的な路程なのです。これをはっきりと知ら

で宗教では愛を語っているのです。しかし、

なければなりません。それでは祝福結婚式を

このことが成されなかったために、今日、統

やらなければならない根本的な原因はどこに

一教会はこれを再び復帰するために、このよ

あるのでしょうか。それは、私たち人間の始

うなことをせざるを得ないということを知ら

祖が堕落したからです。

なければなりません。祝福はこの場で受けま
すが、一つになり、これを中心として拡大さえ

もし人間の始祖が堕落しなかったならば、

すれば、この宇宙は皆さんのものになります。

今日、私たちが祝福を受ける、このようなこ
とはなかったはずです。しかし堕落すること

宇宙は、生きるか死ぬかの決定点です。

によって、再び神様の主管圏に越えていかな
ければならない復帰路程が残るようになった

三・一運動に参加した三十三人の中に李甲

ので、私たちはこのような道をさかのぼって

成という人がいるでしょう。今、その人一人

いかなければならないのです。今日、人間た

だけが生きていますが、三・一運動について

ちが宗教を信じるのも、このためであり、歴

考えるとき、その人が大統領よりも高いです

史が指向してきたのも、やはり同じです。

か、高くありませんか。それは尋ねるまでも
なく、より高いというのです。同じように、

これから人類は、どこへ行くべきでしょう

先生を通じて祝福結婚をした人は、世界的な

か。「全人類は祝福の門を通らなければ、天

栄光を受けることでしょう。

国に行くことができません。数多くの人々が
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キリスト教を信じていますが、そのキリスト

天国理想は、結婚して家庭をもたなければ

教自体も祝福という門を通らなければ、天国

成されません。統一教会ですべての善男善女

に行けません」。このように言えば、キリス

たちが祝福を受けなければならないというの

ト教では、「統一教会のレバレンド・ムーン

も、天国理想を実践していくためです。未婚

は独善的な発言を多くする」と不平を言いま

者はもちろん、既に結婚した人であっても、

す。こういう考えをする人、またそのように

一定の基準を備えて再び祝福を受けなければ

話す人がいるかもしれませんが、それはその

なりません。すべての人が祝福を受けなけれ

人たちの言葉であって、統一教会でいう祝福

ばならない理由は、創造理想世界へ帰るため

結婚は、堕落した人類にとっては必ず行くべ

です。もともと創造理想の世界は、真の男性

き道なのです。どんなに反対しても、霊界と

と真の女性が祝福を受けてつくっていく世界

肉界を連結して天国に入っていく上で重大な問

ですが、堕落によってそういう愛の歴史が一

題となるのが、この祝福結婚だというのです。

度も現れなかったのです。

結局、最後の目的はどこにあるのでしょう

堕落とは、サタンを中心として結婚式をし

か。真の家庭を取り戻そうということです。

たことです。サタンを中心として結婚したの

これが堕落した人間が探し求めてきた最高の

で、神様を中心として、神様のみ名によって

目的なのです。この真の家庭を成すためには、

結婚しなければなりません。その結婚は、世

真の人が出てこなければなりません。真の人

界史的な結婚です。一民族の中での結婚では

の中でも真の男性が先に出てこなければなり

なく、民族を越えてサタン世界を超越した立

ません。その真の男性が真の女性を探して立

場での結婚です。サタン世界を越える場です。

てて、神様を中心として聖婚式をすることに
よって、初めて真の家庭が出現するのです。

エデンの園において本来アダム、エバの息
子、娘の結婚式は、神様の命令によってアダ

人間が堕落することによって、こういう起

ム、エバがするのです。私たちの結婚式も同

源をもつことができなかったので、私たちは

じ理致です。それで私たち統一教会では、真

今までのすべての家庭を否定し、新しく神様

の父母のみ名によって祝福してあげるのです。

の摂理のみ意に従って、このような家庭的基

今までこの世で、自分のお母さん、お父さん

準を踏んで越えていかなければならないので

が結婚の主礼に立って結婚式をするのを見た

す。もしその基準を越えていくこができなけ

ことがありますか。そのような人はいないの

れば、堕落した人間は本然の世界へ戻ること

です。それを見るとき、この世には完成した

ができない、というのが原理的な見解です。

人がいないということを物語っています。
結婚式は、正に愛の伝授式です。神様の愛

堕落した人間たちは、誰でもこの公式的な

をもって父母が生きるように、皆さんも父母

条件をたどっていかなければ、神様の前に立

の愛を神様の愛の代わりに受けて、「このよ

つことができないということを知らなければ

うに生きよ！」という愛の伝授式が結婚式だ

なりません。

というのです。神様の愛を父母から受けるの
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です。ある有名な人から受けるのではありま

れを根本的に根絶しなければ、天の国に戻る

せん。それは天使長がしてくれる結婚です。

ことができません。

名のある人が片方だけ来て結婚式をするのは、
ここは、天道を立てる所です。私は死んで

みな天使長にしてもらう結婚式です。

も原理原則を立てるために、私の生活を捧げ
愛で堕落したがゆえに、復帰するにおいて

てきたのに、この結婚という問題に対して、

も、天を中心とした新しい父母の愛と関係を

皆さんの言うことを聞いて、適当にする男で

結んでしなければなりません。それで統一教

はありません。

会で合同結婚式をする時は、先生とお母様、
二人でしてあげるのです。それが愛の伝授式

二) 祝福から見た真の結婚観

です。ここで造成された伝統は、永遠の伝統

①真の結婚は神様の形状に似るためのもの

になるのです。革命は必要ありません。この
ように革命の必要のない新たな伝統が、この

結婚は、なぜするのでしょうか。神様の姿

天地間に立てられるとき、ここから新たな家

に似るためです。神様は二性性相でいらっし

庭と、新たな氏族と、新たな民族と、新たな

ゃる方として各一性が合体化した一体的な存

国家と、新たな世界が形成され、この地球星

在であられ、その神様の分性的人格自体が男

を主管することができるのです。

女なので、彼らが合性一体化することによっ
て、種のようになり、神様の本性の場に戻ら

誰も手をつけられないことに統一教会は着

なければならないのです。

手して、再創造の道へと導いてきたのです。
これができる日には世界が一つになるのであ

結婚の最高の神聖さを私たちは謳わなけれ

り、悪のサタン世界を天の国へと転換させる

ばなりません。男性と女性が愛することがで

ことができるのです。今日米国が、若者たち

きる道は、結婚生活なのです。そのように一

が自ら相対を得られるようにしてきたのはお

つになることによって誰に似るのでしょうか。

かしなことです。キリスト教文化圏なのに、

神様に似るのです。男性と女性が一つとなっ

聖書が認めないことをやっているのです。こ

てこそ、御自身の形状どおりお造りになった

れは物質文明と共にサタンに侵食され、サタ

神様に似るのです。そうしてこそ神様が臨ま

ン側的な自由主義によって、そのようになっ

れるのです。

たと見るのです。
原理について考えるとき、アダム、エバが
ところが皆さんは、なぜそのようにしませ

堕落せずに完成していたならば、結婚式の場

んか。サタンがやってきたことを、私たちは

へと進んでいたことでしょう。言い換えれば、

することができません。愛とは何でしょうか。

アダム、エバが神様の実体対象として神様が

神様から、父母から受け継いだ結婚をするの

主体になられれば、彼らは対象になるのです。

が原則であるにもかかわらず、神様と関係の

そのような立場で、愛の主体なる神様から対

ない自由結婚を唱えたことが堕落なので、こ

象的な立場の愛を連結させることができるそ
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の土台として個性を完成し、結婚することに

成熟したアダム、エバが愛の因縁を結ぶこ

よって、祝福は成されるということを知って

とができるその時になれば、神様は二性性相

います。

としていらっしゃるので、男性性相はアダム
に臨在し、女性性相はエバに臨在するのです。

完成は結局、結婚をいうのであり、結婚は、

神様が私たちの体と心の中に臨んで、神様が

神様の愛の顕現をいうのです。別の言い方を

結婚式をするのです。アダムの心は至聖所の

すれば、結婚がなかったとすれば、現在、人

ようなもので、アダムの体は聖所のようなも

類のこの世における愛というものが始まらな

ので、その中に神様がいらっしゃるのです。

かったと見るのです。その愛の主人とは誰で

そのようになっていたなら、アダムは神様の

しょうか。人間ではなく神様だということを

体になるのであり、エバも神様の体になるの

私たちは知らなければなりません。

です。
神様の男性格的性稟に似たのがアダムであ

結婚は、創造理想を完成するためのもので

り、女性格的性稟に似たのがエバです。この

す。すなわち、創造目的を成し遂げるために

二人が結婚式をすることが、宇宙の王権を立

するということです。すると創造目的は、誰

てる式ではありませんか。それは何の王権で

の目的でしょうか。アダムの目的である以前

すか。愛の王権です。

に神様の目的です。ですからアダムが喜ぶ前
に神様が喜ばなければならないのです。その

結婚をなぜするのでしょうか。神様を愛す

ようにならなければなりません。このように

るために。神様を愛して何をするのでしょう

見るとき、結婚を誰ゆえにするのでしょうか。

か。神様の軸と一致するためです。一致して

神様ゆえにするのです。言い換えれば、神様

何をしようとするのでしょうか。一致すれば

の創造目的というみ旨のためにするのです。

どうなりますか。なぜ一致しようとしますか。

み旨は創造理想を完成することです。

絶対的な神様の愛を中心として、永遠の愛を
中心として永生がなされるのです。それだけ

結婚をなぜするのでしょうか。アダム、エ

ではありません。そのように接触した、そこ

バが自らの愛を探していくためのものではあ

から宇宙の相続権が伝授されるということを

りません。縦的な神様の愛を核として、その

知らなければなりません。愛を中心として造

核を中心にその分身として一つの球形を成す

られた被造世界は、神様のものですが、私の

ためのものです。それが理想です。神様の創

ものとして相続権が与えられるのです。

造理想もそういう愛を中心として結着するの
であり、人間の男性と女性も成熟して、そこ
で愛の結着点が生じ、生命が連結されるので

結婚した夫婦の愛というものは、神様の縦

す。ですから生命によって連結されるのでは

的な愛に接ぎ木されるのです。神様の縦的な

ありません。愛によって連結されるのです。

愛と一つになるときは、これを離す者がいま

縦的父の愛と横的夫婦の愛を中心として、本

せん。しっかりくっついていて、離す者がい

然の愛の種が初めて連結されるのです。

ないのです。ですから人々が生きる生活にお
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いて何がどうであれ、愛の道を求めていくの

その次は、神様が天地万物を主管されたよ
うに、万物を主管させるために、私たちに主

です。

管権を与えました。したがって結婚するその
自らの価値をどのように取り戻すのか、こ

時には、神様の愛を相続して、再創造の権限

れが問題です。男性として生まれたのは、女

と主管権を完成圏に立って受け継ぐようにな

性のためであり、女性として生まれたのは男

るということを皆さんが知らなければなりま

性のためです。この男性と女性がなぜ一つに

せん。それで結婚式というものは、愛の顕現

ならなければならないのでしょうか。一つに

をいうと同時に、創造権と主管権を与えられ

ならずしては神様の愛を感しることができな

るものです。

いからです。これが問題です。男性と女性が
完全な愛によって一つにならなければ、神様

創造理想は、自らを中心として成されるの

の愛を所有できないということです。結婚を

ではありません。すべての心情が主体的な神

なぜするのでしょうか。神様の愛を所有する

様と一体となって、神様が動ずれば私が動じ、

ためです。

神様が静ずれば私も静じ、心情的一致点を中
心として内外が一つにならなければならない
のです。このように神様の前に和することが

絶対的な神様も、愛が絶対的に必要なので、
絶対的愛の対象が必要だというのです。

アダム、エバが完全に成熟して新郎新婦と

できる基準を立てなければ、創造目的を成し
遂げることができません。

②結婚は愛の完成のためにする

して神様の前に対象圏を成して、神様の祝福
を受けることによって、神的愛による家庭に

結婚自体は何でしょうか。結婚をなぜする

なったならば、それが本来エデンで堕落しな

のでしょうか。何ゆえにするのでしょうか。

いで成し遂げていた完成圏でした。その完成

男性に会いたくて、女性に会いたくて、する

圏に現れたアダム、エバになっていたなら、

のではありません。愛を完成させるためにす

その場は、どんな場でしょうか。祝福を受け

るのです。男性が探さなければならない愛は、

る場です。

女性でなければ見つかりません。一人では絶
対に見つかりません。女性が探さなければな

福の中で一番貴い福は、神様の愛です。そ
の次は、神様の創造の権限を引き継ぐことで

らない愛は、男性でなければ絶対に見つから
ないのです。

す。神様がアダム、エバを創造したように、
創造的権限を与えられるのが子女なのです。

男性が個性完成をしようとするならば、相

皆さんがなぜ子女を愛しますか。神様の創造

対完成をしなければならないので、結婚をし

の偉業を横的に実体圏で受け継いだのと同じ

なければなりません。結婚をしなければ、愛

なので、アダム、エバを造っておいて、神様

圏内に行けません。なぜ結婚をしなければな

が喜んだその喜びを代わりに感じるためです。

らないかといえば、お互いに神様の愛に接す
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るためです。神様の愛に接するために、男性

私が結婚をするのは、私だけのためではな

と女性は結婚しなければならないというので

く、相手のためのものでもあります。結婚が

す。男性と女性が結婚して、神様の愛がそこ

自分より相手のために行われるというのはど

に臨むことによって、愛を中心として一つに

ういうことでしょうか。天地間のすべての理

なるので、神様が、その時から宇宙と神様御

致が、主体と対象でできているように、男女

自身を相続させてくださり、神様の愛まで相

が結婚するのも天地間の道理です。男性が右

続させてくださり、神様に属するすべてのも

側ならば女性は左側になりますが、それは宇

のを相続させてくださるようになるのです。

宙間の横的な関係を成すためであり、男性が
主体ならば女性は彼の対象になりますが、そ

結婚は、なぜするのかといえば、自分の個

れは神様との縦的な上下関係を成すためです。

人的愛を完成させると同時に、相手の愛を完

したがって結婚とは、男性だけのためのもの

成させるためです。個人の愛を完成させると

ではなく、また女性だけのためのものでもな

同時に、神様の愛を完成させるために私が結

い、天理の法度を合わせるためにするもので

婚するというとき、気分がどんなにいいです

す。それで男性と女性は、互いに異なる姿を

か。地上に神様が愛することができる土台を

備えています。天理の法度を合わせることが

準備するために、男性と女性は結婚しなけれ

できるように生まれたのです。

ばなりません。
二人が愛によって一つになったその基準の

女性が男性を迎えるのは、男性の世界を得

上に、初めて神様の愛が訪ねてくるのです。

るためです。女性が男性の世界を得て何をし

結局は、神様の愛のために、また神様の愛の

ようとするのでしょうか。それは愛の一体を

ために生きることは、私が神様の愛をもつた

成すためです。

めなのです。「ため」に与えるから愛が来る
し、愛が来るので神様の愛を自分のものにす

男性は女性を探していくために生まれ、女
性は男性を探していくために生まれました。

ることができるのです。

女性と男性は、二人が合わさって、より次元
結婚の目的は、男性と女性の心の世界を一

の高い神様の愛に接するために生まれました。

致させようということであり、男性と女性の

一人では、その愛に接することはできません。

愛の完成のためのものです。それで結婚した

一人で接しても、それは一方的です。立体的

ということは、「そういう証拠を見せる」と

で球形的な愛に接することはできません。そ

宣布したということです。

れで、男女がより高い次元の立体的な愛の圏
内にジャンプするために結婚するのです。

結婚生活を通じて、愛の完成と心の完成を
成し遂げたとすれば、家庭の理想を実現した

本然の世界において男性と女性が一つにな

と見ることができます。それで死ぬとき、こ

ればなるほど、その力の作用において偉大な

れを成し遂げたとすれば、間違いなく天国に

中心が生まれて球形になるのです。横的に連

行くというのです。

結すればするほど、縦的な力の愛の母体が連
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結し入ってくるということです。そこで体と

のです。神様の族属を発展させるためのもの

心が一つになるのです。

です。血統を発展させるためのものです。

結婚は私のためではなく、相手のためにす

結婚をなぜするのでしょうか。天国へ行く

るという信条をもたなければなりません。結

ために、そして人類のためにです。男性の前

婚するとき、優秀な人、きれいな人を得よう

にいるその女性は、神様の娘であり、人類の

とするのは誤った考えです。人間は人のため

娘であることを男性たちは知らなければなり

に生きるべきだという原則を知ったなら、結

ません。人類が愛する女性として愛すること

婚をする時にも、相手のためにするという観

ができ、神様が愛する娘として愛することが

念をもたなければなりません。どんなに醜い

できれば、夫になる資格がありますが、そう

人であっても、美人よりもっと愛そうという

でなければ失格です。女性は、その反対です。

信念をもつことが、原則的な結婚観です。

「あれは私の男だ」と考えるなというのです。
私の男だという以前に、神様の息子であり、

神様の最高傑作品として造られた美しい男
性と女性が、神様を中心として愛し合うこと

人類のすべての男性を代表した男性だと考え
なさいというのです。

ができるならば、それは最高の愛であり、超

人類が愛する以上に愛することができ、神

越的な愛であって、この世的な愛ではありま

様が愛する以上に愛することができる女性に

せん。その愛は、最高の美しい愛であり、愛

なればいいのです。それで私が男性としての

の中の代表的な愛であり、永遠に輝くことが

右足になり、女性としての左足となって、人

できる愛です。

類のために生き、神様のための愛の足跡を、
家庭を通じて残そうという考えをもって結婚

新郎新婦は、お金や権力、名誉を中心とし

しなければなりません。

て一つになるのではなく、神様の本然の愛を

右足は夫であり、左足は妻であるというこ

中心として一体にならなければなりません。

とは、結婚をしなければ片足が不自由になる

人間として生まれて相対を神様のように愛

ということです。また右足、左足が完全でな

して、人類のように愛して、この世界の誰よ

ければなりません。どちらか片方だけで、完

りも愛することができるという観念が立たず

全でなければ、片足が不自由になります。で

しては、天の国に復帰されません。一男性と

すから完全な男性と完全な女性になってこそ、

して一女性を愛することができなければ、神

円満な結婚ができるのです。それで私が夫を

様と人類を愛することができないのです。

好むのは、人類を好むことであり、神様を好
むことであり、また夫を愛することは、人類
を愛することであり、神様を愛することです。

③結婚は天地合徳、宇宙合一の道

結婚とは何をしようとするものですか。発

結婚は、厳粛なものです。結婚は、天地が

展するためにするのです。何の発展をするた

合わさることであり、東と西が合わさること

めにですか。神様の愛を発展させるためのも

であり、南と北が合わさることであり、上と
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下が合わさることです。それでは愛というも

用圏をつくるために結婚する！」と、このよ

のは、どこへ行くのでしょうか。二人が一つ

うに考えるとき、統一教会の思想はすてきだ

になって、愛はどこへ行くのでしょうか。な

というのです。

ぜ愛を探していかなければならないのでしょ
うか。そうすることによって、そのすべての

皆さん、香りのない花は好きですか。香り

環境の中心の場に行って立つのです。私の家

のない花には無関心です。「私は、花になる

庭がなければ、この社会では不完全です。信

ならば緑色の花になろう」と言いますか。緑

じてくれないのです。それは宇宙存続の原則

色の花を見たことがありますか。私は植物園

に不合格であるために、その価値を認めない

に行っても、今まで緑色の花は見たことがあ

のです。それは理論的です。

りません。木の葉のような花は、咲いても咲
かなくても意味がないでしょう。それを見れ

男女が合わさることは、天地が合わさるこ

ば、天地の理致は実に奥妙だというのです。
それ一つ見ても、「神様がいる」と言わざる

とです。

を得ません。
男性は天を象徴し、女性は地を象徴します。
葉がみな緑なのに、緑色の花があり得ます

二人が合わさって調和を成し、水平線を成さ

か。ただ、緑に近い花が一つあります。それ

なければなりません。

は、唐辛子花というものですが、それも細か
男性と女性が愛し合って抱擁するそれ自体

く注意深く見れば緑ではありません。内容を

が、宇宙が一体を成す場となります。神様の

見れば、赤などもあります。それは自分を現

理想の中で成される創造本然の姿は、そのよ

すためです。現すのは、この世の調和圏に入

うなものです。

っていくためです。天地調和の創造法に適用
されるためには、自分を現さなければならな

私たちの結婚観は、「宇宙で一番すてきな

いということです。私たちの結婚観は、この

宇宙シルクの布団を敷いておいて、その中で

ようにすてきなのです。そういう結婚、私た

愛し合う！」と、そのように考えるのです。

ち統一教会の結婚観がどれほど素晴らしいで

愛を中心として所有権を私一代で決定する瞬

しょうか。

間だというのです。私の当代に所有が決まる
のですが、その所有とは、女性の所有が決定

この世で盛んに行われている自由結婚は、

されるということです。その女性とは、どん

サタンが人々を堕落させて、神様の前に行く

な女性でしょうか。宇宙の半分です。これを

ことができないようにするためにつくったわ

つかむ日には、私のおしりに宇宙がついてく

ななのです。そのわなに引っ掛かれば、死ん

るのです。考えてみてください。また、女性

でサタンの支配を受けたり、餌食にならざる

はなぜ結婚しなければならないのでしょうか。

を得ません。今日の西欧社会、特に米国は自

「男性にくっついて半分（一八〇度）と半分

由結婚が盛んに行われることによって、真の

が合わさって、二人が宇宙の価値に対等な作

家庭が成されず、家庭生活に失敗した人たち
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が日増しに多くなり、遠からず家庭をもたな

の手紙第八章に「御霊の最初の実を持ってい

い人が多数を占めるようになるでしょう。

るわたしたち自身も、心の内でうめきながら、

そのようになれば米国社会は、愛に渇いた

子たる（養子の）身分を授けられること、す

社会になり、不信によって不安と恐怖が支配

なわち、からだのあがなわれることを待ち望

する地獄のような社会になるだろうと、自信

んでいる」（二三節）と記録されています。

をもって確言できます。このような時点に立

養子は血筋が違うのです。これが私たち人間

っている皆さんには、このような社会風潮を

の正体なのです。

一掃して米国社会に愛があふれ出る、神様が
願う社会を建設しなければならない義務と使

ローマ人への手紙の第八章を見てください。

命が与えられているということを知らなけれ

「御霊の最初の実を持っているわたしたち自

ばなりません。

身も、心の内でうめきながら、子たる（養子
の）身分を授けられること、すなわち、から

私たち統一教会は、結婚観が違います。結
婚というものは根本へ帰るためのものです。

だのあがなわれることを待ち望んでいる」
（二三節）とあり、「あなたがたは再び恐れ
をいだかせる奴隷（僕）の霊を受けたのでは

三) 祝福を受けなければならない理由

なく、子たる（養子の）身分を授ける霊を受

①堕落によって偽りの父母から生まれた

けたのである。その霊によって、わたしたち
は『アバ、父よ』と呼ぶのである」（一五

アダム、エバは堕落のゆえに血統が変わっ

節）と書いてあります。養子にしかなれない

たというのです。誰の愛によって？ 神様の

のです。今、キリスト教徒たちは養子なので

怨讐、姦夫であるサタンの愛によって、サタ

す。養子は血筋が違うのです。血筋が。

ンの生命体になったのです。男性の生命体、

ヨハネによる福音書の第八章四十四節を見

女性の生命体が、サタンの愛に入り混じって

れば「あなたがたは自分の父、すなわち、悪

一つになり、その二人によって結実したのが、

魔から出てきた者であって、その父の欲望ど

息子、娘です。したがってその息子、娘は、

おりを行おうと思っている」とイエス様が言

サタンの愛、サタンの生命、サタンの血統を

われました。ここで「父」と言われたので、

継承しているのです。

血筋が、先祖が悪魔ではありませんか。です
から割礼とは何ですか。陽部を切ることです。

聖書的内容を観察してみれば、人類始祖が
不倫な愛をすることによって、悪魔サタンを

このようになっています。善悪の実とは何で
しょうか。

中心として父子の関係を結んだという事実を
否定できません。神様の血筋を受けて、神様

もともとサタンはどんな存在ですか。悪魔

の絶対的な愛の中で神様の直系の息子、娘と

という存在はどんな存在かといえば、神様の

して生まれなければならない価値的な人間が、

僕です。ところがこの僕が主人の娘を強奪し

悪魔サタンの血統を受けて、サタンの息子、

たのです。これが堕落です。聖書に出てくる

娘として生まれたというのです。ローマ人へ

その堕落とは何かといえば、エバが善悪の実
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を取って食べたことが堕落だといいますが、

お父さん、お母さんはアダム、エバです。そ

善悪の実とは果物ではありません。僕が主人

して過去の立場を身代わりした観点で見れば、

の娘を強奪したことです。

おじいさん、おばあさんは神様の代わりであ
り、また神様は父母の代わりです。縦的に見

将来、代を継ぐ息子と娘を生み育てて、神

れば、一代圏、二代圏、三代圏を中心として、

様の理想を成就しようとしていたのに、僕と

神様が家庭に着地するのですが、一代圏が横

してつくった天使長が主人の娘を強奪したこ

的に展開したのがおじいさんであり、二代圏

とが、人類の堕落の起源となりました。全く

が父であり、三代圏が私です。それで息子、

そんなことがあっていいでしょうか。天地が

娘を中心として万世一系の天的皇室を受け継

そのようになったというのです。複雑にから

ぐのです。

まった内容ですが、皆さんが「原理」を聞け
真の父母権、真の王権、真の長子権、これ

ば、大体分かるでしょう。

がアダム、エバが出発しなければならなかっ
堕落した結果、どうなったのでしょうか。

た原点です。そこに神様の王宮があり、神様

私たちは死亡圏内に落ちました。神様が、

の愛があります。そして人間と創造主が一つ

「善悪の実を取って食べたら必ず死ぬだろ

に連結され、真の愛の基盤になるのです。そ

う」と言われたみ言のとおり、死亡圏内に落

こが完成した本然のアダムの家庭基盤であり、

ちてしまいました。堕落した結果、どうなっ

神様が永遠に臨在することのできる神様の王

たのでしょうか。ヨハネによる福音書第八章

宮です。

の四十四節を見れば、悪魔サタンが私たち人
類の父になったとイエス様は指摘しました。

堕落しないで、完成の場まで行ったとする

神様を父として侍らなければならないアダム、

ならば、アダム、エバは個人完成だけでなく、

エバが堕落することによって、悪魔サタンを

宇宙史的な完成をしていたはずです。また、

父として侍るようになったという、この恨め

神様の愛を中心とした新たな家庭が出発して

しい事実が、堕落の報いであるということを

いたことでしょう。このように家庭から氏族、

知らなければなりません。

宗族、民族、国家、世界が成されていたなら
ば、神様に侍る一つの大家族社会になってい

アダム、エバが堕落しなかったならば、神

たでしょう。

様を中心としたアダム直系の長孫の子女たち
が出てきたことでしょう。アダムは長孫であ

このような大家族社会の中心は、神様とア

り、真の父であり、王です。地上の国と天上

ダムです。それでその世界では、神様を中心

世界の王です。また真の父母であり、真の長

としたアダム家庭の生活や一生の路程が歴史

子です。ですからアダム家庭は、天の国の王

的伝統として残されるのです。彼の生き方、

室です。

風習、慣習、彼の生活的な背景が歴史的伝統

それでは、アダム家庭のおじいさんは誰で

になるのです。それは神様の愛を中心とした

しょうか。神様がおじいさんです。その次に、

伝統でないはずがありません。神様の愛は生
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命の根源であり、すべての理想の源泉なので、

博士の総会長になった文総裁に「異端だ」と

その懐を離れようとしても離れることができ

言うことができますか。自分が異端でしょう。

ず、離れたとしてもまた帰ってこざるを得ま

異端というのは、終わり（端）が異なるので

せん。

はなく、終わりが見えないということです。

アダム、エバの堕落は、アダム、エバだけ

私が解き明かした原罪と堕落の曲折は、人

の堕落ではなく、全般的な人類歴史を総合し

間の最初の家庭で起きた天使長との不倫の事

た立場での堕落です。言い換えれば、アダム、

件でした。「統一原理」でいうサタンは、観

エバが堕落したというのは、善の父母になる

念的存在や仮想の存在ではなく、霊的実体で

ことができず、悪の父母になったということ

す。神様の愛の理想を破壊して、神様の血統

です。悪の父母によって悪の子女が生まれ、

をサタンを中心とした血統に変えた元凶です。

悪の子女が生まれることによって悪の氏族、

イエス様もヨハネによる福音書第八章で、人

悪の国家、悪の世界が形成され、この世界圏

類の父が悪魔であることをはっきりと語られ

内に五十億の人類が存続しているのです。

ました。神様が御自分の外的体であるアダム、

こういう堕落圏内にある今日の人類歴史は、

エバを通じて実現なさろうとしていた愛の理

喜びの歴史ではなく、悲しみの歴史であり、

想を剥奪した愛の姦夫が、まさしく悪魔サタ

人類も喜びの人類ではなく、悲しみの人類で

ンなのです。皆さんには耳新しいでしょうが、

あるに違いありません。愛を知るようになる

私が霊界を開拓して宇宙の根本の曲折を究明

とき、すべてのものが通じます。地上世界の

しようと血涙のにじむ闘争をした結果、得た

平面的な事実だけでなく、霊眼が開いて、立

結論がこれです。皆さんも真剣に祈祷すれば、

体的な世界までも分かるので、神様を直接見

解答が得られるでしょう。

て、接することができる境地に至るようにな
ります。ところが愛の知覚が発達する前に、
堕落してしまいました。天使長との不倫の関

②怨讐の血統を受けた

係を結んだのです。これが宇宙を破綻させた
堕落人間は偽物になったので、接ぎ木しな

根本原因になったのです。

ければなりません。血統的に見れば、皆さん
こういう話を、お金を払って聞くことがで

は先祖が違うというのです。なぜ養子にしか

きますか。自分の家を売り、財産をはたいて、

なれなかったのかといえば、お父さん、お母

千年、万年祭祀を捧げても教えてくれる人は

さんが違うからです。ですから統一教会で、

いません。統一教会の文先生しかいないので

愛によって堕落したと主張するのを否定する

す。これは宇宙の秘密です。聖書にもこうい

ことができません。聖書を見れば、善悪の実

う内容はないでしょう。聖書では、善悪の実

を取って食べて堕落したと書かれています。

を取って食べて堕落したといいます。善悪の

善悪の実とは何か知っていますか。善悪の実

実とは何の果実ですか。そのように幼稚園生

は果実ですか。風が吹けば、落ちてごろごろ

にも劣る実力でもって、博士学位を検証し、

転げ回る果実でしょうか。違います。
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アダムとエバの心にサタンが入って、一つ

の実を取って食べて堕落しましたが、「取っ

になったので、サタンの血統を受け継いだと

て食べるな」と言ったその言葉を実践してい

いうのです。愛の神様がなぜサタンを許せな

たなら、どうなっていたでしょう。キリスト

いのでしょうか。強盗、殺人も許し、みな許

教は、そのことを考えることができませんで

すと言ったのに、イエス様を信じるならば許

した。考えてみても分からないのです。それ

されると言ったのに……。サタンを許してあ

は蒼々たる大海なのです。深いか浅いかにつ

げることができない理由とは何かといえば、

いて、深さを測ろうとしても、それを測定す

人類の血統を汚したからです。それは何のこ

る方法がありません。分かろうにも分かるす

とですか。神様の立場から見るとき、サタン

べがないので、無条件に信じなければならな

は姦夫です。愛の姦夫。何のことか分かりま

いという冠をかぶせたのです。けれども、無

すか。

知には完成がありません。

サタンを中心として結婚式をしたので、サ

体を打つというようなことをなぜするので

タンを中心とした愛、サタンを中心とした生

しょうか。サタンの血、神様の怨讐の血を受

命、サタンを中心とした血統を受けなかった

けたからです。神様の怨讐とは誰かといえば、

と否定することができません。もし善悪の実

姦夫です。神様の愛の怨讐です。その姦夫の

を取って食べずに堕落しなかったならば、神

血を受けたのです。天国の王権を受け継いで

様を中心として結婚式をしていたことでしょ

皇后になることができたはずのエバが、悪魔

う。統一教会の父母様が皆さんを祝福してあ

の配偶者になり、僕の対（妻）になりました。

げたように、アダム、エバが成熟したあとに

これは天地の秘密ですが、先生の時代になっ

は、神様が呼んで、祝福してあげたはずです。

て初めて暴露されたので、サタン世界は退か
なければなりません。

アダム、エバが善悪の実を取って食べずに
完成していたならば、天地を創造した大王の

無知には完成があり得ません。サタンとは

息子、娘になるのです。大王の息子、娘とい

誰ですか。神様の姦夫です。こういう問題を

うのは、その直系の長男、長女とは何ですか。

見抜いたのに、これをみな伏せておいて、天

正に王子、王女になるのです。天の国を代表

国へ行きますか。伏せておいて救いを受けま

した地上の王国を治めることのできる基盤に

すか。とんでもないことです。でたらめな者

なります。王権は二つではありません。一つ

たち！ そのように信じて救われるのなら、

だというのです。

私たちのような人は、とうの昔にみな救われ
て余りあるというのです。このように苦労し

神様の手によって直接造られたひとり子、

ません。

ひとり娘がアダム、エバです。アダム、エバ
が堕落したので、問題になったのです。それ

悪魔は、なぜ神様を憎むのですか。神様は、

では、堕落することによってどうなったので

なぜ悪魔を憎むのですか。キリスト教の論理

しょうか。「取って食べるな」と言った善悪

でいえば、キリスト教は「怨讐を愛せよ」と
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言っているのに、神様は怨讐であるサタンを

サタン圏に属している人たちは、神様の血

どうして愛することができないのでしょうか。

統とは全く関係がありません。すなわち、善

愛の怨讐を愛せば、天地がなくなるというの

の父母の子女として生まれなければならない

です。治める法がなくなります。存在する法

人類が、悪の父母との因縁によって生まれま

がなくなるのです。

した。それで悪を中心とした家庭、氏族、民
族、国家、世界へと拡大されたのです。

サタンが神様の理想的愛を破壊させ、理想
的生命、理想的血統を蹂躙したのです。そう

堕落とはいったい何でしょうか。生命の因

して子供を生んだのですが、それが人間たち

縁が切れたということです。アダム、エバが

です。サタンの愛の表示、生命の表示、血統

どうなったかといえば、アダム、エバが関係

の表示であるその息子、娘を、神様は干渉で

して神様と一つになるべきところを、僕と一

きません。

つになってしまいました。結局、神様の血統
を受けなければならないこの人間たちが、僕

サタンがなぜうんざりするほど、今までの

の血統を受け継いだということです。ですか

人類歴史において、道義の道を行こうとする

ら、堕落した人間たちがどんなに神様を父と

人のところに例外なくやって来て、首を押さ

呼んでも実感がわかないのです。それで自分

えて、背中に乗り、犠牲にするというような

のお父さん、お母さんがしたのと同じように、

ことをやってきたのでしょうか。そのサタン

サタンの本性を引き継いで、自分を中心とし

とは、神様にとっては、神様の家族を奪って

てすべてのものを考えるようになり、天も何

いった、強奪していった姦夫だというのです。

も、高いものはみな自分と連結させるのです。

お母さんが本来、神様に仕えて平和の王国を
成し、平和の天地を成さなければならないの

堕落することによって、真の父母を失い、

に、お父さんと私たちを追い出したというの

真の夫を失い、真の子女を失ってしまいまし

です。サタンが入って、今日の人間をこのよ

た。失うようになった動機は、エバと天使長

うな姿にしてしまいました。何か他の罪を犯

によるものでした。こういう観点で見るとき、

したのではありません。

この地に生きている女性たちは、天使長の父、
天使長の夫、天使長の兄に頼って生きている
のです。ですから女性たちは悲惨なのです。

堕落は、血統の否定的動機から始まった事

裕福な家のお嬢さんが、自分の家の僕と暮ら

件でした。それで堕落の結果が現在まで原罪

す立場になったのです。すなわち、僕の血統

として遺伝してきているのです。血統を転換

を受け継いで生まれたということです。です

しなければなりません。なぜ血統を転換する

から本来の夫、本来の父、本来の兄の愛を受

のでしょうか。サタンの血統を受けて継承し

けられなかった女性たちなのです。

たので、血統を正さなければなりません。皆
さんは、これをはっきりと知らなければなり
ません。

悪魔は、何によって堕落させたのでしょう
か。善悪の実だというのですか。善悪の実を
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食べてどこを隠しましたか。口を隠しました

堕落した人たちはみな、不信の愛で、自己中

か。手を隠しましたか。下部を隠したでしょ

心の愛で愛した人たちです。結局、自己中心

う。それが悪を蒔いた種になりました。青少

の愛を主張するのが、この世界の人たちだと

年時代、成熟する前に堕落しました。この歴

見るのです。

史的な人間の世の中の血統がそこから広がっ
たので、それが人間の終末時代において盛ん

堕落が善悪の実を取って食べたことだとい

になるのです。全世界的に青少年たちが、ア

うのですか。善悪の実とは、女性のそれです。

ダム、エバのように日陰で独自に愛の倫理を

女性は善の夫に出会えば、善の母になり、悪

破壊させて、天を恐れない時になれば、サタ

の夫に出会えば、悪の母になるのです。今日、

ンの全権時代が地上に到来すると思え、とい

統一教会の文総裁が言うことは、理論的に否

うことです。その時は、神様の鉄槌が目前に

定できません。心と体が争う起源は、夫婦の

迫るのです。

争いによって始まったからです。これを理論
的に否定できません。

血統的にこじれたために六千年かかるので
あって、そうでなければ一日でみな復帰でき
るというのです。血統的に固まってしまった

③メシヤとして真の父母が必要

ので、能力のある神様が一度にみな抜いてし
まえば、死んでしまうのです。それで六千年

私たちにメシヤが必要な理由は、救いを受

かかってやってきたのです。善悪の実を取っ

けるためです。それでは、救いに必要な根本

て食べて堕落したというのですか。そうであ

的な基点とは何ですか。それは神様の愛の接

るなら、どんなにいいでしょうか。

触点へ帰ることです。ところが人間は、神様
とは関係のないサタンの実体をもった存在に

罪の基盤、堕落の基盤、悪の基盤、地獄の

なってしまいました。これは神様の愛とは正

基盤、こういうものは具体的にどのように生

反対なので、蕩減されなければなりません。

じるのかということが問題です。アダム、エ

蕩減とは原罪を除去することであり、原罪を

バに戻って考えてみましょう。アダム、エバ

除去するには、血統的なことが根本的に存在

がなぜ堕落したかという根源を探ってみると、

します。血統的なものは、堕落人間としては

アダム、エバは神様が命令した「善悪の実を

到底解決できないものです。それでメシヤが

取って食べるな」という言葉を不信して堕落

必要なのです。

しました。
アダム一族において、真の父母が生まれる
二つ目は、自己中心的だというのです。三

ことができずに罪の父母が生まれたので、こ

つ目は、自己を中心として愛そうとしたこと

れを真の父母の役事を通して蕩減復帰し、神

です。これが堕落した中心的骨子の内容であ

様に接ぎ木しようということがメシヤの思想

るがゆえに、この内容を共に行おうとする者

であり、救世主の思想です。そのようになっ

はサタン側だという結論が出てくるのです。

たのは人間の堕落のゆえです。
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メシヤとは誰でしょうか。真の父母です。
それでは真の父母が、なぜ必要なのでしょう

なものは堕落人間としては到底解決できない
ものです。それでメシヤが必要なのです。

か。真の父母の愛に再び接ぎ木されなければ
ならないからです。ですからメシヤである真

エデンの園で結婚を誤ったことが堕落なの

の父母が現れなければ、堕落した人間は原罪

で、今、真の父母が正しく結婚させてあげる

を脱いで、罪のない解放された立場から完成

ことにより、再びひっくり返したのです。偽

段階の祝福を受ける場に出ていくことができ

りの父母が誤ったことを真の父母が清算する

ないのです。

ことにより、地獄を撤廃して数百、数千億の
霊界の先祖たちまで祝福結婚をさせてあげる

堕落した人間が要求する救い主とは、どん

ということが起こるのです。真の愛を中心と

な救い主でしょうか。堕落した父母の立場で

した地上の子孫たちの家庭基盤を通じて、霊

はなく、堕落していないアダム、エバのよう

界の先祖と地上の子孫が縦的に一つに合わさ

な立場で、神様のみ旨と一体となって神様の

るだけでなく、このような家庭基盤を基点と

愛を受け、神様の祝福を受けることができる

して東洋と西洋が互いに連結されます。

真の父母の立場で、人類を生んでくれる救い
主でなければなりません。そうでなければ、

皆さんは、新しい血統を受け継がなければ

人間は原罪と関係のない立場に上がることが

なりません。受け継ごうとすれば、メシヤが

できません。

父として来て、サタン世界に勝ち、サタンが
干渉できない超世界的な基盤の上で、エバに

真の父母が必要なのは何ゆえでしょうか。

侍って蕩減復帰しなければなりません。そう

心情圏を中心として、その根を下ろさなけれ

して、夫婦の因縁を中心とした家庭における

ばならないためです。今は根が違います。堕

息子、娘を立てて、横的に接ぎ木するような

落によって幹と枝がすべて違います。ここで

ことが行われなければなりません。それで統

新たに、根が真の父母から始まって、幹と枝

一教会で祝福してあげるのです。

が出て接ぎ木をするのです。切って、接ぎ木
するのです。接ぎ木して、それが宇宙の大き

統一教会は違います。統一教会は、血統が

な主流になるのです。サタン世界のすべての

どこから始まったのでしょうか。神様から始

ものを切ってしまわなければなりません。根

まったのです。ですから、いくらでもサタン

まで切ってしまわなければなりません。

世界で反対してみなさいというのです。反対し
ていれば、損害賠償を払うようになるのです。

人間は堕落によって、神様とは関係のない
サタンの実体をもった存在になってしまいま

真の父母は、血統転換する新しい祝福結婚

した。これは神様の愛とは正反対なので、蕩

行事を通じて、全人類を神様の真の愛、真の

減しなければならないのです。蕩減とは原罪

生命、真の血統に接ぎ木して、真の人として

を除去することであり、原罪を除去するには

救い、さらに真の家庭を成して地上天国を建

血統的なことが根本的に存在します。血統的

設されるのです。
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二 真の父母と重生と血統転換

心として神様の懐で理想的な家庭を成して、

一) 真の父母はどんなお方か

善の子女を繁殖できる、そのような本来の基

①真の父母は原罪のない始祖

準に立つことができる父母なのです。その父
母は、堕落とは関係がありません。

真の父母とは何でしょうか。堕落していな
かったら、神様は縦的な愛になり、アダム、

もともとアダム、エバが堕落しなかったな

エバは神様の体になります。神様の体のよう

らば、人類の父母になって神様を中心とした

なものだというのです。神様は骨のようなも

世界を成し遂げていたことでしょう。ところ

ので、アダム、エバは体のようなものです。

が彼らが堕落することによって、サタンが主

神様も心があり、体があります。神様は内的

管する偽りの父母になってしまいました。し

な立場で内的な父母になり、アダム、エバは

たがって、本来神様の創造理想によって立て

外的な立場で外的な父母になります。内的・

ようとした真の父母はいなくなりました。真

外的父母が一つになったその場で、愛で結ば

の人類の先祖がいなくなったということです。

れ、内的父母に侍るようになり、外的父母を
もつようになります。神様と人間との愛の結

真の父母とはどんな存在でしょうか。真の

合によって、真の父母、すなわち、完成した

父母は、全体の希望の象徴です。堕落した人

人間が成就するはずだったのです。愛と結合

類の前に絶対的な希望の象徴なのです。彼は、

しなければ、完成人間がいないというのです。

歴史的な結実体であり、時代的な中心であり、
人類が生きている今日、この世界へ連結する

真の父母の立場は、どんな立場でしょうか。

ことができる未来線上における出発点です。

アダム、エバが神様を中心として完全に一つ
になり、サタンの讒訴圏を抜け出した立場で

真の父母というその名前の三文字（韓国語

す。サタンが讒訴することのできる内容を残

で）を考えるとき、真の父母によって歴史が

さずに、完成基準を越えた立場に上がって、

治められ、真の父母によって新しい世界へ戻

初めて真の父母の起源が生じるのです。これ

ることができる起源が生じ、真の父母によっ

が原理的見解から見た真の父母の起源です。

てサタンを屈服させることができる内的な因

しかしその見解にふさわしい立場は、簡単に

縁が決まり、真の父母によって外的な世界を

つかむことができるものではありません。

占領しているサタンを征服して、初めて神様
の解怨を成就することができる中心が決定さ

新しい父母とは、どんな父母でしょうか。

れるのです。したがって、真の父母と共に生

昔エデンの園で堕落したアダム、エバは堕落

き、真の父母の命令を奉じて行動できるこの

した父母ですが、これから人類を再び生み変

驚くべき恩賜に、皆さんがまず感謝しなけれ

えてくれるその父母は、堕落していない立場

ばなりません。

で、神様のみ旨と一致した立場で、神様の公
認を受けることができる本来の父母なのです。
堕落しないで、み旨を完成し、神様の愛を中

人間の願いは、真の父母に出会うことです。
死の道を行くとしても出会わなければならな
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い人が真の父母です。歴史をみな失い、時代

肉ともの世界的な基台を立てることができな

をみな失い、自らの子孫をみな失ってしまう

かったからです。

ようなことがあっても、真の父母に出会うな
らば、歴史を見つけることであり、時代を見

私たちが知っている真の父母とは何でしょ

つけることであり、未来を見つけることにな

うか。人間の先祖です。人間先祖。ですから

るのです。このような方が正に真の父母だと

真の父母を自分の父母のように侍らなければ

いうことを皆さんは知らなければなりません。

なりません。

メシヤがこの地上に来られるとき、その方

人類には真の父母が必要なのです。なぜそ

は、個人として来られても個人ではありませ

うなのでしょうか。愛の軸に連結することが

ん。その方の価値は、全世界の人類が信じて

できる原則的なことが、歴史始まって以来初

いる信仰の結実体であり、全世界の人類が願

めて起こったのです。歴史始まって以来、前

っている希望の結実体であり、全世界が願っ

にもなく、あとにもありません。はっきり知

ている愛の結実体です。その結実体には、す

らなければなりません。軸は一つです。絶対

べての歴史路程が連結されています。すなわ

に二つではありません。その軸とは、正に真

ち過去、現在、未来がみな連結されています。

の愛です。

そして個人から家庭、氏族、民族、国家、世
界がすべて連結されていて、天と地がすべて

歴史始まって以来、神様の名によって人類
の男性を代表して勝利した人がいませんでし

連結されているのです。

た。これまで先生は、そういう勝利の基準を
イエス様は、人類の父母の位置に立たなけ

立てるために闘ってきました。統一教会と先

ればならない使命をもって来られましたが、

生は、苦労をしなくてもいいのですが、こう

そのみ旨を成就できずに亡くなりました。し

いう原則を知っているために、苦労せざるを

たがって再臨時代には、そのような立場を蕩

得ないのです。

減復帰して勝利しなければ、その理想の世界
へ上がれないのです。その仕事をこれまでや

人類が願うものとは何でしょうか。真の父
母に侍ることです。六千年前にアダム、エバ

ってきたのが統一教会です。

が成婚して全人類が神様の子孫にならなけれ
真の父母は、完成したアダムとして、アダ

ばならなかったにもかかわらず、堕落するこ

ムが失敗した第一の父母の基準を復帰しなけ

とによって人間たちはサタンの子孫になって

ればなりません。また、第二アダムとして来

しまいました。したがって私たちは、六千年

られたイエス様が失敗した父母の基準を完成

前に失った天の側の真の父母を再びこの地上

させなければなりません。再臨時代において

に探し立て、真の父母の愛の因縁を通じて重

先生が苦労の伝統を立てざるを得なかったの

生しなければなりません。そうしてこそ天国

は、イエス様が霊的基台しか立てられず、霊

の国民になることができるというのです。
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真の父母とは何でしょうか。肉身の父母は、

堕落した人間が要求する救い主とは、どん

真の父母と何が違いますか。真の父母とは何

な救い主でしょうか。堕落した父母の立場で

ですか、何をするのが真の父母ですか。愛を

はなく、頃落していないアダム、エバのよう

中心として話すとき、その肉身の父母と真の

な立場で神様のみ旨と一体となって神様の愛

父母とでは何が違いますか。何が違うかとい

を受け、神様の祝福を受けることができる真

えば、愛に対する概念が違います。正に愛の

の父母の立場で、人類を生んでくれる救い主

概念が違うということです。肉的父母は肉身

でなければなりません。そうでなければ、人

を中心とした愛を教えてくれるのであり、霊

間は原罪と関係のない立場に上がれないのです。

的父母は霊的な世界を中心とした愛を教えて
くれるのです。内容が違うということです。

真の父母が必要なのは何のためでしょうか。
心情圏を中心として、その根を下ろさなけれ
ばならないからです。今は根が違います。堕

②真の愛によって人類を生んでくださる

落によって幹と枝がすべて違います。ここで
新しくこの根が真の父母から始まって、何が

皆さんは、真の父母と関係ない立場で、天

出てきたのでしょうか。幹と枝が出てきて、

の前から追い出された偽りの父母の血統を受

接ぎ木するのです。切り取って、接ぎ木しま

けて生まれたので、この血統から抜け出すた

す。接ぎ木して、それが宇宙の大きな主流に

めには、血統を否定して否定して抜き取らな

なるのです。

ければなりません。そうして血統を根本的に
変えずしては天の国に行けないのです。

サタン世界のすべてのものを切ってしまわ
なければなりません。根まで切ってしまわな
ければなりません。

真の父母は何をしなければならないのでし
ょうか。サタン世界の根っこの間違った血統

今日、万民が願うこととは何でしょうか。

を正さなければならず、間違った生命を元に

世界国家を迎える前に、真の父母を迎えよう

戻さなければならず、間違った愛の道を正し

ということです。また未来の子孫たちは誰か

く開かなければなりません。

ら出発したいのでしょうか。皆さんの息子、
娘は皆さんの血統を通じて生まれたいのでは

血統的転換を成すためには、アダムの骨髄

ありません。真の父母の血統を通じて生まれ

まで、骨肉の中心部まで入っていって、将来

たいのです。ですから真の父母は、新たな未

の赤ちゃんとなるその種に神様の愛と結束し

来の出発点になるということです。

た勝利的条件を充足させなければ、神様の子
女として生まれることができません。これは

真の父母は何をしなければならないのでし

理論的に間違いないというのです。聖書に、

ょうか。サタン世界の根となる間違った血統

そのようにしてきた記録があるでしょうか。

を正さなければならないし、間違った愛の道

あるとするならば、聖書は神様のみ言だとい

を正さなければなりません。聖書に「生きん

うことです。

とする者は死に、死なんとする者は生きん」
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とありますが、そのような逆説的な論理がな

の一切も父母であり、私のすべての理想と幸

ぜ出てこなければならないのでしょうか。正

福の根源も父母だという基準を中心として、

にサタン世界は死ななければならないからです。

父母に侍らずしては救いを受けられません。
皆さんはそのように侍ってみましたか。皆さ

真の父母と真の父母の子供というのは、永

んはこれをはっきりと知らなければなりませ

遠不滅の宿命的な業（関係）です。これは誰

ん。ですから「私は真の父母と永遠に一つに

も分けられないのです。千年、万年、その道

なることのできる息子、娘だ」という信念を、

を行かなければなりません。行く道は、二つ

自分の存在意識を超越できるほどに固くもた

の道ではなく一つです。他の方法はありませ

なければなりません。そうでなくてはならな

ん。秘法がないのです。その道を行かなけれ

いのです。

ばならないのです。
皆さんは買ってきた人たちです。人類を与
エデンの園で結婚を誤ったことが堕落なの

え、天宙を与えて、買ってきた人たちです。

で、今、真の父母が正しく結婚させてあげる

ゆえに神様は、皆さんをおいて天地を審判し

ことにより、再びひっくり返したのです。偽

たいと思われるのです。神様は、サタン世界

りの父母が誤ったことを真の父母が清算する

の奴隷の立場にある皆さんを買って、神様の

ことにより、地獄を撤廃して数百、数千億の

息子、娘として立てました。ゆえに皆さんは、

霊界の先祖まで祝福結婚させてあげるような

福を受けた栄光の子女たちです。ですから全

ことが起こるのです。真の愛を中心とした地

世界で皆さんを「くれ」と言うとき、与える

上の子孫たちの家庭基盤を通じて、霊界の先

ことができる皆さんにならなければなりませ

祖と地上の子孫が縦的に一つに合わさるだけ

ん。サタンにまでも与えることができる皆さ

でなく、このような家庭基盤を基点として東

んにならなければなりません。
皆さんは、先生の血と汗の代価で買ってき

洋と西洋が互いに連結されます。

た人たちです。先生の体を与えて、買ってき
養子はどのようにしなければならないので

た人たちです。したがって、皆さんも先生の

しょうか。真の息子から接ぎ木を受けなけれ

ような仕事をしなければなりません。先生は

ばなりません。野生のオリーブの木を切り捨

食口たちを誇りたいのです。このような立場

てて、真のオリーブの木の芽を接ぎ木しなけ

で公約しましょう。

ればなりません。渋柿の木が甘柿の木になる
運動をしなければならないのです。重生する

二) 重生摂理の核心

ためには真の父母の血統を受け継がなければ

①生まれ変わるということの真の意味

なりません。それで人類が願うのは真の父母
であり、イエス様と聖霊が願うのは「小羊の

再び生まれなければならないというのは、
堕落したアダム、エバの子孫の父母の血縁を

婚宴」です。
まずは父母を心から慕わなければなりませ

通じて、もう一度生まれなければならないと

ん。私の生命の動機も父母であり、私の願い

いうことではなく、堕落と関係のない父母の
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血縁を通じて再び生まれなければならないと
いうことです。そうでなければ、神様に帰る

生まれ変わるというのは、心が改変しなけ
ればならないということです。

ことができないのです。罪の根本の根はアダ
ム、エバから始まったがゆえに、これを踏ん

ニコデモがイエス様に「どうしたら救いを

で越え、すなわち原罪と縁がない立場で生ま

受けることができますか」と尋ねると、「生

れたという資格を備えなければ、神様のそば

まれ変わら（重生し）なければならない」と

に絶対に帰ることができないのです。

言われたのです。それは、サタンの子として
生まれたので、救いを受けるには、神様の聖
霊を受けて、再び生まれなければならないと

神様が私たち人類を救おうとする目的はど

いうことです。今までサタンと結んできたす

こにあるのでしょうか。堕落圏以下では、ど

べての関係を清算して、神様と創造本然の関

んなに救おうとしてみたところで、救援がで

係を結ばなければならないという言葉です。

きないのです。それで神様は、堕落していな
いアダム、エバ以上の真の父母をこの地上に

神様の摂理で信仰を立てたとしても、神様

再び送り、その父母を通じて人類が再び生ま

の子供に復帰されるためには、接ぎ木されな

れる路程をたどらせ、永遠にサタンとの関係

ければなりません。

をなくさせ、讒訴しようにも讒訴できないよ
うにされ、神様だけが主管し、神様だけが干

生まれ変わるには、アダム、エバより劣っ

渉できるようになさるというのです。そのよ

ていてはできないし、またアダム、エバより

うな立場で人類が再び生まれなければ、原罪

劣っていては根本復帰もできません。生まれ

をもった人間が原罪のない立場に戻ることは

変わるにも個人が生まれ変わらなければなら

できないのです。

ないし、家庭、民族、国家、世界が生まれ変
わらなければなりません。この事実を、今日

真の父母が真のオリーブの木ならば、皆さ

のキリスト教徒たちは知らすにいます。

んはみな接ぎ木されなければならない野生の
オリーブの木です。脇の芽であり、脇の枝で

今日、キリスト教を信じる人たちの中には

す。これは新しい枝が出てこそ、正常な生態

「再び来られる主は、雲に乗って来られる」

作用をすると見ることができるということで

と信じる人々もいます。何も知らない中でも、

す。人類は、信頼と愛と実体を失ってどうな

信じれば救われるという考え方では、真の信

ってしまったのでしょうか。血統的に逆にな

仰をすることができません。そんなに簡単に

ってしまいました。それでひっくり返さなけ

救いを受けることができるならば、統一教会

ればなりません。すなわち、ニコデモがイエ

はこの世に必要な宗教ではありません。

ス様に「天国に入るには、どうしなければな
りませんか」と尋ねると、「生まれ変わらな

野生のオリーブの木に真のオリーブの木を

ければ、天国に入れない」という最も重要で、

接ぎ木するときは、枝を切ってそこにつける

事実的な内容を明らかにしたのです。

のではなく、木の下のほうを切って根だけ残
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しておいて、その上につけるということです。

新郎のイエス様の愛と新婦の聖霊の愛が一

この話は既成教会が再び来られる主によって、

体となったその愛が、私の骨肉と一つになら

既存の体制や制度、またはすべての儀式を変

なければなりません。すなわち、「私があな

えて、新しく出発するようになるということ

た方の中にあり、あなた方が私の中にあっ

を意味します。

て」というイエス様のみ言のように、愛の心
情基盤が成される前には、キリスト教でいう

彼らが信仰生活を通じて結んだ実は野生の

永生はあり得ないということです。

オリーブの木の実なので、真のオリーブの木
の実を結ぶためには、大木を切り取って、芽

皆さんは重生されなければならないといい

接ぎをしなければならないのです。もし接ぎ

ますが、重生されるには、イエス様を誰より

木することができなければ、根まで引き抜い

も愛さなければなりません。堕落圏内で、す

て、燃やしてしまわなければなりません。そ

なわちサタンの愛圏内でなされるそのいかな

のまま置いておけば、野生のオリーブの木の

る愛よりも、神様を中心としてなされる愛が、

実が畑に蒔かれて、数多くの野生のオリーブ

より次元が高くない限り、神様と連結するこ

の木をつくり出すからです。

とができる道がないということを知るべきで

野生のオリーブの木を切るのは、新しい真
のオリーブの木の芽を接ぎ木するためです。

す。これが受難の道であり、宗教人たちが行
くべき険しい道だというのです。

問題は真のオリーブの木の芽や野生のオリー
ブの木の芽が、外から見ると全く同じなので、

キリスト教徒たちもイエス様を日ごとに思

いさかいが起こるようになっているというこ

慕しており、イエス様が再臨されることを首

とです。特に再臨上が来られる時には、多く

を長くして待っており、無心になって「新郎

の偽キリストが現れるので、真実を見つめる

イエス様、いらしてください」と二千年間叫

価値観と目が混乱を起こしかねないのです。

んできませんでしたか。しかし、体がばらば

それで「絶えず祈りなさい」と言ったのです。

らになり、胸が裂けて、骨髄が溶ける立場、

野生のオリーブの木の下のほうを切って、

体の中にあるのか体の外にあるのか分からな

真のオリーブの木を接ぎ木することによって、

い境地、ただ神様やイエス様とのみ通じるこ

野生のオリーブの木はみななくなり、真のオ

とができる境地に入るとき、初めて聖霊が臨

リーブの木の畑になるはすです。このような

むのです。聖霊が臨むことによって、霊的な

作業をレバレンド・ムーンがしようとするの

赤ん坊として再生することのできる霊的重生

で、大騒ぎなのです。彼らは自らの体が切ら

の役事が起こるというのです。

れる痛みを恐れて、「いかさま庭師ではない

皆さん、そのような体験がありますか。そ

か」と思うからです。摂理歴史の春とともに、

のような体験がない限り、まだサタン世界の

野生のオリーブの木に接ぎ木をする作業が始

息子、娘だということです。まだサタンの讒

まりました。

訴を受けざるを得ない人だということを皆さ
んは知らなければなりません。そのような人

②重生しようとすれば

は、天国に行くことはできません。
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イエス様はニコデモに対して、「あなたが

三) 真の父母の中心思想は血統転換

生まれ変わらなければ、天国に入ることがで
きない」と言われました。今まで生きてきた

血統的転換は誰がするのでしょうか。それ

私は、いずれにせよ歴史的に否定されなけれ

は誰でもできることではありません。先生が

ばなりません。どんなに良くやったと弁解し

このことをするために、涙ぐましい十字架の

て自ら立てた何かがあるとしても、私自体は

道を歩んだということを知らなければなりま

否定されなければなりません。堕落人間であ

せん。こういう基準があるので、皆さんは何

るがゆえに、そのような圏内を抜け出すこと

の功労もなく祝福という新しい伝統を受け継

ができないのです。否定されるべき生涯であ

ぐようになりました。転換の勝利圏を立てる

り、否定されるべき生活であり、否定される

には、数千年に及ぶ神様の労苦と、実体を中

べきしかばねの人生であったというのです。

心とした先生の苦難の生涯がありました。こ
れを土台として立った所が、正に皆さんが立

血統を転換するのはメシヤがするかもしれ

っている所です。祝福とは、接ぎ木すること

ませんが、転換できるように行動するのは自

であり、接ぎ木することによって血統が変わ

分自身でなければなりません。このような基

ることです。

準が成されない限り、私たちは救いの道に至
ることができません。それは決して容易に成

血統の同一性が必要なので、神様の心情圏

されるものではなく、生きるか死ぬかの境地

に従わざるを得ないのです。なぜそうなのか

を通過しなければなりません。四十日断食祈

といえば、根が違います。幹が違います。し

祷であるとか、血を吐く死の境地に行ってこ

かし、根が同じでなければならず、幹が同じ

そ、血統転換が可能です。

でなければならず、芽が同じでなければなり
ません。そこには絶対的に血統転換という、

世界の万民は真の母が現れる前に生まれた

とてつもない問題が起こるのです。それは、

ので、意味もなく生まれたことになります。

一人ではすることができません。真の父母が

それでイエス様と接ぎ木した立場でイエス様

いなければなりません。

の腹の中に入っていって、イエス様が夫婦に
なったとき、聖霊を通じて再び生まれなけれ

神側では、サタンの偽りの愛圏にいる人間

ばなりません。偽りの愛によって生まれたの

をより大きな神様の愛によって奪ってきて重

で、真の愛を通じて再び生まれなければなら

生させるのです。人間が偽りの愛の父母、偽

ないということです。キリスト教で愛を強調

りの愛の先祖、偽りの愛の血統を通じて生ま

する理由もそこにあるというのです。

れたがゆえに、真の愛の父母、真の愛の先祖、

イエス様と一体になるには、愛以外にはあ

真の愛の血統を通じて再び生まれてこそ、神

りません。真理でも正義でもありません。生

様の子女、神様の民になるのです。イエス様

命があるのに先立って、愛が必要です。愛は

の聖血が貴いのも、聖餐の儀式もみな、血統

歴史も跳び越えることができるし、距離や空

転換を通じて神様の子女になる摂理を形状的、

間の支配を受けないというのです。

象徴的に表すものです。
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皆さんは血統転換、これの実感がわかない

祝福を受けるとき、皆さんは血統転換式を

でしょう。皆さん、いつこのようになりまし

したでしょう。その次からは完全に変わらな

たか。先生がアベルになるとき、皆さんはカ

ければなりません。真の父母が出てこなけれ

インとして完全に一つになるのです。この関

ば、このことが可能ですか。創世以後、どん

係があるので皆さんが先生と一つになれるの

なに険しい道を歩んできましたか。真の父母

であって、この関係がなければ大きな問題が

が現れたことだけでも有り難いのに、真の父

起こるというのです。

母から祝福を受けたということは、もっと驚
くべきことです。こうした伝統、その伝統と

神様の心情は、どこで連結されるのでしょ

は、血統の伝統です。真の愛と、真の生命と、

うか。理論では連結されません。血統を通じ

真の血統を植えた伝統ができているのです。

てのみ連結されるのです。皆さんは、神様の

これを、いつも考えなければなりません。

心情の血統を受けました。今までは知らなか
ったというのです。それで皆さんが祝福を受

祝福家庭は、どんな意味をもっているので

ける前に、血統転換式があります。その時は、

しょうか。祝福家庭を中心として見るとき、

私は何もないという無の境地に入らなければ

サタンは祝福家庭を支配できないというので

なりません。私の体はないという立場に立っ

す。どんな国においても先生を完全に信じて

て、父母様の血肉を再び受け継ぐ結着点が、

真の父母に属したという信念をもって立つよ

私から始まるという信念をもたなければなり

うになるとき、サタンはそれを侵犯できない

ません。

のです。なぜそうなのでしょうか。父母様の
心情を中心として血統転換した心情圈に連結

皆さん、祝福を受けるとき、血統転換式を
したでしょう。皆さんは何も知らずに先生が

されているからです。それで、ここからはサ
タンが手をつけられないのです。

させるまま従ってやっただけですが、それが
そんなに簡単なものではありません。イエス

復帰途上で僕の僕の時代から僕の時代を経

様が夫婦関係を成すことができなかったため

て、養子の時代、直系の時代に上がらなけれ

に、歴史がこのように混乱してきたというこ

ばなりません。それでは完全に僕の僕の時代

とを考えて、その目的に合う一双を立てると

を経て、僕の時代、養子の時代を経て、直系

いう心情的基準から見るとき、祝福で血統を

の時代と因縁が結ばれるでしょうか。

汚すような何かがある場合には、大変なことに

直系の時代と因縁を結ぶには、そのままで

なります。これは刑罰が問題ではありません。

は結ばれません。必ず原理によって、信仰の
基台を経、実体基台を経て、メシヤのための

エデンの園では未完成期に堕落した者も追

基台を経なければなりません。すなわち、メ

い出しましたから、完成の心情的基準で罪を

シヤを迎えなければならないということです。

犯したとすれば、言うまでもありません。そ

メシヤは神様の真の息子です。養子と真の息

のような者は、後ろ姿も見たくない神様であ

子では、血統的な関係が違います。それで血

られます。先生もやはりそうです。

統転換が必要だというのです。
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堕落人間は、血統を転換しなければなりま

の歴史を中心としてもこのような非人間的行

せん。これが根本的な問題です。神様と人間

為をしたのに、ユダ支派を通じてイエス様が

との関係は父子の関係ですが、このようなす

来るとはどういうことですか。血統転換とい

べてのものが未知の事実として残っていたが

う問題があるからです。血統を清めなければ

ゆえに、歴史が解けず、今までも神様の摂理

なりません。キリスト教だけが血統を重要視

を知らなかったのです。血統転換も個人圏、

して、血統転換を主要思想とみなしてきまし

家庭圈、民族圏、国家圏、世界圈、みなしな

た。他の宗教にはこういう歴史がないので、

ければなりません。

ここに従わなければならないという結論が出

これをするには、メシヤにならなければな

てくるのです。

りません。父母が出てくることによって、父

ですから血統転換というものを中心として

母から血統が出てくるのです。父母が出てこ

見るとき、文総裁はキリスト教を外すことが

なければ、血統が転換されないのです。この

できませんでした。選民思想を受け継いだキ

ようなすべての問題に個人が責任をもたなけ

リスト教を外せなかったというのです。（世

ればなりません。個人がみなこういうことを

界基督教統一ではなく）「万教統一」と言っ

して、越えていかなければなりません。これ

ていれば、どうして私が迫害を受けるでしょ

を知らないので、知っているメシヤが来て、

うか。何のことか分かりますか。骨髄思想が

代わりにやってあげるのです。

このようになっているためです。はっきり知
らなければなりません。

堕落人間は、出発が間違ったというのです。
ですから、また帰らなければなりません。帰

四) 血統転換の三段階過程

ることは帰るのですが、どこに戻るのでしょ

①聖酒式

うか。原点へ戻らなければならないのです。
偽りの父母によって始まったので、原点へ帰

統一教会の祝福を受けるとき、血統転換式

って真の父母によって再び始めなければなり

があります。皆さんは血統転換式をしたでし

ません。ですから、どれほど深刻ですか。

ょう。蕩減棒行事とか三日行事とか、どんな

私が神様の愛と、神様の生命と、神様の血

に複雑ですか。そこには、サタンは入ること

統を再び受け継がなければなりません。それ

ができません。それは真の父母と神様によっ

で皆さんが祝福を受けるとき、血統転換式を

て天国の門を開き、解放を宣言して立ったも

したでしょう。それを自分の生命よりも信じ

のであるがゆえに、長成期完成級で活動して

なければなりません。統一教会の一つの儀式

いたサタンは関係をもつことができないので

ですが、ただ一般の宗教儀式だと思ってはな

す。祝福を受けた家庭は血統転換式をしたこ

らないのです。これは死んだ人を回生させる

とを知っていますか。それを経なければなら

注射の薬と同じです。解毒注射です。

ないのです。

聖書の歴史を見れば、ヤコブはお母さんと

皆さんが婚約式をしたあとには聖酒式があ

一つになって父を欺いて祝福を受け、タマル

り、その次に結婚式があります。それでは、
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この婚約式と聖酒式、そして結婚式はいった

いでしょう。それは空中で実を結ばせるもの

い何でしょうか。これは、ある前例に従って

と、地で実を結ばせるものと、地の下で実を

行う式ではありません。堕落したすべての内

結ばせるものを中心としています。その次に

容をもう一度、象徴的に再現させて、それを

は鉱物世界、植物世界、動物世界で最も貴い

蕩減するために行う不可避な行事なのです。

もの、このように二十一種類の選別された物
を通じて、その過程を経るのですが、そのす

堕落した人間は、サタン世界の偽りの愛に

べてのものが讒訴条件に引っ掛かってはいけ

よって汚された過去のすべての愛を否定して、

ません。七カ月間、使わずにおきますが、そ

新たに神様の愛を中心として真の父母の愛を

こに不祥事が生じてはいけないのです。

再現させることができる復活的な実体を備え
ずしては、祝福の場に行くことができません。

聖酒式は蕩減復帰式です。聖酒式は天使長

したがって聖酒式は、まさしく真の父母の愛

の立場でするのです。ですから血統とすべて

の関門を通じて、新しい生命の基準を成すこ

を捧げます。すべて復帰する条件になります。

とを約束する儀式です。

ここでお母さんを通じて先生がするのです。
皆さんも全く同じ立場です。そのような立場

聖酒式は何をするものでしょうか。新しい

で橋を架けるのです。聖酒式をこのように挙

愛を中心として神様の体を自分の体の中に投

行することによって、皆さんが父母の場と同

入させる儀式です。堕落した体は一つしかな

じ復帰の場に入っていくというのです。それ

いので、神様の愛を中心として取り替えるの

を知らなければなりません。

です。これが正に聖酒式だというのです。イ

聖酒は女性が先にもらいます。女性が先に

エス様が、「パンは私の体を象徴するもので

先生に敬拝して聖酒をもらい、半分だけ飲み

あり、ぶどう酒は私の血を象徴するものなの

ます。その次は、夫が敬拝しなければなりま

で、あなた方はそれをもらって食べ、飲まな

せん。これは、女性が半分飲む時は、男性は

ければならない」と語ったのと同じように、

頭を下げているのです。この時は、女性がお

愛を中心として、神様の実体を中心として、

母さんの立場にあります。お母さんの立場と

新しい血統を受け継いで原罪を洗い清めるこ

同じです。こうして女性が半分飲んで残った

とができる式です。この式を経ずしては、祝

ものを男性にあげ、男性が飲むことによって

福の場に行けないのです。ですからこの式は、

因縁が結ばれます。それで男性も対等な場に

血統を転換させる式です。

行くことができるというのです。

「血統転換」という絶対語が必要です。皆

聖酒式は、アダム、エバが堕落したその反

さんも祝福を受けるとき、血統転換式をした

対のコースで行うものです。結婚するには、

でしょう。その血統を転換するためには聖酒

婚約式がなければなりません。その次は聖酒

がなければなりません。そして聖酒という酒

式です。そうしてこそ結婚式に進むのです。

が出てくるためには、二十一種類の選別過程

皆さんは堕落したので、アダム、エバになれ

を経なければなりません。それが何か知らな

なかったのです。婚約式は、息子を取り戻そ
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うという神様の前に、真の父母の前に、「堕

失ったエバを復帰する式なのです。聖酒式を

落した息子より立派なアダム、エバになりま

することによって霊的に一つとなり、心情的

した」と言うものです。

に一つとなり、肉的に一つになるのです。絶

アダム、エバは婚約段階にあったのです。

対的な内約なのです。

こうして一つの世界がここから誕生するので
す。ですから、このようなすべての因縁を連

聖酒は、ただ作られるのではありません。

結させる条件を成立させることが聖酒式だ、

ただそのままできるのではないということで

ということを知らなければなりません。

す。サタンと神様の立ち合いのもとに、霊界
にいる数多くの天使たちの立ち合いのもとに

聖酒を飲むには、天使長からエバ、エバか

作られるのです。そして、そこには皆さんが

らアダムです。皆さんはどのようにするかと

知らない二十一種類の物が入っています。万

いえば、エバが受けます。エバがいなければ、

物世界と人間の復帰歴史の過程で形成される、

男性は再び生まれることができません。復帰

すべての物が入っているのです。

なので、エバに杯を受けさせ、半分だけ飲ん

聖酒を作る時は、霊界の霊人たちが来て、

で、その次にエバが夫に与えます。杯をもら

「頼むから一杯だけ注いで自分に飲ませてく

う時は、お父様から頂く代わりなので、礼を

れ」と強要します。聖酒を飲めば、復帰され

して、実際には三拝ですが、礼を一回だけで

ることを知っているからです。それで、こじ

もいいです。三拝するという気持ちをもって、

きが群れになって来て、しきりに「自分たち

それを頂いて半分を飲んで、それを夫に。そ

にも恵みをくれ」と言います。先生にはそれ

れを飲んだあとは、返してもらいます。そし

ができるということを知っているのです。し

て反対にします。

かし、先生は、霊界のための先生ではありま

そのようにすれば、心情的に一体化します。

せん。地上のための先生です。ですから「君

実際には、その前に先生が女性たちに手をの

たちは待ちなさい」と言って、苦労した皆さ

せて祈祷しなければなりません。先生が女性

んに与えたのです。

の手にこのように祈祷します。これが一体化
の祈祷です。そういう祈祷をして聖酒を飲め

聖酒には、父母の愛を象徴するものが入っ

ば、堕落の血統をきれいにすることになりま

ています。そして血を象徴するものが入って

す。それが条件です。キリスト教の洗礼式のよ

いなければなりません。したがってそれを飲

うなものです。血統転換式！

めば、父母の愛と一体になり、また血と一体

分かりますか。

になります。こういうものが聖酒の内容なの
天使長を通じてエバが堕落したので、復帰

です。

歴史においては、エバがアダムを通じて天の
前に立って天使長復帰をしなければなりませ

聖酒は、どのように作られるのでしょうか。

ん。そのために行うのが聖酒式です。聖酒式

それは地と海と空を象徴し、全体を象徴する

をするとき、先生が女性に先に与えるでしょ

ものから作られた酒です。聖酒には三種類の

う。なぜそうなのか知っていますか。それが

酒が入っています。それ以外に、すべての万
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物を象徴するものが入っています。これを飲

の二世は、そのような聖酒式がありません。

むということは、霊的に生まれ、肉的に生ま

根が違うというのです。皆さんの根は堕落世

れることを意味します。この式がなければ、

界の根ですが、彼らはそうではありません。

原罪を脱ぎ、血統を転換することができませ

もちろん、人はみな同じように見えますが、

ん。血統が転換されなければ、完成基準を通

歴史が違い、背景が違うというのです。出発

過して神様の愛と一体となることができない

が違うので、過程も違い、今現在置かれてい

のです。したがって聖酒式は、そのすべての

る立場も違い、未来において行く目的地も違

ものを蕩減する式だということを知らなけれ

います。目的地が同じだとしても違うという

ばなりません。

のです。祝福家庭としての立場なので、同じ
ではありません。

聖酒式は、堕落によって血統的に汚された
サタンの血を抜いてしまうものです。言い換

②祝福結婚式

えれば、原罪を取り除く式だということです。
祝福式は、愛の伝授式です。神様の愛をも
聖酒にはサタンの讒訴のない万物の要素が

って父母が良く生きるように、皆さんも父母

みな入っています。その聖酒をもらって、真

の愛を神様の愛の代わりに受けて、「このよ

の父母と一つになった自分自身を汚す行為を

うに生きなさい！」という愛の伝授式が祝福

すれば、サタンよりも恐ろしい立場に立つよ

式だというのです。神様の愛を父母から受け

うになります。サタンは長成期完成級圏を汚

るのです。ある有名な人から受けるのではあ

して蹂躙しましたが、祝福を受けた者が過ち

りません。それは、天使長がしてくれる結婚

を犯せば、完成期完成級園で神様の実体を犯

です。名のある人が片方だけ来て結婚式をし

した罪が残るので、永遠に許されません。こ

てくれるのは、みな天使長にしてもらう結婚

れは実に恐ろしいことです。

式です。

聖酒式をしたその場は、父母様が通過して

結婚式というものは、愛の顕現をいうと同

きたすべての受難の道をみな蕩減してあげる

時に、創造権と主管権を与えられることをい

ためのものです。それは天下、宇宙を与えて

います。

も替えられない貴い立場です。それを汚して
はいけません。そうすれば当然、責任追及を

祝福結婚式は、ただ単に男女が出会って一
つの家庭を成す婚礼式ではありません。今ま

受けなければなりません。

での結婚式は、自分を中心としたものでした
祝福家庭の二世たちと新しく入ってくる若

が、私たちの結婚式は、神様に喜びを返し得

い層、祝福対象者たちとは何が違うのかとい

るだけの内容をもって、歴史を蕩減する条件

うのです。皆さんが祝福を受けるときは、聖

として、神聖で盛大に挙行されなければなり

酒式が必要であり、それ以外に必要なものが

ません。私たちの結婚式とは、アダムとエバ

多いのです。複雑なのです。しかし祝福家庭

の堕落で始まった神様の恨を解怨し、イエス
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様が成し遂げられなかった新郎新婦の基準を

先生の聖婚式は、今までのどんな結婚式よ

通過することであると、「原理」は明らかに

りも盛大にしなければならないのに、苦難の

説明します。

中で行ったので盛大にできませんでした。で
すから今後、盛大にしなければならない条件

主礼の前に歩いていくのは、六千年の摂理

が残っています。食口たちは自分を中心とし

路程を歩むことです。蘇生、長成、完成を意

た三代の中で、外的に最も結婚を素晴らしく

味する路程に、二十一人、十二人の介添人を

行った立場に立たなければなりません。そう

立てます。これは三数を代表するものです。

してこそサタンの前に条件を立てることがで

七歩歩いて、蘇生を越える条件として三回、

きます。それで合同結婚式をするのです。内

敬拝しなければなりません。この路程は、ア

的な面でも神様が喜ぶ結婚をするためには、

ダムから今までの歴史路程です。

祭物的な条件を立てなければなりません。

特にアダム、イエス様、再臨主の三時代の

神様が催した宴会は、サタン世界のどの宴

過程ですが、この介添人の中を通過して、真

会よりも壮大でなければなりません。しかし

の御父母様と出会うことを意味します。介添

個体としてはその基準に立つことができない

人を立てるのは、十二支派、二十四長老の霊

ので、歴史始まって以来、かつてなかった合

的基準を立てるためです。敬拝することによ

同結婚式を挙げなければなりません。

って、蕩減条件を立てるのです。真の御父母
様は聖水をまきますが、これは蕩減復帰した

祝福結婚式の目的とは何でしょうか。それ

立場に立てるためであり、その条件を立てる

は世界を教うためのものです。この結婚式は、

ためです。また霊界の先祖たちの土台を越え

国境と人種と言語と文化、習慣を超越した国

る条件を立てるものです。

際合同結婚式でした。新しい神様の民が編成
されるのです。したがってこの結婚式場は、

合同結婚式は、神様の新しい家庭を取り戻

和解の広場でした。
神様を中心として世界民族の編成のために、

し、立てるためのものです。合同結婚式は、
神様を何よりも愛することができるようにす

統一教会で祝福結婚式を行います。

るものです。
今日のこのような成婚式は、神様の希望で
統一教会の誇りは合同結婚式です。しかも

あり、理想でした。アダム、エバが成熟すれ

同じ民族同士で結婚することより、東洋、西

ば、成してあげようとしていた成婚式なので

洋の人が合わさって結婚式をもつということ

す。創造理想の心情の中にあったもので、こ

は、誇り以外の何ものでもありません。その

れは実に歴史的なことです。このような式典

ことは統一教会でなければ、誰もできないこ

は創造以後、初めて行われたということを痛

とです。大統領もできないことです。それは

感しなければなりません。

先生が優秀だからそのようなことができるの
でなく、神様の力が作用しているからです。

③三日行事 ― 実体復帰式
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祝福を受けて四十日が過ぎたのちには、三
日間にわたり実体的な復帰式があります。こ

げるかといえば、女性が生んであげなければ
なりません。

の四十日期間は、歴史的で総合的な蕩減期間
なのです。人間が愛を中心として復帰の権限

この地上には今、主が、主人がいないとい

をもつようになるのは、蘇生期でもなく、長

うのです。ですからそれを生んであげる責任

成期でもありません。完成期に入らなければ

を果たさなければならない立場に立ったのが、

ならないのです。

女性たちだというのです。エバがアダムを完
成させなければならないのに、堕落させ、イ

アダムの時代と次の時代は、失敗の時代で

エス様がその使命を完成できるように、イエ

す。その結果、旧約時代の神様の蘇生的な愛

ス様をよく生んで責任を果たさなければなら

圏を継承できずに、キリスト教を中心として

ないマリヤが、責任を果たせなかったという

神様の長成的な愛を受け継ぐことができませ

のです。それを、すべて復帰してあげなけれ

んでした。その蘇生、長成の愛圏を受け継い

ばなりません。結局は、アダムとして生んで

だのちにこそ、完成的な成約時代圏に立つこ

あげなければなりません。完成したアダムで

とができるようになるのです。そのような条

なければ、結婚することができないというこ

件を立てることが、三日行事の実体復帰式で

とです。再臨時代まで三代かけてきたので、

ある蕩減式です。三日行事の実体復帰式の最

三人、三代にわたるお産の使命を果たさなけ

初の日は、旧約時代の復帰です。堕落したア

ればならないのです。

ダム、旧約圏を復帰するのです。二日目は、
新約時代のイエス様の立場を蕩減復帰するの

エバがアダムをこれくらい産み育てて、そ

です。三日目は、イエス様の代わりの新郎と

こにまたイエス様をこれくらい育てたのちに、

して新婦を再創造するのです。そこで初めて

完成段階に入って夫を育てます。そののちに、

正式軌道に乗って、出発することができます。

夫としての権限を中心としてエバを愛して、

このように具体的に蕩減条件を立てるのは複

越えていくそのような過程があるというので

雑なのです。

す。そこにおいて告解がなければなりません。
再臨時代になって初めて夫になります。完成
したアダムの立場に立つので、祝福の場、新

三日行事をするとき、夫婦はどんな立場に
立たなければならないかといえば、夫婦とは

郎の立場に立つようになるというのです。何
のことか分かりますか。

夫と妻ですが、妻がお母さんの立場に立たな
ければなりません。お母さんになって、夫を

先生を通じて妻は、お母さんの使命を再び

愛によって生んであげなければなりません。

与えられるのです。これは、三段階で生んで

結局は、再臨主までエバが生んであげなけれ

あげる形式で愛さなければならないというこ

ばなりません。主が来る時まで、再臨主まで

とです。愛によって生んであげるので、その

は三時代を経ますが、アダム、イエス、再臨

ような条件を立てるためには、愛するときに、

主の三代を経て出てくるには、誰が生んであ

今までとは反対にするのです。女性が上にな
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り、男性が下になります。愛するとき、それ

これから実体の子女を繁殖しなければなり

を間違えないようにしなければなりません。

ません。父と心情的な因縁を結ぶことができ
る子女を生むようにしてくださいと祈祷しな

三日行事の式を進行するとき、まず女性が

ければなりません。心情的な祭司長になるこ

祈祷します。蘇生的アダムをお産するのに、

とができる子女を生むために祈祷しなければ

祝福がなければなりません。その次には、イ

なりません。先生は、天地を身代わりするこ

エス時代に入ります。「イエス様のような第

とができる心情的基準の上で子女を生むこと

二次アダムをお産する祝福をしてください」

を願います。

と同じ式を行います。それで二度生めば、イ

先生は、一度祝福すれば責任を負います。

エス様の立場であると同時に完成的な立場に

私たちは世界の代わりに、もう一度祝福を受

育ったという段階へと越えていくのです。そ

けなければなりません。ですから条件的な結

のとき初めて、夫の立場に進みます。主体的

婚です。それまでの四十日間は、四千年を蕩

立場へと進むのです。

減する期間に該当します。事実、結婚生活は
きょうからです。今までは蕩減期間でした。

その次からは、男性が上に復帰されます。
それで三度目の愛は、男性が上で行います。

三 祝福家庭の責任
一) 真の父母と一体圏を成さなければ

二人がそのように愛を終えたのちは、神様の
永遠の夫婦として、天の相続を受けた永遠の

人間は長成期完成級で堕落したので、その

家庭として、父の眷属になると祈祷して、そ

まま完成段階に上がることはできません。私

の次に夫婦生活に入るのです。そのようにな

たち人間が長成期完成級で堕落したので、堕

れば、完全に蕩減復帰された家庭として、天

落したその線以上に上がってこそ、初めて原

の国に堂々と入るというのです。そのように

罪を脱ぐことができるようになっているとい

難しいものです。ですからこういうことを知

うことです。原罪は長成期完成級で脱ぐので

らなければ、復帰は不可能なのです。これを

はありません。したがって今日、皆さんが祝

知らなければ、復帰できません。今日、既成

福を受けて立ち上がったこの場は、完成期完

教会で、信じて天国へ行こうというのは、で

成級ではなく、長成期完成級だという事実を

たらめで、こっけいなことです。天国へ行く

知らなければなりません。

のではなく、楽園へ行くのです。楽園は待合
堕落したアダム、エバを中心としてカイン、

室です。

アベル、セツと彼らの対象（相対者）を含ん
聖酒式は、三人のお母さんから生まれたと

だアダム家庭の八人がみな落ちていってしま

いう条件を立てる式です。聖酒には蕩減の血

ったので、神様の前に蕩減条件を立てて、再

が入っています。聖酒を飲むことによって、

び完成級に向かっていかなければなりません。

内的に清め、聖巾で体を拭くことによって、

そこでは父母の愛を感じなければなりません。

外的に清めようとするのです。

生命の起源は、父母の愛を通じて生まれるの
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です。こういう生命の価値を世界の何よりも

お互いに再創造しなければなりません。怨

尊重視できるその場を経てこそ、新しい道を

恨の夫婦の溝を埋めなければならない道が残

行くことができるというのです。原理がその

っていることを、統一教会の祝福を受けた者

ようになっています。

たちが忘れてしまえば滅びます。私がいくら
「滅びない」と言っても、滅びるようになっ

今の個性完成は、絶対的な全体個性完成に

ています。二人の夫婦は、神様が願う理想的

なっていません。条件完成です。復帰過程で

復帰完成の夫婦に向かって、再び再創造の過

の条件完成ということを知らなければなりま

程をたどらなければならないのです。それで

せん。それで彼らが父母の立場に立っていま

統一教会では、個人復帰完成、その次に家庭

すが、神様の心情圏というものを知りません。

復帰完成をいうのです。

自分の妻は宇宙を与えても替えることができ
ず、夫は宇宙を与えても替えることができず、

人類が願うこととは何でしょうか。真の父

二人が愛するそこに天地をつかんでいくこと

母に侍ることです。六千年前に、アダム、エ

ができる偉大な力があるということを体験で

バの成婚によって、全人類が神様の子孫にな

きませんでした。

らなければならなかったにもかかわらず、堕

ですから祝福してあげた家庭は、この堕落

落することによって、人間たちはサタンの子

圏を越える時までは、条件完成圏内に立って

孫になってしまいました。ですから、これか

いるということを知らなければなりません。

ら私たちは、六千年前に失った天側の真の父

天国完成圏ではありません。条件完成圏です。

母を再びこの地上に探して立てて、その真の

条件完成圏にあるので、ここで生きたのち、

父母の愛の因縁を通じて重生しなければなり

霊界に行けば手続きを別にしなければなりま

ません。そうしてこそ天国の民になることが

せん。手続きの手順を済ませて、完成的完成

できるのです。

をすれば、パスポートをもらって天国に入る
すべての始まりは、真の父母からです。す

のです。
「私は祝福を受けたからもういいだろう！

べてのものの出発、初めは皆さんではなく、

じっとしていても天国だ」とそのように座っ

真の父母です。生きるのもそうであり、行動

ていれば、めちゃめちゃになるのです。祝福

するのもそうであり、愛の家庭を連結するの

を受けたことが完成段階ではありません。皆

もそうです。初めは真の父母です。これは先

さん、七年路程を習ったでしょう。このよう

生の話ではなく、私たちの初めの先祖に対す

な複雑な内容を知って、合わせてくれる人が

る神様の公式的な概念であったというのです。

いないので、全能なる神様も仕方なく引っ張

どうすれば私たちの家庭を父母様の家庭のよ

られてくるのです。皆さんが祝福を受ける時、

うにつくれるか、それを考えなければなりま

「私たちは神様の原理原則に従って祝福を受

せん。

けた。きょうから一つになった」と言います
が、一つですか。再び夫婦が再創造しなけれ
ばなりません。

皆さんはこれから、真の父母と共に生きな
ければなりません。ですから真の父母は、お
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じいさんの立場であり、自分のお母さん、お

たのです。再臨時代に新郎新婦とか「小羊の

父さんの立場であり、自分たちは長子の立場

婚宴」とかというものも、みな父母を探すた

だというのです。三代にわたって共に生きる

めのものです。

という結論、これが違うのです。神様が私と
共にあり、真の父母が私と共にあって、自分

父母の愛を受けるには、何をしなければな

の父母が共にあるのを感じて生きなければな

らないでしょうか。父母様が愛するすべての

りません。神様がいない、死んだというのは、

ものを愛さなければなりません。そうしてこ

考えられない時代に入りました。

そ、初めて愛されるのです。家庭でいえば、
自分の親に愛されることを願うならば、その

人間は誰でも、心情的に神様と一つになるよ

息子は親がもっているすべてのものを愛して

うになっています。神様である父と、子であ

から、愛されなければならないということを

る人間は、正に心情で結ばれています。

知らなければなりません。これをしないで愛
されようという人は、どろぼうです。父母が

神様を信じることができずに堕落したので、
メシヤを信じて、ついていかなければなりま

貴く思うものをすべて自分勝手に引き継いで
は、愛されないのです。

せん。ついていって何をするのでしょうか。
愛の住みかを用意しなければなりません。簡

皆さんは、真の父母の本当の息子、娘です

単でしょう。それから新郎であるイエス様と

か。真の子女とは、何を中心としていうので

実体的に一体化して、心情一体化しなければ

すか。真の血統です。もちろん真の愛を通じ

なりません。それで復帰しなければなりませ

て因縁をもちますが、成されるのは真の血統

ん。そうして神様と真の父母と真の子女が対

を通じて連結したということです。真の血統

面する場、すなわち神様が初めに願われたそ

を通じて連結されたものは、お母さん、お父

の揚が、この天地間に繰り広げられれば、そ

さんに似るのです。皆さんは先生に似ていま

こから新しい天地が開かれるのです。

すか。皆さんの目は青く、私は黒く、髪の毛
も違うではありませんか。髪の毛がみな白い

皆さん各自の血統的内容が違い、背後が違
っても、父母に似るためには、接ぎ木する役

ではありませんか。私は東洋人で、顔が平ら
です。

事をしなければなりません。ひっくり返して

似るのは、一番の骨子だけが似ます。骨子

接ぎ木しなければなりません。接ぎ木するに

だけが似ますが、どういうふうに似るかとい

は、皆さん自体に残っている蕩減路程をみな

えば、サタンに勝つことと神様を絶対に愛す

清算しなければなりません。それは父母から

ることだけ似ます。それだけ似るというので

始まったので、父母を通じて清算されなけれ

す。そうしてサタンを主管して、コントロー

ばなりません。それで真の父母から接ぎ木さ

ルするというのです。

れなければならないのです。アダムが真の父
母になることができず、偽りの父母になった

皆さんが先生をどれだけ愛さなければなら

ので、神様は今まで真の父母を探してこられ

ないでしょうか。根本問題に戻ります。サタ
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ン世界の愛の痕跡がある、その愛に染まった

心として心と体が完全に合わさることができ

ところで愛してはいけません。それ以上でな

る通路になるのです。

ければなりません。皆さんがサタン世界で生
まれたお母さん、お父さんと妻子、その誰よ

男性と女性は何が互いに違いますか。性器
官(Sexual Organ)を含むその体がまず違いま

りも愛さなければなりません。
それで聖書で「わたしよりも父または母を

す。それでは男性の性器官は誰に絶対に必要

愛する者は、わたしにふさわしくない。わた

ですか。男性の性器官は女性のためにあるの

しよりもむすこや娘を愛する者は、わたしに

です。人間の性器官が一つは凹で一つは凸で

ふさわしくない」（マタイ一〇・三七）と言

すが、なぜそのようになっていますか。二つ

ったのです。すべてそのような結論を下した

ともとがるようにするとか、二つとも平らに

のです。そう言いながら、あとでは「自分の

することもできるのに、なぜそのように違う

十字架をとってわたしに従ってこない者はわ

のですか。みな相手のためです。

たしにふさわしくない」（同一〇・三八）と

男性のものは女性が絶対に願い、女性のも

言いました。十字架を背負わなければならな

のは男性が絶対に願います。絶対に女性のも

いと言いました。反対に引っ張っていく力を

のが男性のもので、男性のものが女性のもの

押さえて越えていこうとするので、十字架で

だという事実を知らなかったのです。それを占

しょう。ここで、悲痛な涙を流さなければな

領することによって、愛を知るというのです。

りません。
生殖器とは、愛の王宮であり、永生の生命
今日、堕落した人間はすべてのものを否定

が誕生する王宮であり、永遠に変わらない天

して、全体を否定する中で、愛の芽を育てな

の伝統を受け継ぐ血族を、血統を受け継ぐ王

ければなりません。そのような論理が必要に

宮です。真の生命の王宮、真の愛の王宮、真

なっています。全体を否定して、ただ主体の

の血統の王宮だというのです。その王宮は最

愛をもった神様を中心とした、愛を中心とし

も貴いところです。自分勝手にできません。

た絶対基準を発見しなさいというのです。

神様の公認がなければ、開けることができま
せん。神様と宇宙の公認を受けた自分の夫、

一切を父母と共にかかわり、父母と共に決

自分の妻以外にはタッチできないのです。

定し、父母と共に話し合い、父母と共に解決
しなければなりません。

男性と女性が、凹と凸が一つになるのは、
神様が完成し、半分の女性、半分の男性が完

二) 性の絶対的な価値観確立

成する場です。凹と凸が結婚して初愛の関係
を結ぶその場で、神様の愛的理想が完成する

男性、女性の愛の象徴とは何でしょうか。

定着地が展開するのです。男性と女性の愛を

愛の終着地点とはどこでしょうか。男女を一

中心とした神様の相対的位置としての完成の

体とならしめる性器官です。それは、愛を中

位置が決定するのです。これは宇宙の核です。
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これが動けば、すべての宇宙が行ったり来

どこで神様の愛を完成させることができ、ど

たりします。地上天国の本拠地であり、天上

こで男性、女性を完成させることができるの

天国の本拠地なのです。ここは愛の本然地で

でしょうか。その中心の定着地とはどこでし

あるので、「愛の本宮」と言います。多くの

ょうか。これが問題です。これを知らなけれ

王宮の中で、中心の宮を「本宮」と言います。

ば、地上に愛の理想天国を拡張、拡大するこ

ここが愛の本宮であり、生命の本宮であり、

とはできません。それは目ですか、鼻ですか、

血統の本宮であり、その次には、天上天国と

手ですか、足ですか。どこですか。凹凸です。

地上天国の出発地であり、人間が願っている
自由と幸福と平和がここから始まるのです。

生殖器というものは何ですか。それは真の

そこは愛、生命、血統、すべてのものの王

愛を中心とした王宮であり、真の生命を中心

宮であり、個人、家庭、氏族、民族がそこか

とした王宮であり、真の血統を中心とした王

ら連結されます。天上天国と地上天国の本熱

宮です。一番貴いものです。これがなければ、

地、出発地だということを知らなければなり

神様の理想、神様の家庭、神様のみ旨が成さ

ません。その次は自由と幸福と平和の起源地

れないのです。これは、全体完成を成し遂げ

です。女性に男性がいなければ絶対暗黒であ

ることができる一つの起源です。

り、男性に女性がいなければ絶対暗黒です。
女性の生殖器は、宇宙的な本源です。愛の
平和の基地もそうで、地上天国と天上天国、

関係を結ぶその場が、愛の本宮になっていま

すべてのものが愛から始まります。何の愛で

す。本然の宮中です。愛はそこから始まるの

すか。男性の愛ですか、女性の愛ですか、男

です。結婚した初夜の愛が、愛の本宮の出発

性、女性が合わさった愛ですか。合わさった

です。女性の生命、男性の生命が、初めて一

愛です。その男女の愛はどこで合わせますか。

つになるのです。ですから理想的な生命の本

顔で合わせますか、指先で合わせますか。凹

宮がそこであり、血統がそこから始まるため

凸で合わせるのです。

に、血統の本宮がそこなのです。そして天国
がそこから始まるために、そこが地上天国の

男性が崇拝できる最高の場所とはどこでし
ょうか。女性の顔ですか。女性の胸ですか。

本宮であり、天上天国の本宮であり、人間完
成の本宮であり、神様完成の本宮です。

女性の体ですか。どこですか。凹と凸を合わ
せることができる所は一つしかありません。

生殖器は、愛の王宮です。今、その愛の王

そのために、予備的環境が、社会が連結され、

宮がどのようになっていますか。愛の王宮で

国家が連結され、世界が連結されて、地上・

あり、生命の王宮であり、血統の王宮である

天上天国、宇宙がみな連結されます。これが

もの、そのように貴いのが人間の生殖器です。

存在世界の鉄則であり、公式です。

神聖なものです。それが堕落によって、汚い
ものになってしまいました。本然の神様の観

男性完成、女性完成、神様まで完成させる

点から見れば、汚いものではなく、神聖なも

ことができるその本拠地とはどこでしょうか。

のです。最も貴いものです。生命、愛、血統
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がここに連結されています。このように神聖

をかけておくのです。そしてその鍵は、男性

なものをサタンが汚しました。

のものは女性がもち、女性のものは男性がも
っていますが、各々一つしかありません。一

生殖器を絶対的に貴く思う世界になれば、

つの鍵だけをもたなければなりません。フリ

その世界は良い世界でしょうか、悪い世界で

ーセックスのように十も、二十ももちたいで

しょうか。栄える世界でしょうか、減びる世

すか。門を開けて主人がいない家のように、

界でしょうか。神様が人間を創造なさるとき、

過ぎゆく人がみな出たり入ったりする廃虚の

最も大切に精誠を尽くして創造された箇所と

家のようになりたいですか。

はどこでしょうか。目でしょうか。鼻でしょ
うか。心臓でしょうか。でなければ頭脳でし

男性と女性が愛する本宮、生殖器とは何で

ょうか。これらはすべて、死んでなくなりま

すか。愛の王宮であり、生命の王宮であり、

す。事実がそうではありませんか。

血統の王宮です。おじいさん、おばあさんも
それをつかんで生き、今後生まれてくる息子、

私の生殖器は、愛の本宮です。私の生殖器

娘もみなそれをつかんで生きるでしょう。そ

は、生命の本宮であり、王宮だというのです。

れをつかまないで生きる女性、男性がいるで

私の生殖器は、血統の王宮です。このように

しょうか。ところが、それが何ゆえ悪いもの

なってこそ、神様が臨在できる王宮になるこ

になりましたか。「下品な言葉」と言うでし

とができるのです。神様は王の王であられ、

ょう。何ゆえ下品な言葉ですか。聖なる言葉

本宮を訪ねてとどまられるお方なので、神様

です。聖なる言葉として受け入れなければな

に仕えるために、愛の本宮にならなければな

りません。そこで永遠の愛が連結され、永遠

らず、生命の本宮にならなければならず、血

の生命、永遠の血統が出てきます。最も貴い

統の本宮にならなければならず、良心の本宮

ものです。

にならなければなりません。
女性、男性の貞操を守り、保護するという
愛が中心となって、二人が生命の合一体と
なって合わさる場、男性の血、女性の血が一

のは、宇宙を保護することと同じです。男性、
女性の愛の秩序が、宇宙の根本だからです。

つのるつぼで一つになる場が生殖器です。そ
の場は、息子、娘より貴く、夫より神様より

頭よりもそれがもっと重要です。頭には真

も貴いということを知らなければなりません。

の愛の起源がありません。頭には真の生命の

子供より貴く、夫より貴く、父母より貴い場

起源がありません。頭には真の血統の起源が

だというのです。それがなければ、父母も無

ありません。その起源はどこにあるでしょう

価値なものであり、夫婦も無価値なものであ

か。生殖器です、それは間違いないでしょう。

り、息子、娘も無価値なものです。

生殖器にすべてのものがあります。そこに生
命があり、愛があり、血統があります。そこ

そのように貴いので、宝の中の宝として、
世の中の誰にも見えないように一生の間、錠

が愛の本宮なのです。生命の根もそこにあり
ます。血統も同じです。人間の体だけでなく、
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人間世界と人類歴史を通じて、一番貴いところ
です。それがなければ人類の繁殖は不可能です。

人間は愛の自由を下さった神様に感謝しな
がら自己修養、自己主管によって、自由の主
体となる責任性をもたなければなりません。

堕落した世界において、愛は最も危険なも

人において愛の責任性は、法や人目を気にす

のになってしまいました。愛をよく管理でき

ることによって守られるのではなく、神様と

なければ、天下が崩れ、ひっくり返るのは、

の生命的、縦的関係の中で、自己主管、自己

堕落したからです。愛が何ゆえ偽りで醜くな

決断によって守られるのです。

ったのかよく分からなかった人間が、その愛を
守り、保護しようとしてきたのは、真の愛が現

生殖器を目の見えない盲人のように、方向

れてくれることを希望する本能のためでした。

を失ったまま使用すれば、地獄行きであり、
反対にこれを神様の絶対愛の基準に合わせて

堕落することによって、男女の生殖器が、
この妖邪な死亡の波、死亡の法、滅亡の地獄

使えば、天国の高い所に行くのです。明白な
結論です。

を開門させた本宮となり、天道を破綻させた
化け物団地になりました。これが今まで歴史

愛の器官をむやみに扱えば、罰を受けるよ
うになっています。それが愛の王宮であり、

に隠された秘密でした。

愛の先祖の園です。愛は、そこから出発しま
愛の王宮とはどこですか。こういう話をす

した。生命がそこから出発しました。歴史が

るからといって、変に考えないでください。

そこから出発しました。地上天国の起源であ

それを正すことができなければ、世の中がみ

り、天上天国の起源であり、神様の幸福の出

な狂うのです。標準が合わなければ、全天下

発の起源が、そこで形成されるというのです。

に妖邪なものが横行します。文総裁がこれま

神様の笑いの土台がそこから出発します。

で苦心して、人間の根本問題、宇宙の根本を

愛を見つけて、神様が踊ることができる場が、

究明してみると、ちょうど到着したところが

その場です。その場を探していかなければな

生殖器でした。生殖器に到着してよくよく考

りません。それは正しいですか、違いますか。

えてみると、天地の調和がここで渦巻いてい

このように貴いものです。

たのです。驚くべき事実です。
人間が堕落するとき、愛ゆえに堕落したた
真の自由は、責任性を前提とします。もし

めに、この性器が一番恐ろしいのです。宗教

責任性がなく、個々人の愛の自由だけを主張

では姦淫することを一番恐ろしい罪として扱

して実践するならば、どんなに大きな混乱と

っています。米国のフリーセックスは悪魔の

破局が訪れるでしょうか。至高な愛の理想を

地獄膨脹主義ですか、天国膨脹主義ですか。

成す人間の完成は、愛に対する責任性をもつ

地獄です。地上地獄であり、天上地獄です。

とき、可能なのです。

これはすべて滅亡するのです。
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文総裁がすべての真理を探究し、霊界、肉

でしょうか。自分にあるのではありません。

界を探査し、すべての経典を探査しても、こ

神様が愛の根源であり、人類の愛が根源なの

れは解決する道がありません。神様がいるで

です。

しょうか、いないでしょうか。神様がいるな
らば、世界をこのようにつくった神様をその

結婚したならば、既に平面的ではありませ

ままにしてはおきません。見極めるための談

ん。平面的な基盤しかありませんが、高いも

判闘争をしたのです。人間が生まれた根本原

のが低いものと連結されるときは、垂直的概

則とは何であり、何ゆえ生まれたのでしょう

念が生じます。平面的な役事は宇宙や天宙を

か。男性は女性のためです。それが全体の真

収拾できません。垂直と水平が出合って、九

理の中の最高の真理です。

〇度の角度を成すとき、それは天を地にして

女性の前に理想的な男性は最高の真理です。

も、地を天にしても、前を後ろに、後ろを前

宇宙全体を完成した理想の真理の本体だとい

にしても、右弦左弦、上弦下弦、前弦後弦、

うことを知らなければなりません。男性の前

どの面に付けてもぴったり合うのです。地上

にそのような女性も、宇宙の真理の本体の中

の完成基準は、霊界のすべての完成へとつな

の本体です。絶対的な真理体です。

がります。

祝福を受けた血統を汚してはなりません。

神様の結婚式とはアダム、エバの結婚式で

それを皆さんは、よく知らなければなりませ

す。ですから地上天国と天上天国が同時に生

ん。天国を受け継ぐことができる、相続する

じるのです。愛の巣から出発するのです。男

ことができる財産です。それは血族の文書、

性、女性の生殖器を中心として、堕落しない

血統の権利証書と同じです。族譜と同じです。

で出会うその時間が、地上天国、天上天国出

純潔をどのように守るかということです。

発の起源地です。三大王権を樹立しなければ

三) 理想的夫婦生活が重要

ならないその基地がそこです。その場でなけ
れば、愛の巣を成すことができません。

男性は、神様の陽性的形状をもった存在で
あり、女性は、神様の陰性的形状をもった存

人間は本性的に、自分に対する相対の愛が

在です。夫婦は、天下を一つのふろしきに包

分散することを願いません。夫婦間の横的な

んだようなものです。ゆえに夫婦は、神様の

愛の関係は、親子間の縦的な愛の関係とは違

理想的な愛の心情を感じることができます。

って、分散すれば既にその完全性が破壊され
ます。夫婦間には絶対的な愛の一体を成すよ

夫婦が神様を愛し、人類を愛する心の土台

うになっている創造原理のためです。人間に

の上で、爆発するように愛し合うならば、そ

は、自分の相対に絶対に「ため」に尽くさな

の家庭によって、神様が酔い、宇宙が酔うこ

ければならない愛の責任性があります。

とができるようになります。その愛は、神様
のための愛であり、人類のための愛でないは

男性と女性が祝福を受けて完全な愛を分か

ずがありません。その愛の根はどこにあるの

ち合い、喜びを享受するとき、神様の目には、
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地上に咲いた花のようだというのです。また

には偽りの愛が侵犯できず、ただ真の愛のみ

彼らの愛によって成されるすべての調和万象

が臨在するようになるのです。

は、神様には香気のようなものです。神様は、
このような美しい香りの中で暮らしたくて訪

人には常に刺激が必要です。幸福は、刺激

ねてこられるというのです。神様の愛が訪ね

なしには成されません。刺激がなければなり

てくることができる根拠地が、まさしく夫婦

ません。

の愛の場です。その場は、万物と宇宙が和動
いつも食べる御飯も、食べるたびに、おな

する場となるでしょう。

かがすいていてこそ味が新しいように、夫婦
神様の愛が人間の三大愛を中心として共に

間の愛も同じように、常に新しくなければな

花咲くことができる家庭を成すことが世界の

りません。妻と夫がお互いに見れば見るほど、

願いであり、人類の願いであり、未来の願い

より一層共にいたいし、一日中、共に過ごし

だというのです。これが初めて天地の法度の

たいと思わなければなりません。そのために

前に歴史の香りを漂わせることができ、新し

自分に対する研究をしなければならず、神様

い花として登場できる貴く美しいものが、夫婦

に対する研究をしなければなりません。

の愛だということを知らなければなりません。

理想的夫婦とは、どんな夫婦でしょうか。
男性と女性の愛の完成が宇宙の完成です。

最高の芸術を実体に展開させることができる

この愛が壊れる日には、宇宙の秩序が破壊され、

夫婦、最高の文学を展開させることができる

縦的な世界がみなつぶれるようになります。

夫婦なのです。最高の理想、最高の文化世界

心情的な愛によって結ばれた夫婦は、その

に接する前に、最高の愛によって夫婦がやり

愛情が生活圏に満ちあふれ、生涯を通じて満

取りする甘い愛が、世界最高の芸術作品にな

ちあふれ、神様の目的と間違いなく一致した

らなければなりません。夫婦生活自体が最高

という家庭を成さなければなりません。そう

の文学作品であり、それ自体が文学の実体に

でなくては神様がいらっしゃる天国へ帰るこ

ならなければなりません。

とはできません。
結婚して夫婦が真の愛を行う場は、神様と
愛は永遠です。そのような愛は、二つでは

人間の愛と、生命と、血統の根源の王宮の場

なく、一つです。男性と女性の間が愛によっ

であり、理想のための地上天国、天上天国の

て結ばれれば、地上で百年偕老（注：夫婦が

出発地なのです。このような真の愛によって

仲睦まじく年を取ること）し、死んでも永遠

結実した子女が、真の愛を中心とした夫婦一

に共に生きていくようになっています。体は

体を完成して、神様に仕えて生きる家庭にな

二つでも、一つとなって回ることによって一

り、平和と理想の出発基地になるのであり、

体になるのです。二つの体が一つになれば、

半分の男性、女性たちは一体となって、神様

神様と回るようになって、愛の四位基台を成

の相対として神様の理想愛を完成させるよう

すので、それが正に理想世界なのです。そこ

になるのです。
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赤ちゃんを生む場は、神様の上弦世界を占

になることで終わるのではありません。その

領するのです。神様の立場に上がることによ

ようになったのちは、息子、娘をもたなけれ

って、子女を愛することによって、神様が創

ばなりません。何ゆえそうなのかといえば、

造以後、人間をどれくらい愛したのかという

天地の道理は上下、前後の関係が連結される

内縁を体恤させるのです。

ことだからです。きのうがあればきょうがあ
り、きょうがあればあすがあるのです。連結

皆さん、愛するのを神様が見るでしょうか、

されなければなりません。ですから夫婦だけ

見ないでしょうか。天下時空を超越する神様

では、きょうはあってもあすはありません。

が、この世界の五十億人類が愛する夜になる

あすがなければ、すべてのものが終わるので

と、目をつぶるでしょうか、つぶらないでし

す。それで天地の道理は、上下が連なってこ

ょうか。見ているなら気分はどうでしょうか。

そ左右になります。

良い妻、良い夫がどれほど多いですか。考
えてみてください。ありとあらゆることがみ

人間の始祖を通じた神様の理想は、男性と

な展開されるでしょう。やむを得ず女性の役

女性が結合して、理想的な家庭を成すことで

割をし、やむを得ず引っ張られていき、やむ

した。理想的な家庭の中心は、男性でもなく、

を得ず機嫌を取って、そのように生きるので

女性でもありません。家庭とは、父母と子女、

はありません。

夫婦の結合によって成された一つの束なので

それが愛ですか。それが人生ですか。世の

すが、その結ばれた中心が、正に神様の愛で

中がすべて神様が願っていた創造理想どおり、

す。神様の愛を中心として、家庭を完成させ

花の香りが漂うエデンの園のように、ちょう

ることが神様のみ旨だという結論が出てきま

ど蜂が思いのままに飛び交い、天地に和動し

す。家庭は、神様の理想が顕現することので

ながら生きることのできる環境となって、神

きる基点であり、人類の幸福の顕現の基点と

様がそこに酔い、眠ることができるなら、ど

なるのです。人間としての仕事がみな終わる

んなにいいでしょうか。それを考えたことが

場であり、神様もすべての物事の完成を見る

ありますか。一度そのように生きてみてくだ

場です。家庭がなぜいいのですか。それは父

さい。

母の愛を中心として自由に活動する基地にな
るからです。

夫婦の愛を通じて一つになることによって、
神様のような立場で、創造の能力を成したの

家庭には必ず父母がいて、妻子がいなけれ
ばなりません。そうしてこそ、その家庭が幸

が子女です。

福の土台になるのです。神様が人類を訪ねて
こられる目的も、神様御自身の幸福を模索す

四) 祝福は理想家庭完成にある

るためのものであるに違いありません。ゆえ
人間に対する神様のみ旨は、創造目的を完

に神様御自身が幸福の土台を訪ねてこられる

成して創造理想を実現することです。創造理

のに、人間を離れた所では、そのような理想

想の実現は、男女が結婚して愛によって一つ

はあり得ないというのです。人間と共に関係
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を結んでこそ、その一致点をもたらすことが

その次は、結婚する時です。結婚とは、生

できるのです。私たちが家庭で情緒的なすべ

きるためにするものです。すなわち、四位基

ての内容を備えた立場で幸福を感じるのと同

台を成すためにするものです。これと同じ宇

じように、神様もやはりそういう立場で幸福

宙の公法を地球上に立ててこそ、神様のみ旨

を感じようとされるのです。

が成され、人間の願いが成されるというので
す。このような宇宙の法度が指向する内容を

神様を中心として一つになるとき、千態万

備え、その形態を備えるためのものが家庭です。

状に回るようになるのです。したがって兄弟
間で愛するのも、父母が子供を愛するのを見

天国生活はどこから始まるのでしょうか。

習って、兄は弟を愛さなければなりません。

正に家庭です。他の所から始まるのではあり

そのように愛して一元化した家庭は、家庭愛

ません。天国は家庭を立体的に拡大させただ

が花咲くことができます。これがまた社会愛

けであって、家庭園を離れたものではありま

になることができます。さらには、民族愛に

せん。ですから皆さんが自分の妻や夫を抱く

なり、世界愛になるのです。ところが今日、

とき、これは世界のすべての男性と女性が一つ

これが漠然としているというのです。

になるのだという考えをしなければなりません。
このように世界人類を愛したという条件を立て

真の家庭は、自分のお母さんのように妻を

ることができる場が、正にこの家庭です。

愛して「ため」に生き、自分のお父さんのよ
うに夫のために尽くして愛し、兄妹のように

父子の関係の真の愛は縦的であり、夫婦の

愛し合う所です。その次は、神様のように自

真の愛の関係は横的であり、兄弟の真の愛は

分の妻を愛し、神様のように自分の夫を愛し

前後の立場として、球形の真の愛の理想を願

て尊敬する世界が、理想家庭が暮らす天国で

われたのです。すなわち、縦に上弦下弦、横

す。このような伝統がこの地球上に立てられ

には左弦右弦、前後には前弦後弦を全体的に

なければなりません。

連結した一つの中心点で統一は成されるので
す。その点が球形体の中心点になるのです。

神様を中心とした永遠の父母の愛、永遠の

いつ四大心情圏である子女、兄弟、夫婦、父

夫婦の愛、永遠の子女の愛、この三種類の愛

母が一体を完成するのかといえば、神様を中

があるのが理想的家庭です。

心として人間が結婚して初愛を結ぶ場が、す
べての完成の結実点であり中心になるのです。

人の一生において、最も重要な時はいつか

したがって結婚は、天地人の合徳であり、縦

といえば、生まれる時、結婚する時、死ぬ時

横、左右、前後、全体を完成するものです。

です。それでは生まれる時は、どのように生

結婚は真の子女、兄弟、夫婦、父母の理想の

まれなければならないでしょうか。正しく生

真の愛の完成地なのです。

まれなければなりません。私たち統一教会で
いえば、心情の因縁を中心として生まれなけ
ればなりません。

一家庭を中心として、一番良いものとは、
皆さん自身で決定されるものではありません。
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それでは家庭での最上の価値は、何になるで

うことはもちろんですが、子女たちに愛によっ

しょうか。父母です。皆さん一個人において

て祈祷してあげ、精誠の心で世話をしてこそ、

も、権力や知識、または名誉やお金も貴重な

家庭がむつまじく、幸福になるのです。これが

ものになるでしょうが、そのすべてのものに

縦的に成され、横的に連結されるとき、完全な

勝って良いものは父母以外にないというので

愛が成されます。いとこと、またいとこの兄弟

す。その次は皆さんの妻や夫になるでしょう

たちまで愛によって一つになって初めて愛の原

し、さらには皆さんの子女になるでしょう。

形となり、完全になります。

事実、皆さんの家庭で皆さんの父母や妻、
そして子女たちよりも大切で価値あるものが

理想的な愛は、家庭で成されます。しかし

ありますか。ないというのです。では何ゆえ、

神様は、真の息子、娘をもつことができませ

父母が良いものになるのでしょうか。そして

んでした。真の兄弟をもつことができず、夫

また夫と妻、子女が何ゆえ、良いものになる

婦をもつことができず、また父母になること

のでしょうか。愛があるからです。父母の愛、

ができませんでした。ゆえにこのようなこと

これは夫と妻にとって、絶対的に必要なもの

を成そうというのが、神様のみ旨です。この

になります。そして兄弟間の友愛とか、子女

ようなところでこそ、愛がとどまるのです。

が父母に対して抱く孝行の心も、一家庭で絶

このような愛が成されるところには、人々が

対的に必要なものです。

世の中のすべてのものを捨てて、訪ねてくる
のです。

神様は真の愛の本体なので、真の愛と連結
されればすべてが同じ体になります。父母は

神様は、家庭の中心となるお方として、こ

神様の代わりに生きている神様であり、夫と

の世界は神様の国にならなければなりません。

妻はお互いに片方の神様であり、息子、娘は

祝福家庭は、神様の国を連結させることがで

また一つの小さな神様です。このように三代

きる家庭になるように努力する生活をしなけ

が真の愛を中心として成された家庭組織が、

ればなりません。神様の代わりに、「ため」

天国の基盤です。そのような基盤を成さずし

に生きる生活をするところから、氏族が展開

ては天国が成されません。家庭とは、宇宙の

され、民族が展開され、国家が興って形成さ

中心です。家庭完成は、宇宙完成の基礎とな

れ、世界が形成されます。それで家庭は、神

るために、家庭で愛するとともに宇宙を愛す

様を中心とした世界を形成する責任を果たさ

れば、どこでも無事通過です。こういう場合、

なければなりません。先生を中心とした統一

神様は宇宙全体の父母として、愛の複合的な

教会は、一つの氏族のようなものであり、一

中心の場にいらっしゃいます。

つの民族のようなものです。五色人種が合わ
さって単一民族を形成し、世界に誰よりも

統一教会の「原理」でいう四位基台は、三大

「ため」に尽くすことのできる国家を形成す

愛圏をいうのです。三代が一つの家で暮らしな

ることが、統一教会の目的です。それが先生

がら、愛によってむつまじく幸せなとき、天地

がしようとする目的であり、神様が先生を通

創造の理想が実現されるのです。夫婦が愛し合

じて成就しようとする目的です。
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統一教会では、天国は氏族圏内から成され

幹、葉が一つの生命で連結されているように、

ると見るのです。おじいさんを中心として、

愛を中心として上には神様を父として侍り、

父母と兄弟が一つになり、いとこと、またい

下には万民を兄弟のように、一つの生命体、

とこまで一つに連結されるとき、完全な三代

愛の生命体に和するようにして、神様を中心

が成されます。このような氏族圏の愛が、地

とした永遠の理想世界を成さなければならな

に立てられ、神様と一つになるならば、すべ

いのが、正に神様のみ旨から見た世界観です。

ての世界は神様と一致する愛の世界であり、

このような世界の人間たちには、救いが必要

天国になるのです。

ではなく、メシヤも必要ありません。なぜか

女性が嫁に行っても同じです。夫の祖父や
舅は、神様の代わりの立場であり、夫の代わ

といえば、その世界に住む人間は、神様の善
の息子、娘だからです。

りの立場ですから、愛で侍らなければなりま
せん。また義理の弟や小姑とも愛によってむ

この地球上に神様のみ旨が成されていたな

つまじくなければなりません。こういう愛の

ら、アダムを中心とした単一文化圏が形成さ

関係が、社会へ拡大して、民族と国家、世界

れていたことでしょう。今日のように数多く

へ拡大するならば、この世界は罪悪と戦争の

の民族がそれぞれ文化と文明を形成してきた

代わりに、平和と愛で満ちるでしょう。その

のではなく、アダムを中心とした単一文化、

世界が正に神様の理想が実現された一つの天

単一思想、単一文明をもった世界になってい

国であり、理想世界です。

たはずです。このようになっていたならば、

この宇宙の中心は、どこにあるのでしょう
か。家庭にあります。真の愛が定着できる基

文化、歴史、風習、言語、伝統などがみな統
一されていたことでしょう。

地はどこでしょうか。皆さんが生きている皆
さんの家庭だというのです。したがって本来

家庭とは、人類愛を教育する代表的な修練

の家庭は、宇宙愛を掌握して宇宙の保護様相

所です。心情の中心を立てる代表的な広場で

を体得しながら、宇宙愛圏を拡大させ、家庭

す。そこで互いに信頼し合い、幸福な生活を

を越えて国家を愛する愛国の道を行かなけれ

営めば、全宇宙の中心が立つようになり、幸

ばならず、ひいては民族と国家を越えて、世

福を享受するようになるというのです。それ

界を愛する道へと行かなければなりません。

が理想圏の始まりです。愛なくしては、何の

家庭を愛する人を「孝子」または「烈女」と

存在の意味もありません。

言い、国を愛する人を「愛国者」と言うなら
ば、世界を愛する人は何と言うのでしょうか。

統一教会の理想は、他の所にあるのではあ
りません。出発も家庭で、結論も家庭です。

その人を正に「聖人」と言うのです。

まだこのような問題を解決した人がいないの
神様の愛圏の中で理想的な家庭を成し、氏

で、それを願ってきました。そして、そこに

族を成し、民族と国家を形成して、もっと拡

幸福があるので、これを体系化させ、天宙化

大して、アダムの理想が実現する一つの理想

させて、無限の価値を現したので、「統一主

的世界を成し遂げていたでしょう。木の根、

義」が公認されたのです。したがってこの主
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義を嫌う人々がなく、みな頭を下げて好きに

二イスラエルの代わりの第二家庭（ノア家

なれば、世界は自動的に統一されるのです。

庭）と、第三家庭（ヤコブ家庭）を探し出し
て立てなければなりません。それで三十六家

これから先生は、家庭に対する規範、天国

庭は、人類の先祖とならなければなりません。

家庭としてもつべき生活に対する規範を教え
てあげなければならないと感じています。し

これから統一教会を中心として第三イスラ

かし、復帰の路程を歩むべき人たちは、「原

エルの民になるためには、祝福を受けなけれ

理」を中心として教えてくれる人がいるので、

ばなりません。その昔、アブラハムの時代に

その人たちを通じて教えを受けなければなり

は、イスラエルの民になるためには割礼をし

ません。先生が直接そのような問題に責任を

なければなりませんでした。またイエス様の

負う時代は過ぎました。家庭一つ一つを中心

時代には、洗礼を受けなければなりませんで

として、再び収拾しなければなりません。私

した。同じなのです。統一教会では、祝福を

たち統一教会の組織は、家庭組織です。家庭

受けなければ第三イスラエルの民になること

を中心にするというのです。個人を中心にし

ができません。しかし、祝福を受けるための

てきたものを、家庭を中心にするということ

条件は簡単ではありません。先生もその条件

です。

ゆえに、今までの四十年の生涯を捧げてきま
した。それゆえに、一生をみな捧げてきたの
です。

第二章 真の父母と祝福の歴史
一 真の父母と第三選民圏
一) 祝福家庭は真の父母の新しい氏族圏

祝福家庭の版図が広がるというのはどうい
うことかといえば、神様を中心とした主流の

先生の家庭を中心として結合した祝福家庭

家庭圏が拡大されたということであり、神様

は、新しい氏族です。これが日に日に発展し

の氏族が形成されたということです。このよ

ていくと、新しい民族になります。そこから

うに真の父母の因縁と天倫の内的な心情を受

少し発展すると、国家・世界圏を成すように

けた家庭が生まれて横的に拡大されたのは、

なります。すなわち、新しい民族、第三イス

神様を中心として氏族が形成されたというこ

ラエル民族が形成されるのです。日本人であ

とであり、民族、国家が形成されたというこ

っても、今までの日本の歴史過程に現れた先

とです。さらに一国家の形成で終わるのでは

祖から血統を受け継いだ子女ではなく、新し

なく、神様を中心として世界を形成すること

く神様による血統圏を受けた子女になり得る

なのです。

のが統一教会です。
本来、統一教会の祝福家庭は、一国家の形
霊的な第一・第二イスラエルを連結して、

成を目標として始めたものではありません。

第三イスラエル圏を地上に成さなければなり

神様を中心として善の世界を目標として出発

ません。そのために再臨主は、第一イスラエ

したものです。ですから統一教会の祝福家庭

ルの代わりの第一家庭（アダム家庭）と、第

は、全民族的であり、全国家的なのです。
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神様のみ旨を中心として出発したので、皆

二) 祝福家庭を通した第三イスラエル圏の編成

さんの家庭がたとえたった一つの家庭であり、
皆さんが金なにがし、朴なにがしという個人

神様の側では祝福家庭を誕生させることに

だとしても、統一教会の祝福家庭は、個人の

よって、新しいイスラエル圏を編成しなけれ

みを代表とした家庭ではありません。全世界

ばなりません。それで一九六〇年からは神様

の人類を代表した家庭です。言い換えれば、

の側の運勢が高まるのです。そこから家庭・

国家を超越し、民族を超越し、氏族を超越し、

氏族・民族時代を経て、世界時代に向かうの

全体を代表した家庭だというのです。

です。ヤコブのような先生が家庭を中心とし
て、エサウのような皆さんと一つになって氏

統一教会は、他人同士が集まって新しい家

族と民族を編成しなければなりません。

庭を形成し、今までの氏族観を超越した新し
い氏族を形成しなければなりません。また

第三イスラエルの先祖にならなければなら

様々な氏族を合わせて単一民族を形成しなけ

ない終わりの日に処した皆さんは、最後のみ

ればならず、様々な民族を合わせて自分の民

言は神様の愛のみ言だということを知らなけ

族を愛する以上に愛することができなければ

ればなりません。神様の愛に基づいたみ言…

なりません。これが統一教会と統一教会員が

…。神様のみ言の見える実体にならなければ

行く道です。

なりません。神様の内的心情が皆さんの内的
心情にならなければなりません。すなわち、

祝福の基点の上に現れた責任者、すなわち

本心の実体にならなければなりません。

中心存在は、その時代という制限された環境
のみに処している存在ではありません。世界

皆さんは、神様のみ言を繁殖させ得る第二

史的な内容をもった中心人物だというのです。

創造主の使命を果たさなければなりません。

ですから祝福は、夫婦の因縁をもつことだけ

すなわち、み言の繁殖体にならなければなら

で終わるのではありません。その祝福によっ

ず、生命の繁殖体にならなければなりません。

て新しい家庭を形成しなければならず、新し

そして愛を中心として一つになってこそ、神

い氏族、新しい民族、新しい国家が形成され

様に永遠に侍ることができるのです。このよ

なければなりません。そのすべてのものがこ

うな基準が第三イスラエルの基準です。この

こから出発しなければならないのです。

ようにしてこそみ言を植えつけることができ、

このような観点から見る時に、一九六〇年
代から新しい歴史時代に入ったということを

実体を植えつけることができ、生命を植えつ
けることができるのです。

知らなければなりません。新しい歴史時代に

神様に侍り、み言を読んで感じることので

入ることによって、新しい氏族がここに顕現

きるみ言の実体、生命の実体、六千年の心情

するでしょうし、新しい国家、新しい世界の

に代わった実体になり、第二イスラエルを再

形成がここに現れるようになるのです。今ま

創造する使命を完遂しなければなりません。

で、このような基点を中心として統一教会で

そうしてこそ神様の内的な心情が完全に通じ

は祝福行事を挙行してきたのです。

た息子、娘になることができ、そのような神
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様の真の子女になってこそ、神様の愛を中心

い氏族編成をした一段階前進した立場に立っ

とした永遠なる栄光の中に生きることができ

ているのです。

るということを心に刻まなければなりません。
韓国を見る時に、神様を不信した人たちは
第三イスラエルは、悲しみから復活した民

第一イスラエルであり、既成教会は第二イス

族です。喜びの場から復活したのではなく、

ラエル、統一教会は第三イスラエルに該当し

悲しみの場から復活したのです。悲しみの世

ます。そしてサタンがこの摂理の中心を攻撃

界でサタンを屈服したということが違うので

するのです。

す。前にも龍媒島事件のことを話しましたが、
そのようにするのは難しいことなのです。し

三) 第三イスラエル入籍は祝福によって

かし避難の道をたどる時も、この三千万の民
族の中で最も困難な避難の道をたどろうと心

アブラハムは祭物としてイスラエルを形成

に決めました。そして「死ぬ時までこの道を

しましたが、統一教会では祝福によってイス

たどる！ 私の脈拍が止まる時まで行く！

ラエルを形成しました。それで第三イスラエ

まだ息をしているのだから行かなければなら

ル入籍は、祝福によってのみ可能なのです。

ない！」という決心をして行ったのです。
統一教会は、アダムとイエス様がサタンに
侵入されて立てることのできなかった、その
世界が一つの心情によって一つの形態をも

絶対基準を立ててきました。聖婚式は一九六

ち、天の心情とイエス様の悲運な死を通して

〇年、先生の家庭を中心として始まりました。

歴史が流れてきたのですが、今日この実を結

そののちには家庭園編成を超えて氏族圏を編

ぶことのできる一つの実体が皆さん自身であ

成しなければなりません。氏族圏を成すため

ることを知らなければなりません。皆さんが

には、イエス様を中心として弟子たちが一つ

イエス・キリストの悔しい心情と喜びの心情

になった立場に立たなければなりません。イ

を所有する相対者になってこそ、第三イスラ

エス様が弟子たちと相対基準を結んで家庭を

エルとして残ることができるのです。イエス

築いたなら、その弟子たちも相対基準を結ん

様がそのような心情を抱いて祭物になられ、

で家庭を築かなければなりません。そうして

第二イスラエルをつくったので、今日私たち

ユダヤ教内で新しい氏族圏を編成するのです。

がこのような覚悟をしてこそ、第三イスラエ
ルの先祖になることができます。また、いわ

イエス様が聖婚式を挙げるなら、聖婚式を

ゆる地上天国、すなわちエデンの園の本然の

挙げない立場でまずイエス様の家庭と十二弟

子女になることができるのです。

子が完全に一つにならなければなりません。
その次に、イエス様の家庭を中心として祝福

統一教会の祝福家庭は、その昔イスラエル

を受け、霊肉共にサタンが侵入できない勝利

を中心としてユダヤ教を通してメシヤを待ち

圏をつくらなければなりません。祝福を受け

望んだ立場ではなく、メシヤに出会って新し

て新しく編成された氏族というのは、堕落に
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よって復帰された養子圏とは全く違います。

色の人種が一つの家族になっているのです。

それは、初めて神様の息子から始まった氏族

第三イスラエル民族は、世界的な国の基盤の

圏が出現することを意味するのです。

上に霊界と肉界を中心とした天の国をもち得
る民族なのです。それで私たちは、新しい第

キリスト教が霊と肉を中心として完全な立

三イスラエル民族になることができるのです。

場に立つことができなかったので、すなわち
肉的基準を除いた霊的基準だけを中心として

第三イスラエルは、神様の心情を相続した

第二イスラエル圏を成したので、私たちが肉

群れです。再臨主によって心情的実体基台が

的基準までも成さなければならないのです。

世界的に拡大されなければならず、その基台

この肉的基準を成す日が再臨の日なのです。

を通して蕩減復帰していかなければなりませ

この一日を願ってきたキリスト教徒たちは、

ん。そして復帰した家庭の基準をつくらなけ

第二イスラエルの霊的基準の上で再び来られ

ればなりません。

る主に出会い、第三イスラエルの世界的な選
イエス様は、人類の真の父母になられるは

民圏を成さなければなりません。

ずのお方でした。それで、真の父母として来
イエス様は霊的には勝利されましたが、地

られたイエス様がサタンに侵害されたことは、

上にイスラエル圏を成すことができなかった

真の父母によって生まれ変わらなければなら

ので、霊界のイスラエル圏を立てることも、

ない全人類がサタンに侵害されたことになる

個人から始まるのです。

のです。父母が侵害されたので、父母から生
まれたすべての子孫たちは、その父母の基準

今日、全世界を見る時、二千年前の国家の

を凌駕することはできません。それで神様と

ように腐敗しつつあります。このような国の

み旨のみを思って出発することができなくな

中からイスラエルの立場の国家として韓国を、

った人間は、イエス様の十字架のもとに集ま

またローマの立場の国家としてアメリカを立

らざるを得なくなり、それが今、世界的に広

てて摂理をされているのです。この二つの国

がって信仰しているキリスト教徒たちなのです。

家さえ一つになれば、世界を一つにし得る基
盤が成されるのです。霊的なキリスト教の世

二 祝福家庭の歴史

界的基盤の上に、共産世界を吸収して地上天

一) 三十六、七十二、百二十四家庭の歴史

国を完成するのです。ですから再臨主には、
共産世界と民主世界を一つにしなければなら
ない責任があります。

神様の歴史は氏族での民族編成運動なので、
統一教会の先生を中心として一九六〇年代の
聖婚式、すなわち祝福のあとから本格的な氏

では今、どこまで来たのかといえば、既に

族編成が展開するのです。それが三十六家庭

世界的基盤を越えたというのです。統一教会

から七十二家庭です。三十六家庭は、イスラ

は、個人、家庭、氏族、民族、国家、世界の

エルの民族歴史、ユダヤ教の歴史の中におい

完成基盤をつくり終えたのです。ですから五

て、先祖たちをもう一度探し出したものです。
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先祖の代表を立てたものなのです。そのよう

ものを再び蕩減復帰して、解怨成就をするの

な蘇生基盤が展開されたその基盤の上に、七

です。それを誰がしなければならないのでし

十二家庭があるのです。

ょうか。来られる主の解怨成就なしには、世
界の生きる道はありません。それで三十六家

それでは七十二家庭とは何でしょうか。三

庭を立てて七十二家庭を立て、これが一つに

十六家庭の二倍なのですが、祝福家庭がある

なることによって、民族的中心を確定するこ

と、いつもカイン家庭とアベル家庭の闘いの

とができるのです。

問題になるのです。ですから父母の家庭を中
心として、息子の家庭である長子の家庭と次

三十六家庭は、アダムからアブラハムまで

子の家庭が一つになれませんでした。常にカ

二千年間の先祖たちに代わった家庭です。で

インがアベルを打つ立場にあるので、一つに

すから三十六家庭の前にはカイン、アベルが

なれなかったのです。それで象徴的な面で蕩

なければなりません。この立場に立てられた

減条件を立て得る家庭として合わせたのが、

家庭が七十二家庭です。また十二数を中心と

七十二家庭だということができます。

した、全体数のために立てられた家庭が百二
十家庭です。百二十四家庭のうち四家庭は、

横的に見ると七十二家庭は、イエス様の時

この世で既に結婚していた家庭を立てました。

代の十二使徒の次の立場の七十二門徒を代表

これは堕落した人間の立場を復帰することで

とした家庭なのです。これは今日、私たちの

あり、イエス様の歴史の中で探し出そうとし

時代においての三十六家庭を中心として見る

た家庭を復帰することを意味するのです。

とき、すべての家庭の前にアダム家庭のカイ
先生は、先生の家庭を中心として三家庭を

ン・アベル家庭に該当します。
今まで、その時代に影響を与えてきたすべ

祝福し、三家庭を中心とした十二家庭を中心

ての先祖たちが摂理の中で、カイン、アベル

として三十六家庭、七十二家庭、百二十家庭

を一つにするのに失敗しました。そのカイン、

を祝福しました。これは、先生が世界史的な

アベルを一つにする基盤を形成し得なかった

闘争を経て祝福したものです。これは、イエ

ので、堕落の世界は延長してきました。そし

ス様を中心とした三弟子と十二弟子、七十門

て三十六家庭を中心として七十二家庭型をつ

徒、百二十門徒のようなものです。イエス様

くり、カイン家庭とアベル家庭を連結させて、

が神様の息子の立場で父の代わりに勝利的責

一つの先祖の家庭をつくるのです。これが八

任者になったのと同じように、皆さんも息子

十四家庭になるのです。

の立場で責任を果たさなければなりません。

百二十門徒とは何でしょうか。イエス様が

これから問題になるのは祝福家庭です。三

昇天したのちにできた百二十門徒。十二使徒

人の息子は、アダム家庭、ノア家庭、ヤコブ

が一つの氏族的基準だといえば、七十二門徒

家庭に代わる家庭です。三十六家庭というの

は民族的基準であり、百二十門徒は世界的国

は、どのような家庭でしょうか。歴史的に提

家に代わった基準です。このようなすべての

示されたすべての蕩減条件を果たさなければ
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ならない代表的な家庭です。結局、三十六家

再臨した基盤として、七十二家庭、百二十家

庭とは、歴史上の各時代においてすべての家

庭に連結されたのです。七十二家庭とは、氏

庭がみ旨を成すことができなかったので、家

族から民族に編成して天を代表し得る中心者

庭の形態を果たせずに受け継がれてきたすべ

を選んで立てるということなのです。

ての歴史的な蕩減条件を、この時代に地上で
予防線として張るための家庭です。言い換え

モーセが七十二長老を中心として民族的な

れば、歴史的に受け継がれてきた蕩減条件を

指導基盤をつくったのと同じように、統一教

防ぐことのできる代表的な家庭が三十六家庭

会においても氏族圏から民族圏に発展しなけ

です。

ればならないというのです。それは家庭です。
どこまでも家庭を中心として天が役事すると

それでは七十二家庭と百二十家庭とは、ど

いうのです。ですから統一教会の合同結婚式

のような家庭でしょうか。三十六家庭は歴史

は、ある個人の結婚問題を解決するためのも

的な代表の家庭なので、過去からつづられて

のではありません。祝福家庭は、今まで歴史

きたものの代わりになる家庭です。この家庭

時代に数多くの先祖たちと民族、国家が天と

を中心として現実的な基盤として立てられた

相克してきたものを打ち破るために、一時一

のが、七十二家庭と百二十家庭です。過去か

つの群れとなり、時代的な一つのチームの使

ら願ってきた家庭的な蕩減条件を防ぐことの

命的負担を担わなければならないのです。

できる家庭が三十六家庭ならば、それを現実

百二十家庭であれば百二十家庭が一つのチ

的な家庭の基盤として防ぐことのできる家庭

ームになり、四百三十家庭であれば四百三十

が七十二家庭と百二十家庭です。七十二家庭

家庭が一つのチームにならなければならない

は氏族と民族を代表した家庭であり、百二十

のです。歴史的なすべての結婚を中心として

家庭は世界を代表した家庭です。

成された家庭の失敗を蕩減して、一つの中心
的な復活家庭として登場するのが合同結婚式

皆さんも御存じのように、一九六〇年を中
心として、先生の聖婚式を中心として、三十

をした家庭だということを知らなければなり
ません。

六家庭から七十二家庭、百二十家庭へとずっ
と発展してきたのです。三十六家庭を選ぶた

先祖を中心としてカイン、アベルが一つに

めには三家庭を中心とし、続いて十二家庭を

なったなら復帰されていたでしょう。その復

中心とした三時代型、すなわち旧約時代、新

帰の目的は国家のみではありません。世界で

約時代、成約時代型を代表に全体を連結させ

す。国家のみの復帰ではいけないのです。世

たのです。

界が復帰されなければならないのです。イエ
ス様が昇天され、五旬節の日が来た時に屋根

十二数というのは横的基盤のみではいけな

裏部屋に集まった百二十人の門徒とは、世界

いのです。縦的な立場において霊界と連結さ

的国家代表だというのです。民族を中心とし

せる基盤をつくらなければならないので、三

ては七十二家庭まで基盤ができれば、それが

十六家庭を中心として、それを一つの先祖が

一つの中心になり、世界的な国家形態が成さ
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れます。これは十二支派を中心とし、七十二

のようなことが一九六五年に、聖地を選定し

門徒を中心として国家の中心になることはで

たのちに起こったのです。

きても、世界の中心にはなれないのです。
三十六家庭も責任を果たすことができず、
民族を中心とした七十二家庭の基盤の上に、

七十二家庭も責任を果たせませんでした。全

世界の代表百二十国家を糾合したならばイエ

部果たせませんでした。それで先生の家庭で

ス様がこの地上でみ旨を成すことができたと

惠進と喜進が犠牲になりました。先生は、息

いうのが摂理観なので、これを蕩減復帰する

子、娘を犠牲にしながら天のため、またカイ

のが統一教会の責任です。統一教会の責任で

ン家庭のために生きたのです。三十六家庭、

あると同時に、統一教会の祝福を受けた家庭

七十二家庭の皆さん、考えてみてください。

の責任です。

皆さんもそのような心をもって生きてきまし

では、この家庭はどうしなければならない

たか。先生は、天の家庭はこうでなければな

のでしょうか。三十六家庭を中心とした七十

らないということを見せるために、どんな代

二家庭、百二十家庭が完全に一つにならなけ

価を払っても讒訴条件を残さないようにした

ればなりません。形で見るとどうなるかとい

のです。

えば、世界を代表したのが蘇生で、その次の

ところが、もしこれが残ったときには、ど

七十二家庭が長成、その次に三十六家庭が完

のような代価を払わなければならないでしょ

成です。これが先祖ですから、そのように見

うか。もう一度七年路程を歩まなければなり

るのです。百二十家庭が終わることによって

ません。しかし一次七年路程を歩むことによ

一九六五年に、先生が全世界に聖地を選定し

って、家庭的な基準を中心として、讒訴条件

たのです。

を解消させることができたのです。

神様のみ旨を中心として三十六家庭を探し

縦的な歴史を横的に蕩減する歴史を経てく

出し、その次には七十二家庭を探し出して民

るためには、蕩減復帰の基盤を築かなければ

族的中心にし、世界国家型の百二十家庭のよ

ならないので、三十六家庭と、七十二家庭と、

うな基盤をつくっておいたので、世界国家を

百二十家庭を立てたのです。その中で三十六

管理しなければならないのです。そうするこ

家庭は、縦的な先祖三十六代の縮小型です。

とのできる時代に入るので、全世界四十カ国

その次に、一代下ったカイン・アベル型が七

に、百二十箇所の聖地を選定したのです。

十二家庭です。そして百二十家庭は、世界の

そうすることによって、神様のみ旨の中で

百二十カ国を代表した家庭です。国連加入国

先祖が探し出され、その次には七十二家庭を

とぴったり合わなければならないのです。事

中心としてカイン・アベル型が探し出され、

実、そのようにぴったりと合っているのです。

世界代表者が探し出されたので、世界の国家
の地を探し出さなければなりません。神様の

三十六家庭は堕落した人類の先祖たちが復

摂理時代に人を探し出し、地を探し出したの

活した型であり、七十二家庭はその先祖たち

で、世界的な時代へと越え始めたのです。こ

の息子、娘が復活した型であり、その次の百
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二十家庭は世界の人たちが復活した型です。

世界的な代表になることができる人を立てな

ですからこれらが一つになれば結局、家庭と

ければならないのです。これが何でしょうか。

息子、娘が一つになって、世界が一つになり

統一教会の三十六家庭、七十二家庭、百二十

ます。それで百二十家庭までは、個人が責任

四家庭の合同結婚式です。三十六家庭は十二

をもたなければならないのです。

双の三倍であり、三時代を代表しているのです。

これからは皆さんも、先生のような考え方

三十六家庭は、歴史的な代表の家庭なので、

をしなければなりません。一つの世界を探し

過去からつづられてきたものに代わる家庭で

出すためには一つの国を立てなければならず、

す。この家庭を中心として、現実的な基盤と

一つの国を探し出すためには一族、文氏であ

して立てられたのが七十二家庭と百二十家庭

れば文氏の氏族を動員しなければなりません。

です。過去から願ってきた家庭的な蕩減条件

氏族を動員してこの大韓民国の民族を救わな

を防ぐことのできる家庭が三十六家庭ならば、

ければならないのです。このような観点をし

それを現実的な家庭の基盤として防ぐことの

っかりともっていなければなりません。

できる家庭が七十二家庭と百二十家庭だとい
うのです。七十二家庭は氏族を代表した家庭

再臨主は、アダム家庭の立場を蕩減復帰し
なければなりません。したがってアダム・ノ

であり、百二十家庭は世界を代表した家庭で
す。そうなるのです。

ア・アブラハム型の家庭を探し立てて、先祖
として立てなければならないのです。そのた

三十六家庭の責任とは何でしょうか。今ま

めにはまずアダム型の十二家庭を立て、次に

での歴史的なすべての蕩減条件を防ぐことで

ノア型の十二家庭とアブラハム型の十二家庭

す。言い換えれば、サタンを完全に取り除く

を立てて、縦的な先祖を立てなければならな

ことのできる、一つの完璧な囲いにならなけ

いのです。それで先生が三十六家庭を立てた

ればならないのです。ですから家庭のすべて

のです。この先祖たちを中心としたカイン・

の伝統と思想を、サタンとは完全に隔離され

アベル型の家庭として立てたのが七十二家庭

たものとして立てなければなりません。この

です。そして百二十家庭は、世界百二十カ国

伝統を中心として、横的な因縁を七十二家庭

の指導者を象徴しているのです。

と百二十家庭が立てていかなければなりませ
ん。このような立場で見るとき、三十六家庭

百二十門徒は世界を代表します。イエス様
も百二十門徒を中心として世界的な出発をし

の責任がどんなに重要であるかを皆さんは知
らなければなりません。

ようとしましたが、それができませんでした。
私たちはこれ（百二十数）を所有しなければ

三十六家庭と七十二家庭は、私たちの教会

なりません。世界を標準として行く道を前に

の中でしたものです。違うというのです。こ

して、橋を架けることのできる自分の子孫を

れは教会を中心とした、ユダヤ教を中心とし

段階的に立てなければならないのです。子孫

た民族形成の基盤を築くのと同じなので、内

を立てるときには、誰でもいいのではなくて、

的基盤を確保するのです。その次には外的基
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盤を見ると、世界史的キリスト教文化圏をつ

聖地祝福ののちに、私たちは四百三十家庭

なげ、百二十四家庭を中心として世界基盤を

を祝福しました。それは、ユダヤ民族のエジ

拡大させていくことなのです。百二十四家庭

プトでの四百三十年に該当し、韓国歴史にお

が祝福を受ける時は、国連の加入国も百二十

いての四千三百年に該当するのです。それは、

四カ国にならなければならないのですが、こ

新しい歴史の出発を意味しました。また四百

れが間違いなくぴったりと合ったのです。

三十家庭は、世界の家庭を代表しました。そ
ののちに、先生が第二次世界巡回の時、アメ

これは、世界各国の代表である韓国におい

リカ、ヨーロッパ、そして日本で四十三双を

て、内的蕩減要因を確立させる世界史的な条

祝福しました。それによって先生は、その四

件を立てる、このような祝福だったというの

十三家庭を、世界的な次元で四百三十家庭に

です。そのような祝福とは何でしょうか。家

連結させたのです。

庭を確保したのです。先生の家庭を中心とし
た三家庭、三十六家庭、七十二家庭、百二十

四十三家庭を四百三十家庭と連結させること

四家庭……。これによって世界的蕩減条件を

によって、先生は、韓国で成した勝利の基盤を

形成したというのです。

再び世界に連結することができました。先生は、
その基台を西洋の世界に連結することができた

今日の統一教会を中心として見るとき、一

のです。これらを成すことによって、統一教会

九六〇年から三年間にわたって祝福を受けた

の食口だけではなく世界のすべての家庭は、そ

三十六家庭、七十二家庭、百二十四家庭は何

の時に、天的な運勢が受けられる立場に入るこ

をしなければならなかったのでしょうか。こ

とができたのです。それで門は、この地のすべ

れらの家庭は、イエス様が生きていらっしゃ

ての家庭に開いているのです。

った時に勝利できなかった外的な基準を中心
とした、囲いの使命を完結しなければなりま

四百三十家庭は、四千三百年の歴史とぴっ

せんでした。そうして内外において世界を代

たり合うというのです。イスラエルが四百三

表し、国家を代表し、または民族、氏族、家

十年ぶりに四代を中心として（エジプトか

庭を代表し得るすべての蕩減内容を連結させ

ら）出てきたのと同じように、四千三百年ぶ

て、一つの相対基準を接続させる責任を果た

りに四十三数の地上基盤を経て出発し得る、

さなければならないのです。

新しい全体を代表とした国家、民族を天のみ
旨の前に立てる土台を広げるための代表家庭

このような囲いの使命を果たさなければな

が四百三十家庭です。この四十三数、すなわ

らないのが、一九六〇年から三年の間の祝福

ち四と三を合わせて七数になり、これを掛け

を受けた家庭たちの責任だということを知ら

て十二数になるのです。このような原則を通

なければなりません。

して四百三十家庭を韓国で祝福したのです。

二) 四百三十家庭は民族を代表したもの

このようにして四百三十年ぶりにイスラエ
ルの解放が起こり、移動が起こったのと同じ
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ように、統一教会でも移動が起こるのです。

四千三百年になる年に四百三十双をこのよ

ですから全羅道の人は江原道に行き、江原道

うに祝福したという事実は何かといえば、氏

の人は全羅道に行って、みな混ぜて大移動を

族的な、一つの系列の宗教の勝利的な基盤だ

するのです。

けではいけないので、全氏族の前に共通する
門を全部開放させるのです。ですから李氏も、

韓国においての統一教会は、自体において

これからは神様のみ旨の中では国家的な恵沢

蕩減していたのであり、国家基準の蕩減の因

を受けることができ、世界的な恵沢を受ける

縁はまだ結んでいない状態だったのです。こ

ことができます。金氏も、朴氏も、いかなる

の時に行われたのが四百三十双の祝福です。

姓の氏族もみな、全体が福を受け得る基盤を

四百三十という数字もまた、適当につくられ

築かなければならないので、その道を開門す

た数字ではありません。どのような意味があ

るのが四百三十家庭です。

るのかといえば、その年が正に韓国が檀紀で
四千三百年になった年であり、イスラエル民

四百三十家庭を私がつくってきたので、こ

族においてはエジプト路程の四百三十年に該

の大韓民国の国民であれば誰でも、神様の摂

当するものなのです。これが四百三十という

理のみ旨の前に、横的にすべてが連結され得

数字です。

る運勢圏の中に入ったのです。ですから、大
韓民国は滅びるはずがないのです。滅びては
いけないというのです。このような結論にな

それで四百三十双を祝福したのです。それ
で韓民族は、誰でも祝福を受けることができ

るというのです。このような歴史的時代に入
ったのです。

るようになりました。国家的には、そのよう
な基準を成したのです。ところが、その相対
的基台を外国につくらなければならないのです。

ですから一九六八年を中心として、その時
から世界的な時代です。私たちが一九六八年
に「神の日」を設定したでしょう。「神の
日」を設定したその年に、四百三十家庭の祝

四百三十家庭は、世界的運勢を代表とした

福をしたのです。そうでしょう。世界的時代

統一教会圏内において全民族を意味するもの

だというのです。世界的に連結されているの

であり、民族全体の誰でもここに入ることの

です。それで先生がこの韓国に基点をつくっ

できるものです。四数、三数は、七数を代表

たものを世界的に連結しなければならないの

し、イスラエル民族が四百三十年目に、カナ

で、一九六九年に初めて四百三十双の代わり

ン復帰のためにエジプトを出発した者を代表

に四十三家庭を世界に広げて祝福したのです。

したものです。それで新しい出発をする時だ

それはなぜでしょうか。韓国で築いた運勢を

というのです。また、その時が韓国の歴史四

世界に連結するためです。

千三百年に当たる年だったのです。それは偶
然の一致ではありません。神様は数理的役事
をされます。

韓国という国は世界の代表国家なので、そ
の国家にあるすべての氏族を超越しなければ
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なりません。それは文氏のみを中心としたも

が韓国の男性と出会うことは栄光でしょうか、

のではありません。ここにはどんな姓であっ

そうでないでしょうか。外国の男性が韓国の

ても、すべての姓が天の前に自由に接するこ

女性と出会うことは栄光でしょうか、そうで

とのできる門を開けておかなければならない

ないでしょうか。そうなれば、万民に栄光を

のです。ですから統一教会の合同結婚式とい

与える国が良くなるでしょうか、ならないで

うものは、ある個人の結婚問題を解決するた

しょうか。

めのものではありません。祝福家庭は、今ま
で歴史時代に多くの先祖と民族、国家が天と

ですから男性たちは、栄光の妻になろうと

相克した内容を壊すために、一時一つの群れ

する人と結婚するため、国家を超えて相対を

となって時代的な一チームの使命的分担を背

迎えなければならず、また女性は、栄光の夫

負わなければならないのです。

になろうとする人と結婚するために、国家を
超えて相対を迎えなければなりません。

三十六家庭が一チームになり、四百三十家
庭であれば四百三十家庭が一チームにならな

先生が四百三十双を祝福したということは、

ければならないのです。歴史的なすべての結

世界的な次元の使命を遂行することのできる

婚を中心として成されてきた家庭の失敗を蕩

門が開かれたということを意味します。皆さ

減して、一つの中心的な復活家庭として登場

んが世界的な次元でその目標を達成したなら

させられたのが合同結婚式をした家庭だとい

ば、それは皆さんが氏族的な次元でメシヤに

うことを知らなければなりません。統一教会

なる立場にあることを意味します。祝福を受

の合同結婚式は、そのような意味をもってい

けた人として皆さんは、今、死んだイエス様

るのです。

の立場にいるのではありません。皆さんは祝
福を受けたので、氏族を復帰するための再臨

四百三十家庭を中心とした世界的な連結体

のイエスの立場にいます。四百三十双と七百

をつくることによって、統一教会は、平面的

七十七双の祝福は、イエス様の基台を築くこ

に世界民族圏として発展したのです。韓民族

とに成功したということを意味します。

だけではないというのです。四百三十双と四
十三双を世界舞台に家庭的基台として連結さ

イエス様が十字架で亡くなるとき、ユダヤ

せたということは、超民族的、超国家的基準

教とイスラエルの国とローマが合同で反対し

において、新しい超民族形成の出発がなされた

ましたが、その時と同じような、危険の絶頂

ということなのです。そのように見るのです。

期である六〇年代に聖婚式を断行したのです。
そして三十六家庭を全部サタンから奪ってき

世界的基盤を築かなければならなかったの

たのです。このようにして三十六家庭から七

で、四百三十家庭を祝福したのちに十カ国の

十二家庭、百二十家庭、四百三十家庭を中心

人たちに国際結婚をしました。ところで、こ

として社会に物議を醸しながら、私たちが追

こから韓国が抜けてもいいでしょうか、いけ

い出されたのではなく、社会を押し出しなが

ないでしょうか。それでは、外国の女性たち

ら大きくなってきたのです。
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三) 七百七十七、千八百、六千、六千五百家

統一教会がなぜ父母や兄弟から反対されな
ければならないでしょうか。レバレンド・ム

庭の歴史

ーンが行く道を統一教会が行くのに、なぜ反
私たちの合同結婚式の歴史がそうです。三

対があるのでしょうか。なぜこうなのかとい

家庭、次の三十六家庭、その次は七十二家庭、

うのです。これが真のものなのでしょうか、

その次には百二十四家庭、そして四百三十家

そうでないでしょうか。ですから天とサタン

庭、四十三家庭、七百七十七家庭、その次は

世界が分かれるというのです。このようにし

何でしょうか。千八百家庭。最後は八数です。

て韓国に基盤を築き、三十六家庭、七十二家

そのように進むのです。これは全世界的です。

庭、百二十四家庭まで立て、四百三十家庭、

それで今は、世界のどんな民族でもすべて神

七百七十七家庭、千八百家庭まで立てて、世

様の祝福圏内に入ることができるように開門

界的に基盤を築いたのです。

する時代なのです。それでアメリカとドイツ
と日本を主体国として、みな祝福したのです。

その圏内で皆さんが祝福を受けたのです。

それで宣教師も、みなその国から引き抜いた

これを中心として民族基準を経て、世界基準

のです。

の七百七十七家庭、千八百家庭で連結したの
です。七百七十七家庭は七数完成を意味しま

そのような土台が築かれたので、これから

す。全体の家族を中心として世界の国家にお

は七百七十七家庭、これは三・七数なので最

いて蘇生、長成、完成の三掛ける七は二十一、

後ということなのですが、神様の摂理圏内に

二十一段階の過程を経たすべてのアダムとエ

おいて最後だというのです。それで一九七〇

バの子孫たちは世界に広がっています。七百

年に七百七十七家庭を祝福することによって、

七十七家庭は、その圏内のすべてのものを代

初めてどんな民族でも神様の摂理圏内に……。

表することのできる家庭と見ることができま

地上天国に入ろうとすれば相対理念を完成し

す。ですから世界的な二十一段階で連結させ

なければならないのと同じように、どんな世

たのです。

界の民族、または氏族もこの全体圏内に入る

「神の日」を設定することによって、神様

ことのできる恵沢を賦与するそのような代表

が初めて地上で干渉し、主管することのでき

的な式が、七百七十七家庭の祝福式だという

る基盤となりました。それで一九六八年から

ことを知らなければなりません。

国家的家庭対家庭・氏族対氏族の対決時代へ

それで七百七十七家庭には、世界復帰のた

と超えたのです。それで皆さんに、一九七〇

めにみなばらばらになって三年の動員があり

年に七百七十七家庭まで、みな三年路程の命

ました。日本の食口の場合には、五年間、聖

令をしたのです。この三年路程とは何でしょ

別したのです。一九七〇年から七一、七二、

うか。全世界の家庭が韓国に来て、韓国の家

七三、七四年を経て、七五年の六月十日に初

庭と一つになり、国家と世界的版図を広げる

めて同居するようにと先生が特別処置をした

条件を立てる期間です。このような基盤が築

のです。なぜそうしたのでしょうか。世界的

かれることによって、先生は一九七〇年から、

基盤を築くためだったのです。

七一年、七二年まで三年路程蕩減家庭基盤を
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中心とし、氏族基盤を中心として活動したの

なぜそうしたのかというのです。国を自分
の息子、娘よりも愛したという条件を立てな

です。

ければならなかったからです。そうするため
そのために三十六家庭、七十二家庭、百二

には子供を孤児院に入れなければなりません

十家庭、四百三十家庭、七百七十七家庭まで、

でした。妻と離れ離れになりました。祝福し

それまで祝福を受けた家庭が子女を生み、生

て「幸せになれ」と言うのではなく、みすぽ

活基盤を築くために準備をしたものを、一時

らしい家庭用品で大変な生活をしていた者も

にすべて崩してしまったのです。みな別々に

みな、どたばたと送り出しました。それは何

南へ、北へと行きました。言い換えれば、家

かといえば、数多くの姓氏、統一教会で祝福

庭を祭物にして、その国の氏族と民族を救う

を受けた姓氏が代表となって、国に行って氏

ための全国的な三年蕩減路程を通過したのです。

族圏を蕩減復帰したのです。それで挙国的に
反対しましたが、結局は「金日成を防ぎ、国

その次は、攻撃戦です。その次からは、韓

を救おうとする統一教会の人たちのようにな

国を中心として攻撃戦です。そして祝福家庭

らなければならない」と言うくらいになった

がみな動員されて三年路程を歩みました。あ

というのです。

の時、七百七十七家庭まで動員したでしょう。

「子供と妻を捨てて国を救うために、こう

七百七十七家庭まで動員されてみな息子、娘

しなければならない」という教材になったの

を捨てて国のために出ていきました。この国

です。三年になるころには、最初に反対して

の受難のすべての溝を埋めるために、飢えな

いた人たちが歓迎し始めました。そのように

がら、愛する息子、娘を、反対する親の住ん

歓迎するのが、カイン・アベルの復帰なのです。

でいる塀の向こうに、ねんねこにくるんでほ
うり、国を生かしてくると泣き泣き旅立った
のが、ついきのうのことのようです。

七百七十七家庭まで全部動員しました。家
も捨て、子供も孤児同様になり、出動命令に
よって出動したのです。これが世界に行くた

皆さんもそうではありませんか。一九七〇

めの国家的総清算をする蕩減の期間でした。

年から三年間、七百七十七家庭まで動員され

三年路程を中心として分別期間を立てずして

たでしょう。これは世界的なことです。動員

は解決できなかったので、家庭を中心として

されて三年の間、苦労しなさいということで

金日成を防ぐ立場で大韓民国に対する忠節の

した。それは、民族を代表し、世界を代表し

道理、忠臣の道理を果たさなければならなか

た、いかなる家庭も統一教会の家庭にはかな

ったのです。祝福家庭が愛国者の模範家庭と

いません。統一教会の家庭のようにならなけ

して行動しなければならない時だったのです。

ればならないというのです。三年の間、みな
どんなに悪口を言ったことでしょうか！ 親

一九七〇年代に大移動が起こりました。そ

が反対するので、子供をふろしきに包んで、

して、全世界から十カ国以上の祝福家庭を韓

夜に行って塀の向こうに置いてくるようなこ

国に呼び寄せてカナン復帰をするのです。韓

とをしたのです。

国に呼び寄せて、みなここで一つにまとめる
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のです。これが七百七十七家庭の祝福だとい

降は主張しませんでした。これは、天使世界

うことを皆さんは知らなければなりません。

においてアダム圏の半分を超えたということ

それを一九七〇年に行いました。そのような

です。霊の子女は三天使世界を復帰するとい

基盤を築いて、世界圏で、統一氏族が国家を

うことです。「父母様の出現の前には先生も

代表して十カ国から参加しました。蘇生、長

イエス様の名で祈祷する」と言って、父母様

成、完成の九数を超えた十数は、神様の数で

の名で祈祷しませんでした。ところが祝福し

す。十数は十二数に該当するものです。です

てからは、真の父母の名で祈祷するようにな

から十カ国は、いずれにせよ連結しなければ

ったのです。

ならないものです。
父母様を中心として三家庭、その次には三
先生の聖婚式をしたのちに、十二弟子、そ

十六家庭、その次には七十二家庭、百二十四

れから三十六家庭、そして七十門徒のような

家庭、四百三十家庭、七百七十七家庭、千八

七十二家庭です。イエス様に七十門徒がいた

百家庭です。これが七数です。七数。ここか

でしょう。次には百二十門徒と同じように百

ら三段階が残ります。これが三数です。これ

二十四家庭、四百三十家庭、そして七百七十

は、いつでも分別数です。なぜ三数でしょう

七家庭、こうして蕩減復帰をして世界的に発

か。直線上には調和がありません。三数を通

展していくのです。こうして統一の運勢は、

して、ここで面積ができ始めるのです。三数

既に世界的基盤をもって今後、登場するよう

を並べると直線で戻ってくる道がありません。

になるのです。だんだんと現れるのです。こ

これが三点からだと戻ることができるのです。

れが原理です。

それで三段階では帰っていくのです。上がっ
たら必ず戻るようになっています。

そうして統一教会の女性は、少なくとも金
日成が暮らした以上の立場で暮らさなければ
なりません。そうできなければ天国に行くこ

韓国のすべての宗氏が、天国に行くことの

とができません。将来、統一教会を信じる人

できる門をみな開きました。これを邪魔して

は、みな北韓の金日成が暮らした以上の立場

はいけないのです。神様の愛を中心として普

で暮らす時が来るでしょう。皆さん、世界的

遍的な愛が全体的な愛であるだけに、門を閉

に、将来は七百七十七家庭といえば、その国

めておくことができないのです。みんな開け

で軍楽隊をもって一人しかいない貴賓として

ておかなければなりません。こうやって行く

取り扱われ、その国の役人を集めて、侍られ

のです。そこから拡大するのです。四百三十

る時が来るのです。

家庭、その次は七百七十七家庭です。これは
世界の舞台に立つのです。国家の舞台を越え

今まで、どんなに複雑だったでしょうか。

て世界の舞台に行くのです。そうです。六千

霊の子女を三人立てなければなりませんでし

双は人類の代わりです。その次が六千五百双

た。七百七十七家庭まで霊の子女を絶対に主

です。サタン世界を七数を中心として、霊界

張してきました。ところが七百七十七家庭以

まで解放圏を立てるためのものなのです。
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先生がまず強調するのは、天使長復帰です。

世界で、千八百家庭を先生がもったというこ

信仰の三人の子女をもたなければならないの

とは、氏族圏を超えることになります。その

です。そうでしょう。それを七百七十七家庭

国家基準に連結された勝利基準は、世界に連

まで強調しました。千八百双からは、その次

結される道の始まりです。その千八百家庭は、

に超えていくのです。世界的な版図、世界の

サタンの主管圏にある六百数の三倍です。そ

家庭を代表的に祝福することのできる時にな

れを基準として家庭を立てて、サタン圏の家

ったので、千八百双からこれを強調しなくて

庭を蕩減する基準になるのが千八百家庭です。

もよくなりました。千八百双は七番目です。
七数を超えるのです。八番目は六千双、六千

六千家庭は全世界の縦的なキリスト教徒と

五百双が九番目です。三万双が水平になるの

一般の人、縦的なキリスト教徒と横的なカイ

です。水平になると水が入ってくることがで

ン世界のようなものです。六千家庭を先生が

きるのです。

連結するようにしたのは、サタン世界が家庭
的に攻撃する時代は既に過ぎたということを

祝福をしたというのは、父母を中心として、

意味します。そこから先生が世界的に進んで

この地上に天的血族圏が生じたということで

いく路程が始まるのです。霊的な長成基準を

す。サタン世界がいくら反対しても、その血

国家基準において成すのです。

族圏には数多くの氏族が入っているのです。

世界的な基準においては霊的なキリスト教

韓国を中心として様々な氏族が入っていると

が世界的な基盤になるので、世界的実体基準

いうのです。その門を開けているのが四百三

をキリスト教文化圏に連結するためにアメリ

十家庭の祝福から七百七十七家庭の祝福です。

カに行って、全国的に復興活動をしたのです。

そうしてすべて世界的に連結していくのです。

そして行く先々で歓迎を受けました。それを
国家基準を代表して韓国に連結しました。そ

十八数は、サタン世界の完成数です。また

のように勝利して帰ってきました。

四の四倍である十六も、サタン世界の理想数
です。それで韓国動乱の時、国連の十六カ国

祝福家庭は、国際合同結婚式が伝統です。

が参加し、オリンピック大会も百六十カ国が

千八百まで国際結婚を重要視したでしょう。

参加したのです。韓国・北朝鮮の国連加入も

十八は六数の三倍数です。三×六＝十八、そ

百六十番目、百六十一番目です。それが世界

れで千八百家庭というのです。イエス様は百

的な版図です。

二十家庭で、再臨主は百八十家庭です。

サタンは堕落する時、家庭を中心として堕

百八十家庭と百六十家庭は、同じ数です。

落したので、神様の主管圈に家庭をつなげて

四数の倍数です。四×四＝十六、そして十八

超国家的な運動を展開してきたのです。七百

は六数の三倍です。サタン数の完結数です。

七十七家庭、その次に千八百家庭、千八百家

それで祝福家庭に「氏族の百六十家庭を祝福

庭が最後です。サタン数である六数の三倍、

するように」と言ったのです。本来は百八十

蘇生、長成、完成をして十八数です。サタン

家庭なのですが、百六十家庭も同じと認める
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のです。一家庭でも少ないほうを皆さんが望

婚でしょう。アダム、エバはサタンを中心と

むので百六十にしました。これからは百八十

して神様を否定しましたが、神様を中心とし

家庭です。次には八数、それで三数で増えま

て、真の父母を中心としてこれを肯定するこ

す。七数、七番目が千八百家庭です。三家庭、

とにより蕩減復帰するのです。

三十六家庭、七十二家庭、百二十四家庭、四
百三十家庭、七百七十七家庭、千八百家庭ま

自分勝手に結婚して、今まで反対してきた

で七数です。七数から、八数、九数、十数で

のが親でした。ですから統一教会で、祝福圏

ある帰一数に入るのです。十数は祝福世界化

を親にも立ててあげるのです。サタン世界を

時代へと超えていくのです。

共に祝福してあげなければなりません。です
から三万双の祝福の時は、一週間の修練を受

これから先生は解放です。兄、弟の立場で

けた人までみな祝福してあげたのです。この

教えてあげ、神様が愛する息子、娘の立場で

ように超えていくのです。今の世界的な時代

教えてあげ、その次に夫の立場で、父の立場

には三万双、三十六万双、そして若い青年た

でしっかりと教えてあげるのです。先生がそ

ちが三百六十万双の結婚をすることのできる

れをすべて分別して教えてきたでしょう。三

時が来るかもしれません。

十六家庭、七十二家庭、百二十四家庭、四百

今の青少年たちがぼろぼろの版図を構成し

三十家庭、七百七十七家庭、千八百家庭、六

たのは、アダム家庭から始まったものです。

千家庭、六千五百家庭まで、三回以上教育し

イエス様も結婚できずに死んだのです。愛の

ました。三万家庭まで教育して、すべて終わ

関係のためにです。今までそのような版図が

ったのです。

広がっていたのです。完成時代において父母
様がしなければならないのは、直系の子女、
青少年を中心として結婚をさせることなので、

四) 蘇生的国際結婚――三万家庭

これから既成家庭の祝福は先生が手をつけな
見てください。今まで多くの祝福をしてき

くてもいいのです。

て、一九九二年には三万双の祝福がありまし
た。なぜ三万双でしょうか。これは国際的で

家庭を重要視するので、昨年三万双を結婚

す。一九五六年に父母を中心として世界的祝

させたのです。これは世界的な爆弾です。三

福をすることのできる世界時代を失ったので

万双の結婚を考えてみてください。親も息子、

すが、一九九二年、四十年ぶりに世界的祝福

娘を自分勝手にできない世の中なのに、統一

の時代に入ったので、三万双の結婚が始まる

教会の文先生が、百三十一カ国の若者を連れ

のです。これは世界的な時代の蘇生です。

てきて思いのままに結婚させるのです。これ
以上の奇跡があるでしょうか。また、これ以

一九九二年の三万双の祝福は蘇生です。国

上の世界的な事件があるでしょうか。

際的な基準でした。人種や文化のすべてのも
一九九二年四月十日を中心として、イスラ

のを否定するのです。結婚とは何でしょうか。
アダム、エバの愛のためにつくったものが結

ム教を信じる人たちをはじめとした八カ国を
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祝福することによって、イスラム教までも統

は、一日に一万双ずつしても一年はかかるの

一する条件を立てました。知らなかったでし

です。それで私が霊界に行って、「お父様、

ょう。その祝福の立場に参加しなかった人は

人種差別とかすべての複雑な文化圏をかき混

いないのです。イスラム教徒も祝福に参加し

ぜて、あなたか喜ぶ統一世界にしてきまし

ました。中国人、韓国人、北朝鮮の若者が、

た」と言うとき、神様が「ははは……」とお

それに惹かれて入ってきました。共産主義か

笑いになるのです。立派な統一教会の若い青

ら転換して入ってきて、祝福を受けた人もいる

年にも、それが可能な時代圏内に入ったのです。

のです。全世界的にカバーしたというのです。

百三十一カ国で三万双が相手の写真を見た
百三十一カ国の若い男女を捕まえて写真で

だけで結婚をしました。それは歴史的な事件

マッチングをして、三万双の結婚式をしたの

です。これをローマ法王ができるでしょうか。

ですが、それにすべて従うという気の狂った

アメリカの大統領ができるでしょうか。先生

ような人が、この世のどこにいるのかという

が望んだのではなくて、皆さんが望んだので

のです。そのようなことをしたのは先生しか

す。「どうか先生がしてください！」と言っ

いないのです。レバレンド・ムーンは、気が

たのです。では、皆さん！ 今回カップルを

狂っているのではありません。能力があまり

結んであげたのですが、お似合いですか、似

にも多すぎるので、そのようなことをしてい

合いませんか。写真を見てやったということ

るのではありませんか。

を世界がみんな知っているのです。

これから家庭堂には個人は加わることがで

統一教会員たちは、賢いので先生にお願い

きません。家庭で加わらなければなりません。

するのです。これからは先生がしないように

そうしてすべて祝福を受けなければなりませ

しようと思います。そうすれば泣く人が多い

ん。それは簡単でしょうか、難しいでしょう

でしょう。「早く受けるんだった……」と言

か。ですから氏族的メシヤを配置するのです。

うでしょう。そのような力がどこから出るで

皆さんが故郷に帰って氏族的メシヤとして基

しょうか。人を見れば分かるのです。そのよ

準さえ立てれば、一族がみな一度に押し寄せ

うな何かがあるので、統一教会の教祖もする

てくるのです。三万双の祝福を受けた人がみ

のです。教祖をするのが簡単でしょうか。歴

な故郷に入り、十二双ずつでも伝道すれば、

史始まって以来、最も迫害をたくさん受けた

三年以内に三十六万双の祝福が可能になるの

人がレバレンド・ムーンではないでしょうか。

です。そうなることのできる環境をつくって

クイズにも出るでしょう。「歴史上で最も迫

おいたのです。

害をたくさん受けた宗教指導者は誰でしょう
か」と言えば、「レバレンド・ムーン！」と

考えてみてください。歴史的に三万双まで

答えるのではありませんか。

結婚させた人が、この世で先生以外に誰がい
るでしょうか。これからは、三百六十万双ま

将来、人々がなだれ込んできて、皆さんが

でもしてあげようというのです。そのために

逃げなければならない時が来るのです。また
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誰に説明を聞いたのかという時に、祝福を受

いのです。民族の結合した喚声と南北統一を

けた家庭の中で、最も高い家庭に説明を聞い

願う声が天地に響くのです。遠からず南北解

たというのが誇りになる時が来るのです。

放の日に、歓喜の声とともに、統一教会の人

「三万双の祝福を受けた人に聞きました」と

たちが万歳三唱を叫ぶ日が来るでしょう。

言うのと「六千双の祝福を受けた人に聞きま
した」と言うのでは、どちらのほうが価値が

五) 長成的国際結婚―─三十六万家庭

あるでしょうか。ですから統一教会で長くな
った人たちは、祝福について解説して回るだ

このごろ統一教会が、二、三年の間に世界
での水準が上がったのを知っていますか。で

けでも歓迎を受けるのです。

は何をしてさっと上がったのでしょうか。お
世界の若者たちによる三万双が、一つ所に

金を稼いでさっと上がったのでしょうか。伝

集まって結婚したという事実は宇宙史的な慶

道をたくさんして上がったのでしょうか。祝

事です。それは宮殿で、ある王を中心として

福です。三十六万双の祝福はいつですか。一

「王子、王女が結婚をする」と言って一国が

九九五年です。三万双は、一九九二年です。

祝うよりももっと素晴らしいことなのです。

一九九二年から一九九五年、三年目に三十六

世界的な次元だというのです。これが世界的

万双です。その次は三百六十万双です。「三

な事件として続いて、一次、二次、三次まで

万双から三十六万双をする」と言った時、誰

発展すれば、その次からは大きなことが起こ

が信じましたか。三十六万双の時、そうでし

るのです。

た。三十六万双をして三百六十万双をするま
で、三年かかりませんでした。二年半でやり

今回、三万双をすべて公開してしまうので

遂げました。二年半もかかりませんでした。

す。四十日の教育だけで祝福を受けて結婚し

これをしようとした時、三百六十万双にな

たのちに二人とも、三年路程に行かなければ

ると信じた人は一人もいませんでした。神様

なりません。何の条件もない人にも恵沢を与

はどうだったか分かりませんが、先生も信じ

えるのです。ですから皆さんが、「祝福を受

られるか信じられないかでした。考えてみて

けた家庭はこうなんだなあ！」と近所の人が

ください。この一本の指と十本の指は違うで

慕い、うらやましがるような伝統を立てるの

しょうか、同じでしょうか。峠はいくつでし

です。そうして、新しい祝福を受けた人が皆

ょうか。十の峠があるのです。私が三年間ジ

さんの家庭に入ってきて、十二支派のように

ャルジンに行って仕事をしながら二世の時代

一つにならなければなりません。そして先生

を宣布しました。宣布した内容とは、絶対信

を中心とした環境のように、「あの家に行っ

仰です。絶対信仰、これからは信じまいとし

て御飯を一度食べてみたいなあ！」という環

ても信じざるを得なくなるのです。

境にならなければなりません。
愛の道理に従って神様が投入して忘れたよ

三万双から三十六万双になるという時、そ

うな実践路程の主体者になる時は、その環境

れを信じなかった人は損をしたのです。不合

は、荒地になろうとしてもなることができな

格者の烙印を押されたのです。また、三十六
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万双が三百六十万双になるという時、それも

大統領とその国さえ認めれば、三百六十万双

信じることができなかったのです。そしてま

も行うことができるのです。先生が金日成の

た今、「三百六十万双から五月の末までに三

肩を軽くたたきながら北朝鮮の青年男女を中

千六百万双をするように」と言い、また一億

心として「三十六万双の結婚式をしましょ

二千万双までやろうとしているのです。その

う！」と言って、そのようにすれば、南北統

ようなことを言う人たちは、正常な人たちで

一が成されるでしょうか、成されないでしょ

しょうか、気の狂った人たちでしょうか。

か。そうして北朝鮮の三十六万の男性と韓国
の三十六万の女性を混ぜれば統一されるでし

三百六十万双の結婚、これは蘇生、長成、

ょうか、されないでしょうか。

完成の完成です。三万双から三十六万双を経

日本人も韓国人と交差結婚をしたのですか

て、完成の段階を成すのです。これを水位で

ら、韓国と北朝鮮が交差結婚ができるという

例えると、水が六時間かけて満ちてきてたま

のは論理的でしょう。金日成が本当に男性な

り、十二時間で一回ずつ引いていくとすると、

ら、男性と女性を組み合わせることに反対で

六時間前にたまった水も、六時間後にたまっ

きないようになっているのです。簡単なこと

た水も同じ水位に立つのです。先にたまった

です。

ものを押しのけて、新しくたまった水が先に
なることもあるのです。ですから平準化時代

初めは、結婚して七年間、聖別をしました。
七年間を通過しなければなりません。蕩減の

に入ったのです。

塔を見るとこのように高く長いのですが、だ
お母様が現れたその年を中心として三万双

んだんと近づいてくるでしょう。ここが頂上

の祝福をしました。これは国際的な祝福です。

になっているのです。三十六万双とか三億六

初めて父母が出てきて、対等な価値でこれを

千万双は、三十六数です。蕩減条件を中心と

全世界国家に植えるための蘇生的国際結婚式

して歴史が、このように何百年も早められて

が行われました。次の長成的な国際結婚式が

今に至っているのです。三十六家庭のような

三十六万双です。次の三百六十万双は完成で

三百六十万、三千六百万、三億六千万、この

す。三万双の時から、すべての宗教とすべて

ように前進してきました。かえって昔の人は

の根本民族は、誰でも祝福を受けることので

みな年老いて、心情的に世界的な活動をする

きる道が開かれました。三十六万双で本格的

手本になっていないのです。

な長成時代を経て、この三百六十万双は、信

祝福を受けた日本の人は、本当に祝福の価

者でなくてもみな対等な立場で相続すること

値を知った時には、あまりぼーっとした人は

ができるようになりました。

いないので、そのまま一〇〇パーセント飛躍
的発展をすることができるのです。そのよう

これからは、国が一度に丸ごと入ってくる

な意味で平等なのです。なぜ三万双から三十

所がたくさん出てくるでしょう。今までは伝

六万双、三百六十万双、三千六百万双、三億

道するのが大変だったでしょう。今の氏族時

六千万双をするのでしょうか。三万双の時が

代を超えると、これから国が入ってきます。

分別式です。三数を中心として、世界レベル
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でサタンと神様との世界的祝福圏に対する分

根本の根が間違ってしまったので、根をひ
っくり返さなければなりません。それで根を

別式をしたのです。

探す運動という言葉も今、出てきているので
真の父母といえば、既にレバレンド・ムー

す。偽りの父母によって結婚式を間違え、根

ンだということを知っているのです。真の父

本をひっくり返したので、真の父母が来て世

母といえばレバレンド・ムーンなのですが、

界的な結婚式をしなければならないというの

それ以上の名称はないのです。それ以上教え

が理論的な論理です。それで三十六万双の祝

ることがありません。考えてみてください。

福結婚式、そして三百六十万双の結婚式をす

今から四十年前には、再臨論を教えるために

るのです。三百六十万双の結婚式ができるで

は聖書の六十六巻を広げて話をしましたが、

しょうか、できないでしょうか。できるかど

今は再臨論の講義をする必要もありません。

うか見てみましょう。もう既に決まっている

「レバレンド・ムーンを知っていますか」と

のです。できるようになっているのです。

言えば、「その方は三十六万双の結婚式をし
た人で、これから三百六十万双を結婚させる

三万双の結婚式をしてすぐ「三年後に三十

人だ」と答えるのです。「その人は人ですか、

六万双を結婚させる」と言ったときに、誰が

メシヤですか」と言うと、「メシヤ」という

信じたでしょうか。神様とレバレンド・ムー

言葉がぴったりであって、「人」という言葉

ンしか知りませんでした。五カ月でそれをや

は合わないようになるのです。

り遂げました。これからは三百六十万双は、
問題にもなりまサん。インドという国のヒン

統一教会の文先生が真の父母の立場で結婚

ズー教徒だけでも一億を超えるし、パキスタ

式をして、全世界に氏族的メシヤとしての数

ンはイスラム教徒が七千万を超えます。彼ら

十万双を配置することができる時になりまし

がみな自分の国だけで三百六十万双をすると

た。三十六万双を配置する時代が来たので、

いうのです。アメリカは、お使いでもしてい

その一族は滅びるはずがないのです。それで

なさいというのです。

家庭を中心に、ザカリヤ家庭とヨセフ家庭が
一つになることができなかったことによって、

混乱した邪悪な性問題の解放を主張する世

成すことのできなかったイエス様の理想を、

界をほっておいてはいけないのです。神様が

すべて成すことができるようになったのです。

制裁を加えるのです。エイズという病気は罰

これからは新郎の家、そして新婦の家を一

です。罪を犯したので、罰を受けなければな

つにすれば終わるのです。それがカイン、ア

りません。この罰で死んではならないのです。

ベルです。新郎にも一族がいるでしょう。夫

これを防御しなければならないので、先生が

にも夫の家の一族がいるでしょうし、妻にも

仕方なく世界的な大家庭編成をするのです。

妻の一族がいるでしょう。ここに婿や嫁にな

三百六十万双を結婚させる時には、結婚する

ってすべてを一つに結んで百六十家庭さえ一

人たちが統一教会の結婚観を知ってから結婚

つになる日には、一族圏内でサタンが活動す

するでしょうか、そうでないでしょうか。こ

る舞台はなくなるのです。

れから問題になります。
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三十六万双をやっても今、問題です。小学
校の先生に、「先生、私たちは十一歳、十二

先生としてどんなに深刻だったか考えてみて
ください。

歳になったのですが、いずれは結婚するので、
聞きたいのです。統一教会で結婚することを

世界の真の父母圏の基盤を備えるために、

既成教会では『異端だ、悪い、悪魔だ』と言

世界的なこの運動をしました。そして今、祝

うのですが、統一教会の三十六万双は、国境

福も三万双から三十六万双、そして三百六十

を越えて地の果てから来た人もみな面会もせ

万双をしています。蘇生・長成段階を超える

ずに、写真で結婚しても幸せそうです。うち

のです。長成段階を超えたというのは、国家

の近所には、結婚をして暮らしても、一週間

的基準を超えたということです。イエス様が

もたたずに壊れた家庭があります。統一教会

失敗したイスラエル圏、国家を失ったのを復

の結婚式は正しいと思いますか」と質問され

帰することのできる時が来たので、このよう

たら、どう答えますか。そういう時が目前に

な観点で見ると、先生を中心とした家庭と氏

来ています。

族と民族と国家を探し出して、入っていかな
ければならない時が来たことが分かります。

私たちが三十六万双の祝福を果たしたので、

ですから王権時代へと超えていくのです。

三百六十万双を三年後にして、また三年後に
三千六百万双が祝福を受けるとすれば、世界

六) 完成的国際結婚――三百六十万家庭

に統一教会のカップルのいない所がなくなる
でしょう。どこでも祝福家庭がいるのです。

世界的な拡大は、祝福家庭を中心として行

そうなれば強力な力をもつようになるのです。

うのです。三万双から三十六万双、三百六十

その国では、どの村でも境界線がなくなるの

万双を中心として家庭的世界版図が形成され

です。すべての所が連結されているので、何

ることによって、神様個人よりも、神様の家

の問題もないのです。座ったまま電話で、世

庭や真の御父母様の家庭が行くのに、縦横を

界の三百六十カ国の友達をつくりながら暮ら

経なくても神様がこの地上に臨むことのでき

すのです。

る時代圈を迎えました。それで「天地父母天
宙安息圏」を宣布しました。それで蘇生、長

三万双、三十六万双、そして三百六十万双

成、完成を経て、世界の統一家庭が動くとき

を超える時代、そのような世界的な基準の方

に障害物がなく、歓迎を受けることのできる

向圏を今日に至って造成しながら万歳を叫び

時代になったのです。神様がどこででも休む

始めたのです。今日まで先生の生活は、悲惨

ことのできる時代になったのです。

でした！ 天下が喜ぶことのできるその日を

それでこの宣布式をしたのです。したがっ

迎えるために、歯を食いしばって死の道を歩

て今回、天の安息圏を宣布したので、世界的

んできました。四千年の歴史を四百年で復帰

な三万双、三十六万双、三百六十万双を中心

しなければなりませんが、四百年生きること

として三千六百万双、三億六千万双を祝福す

ができないので、一生涯の四十年以内に生涯

るのです。これら（三千六百万双、三億六千

をかけて成さなければならないということが、

万双）は、下りていくので簡単です。三億六
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千万双が分水嶺になったので、この峠を越え

百五十七万人、四捨五入すると、二千五百万

ることによって、世界の全人類は一つの家庭

を超えたのです。

になるのです。アダム家庭で始めたものを失
ったので、それを取り戻すために、国家でこ

すべての堕落した子孫の最高の願いは、

れを成そうとし、世界で成そうとしたので、

「どうしたら先生の血統圏につながるか」と

先生を中心として家庭で勝利、国で勝利、世

いうことです。それで親戚関係を結ぶのが最

界の版図で勝利したすべてのものを中心とし

高の希望です。先生の子女は何人でしょうか。

て、初めて全人類が解放圏に入ることができ

孫たちはどれくらいいるでしょうか。息子、

るのです。

娘が、孫をどれくらい欲しいかと聞きます。
一人ずつ生みましょうか。みんな少なくても

三億六千万双の祝福が終われば、どうなる

一ダースを超えなければなりません。大勢の

でしょうか。三百六十万双の祝福は、祝福に

人たちが待っているのです。黒人、白人、黄

おいて最高の山場です。山でいえば、エベレ

色人種みんなが待っています。そのような希

スト山のようなものです。今これを越えるの

望をもっている世界的な大氏族になるのです。

です。これが最も難しい峠です。それを越え

多くの血統圏につながることができます。三

て三万双が蘇生であり、三十六万双の長成、

百六十万双ではつながらないところがありま

三百六十万双の完成を成して三千六百万双へ

せん。至る所に必ず一双ずついるのです。

と進みます。全部三十六数なのですが、三万
双が出てきました。なぜ三数でしょうか。三

今日、統一教会は真の父母の家庭を中心と

数というのは過程的な数です。いつでも転換

して伝わってきた氏族で蕩減して上がってき

の時期には三面を広げていくのです。ですか

ました。そして水平線に上がって世界化の祝

ら三万六千双ではなくて三万双なのです。

福時代、一九五二年から一九九二年までの四
十年を過ぎて、一九九二年から国際的な祝福

三数がいつも分別期間になっているので、

時代へと超えたのです。祝福が国際時代へと

三万双を中心として、三十六万双、三百六十

超えたのです。氏族基準に入って、そこから

万双と、頂上に上るのです。それが最も難し

水平的な国際時代に入るのです。そして一九

いのです。これを全世界が注目しています。

九五年に三十六万双を祝福し、その次には一

すべての宗教圏で「統一教会が三十六万双を

九九八年六月十三日に四千万双の祝福をした

結婚させ、三百六十万双を結婚させるそうだ。

のです。これが世界時代において三万双、三

三十六万双は簡単だったけれど三百六十万双

十六万双、三百六十万双です。この三百六十

はできるだろうか」と言うのです。一年八カ

万双が峠です。ここから全世界水平時代に入

月だったか、何カ月でしょうか。それを誰も

るのです。

信じませんでした。しかし三百六十万双を七
月十五日を期して超えました。きょうまでで、

条件に引っ掛からないように、完全な作戦

二千五百万双を超えたのです。きのうまでで

のためのすべての責任を完遂しなければ、完

しょうか、おとといまででしょうか。二千四

成することはできません。延長し、また延長
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した先生の最後の方便であり対策が、正に三

三百六十万双の祝福が終わっても、おしま

百六十万双、三千六百万双、三億六千万双で

いではありません。町ごとに（祝福家庭が）

す。この最後の段階で責任を完遂したという

いるので旗を立てて全部祝福しなさいという

条件を立てて、万民解放を成すのが先生の責

のです。そうしなければなりません。旗を立

任であり、先生の思想です。先生が行く道です。

てて祝福するのです。サタン世界の地獄の民
が、天国の民に加入することのできる真の父
母の血族をすべて相続するのです。そうして

十二の峠を越えていくのです。十二の峠を

全部祝福するようになっています。旗を立て

迎えて世界に越えていき、天下は、その世界

て祝福を受けた人が、町内で一人残らず祝福

の懐に抱かれるようになっているのです。祝

を授けるのです。

福家庭の懐に抱かれる時が来るのです。です
から八月以前に三百六十万双を終えたときに

一九九七年八月九日までに三百六十万双の

は、三千六百万双は一年以内で終えるのです。

祝福が終わって、先生が七十七歳の七月七日

三千六百万双の祝福が終わったなら、また一

七時七分七秒のその日に三千六百万双の祝福

年以内の三億六千万双は問題ありません。そ

を宣布しました。誰でも祝福を受けるのです。

の次には三十六億をするのですが、三十六億

解放です。「三千六百万双を祝福する」と言

双になる七十二億の人が地球上にはいないの

えば、霊界が下りてきて強制的に打って、祝

です。人類は六十億しかいないのです。それ

福を受けるように引っ張っていく時が来るの

を何度かすれば終わってしまいます。このよ

です。

うにすれば二〇〇〇年内に世界は行き場もな
いように家庭版図に打ち込まれなければ、生

今まで宗教は個人の救いを語ってきました
が、これはどんなに簡単でしょうか。家庭の

きていく場所がなくなるのです。

救いと、国家の救いと、世界の救いと、天宙
家庭を中心として世界の基準を超えなけれ

の救いです。国家救援から、今は世界救援に

ばなりません。それで統一教会は、その日を

超えていく時なので、霊界の先祖たちを祝福

実現させるために合同結婚式をしたのです。

することができるのです。霊界や肉界や地上

三十六家庭から十数を中心として三万双、そ

で、家庭生活を真の父母と暮らした人が入る

の次には三十六万双、三百六十万双まで頂上

ところが、天上・地上天国であり、天上・地

の峠を越えるのです。分水嶺を越えるのです。

上天国の民になるのです。ですから霊界に行

ここまでが大変なのであって、これからは世

っている先祖たちを解放させるために、不可

界祝福の門をすべて開けるのです。三百六十

避的に宗親連合をつくらなければならなかっ

万双、絶頂の横的基準が立つことによって、

た事実を知らなければなりません。

この縦的な基準も比例的に高まるのです。そ

このために必死に努力しなければなりませ

れによって地上で全世界の氏族、民族、国家

ん。それが遅れれば遅れるほど先祖がドンド

を超えて祝福を受けたのと同様に、天上世界、

ンドンと足踏みしながら、「こいつ、なぜこ

天使長圏世界までみな祝福を受けるのです。

のように遅いのか」と言うのです。「早く、
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早く」と言って、解放されたがるので、天使

祝福家庭を超国家的、超世界的、超民族的、

長圏の解放が起こるのです。地上で天使長圏

超宗数的な水平線に置いてするのです。三百

を祝福すれば、天上世界が祝福を受けられる

六十万双を祝福すれば終わるのです。そうす

のです。それで興進君と大母様が「三百六十

れば世界は、家庭を訪ねていくために統一教

万双祝福！」と言えば、直ちに先生が霊界に

会の教理を知らなければならなくなるのです。

祝福することのできるものを与えるのです。

何の力で、一人の人が三百六十万双を国境を
越えて統一することができるでしょうか。そ

レバレンド・ムーンの公式的な名前、神様

のような力をもったという事実は、永遠に歴

が制定した名前が「真の父母」です。このよ

史の誇りとなる事件です。それで、鳩のよう

うなものを八段階に上がっていくのを平面的

に小さな一双が結婚することが問題でしょう

にしたのです。蕩減法のとおり、心のままに、

か。そうして一族が心配し、母親が鴇が鳴く

世界的な家庭を編成したのです。ここで三百

ときのようにのどを詰まらせながら、結婚を

六十万双が祝福を受けるのです。

どうするかと悩み、心配しながら眠れない、
そのような環境から抜け出すことができるの

二次四十年路程がこれまで短縮されてきま

です。

した。このようになると、これからは自由結
婚時代へと超えていくのです。父母が決定す

そして、小学校の先生がこれを知らなけれ

れば、自由にするのです。これからは、先生

ばなりません。「先生、三百六十万双が結婚

が結婚を決めないのです。三百六十万双の結

したのは事実ですか、うそですか」と聞いた

婚のあとは、何人かだけ先生が祝福してあげ

とき、先生はどう答えるでしょうか。「うそ

るのです。そのようなすべての関係が完全に

だ」と言うでしょうか。そのような先生は、

できているので、十代、聖婚式当時のお母様

偽者になるのです。「その内容は何ですか」

の年齢以上の人はみな解放してあげるのです。

と聞かれた時に、説明できなければ落第です。

それで十九歳、十八歳まで結婚させるのです。

蕩減条件を先生が立てました。一週間以内
に百六十家庭、千六百家庭も祝福することの

三百六十万双の祝福をしたので、また、三

できる時代になりました。三十六万家庭で実

千六百万双が祝福を受ければ、世界の町々に

ったでしょう。大韓民国の人に「三十六万家

は、統一教会のカップルのいない町はなくな

庭を祝福し、七十二万人を結婚させた文総裁

るでしょう。どこにでも祝福家庭がいるので

は立派ですか、悪い人ですか」と聞けば、何

す。そうすれば強力な力をもつようになりま

と答えるでしょうか。もし「悪い人だ」と答

す。その国では、どこにも境界線がなくなる

えれば、「その悪い人のもとに、世界の大統

のです。すべての場所がつながるので、何の

領がいるし、学者、博士が並び、優秀で立派

問題もないのです。座ったまま電話で、世界

な人たちが従っていますが、みなあなたより

の三百六十の国の友達をつくりながら暮らす

劣っているので祝福を受けたのですか」と問

ことができるのです。

い詰めるのです。三尋の竿でかき混ぜても引
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っ掛かるところがありません。そのような時

族の編成と三大天使長を連れて天の前に行か

代になりました。

なければならないというのです。それで統一
教会の文先生も、三人の息子、娘、三十六家

三十六万双が三百六十万双になり、三千六

庭を立て、三十六家庭の婚約式を行ってから

百万双になり、三億六千万双、三十六億双へ

結婚式をしたのです。すべてが原理的です。

と広がっていく時、人類社会から初めてエイ

水も漏らさぬ組織編成をしてきたのです。ア

ズが撲滅され、神人が一体化した純潔な真の

ダムが家庭を失ったので、再び家庭を探し出

愛の世界が実現されるのです。これは夢では

さなければなりません。

ありません。神様の地上天国建設の大歴史の
中でその実現は、必至の事実です。人間の業
ではなく、それは神様のなさる業だからです。

先生を中心として見れば、縦的立場の子女
たちがいて、子女を中心として見れば、横的
な立場の兄弟がいますが、横的基盤で私たち

第三章 祝福家庭の摂理的意義

の子供の中の代表としてアベルの位置に立っ

一 三十六家庭

たのが誰かというと、興進だったのです。二

一) 三家庭をまず祝福

番目、二番目だというのです。私たちの統一
教会で見れば、三十六家庭を立てるためには

一九六〇年に先生の聖婚式を挙げる前に、

イエス様の三弟子、天使長の家庭を代表した

三十六家庭の中の三家庭を婚約させて先生が

三数を解決しなければならないのです。その

聖婚式を行ってから、この三家庭を祝福しま

三数が決定されたので、アダム家庭、ノア家

した。それは、イエス様を中心としたペテロ、

庭、ヤコブ家庭の三十六家庭の型が出てきた

ヨハネ、ヤコブのように、先生を中心として

のです。

三子女が神様の理想圏に立ったという条件を
立てたのです。完全に分かれることができな

三十六家庭で代表されるこの三家庭の中で、

いという勝利基盤を立てたのです。

最初の家庭が金元弼家庭です。歴史は、誰で

最初にしたことが三家庭の祝福です。一九

もその場に立てるようにはなっていません。

六〇年に先生が聖婚式をする前に、この三家

これこれこのようなプログラムによる、様々

庭の基盤がなければ聖婚式はできないように

な背後の内容が霊的な世界にできていなけれ

なっていたのです。お母様を迎える時に、こ

ば、長子の位置に立てることができないので

の人たちの相手をすべて決めておいて、先生

す。そのような人が金元弼なのです。その次

が結婚式をまず行い、次に彼らも祝福してあ

に二番目は誰かといえば、劉孝元です。そし

げたのです。そのように原理の道を合わせて

て三番目は、金榮輝です。

きたのです。
三家庭を中心として十二人を立てなければ
アダムの前に三大天使長、アダムの八人家

なりません。この十二人は、歴史的な使命を

族を編成しなければなりません。三大子女、

果たさなければなりませんが、十二人だけで

信仰の息子、娘を立てて結婚すれば、八人家

は駄目だというのです。過去の十二人、現在
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の十二人、未来の十二人、三十六数を決定し

さらに、家庭勝利の完成で三時代を横的に一

なければならないのです。それで三十六家庭

代に蕩減した歴史的意義をもつのが三十六家

となるのです。アダム家庭からノア家庭まで

庭の祝福だというのです。

十代、ノア家庭からヤコブ家庭までの十代、
摂理史的に見れば三十六家庭の第一家庭は、

ヤコブ家庭の十二人の子供、二千年歴史の先
祖を連結できなかったのを、すべて圧縮した

アダム家庭を復帰した立場です。アダム家庭

のが三十六家庭です。

のカイン、アベルを含み、ノアまで十二数で
つながっているので、これを蕩減するために
十二家庭を立てたのです。第二家庭は、ノア

二) 三十六家庭を立てた意味

からアブラハムを復帰したことを意味します。
三十六家庭は、第一家庭、第二家庭、第三

アブラハム家庭にサタンが侵犯することによ

家庭で構成されています。第一家庭は、旧約

り、イサクとヤコブに延長された十二代を象

時代を象徴していますが、それは神様の許可

徴します。ヤコブは、十二人の子女を通じて

なしに結婚した立場です。第二家庭は、新約

歴史上初めて縦的な摂理を横的に蕩減復帰し

時代を象徴していますが、新約時代は、地上

たので、三十六家庭において第三家庭がそれ

で初めて神様が選んでくれる結婚を願った時

を象徴するのです。ヤコブが成した個人的勝

代です。しかし、イエス様が十字架で亡くな

利の基台の上に出発した家庭は、旧約時代、

ることによって失敗し、新婦は新郎がやって

新約時代、成約時代を象徴したものでもあり

来ることだけを待った時代です。

ます。

第三家庭は、成約時代を象徴しますが、成
約時代は、完成の時代で、神様の家庭の出発

三十六家庭は、三十六代と同じです。三十

を願う時代です。現在の摂理は、ヤコブが勝

六家庭は先祖なのです。神様の復帰摂理の中

利した象徴的復帰摂理を経ています。したが

で先祖が失敗したことを、すべて取り戻した

って先生は、僕の時代と養子圏時代を蕩減復

型です。イエス様の時代の十二弟子を代表し

帰して、神様の真の子女時代を成し遂げなけ

た歴史的な過去、現在、すなわち旧約時代と

ればなりません。この三時代の路程を象徴的

新約時代を、すべて蕩減して取り戻した型が

に復帰するのが三十六家庭です。

三十六家庭だというのです。言い換えれば、
成約時代は旧約と新約を完成しなければ出発

三十六家庭の中で、第一家庭は、既成家庭

することができないのが原則なので、これを

で旧約時代に該当し、イエス様の時代は、結

すべて清算するために三十六家庭を取り戻さ

婚を願ったけれども成せなかった時代で第二

なければならなかったのです。

家庭がそれを象徴します。第三家庭は、すべ
先生が個人的な勝利の基盤の上に、横的な

ての苦難に勝って、勝利したヤコブのように、
成約時代を象徴します。特に三十六家庭は、

家庭的蕩減の基準を準備しなければならない

先生を中心として一代に旧約時代、新約時代、

ので、三十六家庭を祝福するようになったの

成約時代を蕩減する勝利的基台となるのです。

です。ノア家庭から勝利の基準を築いたでし
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ょう。伝統的家庭の基準を中心として立てた

言い換えれば、自分勝手に結婚した人、そ

のがノア家庭です。その次にヤコブ家庭、第

の次には、自分勝手に相対的関係を結んだけ

三家庭とは何でしょうか。これは清い青年男

れども結婚できなかった人、すなわちイエス

女たちです。ここから地上の基盤は、すべて

様と聖霊が今まで婚約段階にありながら新し

蕩減復帰して完全なものを立てなければなり

い家庭を収拾する、そのような型の人がいま

ません。それでヤコブ家庭型の十二家庭を中

す。その次は、純潔な青年男女がいるのです。

心として横的な四方向性が起こるのです。

このような型をすべて蕩減復帰するためには、
縦的な歴史時代を代表して家庭的に収拾して

これが三十六家庭を中心として全体を代表
した立場で基盤を築くようになります。それ

おかなければならないので、それで三十六家
庭が出てきたのです。

が十二支派を中心として、三時代の十二型で
イエス様が十二弟子を取り戻し、アダム家

す。ヤコブを中心として見れば、蘇生、長成、
完成の三時代です。これがすべて一つとなら

庭からノア家庭、ヤコブ家庭までの三時代の

なければなりません。

代わりにしてみ旨を成そうとしたことを、蕩
減復帰するために三十六家庭を立てたのです。

三十六家庭は、歴史時代において復帰摂理

このように連結してきたのです。このように

の使命を担った時代の数多くの善なる先祖を

先生は、どれ一つ取っても適当にやったこと

代表した家庭です。その先祖が縦的に失敗し

はありません。

たことを横的に実体復帰するために、先祖の
復活体としての責任をもった、選ばれた家庭

再臨主は、アダム家庭の立場を蕩減復帰し

です。この三十六家庭は、三十六億の世界人

なければなりません。したがってアダム、ノ

類を代表しているということを皆さんは知ら

ア、アブラハム型の家庭を取り戻して先祖に

なければなりません。

立てなければなりません。そのためには、ま
ずアダム型の十二家庭を取り戻し、ノア型の

世の中を見れば、家庭をもった既成家庭と
家庭をもっていない人がいます。また、家庭

十二家庭とアブラハム型の十二家庭を取り戻
して、縦的な先祖を立てなければなりません。

をもっていない人の中にも二つの種類があり
ます。一つは、自分勝手に男女関係を結んで

三十六家庭は、私たち人類歴史の先祖が復

失敗した者です。このように世界の人々を分

活したものです。その先祖が復活してどのよ

ければ、三種類になるのです。自分勝手に結

うなことをするのでしょうか。地上世界の人

婚した人、その次に自分勝手に男女関係を結

間が六千年間縦的に繁殖したものが、横的に

びながら家庭をもっていない人、今そのよう

展開しているのですが、これをすべてつなぐ

な人が多いでしょう。その次には純潔な青年

ようなものです。これが全体の縦的蕩減にお

男女、このような内容でもつれ合っているの

いては十二代、代数では十二です。地上でも、

が世界人類です。世界人類を縦的に見れば三

この十二ですべて連結されました。地上でも、

種類なのです。

蘇生圏が既成家庭、長成圏は、愛の関係はも
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今後、み旨が成し遂げられた時には、三十

ったが結婚式を挙げていない者、その次に完

六家庭の中で誰が中心になるかといえば、第

成圏は、清い青年男女です。

三家庭が中心になるのです。こういう話は、
三十六家庭は、すべて十二数です。アダム

先生から初めて聞いたでしょう。では、再臨

からノアまでは十代ですが、十二数です。カ

主が来られる所とはどこでしょうか。この既

イン、アベルで十二数になりました。その次

成家庭を訪ねてくるのではありません。自分

は、ノアからアブラハムまでが十代ですが、

勝手に愛の関係を結んだ人を訪ねてくるので

イサク、ヤコブを入れて十二数です。こうし

はなく、清い青年男女を訪ねてくるのです。

てヤコブの時になって初めて十二数の基準を
中心として、横的に展開することにより世の

先生が三十六家庭を組んであげなかったと

中に着陸したのと同じように、統一教会も、

すれば、皆さんは、天上世界に入っていって

やはり三十六家庭が出てくるのです。

立つ場所がないのです。このようなことを知
っていますか。ここでそれを拡大すれば、全

アダム家庭型、ノア家庭型、ヤコブ家庭型、

世界がその範囲の中に入るのです。既成家庭

これが第一家庭、第二家庭、第三家庭です。

を蘇生とするならば、長成は第二家庭です。

これを中心として歴史時代のすべてのもの、

それでこれをアダム家庭、ノア家庭、ヤコブ

旧約時代と新約時代を経てきたすべてのもの

家庭、このようにいうことができます。ヤコ

を成約時代に一つにつないできたのです。霊

ブ時代となって初めて平面時代、横的に越え

的世界を代表して、これらを連結させ、地上

てきたのです。十二支派を中心として横的に

に先祖たちを一つにつないできたのです。そ

越えていくのです。
天上世界に行けば十二の真珠門があり、十

れで三十六家庭は、みな先祖たちです。

二支派があるように、また地上世界に十二カ
三十六家庭とは、いったいどんな家庭でし

月があるように、先生を中心とした十二支派、

ょうか。三十六家庭の中で第一家庭は、自分

これがすべて合わなければいけないのです。

勝手に結婚した者をすべて連れてきて神様の

イエス様を中心として十二弟子がいたように、

前に連結させたのです。その次に第二家庭は、

先生を中心として三十六家庭がありますが、

愛を成し遂げられなかった、このような内容

その中で十二家庭の代表が清い青年男女たち

をもった人たちをすべて組み合わせたのです。

です。これを中心として、その次は自分勝手

そのまま単にペアを組んで祝福したのではな

に生きてきた人たち、その次は家庭をもった

いのです。それはなぜでしょうか。世界の

人たちです。この人たちが一つになったとい

人々を救うためです。その次に第三家庭は、

う条件を立てなければ、入っていく道がない

清い青年男女たちです。既成家庭は、第二家

というのです。

庭の前に絶対服従しなければなりません。霊
界に行けば分かるのです。その次に、第二家

清い青年男女として先生から祝福を受けた

庭は、第三家庭に絶対服従しなければなりま

家庭は、先生と連結することができる基準が

せん。

立てられています。それで今後、家庭的基台
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においての中心は、清い青年男女として祝福

統を中心として横的な伝統の因縁を七十二家

を受けた家庭です。このようなことを知り、

庭と百二十家庭が立てていくのです。このよ

皆さんが今後、家庭の秩序を立てていかなけ

うな立場で見るとき、三十六家庭の責任がど

ればなりません。三十六家庭を見るとき、第

れほど貴重なのかを皆さんは知らなければな

一家庭、第二家庭、第三家庭の中で、第三家

りません。

庭が中心になるのです。
霊界に行けば、正式に清い青年男女として
三十六家庭は、アダムからノアまで、ノア

祝福を受けた者と、既成家庭が受けた祝福は

からアブラハムまで、アブラハムからヤコブ

違うというのです。霊界に行けば、天は三層

までを経て、十二の子女を中心として、全体

になっています。現実の社会にも上中下があ

的な摂理の基盤を築かなければなりません。

るように、霊界もそうだというのです。それ

これは、過去の歴史を成し遂げようとするの

では三十六家庭はどうでしょう。各々十二家

ではありません。先祖が失敗したことを現実

庭ずつアダム家庭、ノア家庭、アブラハム家

において、横的に一度に蕩減復帰するためな

庭の代わりとなる三十六家庭を見るとき、ど

のです。これを成すための闘いが三十六家庭

の家庭が一番貴いかといえば、一番最後の家

を中心として起こるのです。

庭が一番貴いというのです。今後は、そのよ
うな家庭を貴ばなければなりません。今は、

先生がこの世の事情を知らずに、そのよう

そのような時になっていないからそうなので

なことを言っているのではありません。人間

あって、みな差があるというのです。違うの

の事情よりも神様の事情がもっと哀れで、人

です。

間の意志よりは神様の意志がより大きいので、
責任をもってこれを成そうとしたのです。神

私がお金を投入して金の指輪、服などを買

様が子女を失った歴史的な恨を蕩減復帰しな

ってあげたのです。そのようなことを、なぜ

ければならないので、縦的な歴史を現実にお

するのでしょうか。三十六家庭は、結婚費用

いて横的に蕩減復帰して、先祖の願いと、先

も出さなかったでしょう。人の子を連れてき

祖が立てようとした基準を再び取り戻さなけ

て、自分の子以上の結婚式をしてあげました。

ればならない立場にあったので、三十六家庭

一次、二次、三次と、世の中がどんなに反対

を祝福したのです。

しても堂々と行いました。全く、そのような
ことをすれば土地が生じますか、お金ができ

三十六家庭の責任とは何でしょうか。今ま

るでしょうか。何ができるというのでしょう

での歴史的なすべての蕩減条件を食い止める

か。先生に度胸がなかったならそのようなこ

ことです。言い換えれば、サタンを完全に消

とが成せたかと、考えてみてください。大韓

し去ることのできる一つの完璧な囲いになら

民国が騒いでも、既成教会が騒いでも、微動

なければなりません。それでこの家庭のすべ

だにしなかったのです。米国が騒ぎ、全世界

ての伝統と思想は、サタンとは完全に隔離さ

が騒いでも、微動だにしませんでした。それ

れた伝統を立てなければなりません。この伝

で、今ここまで来たのです。
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三) 三次にわたって祝福――数多くのエピソ

変だったか分かりません。騒いでみろという

ード

のです。私が既に決めて行うのです。警察が
動員されても私が言ったとおりに、そのまま
するようになっているのであって、自分勝手

一九六一年の三十六家庭の祝福式の時に、

にするようにはなっていないのです。

乱闘劇が起こりました。門に警備兵を立てて
結婚式を行うほどでした。しかし先生は、誰

韓国で三十六家庭の結婚式の時は、自分の

がどんなに騒いでも、すべきことは、すべて

親も天使長の扱いをしたのです。親にも全く

行います。三十六家庭の親たちが集まって来

知らせなかったのです。仕方なくあとで、一

て、あらゆる罵声を浴びせながら大声を張り

週間前に、「礼服も着て来なければならな

上げました。またひどいのは、先生を「監獄

い」という条件を立てて、通告したのです。

にほうり込んでやる」と裁判所に何十枚もの

それでののしりわめき、「他人の息子、娘を

投書をして、先生が裁判所に呼ばれていくこ

連れていって誰が結婚式をするのか」と物議

ともありました。

を醸しましたが、仕方ありませんでした。親
がどんなに気分を悪くしたか考えてみてくだ

特に、過激になって練炭の灰をばらまきな

さい。それでそのまま鉄の門を閉じて、誰も

がら「統一教会をなくさなければならない」

入ってこられないようにしました。そのよう

と言う人が十二人いました。統一教会は、そ

なことをして、すべて分別したのです。

のようなところで大きくなりました。反対さ
れるその立場で、勝利の基盤を築かなければ
ならなかったのです。反対されて冒険をする

三十六家庭の幹部の中のある人の親は、相

立場で、勝利の基盤を築かなければならない

当な名士で、文先生のような人は夕日のよう

のです。

に過ぎ去る金サッカ（韓国の詩人）ほどにも
思わないで、ああだこうだと言ったのです。

私が三十六家庭の合同結婚式をする時、新

その人の娘を結婚させる時、私が通知を送り

郎新婦のお父さん、お母さんに私の名前で招

ました。その人は、自分の娘が結婚するとい

待状を送りました。「お父さん、お母さん、

って結婚式場に堂々と入ってこようとしたの

何日にあなたの息子、娘が青坡洞教会で結婚

です。しかし、統一教会の結婚式に参加する

式をします。それで来たる時には、このよう

には礼服を着てこなければならなかったので

な礼服を着て来れば参加できますが、そうで

す。（礼服ではなく）自分の洋服で入ってこ

なければ参加できません」と招待状を送りま

ようとしましたが、入れてくれないので大騒

した。

ぎになったのです。娘の結婚式なので入らな
ければならないのに、入れないので仕方なく、

そのようにしたところ「全く、そのような

統一教会の教会員のところに行って、「頼む

話がどこにあるか。誰が人の子の結婚式の招

から礼服を貸してくれ」と言って、礼服を着

待状を送るのか」と大騒ぎして、どんなに大

て入ってきたのです。
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三十六家庭の合同結婚式をする時にも、お

他人の父を盗んだ人となり、「私の娘を出

父さん、お母さんに知らせることができるで

せ」と言うので、他人の娘を盗んだ人になっ

しょうか。駄目だというお父さん、お母さん

てしまったのです。

に会って、説得しようとする子を歓迎するで
このようにして、けんかをしながら「やあ、

しょうか。そうではないですか。それは明ら
かなのです。お父さん、お母さんが来れば喜

文なにがし！

出てこい！

やつが出てきて、

ばしい日となり、目が細くなりますが、先生

うちの家をめちゃめちゃにして、うちの娘を

という人は、それをすべて知っていながら、

気違いにした！」と言うのです。結婚する場

そのお父さん、お母さんに尋ねてから紹介す

合、親から承諾を受けなければならないのに、

るようになっているでしょうか。

結婚式の日に親に、「来たければ、こういう
礼服を着て来てください」と通知を送る、全

しかし、通知はしなければならないので、

くそのような話がどこにあるかというのです。

結婚式をする前日の何時間か前にちょうど到
着するようにするのです。「あなたの息子、

そのようなことはあり得ないのを、私はよ

娘が貴い結婚式を行います。御来賓なされま

く知っています。それを知らなければ楽です

すようお願いします」、そのようにすべて通

が、知っているので息が詰まるのです。そう

知したのです。

でしょう。知らずにすれば悪口を言われても
「なぜですか」と言えますが、非難されるこ

先生の時代にどんな革命をしたかといえば、

とを明らかに知っていながらするのです。こ

伝統を完全に覆しました。キリスト教の伝統

のようなことを知っていながらも、しなけれ

を完全に覆して、大韓民国の伝統を完全に覆

ば蕩減にならないのです。目をつぶって、い

しました。お父さん、お母さんを否定しまし

い加減にしてはならないのです。

た。皆さん、祝福を受ける時、皆さんのお父
三十六家庭が結婚式をする時、一つは夜に

さん、お母さんに先生が相談して祝福しまし
たか。一言もしていません。先生が主体です。

行い、一つは昼に行い、一つは夜明けに行っ

三十六家庭の時にはお父さん、お母さんが来

たのです。なぜでしょうか。自分の息子、娘

られないようにしました。無条件、礼服を着

を出せと、みんなが反対をしたからです。神

て来いといいました。それで大騒ぎとなった

様のみ旨から見た時、偽りの父母から出発し

のです。革命の中の革命なのです。完全に覆

たので、真の父母の立場で、すべてのものを

したのです。

コーチしなければならないというのです。親
たちも反対しましたが、国も反対しました。

三十六家庭の結婚式をする時、一次の結婚

私が裁判所に行って、調書を作ってきて結婚

式は何時にしたでしょうか。夜明けにしたで

式をしたのです。そのようにやってきたこと

しょう。闘いながら「やあ、私の父を出

を、誰も知らないでしょう。先生が立つ位置

せ！」、「私の娘を出せ！」と言いながら騒

がなかったのです。そこから冒険をしてきた

いだのです。「私の父を出せ」と言うので、

のです。
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先生がおもしろい話を一つしましょうか。

分の息子に妻をめとらせるのは、親の一存で

私たちの韓国で三十六家庭の合同結婚式をす

決めることなのに、統一教会の先生が独断で

る時、その娘婿も今この席にいるのですが、

結婚させるというので、わめいたのです。す

ある人が訪ねてきました。自分の二人の娘が

なわち、サタン世界の親だからです。神様の

二人とも統一教会に引っ掛かったというので

息子、娘をサタンが奪っていったので、先生

す。自分はある学校の校長先生なので、良い

が再び奪い返して蕩減復帰するのです。歴史

お婿さん候補にある先生たちを選んでおいた

的に失った息子、娘を再び取り戻して蕩減復

と、絶対合同結婚式をさせることはできない

帰するためでした。それで式を早く終えたの

というのです。しかし先生は、「反対をする

です。蕩減復帰歴史なので仕方がありません

ならしなさい。あなたの娘は私が嫁に送る」

でした。

と言いました。
二 七十二家庭
三十六家庭を選ぶ時、その親たちに先生が

一) 七十二家庭の祝福の意義

相談したでしょうか。他人の子を連れていっ
て相談もしないで、招待状も出さないで、す

今まで先祖が責任を果たせなかったことだ

べて先生の勝手に結婚をさせたので、悪口だ

けが間違ったのでしょうか。そうではありま

けでなく、棒でたたかれるようになっている

せん。先祖も過ちを犯しましたが、兄弟が間

のです。昔のイスラエル民族だったならば、

違ってそのようになったのです。それで、三

服を破られ、刃物で刺されて死んでいたこと

十六家庭の前に兄弟のような立場としてカイ

でしょう。しかしそれを、みんなが何をして

ン、アベルの二人を立てたのが七十二家庭で

いるのか分からないように、あっという間に

す。七十二家庭を立てることによって、ヤコ

片づけてしまったのです。

ブの代まで、地上に横的基盤を築く時まで、

サタンの子をみな連れてきて、神様の子に

家庭を中心としてカイン・アベルの二つの型

して結婚させました。天の宇宙的な運勢で復

を復帰した基準に立てたのが七十二家庭です。

帰路程を完結させるのに、誰に相談しなけれ

それによって今までの直系先祖の家庭が、

ばならないでしょうか。祝福してあげるのに、

すべて復活した型として地上に現れたのです。

誰に相談しますか。三十六家庭は何かといえ

これによって重要な中心が決定されたのです。

ば先祖です。先祖となる愛を成すのに、肉親

十二家庭を中心としてイスラエル支派型の出

のお父さん、お母さんに相談できますか。神

発が行われたのです。今日、私たちが七十二

様に相談しなければならないのです。

家庭を立てたので、先祖を中心とした基盤が
この地上に立てられたのです。

三十六家庭の祝福も、真っ暗な夜中にしな
ければならなかったので、門を閉めて成婚式

先祖の前に二人の息子の家庭型を編成しな

をしたのです。その時、「私の息子を出せ、

ければならない摂理的意味があったので、こ

私の夫を出せ、他人の息子、娘を連れてきて

れを立てるために三十六数の二倍の七十二家

何をするのか」などの罵声を浴びました。自

庭を立てたのです。縦的な歴史路程において、
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アダム家庭で成し遂げられなかったことをカ

それでサタンを防ぐことができる絶対的な基

イン・アベル家庭が完結させなければなりま

準が立てられたのです。皆さんは、七十二家

せんでしたが、完結させることができなかっ

庭がどのくらい深刻な位置に立っているかを

たのです。すなわち、蕩減条件を立てること

知っていますか。

ができなかったのです。
七十二家庭は、三十六家庭の祝福基盤の上
ところがカイン・アベル家庭型の七十二家

に立てられました。七十二家庭は、アダム家

庭を祝福することによって、延長した縦的な

庭を中心として復帰されたカイン・アベル家

摂理が平面的な一つの基準点で勝利の基準を

庭を象徴します。アダム、エバが神様の前に

立てることができたのです。三十六家庭と七

立つためには、カイン、アベルが完全に一つ

十二家庭を立てることによって、縦的なカイ

になった基台の上に上がらなければなりませ

ン・アベル型の理念的基盤がすべて地上に造

ん。アダム、エバが人類の先祖として完全な

成されたのです。その次に平面的に縦的家庭

父母の立場に立つためには、カイン、アベル

型を復帰しなければならないのです。その家

が完全に一つにならなければなりません。

庭は、すべてアダム家庭を復帰するための型
三十六家庭は、先祖格のアダム家庭を象徴

です。

しています。したがって三十六家庭は、カイ
三十六代が失敗したことを復帰したという

ン、アベルが一つになった家庭の基盤の上に

基準を立てたのが三十六家庭ですが、そのよ

立ってこそ、父母の資格を備えるようになっ

うにして先祖となった三十六家庭だけでは駄

ているのです。七十二家庭が三十六家庭の二

目なのです。争いは、どこから始まりました

倍になっているのも、カイン、アベルの立場

か。アダムとエバの息子のカインとアベルか

だからです。

ら争いが始まりました。それで、この世界が
このように壊れました。それは何のことかと

七十二家庭とは何でしょうか。聖書で見る

いえば、その子孫がみなけんかをする世界を

ように、七十門徒といい、七十二門徒ともい

つくったということです。これを蕩減復帰し

いました。もともとは、この七十二数が合う

なければなりません。

のです。七十二数。十二支派を中心として六
数、六人の族長たちが合わされば二掛ける六

そのためには、三十六代の息子、娘が神様

は十二、十二掛ける六は七十二なのです。七

の前で争わないで一つになったという条件を

十人ならば数が合いません。それで七十二家

立てなければなりません。それでカイン、ア

庭が、もともと合っているのです。

ベルに分立した数、すなわち三十六を二倍し
た数の七十二家庭を立てたのです。この七十

この七十二家庭は何かといえば、中心家庭

二家庭が立てられることによって、カインと

の三十六家庭、すなわち先祖家庭の前にある

アベルが争わないで四位基台を成すことがで

息子、娘と同じです。子孫なのです。神様の

きる歴史的な先祖の基礎をつくったのです。

み旨の中で先祖がみ旨を成し遂げられなかっ
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家庭でいつも問題になるのは、父母と子女

たことは、その先祖の家庭においてカイン、
アベルが一つになれずにみ旨が延長されたと、

が一つになることです。アダム家庭において、

このように見るのです。

アダムとカイン、アベルが一つにならなけれ
ばならないのです。神様の前に一致させるこ

カイン、アベル、息子、娘、兄弟が一つに

とができる家庭になるためには、父母と二人

なった、その家庭の基盤をもてなかったので

の息子が一つになったという条件を立てなけ

す。七十二家庭とは何でしょうか。全体を合

ればなりません。そうでなければ神様の前に

わせてみれば、三十六家庭の倍数です。それ

立てないのです。それが三十六家庭の二倍に

でカイン・アベル家庭の三十六家庭の息子を

当たる七十二家庭なのです。

中心としたアベル的三十六家庭とカイン的三
この七十二家庭は、イエス様の七十門徒に

十六家庭、合わせれば七十二家庭と同じです。
それは何かといえばカイン、アベルが一つに

該当する数です。私たちが家庭を取り戻すこ

なれずに、歴史的先祖が失敗したことを蕩減

とによって、この家庭はイエス様の十二弟子

復帰するための代表的家庭です。このように

と七十門徒を中心として氏族を編成しようと

見るのです。

したのを成した型です。イエス様が十二弟子
と七十門徒を家庭型として復帰した氏族型が、

三十六家庭から七十二家庭、百二十家庭は

七十二家庭です。

一チームです。分けることはできません。三
言い換えれば、この三十六家庭と七十二家

十六家庭は歴代の先祖のことをいいます。次
に七十二家庭は、息子、娘のことをいいます。

庭は、イエス様のイスラエル民族を中心とし

百二十家庭は、世界国家の祭司長のことをい

た十二支派と七十門徒のようなもので、イス

うのです。十二支派のことをいいます。十二

ラエル民族を指導し得る代表的型を復帰した

支派の世界的分派型をいうのです。問題は、

型なのです。これは、神様がイスラエルを中

先祖とカイン、アベルと十二支派が一つにな

心として取り戻そうとした基本数が取り戻さ

ればいいのです。それが復帰歴史です。

れた型です。

七十二家庭は、どんな家庭でしょうか。家
今日の「私」という存在は、過去の結実で

庭を完全復帰しようとすれば、カイン・アベ

あり、現時代の中心であり、未来の出発です。

ル家庭が一つにならなければいけません。ア

すなわち、三時代を代表した結合体だという

ダム、エバが完全に神様の前に立とうとすれ

のです。この三時代の形を結合したのが三十

ば、カイン、アベルが完全に一つになった基

六数です。十二数に三時代を掛ければ三十六

台の上に上がらなければならないのです。先

双になるのです。この三十六双を中心として

祖というのは、父母の立場です。この父母の立

カイン・アベル型の息子、娘を復帰しなければ

場が完全に神様の前に立とうとすれば、カイン、

ならないので、七十二家庭が出てくるのです。

アベルの基台を復帰しなければなりません。
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三十六家庭は、先祖です。先祖が立とうと

と国を連結することができる橋を架けようと

すればカイン、アベルが一つになった家庭の

したのに、その橋が崩れてしまいました。そ

基盤がなければならないので、三十六家庭の

うして家庭的基盤をもつことができなかった

二倍の七十二家庭になります。七十二家庭は

イエス様、氏族的基盤をもつことができなか

イエス様を中心とした七十門徒に該当します。

ったイエス様、教会基盤をもつことができな

それが一つになった地上の蕩減圏を成し遂げ

かったイエス様となったのです。

たので、神様の摂理はますますその基台が拡
大されるのです。こうなると先祖の家庭を中

次に、七十門徒が一つになることができな

心としてカイン・アベル家庭が一つになるの

かったのです。この七十門徒は十二支派の代

で、摂理歴史においてそれは、家庭を中心に

わりであり、七十長老を代表したものです。

必要としたすべてのものが備わったことにな

これが七十門徒ではなく、七十二門徒になら

ります。家庭復帰を完成したことになります。

なければならないのです。十二支派に六人ず

それが七十二家庭までの祝福です。

つとすれば、七十二人です。それで統一教会
では、七十二家庭を祝福したのです。聖書を

七十二家庭の祝福が成就することによって

見れば、新約には七十二人ですが、旧約は七

初めて、地上に神様を中心として平面的にも

十人となっています。七十二人が合っている

立体的にも一つの段階を成すようになったの

のです。七十人では合わないのです。

です。したがってこれが決定されることによ
復帰歴史とは、カイン、アベルの歴史です。

って、中心的基準が立つのです。

カイン、アベルの歴史なので、このような先
すなわち、神様の摂理により決定されなけ

祖の前に二人ずつ、カイン、アベルだけを組

ればならない中心点が縦的な足掛かりとして、

んでやれば、今まで歴史時代において先祖が

完全な歴史の勝利者として立つことは、三十

失敗したすべてのものを蕩減する条件となる

六家庭、七十二家庭が一つになることによっ

のです。先祖がなぜ失敗したかといえば、カ

て成されるようになります。その中心点が決

イン、アベルが一つになれなかったからです。

定されれば、神様が要求してこられた中心的

カイン、アベルを中心として信仰基台と実体

先祖の勝利圏を成すことになります。それは

基台がすべて成されるのです。ところが、そ

完全な基台なので、それを横的に展開しなけ

の先祖を中心としてカイン、アベルの基準を

ればなりません。

完結できなかったので、それを完結するため
の条件をこの地上の横的基盤に合わせるため

イエス様が天国を成すことができなかった

のものが七十二家庭です。

のはなぜでしょうか。氏族が協助することが
できず、次に十二弟子が協助できなかったか

地上天国を成し遂げるためには、家庭を成

らです。三弟子と十二弟子が協助できなかっ

さなければなりません。イエス様の三弟子、

たのです。その次に氏族を中心として、十二

十二弟子、これは三時代の蘇生時代、長成時

弟子を中心として、七十門徒を中心として国

代、完成時代です。それを代表した三十六家
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庭。その次は七十二家庭です。カイン、アベ

イエス様の百二十門徒の代わりとなる百二

ルが家庭を中心として争ったので、その代表

十家庭は、世界的な型です。百二十家庭は、

的な立場として七十二家庭を立てたのです。

世界の代表型として世界的な蕩減条件を立て

これは七十二民族、民族的な代表なのです。

ることができる基盤となるので、百二十家庭
を立てることによって、神様が世界的に訪ね

人類の中にはアダムのように自分勝手に結

てくることができる基準を立てたのです。そ

婚した型があり、次に相手を見つめながら生

れで国連の加盟国が百二十カ国を超えれば、そ

きてきたイエス型の人物もいるし、再臨主型

の時が「終末だ」と言うことができるのです。

もあります。再臨主は、これらの人物型の立
場をすべて蕩減しなければなりません。まず
ノア型家庭を復帰しなければなりません。そ
れはノアがアベル型であり、またイエス型だ

百二十家庭は、世界のすべての国家を代表
した基準で立てられた家庭です。

からです。神側の二番目の息子型なので、こ
れをまず復帰しなければなりません。これが

再臨主は、アダム家庭の立場を蕩減復帰し

カイン、アベルに分かれて復帰された型が七

なければなりません。したがって、アダム・

十二家庭です。

ノア・アブラハム型の家庭を取り戻して先祖
に立てなければなりません。そのためには、

三十六家庭を立てた目的は、三十六の先祖

まずアダム型の十二家庭を取り戻し、次にノ

を探し立てるところにあるのです。それで三

ア型の十二家庭とアブラハム型の十二家庭を

十六家庭を中心に霊界と肉界が一つになるの

取り戻して、縦的な先祖を立てなければなり

です。これをカイン・アベル型に広げたのが

ません。それで先生が三十六家庭を立てまし

七十二家庭です。ヤコブが七十二家族を率い

た。この先祖を中心としたカイン・アベル型

てエジプトに出発したように、統一教会も七

の家庭として探し立てたのが七十二家庭です。

十二家庭の時、そうでした。

そして百二十家庭は、世界百二十カ国の指導
者を象徴するのです。

祝福は、新しいイスラエルを認めることで
す。三十六家庭の一家庭に、カイン型とアベ

横的な基準を立てて、平面的な四方数の世

ル型を立てれば、七十二家庭になるのです。

界型を立てたのが百二十家庭です。これは百
二十国家を代表したものです。

三年の期間にアブラハム、イサク、ヤコブ
の三代の基準を越えなければなりません。今

百二十四家庭までは七年路程です。現在百

年、七十二双を無理に結婚させたのです。何

二十家庭があるので、新しいイスラエル圏を

組かしか気に入る人がいません。

中心として世界の百二十カ国を取り戻すこと
ができる基盤が連結されるのです。それでイ

三 百二十四家庭

エス様が家庭を通じて取り戻そうとした世界

一) 百二十四家庭を立てた意味

的なすべての数が、先生が百二十家庭を祝福
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することによって、復帰された基準が決定し

イエス様が十字架で血を流すようになった
のは、七十二門徒と十二弟子を足した八十四

たのです。

人が一つになれなかったからです。ですから
皆さんに必要なのは何かといえば、八十四

皆さんは、八十四人を実体で蕩減復帰しなけ

人と百二十人をすべて氏族圏内に立てること

ればなりません。その蕩減復帰基盤の上で、

です。それは縦的です。三十六家庭、七十二

皆さんは結婚生活ができます。先生もそうで

家庭、百二十家庭、違いますか。百二十とい

す。そのために十二、十二、十二の三十六家

うのは世界の代表です。それでイエス様が復

庭です。それは蘇生、長成、完成です。これ

活したのち、五旬節に屋根裏部屋に百二十人

は三つですが、縮小すれば一つなのです。

が集まったのです。それは世界的な代表です。
先生が百二十四双を祝福する時、国連の加盟
国が百二十四カ国でした。それがすべて合っ

その次の七十二家庭も同じです。その基盤
上に百二十家庭、百二十家庭の基盤上に世界

ているのです。

が連結されるのです。イエス様が復活し昇天
十二数に該当するのが百二十門徒です。こ

したのちに、五旬節に百二十門徒が一つにな

れは、イエス様の時代において百二十門徒の

って聖霊が地上に降臨したでしょう。それは

代わりの蕩減復帰数に該当するので、世界国

世界の代表を象徴します。

家の代表者型です。これを立てて、その族長
代表が国家代表でしょう。国家代表基準とし

イエス様がユダヤ数的基準を成し遂げられ

て編成するために、世界的な基準として編成

なかったことが恨なので、それに代わる百二

するために祝福してあげたのが百二十四家庭

十家庭がイエス様の恨を解いてあげる祝福家

なのです。

庭だというのです。それで百二十家庭は先頭
に立って犠牲にならなければなりません。こ

四家庭は、これはこぶです。その四家庭は、

の前、出動教育を受けた地域長は、全部百二

既婚家庭です。なぜ既婚家庭を入れたのでし

十家庭なのです。百二十家庭は犠牲にならな

ょうか。既婚家庭を入れないと今後、既婚家

ければならないのです。百二十家庭は、イエ

庭を救う道がないのです。この四数は東西南

ス時代の百二十門徒の立場で世界的な支派編

北の四方の門を象徴するので、このようなタ

成をするところにおける、世界百二十国家を

イプの型を中心として既成家庭が復活できる

代表した国家的な基台です。

道を開けてあげなければならないのです。そ
イエス様が昇天する時に百二十門徒を立て

れで百二十四数を祝福したのです。

たでしょう。百二十門徒は、百二十家庭を意
百二十家庭は、イエス様を中心とした百二

味します。その次に、地上でも天上世界に行

十門徒の代わりなのです。四家庭は、結婚し

った百二十国家の代表がいるのです。その国

た既婚家庭です。四方の門を開けてあげなけ

家代表の列に皆さんの血族が一つずつ入って

ればなりません。

いくことによって、皆さんの活動舞台が百二
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十国家の天国の版図を相続して、そこに活動

十家庭以上を連れていかなければなりません。

できる基地を連結するのです。

これだけ話したから分かったでしょう。恥を
免れるように準備しなさいというのです。恥

イエス様に十二弟子と七十門徒だけがいた

どころか裸にされて追い出されます。

のではありません。五旬節の時に百二十門徒
に聖霊が降りてきて、世界的な宣教運動を始

イエス様の十二弟子の十二数を十倍した百

めたのです。それを代表したのが百二十カ国

二十数は、平面的な世界を代表する数です。

です。私たちが百二十家庭を祝福する時にも、

それで、この百二十門徒と同じ数を合わせる

国連に加盟した国が百二十四カ国でした。私

ために百二十双の祝福をしたのです。本来は

たちにおいても百二十四双ですが、四双は何

百二十ですが、四方数の四双を足して百二十

かといえば、東西南北を中心として犯罪者だ

四双を祝福しました。

った人でした。前科一犯、二犯、三犯、四犯
まで百二十四組にすべて入っています。なぜ

百二十カ国の代表に四を加えて百二十四双

でしょうか。地獄に行っている人々を救って

を祝福して、氏族的中心が決定された基盤の

あげなければならないからです。刑務所にい

上に世界的な百二十四家庭を祝福しました。

る人々を救ってあげなければならないのです。

これは、イエス様が百二十カ国の象徴基盤と
して出発したキリスト教全体を代表する家庭

天国の民を少なくともイエス様が願った百

が成立したということです。ですからそれは、

二十人、百二十家庭は連れて入らなければな

先生を中心として個人で四位基台を成して、

らないというのです。百二十家庭とは何でし

次に先祖をつなげ、次に民族をつなげて、次

ょうか。百二十家庭は、地上の国家の代表で

に世界をつなげる蕩減的家庭なのです。です

す。それで一生の間、百二十家庭を連れて入

から今は、世界に広がっている数多くの国家

っていかなければなりません。それを目的と

圏を代表することができる国家が、すべて一

しなければなりません。それは何かといえば、

箇所へ行くことができる道が開けるというの

イエス様が死なないで再臨できる代わりの者

です。

となって氏族に送るということです。カイン
の氏族にアベルの氏族を送ることです。それ

百二十門徒は、世界を代表します。イエス

がメシヤの資格です。それが氏族的メシヤの

様も百二十門徒を中心として世界的な出発を

使命なのです。

しようとしましたが、それができませんでし
た。私たちは、これを準備しなければなりま

自分の息子、娘と自分の血族と復帰された

せん。世界を標準として行く道の前に、架け

民と共に、永遠なる創造理想的伝統を、愛の

橋となることができる自らの子孫を段階的に

伝統をどのようにつくっておくのかというの

立てなければなりません。子孫を立てる時は

です。あの世に行って、これが一つの群れと

いい加減に立てるのではなく、世界的な代表

なって自らの永遠なる生命の権威、生命の位

になることができる位置に立てなければなり

階を求めていくのです。一族を復帰して百二

ません。これは何でしょうか。統一教会の三
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十六双、七十二双、百二十四双の合同結婚式

たことを天が取り戻せる基盤がなかったので、

です。

これを中心として数を合わせるために四十カ
国に百二十の聖地を選んだのです。それで地
の基盤となったのです。そのようになったの

二) 献貢式と百二十カ国聖地選定

で、皆さんが聖地に行って祈祷するときは、
百二十四双の成婚式ののち、献貢式を行い

そのような観点で祈祷しなさいというのです。

ました。神様がイエス様を通じて成すことが
できなかった個人的、家庭的、氏族的、民族

皆さんは百二十家庭を代表して、七十家庭

的な基盤を成すために復活実体として来られ、

を代表して、三十六家庭を代表して、天の王

み旨を成さなければならない方が再臨主です。

座の中心である真の父母を代表して、すべて

それを三年間しました。この三年は、子女を

地上に降りてきて、平面に広がった立場で祈

取り戻す期間（縦的期間）に該当します。こ

祷しなさいというのです。それで今後、統一

の期間は、イエス様がユダヤ教とユダヤ民族

教会を発展させるためには神様も動員しなけ

を収拾しなければならなかったように、復活

ればならず、今までの先知先烈（注：先駆け

実体の一人のお方を立てて、それを収拾する

歩んだ義人たち）も動員しなければならず、

期間です。

すべて動員しなければならないのです。彼ら
はカイン型です。ここはアベル型なので、す

百二十家庭は、世界型です。一九六五年に

べて地を中心として協助するのです。神様も

四十カ国を中心として、百二十箇所の聖地を

しなければならないし、天使も協助しなけれ

立てた理由もここにあります。

ばならないし、先祖も協助しなければならな
いのです。

人を取り戻したのちには土地を取り戻さな
ければなりません。先生が四十カ国を巡回し

四 四百三十家庭

た理由は、聖地を選ぶためでした。韓国で堕

一) 四百三十家庭の数理的意味

落前の基準を立てたので、聖地を選ぶことが
できたのです。世界四十カ国で百五箇所の聖

四百三十家庭とは何でしょうか。四百三十

地を選びました。百二十家庭は、百二十国家

家庭は、全体の平面的な基準です。ですから

を象徴します。今後、私たちは、百二十箇所

一つにならなければなりません。今は、国家

の聖地を選ばなければなりません。

を中心として影響を及ぼすことができる状況
になったので、世界へ出ていくのです。それ

百二十家庭とは何でしょうか。百二十国家

で四十三数を立てて、先生の四十年生涯を復

を代表する型だというのです。それでは天の

帰しなければならないのです。世界的に条件

組織で見たとき、先祖と家庭の形態と、ここ

を立てなければならないのです。それで歴史

に世界の代表者の型を備えたのに、土地がな

は今、統一教会時代圏に移ってきているので

いというのです。土地がないので、天の前に

す。ではここで、何が問題かといえば、氏族

人的組織の型は備えたものの、この地を汚し

が一致団結して民族復帰のために進むことで
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す。民族が復帰される日には、国家は自然屈

の子孫だとしても、人ならば誰でも行くこと

服するようになっているのです。

ができるのです。それで四百三十家庭は、氏
族全体が加担する時なのです。全体の特定時

今年、四百三十双を祝福しなければならな

代が、今は普遍的時代に移ってきているのです。

いのは、韓国において一九六七年が檀紀四千
三百年になるので、これを摂理的な条件に合

それで金氏ならば金氏家門が神様の前に選

わせなければならないためです。また、イス

ばれたならば、金氏全体が入っていくことが

ラエル民族がエジプトの地からカナンに帰っ

できるのです。そして一九六九年度に、世界

てくるまで四百三十年かかりました。すなわ

の数多くの国家を代表して四十三家庭を祝福

ち、四十三数です。それは新しい時代に移っ

してあげたのです。ドイツで祝福してあげ、

ていく歴史の転換点となる数です。それで私

米国で祝福してあげ、日本で祝福してあげた

たちも、四十三数を中心として七年路程を最

でしょう。それが四十三家庭です。相対なの

後に終わろうというのです。これがすべて合

です。

って、新しい歴史時代に移っていくのです。
これから統一教会が行く道は、日進月歩する
ことでしょう。

四百三十家庭の国家的家庭の前に、四十三
数の相対的家庭です。これは何を意味するの
かといえば、全世界民族国家も韓国のあらゆ

四数、三数というのは、七数を代表して、

る氏族が天国圏内に加担する特恵を得たので、

イスラエル民族が四百三十年目にカナン復帰

世界民族が加担できる内的基盤によってこの

のためにエジプトを出発したことを代表しま

相対的基準を連結させれば、外的世界の氏族

す。ゆえに新しい出発をする時だというので

も内的世界の蕩減基準にある韓国民族と連結

す。また、その時が韓国歴史四千三百年にな

することができるというのです。

った年なのです。偶然の一致ではありません。
神様は、数理的役事をされます。四千三百年

四百三十家庭は、イスラエル民族がカナン

になる年に四百三十双をこのように祝福した

福地へと出発したように、私たちは、世界の

という事実は、氏族的で一つの系列的な宗教

カナン福地に出発したのです。四百三十年に

の勝利的基盤だけでは駄目なので、すべての

出発したことを、この時は、四千三百年を代

氏族の前に共通の門を開放させておくのです。

表した四十三数を合わせたのです。そこから
みんな出ていくのです。出ていくための単位

四百三十家庭の時は、大韓民国の歴史が檀

は、個人単位でなく、家庭単位です。家庭を

紀四千三百年の年だったのです。四千三百年

引き連れて進まなければなりません。それを

になる年に、大韓民国の家庭はどんな家庭で

知らなければなりません。単位は個人ではあ

も、天の国へ行くことができる門を開いたの

りません。家庭なのです。それで自分の家庭

です。反対した集団までも入っていくことが

を捨てていってはいけないというのです。

できるのです。いかなる氏族、いかなる民族、
大韓民国の民は、反対した人でも、下賤の身

モーセは、イスラエル国民を捨ててはいけ
ないのです。みな率いて進まなければならな
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いのです。監獄にイスラエル人がいても、そ

大しなければなりません。土地に植えるとい

の人を奪い取ってでも連れていかなければな

うようなこと、聖地を選んでおいて、次に四

らないのです。そのような数を代表して四百

百三十家庭に接ぎ木をするということをしな

三十双を祝福したのです。四百三十家庭には、

ければなりません。それで四十カ国を中心と

すべての民族が入っていくのです。善なる人、

して聖地を選んだのです。次に、世界巡回を

宗教人、すべての人が入ります。十二数から

しながら何をしたでしょうか。四十三家庭の

四十数も出てくるし、三十数も出てくるし、

祝福をしたのです。四百三十家庭の相対的数

百二十数も出てくるし、すべてここから出て

になる四十三家庭を、日本と米国とドイツを

くるのです。一カ月の三十日もここから出て

中心として連結させるのです。これは世界史

くるのです。宇宙の中心数がここに、すべて

的です。それによって、世界にいる数多くの

入っているのです。

信仰のない人々も、イスラエル圏の恩恵を受
けることができるのです。

それで四百三十家庭を中心として、四千三
百年を私たちが出発するのです。一段階高い

四千年あるいは六千年間のユダヤ教やキリ

のです。正にその年なのです。韓国民族はも

スト教の歴史を経てきましたが、そのように

ちろん、世界民族までここにみな入りました。

伝統を受け継いで信じてきたその恩恵を、信

韓国は、世界の代表で、すべて入っていると

じないでも平面的時代へのその恩恵圏内に加

いうのです。それをはっきり知らなければな

担できる特権を与えるというのです。このよ

りません。広めていくのです。

うな基盤が形成されたというのです。

四百三十家庭を祝福することによって、ど

祝福とは何でしょうか。家庭を確保するこ

んなことが起こったかといえば、大韓民国は

とです。先生の家庭を中心とした三家庭、三

これから統一教会と連結することができる立

十六家庭、七十二家庭、百二十四家庭……。

場に立ったというのです。それは何を意味す

これによって世界的蕩減条件を形成するとい

るのかといえば、韓国の民は、宗教を信じな

うのです。それでは、次に何が問題でしょう

くとも、四百三十家庭を中心として第三イス

か。四百三十家庭なのです。世界的祝福基準

ラエル圏の恩恵を受けることができる圏内で

の代表的型として百二十四家庭を立てました

蕩減条件を成立させることができるというこ

が、大韓民国を中心として見た時、宗教を信

とです。それで大韓民国が選民だということ

じないで宗教生活をしない数多くの人が大韓

を発表することができました。選民圏が形成

民国にいるのです。そうではありませんか。

されたというのです。
蕩減条件は、教派を中心として必要なので
では、このような基盤を中心として、次は

す。神様の摂理は、教派を中心として必要な

何をするのかといえば、先生が世界的に拡大

のですが、その他の宗教を信じない人は、ど

するのです。四百三十家庭をつくっておいて、

のようになるのでしょうか。それをすべて切

次に世界的に大韓民国の土地と民をすべて拡

って捨てることはできないのです。結局、教
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派を中心とした主流の思想圏内に平面的に数

ての基盤をつくって、大韓民国の蕩減基準を

多くの国家、民族、数多くの氏族をすべて接

立てて、国と国を連結させた四十カ国を中心

ぎ木しておかなければならないというのです。

として百二十箇所の聖地を選んだ時だったの

世界へ通じることができる道を開き、その宗

です。闘いの準備を始めた時です。

教人を連結させることができる門はできてい
ますが、一般人は外れてしまったのです。一

四百三十家庭には、どれほど重要な意義が
あるか知っていますか。本来、昨年の一九六

般人は加入できなかったのです。

七年を中心にして越えなければなりませんで
それで、韓国を中心として一般の数多くの

した。今年の二月二十二日は、先生が興南の

氏族圏を接ぎ木しなければならなかったので、

監獄に入って満二十年を越えようとする時で

四百三十家庭を立てたのです。韓国歴史四千

す。それで内外のすべてが先生の復帰路程二

三百年を代表した四百三十家庭なのです。

十年を越えていく、その中に内外の重要な意
味があるので、皆さんがその日を中心として

四百三十家庭とは何でしょうか。数多くの

記憶されるというのです。

姓、朴氏、金氏などなど、韓国にも数百の姓
があるでしょう。これと同じように、世界の

皆さんがそのような同参する権威を所有で

数多くの姓をもった人々が連結し得る道を四

きるという事実が、どんなに光栄であるかを

百三十家庭を通じて開いておいたのです。四

知らなければなりません。その日は、悲しい

百三十家庭を中心として見れば、国内四百三

日だけではありません。ジョージ・ワシント

十家庭と国外四十三家庭、日本とアメリカと

ンの誕生日がその日なのです。そのように理

ヨーロッパ中をすべて合わせたことで相対圏

解して、皆さんが素晴らしい家庭を築いてい

を成します。これで全世界五色人種の前に四

かなければなりません。

百三十数の相対的数を決定して、四十三家庭
四百三十家庭とは、大韓民国、この民族の

でつなげたのです。

代表なのです。そこには様々な姓が、すべて
四百三十家庭は、韓国における四千三百年

入っています。それとともに、これがアダム

に合わせたものです。ここには、すべての

の立場、アダム国家のような世界的版図基盤

人々が入っているのです。罪人も、あらゆる

を経て、韓国国民が連結されたところに、エ

人たちが入っているのです。ここは殺人犯も、

バ国家型と同じ基準の人を連結させるのです。

強盗もいて、あらゆる人がいなければなりま

そうでなければ連結できないのです。それで

せん。それでこそ、世界の人々が入ることが

四百三十家庭の時初めて、日本の久保木家庭

できる門ができ、道ができるのです。

を連結させたのです。そこから連結させてい
くのです。

四百三十家庭が統一教会で主力部隊になら
なければなりません。今四十代ならば、先生

一九六八年を中心として「神の日」を定め

が世界的に闘う時です。四十五歳までにすべ

るとともに、大韓民国の背後に神様の家庭が
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連結され得る版図をすべてつくったのです。

わせて倍にする数が七数、三数、四数から出

世界へ出ていくことができる版図を連結させ

てくるというのです。このように四百三十双

ておいて、世界的に進出するというのです。

に決定しておいて、その次は韓国が中心なの

ゆえに四百三十家庭の中に、初めて日本を介

で世界の前に相対的数を探し立てるために、

在させたのです。久保木会長が代表なのです。

世界で四十三家庭を立てて祝福をしたのです。

世界的時代に連結させていくのです。このよ

日本と欧州と米国において四十三家庭を立て

うな蕩減的条件を立てて、世界の版図を組ん

て、世界的な相対圏を成したのです。これに

でいく、このような勝利の発展をさせていく

よって、全世界の万民には、天と接すること

のです。

ができる平面的な基盤が完結したのです。

原理的に見た時、國進は四番目の息子で七

天についていく人ならば、地の果てであっ

番目に生まれ、結婚は八番目にしました。そ

てもその人が真心を込めれば、必ずこの門を

のすべてが原理に合うのです。それとともに

通じて一箇所に集まることができる道を開け

今回、四百三十家庭を國進の相対としたのは、

てあげなければならないのです。統一教会の

四百三十家庭を中心とした全体の姓を連結し

合同結婚式はそのような意味があるので、四

たものです。世界の姓がそれほど分かれたと

百三十家庭を中心とした世界的な連結体をつ

いうことです。四千三百年を人によって、年

くることによって、統一教会は平面的に世界

数を人で蕩減するのと同じなのです。また、

民族圏に発展したのです。韓民族だけではな

家庭を中心として蕩減するのも同じなのです。

いというのです。四百三十双と四十三双を世
界舞台の家庭的基台に連結させたのは、超民

過去には四百三十家庭をすべて祝福するこ

族的、超国家的基準における新しい超民族形

とで、個人が行くことができましたが、今は

成の出発が成されたということです。そのよ

四百三十数を家庭で選ぶことで、先生の家庭

うに見るのです。

を中心にすべての東西南北にある世界の姓を
もった人が家庭的に入ることができる時が来

一九六八年の一月一日を中心として、「神

たというのです。それで國進の結婚式が、ど

の日」をこの地上で定めたのは統一教会とし

れくらい影響が大きいかを知らなければなり

て勝利した日です。その時まで何をしたのか

ません。したがって地上において東西南北が、

といえば、四百三十双まで祝福をしてあげま

すべて満たされるのです。先生は、その真ん

した。このような勝利の日を横的に、世界的

中の位置を占めるのです。

に連結させなければならないので、先生が一
九六九年に世界を歴訪しながら四十三組を祝

四百三十双というのは、四数、三数は、韓
国歴史の四千三百年数に該当するのです。ま

福してあげ、十ヵ国を横的な舞台に連結させ
たのです。

た、四数、三数を掛ければ十二数が出てくる
し、四数、三数を合わせれば七数が出てくる

韓国でしたことを世界化させなければなら

のです。原理数においてすべての重要数、合

ないというのです。韓国で勝利したことを世
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界的に錨をつけておかなければならないとい

史を中心とした世界的なカナン福地に出発す

うのです。これが十カ国を中心とした四十三

ることと、イスラエル民族がカナン福地に向

双の祝福ですが、四百三十双の祝福のような

かって出発することと同じになるのです。信

ものです。四百三十双というのは、韓国の歴

じている人はもちろん、信じていない人でも、

史が四千三百年なので、韓国の全国民を中心

その道を行くことができるように開いたとい

とした祝福の基礎となったのです。

うのです。すなわち、イスラエル民族が四百
三十年に民族的出発をした代わりに、四千三

三十六家庭の時も、命懸けだったのです。

百年に四百三十家庭が世界的出発をするので

それで三十六家庭の時代を経て、七十二家庭、

す。 世界的なカナン福地に出発をするのです。

百二十家庭の時代に入って、これがすべて地

四百三十家庭を中心として国家全体を連結させ

上に定着して、四百三十家庭の時代に入って

て、世界へ連結させなければならないのです。

からは、東西南北の四方三六〇度に対する方
向を備えて、世界的な発展をしていくのが統

それで、先生が世界的な四十三双の祝福を

一教会の歴史だというのです。それとともに

してあげたというのです。それが、四百三十

二十一年間に、数多くの人々と数多くの氏族

双の相対です。それは条件なのです。それで、

圏を、すべて連結させる家庭の門を四方に開

韓国にどんな氏族でも連結することができる

いたというのです。五色人種がすべて入らな

のと同じように、世界代表を連結することに

ければならないのです。

よって、どんな国でも連結することができる
のです。

それで私たち統一教会は、四百三十家庭を
中心としたその時から、世界史的な舞台を中

本来は、一丸六七年に祝福してあげようと

心としたのです。韓国において四百三十家庭

して日本へ行ったのに、できませんでした。

とは何でしょうか。四百三十数は、四千三百

それで一九六八年に四百三十家庭の祝福をし

年になる年に四百三十双を中心として新しい

てあげる時、日本の代表として久保木を連れ

出発をするというのです。また四百三十数は、

てきて、最初に祝福の条件を立てたのです。

イスラエル民族がエジプトでカナン福地へ行

まず日本を祝福してあげて、米国を祝福して

くまでの年数だというのです。四百三十年ぶ

あげました。そしてサタン的なアダム国家だ

りにカナン福地に向かっていくのです。それ

ったドイツを中心として、四大国家に神様の

で、世界史的なカナン復帰の出発をするので、

錨を下ろすことができる立場に立ちました。

家庭を中心としたカナン復帰の世界的出発が

したがって全世界の国家を代表した全体が、

行われるのです。このことを、はっきり知ら

蕩減条件を立てることができる勝利の基盤に

なければなりません。

なったということを皆さんは知らなければな
りません。

四百三十家庭は、民族すべてを合わせたと
いう意味です。統一教会だけではありません。

皆さんが七年間先生の路程に同参したので、

四百三十という数字は、四千三百年の韓国歴

四百三十双まで責任をもって祝福してあげま
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した。これは、すべて先生に属します。彼ら

性を帯びているのです。このように、条件に

は、先生の世界復帰路程に貢献したので偉大

すべて合わなければなりません。

なのです。
一九六八年度の四百三十家庭を祝福する時
二) 四百三十家庭は氏族的メシヤの家庭

に先生が指示したとおり、氏族的メシヤにな
れというのです。その使命を果たさなければ

先生は、四百三十家庭を祝福する時、「氏

なりません。先生を中心として教会に三十六

族的メシヤになれ」と話しました。それは

家庭が組織されているように、金氏ならば金

「自分たち同士で楽しく生きよ」ということ

氏家門で、先に祝福を受けた家庭を中心とし

ではありません。言い換えれば、イエス様と

て金氏家門の三十六家庭型がなければなりま

聖霊のような使命、すなわち復活したイエス

せん。三十六家庭ができないなら、皆さんは

様と聖霊の実体として、その氏族を救う役事

十二家庭型の先祖にでもならなければなりま

をする氏族的メシヤになれというのです。霊

せん。皆さんは父母なので、皆さんの息子、

的ではなく、実体としての氏族的メシヤの使

娘を中心として、三位基台を成してその基準

命を果たせというのです。

を立てなければならないのです。

四百三十家庭に「氏族的なメシヤになれ」

四百三十家庭とはどんな家庭かといえば、

と言ったのに、彼らは私がなぜそのような話

皆さんの四百三十家庭時代になって、氏族的

をしたのかが分からないのです。皆さんは、

メシヤ時代に入ったのです。四百三十家庭と

この地で生きている間、自分の両親と親戚を

は、どんな家庭でもすべて氏族を中心として

伝道しなければなりません。したがって一つ

再臨復活できる家庭的基盤、言い換えれば、

の家庭が、少なくとも百二十人は伝道しなけ

イエス様が再臨した家庭的基盤を全民族的に

ればなりません。これが皆さんの生涯におけ

与えたことを表すので、四百三十家庭は自ら

る使命です。このような目標を中心として、

の全氏族を中心としたメシヤ家庭なのです。

今後進むのが統一教会が行く道です。

四百三十家庭は、氏族を中心とした再臨のメ
シヤ家庭と同じなのです。

第二次七年路程とは何でしょうか。皆さん
の家庭がアベル家庭にならなければならない

それで、三十六家庭から七十二家庭、百二

期間です。これを決定するための路程なので、

十家庭は先生に属します。それは縦的な基準

皆さんの家庭がアベル家庭として責任を果た

に該当するのです。四百三十家庭は四方に立

すためには、カイン家庭を復帰しなければな

てたのです。それで氏族的メシヤ圏内に入っ

りません。このようにアベル家庭がカイン家

ていくのです。それで皆さんに対して、「氏

庭を復帰すれば何になるでしょうか。氏族に

族的メシヤになりなさい」と言ったのです。

なります。皆さんは、氏族的メシヤにならな

中心になった三十六家庭、七十二家庭を先生

ければならないのです。四百三十家庭がこの

がすべて蕩減して、百二十家庭を先生が一遍

氏族的メシヤに該当するのです。これは世界

に蕩減したので、皆さんは百二十人だけ連結
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すればいいというのです。それによって縦的

ために、七百七十七家庭の祝福をしたのです。

に、横的にすべて蕩減できるようになります。

そうして、来られた主の前に新しい世界的な
国家体制を備えて、その方が計画したみ旨の

それで百二十人は、皆さんが氏族に入って

前に、いかなる国といかなる国民の前にも奉

いって、必ずまとめなければならない責任が

仕できる、基本となる要員を形成しようとい

あります。四百三十家庭、私たち統一教会家

うのです。

庭の責任だということを知らなければなりま
せん。そのようにしましたか。できませんで

七百七十七家庭は、世界を代表した家庭で

したか。そのように考えていましたか、考え

す。世界的な家庭だというのです。したがっ

ていませんでしたか。今まで知らなかったで

て、世界的な家庭を中心として補強するため

しょう。先生の話を聞いたので、今は理解で

のものです。しかし、まだ統一教会の家庭制

きるでしょう。

度が継ぎはぎのようで、みな使命を果たして
いないので、世界的基準の七百七十七家庭ま

個人を取り戻したのちは、家庭を取り戻す

で延長してきたのです。本来は四百三十家庭

のです。個人が勝利した次は、家庭のアベル

からそれをしなければならないのですが、七

として入っていくのです。夫ならば夫、妻な

百七十七家庭を立てて、今まで発展してきま

らば妻、皆さんは家庭において神様から送っ

した。

てもらったアベルなので、ここから氏族的な
メシヤになるのです。これは家庭をもった人

皆さん、七百七十七家庭は全世界を代表し

たちがしなければならないので、先生が四百

ているのです。七、七、七、すなわち蘇生、

三十家庭を中心としてそれを編成したのです。

長成、完成、一九七〇年度に七百七十七家庭

皆さんは、何が何だか分からないでしょう。

を中心として世界的な家庭形態を備えて、超

四百三十家庭は氏族的メシヤだ、とはどうい

民族的な時代に入っていくのです。それで日

うことでしょうか。これは道理を通じて不可

本人とか、ここに参加した家庭を中心として

避的に出てきた言葉です。み言は公式的なの

三十六家庭、七十二家庭、百二十四家庭、四

です。

百三十家庭までも間違えれば、すべて押し込
まなければならないのです。このようにして、
復帰摂理の道を築いていくのです。

五 七百七十七家庭
一) 七百七十七家庭は世界を代表した家庭

私たちは、国家、民族を超えて世界的に一
つになろうとするのです。私たちには、人種

一九七〇年度に、十カ国の青年男女たち七

が問題ではなく、皮膚の色が問題ではありま

百七十七双が祝福を受けました。国境と人種

せん。自分の国家と民族を超えて、一つの家

を超えて神様のみ旨の前で愛を中心とした新

庭制度を形成する運動をしなければならない

しい家族、新しい氏族を編成して世界のため

ので、七百七十七双の大々的な合同結婚式を

の神様のみ旨の道を開拓する家庭を形成する

するのです。
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先生が一九七〇年に七百七十七双を祝福し

七百七十七家庭とはいったい何でしょうか。

てあげたのは、三掛ける七は二十一、三数と

これは、結婚式としては最後の結婚式だとい

七数は全体の完成数です。すなわち、二十一

うのです。一九七〇年度に統一教会が七百七

数は三段階も表し、全体完成も表すのです。

十七双の結婚式をすることによって、世界の

分けようとするのではなく、一度に一つにし

数多くの民族が連結されるのです。このよう

ようとするのです。そのような位置に合わせ

な基盤の上で七百七十七家庭を祝福すること

たのです。そこに十カ国が参加したのは、世

によって、どんなことが起こったのでしょう

界を代表して十数をすべて蕩減するためです。

か。今日の世界の数多くの家庭を、数多くの

それによって、家庭を中心として世界的に新

氏族をつなげることによって、すなわち天国

しい支派を編成することができるのです。こ

と連結することができる家庭をつなげること

れを連結したので、世界的な支派を編成でき

によって、すべての家庭、氏族、民族を問わ

ます。このようにして超民族的な基準で、新

ず、天と関係を結ぶことができる世界的な門

しい支派編成ができる基準を立てたのです。

が開かれました。

七百七十七の門を通じて入り、すべてその
七百七十七家庭を祝福したのは、蘇生七年、

道に沿って行けば、どこへ行くかといえば、

長成七年、完成七年ですべてが終わるという

天国へ行くのです。門ができたのです。これ

ことです。それで数十カ国の多くの人々を一

を統一教会においては一九七〇年度に行った

緒に祝福したのです。それによって、全世界

ので、世界へ出発することができる新しい次

人類は誰でも天の国の家庭的出発ができる道

元の最後の祝福だというのです。

を開いたのです。すべてが家庭的に出発する
世界は、統一教会の運勢に入って、だんだ

ことができます。

ん動くようになります。それで、一九七〇年
今日、一九七一年度を迎えた年頭に、私た

に初めて国際合同結婚式を行いました。それ

ちが必ず決意しなければならないこととは何

が七百七十七双です。これは地上において、

でしょうか。私たち統一教会は、世界の核心

世界的にすべてのものが到来しつつあること

であり、世界の中心なので、主の思想を一日

を意味します。四百三十双までは、先生が行

も早く世界に伝播しなければならないのです。

って祝福してあげなければなりませんでした。

今回十カ国を中心とした基盤の上で、私たち

（今回は）韓国に連れてきて、祝福をしてあ

は民族を超え、国境を越え、人種を超えて、

げなければなりません。

神様の愛の世界圏を連結する責任を果たして、

初めて韓国で、全世界的に七百七十七双の

神様のみ旨の前に一致させることができる内

国際合同結婚式を行いました。そこに十カ国

容を決めなければなりません。それを標榜す

の人が参加しました。このように家庭的理想

るためのものが、今回の七百七十七双の結婚

を中心として、世界のいかなる国でも神様に

式だというのです。これは歴史的な事件です。

帰っていくことができる道が完成しました。
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この時を中心に、世界の運勢は統一運勢に回

このように驚くべき歴史的背景をもったこ
とを理解して、皆さんがそのように努力して

ってくるようになりました。

も滅びたなら先生に抗議しなさい。絶対に滅
七百七十七家庭は誇ることができます。で

びることはありません。

すから一九八〇年代を越えるに当たって先頭
に立ち、すべての家庭の伝統を相続して誇ら

一九七〇年度に十カ国以上を中心として、

なければなりません。このような位置に、ど

七百七十七双を祝福したのです。三・七です。

んな家庭が立つのでしょうか。それによって

三掛ける七は二十一、七百七十七双は全世界

世界に通じるのです。七百七十七家庭は、世

を代表して、蘇生、長成、完成のことをいい

界の氏族的家庭を代表した家庭です。ヤコブ

ます。それは、どんな家庭でも天の国に入っ

の一族が七年路程でできなかったので、三・

ていくことができる自由な権限を与えるとい

七路程を通じて一族ができたのと同じです。

うのです。そのような数理的なことをするの

統一教会において四方に通じることができる

です。

氏族的編成が七百七十七家庭だということを
知らなければなりません。数多くの国の人々

そのように七百七十七双を祝福したので、

が祝福を受けたという事実は、世界に通じる

その次に先生も、家庭を連れて世界のどこで

ことができる伝統を残したことになるのです。

も回ることができるというのです。ドイツに
も行くことができるし、遠くアフリカにも、
どんな国にも行くことができるのです。これ

ですから厳粛な家庭にならなければならず、
夫と妻は真の夫と真の妻にならなければなら

は、どこに行っても、み旨は成し遂げること
ができるということです。同じなのです。

ず、また真の父母と真の子女になって、天の

どんな人でも先生のところに来ることがで

み旨を相続することができる基準を立てるべ

きる道があるので、先生もどんな国にでも行

き責任があります。それが今、三十代の基準

くことができます。同じです。一九七〇年度

にある皆さん、七百七十七家庭が統一教会に

まで七百七十七双を結婚させることによって、

おいて家庭を代表しているのではないでしょ

先生の家庭が全世界どこへでも行くことがで

うか。

きるのです。今、先生は韓国が反対すれば、
どんな国にでも先生の家族を連れていって、

四十代では駄目で、二十代では不十分です。
三十代である皆さんがそのような立場に立っ

み旨を成し遂げることができる基盤を築いたの
で、世界的時代に向かうことができるのです。

ているので、それにこたえられるようになっ
た時、統一教会の歴史を世界に伝達できる一

七百七十七家庭は、スリーセブンなのです。

つの伝統的基盤が立てられるのです。そうす

「スリーセブンは世界が好むもので、蘇生・

ることによって皆さんは、歴史に輝く英雄に

長成・完成の三段階として二十一年に該当す

なるのではありませんか。歴史に輝く世界の

るので、七数に三段階を加えた完璧な最高の

家庭的な先祖になるのではありませんか。

完成数だ」と、このように考えているでしょ
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う。けんかするだけけんかして、欲はそのま

うことです。その時から統一教会は、世界的

ま心に抱き、み旨を中心としては等閑視しな

出発をしなければならないというのです。

がら名前だけで生きようとしているのではあ
先生が行った道を、皆さんも行かなければ

りませんか。

なりません。先生の道は遠くて長くかかりま
七百七十七家庭は、一九七〇年十月二十一

すが、皆さんは短い蕩減条件を立ててでも同

日に祝福しました。これが七百七十七家庭で

じように行かなければなりません。それは、

す。世界国家を中心として十カ国です。七百

避けることができません。皆さんが受けた七

七十七家庭は、世界と連結しなければなりま

百七十七双は、何番目の祝福かといえば、先

せん。スリーセブン(three seven)です。そこ

生、三家庭、三十三家庭、七十二家庭、百二

には民族の区別がありません。日本人である

十家庭、四百三十家庭、その次に世界巡回中

から、米国人であるからというものがありま

に行った四十三家庭と七百七十七家庭です。

せん。みな一つにならなければなりません。
それによって世界のすべての国家が、韓国に
従って天国に入っていくことができるのです。

ですから国内的に見れば、七次祝福式で、
世界的に見れば八次祝福式です。祝福式も最
後です。それで七百七十七家庭です。そして
日も十月二十一日です。それも三・七、二十

七百七十七家庭の祝福は、一九七〇年度を

一（三×七＝二十一です。今回が最後の峠で

中心として十月二十一日、それは三掛ける七

す。これからは、私が祝福をしてあげなくて

は二十一なのです。そのようにして七数を合

もいいのです。それで十カ国を参加させたの

わせたのです。結婚式としては、世界を代表

です。

した最後の結婚式だというのです。これを中
心に七〇年代を限界点として、七百七十七家

統一教会の思想は、世界のために生きる思

庭を祝福することによって、どんな民族でも

想です。これは、他の宗教と違います。統一

一つの結婚を通じて血統的に結ぶことができ

教会の人たちを見れば違います。先生は、今

るのです。それで七百七十七家庭からは超民

でも世の中から非難されています。この世の

族的結婚時代に入っていくのです。

人は、先生がするのを見て「統一教会の文先
生という人を見れば、大層なことをする」と

それで統一教会は、一つの大韓民国の民族
を中心とした教会ではありません。既に七百

言います。今回、先生が世界十カ国の人々を
集めて合同結婚式をしました。

七十七家庭を祝福することによって、統一教
会には世界人類を通じて成すことができる新

もともとは七百七十七双をすると約束しま

しい民族形成の基盤かつくられたというので

したが、実際には七百九十一双を祝福してあ

す。それで七百七十七家庭は何を意味するの

げました。約束はそのようにしましたが、そ

かといえば、世界民族形成ができる新しい超

れより多くしなければならないのです。なぜ

民族的時代、超氏族的時代に入っていくとい

かといえば、彼らが婚約して祝福行事を行う
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時、軍隊に行くとか、体の調子が悪くて参席

今、この席には祝福を受けた七百七十七家

できない人がいて数が少なくなる心配があった

庭がいます。彼らは、世界を代表した人たち

ので、七百九十一双を祝福してあげたのです。

です。それで彼らを混ぜておきました。七百
七十七家庭は、まだ本当の統一教会の食口に

統一教会の原理がそのようになっているの

なっていない人も祝福をしてあげたので、彼

です。七百七十七双の合同結婚式の時にも、

らを見れば、まだらだというのです。では、

米国人たちは、ほとんど大学院出身の修士た

彼らをなぜ混ぜておいたのか分かりますか。

ちでした。そのような人々が荷物をまとめて、

それは彼らを世界を代表する立場に立てるた

自分の国を離れて何万里も遠い韓国に来て祝

めでした。このようにすることによって、神

福を受けたのです。一人が来るのに費用がい

様の無限の許しの圏をこの地球星に与えるた

くらかかるかといえば、二千ドルです。一双

めの神様の愛なのだということを皆さんは知

に四千ドルかかります。韓国のお金にすれば

らなければなりません。

百三十万ウォンかかります。
この七百七十七家庭には、み旨がよく分か
っていない人も入っています。めちゃくちゃ
そのような莫大な経費を投資しながら、彼

な状態です。けれども、ここに集まった夫人

らがなぜ韓国まで来て結婚しようとしますか。

たちだけは正しい人にしなければなりません。

それは、米国で結婚するより韓国で結婚する

エデンの園で女性の過ちで滅びたので、女性

ほうが、より価値があるからです。もっとい

たちが精誠を尽くして走るようになれば、外

いというのです。お金を使ってでも何十倍も

部のほうが私たちの時と共に歩調を合わせるよ

良いので、「来るな」と言っても来るのです。

うになります。そのようになれば、男性はつい

損をするなら、そのようにはしません。これ

て行かざるを得ないというのです。ついて行か

はただ「統一思想」による原則のもとで絶対

ないと、行く所がなくなるというのです。

的なのです。彼らには、他のものをもってし
ては駄目だというのです。

統一教会で結婚すれば、四十日間は何でし
ょうか。それは夢も見られません。私たちの
日本の祝福家庭や七百七十七家庭は五年間、

先生は、統一教会の食口を中心として合同

一つの家に住みながらも、みんな独身生活を

結婚式をしてあげました。そのようにする時、

したのです。それは驚くべきことです。それ

世界の人々が我が国に押し寄せてきました。

で青年男女の倫落問題のようなものは、統一

この世でそのようなことをした人は、文先生

教会でなければ手をつけることができません。

しかいません。もし結婚させてあげた実績に

この秩序を正すことができなければ、世の中

従って賞をもらうなら、世界十カ国を集めて

はサタンの犠牲となってしまうのです。この

七百七十七双合同結婚式をしたということで

ような難問題をすべて一つにして、神様の民

一等賞をもらうはずです。こういう事実を知

を立てようというのですから、それは容易な

れば、度肝を抜くというのです。

ことではありません。
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七百七十七双を中心として、国際結婚時代

家庭、その次に七百七十七家庭、このように

に入っていくのです。すべて混ぜるのです。

七回の祝福がありました。七次ですべての祝

そこから蘇生段階、その次は長成段階、完成

福は終わったのです。

段階、今回は本格的に混ぜるかもしれません。
今の時代は、どんな時代ですか。結婚国際連

それが終わったので、韓国のものは世界の
ものです。世界のものは韓国のものになりま

合時代に入ったのです。

す。今回先生が韓国に築いた個人復帰、家庭
輝く朝を前にして、一九七〇年十月二十一

復帰、氏族復帰、民族復帰の基準は、国を復

日を期して七百七十七双が全世界、万民の前

帰する時までは縦的に上がるのです。個人、

に解放の旗を持って立ち上がるということは、

家庭、氏族、民族、国家、このように上がって

天宙史的な勝利基盤が蘇生するという意味が

いくのです。これは逆に上がっていくのです。

あります。このように、とてつもなく驚くべ
きこの日が貴いということを、皆さんがどれ
くらい感じているかというのです。父母様の

七百七十七双の祝福式を挙行する時、ある

国、父母様の一族、父母様の家庭、父母様の

親が先生を訪ねてきて「統一教会の文教組様、

息子、娘を中心として十カ国から集まりまし

私の娘の名前は何々ですが、良い婿候補を選

た。韓国と日本をはじめとする数多くの国に

んでくださるよう心からお願いします」と言

おいては、文化の違いがあります。文化の平

ったのです。統一教会の文先生がいつの間に、

均基準がないというのです。

このように高い位置へ上がったのでしょうか。
世の中も変わったようです。冬だと思ってい

七百七十七家庭は、三掛ける七は二十一、

たのに、いつの間にか春だというのです。生

全世界を一度に合わせたのです。それが一九

き甲斐を感じるというのです。そのようなお

七〇年十月二十一日です。世界のどんな民族

もしろみもなければ、どのようにして先生は

でも、天国に行くことができる橋を架けたの

生きていきますか。

です。三掛ける七は二十一、三・七数の恨の
峠を蕩減復帰する目的とは何でしょうか。二

七百七十七双を祝福してあげる時、祝福の

十一年路程において霊肉を中心として、ある

資格がない人もたくさん祝福を受けました。

いは男性、女性を中心としてサタンの讒訴圏

神様の前に祝福を受ける資格を完全に備えた

を抜け出すためのものです。

立場で祝福を受けた人は、何人もいなかった
のです。けれども資格を備えていない人々も、

今日、統一教会を中心として、家庭が抜け

今回のこの作戦に同参させることによって、

出すことができる完全な基盤を、十カ国を中

その人も生き、彼らに関係する親戚もここに

心として築いたのが七百七十七家庭です。一

関係を結ぶことができる挙国的な基盤を築く

九六〇年度にも成婚式、その次に信仰の三子

ことができるのです。それで、資格を備えて

女、その次に三十六家庭、その次に七十二家

いない人々も七百七十七双の祝福に同参させ

庭、その次に百二十家庭、その次に四百三十

たのです。
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今回七百七十七双の祝福を受けた新郎は、

を売った日には威信も立たないので、それを

新婦が当然自分の家に来るだろうと思ってい

取りに行かなければならないというのです。

たでしょう。慣習によって間違いなく自分の
家に来て、舅と姑に従い、兄弟と共に暮らす

その車に乗れば、「統一教会の文先生が韓

だろうと思ったのに、なぜか消息もなく、み

国で一番いい車に乗っている」という話がう

な一線に派遣されたというのです。もちろん、

わさになるでしょう。「統一教会の文先生は、

これに副作用があることも知っています。け

お金がどこからそんなに出てきたのか」と言

れども、仕方がないというのです。

えば、「どこからかというと、七百七十七双
が祝福を受ける時に贈り物としてくれたの

私たちは、七〇年代には七千年歴史の蕩減の

だ」と言うのです。大韓民国で私がその車に

起源をつくらなければならず、韓国自体におい

乗ったとしても、それは私のお金で買ったの

ては男としての威信を備えなければなりません。

ではなく、贈り物としてもらったものです。

それで先生も家を買わなければなりません。皆

それが新聞に出たのです。そうでしょう。そ

さんが先生の家を買ってくれなければ、責任を

れで良い車に乗っても少しも良心の呵責を受

果たせないことになります。それで、仕方なく

けないで、誇りとするのです。

七百七十七双を立てて祝福してあげたのです。

その七百七十七双を中心として先生の最高に
良い家を買うという条件を立て、車も最高に良

六 千八百家庭
一) 千八百組を祝福するようになった背景

い車を買うという条件を立てました。家を買わ
なければならないのですが、それがどれくらい

一九七五年二月八日に、千八百双の合同結

大変か、その家一つをめぐって今でも闘ってい

婚式を挙行しました。私たちの統一教会が個

ます。その人たちが私たちに売ると約束したの

人的に現れ、家庭的に現れるに当たって、御

に、国家法に引っ掛かってお金を払うこともで

父母様の家庭だけでなく、全世界の統一教会

きずに、今も待っているのです。これも蕩減復

の教会員が、この世界の前に現れなければな

帰しなければならないようですね。

りません。このような神様のみ意があるので、
家庭的に勝利して一つの杭を打ち込まなけれ

ごちそうを食べるようになれば、それがこ

ばならないのです。

の国の怨讐です。立派な生活ができる環境に
なれば、それが怨讐だというのです。今、釜

ですから第一次七年路程、第二次七年路程

山港に米国から送ってきたリンカーン車が到

の受難の功績を基盤にして初めて、第三次七

着しました。これはもちろん七百七十七家庭

年路程の上に父母を中心として、皆さんの家

の合同結婚式の時の贈り物ですが、この車に

庭を平面図上に横的に展開させ得る一つの攻

乗るべきでしょうか。これを売ればいいでし

撃戦を繰り広げたのが、二月八日の行事だっ

ょうが、これは歴史上に聖なる涙とともに天

たということを皆さんは知らなければなりま

の名誉を懸けて送ってきたものなので、これ

せん。
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千八百家庭、これは三掛ける六は十八、三

すべてその数なのです。六数をいつも掛けて

は六数の代わりの三時代をいいますが、これ

いくのです。今回韓国で六千双が結婚したの

は六数のサタン数の三数完成数と同じなので、

も、二千百双もすべて原理的なのです。

全人類を代表する家庭です。信じる人だけで
はなく、信じない人、サタン世界圏にいる未

祝福家庭は、国際合同結婚式が伝統です。

来の家庭的基盤を天と連結させることができ

千八百まで重要視したでしょう。六数の三倍

る基礎をつくってきたのです。このような役

数です。三掛ける六は十八、それで千八百家

事を今までやってきたのです。

庭だというのです。イエス様は百二十家庭で、
再臨主は百八十家庭です。百八十家庭と百六

千八百家庭、十六は四数の四倍です。また、

十家庭は同じ数です。四数の倍数です。四掛

十八は六数の三倍です。これは同じことです。

ける四は十六、そしてこれは六数の三倍です。

四数は地の数です。その四倍は立体数です。

サタン数の完結数です。それで祝福家庭に氏

十八はサタン数である六数の三倍です。旧約

族の百六十家庭を祝福しなさいといったでし

時代、新約時代、成約時代の三数を合わせて

ょう。もともとは百八十家庭ですが、百六十

百八十数です。それで統一教会の蕩減過程で

家庭も認めたのです。

は百八十家庭で、千八百家庭は世界的です。
一家庭でも少ないほうを願ったので、百六
サタンは堕落する時、家庭を中心として堕

十としましたが、今後は百八十家庭です。そ

落したので、神様の主管圏に家庭をつないで、

の次は八数、それで三数で増えていきます。

超国家的な運動を展開していくのです。七百

七数、七番目が千八百家庭です。三家庭、三

七十七家庭、その次に千八百家庭……。千八

十六家庭、七十二家庭、百二十四家庭、四百

百家庭が最後です。サタン数である六数の三

三十家庭、七百七十七家庭、千八百家庭まで

倍、蘇生、長成、完成の十八数です。サタン

七数です。七数から八数、九数、十数の帰一

世界において千八百家庭を先生がもったとい

数に帰っていくのです。十数は、祝福世界化

うことは、氏族圏を越えたことになります。

時代へと越えていくのです。

その国家基準に連結した勝利基準は、世界に
連結する道の始まりです。その千八百家庭は

百六十家庭は四数の四倍です。四位基台の

サタン主管圏の六百数の三倍です。それを基

基盤、アダム的四位基台、アダム子女の四位

準に家庭を立てて、サタン圏の家庭を蕩減す

基台を成せなかったのが地上天国の門を開く

る基準になるのが千八百家庭なのです。

ことができなかった原因ですが、蕩減時代に
「四・四節」を中心として、この四数の四倍、

神様は数理的な神様です。偶然に、どんぶ

四倍というのはサタン理想数です。それはな

り勘定式では駄目なのです。それで全世界の

ぜかといえば、六数がサタン世界の占領する

家庭が合わせることができる立場になって、

基盤ならば、三倍、蘇生、長成、完成、三掛

自分たちも知らず知らずに巻き込まれていく

ける六は十八、それで千八百家庭を祝福した

のです。千八百家庭は三掛ける六は十八です。

のです。千八百家庭は千六百家庭に該当する
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数です。サタンを全滅させることができる数

な宣布時代に入ったのです。千八百双がここ

なのです。

に上がってこそ、これが横的な時代に入って
いくので、そのようになるのです。

イエス時代は百二十家庭ですが、再臨時代、
世界化時代は百八十家庭です。それで千八百

千八百家庭といえば、三掛ける六は十八、

家庭を祝福して六千双へと越えたのです。そ

三十六数（六・六・六数）は、サタン数の完

れはサタン数の六数を三倍したものです。サ

結なので、どんなことがあっても世界的な時

タンのすべてのものを踏み越えて立つ数を意

代へ越えていく新しい起源を準備しなければ

味するので十八数です。

なりません。それで先生は、今年の初めにど
んなことがあっても千八百家庭を一家庭でも

今年、千八百双を祝福したのです。本来は

越えなければならないと考えました。そのよ

昨年、一九七四年にしなければならなかった

うな信念をもって、「千八百家庭を立てなけ

のです。けれども今年の四月までは大丈夫で

ればならない」と言って、今回そのようなこ

す。一九六〇年の四月から始まったので、今

とをしてきたのです。

年に入っても四月までは十四年圏内だという
のです。ですから二月にして、十四年目にそ

今、国連の加盟国家が百八十三カ国です。
私たちが千八百双の結婚をしたでしょう。そ

れをしたのです。

れと同じで、今この時、転換期において百八
それで統一教会の第二次七年路程の終了と

十の国家を転換するのです。百八十、千八百

ともに全世界圏を中心として千八百双の祝福

はサタン数の完成です。六数の三倍で、四数

をしたので、完全に世界的基準に向かって基

の四倍です。サタン数です。それで、本来は

盤を築いて越えていくのです。この千八百双

私たちが氏族的メシヤとして百八十家庭を復

とは何でしょうか。六数プラス六数プラス六

帰しなければならないのです。しかし、百六

数で、十八数です。これに該当するのです。

十家庭にすることができるのです。価値は同

これは、サタン世界を制圧するという意味で

じなのです。四数の四数が理想数です。それ

す。完全に制圧するというのです。私たちが

で国連加入も十六数です。ソウル・オリンピ

世界的基盤を築いたので、今は国家を中心と

ック大会を中心として、百六十の国家が参加

して思いどおりに動いて、世界を動かすこと

したのです。それで百六十番目にサタン世界

ができる時代に入っていくという結論が出て

の宗主国が入り（北朝鮮）、韓国は百六十一

くるのです。

番目で出発です。蕩減すれば韓国が一番前に

一九七五年二月八日にあった千八百家庭の

立っているというのです。

祝福、これは全世界的な事件です。全世界の
新聞という新聞にはすべて載らなければなり

千八百双から信仰（霊）の息子、娘を強調

ません。全世界が知らなければなりません。

しませんでした。祝福の世界時代に入ったの

それで一九七五年が歴史的な一年であること

で、家庭で解決しなければなりません。横的

を皆さんは知らなければなりません。世界的

なものを縦的に、縦的なものを横的に展開し

1128 * 千百二十八

천성경

天聖經
Cheon Seong Gyeong
なければなりません。信仰の息子、娘が自分

皆さんは枝です。根につながった一つの枝

の一代のおじいさん、お父さん、お兄さんを

と同じです。あくまでも根を中心として幹に

中心として見れば、おじいさんは孫になるの

沿ってすべての枝が大きくなるのであって、

です。それではお父さんは何になるのでしょ

自分自身で大きくなることができますか。考

うか。お父さんは何になりますか。おじいさ

えてみてください。特定の概念があってはい

んが孫になれば、お父さんは息子になり、お

けません。それで御父母様の家庭を中心とし

兄さんは何になりますか。弟になるのです。

た伝統、その基盤の上で拡大していくのです。
ですから三十六家庭、七十二家庭、百二十四

二月八日、先生が今まで一番忘れられない

家庭、四百三十家庭、その次は七百七十七家

のがその日です。一時間半前まで相対をマッ

庭、千八百家庭、六千家庭、これらは世界の

チングしていました。全く、そのような結婚

拡大的条件の代表として祝福してあげたもの

式がどこにあるでしょうか。その時、十時に

です。

結婚式が始まるのに、八時半までそれをして
いました。夜も眠らずにやりました。しかし、

六千双、六千家庭は完全に歴史的なこの家

結婚することは一生を決める重要なことなの

庭の門を全世界、共産圏まで、サタン世界ま

で、それはでたらめにできないのです。一度

で、すべての門を開いたものです。それとと

失敗すればまたしてあげ、またしてあげて、

もに、米国を中心として神様の国と祖国創建

そうしたのです。

というこの基準まで引っ張ってきて、米国と
生死を懸けて決着をつけるのです。

六千家庭の祝福を終えることによって、今

七 六千家庭
一) 六千家庭は縦横の宗教圏を開いたもの

こそこの地上で神様の恨を解くのです。キリ
スト教が責任を果たせなかったことを、米国

六千家庭は全世界の縦的なキリスト教徒と

が責任を果たせなかったことを、私が背負っ

一般の人が、縦的なキリスト教徒と横的なカ

ていったのです。統一教会を中心として、す

イン世界が共に連結されるものです。六千家

べて成したのです。

庭を先生が連結させたのは、サタン世界が家
庭的に攻撃する時代は既に過ぎ去ったことを

六千家庭を中心として、監獄にいる家庭も、

意味します。霊的な長成基準を国家基準で成

地獄にいる家庭もみな集まるというのです。

し遂げました。世界的な基準においては霊的

カイン世界だけではなく、地獄天上世界、地

なキリスト教が世界的な基盤になるので、世

上世界に対して門を開けてあげるのが六千数

界的実体基準をキリスト教文化圏に連結する

です。六千家庭が門を開けてあげるのです。

ために米国に行って、全国的に復興活動をし

すべて開けてあげたので、世界的に現れまし

たので行く先々で歓迎を受けました。このよ

た。すべて現れたのです。天国に入っていく

うにして国家基準を代表して韓国に連結しま

門がどんな人にも、地獄にいる人にも、すべ

した。このように勝利して帰ってきました。

て開かれたので公開するのです。
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六千家庭はサタンの六数を世界化したもの

のです。それは、サタン数の完結です。六千

です。それを知っていますか。三家庭からそ

数というのは、家庭ではサタンと関係ない数

の次に三十六家庭、七十二家庭、百二十四家

です。家庭がサタン世界の数を越えることに

庭、四百三十家庭、七百七十七家庭、千八百

よって、解放圏に進むというのです。

家庭、その次は六千家庭、一番迫害が多い時
が六千家庭、九数を越える時です。それで六

問題を起こせば、文なにがしが負けるよう
にはなっていないというのです。ここで六千

千家庭が一番苦労したのです。

双の合同結婚式をする時も日本から二千八百
先生が世界的な基準を越えなかったならば、

双、五千六百人が来る時、反対して大変でし

日本全体が大変なことになっていたはずです。

た。反対してみなさい！ 誰が抜け出すのか

それで祝福家庭を中心として、今まで蕩減路

というのです。すべてが反対しても、一人も

程を通過してきたのです。三家庭から三十六

抜け出さないのです。

家庭、七十二家庭、百二十四家庭、四百三十
家庭、七百七十七家庭、千八百家庭、六千家

そのようなことをなぜするのでしょうか。

庭、これは世界的な蕩減の道を越えるための

青年世界にこれを早く通過させなければなら

ものでした。アダムとエバが結婚したでしょ

ないというのです。今は、文先生が行く所に

う。それで結婚の道を通じて蕩減するのです。

合同結婚式は世界的に知られているので、こ
れから反対してみたところで意味がありませ

統一教会は、愛の世界を成すために、合同

ん。日本も反対している途中で滑り落ちたこ

結婚式をするのです。統一教会は、人種を認

とをみんな知っているので、もう反対できない

めません。真の愛に白人、黒人の区別はあり

という、そのような看板がつけられたのです。

ますか。統一教会が偉大で、統一教会の教会
員が違うのです。前回、六千双の合同結婚式

先生は、世界史的な第一線でサタンの総攻

をする時も、私が日本の女性たちと黒人を七

撃を受けてきたのです。韓国の総攻勢とアジ

十双ほど結婚させました。強制的にしたので

アの総攻勢をすべて受けながらこのような道

はなく、自分たちが願ってしたことなのです。

を築いてきましたが、皆さんの時代はそのよ

そのようなことがあり得ますか。

うな時代ではありません。歓迎を受けながら
するのです。

現在、全世界的に見れば国連加盟国が百八

それで皆さんのホーム・チャーチでは、東

十二カ国です。百八十三カ国圏内に入りまし

西南北に散在しているその門をこれからすべ

た。これが百八十数に該当するので越えてい

て開いて、また閉まっている門を開いて、通

くのです。けれども百八十家庭よりも百八十

ってもいいという環境をつくらなければなら

箇所の宣教本部よりも百六十のほうが数が少

ないのです。それでこそ天国になります。そ

なく、それをみんなが願ったので百六十数に

れが一つから二つに、二つから三つに連結し

したのです。それで統一教会では千八百家庭

て、韓国での六千家庭を中心として連結しな

を中心として、六千家庭をすべて連結させた

ければなりません。
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私たちが今、世界的な大会をどんなにたく

アダム国家を代表した韓国人と、エバ国家

さんしていますか。このごろはあまりにもた

を代表した日本人と交差祝福をさせた意味が

くさんするので、私に対して報告もしません。

大きいというのです。どのようにして一つに

ここの六千双の合同結婚式だけ見てもそうで

なるのかというのです。これが国家基準で交

す。小さい町内で結婚式をするにしてもけん

差祝福することによって、統一的家庭を連結

かして大変なのに、六千双の結婚をしながら

させることにおいて、国家的次元で越えるの

大声一つなく、整然と行ったのです。今でも

です。その国家的次元を越えたので、世界的

本当に天の前に感謝するのです。飛行機に乗

時代へ越えていくのです。それで昨年の交差

って行ったり来たりするので事故が起きるこ

祝福が重要なのです。

ともあり得るし、車が故障して死ぬ可能性が
いくらでもあるのに、すべて天が保護してく

天が統一的運勢を迎えさせるために韓国を
中心として摂理を始めたのですが、天のみ旨

ださいました。有り難いことです。

を受け入れることができずに、金日成主席が、
八 六千五百家庭

サタン世界が侵入して南北が分立されたので、

一) 六千五百家庭は交差祝福のケース

世界がここで問題となったのです。これが分
かれたので、合わせることができる運勢を収

サタン数の三倍、旧約時代、新約時代、成

拾しなければ本然の地に戻れないのです。

約時代を代表した六千年に該当する数を蕩減
して、人類歴史全体の家庭が、神様の祝福圏

ところが昨年、先生が帰ってきて、それを

内にすべて蕩減して越えていく数なのです。

連結させて開天節を中心として、アダム国家

これは七百七十七家庭、千八百家庭は七、七

とエバ国家が交差祝福をすることによって、

番目です。七数は越えていく数です。その次

条件的に家庭的国家基準を越えるようになっ

に六千家庭は八、六千五百双は六千七百家庭

たというのです。家庭を考えなければなりま

です。六千七百家庭は、人間が六数を中心と

せん。家庭基準です。これを知らなければな

して七数を合わせて清算するのです。

らないのです。

六数で七数をまだ越えていないので、それ
を蕩減するために六千五百双の祝福をしたの

なぜ今回、日本人と韓国人を一〇〇パーセ

です。六千五百双は米国の二百双を足して六

ント交差祝福させたのかということを知って

千七百双です。それを祝福することによって、

いますか。アダム国家とエバ国家、アダム国

これが九次、九数を越えていくのです。

家は韓国で、エバ国家は日本であり、アダム
とエバが個人で自分勝手に結婚して世界を失

皆さん、一昨年の十月三十日の六千五百双

ったので、今はそのようにばらまいたことが

では、日本と韓国の人たちを交差祝福させま

結実として国家的基準で収めてくるのを、ひ

した。日本人たちは韓国の男性と女性に出会

っくり返したのです。蕩減して覆し、世界的

い、韓国人は日本の男性と女性に出会ったの

原則においてアダムが上に、エバが下になり、

です。

ここでは二世を中心として連結したこの愛の
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基盤を蹂躙する者がサタン世界にはいないと

何人いるか知っていますか。東大出身は十何

いうことを知らなければなりません。

人もいます。それから大学卒業者は多数で、
医者だけでも約三十人になります。「みんな

先生は知っています。日本は、宝石で飾っ

辞めて韓国に来るのだ」と言いました。

た美人が全裸で横になっているようなもので
す。何も身につけていない女性です。それを

日本人同士で結婚した人たちと交差祝福を

四人の男性がねらっています。三天使長と完

受けた人たちのうち、どちらが高いでしょう

成した一人のアダムです。その完成したアダ

か。交差祝福を受けた人たちに侍らなければ

ムが権限を行使するためには「こいつら、手

なりません。日本の将来の重要な責任は誰の

をつけるな！」と言って、交差祝福をさせな

肩にありますか。交差祝福を受けた人たちを

ければならないのです。そうしなければ息子、

日本の責任者に徐々に任命することが伝統的

娘をみな占領されてしまうのです。堕落は息

な天の観点なのです。今はそのようにしてい

子、娘、カインによって決まるのです。

ませんが、そのように準備していなさい。米

女性一人の力では三天使長を防ぐことがで
きません。しかし、交差祝福することによっ

国もそうです。こういうことを公式的に初め
て話しました。時が来たので話すのです。

て、神様の息子が連れていくことができるよ
うになっています。復帰されるのです。それ

この前、私たちが交差祝福する時、日本の

で交差祝福こそ、日本が主人として最高の条

久保木や何人かの幹部が信じなかったのです。

件を得ることができる方法です。そのような

しかし、一週間急がせてできたのです。何万

喜びの条件なのです。

人ですか。六千五百双なら一万人を超えます。
一万人以上が日本から来なければならなかっ

韓日交差祝福をした人は、日本人ではあり

たのです。八千人、九千人が一週間の間にす

ません。アジアを越えたのです。自分たちの

べて押し寄せてきましたが、飛行機がどこに

国を指導し得る思想をもっているという観点

ありますか。オールストップしたのです。私

から見た時、韓国に来ている日本家庭は、中

がみな分からないようにやりました。

国もすべて開拓できなければなりません。故

日本の韓国大使館では三日間、昼夜を徹し

郷の地に派遣して世界を包容できる基盤を築

て自分の一族を動員しながら印鑑を押し続け

こうとアダム・エバの一体圏を先生がつくっ

たのです。それで日本政府と韓国政府が後押

ているのです。歴史はそのようになっていく

ししたという条件になったのです。六千五百

のです。偉大な歴史がここから始まるのです。

双の祝福を韓国政府が後押ししたのです。

この前、日本の青年男女二千五百名と、韓

キリスト教は、怨讐とは個人だと思ってい

国の青年男女三千五百名を交差祝福しました。

ますが、違います。個人の怨讐ではありませ

「きょうから君たち日本人は韓国人と結婚し

ん。国の怨讐です。国の怨讐を愛さなければ

て、韓国人は日本人と結婚するのだ！」と言

なりません。ですから日本を愛しなさいとい

いました。その二千五百名の中に東大出身が

うのです。そうです、日本人と韓国人が出会
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えば、火花が散るでしょう。今回、交差した

ても、祝福を受けることができずに去ってい

ことを知っていますか。個人で交差結婚した

った人がいたのです。では、今の時はどうで

時には滅亡の落とし穴に落ちていきますが、

しょうか。一週間を七年とするのです。一週

むしろそのように植えられた根によって、国

間に自分が間違いなくサタンの体だと認めて、

家的には分かれたのではなく、一つになって

真の父母が来て血統転換させてくれると信じ

天国に入っていくのです。日本人と韓国人が

れば祝福してあげました。サタンが所有して

交差祝福することによって、この国の運勢が

いた人たちです。国の主人になれない者たち

地に根を下ろし始めるのです。

です。それで所有権を転換しなければならな
いのです。

九 三万家庭
一) 三万家庭は三時代三数を代表した家庭

三万双の結婚は、最後の峠を越えていくも
のです。三時代、蘇生時代・長成時代・完成

昨年、三万双が祝福を受けましたが、国家

時代、旧約時代・新約時代・成約時代の三数

を超えて、地域を超えて、宗教を超えて、政

を代表したのが三万双なのです。それで相対

治圏を超えて国際結婚をしました。考えてみ

的に六数を越えるのです。三数の主導権で六

てください。三万双ならば、六万人になりま

数を越えるのです。第二次大戦を中心として

す。どれほど多い数でしょうか。そのように

英国、米国、フランスと、日本、ドイツ、イ

多くの人たちが十日間でもなく、一日ですべ

タリア、この全体を蕩減しなければなりません。

て行ったのです。一つの国の人だけではあり
ません。約百三十カ国の白人、黒人、黄色人

三万双の祝福を歴史的な一つの記念碑的事

種はいうまでもなく、すべての人種の人々が

件として受け入れるべきだということを知ら

参加したのです。皮膚の色が違っても、生活

なければなりません。その歴史的な背景がど

方式は同じなのです。一つです。

の程度歴史的でしょうか。これは世界史的で
す。三万双を終えてからは先生が祝福をして

「ため」に生きる生活文化は、全く同じだ

あげなくてもかまいません。

というのです。たとえ貧しく暮らしたとして
も、人のために生きるのです。そのような家

今回の三万双の祝福は、体育オリンピック

庭が全世界に広がっていくというのです。私

（世界文化体育大典）と共に開催され、人間

たちのような人たちが世界の大部分を占めて、

社会の精神的な面と肉体的な面の均衡を保っ

二十年後に一つの世界、一つの国家をつくっ

て発展させなければならないという方向性を

たと考えてみなさい。そのような時が来ると

示す意義をもっています。特に、世界百三十

いうのです。

カ国から国籍と人種を超えて三万双の善男善
女が集まった中で挙行される歴史上最大規模

一九九二年八月二十五日は、何の日ですか。

の合同結婚式は、二十一世紀とともに新しい

三万双の結婚式です。統一教会の祝福を受け

歴史時代を迎える世界人類が、神様を中心と

ることが難しかったのです。二十年間聖別し

してお互いに和合することにより世界平和を
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実現するという、平和の大道を見せてくれる

婚運動に参加する、このような役事が国際合

壮挙となることでしょう。

同結婚式だというのです，

特に、八月二十五日には世界全域から集ま

三家庭、三十六家庭、七十二家庭、四百三

った約三万双が神聖な祝福を受けて、神様を

十家庭、七百七十七家庭、千八百、六千家庭、

中心とした新しい家庭の伝統の確立を固く誓

六千五百家庭、その次は三万家庭です。この

うでしょう。家庭は国家、社会の最も基本的

三万家庭は、帰一数なので世界的です。蘇

な単位です。社会問題の解決は、家庭問題の

生・長成・完成時代を渡っていかなければな

解決から始まります。

りません。三万双とは、旧約時代、新約時代、
成約時代を出発する立場です。今から世界祝

三万家庭というのは、蘇生、長成、完成の

福時代へと越えていくのです。

三数を中心としています。三数は全体を代表
したものです。聖別数です。天の国と地の国

一九九二年に祝福したのが八月二十五日で
しょう。三万双を一週間の間に祝福をしてあ

を完全に開放してしまうのです。

げたのです。このように見る時、この三代の
御父母様の前にある日本、米国、ドイツは

先祖に、横的には五十億人類がすべて入るの

アベル圏ですが、長子権を行使することがで

です。平面的にしてあげるのです。それで一

きます。この日本、米国、ドイツを中心とし

週間にみ言だけでも聞けば、その後の全体を

て、これから世界的な祝福をします。九二年

祝福してあげることができます。祝福してあ

に三万双の世界的な祝福をしました。三数と

げれば、アダム家庭が愛を中心として夫婦関

いうのは完成数で、天の数を代表します。蘇

係を過ったことを蕩減復帰して、一度に天国

生、長成、完成です。三万家庭を祝福したの

へ行くことができるというのです。

は世界的です。三万双の祝福以後は統一教会
の合同結婚式に対する反対がさっとなくなっ

先生が一九九二年八月二十五日を中心とし

てしまうのです。三万双が結婚することによ

て三万双を祝福する時、皆さんの親に家庭を

って、国際的に連携するようになりました。

中心に氏族的メシヤの特権的な恵沢を与えま
した。それで息子、娘も同じ中心として認め
るのです。ですから何も知らない人も一週間

そこには国家もなく、国境もなく、民族も

真の父母を信じて、血統的に過ったというこ

なく、文化もないのです。今までの結婚は、

とを知り、真の父母の血統となって血統転換、

その境界線を越えることができず、自分の国

所有権転換、心情圏転換を間違いなくすると

を中心として、自分の国でも自分の氏族を中

誓う人には同じ立場で祝福をしてあげたのです。

心として、それも自分と関係のある氏族だけ
を求めて結婚しましたが、これを完全に捨て

今は他のものが必要ありません。旧約聖書、

たのです。国境や民族や人種や宗教や文化を

新約聖書をすべて捨てても真の父母と真の愛

すべて捨てて、兄弟として、初めて歴史的結

を中心にすればいいのです。真の愛を通じた、
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真の愛を中心とした真の生命、真の血縁的因

ながら血統転換、所有権転換、心情圏転換を

縁をどのように成すのかという問題が残って

して、必ず真の御父母様の子女になると誓え

います。皆さんも文総裁の前に、御父母様の

ばいいのです。そのようなことをしたのが三

前に、祝福を受けなければならないのです。

万双です。

これは妄想ではありません。昨年、三万双を
祝福するといった時、既成教会の牧師たちが

だからといって、祝福を受けてそのまま終

「ははは！ あの空想家、気違い」と、そう

わるのではありません。家庭の規則を中心と

言いました。

して兄さん、姉さんたちがしたことを相続し
た基盤の上に、祝福したことを忘れてはいけ

三万双を祝福してあげる時、何も知らない

ません。相続すれば、それを相続した先祖が

既成家庭を一週間の修練会に参加させて祝福

管理、保管しながら愛したのと同じような心

してあげたのです。それでみなメシヤの位置、

をもたなければなりません。それで過去のす

アダムの位置、再臨主の位置に引き上げたの

べての先祖がもった同じ心情圏を受け継がな

です。

ければなりません。しかし前と違って、サタ
ン世界が解放されているのです。兄弟がみん

一九九二年八月二十五日、その日は三万双
の祝福式をした日です。このようにして堕落

な一つになっていけば、その境地を越えてい
くことは問題ありません。

した父母を解放して、同じ基準に引き上げた
ので、堕落した子孫も同じく平等な立場に立

三万双の祝福式をしましたが、これからは

つのです。蘇生、長成、完成です。三万双の

三百六十万、三億六千万も問題ではありませ

時は、一週間の修練会を受けて誓えば、みん

ん。三十六億も人工衛星を通じて何千箇所、

な祝福してあげました。それは、自分の親を

何万箇所で一度に行うことができます。その

解放してあげたので、親と共に子孫全体を解

ようにして全人類を祝福すればいいのです。

放して横的な平等の価値の基準に立つように

三代の先祖がみんな解放されて祝福を受けた

なったということです。この基準がこのよう

立場なので、その先祖の子孫と父子関係を結

に論理的に成り立つので、真の父母はこのよう

ぶのです。それで、上にあるものをどこへで

に世界家庭の主体圏に立つようになるのです。

ももっていけるのです。ここにあるものをど
こにでももっていって、ここにあるものもど

一九九二年八月二十五日を中心として三万

こにでももっていくことができる平面時代にな

双の祝福結婚式を誰でも同じようにしてあげ

っているのです。サタンの妨害がありません。

ました。一週間だけ「原理」を聞いて、ただ
真の父母を信じるなら祝福したのです。自分

今は一度に祝福する時代です。それで一週

が堕落した血統をもっており、真の子女では

間過ぎれば、七数である一週間がたてば祝福

ないので、絶対的にすべてのものを真の父母

してあげることができるのです。それを宣布

にゆだねました。堕落してサタンが神様の所

したのが三万双の祝福の時なのです。だから

有権を奪っていったので、全体を神様に返し

といって、一週間ですべてのことを完成した
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のではありません。これは今まで六数期間を

ばそれでいいのです。祝福を受けたのちに血

かけてここまで来たものを連結したものです。

統転換、所有権転換、心情圏転換をすれば、

ですから個人において再び六数期間をかけて、

それは一族なのです。

ここに来なければならないのです。それで統
一教会の伝統、思想を訓練されて接ぎ木され

それが個人を中心として、個人、家庭、氏

るので、生き残ればそれでいいのです。これは

族の三段階が一つの単位です。一つのチーム

すべて論理的です。でたらめではありません。

です。おじいさんとお父さんと自分の三代、
六人の家庭が一つのチームなのです。それを

アダム・エバが結婚を間違ったので、祝福

外しては駄目です。顔から口を取れば、どの

を通じて万国に統一圏を成していかなければ

ようになりますか。すべて三段階になってい

なりません。初めて神様の名前で結婚式をす

るのです。

るのです。三万双まで先生を中心として結婚
式をしたのです。これは平面的なのです。同

三万双の祝福の時には、功労がない人まで

じ恩恵圏内にあるというのです。それでこれ

祝福してあげたのです。なぜかといえば、氏

が水平線なので、三万双を中心として初めて

族的メシヤを送って、一族を解放させるため

一週間だけ修練を受けて絶対信仰さえもてば、

です。メシヤになった者たちの親が今まで統

みんな祝福してあげたのです。

一教会に反対して、その氏族全体が統一教会
に反対したのです。過激に反対したのは、む
しろ統一教会に入った子供をもった親たちだ

天がサタン側を追放して世界を収拾して初
めて天宙から世界、国家、民族、氏族、家庭

ったのです。その反対した親を解放してあげ
たのです。

まで基盤が築かれるのです。このように基盤
を築いておくことによって天が訪ねてくるの
です。訪ねてきて地上に来られる主と共に一

交差祝福こそ、日本が主人として最高の条

つになって、サタンを追放した家庭の起源を

件を得ることができる方法です。そのような

つくるのです。そのような家庭を代表できる

喜びの条件なのです。今回の交差祝福は何回

世界的時代、その時が三万双の祝福を中心と

目ですか。二回目です。今回、天下分け目の

して三年路程をたどる時です。

闘いをしたのです。三万双の時、日本が必死
に反対したのです。サタンは日本全体で最大

一昨年の八月二十五日を中心として三万双

の攻撃をしましたが、先生はびくともしなか

を祝福したのです。これは六時間かけてずー

ったのです。その内容を本当に知っている人

っとこのように上がってきたとしても、こち

たちならば、秋の紅葉のように染まって既に

らは六時間かかるのではありません。ここで

伝道されているのです。「いやー！ 合同結

は何分かでこのようになるのです。それで一

婚、素晴らしい！」と考えるはずです。今回

週間の修練を受けて真の父母を認めて、血統

の三万双結婚式の八〇パーセントはＮＨＫで

転換、所有権転換、心情圏転換をすると誓え

放送しました。
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昨年の八月二十五日、三万双合同結婚式を

んな集まって反対しました。言論界と一つに

するのに日本人たち一万七千双が来て結婚し

なって四カ月間、ずっと反対してきました。

たので、日本を文総裁が食べてしまうのでは
ないかと反対して、一年間大騒ぎしたのです。

キリスト教の優秀だったという人たちが一

言論を総動員してつぶそうとしたのです。

発殴られるのです。二十四日にそのように殴

「今年の八月、統一教会はなくなる。解体し

られて頭が「ガン！」となったのに、二十五

て、流れる水のようにかけらも残らないくら

日に三万双の結婚式を見て、みんな「メシヤ

いになるだろう！」と言ったのです。よく知

でなければ、こういうことはできない！」と

らないのです。文総裁がそのような男ならば、

言い、完全に再整備されて復帰されていくの

このようなことは始めもしなかったでしょう。

です。

歴史的な伝統をひっくり返さなければなら

先生がお母さんの話を聞いて、息子、娘の話

ないのです。「自分の肉親のおじいさん、お

を聞いて、皆さんの話を聞いたならば、この

ばあさんとお父さん、お母さんがいるのに、

ようにできなかったのです。これを引っ張っ

真の父母とは何だ」と言うのです。これが逆

て越えていかなければなりません。行かなけ

説的な論理なのにもかかわらず、世界の良心

ればならない道を知らないのです。今は、皆

ある若い青年たちは餅のようにくっつくのです。

さんがどこへ行くのか分かったでしょう。誰

それで三万双の結婚式が可能だったのです。

でもみんな分かったはずです。これは簡単な
ことです。これから、皆さんには生きるか死

私が一日に三千七百何双をマッチングした
のです。これからは一日に三万双もマッチン

ぬかということがなくなるはずですし、迫害
を受けなくなるでしょう。

グすることができるのです。先生は、そのよ
うな頭をもっているのです。それは、普通の
人にはできないのです。人生の重要な愛の問

今回の三万双の祝福によって、整備作業が

題を中心として、これを行う時です。それこ

すべて終わりました。息子、娘が三万です。

そ普通の人ではありません。そのような何か

この三万人がみな気が違って道理が分からな

があるのです。それで統一教会の教祖をやっ

い人たちではないというのです。そこには学

ているのです。

者もいて、あらゆる人たちがいるのです。そ
れで無視できないのです。

今回、三万双の祝福に参加した人たちが九
十人ほど集まったと聞きましたが、手を挙げ

三万双の祝福をすることによって、世の中

なさい。みんな若いでしょう。皆さんのおか

がすべて静かになりました。この文総裁が普

げで、日本が大騒ぎになったでしょう。三万

通の人ではないといううわさが流れたでしょ

双が祝福を受ければ、日本民族が韓国民族に

う。ですから、メシヤ宣布をするだけのこと

隷属するようになると考える右翼を中心とし

はあったのです。メシヤなので、救世主であ

た日本の一部、そして年を取った人たちがみ

るがゆえにやったのです。
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海水が一年に一度、満ち潮で水面が最も高
くなる日があります。ただ一日しかありませ

サタン世界、外的な世界には与えないという
ことはできないのです。

ん。何日もあるのではないのです。一日だけ
です。そのように水面が最も高くなる日があ

レバレンド・ムーンが七月三日から八月二

るように、今回の三万双の祝福をしたのです。

十四日まで「私が真の父母で、救世主だ！」

エデンの園において、心情圏完成基準という

と宣布しても、反対する人がいなかったので

のも、その海水のように一度しかないのです。

す。レバレンド・ムーンのみ言どおり救世主

その時に同参しなければなりません。それで

が再臨したとしても、レバレンド・ムーンの

どれほど堕落した人でも、七日修練会、三日

ように、世界のためにこういうことができる

修練会さえ受ければ、みんな祝福してあげた

人が一人もいないからです。

のです。
今回三万双、六万人が結婚式をしましたが、
三万双祝福式の時は、平面上に立つことが

「すべて真っ赤なうそだ」と既成教会で言い

できるすべての世界人類を御父母様が責任を

ふらしながら、あらゆる反対をしました。そ

もって、解放の位置に立ててあげたのです。

うこうしながら、実際にやったので「お

誰でも一週間の修練会を受けて血統転換と所

っ！」と驚いたのです。それを見て、うそを

有権転換と心情圏転換が必要な、堕落という

まき散らして反対してきた既成教会が落ち込

事実を知り、祝福を通じて真の父母が歴史全

んだのです。

体を蕩減してくれたので自分が解放される、
先生は去る八月二十五日の合同結婚式には、

ということを信じればいいのです。

三日間の修練会だけ受けた人たちもすべて同
今回、三万双祝福の時は、「三日間の教育

参させました。私たち統一教会の原理に、そ

を受けただけでも祝福に同参させなさい」と

のようなことがありましたか。潮が満潮にな

言ったのです。それは原則ではありません。

る時、これが入ってきます。エデンの園でア

しかし、この小さな条件で三万双の祝福を受

ダム家庭を中心として、満潮になろうとした

けて、自分が氏族メシヤとして家庭に戻り、

のにすべて壊れてしまったのです。それで復

堕落で自分勝手に結婚した自分のお父さん・

帰時代に一度、満潮にならなければならない

お母さんを三日間教育させるのです。それで、

のです。今回の三万双祝福式は、歴史的な宣

そのお父さん・お母さんが息子、娘の話を聞

言です。それを中心として、すべての家庭と

くならば祝福の位置、アダム・エバの位置に

国家をあずかる指導者たちは、みんな文総裁

引き上げるのです。

に対し頭を下げなければなりません。

息子、娘はカイン・アベルで、アダム・エ
バ、父母の立場に同参する恩恵を受けるので

私は、世界のカップルを執り持つことがで

す。何の功労がなくても、み言を聞いたとい

きます。個人的に執り持つことが問題ではあ

うだけでも、父母の立場に同参することがで

りません。パッと見れば分かります。皆さん

きるのです。統一教会の内部だけにあげて、

は息子、娘の結婚相手を十年たっても選ぶこ
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とができないのに、私は一秒で十五双まで結

う時、「できない」と言ったのです。目がセ

んであげました。そのような頭をもち、世の

メントのような目になりました。セメントの

中を隅々まで知っているので、そのようなこ

ような目を知っていますか。凍りついた目を

ともできるのです。そのように思うでしょう。

セメントの目と言います。「できない」と言

三万双を祝福させてあげたからです。

いましたが、達成したのです。

結婚は本来、真の父母がさせてあげるよう

金日成主席が「三万双合同結婚式を本当に

になっていたのです。ところが、真の父母を

するのか」と好奇心をもっていました。三万

失ったので世界的な父母の立場でこれを収拾

双をどのように結婚させるのかというのです。

して、すべて接ぎ木しなければなりませんが、

「三万双は何でもない」と言ってあげました。

それをする方法は私しか知らないので、私が

三万双祝福式をしたなら「その写真を一度見

せざるを得ないのです。

たい」と思っているのを私は知っているので
す。今回その写真を持っていって、金正日党

三万双の祝福の時、写真で婚約をしました。

書記と金日成主席に見せてあげました。三万

これは驚くべきことです。サタン世界にはな

双の祝福写真が大統領官邸にはありませんが、

いのです。結婚するに当たって、絶対的なゼ

金日成主席、金正日党書記の部屋には掛けて

ロの位置に立ちなさいというのです。結婚す

あるのです。それはよくやったことでしょう

るのに絶対信仰をもった立場に立つのです。

か、間違えたことでしょうか。それで中国の
門を開けて、ソ連の門を開けました。あとは

エバは堕落することによって、絶対愛をも

北朝鮮の門だけ開ければいいのです。

つことができませんでしたが、彼らは国境を
越えてサタン世界にはない愛の道を探し出し

本来は金日成主席と私とが北朝鮮から来た

たのです。先生を絶対的に愛したというので

難民、それを何と言いますか。離散家族、そ

す。神様をエバが絶対的に愛することができ

の離散家族をみんな会わせようと約束しまし

ませんでしたが、絶対的に愛する立場に立っ

た。交流を約束しました。また、「三万双を

たのです。自分全体を否定する位置に立った

北朝鮮でみんな歓迎するから連れてこい！」

という事実を認めなければなりません。

と言ったのです。その時は夏なのです。皆さ
ん、松島を知っていますか。松島海水浴場、

三万双を祝福する時も、郭錠煥は「三万

はまなすが咲く松林、無限の松林がある白い

双！ 六千五百双の五倍にもなります。どう

砂浜にテントをいくらでも張ることができる

しましょうか」と言ったのです。六千五百双

ので、総裁が願うならば三万双をそのまま北

も目を大きくして死にそうだと大騒ぎしたの

朝鮮で歓迎！ それを政府が反対しました。

に、それも十年後にするのではないのです。
三年以内に片づけなければならないのです。

三万双合同結婚式を材料として私が「日成

「超宗数的に、イスラム教でも仏教でも儒教

お兄さん、三万双を連れて北朝鮮に入ってい

でも訪ねていって何双でもすべきだ！」と言

きたいが、三十八度線を開ける自信があるか」
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と言うと、「もちろんだとも、もちろん、ああ、

二百台がつながれば何キロメートルになりま

そいつは素晴らしい！」と言ったのです。

すか。もしそれが行われたと考えてみなさい。

金日成主席が「三万双を連れて北朝鮮に入

このようになれば、南北統一の騒乱事件に

ってこい」と言ったのです。それで「ホテル

なったかならないかを考えてみなさい。これ

がないじゃないか」と言うと、「松島海水浴

はもう過ぎ去ってしまいました。私は、誰が

場が世界的に有名な所だから、その松林に数

これを反対したのかみな知っています。米国

十万人くらい入ることができる、だから十人

の情報を通じてみな知っているのです。私は

当たりテント一つ持ってくれば万事解決だ」

過ぎ去る人ではありません。誰が何をしたの

と言ったのです。それはそのとおりなのです。

かをすべて記録してデータを出そうとするの

そこに食べ物を運ぶのです。元山港を解放す

です。

るから、船にすべて積んで運べというのです。
今は、統一教会を知らなければならないよ
うになっています。統一教会を知らなければ
三万双が北朝鮮に入っていって、松島海水

常識のない人になります。本当なのです。統

浴場で十人にテントを一つずつ与えようとし

一教会を知らなければ何の価値もない人にな

たのです。服を脱いで過ごすことができる季

ります。これから世界に出ていきなさい。ど

節だったのです。北朝鮮でも「文総裁が望む

こから来たのかと尋ねられた時、「韓国」と

とおりにいたしましょう」と言ったのです。

言えば、「三万双の祝福はどうなったのか」

それを現政府にも通報しました。それを誰が

と言われて、そこに行けなかったなら「テレ

抑えましたか。現政府が阻止したのです。そ

ビで見ました」と言わなければなりません。

れでも私は滅びませんでした。天道を行く道

そして「どうだったか」と言われた時、「壮

には光明の朝が来ますが、天道を離れれば暗

観でした」と言い、「壮観でしたか。どんな

黒の闇がやって来るのです。永遠の闇が訪れ

人たちが集まりましたか」と言われれば、す

るのです。

べて説明しなければならないでしょう。先生
もそうです。

今回、三万双を金日成主席がみんな招待し
ました。「文総裁、あなたが願うならば、今

一昨日の二十四日にもリトル・エンジェル

が三十八度線を開くための一番いいチャンス

ス芸術会館でバンケット（注：晩餐会）を終

だ。北朝鮮で三万双をみんな受け入れま

えて帰ってくると、あす、祝福式なのに四百

す！」と言ったのです。それを大韓民国の国

人が相手がいなくて、どこどこに集まってい

民は知りません。北朝鮮からそのように言っ

るというのです。それでそこに行って、一晩

てきたのです。北朝鮮で「三万双を受け入れ

中、四時過ぎまで相手を決めてあげて出てく

ます！」と言ったのに、どうするつもりです

ると、雨がどしゃ降りなのです。「こんな日

か。車に五十人ずつ乗れば何台ですか。三万

に雨が降って地に雷が落ちるような所で、三

双だから千二百台です。五十人ずつ乗った千

万双を不動の姿勢で立たせて、祝福してあげ
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れば、それこそ歴史的な事件になる！」と考

それをすべて成せば、地上天国が目の前に訪

えるので、気分がいいのです。

れるのです。

イスラエル民族は、四十年の荒野路程が過
十 三十六万家庭

ぎて、七年路程で国を建てる伝統を立てられ

一) 三十六万家庭は世界的な背骨（脊椎）と

ずに敗亡の国となりましたが、私たちは、建

なる家庭

国理念、その国を建てる伝統を立てなければ
なりません。今、四十年路程が過ぎ去る時な

なぜ三十六万双に決めたのでしょうか。私

のです。過ぎ去ったので、この七年路程中に

たち祝福家庭の中で、一番中心となる家庭が

すべての建国思想と統一的世界、平和の理念

三十六家庭です。アダム家庭、ノア家庭、ヤ

に満ちた国民に結束させなければなりません。

コブ家庭をいいますが、これは縦的基準です。

それで先輩となる一世と二世がカイン・アベ

この三家庭が一つにならなければなりません。

ルとして一つになるべきなのに、一世が失敗

それが一つになって十二数を満たすのです。

したので、荒野で倒れる危険性があるという

これに三段階を合わせれば三十六数になりま

のです。

す。これは歴史的なすべての先祖、人類全体
を代表した先祖になるのです。人に例えると、

これをどのようにするのでしょうか。祝福

背骨と同じです。背骨と同じで縦的な基準を

を早く行って救ってあげようというのが三十

いうのです。骨を中心として、肉が一つとな

六万双の祝福です。そこには多くの既成家庭

って、細胞が生きているのです。

が入るのです。多くの既成家庭が因縁を結び
ました。統一教会に反対した人たちは、怨讐

堕落して神様の前から追い出されたのは、

です。既成家庭を祝福してあげたのが三十六

結婚を間違って追い出されたのです。ですか

万双です。一世に該当する人は、腐ってなく

ら真の父母の名を中心として、全体、全般、

なる人たちです。すべて鷲の餌になるはずな

全権、全能の権限をもって、解放圏を宣布し

のに、死ぬはずなのに生かしてあげようとい

たのが三十六万双の祝福だというのです。こ

うのです。皆さんの息子、娘、二世がアベル

の三十六万双は、アダム圏、ノア圏、ヤコブ

となり、一世を救ってあげるのです。それで

圏を完成したものです。アダム圏を完成して、

自分の息子を父母のように絶対服従、絶対信

イエス圏完成、再臨主完成を平面的に代表す

仰、絶対愛で接しなければならないのです。こ

る数なので、三十六万双が結婚しなければな

のような基準があるので復帰していくのです。

らないということを皆さんは知らなければな
りません。

三万双の祝福以後には、統一教会合同結婚
式の反対がさっとなくなるというのです。そ

三十六万双が問題ではありません。三百六

れ以後、三年で三十六万双の祝福をするので

十万双、三千六百万双ができる時代に入った

す。三十六数というのは、アダム家庭、ノア

というのです。次が三億六千万双でしょう。

家庭、ヤコブ家庭までの三十六家庭をいうの
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です。それで、これは先祖の数です。ですか

ます。ですから自分の責任を完成しなさいと

ら三十六万双の祝福は、世界的な全体の背筋

いうのです。自分の責任！

のような、先祖のような祝福になるのです。
これは、世界的に長成級に該当するのです。

三十六万双というのは歴史になかったこと
です。三万双から公開的祝福を世界的にした

この結婚式をすれば、どうなるでしょうか。

のです。そこには、国家の第二人者まで参加

今、全世界で家庭が破壊されています。これ

しました。大臣クラス以上が入っているので

を清算するのが問題です。混乱したこの家庭

す。今回も、大統領たちもみんな出席したの

を、どのように収拾するかという問題で世界

です。世界の峠を越えなければなりません。

が病んでいるのに、統一教会が三十六万双の

そして三万双から三十六万双を三年で行った

青年男女を中心として新しい家庭を編成し、

ので、三数を越えていくのです。

その家庭が理想的に、幸せに暮らすようにな
る時には、世界中の破壊された家庭がここに

現在の統一教会員、皆さんすべてが出てい

関心をもつようになるのです。これは世界的

って、ありとあらゆる理由を挙げながらそれ

な事件になるのです。

を可能だと信じていましたか。それを知って
信じたのは、神様と先生しかいませんでした。

このような三十六万双の祝福をする時、

けれども私が責任をもって祝福をしてあげま

「この結婚は素晴らしい」とのうわさが世界

した。霊魂のために祝福をしてあげたのです。

的に流れて、一つの国で三万六千双ずつすれ

蘇生家庭圏の世界版図上の三万双を基盤とし

ばどのくらいになりますか。ある国は、五万

て、長成圏の三十六万双を中心として、三十

双までするということです。考えてみなさい。

六万双は三十六家庭を世界版図上で越えてい
くのです。先祖が間違った峠を越えていくの

一九九五年八月二十五日には、全世界七十

です。

二万人、三十六万双の善男善女が創造本然の
理想家庭として、神様と真の御父母様から祝
福を受けました。これで、神様の真の愛によ

今回、私が三十六万双を祝福したのは、南

って、夫婦が初めて理想家庭に向けた真の家

米からアラスカに通いながら、荒れ地の開拓

庭のモデルを確立することができます。

の王子のように、失ったものをすべて収拾し
なければならない責任があるからです。収拾

今や三十六万双を行ってサタン世界が倒れ

して帰ってこなければなりません。これを収

たので、皆さんの努力いかんによっては何千

拾すれば三十六万双が峠を越えるのです。神

万双もできる時代に入りました。それで私が

様の愛があるので、神様は内的中心として、

心配して祈祷しなくても、ほうっておいても

私は外的中心としてこれを整えるのです。こ

その数は越えるのです。間違いありません。

のような理由で三十六万双をするようになり

私は、予想数字が何千なのかを既に考えてい

ました。
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先生は、かかしではありません。これは初

一九九二年が過ぎて、三年後の九五年に三

めて話すことです。私が数多くの人を組んで

十六万双の祝福をしたのです。三万双から、

あげました。あらかじめ決めておいてすると

国際的水準の三万双から祝福を同じ位置でし

言われたり、狂人だとうわさされました。三

てあげるのです。カイン・アベルに同じ位置

十六万双を率いて祝福してあげた記録を残し

の恩恵を与えるのです。一週間だけみ言を聞

たので、「その人が何の調和だ」と言われて

いて、絶対信仰をもって真の父母に仕え、絶

も信じることができるので、事実を話すので

対愛で真の父母を愛して、サタン世界の知恵

す。今までは、話しませんでした。今回、初

ではなく、無知でもなく、真の父母の知恵で

めて話すのです。先生の手が動くのです。手

み旨の道を行くと決心すればいいのです。一

が動くのです。誰も知りません。写真に、て

週間のみ言を聞いて決心して誓えば祝福をし

きぱきと手が動くのです。

てあげたのです。同じ位置に立ててあげると
いうのです。

三十六万双の祝福のために血の汗を流して、
八月二十五日が来ることがどれくらい恐ろし

今まで多くの祝福をしてきて、一九九二年

かったか分かりません。私はワシントン大会、

には三万双の祝福が行われたのです。なぜ三

それ以上の気持ちでした。天の前に宣言した

万双でしょうか。これは国際的です。一九五

威信と体面がここですべて壊れるか、跳躍す

六年に、父母を中心として世界的な祝福がで

るかなのです。深刻でした。神様が加護して

きる世界時代を失ったのですが、一九九二年、

くださり、先生を愛してくださり、保護して

四十年ぶりに世界的祝福時代に入ったので三

くださったのです。その孤独で悲惨な文なに

万双の祝福が行われたのです。これは世界的

がしを同情してくださる神様がいらっしゃっ

な時代の蘇生です。その三年後の昨年には三

たので、誰も考えもしなかったのに、それを

十六万双でした。

超えて達成したのです。

三万双も祝福して、「三年後に三十六万双
三万双から三十六万双は、十二倍の数です。

を祝福する」と言うと、「できる」と言う人

それで三十六万双は十倍で、すべて根を下ろ

は一人もいませんでした。一人も信じません

しました。鐘を打つ音が地の果てまで鳴り響

でした。でも、それが終わりました、終わり

きました。また今の世の中はエイズとかフリ

ませんでしたか。世の中にそのようなことを

ーセックスによって、毒蛇の口に手を入れる

する人はいないのです。誰もこういうことを

ような危険な時代です。美男子を求める女性

する人はいません。こういうことをする国も

はエイズにかかり、美人を求める男性はすべ

ありません。これが記録的です。サタン世界

てエイズにかかるようになっています。これ

の家庭全体を踏んで上がっていったのです。

は生きて地獄に直行するようなものです。こ

長成的基準の三十六万双を勝利したので、サ

れを守る道がありません。純潔を守らなけれ

タン世界の国を踏んで上がっていくのです。

ばならないのです。

これで残ったのは三百六十万双です。これは
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全権時代です。祝福全権時代に入っていくの

した信仰基盤が残っているということを私は

です。

知っていました。

今回祝福を受けた三十六万双の中には、イ

今回、三十六万双祝福式をしましたが、三

スラム教信者、仏教信者、儒教信者、超宗教

十六万双は何人ですか。七十二万人を数えれ

的信者が祝福を受けようと参加したのです。

ば何日かかりますか。一生かかるでしょう。

キリスト教は、祝福をすべて奪われたのです。

それが人間の力でできますか、できないです

天の国の皇族圏になることができるキリスト

か。先生は、六カ月間でやりました。三年で

教文化圏の体裁がなくなったのです。これも

はありません。先生は、どれくらい深刻だっ

私が救ってあげなければ、すべて地獄にけり

たか分かりません。それで霊界を動員したの

入れられるでしょう。

です。動員してアフリカヘ……。ここ北半球
は反対です。ここが明るければあちらは暗く、

長子権時代、父母権まで来たので命令どお

あちらが暗ければここは明るいのです。今は

りに動かなければ引っ掛かるのです。自分の

あちらが明るいのです。神様は公平だという

先祖が来て、処理してくれるのです。天使世

のです。

界も降りてきて処理するのです。下手をする
と先祖が来てあらゆることをします。統一教

今回の三十六万双合同結婚式をする時、日

会に行けと命令をします。今回、全世界の宗

本ではこれが失敗するといって韓国のキリス

教団長がそのような命令に、天の特命だと命

ト教と組んで、発表するや否や「やっつけよ

令するので逆らえません。宗教団長に対して

う！」と万全の準備をしていたのです。この

「祝福しろ、息子よ！」、こんな夢のような

ように日本の政府から何からすべてでもって

ことが可能です。三十六万双だから三百六十

片づけようとしたのです。ところが夢のよう

万双は問題ありますか。問題ありません。可

な話が起こったというのです。ＮＨＫが実況

能な時代に入ったということは驚くべき事実

放送をしたのです。三十六万双がどのように

です。そのようなことをする統一教会は、ど

なったと実況放送したので、反対しようとし

れくらい有名ですか。どれくらい素晴らしい

て来た約百六十人の言論人の首が縮み上がり

ですか！ どれくらい誇らしいですか！ ど

ました。ＮＨＫが発表してしまったのです。
自分たちが勝手に撮って発表し、混乱を起

れくらい気分が良いですか！

こそうとしたのにＮＨＫが発表したのです。
三十六万双の祝福を六カ月間ですべて解決

日本の言論界を代表した、それも先進国家の

しました。第三世界にいるこの人たちは、信

名があるので発表しなければ大変になるので

仰生活に命を懸けてきました。おなかをいっ

す。世界的見識から脱落するということを知

ぱいにして、おなかをさすってげっぷをしな

っているので正式発表して、残っていた反対

がら来たのではなく、飢えて死にそうになり

しようとした者が完全にさっとなくなってし

ながら息子、娘と生き別れになる、そのよう

まいました。そうするや否やブッシュ元大統

な死の場に送りながら神様を信じてきた、徹

領が来て、掃き捨ててしまったのです。
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真なる家庭と理想家庭を実現しようという

運動が行われるのです。三年圏内にあって、

のです。神様のみ旨が願う理想家庭を実現し

女性解放を通じて国を探し出さなければなら

ようというのに、息子、娘の理想家庭を願わ

ないのです。国を探す時代に入ったので、結

ないお父さん、お母さんがどこにいますか。

婚式をするようになりました。サタン圏内で

願っても不可能だったというのです。夢のよ

三十六万双家庭を探し出したことでサタン世

うな話です。政治力をもってしても駄目で、

界は崩れるのです。これから世の中の家庭は

経済力をもってしても駄目で、外交能力ある

完全に飛んでいくようになっています。こう

いは軍事力をもってしても駄目なのです。こ

いうことが行われるようになって、これが大

ういう時代を越えることができるのは三十六

きな主流の流れになり、文総裁の家庭理想は

万双の祝福です。

人類を解放して平和の世界へ行く近道だとい
うことを、みんなが知るようになったので反

真の父母がこの地上に来て、根本を明かさ

対がありません。

なければ霊界に行って問題になります。これ
を全世界の町々、村々に伝えることで霊界と

これから反対すれば「よく聞け、こいつ！

地上が完全に一つになるのです。それで今回、

文総裁がしていることとは何か。世界的に青

三十六万双というのは意味が大きいのです。

年男女を組んで三十六万双祝福式をしたのを

四十年たってお母さんを中心として女性解放

知らないのか。お前は何と思ってそんなに反

ですが、それが母の出現です。女性解放とと

対するのか。ほうり出せ！」と、王でも誰で

もに三万双を祝福したのです。祝福の基準で

も釘を打たなければならないのです。町内

三万双をしたのは、世界的な母とカイン・ア

隅々まで行って、お父さん、お母さんを降参

ベルを中心として新しい祝福基盤を世界で成

させる時が来たのです。父母権復帰です。分

立させるためです。

かりましたか。

それが蘇生ならば、これは長成というので

神様が文先生をつかんで離さないのです。

す。二番目なので三十六万双を中心として天

こういうすべてのものを内外で実践するので

が摂理的ペースで合わせたのが、家庭問題で

す。教えようとするだけではありません。す

す。今、完全に地獄化されてしまったのです。

べて実践して教えるのです。三十六万双もそ

いくら先進国家が自慢しても、家庭問題を中

うです。三十六万双もできるとした上で始め

心としては頭を下げなければならないという

たのです。今度の三百六十万双もできるとい

のです。完全に破綻させられました。手をつ

う、その上で命令するのです。そのまま先生

けることができないのです。経済力、軍事力、

のみ旨を受け入れれば、できるようになって

政治力をもってしても手をつけることができ

います。

ないのです。
三十六万双をしたので、今は原理結果主管
お母さんがエバの責任を果たせなかったこ

圏を越えたのです。皆さんは知らなければな

とを解放してあげることで、初めて女性解放

りません。統一教会は、原理結果主管圏内の
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長子権復帰のための戦いを毎日のようにして

様も知りません。神様と私だけが知っている

いる所です。それで世界平和統一なのです。

ことです。完全な主体は、完全な対象を成す

「世界平和統一家庭連合」は、原理結果主管

のです。完全な対象の信念は、完全な実体の

圏を越えて、直接主管圏と一つになるのです。

信念として神様が成功させなければならない

先生と一つとなっているのです。それで先生

責任があるのです。どうですか。素晴らしい

のおしりをつかんで絶対に一つになれば、結

でしょう。その信念どおりにできました。三

果主管圏は分立ではなく統一されて、勝利の

百六十万双はどうですか。三万双から三十六

覇権者として先生についていくようになりま

万双をすることよりも簡単です。世の中で文

す。これが宗教を中心として見た時、「世界

総裁を夜も昼も呼ぶ人が多くなっています。

平和統一家庭連合」だということを知らなけ

お母様のお父さん・お母さんと、先生のお父

ればなりません。

さん・お母さんを、歴史の数千万代の先祖の
すべてを許して、復活できる因縁を地上で組

三十六万双の祝福というのは、外的と内的

んであげました。

に王権国家基準でサタン世界を踏み越えたと
いうことです。エバならばエバとして、妻な

今までは、そのままほっておきました。私

らば妻としての勝利の覇権をもって、堂々と

が直接管理できる、長成期完成級の峠を越え

国家を越えて天国に行くことができる責任分

ることができなかったので、完成した父母と

担を完遂したのです。直接主管圏の神様の血

して処理できません。干渉しないのです。今

統を直接伝授することができる世界へ越えて

は時を越えました。四十年の峠を越えて、三

いくのです。

十六万双を突破したというのです。三万双か
ら始まって蘇生、長成期を越えたということ

三万双の時も、郭錠煥には見込みがなかっ

は、サタン世界の誰も統一教会を抑える人が

たでしょう。できるだろかできないだろか、

いないということです。その峠を越えたので

と思ったでしょう。三十六万双、これは夢の

す。反対しても越えていくことができるのです。

国で占うのです。夢の中で占って当てること
ができますか。これは想像もできないことで
す。しかし私は、「三十六万双は既にでき

潮水は六時間ごとに入ってきますが、水平

た」と言ったのです。ですから神様が「Ｏ

になる時があるのです。今そのような時にな

Ｋ」なさったのです。答えを得て始まったの

ったので、今回の祝福も一週間の教育を受け

です。ですから毎日一瞬にも、三年間、夜に

て血統復帰、所有権復帰、心情圏復帰をする

なっても、どこに行ってもそれに焦点を合わ

と決意した人、真の父母に接ぎ木して新しい

せながら、そこに中心を置いて精誠を込めた

人になるという人は祝福してあげたのです。

のです。

しかし、いつもそうではありません。水平に
なる時は、少しの間なのです。そのような時

私の精誠は、五十億人類の精誠に負けない

が来たので、三十六万双も、なんの功労のな

というのです。それを誰も知りません。お母

い人を先生の特権で祝福してあげたのです。
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世界的蘇生が三万双です。世界的長成が三

真の父母が出てこなかったので、今までこ

十六万双です。これが第二次です。第二次の

の地を離れた人たちも、真の御父母様が来て、

時に堕落したので、第二次の時に霊界と肉界

祝福を受けて共に平面上で生きることができ

を、家庭を中心として結ぶのです。先生の父

る位置に上がってくるのです。そのような歴

母と先生のお兄さんをこのように結んでおく

史的な解放圏を代表したのが三百六十万双の

ことで、家庭的にお母さん、お兄さん、息子、

祝福だというのです。三百六十万双を中心と

娘として、これが三位基台になるのです。そ

して、今年すべて集まるのです。

れだけでなく、アダム家庭から出発してお母
さんの家庭を祝福してあげて、その息子、娘

三百六十万双の祝福、これは蘇生、長成、

を結ぶのです。これを三時代を経て初めて、

完成の完成です。三万双から三十六万双を経

真の父母を中心として先生の息子、娘と皆さ

て、完成段階を成すのです。これを水位で例

んの家庭がカイン・アベルで縛られるのです。

えると、水が六時間かけて満ちてきてたまり、
十二時間で一回ずつ引いていくとすると、六

それで今回の三十六万双を祝福する前に、

時間前にたまった水も、六時間後にたまった

その前日の明け方三時にその祝福式をしてあ

水も同じ水位に立つのです。まず入ってきた

げたのです。真の御父母様の両親です。この

ものを押し出して入れば、かえって新しく入

ように難しいのです。だからといって、本然

ってきたものが先になるというのです。だか

的アダム・エバの理想的祝福の位置ではあり

ら平準化時代に入ったのです。

ません。王権が残っています。国がありませ
ん。国です！ 今は、すべて終わりました。

それでカイン・アベルを中心として、「君
が正しくて私が間違っている」と言うことが

忠母様の祝福も同じです。大母様の祝福も

できる条件を立てられない時代に入ったとい

霊界に行っている人を祝福してあげたのです。

うのです。平準化時代になったので、一律に

大兄様も同じなのです。その準備です。それ

すべて祝福できるのです。こういう時代に入

が三十六万双をする前、明け方三時にそのよ

ったのです。それで三百六十万双だけ越えれ

うなことをすべて準備したのです。皆さんは

ばいいのです。完全に越えていくのです。

知らないでしょうが、そのように複雑なので
す。それをすべて収拾して、旗を前面に立て

今は、世界がすべて変わって、私たちの時

たそこに、サタンと神様と霊界と肉界が相反

が来たので世界的に「真の父母を誇り、愛す

することがない道を切り開くのです。それが

ることは三百六十万双祝福完成」だというの

蕩減復帰の道です。

です。世界化祝福時代が来たというのです。
三百六十万双を祝福するようになれば、小学
生たちが尋ねるのです。「先生！ 統一教会

十一 三百六十万（三千六百万）家庭

の文先生がする三百六十万双祝福とうちのお

一) 三百六十万家庭祝福で解放時代を迎えて

父さん、お母さんがしたように一双一双する
結婚とどちらが本当ですか。世界のすべての
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国民と、すべての国家の風習、伝統を越えて

百六十家庭は、誰のためにしましたか。自

統一的な立場で家庭をつくることができる、

分の一族のためです。ここの黄氏ならば、黄

こういうことをしています。その結婚式と、

氏の先祖から今までの家庭の責任を負うので

私たちの結婚式と、どちらが本当ですか。統

す。真の父母がそうではありませんか。アダ

一教会に行って結婚しなければなりませんか。

ムから今までのすべての家庭の責任を負いま

今までの方法で結婚しなければなりません

した。それが世界版図になったので家庭を越

か」と尋ねるならば、先生は何と答えるのか

えて、国家を越えて、世界まで越えて、それ

というのです。

を解放して、すべて収拾したような価値を中
心として三百六十万双を祝福するのです。そ
こには国境もなく、宗教とか風習とか文化と

三百六十万双が祝福家庭の世界解放圏を成

か、そのようなものがないのです。同じです。

立させるという内容があるということを知っ

平面的に全世界の村ごとに同じ家庭を配置し

ているでしょう。そこに殺人者や強盗がいな

たので、神様が求め、堕落していないアダム

いですか。がらくたのような人がいないでし

の本然的家庭基準を設けておいたのです。

ょうか。盗賊、詐欺師が大勢いるのです。そ
れを悔い改めるなら、どれくらいかかります

統一教会で、真の父母の誇りと愛は三百六

か。何千万年の罪を負っているので、その罪

十万双完成をすることですが、それは韓国の

を何千万年の何倍悔い改めても許されないの

ためだけではありません。南北統一基準で東

です。その罪を許すのが真の愛のパワーです。

西に分立された西洋の文明が今戦い、南と北

真の愛の力をもっていると、偽りの愛の力が

が貧富の差で戦う、そのすべてのものがかか

どんなに強くても、自動的にすべて流れてし

わっているというのです。それだけに三百六

まうのです。

十万双で、韓国で記録を破って、北朝鮮の前
に水が流れるように、天運を動かさなければ
ならないことを知らなければなりません。

三百六十万双をすれば統一天下がなされる
のに、統一天下は何を中心として回るのでし

家庭とは、そのように恐ろしくて怖いので

ょうか。これが錨なのです。錨だというので

す。ですから「家庭盟誓」の内容は、天宙的

す。地上世界の悪魔の主管下において習慣化

な大宣言だということを忘れてはいけません。

されて、汚されているものを清算できる錨だ

昨年から御父母様が講演する講演文の内容は、

というのです。ここにロープを結んで、皆さ

家庭をもつべきだというものです。これは鉄

んを押し出すのに錨のロープが切れてはなら

則だというのです。霊界解放の祝福式をしな

ないのです。それが皆さんの家庭とならなけ

ければならない時が追っているのです。三百

ればならず、皆さんの一族にならなければい

六十万双が終われば、霊界祝福式をするので

けないのです。切れるかもしれないと思って

す。相手が霊界に行けば、呼び出して組んで

一族を縛り、国家的なメシヤをみんな縛って

あげることができる時代に入っていくのです。

あげるのです。

ですから地獄世界まで解放されるのです。
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アダム家庭の体制、イエス家庭の体制、再

庭は、氏族完成と国家完成の根本になるので

臨主家庭の体制が、すべて違うというのです。

す。それがそのまま世界的に展開しながら三

イエス様は、ローマを越えて、世界的段階を

万双、三十六万双、三百六十万双の祝福につ

越えて、天を救うことができませんでした。

ながったのです。このように地上から蘇生・

統一教会は、今やそのような位置を越えたと

長成・完成が成されたのです。これは平面的

いうのです。それで王権時代を叫んでいるの

です。

です。今回の三百六十万双の祝福さえ終われ
今からは、何の問題もありません。とても

ば、霊界の祝福が行われます。

簡単になるのです。三百六十万双をすること
これから三百六十万双が終わった日には、

よりも簡単です。神様の全体、全般、全権、

興進君と大母様を使って先生の祝福を代わり

全能の時代に入っていくのです。真の愛を中

にさせようというのです。祝福してあげるの

心として家庭を祝福するのに、妨げになるも

です。それでは自分が愛する人、統一教会を

のは何もありません。なぜそうなのでしょう

中心として独身祝福を受けた人があの世に行

か。世界で最も難しい問題とは、青年男女の

って、昔の自分の夫と息子、娘を探して再編

倫落問題と家庭崩壊の問題です。神様は、エ

成できる時代が来たというのです。その時が

デンの園で干渉できなかった基準があるので、

いつ来るか分からないので独身祝福をしてき

今でも手をつけることができません。サタン

ました。

も家庭を引っ張っていって、終わりの日にな
れば、枝まですべて枯らせてしまうのです。

十一月二十九日の三百六十万双は、天と地
が接する時です。縦的世界と横的世界が接す

三百六十万双を超えて、すべて完成させる

る時です。それでアダム家庭で堕落せず、全

のです。それで三千六百万双です。三万双か

人類が堕落しないで、横的世界がみな祝福の

ら三十六万双、三百六十万双、三千六百万双、

日を待っている時なのです。エデンの園でア

三億六千万双、その次はいくつですか。三十

ダム・エバが家庭完成を成功させたのです。

六億です。六回すればすべて終わります。六

引っ張ってきて、強制的に結婚させてもサタ

回もしなくていいのです。三百六十万双をす

ンは反対しません。たとえ強制的に祝福を受

るようになれば、結婚する人は「なぜあのよ

けさせても、祝福が終われば永遠に、深く父

うに世界を騒がして結婚したのか」と知られ

母様に感謝するはずです。宇宙の価値を相続

るようになるのです。
そう、先生は、祝福がどれくらい価値があ

する代表的家庭が立ったのです。

るのかということを知っている人です。自分
再臨主は、何をもってくるのでしょうか。

たちは知りません。無限の価値圏を与えたの

神様の愛を中心とした血統の主人として来る

です。今は、文総裁がどんな話をしても、す

のです。その血統によって新しい子孫を残す

べて信じるようになったのです。「三十六万

ようになるのです。それでアダム家庭で完成

双をする」と言った時、「あれは狂った人だ。

したように完成された家庭となれば、その家

統一教会は滅びる」と言ったのです。「統一
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教会は減びる」と言っているところに、「三

外形的には、統一教会がキリスト教につい

百六十万双をする」と言うので、「ああ、つ

ていったかのように見えるかもしれませんが、

いに滅びたな！」と言うのです。「統一教会

内的には、どれだけ闘争歴史を繰り広げたか

が三年ももたずに滅びるようにしてください。

分からないのです。サタンを分立させて、分

二年間ももたないようにしてください」と既

別するための闘争をしてきたというのです。

成教会は祈ったのです。

そうして、人類を再度神様の懐に抱くことが
できるようにするための救援の道を、個人か
ら家庭……。八段階を経て、全世界の民族が

今年も、もう八月になって三分の二が過ぎ

祝福家庭を中心として、真の父母の祝福家庭

ました。今年の標語は、三百六十万双祝福完

を中心として、世界水準を越えることができ

遂です。それで人の妻を盗んで、息子、娘を

るのが三百六十万双の祝福です。それで、今

盗んだと反対しました。祝福したのは、三家

は三千六百万双です。これは簡単です。一番

庭から三十六家庭、七十二家庭、百二十四家

難しいのは三百六十万双です。四十年の峠を

庭、四百三十家庭、七百七十七家庭、千八百

経て失った旧約圏と新約圏を探して出てくる

家庭、六千家庭、六千五百家庭です。九番目

のです。長子権と父母権、王権を失ったので、

が六千五百家庭です。次は十回目で、三万双

すべてその過程も経なくてはなりません。そ

をしました。十一番目は、三十六万双です。

れで先生が長子の責任を果たさなければなら

十二番目は、三百六十万双です。三百六十万

ないのです。

双をして蘇生、長成、完成と上がってきたの
三百六十万双の祝福は、祝福において最高

です。すべて上がってきたのです。

の山です。山とすれば、エベレスト山と同じ
上がったので世界中が知るのです。世界に

です。今それを越えていくのです。これが一

知れわたると同時に、家庭問題が世界で一番

番難しい峠です。それを越えて三万双蘇生か

大きい問題となります。それを収拾する道が

ら、三十六万双長成、三百六十万双完成を成

ありません。政治の力、経済の力、宗教の力、

して三千六百万双……。すべて三十六数なの

どんな力でもこれを収拾できません。

に三万双が出てきました。なぜ三数でなけれ
ばならないのでしょうか。三数というのは過

神様と真の父母に仕えて聖餐を食べること

程的な数字です。どんな時でも転換期には三

を私たちは、聖日だけしていたというのです。

面を広げていくのです。それで三万六千双で

「七・一節」、全体、全権時代、三百六十万

なく三万双をしたのです。三数がいつも分別

双の家庭によって世界理想に入っていくので、

期間になっているので、三万双を中心として

嘆息していた万物が嘆息圏を抜け出して、月

三十六万双、三百六十万双と、頂上に上がる

曜日から一週間、私たちが生活しながら食べ

のです。それが一番難しいのです。これを全

て寝ることすべて、神様と真の父母に仕えて

世界が注目しているというのです。

生活する侍義時代に入っていくのです。その
準備です。

すべての宗教圏で、「統一教会が三十六万
双をして、三百六十万双をするという。三十

1150 * 千百五十

천성경

天聖經
Cheon Seong Gyeong
六万双は簡単かもしれないが、三百六十万双

三百六十万双は、皆さんに必要ですか。そ

は可能だろうか」と言うのです。一年半か、

の必要はないのです。二天使長の家庭を消化

一年八カ月か、何カ月かかるか、それを誰も

して、アダム家庭に出してこそサタン世界の

信じなかったのです。けれども三百六十万双

家庭的痕跡とか、息子、娘がいなくなり、サ

を、七月十五日を期して、すべて越えました。

タンが永遠に服従してサタン分立が行われる

今日まで見れば、二千五百万双を越えようと

というのです。それでサタンは、どうやって

するのです。きのうか、おとといまでで二千

も反対するのです。それを縛ったのが一九九

五百万双になりました。二千四百五十七万、

二年の三万双の祝福です。初めて世界が縦的

四捨五入すれば繰り上がるので二千五百万を

に上がるのです。長成は三十六万双で、三百

越えたのです。

六十万双は完成で最後です。

では三百六十万双祝福で終わるのでしょう

それで地上に三六〇度をすべて開放して、

か。三百六十万双と三千六百万双を一度に勝

誰でも祝福を受けることができるようにした

利して、峠を一度に越えることができるとい

ように、これが連結されれば、天上世界にい

うのです。これをみ旨から見れば、蘇生・長

る人たちを祝福できる門が開くというのです。

成がサタン圏に入っており、完成基準が残っ

それでこの三百六十万双を祝福するには興進

ているので、蘇生・長成圏のサタンを中心と

君が先生の代わりに、イエス様が祝福できな

して分立の歴史をなしてきたのです。もし三

い霊界のすべての悲しい理由……。今まで誰

百六十万双と三千六百万双をすれば、世界は

も天国に入っていないのです。ところが興進

驚嘆するのです。

君が先生の代わりに祝福をしてあげるので、
霊界にいる天使長の子孫がアダム家庭の弟の

三百六十万双さえ越えれば、すべての解放

位置に立って、一列で真の父母のあとに従っ

圏の世界へ越えていくのです。それで「真の

て天国に行くというのです。蕩減復帰です。

御父母様の誇りと愛は三百六十万双祝福完
遂」なのです。今、先生を中心として神様を
愛して誇った、そのすべてのものを成したよ

今回三百六十万双をすれば、どのようなこ

うに、先生を誇り、愛する基準を立てて三百

とが起こるかといえば、統一教会で結婚式を

六十万双を越えれば、すべての解放圏の世界

する必要はありません。宗教がなくなるので

へ越えていくというのです。祝福ということ

す。文総裁が言うならば、今私が演説する内

を説明しなくても、「どこに行け」と言わな

容、説教する内容は、宗教は体を主管するた

くても、文総裁の祝福理念は、世界を解放で

めに生じたということです。堕落したので生

きることを万民は知っているし、聞かなけれ

じたのです。それで、すべて宗教がなくなり

ばならなくなっているのです。三百六十万双

ます。何をしなければならないでしょうか。

が、耳にたこができるように毎日ラッパを吹

神様に仕えて生活する家庭、国だけをつくれ

くのです。

ばいいのです。それが創造理想です。
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世の中の終わりの日には神様も手をつける
ことができず、サタンもすべて寂寞たる山川、

を知っているのです。ですから七月十五日に
「三百六十万双完了」を宣布したのです。

絶壁にぶつかっているのです。サタンが見た
時、右側、左側を振り返ると、レバレンド・

二) 三百六十万双が三千六百万双に

ムーンがしりを打ちながら家庭をすべて奪っ
てきているのです。今は三百六十万双ですが、

今回は短い準備期間にもかかわらず、全世

三億六千万双を祝福して、家庭をすべてひっ

界百八十五カ国で三百六十万双を目標にした

くり返すのです。これからは行く所がありま

当初の計画を三千六百万双も超えた三千九百

せん。

六十万双が人種と宗教を超えて、真の家庭の
ために祝福結婚儀式に同参しました。これは、
その趣旨や規模で見ても「人間が動機となっ

先生の心と同じならば、それも二倍を足す

た行事だ」と言うことができません。神様の

のです。問題ではないと見るのです。これで

み旨が主な動機となって成し遂げた、摂理的

世の中が驚嘆するでしょう。三百六十万双も

な成就であるというのです。

未完成だと、指さしてあざ笑った怨讐たちが
待っているという事実を知らなければいけま

三千六百万双が終わりましたか、終わりま

せん。火を消しては駄目です。腰のベルトを

せんでしたか。「三百六十万双もできない」

緩め、服を脱ぎ捨てて寝ては駄目です。その

と言ったのに三千六百万双を成したので、十

日を先生は願ってきました。先生のような心

倍を超えました。四千万双を超えました。ど

をもってみなさい。行動の終着に向かって、

れくらい統一教会が素晴らしいですか！ 誰

あらゆるけんかをせざるを得ません。自覚的

がこのようにしましたか。三億六千万双は、

な自分自身をもたなければなりません。神様

六カ月間あればできるはずだと先生は信じて

の代わりに審判主の行為を拡大させようとし

います。六カ月あればできるのに、皆さんが

ているということを、理解して決意しなけれ

信じないのでできないというのです。三億六

ばなりません。

千万双は、これから新たに六カ月間あればで
きます。皆さんが先生のようになれば、十分

七月十五日の前、三百六十万双完了を宣布
する前までは、本当に心が逼迫していました。

にできるのです。皆さんがどれくらいしなけ
ればならないかが心配です。

アルゼンチンでは何人しましたか。何百だけ
しかできなかったでしょう。五百人もできな

きょう、この席に世界言論人を代表して参

かったのです。ですから大変です。ところが

加した言論人の皆さんに、レバレンド・ムー

天が役事をしたのです。八月に入って、私た

ンが伝えたい最も重要なメッセージです。今、

ちが天地父母天宙安息圏を宣布したその日は、

ワシントン市内一円で開催されている第三回

何日ですか。八月九日です。そのような時が

「世界文化体育大典」のすべての行事と、二

また来るというのです。霊界の門が開き、こ

十九日のＲＦＫスタジアムと、全世界で挙行

の地上に全く想像できない事件が起こること

される国際合同祝福結婚式行事は、当初三百
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六十万双が参加する予定でした。ところが驚

に達したのです。それで三億六千万双が入る

くべきことに、当初の目標の十倍を超え、三

のでしょう。これは完成圏です。

千六百万双以外にも数百万双が参加するよう
になりました。このような汎人類的祝祭こそ、

先生は、皆さんに対して話すこともできま

未来世界のための家庭価値を守って高揚させ、

せん。私が話してあげれば、自分たちが恨に

人類が決断を促す荘厳な出発基台となるはず

満ちた位置に降りていかなければならないの

です。

です。一人でアリラン、一人で、単身でここ
まで来ました。三百六十万双ができると誰が

私は土曜日、ＲＦＫスタジアムで行われる

信じましたか。郭錠煥も信じませんでした。

特別な行事に、皆さんを直接招待したいので

みんな信じませんでした。私一人が信じまし

す。世界宗教の代表的指導者たちの祝福の中

た。再創造は、神様が創造の命令をするので、

で、私と私の妻は百八十五カ国から参加した

砂底からも数千名を、エゼキエル書にある、

三千九百六十万双に対する祝福結婚式を挙行

谷間の枯れた骨を生かして軍隊をつくりまし

します。当初の目標の三百六十万双を超え、

た。能力がある神様がいらっしゃるというこ

また三千六百万双を超えて達成しました。皆

とを知らなければなりません。

さんの国からも多くの夫婦が同参しているは
ずです。百八十五カ国の代表を含んだ三万双

三百六十万双の祝福と共に成すことができ

の夫婦がスタジアムに参加し、同時に人工衛

るのは腹中の子女、その祝福家庭の子女にも

星とビデオを通じて、世界的に連結されて祝

聖酒を飲ませます。私の生涯を懸けて、私は

福結婚儀式が進行するはずです。

このように生きてきましたが、腹中にいる堕
落した血統と関係がない絶対純潔な血統を受

本来は、三百六十万双をすれば完全に水平

け継いだ子女にする条件として聖酒を授ける

になるのです。海に入っていこうとするなら、

ことを忘れてはなりません。その国と一つに

その水は、すべて水平にならなければなりま

なって、天に誓って宣布して聖酒を飲まなけ

せん。一番流れが遅くなるのは、大きい川が

ればなりません。そのようにすれば重生し、

海に入っていく時です。そう見えますか。で

腹中の子女は、サタンの子女ではないという

きるだけゆっくり入っていくのです。それが

のです。

なぜそうなるのかといえば、主体となる海水
の前に完全に吸収されるからです。天地の道

この世に一本勝負があるでしょう。一本勝

理を中心として運動をして、すべてが存続す

負をして、既にすべて勝利しました。既にす

るのです。

べて勝利したので、皆さんの家庭がすべて勝

なぜ早く、なぜ三千六百万双が終わったら

利するのです。韓国も今、そうです。北朝鮮

すぐ始めるのがいいかといえば、既に山の谷

もこの前、私たちが三百六十万双を祝福結婚

間をすべて流れ下ってきたからです。峠を越

させるというので、それが謎だというのです。

えたので、蘇生、長成なので、サタン圏でい

「それはうそでしょう。うそではないです

えば長成期完成級を越えることができる段階

か」と言ったのです。すべて成し遂げたので
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すが、うそだと信じないのです。今回七千二

準化されます。ですから、どこでも行くこと

百万人が結婚し完成した時には、のびてしま

ができるのです。

うでしょうか、倒れるでしょうか。のびたな
らどうなりますか。私が助けてあげれば、私

三百六十万家庭は、祝福でいうと十二番目

の話を聞かなければなりません。そのような

です。最後です。世界が三六〇度帰ってくる

ことができる時が来たのです。

のに十二カ月かかります。十二数を中心とし
て三百六十万双を連結させるので、すべての

愛の理想をすべて探し出したのちに、相続

日とすべてのことが天の祝福についていくよ

しなければなりません。これをすべて相続す

うになっているのです。これは止める道があ

るためのものが三万双の祝福です。これが祝

りません。世界的な解放、祝福の時代だとい

福において十二峠です。皆さんは知っている

うのです。公式的です。

でしょうが、三万双の祝福は蘇生、三十六万
双は長成、三百六十万双は完成基準です。そ

復帰摂理は十二峠を越えました。それで世

れで今年、三百六十万双、三千六百万双をす

界的な峠を越えるためには、三百六十万双ま

るのに、あの頂上でどれくらい忙しいのか、

での十二峠を越えなければならないのです。

空から滝のように落ちてきたのです。三億六

この十二峠を越えるようになれば、故郷の地

千万双を勝利した日には、この地上に心情圏

に達するのです。黄金があふれる素晴らしい

統一世界が、地上・天上世界に統一世界が来

世界に行くことができるというのです。神様

るのです。心情圏に生活している家庭を中心

の愛の春のエデンを取り戻すことができるの

としたアダム家庭完成のように、地上天国で

です。

生きて天上天国に入っていくので、天国の門
十二 三億六千万家庭

が開くというのです。

一) 三億六千万家庭祝福から第四次アダム圏
時代出発
先生も今まで十二峠を中心としました。十
二の峠です。三百六十万双が十二峠です。十

アダム家庭は、神様と真の父母が一つにな

二峠を越えなければなりません。「アリラン、

って宇宙を抱くその家庭の代表であり、アダ

アリラン」、これが「愛のアの字」、「村の

ムが堕落しなかったならば、アダムの受ける

里（リ）の字」、「峠の嶺（リョン）の字」

祝福は宇宙史的な祝福だというのです。とこ

なのです。愛する村を訪ねることだと、私は

ろが、堕落することによって分かれてきたた

そのように思うのです。捨てて行ったら一里

めに、家庭が宇宙史的な祝福の恵沢圏内に入

も行くことができず、足が痛くなるという言

っていくことができないので、アダム家庭に

葉を知っているでしょう。韓国民謡の中で、

おいて失敗して失ってしまったものを、世界

そのアリラン十二峠という言葉……。今私が

の家庭圏において、対等な立場の価値に共に

この十二峠を越えようと苦労しています。十

一致させるためのものが、この世界三億六千

二峠を越えるので、あっという間にすべて平

万双の祝福だというのです。

1154 * 千百五十四

천성경

天聖經
Cheon Seong Gyeong
三百六十万双からは、下りていくのです。

十人で暮らしているのです。それで、三十億

下りていくのは簡単だというのです。三千六

人を超えるので、天の側から見るときに人類

百万双はここです。これは長成なのです。そ

の半分以上が超えていったということになる

れから、三億六千万双です。そのようにすれ

のです。ですから、力の対比から見たとき、

ば、地上に来るのです。ここに来るのです。

この天秤でいえば、一方に傾く時が来たとい

地上に来るのです。ここに下りてきたので、

うのです。

昔のアダム家庭に帰っていくのです。ですか
ら、アダム家庭においては、父母が息子、娘

それで、蘇生、長成、完成、三億六千万双

を祝福する時に入っていくのです。ここから

までに十二の峠です。そこで四千万双をすべ

皆さんが予備祝福をすることができるのです。

て終えたので、下りてこないで、そこで水平

洗礼ヨハネ的家庭として策定することができ

になるのです。そのようにして、祝福家庭が

るのです。それで、予備祝福を真の父母の名

四億双になったのです。三億六千万双の祝福

前をもってするのです。

は、地上においての平準化祝福です。世界万
民の平準化祝福だというのです。それが半分

「三億六千万双、三千六百万双を祝福した

を越えたのです。

とは……」。神様が保護されたということを
否定することはできません。そして、その内

既に「天地父母天宙安息圈」を宣布したの

容を説明すれば、新約と旧約のすべての秘密、

で、神様がこの地上に訪ねてくることができ

人類歴史のあらゆる思想的体系の秘密がすべ

るようになったのです。それゆえに、このよ

て出てくるのです。それを聞けば耳が開き、

うな家庭的基盤、氏族的基盤を連結させる世

それを見つめることができる眼識が生ずるよ

界大祝福の時だというのです。それで、三百

うになれば、それを遮る者がいないのです。

六十万双、三千六百万双、三億六千万双を祝

それは見たいと思うのです。見たいと思うで

福してあげることによって、全人類のサタン

しょうか、見たいと思わないでしょうか。耳

の血統を断切してしまわなければなりません。

で聞いても見たいと思うのであり、また見れ

サタンの血統をもった人が一人でも残っては

ば、もう一度会ってみ言を耳でも聞きたいと

いけないというのです。完全に掃除しなけれ

思うのであり、ラジオを通して聞きたいと思

ばなりません。

うのです。ですから、毎日先生のみ言を聞か
この三億六千万双を完成することによって、

なければならないというのです。

天が直接管理することができる圏内に入って
三千六百万双を経て三億六千万双をするよ
うになれば、どのようになるのでしょうか。

くるので、長子権復帰、父母権復帰を経て、
国家王権復帰時代に越えていくのです。

これは夫婦なので七億二千万人です。そこに
四人ずつだとしても、四×七は二十八、二十

三億六千万双が終われば、その時から蕩減

八億人になるのです。四人以上いるはずです。

が必要でない第四次アダム圏時代に入ってい

東洋では四人だけで暮らしていますか。五人、

きます。そのようになることによって、エデ
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ンにおいて神様の代わりに自分の父母が祝福

き道を行くのだと思わなければならないとい

することができる時代に入っていくので、万

うのです。

民が自分の祝福した一族を中心として天国に
地上世界で三億六千万双の祝福がすべて終

直行する道が生じるというのです。

わるようになったので、霊界では祝福が始ま
今回の三億六千万双の祝福が終われば、レ

るのです。それで、サタンの血統を断切する

バレンド・ムーンは祝福してあげません。そ

のです。サタンが讒訴することができる時代

の次からは、自分の父と母に祝福してもらい

は過ぎ去るというのです。真の父母の全権時

なさい。これを第四次アダム圈解放時代とい

代、全体、全般、全権、全能の時代が来ると

います。蕩減がありません。一次、二次にお

いうのです。真の父母が権限を行使できる時

いて、旧約時代はアダムが失敗、新約時代も

代が来るというのです。神様がアダムとエバ

アダムが失敗、成約時代も迫害を受けながら

を造って「良し！」と言って喜びながら、

きましたが、今からは解放圏に入っていき、

「すべてのものがあなたが言ったとおりの名

堕落していない本然の世界となり、第四次ア

前になる！」とおっしゃった、そのような特

ダム圏時代に――アダム圏です。この全体を、

権時代が来るというのです。

宇宙のことをいいます──入っていくので、
堕落していない父母が息子、娘を祝福してあ

私たちが三億六千万双をするのです。家庭

げるその家庭理想、神様が創造された内的・

で失敗したので、家庭で収拾しなければなり

外的全体理想を相続してあげる家庭ができる

ません。この三億六千万双は、全人類的であ

のです。ですから、父母が祝福してあげるの

り、超歴史的であり、超摂理史的な内容をも

です。その父母が、真の父母の代わりの立場

って行っています。これは最後の仕事です。

に立つのです。それゆえに、世界は一つにな

そのようにして、サタンの血統を除去しよう

らざるを得ません。

というのです。清算しようというのです。

三億六千万双をすれば、すべての塀を崩し

王権復帰、文総裁一人で自由民主世界を統

てしまうのです。サタン世界の個人的な塀、

一し、天下一の王になってやろうと宣伝した

家庭的な塀、氏族的な塀、民族的な塀、国家

のです。王ではありません。王は王ですが、

的な塀、世界的な塀、天宙的な塀、神様の心

世界国家をすべて放棄しました。神様が国を

情圏の塀をすべて崩すのです。

もつことができなかったのに、世界国家をも
つことはできません。神様が願うものは家庭

この三億六千万双の祝福をするのは、私が

王です。家庭王を探しています。家庭王！

この世界の自由の地上天国の環境をふさいで

家庭王が生まれなければなりません。家庭王

いる塀を崩してしまうためなのです。個人か

になるために、世界三億六千万双の祝福を通

ら家庭、氏族、民族、国家、世界全体におい

して、サタンの血統を否定するのです。文総

てふさがっているものを開いてしまうのです。

裁は、祝福してあげた、新たに結婚させてあ

私がするというのです。それで、私が行くべ

げた代表者です。何の代表者でしょうか。王
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の代表者なので、家庭王だというのです。今

証をするのです。結婚してどのように生きて

は、「文総裁が家庭王だ」と世界に宣布して

きたのか、自分が生きてきた生活をすべて証

も、反対する人は一人もいません。

するのです。心と体に引っ掛かっているもの
をすべてありのままに話さなければなりませ

今年の標語は何ですか。「真の神様を絶対

ん。それが家庭教育です。根本的な家庭教育

に誇り愛することは三億六千万双の祝福完成

だというのです。誤った内容は、根を引き抜

とサタン世界の血統断切」です。今、三億六

いてしまわなければならないのです。隠して

千万双の祝福が終われば、その次に何をする

いては、絶対に霊界に入っていくことができ

のでしょうか。エデンの園において、誰が先

ないのです。

に神様の前に祝福を受けなければならないの
でしょうか。おじいさんとおばあさんではあ

そして、祝福の天宙化です。天宙化なので、

りません。壮年ではありません。青年ではあ

霊界から先にしてあげなければなりませんか、

りません。青少年です。今まで、数多くの祝

地上から先にしてあげなければなりませんか。

福家庭ができて、老年や壮年、青年まで来た

先に天使長と愛を行ったのでしょう？ 霊界

のですが、少年時代の基準に合わせなければ

解放を急がなければなりません。三億六千万

ならないのです。

双を越えれば、世界的基準を越え、霊界との

全世界に「三億六千万双の祝福完成とサタ

因縁を越えるので、霊界の人々が結婚するこ

ン血統断切」です。最後です。それ以上はあ

とができる境界線に結びつけてあげたのです。

りません。そのようにしようとするので、地

そして、今回祝福を受けた人の中にマフィア

獄の門、天国の門をすべて壊して開くのです。

がいるでしょうか、いないでしょうか。殺人

昔、怨讐視していた者たちが、真の御父母様

鬼がいるでしょうか、いないでしょうか。や

を迎えて侍り、歓迎の祝宴をするのです。真

くざやギャングがいるでしょうか、いないで

の御父母様を家庭にお迎えできないだけでな

しょうか。ありとあらゆる者が、すべて入り

く、氏族にお迎えできず、民族にお迎えでき

ました。

ず、国にお迎えできず、世界がお迎えするこ
とができませんでした。天下において初めて

三億六千万双は、原理結果主管圏から抜け

催す祝宴の中に、怨讐となった兄弟、怨讐と

出たのです。世界的時代です。蘇生する春が

なった男女が、再び神様の法度に従って天道

来ました。先生がそこに連れていって祝福し

の大道を明らかにして入っていくのです。そ

てあげるのです。その代わりに、皆さんは何

こから、地上天国に向かうのです。

をしなければなりませんか。皆さんが悪魔を
統治し得る、その大将になりなさいというの

三十六家庭から三億六千万家庭まで、今、

です。

すべて集まりました。集まって教育を受け、
四十日が過ぎればどのようになるのでしょう

旧約時代は万物、物質時代、新約時代は子

か。古い先輩家庭を見て模範とするのです。

女時代、成約時代は父母時代、その次には解

それで、証をするのです。妻も証をし、夫も

放時代です。恨みの解放時代は、神様時代に
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越えていかなければならないのです。それゆ

を再び取り戻すためには、神様は、旧約時代

えに、神様時代に越えていく時は、所有意識

を経て新約時代、成約時代として、旧約時代

が神様のものにならなければならないという

は、約束を成し遂げることができなかったア

のです。

ダム家庭において、神様と父子関係を結ぶこ
とができる血統的因縁を受け継ぐことができ

それで、共産党は、反対に、党が強制的に

ず、堕落によってこれを失ってしまいました。

絶対命令したのです。銃剣を使ってです。私
たちは、武力ではありません。自ら進んで銃

お父様の愛と父母の生命と父母の血統を受

剣の威力よりも何十倍感謝する心の中で、絶

け継ぐ場において父子関係が成立するのです

対に神様の愛主義の主権に向かって、永遠に、

が、この場で人類始祖が過ちを犯すことによ

永遠に継続しなければならないのが、統一家

って、偽りの父母の立場でサタンと血統的因

の伝統です。今、三十六家庭から三億六千万

縁を結び、サタンの父、サタンの子女、サタ

家庭まで祝福家庭全体が一つになってその伝

ンの家庭をもち、サタンの愛とサタンの生命

統を受け継ぎ、愛の理想天国を永遠に後代の

とサタンの血統を受け継いだ恨の歴史が、ア

前に連結しなければならないのです。それが、

ダム家庭から始まったのでございます。この

私たち統一教会が成就しなければならない最

ことによって、私たち人間の心と体の闘いが

後の責任だというのです。

始まり、夫婦の闘いの環境が始まり、父母と

〈祝祷〉

子女間の闘いが出発し、アダム家庭、第一代
の家庭においてカインとアベルの殺戮戦が展

愛する天のお父様。きょう一九九九年二月

開したのでございます。

七日、この日は、天地が注視する三億六千万
双の祝福を記念する式が開催されています。

このような事実を考えるとき、全人類は、

全人類と全天上世界の祝福を受ける家庭が共

家庭から氏族、民族、国家、世界版図までも

にこの場に参席し、天地の新しい解放の日、

民主世界と共産世界が対峙し、上下に分かれ

長子権復帰と父母権復帰と王権復帰を越えて、

た世界、混沌とした末世となっているのです。

創造本然の神様を中心とした天地父母を中心

このような渦中において、今日、統一教会を

として、真なる愛を中心とする愛の主権によ

立てて、旧約時代にみ旨を成し遂げることが

る統一世界に向かって、お父様が願っていら

できなかったこと、新約時代にあなたの理想

っしゃったみ旨を完成させることができる世

の王権を立てることができなかったこと、そ

界史的転換時点に置かれているこの場でござ

れらを成約時代を迎えることによって真の父

います。

母がこの地に来て、地上の未完成と天上の未
完成を完結したのでございます。そして、野

全霊界と全人類が一心一体となり、エデン

生のオリーブの木の畑からそれを刈り取って

において悪なる先祖によって、悪の愛と悪の

真のオリーブの木を接ぎ木するように、堕落

生命と悪の血統を受け継いだ全人類の歴史の

した世界に解放的神様の名と真の父母の真な

中で、すべてがサタンの主導下にあった天地

る愛と生命と血統的因縁を接ぎ木し、天の血
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族と天の眷属を取り戻すことを願われた神様

教会の誰が成したのでもなく、天と霊界全体

のみ旨に従うために、統一教会においては、

が成してくださったすべての勝利の覇権を永

真の父母の名によって誤った結婚を再生させ、

遠に、永遠に、永遠に大切に保管してくださ

世界万民を一兄弟、一眷属とするための世界

り、万世、栄光の愛の主権を描き、祝福を受

合同結婚式を始めたのでございます。

けて解放されることによって、地上・天上天
国を成し遂げてくださることを懇切にお願い

このようにすることによって、今まで歴史

申し上げます。この三億六千万双に連なるす

過程において迫害の路程を歩んできましたが、

べての世界人類は、一致団結し、心の統一、

神様が保護してくださって個人的反対、家庭

夫婦の統一、氏族の統一、民族の統一、国家

的反対、氏族的反対、民族、国家、世界、天

の統一、世界の統一、天宙の統一、地上の真

地、サタンの地獄圏まで、反対するすべての

の父母と神様の愛の一族圏全体を代表するこ

存在を退け、神様の真なる愛を中心とした血

とができる愛の基台の核心として立ててくだ

統的因縁をもつことによって、父が息子を直

さり、あなたが万世にわたって願われた創造

接保護するように、今日の統一教会は、その

理想的愛の主権による地上天国を完成するため

ような堕落による迫害の路程における数多く

に祝福を受ける群れとなったのでございます。

の恨を、個人で踏み越え、家庭、氏族、民族、

彼らの前に、あなたが願われたこの場から、

国家、世界、天宙史的峠を踏み越えて、人類

今あなたから全体のみ旨を受け継ぐことがで

全体を代表する三億六千万双を真の父母の名

きる真なる個体として、心と体が一つになり、

によって超宗教、超人種、超文化、超国境解

夫婦が一つになり、父母と子女が一つになり、

放の祝賀をし、天と地が共に祝福の因縁をも

祝福を受けた世界の兄弟たちと一つになって

つことができるこの恩賜を心から、心から、

地上・天上天国を完成する、神様の選ばれた

心から感謝申し上げます。

息子、娘となることを祝福していますので、

霊界の二百億を中心とした、百五十億、五

永遠に、永遠に保護してくださり、勝利の場

百億の天のすべての父母、兄弟、子女たちと、

であり栄光の場に前進、前進し、さらに祝福

地上の四億を超える祝福家庭を、夫婦を中心

を加えてくださることを真の御父母様のみ名

として見れば八億人を超え、その八億人の家

によって三億六千万双の前に祝福いたします。

庭に四人ずつとして計算すれば三十億を超え

アーメン。アーメン。アーメン！！

る、このような数の人々が、混乱した世界を
救い、混乱した歴史を再創造するためには、

第四章 祝福家庭と入籍

青少年問題と家庭問題を再び確立しなければ

一 祝福家庭入籍と私たちの祖国

なりません。

一) 入籍とは何か

このようにすることによって、世界の全人
類が祝福に同参することができる環境的条件

皆さん、入籍とは何でしょうか。嫁入りす

を克服し、すべての人々が天の眷属として祝

る女性は、新郎の戸籍に籍を移します。女性

福を受けることができるこのような驚くべき

は、自分の本然の籍を取り消して、他の籍に

役事を成就するのでございます。これは統一

移らなければならないのです。嫁入りすれば、
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人の家に引っ越しすることになるので、戸籍

これから神様と真の御父母様から歴史がつ

が変わることになるのです。入籍とは何でし

づられ、入籍時代が来るのです。ですから皆

ょうか。真の愛の根源を中心として結ばれた

さんが入籍するのです。自信がありますか。

証票です。

神様の息子、娘として、すべての人が神様の
ように、真の父母のようになりましたか。言

嫁入りした女性は、何をしなければならな

葉で言うのは簡単です。食べるときも寝てい

いでしょうか。婚姻届けをするだけではあり

るときも、どこに行くとしても、それを考え

ません。女性が結婚すれば、夫の戸籍に入籍

なければなりません。そのためには祖国で暮

しますね。西洋や日本の場合、姓はどうなり

らさなければなりません。ですから韓国語を

ますか。根本が何もないので、姓が変わりま

勉強すべきでしょうか、すべきではないでし

す。井上ならば井上、山岡ならば山岡、木下

ょうか。本来、人間には二つ以上の言語はあ

ならば木下というように、みな夫の姓に従っ

りませんでした。たった一つなのです。

て一つになるのです。それは愛の関係を結ぶ
ことを条件として、一つになるのです。愛の

今後、入籍する時が来ます。先生の一族、

力は生命の根源よりも強いので、それを悲し

天の皇族を中心として連結されるところに、

いことと考えるのではなく、当然のこととし

皆さんが加入するための入籍時代が来るので

て、希望をもって喜んで行くのです。

す。しかし、入籍時代が来たとしても、氏族
復帰ができていない人は、そこに入籍するこ

花嫁が輿に乗って新郎の家に行ったとしま

とができません。それを知らなければなりま

す。新郎の家に行って、自分がその家に入籍

せん。十二支派と同じことです。氏族復帰を

するその瞬間、自分を中心とした考えをもっ

するまでは、入籍できないのです。人々が氏

ていたのでは通じません。それまで自分を中

族復帰のこの内容を知るならば、統一教会に

心として、自分の家で育ち、暮らしてきた、

我先に入ろうと、それこそ群れをなして押し

そのような行動一切が受け入れられるでしょ

かけてくるのです。

うか。それが問題です。「受け入れてくれ」
と言うことができるでしょうか。「受け入れ

今まで天国への入籍はありませんでした。

てくれ」とは言えないのです。自分の行動の

天国には国がありませんでした。家庭もなく、

一つ、視線、聞くこと、話すことなど、行動

国もありませんでした。霊界に行けば、父母

の一切が新しい分野において出発するときに

も何も、十人家族ならば十人がみなばらばら

は、細心の注意をしなければなりません。

になりました。しかし、これからはそうでは
ありません。本来、堕落しなかったならば、

どのように注意しなければならないのでし

父母と一族が共に行くようになっているのが

ょうか。いかにして新郎の家門や、新しく出

天国だということを知らなければなりません。

発するその環境とぶつかることなく、そこに

真の愛を中心として祖父母、父母、自分た

プラスになり得る立場に立つかということで

ち夫婦、息子、娘が一つになって、「ため」

すが、それはとても難しいことなのです。

に生きる神様の真の愛をもてば、そこでは神
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様も絶対服従するのです。そのような愛の伝

国の生命録に入籍するのです。新しい「真の

統に服従しながら、「ため」に生きる愛のみ

父母主義」、「神主義」を中心として、新し

をもって動くその世界、「ため」に生きよう

い入籍がなされると同時に、支派編成が行わ

とするその世界には、平和の基地が願わなく

れなければならないのです。イエス様の十二

てもできるのです。

弟子、十二支派などと同じように、支派編成
をしようというのです。

入籍時代になって名簿を作るとき、いい加
減に作成することはできません。ホーム・チ

皆さんはこれから故郷に帰って、自分を中

ャーチを通過しなければ、名簿に記入されな

心とした血族はもちろん、環境的条件をいか

いのです。天国の族譜編成がなされないので

に早く拡大させるかという闘いを繰り広げる

す。祝福を受けた家庭であっても、外される

のです。競争が起こるのです。ですから、ど

のです。落ちるのです。そのようなことを知

の支派に属したとしても、故郷に帰ったその

って、天が提示するすべてのことを、急いで

根と共に支派編成をするのです。東西南北の

しなければなりません。人がするから自分も

枝、その枝がどこに属するかが決められて、

するのではありません。しなければならない

本籍への登録が始まる時が来るのです。人種

のです。それをせずに霊界に行けば、霊界に

の違いによる差別や、文明国や発展途上国と

行ったあとで、永遠にしなければならないの

いうものはありません。

です。地上で解決することができずに行けば、

どれだけ霊界の善なる先祖を中心に一つと
なって、その先祖が地上に来て協助できる基

大変なことになるのです。

盤をもつかという問題が、今後、皆さんの郷
この地上でみ旨を成し遂げられなかったイ

土開発運動の展開を左右するのです。その枝

エス様は、時代的な新婦の名を立てて真の父

がどれだけ大きいかということが問題です。

母の因縁を決定し、真の子女を立てて、この

幹が死んだとしても、枝が大きければ、それ

地上で、相続権、入籍権、天国の権限をもっ

が幹になることもできるのです。人は、芽が

て入籍させるための基準をつくっていかなけ

出て、それから枝になりますが、それが問題

ればならなかったのに、それができないまま

ではありません。皆さんが新しい枝を育て、

逝ったのです。入籍させるとき、僕として入

その一族がこの世界に入籍して本郷に帰るか、

籍させるでしょうか。直系の息子、そうでな

天国に帰るかということが問題なのです。帰

ければ、せめて養子という名前で入籍させて、

郷の道に立っているということを知らなけれ

初めて神様の前で相続することができるので

ばなりません。

す。相続圏内に同参することができるのです。
これから入籍をするのです。南北が統一さ
私たちは何をしようというのでしょうか。

れれば、世界の統一教会の家族は、祝福を受

神様の愛を受け、真の父母の愛を永遠に受け

けた家庭の中で正常な行動をしてきた人は、

ることのできる息子、娘の立場に入籍するの

氏族を越えてすべて入籍をすることになりま

です。これから入籍しようというのです。天

す。先生の力によって南北が統一されれば、
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法をつくって世界の統一教会の忠臣を代表民

もありません。ですから、祝福の日も、教会

族として、血統を受け継いだ民族として立て

の祝福、国の祝福がなければなりません。世

るのです。そのようにしたからといって反対

界の祝福、天国に行って永遠の祝福の式を経

する人がいるでしょうか。歴史的にいえば、

てこそ、本然の世界に行く道が開かれるとい

韓国の独立のために生き、韓国の還故郷のた

う事実を知らなければなりません。皆さんが

めにこれほど苦労をしたのに、誰が反対する

統一教会の祝福を、先生の知らないところで

でしょうか。

簡単に、便利に受けたといっても通じません。
国家祝福を経なければなりません。そして天

これからは氏族加入時代が来ます。個人加

上に行って、大入会式とともに入籍式を経て、

入時代ではありません。金氏ならば金氏、朴

十二支派の編成を終え、基盤ができて、神様

氏ならば朴氏、その時代が過ぎれば、国家入

を中心として真の父母が天国へ行き、定着し

籍時代が来ます。早く来るのです。これから

て初めて、万民も順々に定着するようになる

は早いのです。あっという間に変化していく

のです。

のです。今、世界情勢は目まぐるしく変わっ
ています。なぜそうなのでしょうか。文総裁

統一教会の結婚も、三段階を越えていくの

ゆえなのです。原因がほかにあるのではあり

です。教会祝福、国家祝福、世界祝福です。

ません。

ですから、祝福家庭は今までの段階を越えて
いかなければならないのです。本来ならば、
蕩減条件のない解放された人が結婚すべきな

二) 入籍は国家祝福時代になされる

のですが、引っ掛かっている蕩減条件がある
統一教会の祝福は、教会祝福であって国家

のです。教会の前には迫害する国があり、国

祝福ではありません。世界祝福までの三段階

の前には世界があるのですが、それを超えな

を通過しなければなりません。教会祝福時代

ければならないのです。

を経て、南北を統一して一つの国をもつ天国
を中心とした祝福時代が国家祝福時代であり、
その次は地上・天上世界が一つになる祝福時

ですから、家庭を引き連れて、迫害のない

代です。三大祝福圈時代を通過しなければな

解放された立場に達してこそ、一つの統一さ

りません。アダム一代でなされるべきことを、

れた世界のアダム家庭で天が祝福した相続圏

再臨時代になって先生の一代ですべて終えな

ができるのです。解放がなされるのです。で

ければなりません。二〇〇〇年までに世界的

すから、教会圏、国家圏、世界圏があるので

な祝福を一度にやらなければならないのです。

す。世界的な王権復帰の圏を越えて、サタン

そうして本格的な入籍となるのです。

世界の讒訴圏を抜け出すことによって、地
上・天上世界の解放がなされるなら、その立

統一教会の祝福家庭は婚礼を挙げましたが、

場にまで行って祝福を受けなければならない

その結婚式は教会内の結婚式であって、国家

のです。そのような立場を三度乗り越えるの

の中での結婚式でも、世界の中での結婚式で

です。
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祝福家庭が氏族的メシヤになるのは何のた

る父母の血統を受け継いだ勝利的息子、娘と

めでしょうか。入籍するためです。入籍して

して、自分の氏族、家族を引き連れて生きた

国を復帰し、国家的祝福を受けるためです。

のちに、天上世界の天国に入ることができる

ですから氏族的メシヤは、氏族的メシヤ同士

のです。それが原理です。

が一つになって自分の国を求めなければなり
ません。その国を世界に入籍させることによ

皆さんは天国に登録されていません。国が
ないので出生届けができないのです。結婚式

って、世界祝福を受けるのです。

ができないのです。死亡届けもできないので
入籍時代が来れば、大韓民国の民という名

す。ですから、押されれば倒れ、死んでも訴

では通じません。愛を中心としてすべての民

えることのできない恨の道を、宗教人は歩ん

族を克服しなければならないのです。家庭を

できたのです。文総裁がその代表的な道を歩

否定し、氏族を否定し、国家を否定し、世界

んできたということを知らなければなりませ

を否定し、天上世界の地獄、霊界の地獄まで

ん。いくら痛哭しても尽きることはありませ

否定して、サタンを否定しなければならない

ん。無念で悔しくても、耐えなければなりま

のです。それを肯定したのが堕落です。その

せん。

ようにして落ちたので、反対に上がっていか
自分が息子、娘として生まれたとしても、

なければならないのです。

入籍する天国がないので保留せざるを得ない
今は国がないので、教会の中で祝福しまし

のです。天国の夫となることを願い、天国に

たが、これからは国に入籍しなければなりま

入籍した民として妻を得て、その家庭で子を

せん。氏族的メシヤの責任を果たしてこそ、

生みたいと思わなければなりません。それを

国への入籍がなされます。国に入籍し、世界

知るべきです。そして寝ても覚めても、一日

に入籍することによって、真の父母と一つと

の一時間、一秒を忙しく闘って勝利しなけれ

なり、真の父母が主体だとすれば、全世界の

ばならないという前提があるということを知

家庭が客体として一つとなり、神様に侍るこ

らなければなりません。常にそのように生き

とのできる家庭を献納してこそ、天宙的祝福

なければなりません。

家庭の理想が形成されるのです。それが正に
皆さんは出生届けをしますね。入籍という

地上天国、天上天国なのです。

のはそのようなものです。日本のどこどこに
生まれた日本人として登録します。今までは

三) 入籍するためには主権国家が必要

神様の国がありませんでした。本当の真の父
国がなければ国籍もありません。国がなけ

母を中心としてできた家庭がなかったので、

れば入籍するための基盤がないのです。私た

氏族もなく、国もあるはずがないのです。で

ちは、民族を編成して新たな入籍をしなけれ

すからサタン世界、サタンの国からすべて蕩

ばなりません。この地上に天国を編成して、

減して、家庭、氏族、民族、国家、世界を取

その国籍をもって愛国、愛族する、真で善な

り戻さなければならないのです。
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宗教圏を中心として、宗教圏以外の世界を

今後、皆さんには入籍する時期が来るので

一つにして、サタンがもっていたものをすべ

す。祝福を受けることは、入籍することでは

て神側に還元しなければならないのです。そ

ありません。それは象徴的な入籍でしかあり

うしなければ、霊界に行って平安な生活をす

ません。ですから、私たちは入籍するための

ることができません。霊界に行ってから地上

国を求めていくのです。その国は、どんな国

と関係をもつことは、何十倍、何百倍、何千

でしょうか。主権は父母に代わり、民は息子

倍も大変なのです。

に代わり、国土は物質に代わって、三位一体
をなす国です。国家を形成するためには主権

神様の愛と生命圏と血統圏を伝授するのが、

がなければならないし、国民がいなければな

統一教会の祝福です。堕落した万民は、祝福

らないし、国土がなければなりません。宗教

を受けなければ、入籍がなされません。ここ

も同じことです。

にいる人はみな、一人残らず誰もがそうしな
ければなりません。では、どうすれば入籍が
なされるのでしょうか。本来は、出生した時

私たちには国がありません。祝福家庭の息
子、娘は多くいますが、神様の願う理想国家

から入籍しなければなりません。
皆さんは今日、大韓民国に生まれ、大韓民

を立てられずにいます。ですから、皆さんの

国に入籍しましたね。いつ、どこで、父誰々、

息子、娘の名前を入籍する所がありません。

母誰々の息子、娘として生まれ、誰々の長女

結婚しても、昇華しても、登録する所がない

ならば長女、次女ならば次女、長男ならば長

のです。国がなければ定着はあり得ません。

男というように、名前をもって入籍します。

とどまって暮らす所がないのです。皆さんが

そうして永遠に大韓民国の民となるのです。

パスポートをもっていなければ、どこの国で

皆さんは天国の民になっていますか、なって

も認められません。一国家の国民として認め

いませんか。はるかに及ばないというのです。

られないのです。それと同じことです。

神様の国がありません。サタン世界に入籍

私たちにも国がないので、パスポートがな

しているものを、すべてそこから外して、天

いのです。統一教会のメンバーは、どこに所

国に入籍することのできる時代が来るのです。

属していますか。米国ですか、他の国ですか。

人々はそれを知らずに死ぬので、大変なこと

神様の国です。堕落した世の中では「どこか

になるのです。天国の民として入籍して、天

ら来たのか」と聞きます。聞かれれば、米国、

国の家庭として入籍し、天国氏族、天国国家、

ドイツ、日本といった国の名前を言います。

天国世界に入籍して、地上天国と統一されれ

その中で最高の国は、天国です。最も貴い国

ば、神様の右腕として二つの世界を愛で統治

が天上天国、神様の国です。「どこに属する

することができるようになるのです。その世

のか」と聞かれたならば、「私は神様の国に

界へ行くには、入籍という手続きをしなけれ

属する」と答えなければなりません。そこか

ばなりません。

ら天国なのです。
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近い将来、統一教会のメンバーは入籍式を
する時が来ます。私たちの国が南北統一され

のです。国がないのに国民になることができ
るでしょうか。できないのです。

て、天も喜ぶことのできる国になれば、皆さ
んの入籍時代が来るのです。そのような入籍

四) 私たちが求めるべき祖国

時代が来れば、たとえ目の見えない人でも、
鼻に障害のある人でも、腕に障害のある人で

私たちが求めるべき祖国は、今日この地に

も、先に嫁いできた人が上になるのです。長

あるような歴史と伝統をもった国ではありま

男の嫁になるのです。

せん。そのような国とは本質的に次元が異な

遅れて嫁いできた人は、たとえ大卒で年上

るのです。私たちが次元の異なるそのような

だとしても、鼻に障害のある人、腕に障害の

国を受け継ぐには、それを可能にする思想的

ある人に仕えなければならないのです。その

な主体性をもった国民にならなければなりま

ような時が来ます。ですから今後、そのよう

せん。

な時にこのような特殊な条件が、すべてパス

ところで、その主体的な思想は、絶対的な
創造主の思想と一致する思想でなければなり

するための重要な要件になるのです。

ません。絶対者の願う国が存在するためには、
南北が統一されて、その祝福された者たち

その国の主権を中心として、その国の国民と

の国ができれば、入籍時代になるのです。真

一致する国になることを願わなければなりま

の御父母様を中心とした血族となれば、入籍

せん。そのような国民性をもって、国家形態

時代になるのです。平面的に六十億人類が一

を備えなければならないのです。

度に祝福を受けて入籍することによって、数
千万代の先祖が決定されるのです。平面的に

神様の祖国とはどこでしょうか。真の父母

同じ日に祝福を受けたとしても、その中で数

と真の家庭がある所です。では、真の父母の

千代の先祖の差がつくのです。恐ろしい時代

本郷はどこでしょうか。神様とその息子、娘

が来るのです。

が入る所です。その真の父母の祖国とはどこ
でしょうか。神様と子女のいる所、愛する主

もしも、皆さんが国家を復帰することがで
きずに死んだとすれば、この地上に再臨して

体と対象のいる所が祖国です。主体と対象が
愛し合うことのできる所が祖国です。

個人を後援し、家庭を後援できるだけであっ

そうだとすれば、子女の祖国はどこでしょ

て、堂々と権勢をもって後援することはでき

うか。神様を主体として父母を愛し、子女は

ません。サタン世界を征服するために闘い得

対象として愛されることのできる所です。そ

る資格をもった者にはなれないのです。です

こが統一教会でいう、四位基台の本郷地です。

から、国ができて初めて、皆さんは入籍する

それが理想的な祖国です。どうして理想的な

ことができるのです。皆さんは入籍しました

祖国なのでしょうか。真の神様の愛と、真の

か。皆さんは、統一教会には入籍しましたが、

父母の愛と、子女の愛があるからです。それ

統一された神様の国には入籍できないでいる

が根本となって拡大された世界が理想世界で
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す。四位基台には、そのような原則があるの

牲の道を歩んできましたが、その先祖たちが

です。

天の前に訴えてきた望みとは何でしょうか。
祖国でした。

祖国とは何でしょうか。祖国は父母の国で
あり、私たちの先祖の国です。お父さん、お

天の一つの国家を建てることによって、今

母さん、私たちの先祖の国です。始祖の国で

まで天の前に怨讐であった大サタンを審判し

す。その始祖の時から愛してきた国です。そ

て悪を除去し、善のみによる平和の天国をこ

の愛は不変なので、その国は変わってはなら

の地上につくらなければならないのです。そ

ないのです。歴史時代に国を中心として祖国

れが神様の願いであり、イエス様の願いであ

だと主張した人々の伝統的な背後を見るとき、

り、今まで摂理路程において至大なる貢献を

このような父母の愛する祖国を失わなかった

してきた先祖の願いだったということを、皆

民族はありませんでした。常に失ってきたの

さんははっきりと知らなければなりません。

です。
神様が創造した世界には、国境というもの
神様のみ旨から見た祖国は、真の愛を中心

はあり得ません。黒人、白人といった人種も

とした人類の祖国であり、本郷です。韓国は

問題になりません。善悪の闘争も、そこでは

そのような人類の祖国、本郷にならなければ

必要ありません。そのような観点から見ると

なりません。

き、私たちの住んでいる世界には、すべての
国に国境があります。黒人、白人の人種問題

一つの国をとって見れば、国が形成される

のみならず、家庭においては夫と妻、父母と

ためには、その国の主権がなければなりませ

子女の間のすべてに分裂が起きています。善

ん。そのような観点から地上に天国を実現す

なる人と悪なる人が闘っているのです。

るという問題を考えるとき、天国の主人とは

そのような現在の情勢を考えるとき、来た

誰でしょうか。主権者とは誰でしょうか。間

るべき主は、国境のない国をつくって人種問

違いなく神様が主権者です。では国民は誰で

題を超越し、世界を一つにしなければなりま

しょうか。国民は万民です。では、国土はど

せん。分裂した家庭をすべて統一し、善悪が

こでしょうか。地球星です。

闘う世界に平和の王国をつくらなければなり
ません。

本郷の地と本郷の祖国とはどこでしょうか。
どのようにして祖国となるのでしょうか。も

私たちの目標は、統一世界、神様を中心と

ちろん祖国というのはある特定の一つの国家

した一つの国をつくるところにあります。そ

的な基準ですが、神様が求めてきた人類の祖

の国は、一つの主権、一つの国民、一つの国

国とはどこかというと、地球星です。この地

土、一つの文化です。真の父母を中心として

球星なのです。この地球こそが人類の願う祖

一つの血統でつながっています。その国では、

国なのです。神様の願う人類の祖国なのです。

すべての人が心情圏を完成して理想的な後継

過去、数知れない歴代の私たちの先祖が、犠

者になろうとするのです。聖書にある「怨讐
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を愛せよ」というみ言を完成することができ

おっしゃいましたか。神様が求めている国を

るのです。

求めよとおっしゃったのです。

神様を中心とした国には、民主主義や共産

私たちがこの国、この民族のために血と汗

主義といったものはあり得ないのです。一度

を流すのは、結局は永遠の天国をつくるため、

形成されれば永遠の国家体制として残るので

千秋万代の子孫が永遠にたたえることのでき

す。そのようなことを考えるならば、自分自

る福地をつくるためなのです。

身がそのような国の民になっていないのは、
とても悔しいことではないでしょうか。自分

これからは祖国を建てることができます。

自身がそのような国で暮らせないことを嘆か

その祖国には主権があり、その祖国には国土

なければなりません。そのような一つの不変

があり、その祖国には国民がいます。また、

なる主権がもてなかったことを、私たちは嘆

そこは単一民族の血統の因縁があり、他の民

かなければなりません。

族にはもち得ない歴史があります。このよう
な祖国のために、私たちは密使の使命を遂行

私たちの信仰の目標は、神様の国の民にな

しなければなりません。そのような使命を自

ることです。その国の民にならなければ、そ

ら早い時期に完遂すればするほど、祖国光復

の子女として自由自在に万民や万物世界に誇

の基盤が徐々に近づいてくるのです。

り、愛される道は現れません。国のない者は、

今日、苦労の代価を払うのは、祖国光復の

いつも攻撃を受けることになります。かわい

一日を早く迎えるための基盤となるのです。

そうな立場に立つのです。あえなくやられて

そのような事実を考えながら、皆さんは生き

しまう場合がいくらでもあります。ですから、

て密使の使命を果たそうという決意をもって

神様の願う国がどこにあるか、神様の足場と

進まなければなりません。そうしなければ、

なる国がどこにあるか、それが問題なのです。

この時代に神様が私たちにもたらしてくださ
る世界的な祝福と天運を、私たちのものとし

主権のない国の国民は、かわいそうです。

て迎えることができないのです。

ですから、イエス様は懸念を抱いて、「何を
食べようか、何を飲もうか、あるいは何を着

二 入籍のための条件

ようかと言って思いわずらうな。これらのも

一) 所有権、血統圏、心情圏転換

のはみな、異邦人が切に求めているものであ

①所有権転換

る。あなたがたの天の父は、これらのものが、
ことごとくあなたがたに必要であることをご

皆さんは今後、新しい国に入籍しなければ

存じである。まず神の国と神の義とを求めな

なりません。ところで、神様が万物を造った

さい。そうすれば、これらのものは、すべて

のちに人を造られたように、万物を先に入籍

添えて与えられるであろう」（マタイ六・三

させてから人間が入籍して、神様とつながれ

一～三三）とおっしゃいました。まず息子を

なければならないのです。そのための歴史が

求めよとおっしゃいましたか、国を求めよと

六千年歴史に該当します。
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旧約時代は万物を通して、成約時代は父母

史上にかつてなかった行列が続くことでしょ

を中心として、天とつながっていくのと同じ

う。誰が先にそこに入籍するかによって、兄

ように、このすべての過程を経ていかなけれ

となり、弟となるのです。

ばならないのです。ところが、これが今日私
たち統一教会の限界圏の中だけで行われては

真の父母の名を中心として、神様のみ旨の

ならないのです。国家を超えて世界まで拡大

平和世界ができ、統一圏ができたここにおい

して、そのような歴史を完全に終結させなけ

て、家庭的に入籍するという事実は、国家が

れば、完全な復帰の一日を迎えることができ

一瞬のうちに戻ることができるということで

ないということを知らなければなりません。

す。入籍した氏族的メシヤが十二家庭いると
考えてみてください。その国はどうなるでし

アダムの所有として決定したあと、神様の

ょうか。一瞬のうちに戻るのです。日本も、

前に戻して神様のものとして認められてから、

すべての国も問題ありません。完全に一度に

再度アダムを通してもらってこそ、初めて自

復帰されるのです。それはどういうことかと

分の所有権時代が来るのです。天国に行って

いうと、神様を中心として、アダム家庭以後

入籍を終えることによって、そのようなこと

に堕落した全体を、愛で許して抱こうという

が起こるのです。そうして初めて皆さんは地

意昧なのです。

上で、エデンの園で堕落せずに万物を所有し
ていた主人の立場を復帰するのです。そうし
てこそ地上天国に入っていくのです。

そのような時代が来たので、先生は号令を
かけるのです。「早く氏族復帰をしなさい！
所有権を神様に返しなさい！ 早く入籍しな

自分の持っている物は、すべて自分の物で

さい！」と、それが人間としての最大の希望

はありません。天の前に返して接ぎ木されな

です。先祖以来、数千代の希望がここにある

ければなりません。ですから、自分の物では

のです。骨の髄に刻んで、忘れてはなりませ

ないのです。自分のものという所有権はあり

ん。そうすることによって、未来の日本にお

ません。真の愛を中心とした主人はアダムで

いて、黎明の朝が過ぎ、輝く太陽を迎える喜

はありません。天が中心なので、天を主人と

びを体恤することでしょう。

して、自分はその相対的な存在、対象的な立
場に立つということを考えなければなりませ

「総生畜献納祭」とは何でしょうか。堕落

ん。ですから、所有権はまず誰にあるべきかと

した偽りの父母が、天の世界を奪ったどろぼ

いうと、神様に帰らなければならないのです。

うになりましたが、真の父母を中心として世
界をすべて一つに結んで捧げなければなりま

被造世界はサタンの所有であって、神様の

せん。捧げるまでは、先生が主人として振る

所有ではありません。今後は所有権回復とい

舞うことができません。地上の王権、天上の

うことがあるので、天下は戦争せずに一つに

王権を立てて引き継いでから、基盤を築いて

なるのです。今後、一族が財産とすべてのも

この地上で生きてから行かなければなりませ

のを合わせて天に入籍するために、世界の歴

ん。そうしてこそ地上・天上天国が完全に合
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徳となるのです。合徳というのは、一体とな

て真の父母となり、万民を救ってくださるの

ることです。天地合徳、人間合徳という言葉

です。真の父母は血統を転換する新しい結婚

があります。

行事を通して、全人類を神様の真の愛、真の
生命、真の血統に接ぎ木し、真の人となって

今ここにいる皆さんは「総生畜献納祭」を
捧げなければなりません。解怨統一式をしな

救われ、さらには真の家庭を築いて地上天国
を建設されるのです。

ければならないのです。今までは神様に祭物
を捧げるときは、神側の所有物とサタン側の

堕落によって偽りの愛、偽りの生命、偽り

所有物に裂いて捧げましたが、どんなに悔し

の血統を受け継いで、偽りの結婚式をした家

かったことでしょうか。二つに裂いた右側の

庭から始まった汚れたものを、完全に清算し

ものが神様のものであり、左側のものはサタ

て復帰し、真の神様と真の父母の愛を中心と

ンだというのです。これが人です。アベルで

して、私たち夫婦が外的には「頭翼思想」を

あり、アダムです。神様の愛を中心として完

立て、左翼、右翼を屈服し、内的には「神主

全に捧げて、初めてサタンが離れるのです。

義」、すなわち真の愛を通して良心世界と霊
的世界を屈服して真の父母となることによっ
て、神人愛一体となった真の愛の種、真の生

②血統転換

命の種、真の血統の種を接ぎ木して、大いな
統一教会の「原理」を中心として見れば、
今日、堕落した人間は、生まれるや否や地獄

る祝福を伝授してあげるという復活の儀式が、
正に国際合同結婚式なのです。

行きです。そうではないでしょうか。生まれ

再臨主は、肉身をもって来られ、新たな血

るや否や地獄に入籍するのです。間違いあり

統関係を編成しなければなりません。アダム

ません。堕落後、偽りの血統でつながったす

家庭で失ったものを、世界大家庭圏で蕩減す

べての子孫は、サタンに入籍することになる

ることによって、アダム家庭で完成すべき真

のです。サタンの国、サタンの世界を奪い返

の長子権、真の父母権、真の王権を得て、神

すために宗教が現れたのです。宗教とは、体

様が主管される地上天国に転換し、天上天国

と一つとなり、分かれたものと一つとなるた

への入籍をして、神様を中心とした地上・天

めにあるのです。

上王権時代へと進入し、勝利と自由と幸福と
統一の世界を求めて、神様の創造理想である

再臨主は、イエス様が果たせなかった神様
の復帰摂理の根本を完成するために来られま

地上天国、天上天国を迎えるのです。これが
救援摂理史の原理観です。

す。すなわち、創造理想を完成する真の本然
の種として来て、神様の真の愛、真の生命、

蕩減復帰は、血統転換、所有権転換、心情

真の血統の根源となる真の父母の理想を完成

圏転換が三大目標です。そのような内容につ

するために来られます。再臨主は、イエス様

いて聞いたことがありますね。血統が変わっ

の時までの勝利の基盤の上に立って、イエス

たので、血統を転換しなければ、神様の国に

様が探すことのできなかった新婦を探し出し

連結され、入籍することはできないのです。
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血統の主人は、神様です。堕落の血統を受

天国へ行く条件があります。自分の家庭を

け継いで、盗みを働いて神様の所有権をめち

もたなければ行くことができません。神様の

ゃめちゃにしたので、神様の愛で血統を連結

息子、娘である以上、息子、娘としての使命

することによって、これが整理されるのです。

があります。様々な使命を果たした上で、永

堕落の愛の関係によって血が変わったのです。

遠の世界で真の父母と会うようになっている

血統が反対になったので、血統を転換しなけ

のです。そのような公式の内容を完成しなけ

れば神様のもとに戻る道はないのです。

れば会うことができません。祝福を受けただ
けでは、天国へ行く門は開かれても、歩いて

今後、所有が誰のもとに戻らなければなら

入ることはできません。先生の言うとおりに

ないのでしょか。今までは神様の所有にはな

実践して、氏族のメシヤを完成した立場で入

れませんでした。悪魔の所有だったものを、

籍しなければならないのです。

神様の所有として入籍させなければなりませ
ん。血統転換ができなかったので、祝福を受

心と体の統一世界をもつには、神様の本質

けると同時に所有権を天に返還し、心情圏を

的愛を回復しなければなりません。そのよう

返還しなければなりません。心情圏とは一族

な命題が残っているということを知らなけれ

のことです。四代から八代までつなぐことが

ばなりません。どんな苦労があったとしても、

できます。一つの心情圏です。おじいさんを

これを克服して、その境地を取り戻してから

中心として親戚になれば、四代、五代とつな

霊界に行かなければ、大変なことになります。
このような真の愛の論理を中心として考え

がり、それが八代となるのです。
皆さんは、お父様、お母様に会うためにど

るとき、私たち人間がそこに一体化して共同

のようにしなければならないでしょうか。皆

一体圏内に入るので、神様の生命が私の生命

さんは、御父母様の前に直接出ることはでき

となり、神様の愛が私の愛となり、神様の血

ません。皆さんは血統が違うので、入籍する

統が私の血統になるのです。「神様の所有で

までは相続権をもらうことはできません。

ある被造世界は、私の被造世界だ」と言って、
天下を抱く父母の名をもち、そのように生き

まだ、皆さんは入籍していません。先生の

なければ、天国に入籍することはできません。

族譜に入籍しましたか。していないのです。
では、いつ入籍するのでしょうか。祝福を受

皆さん、祈祷してみてください。祈祷すれ

けたからといって、みな入籍するわけではあ

ばするほど、涙で前が見えなくなります。父

りません。祝福を受けた位置は、長成期完成

の前に近づけば近づくほど、悲しみと痛哭が

級です。七段階完成級の七年路程が残ってい

起こるのです。このような段階を越えて、父

るのです。それが原理です。その原理を中心

を思っただけで踊りたくなるようでなければ

として復帰していくのです。

ならないのに、いまだにそうなっていません。
ですから皆さんは、いまだに神様が私たちを

③心情圏転換

本然の人間として慕うことができなかった歴
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史的な条件に引っ掛かり、時代的な条件に引

ません。天下のそのいかなるものとも替える

っ掛かっているのです。

ことはできないのです。自分の一族が問題で
はありません。自分の財産が問題ではないの

ですから、希望となれなかった皆さんには、

です。この肥だめのような汚れたものを、神

天と自分の間にある「慕わしさ」という条件

様が受け取りたいはずはありません。「ペ

を清算すべき時が、今後来るということを知

ッ」とつばを吐くのです。

らなければなりません。それから何をしなけ
ればならないのでしょうか。天の家族として

先生の息子、娘を通して、お母様を通して、

入籍できる日を待ち望まなければなりません。

先生までの三代を経るのです。天使長を通し

皆さん一人だけが待ち望むのではなく、全世

て、天使長の息子を通して、お母様を通して

界の人類が待ち望まなければなりません。

神様のもとに帰るのです。帰って本然の者と
なるのです。神様の血族になって、再び分配

皆さんが真の父母権を相続しなければなり

してもらわなければならないのです。それは、

ません。そして、真の子女権、真の父母権、

先生が勝手に言っているのではありません。

真の王権を中心として、真の父母権と一体化

摂理的な観なのです。

した天地とならなければならないのです。そ
こでは、まず地上天国、第二に天上天国、第

二) 氏族的メシヤの使命を果たさなければ

三に王権と皇族圏です。皇族圏とは何でしょ

①氏族的メシヤの使命

うか。カイン世界が残っています。カイン世
界の長子権を復帰して、次子として絶対服従

これから皆さんの根を整備しなければなり

させて天国に連れていってこそ、皇族圏がで

ません。根はどうなっているのでしょうか。

きるのです。

堕落によって父母が駄目になってしまいまし
た。ですから、真の父母と真の息子、娘を中

堕落しなければカインも皇族になるはずだ

心とした本然の父母権と長子権を、反対に越

ったのですから、地獄に行くのを、天国に行

えていかなければなりません。ただそのまま

けるようにしてあげなければならないのです。

ではできません。一八〇度反対にして、初め

天上、地上、そして王権と皇族圏を中心とし

てもう一度出発することができるのです。ど

た勝利の基盤の上で何をしなければならない

ういうことかというと、皆さんが故郷に帰っ

かというと、真の父母に侍り、神様に侍る家

て、先祖を取り替える運命が残っているとい

庭を完成しなければならないのです。天と縦

うことを知るべきです。

的な関係を結んで、すべて入籍しなければな
らないのです。すなわち、先祖の立場に立た

氏族的メシヤがすべきこととは何でしょう
か。アダムが失敗したことをすべて復帰しな

なければならないということです。

ければなりません。真の父母が来て、イエス
真の父母の恵みは、言葉では表せないほど
の恩恵であるということを考えなければなり

様が失敗したことを復帰し、アダムが失敗し
たことを復帰したのです。
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アダムは家庭的基準ですが、家庭的根をア
ダム、エバから連結できなかったので、これ

らです。父母は第一のアダムの立場であり、
皆さんは第二のアダムの立場にあります。

を逆に、氏族的メシヤの立場で自分の父母と

父母を復帰して再創造し、アダムの使命を

氏族を復帰しなければなりません。それが祖

完遂しなければなりません。第二の理由は、

父母、父母、自分、息子・娘の四代です。こ

皆さんには故郷が必要だからです。氏族的メ

の四代を連結させて、今まで根がなかったのを、

シヤの使命を果たすことによって、自分の故

父母を中心として代わりに根とするのです。

郷をもつことができるようになるのです。

氏族的メシヤとは、父母の位置に立つこと

結局、氏族的メシヤの責任分担を果たさな

です。父母の位置において息子、娘を結び合

ければならない理由は、アダム家庭の完成の

わせるのです。宿命的です。避けることがで

ためです。具体的には、氏族を教育するとい

きません。それができなければ、あの世に行

うことです。

っても入籍できません。立つ瀬がないのです。
自分の位置を定めてもらうことを有り難く思

ここに来た皆さんは、金氏ならば金氏家門
のメシヤのような使命を果たさなければなり

わなければなりません。

ません。金氏家門ならば金氏家門、朴氏家門
先生が与えることのできる最高の贈り物で

なら朴氏家門において、天国を創建するに当

あり、先生が一族の前でできなかった歴史的

たって、その氏族を代表して「私がメシヤ

な恨を解くことを、代わりに皆さんにさせる

だ」と考えなければならないのです。救世主

のです。そうすることによって先生の父母が

だと考えるべきだというのです。金氏家門を

解放されるとともに、皆さんの父母まで恵沢

救う救世主だと考えるのです。そのためには、

を受けるのです。皆さんのお父さん、お母さ

金氏家門全体を代表して、祭司長的な責任を

んが、堕落していない父母として登場するの

果たさなければなりません。

です。
自分の氏族を復帰するためには、氏族的メ

入籍というものがなければ、天国の国民に

シヤの責任を果たさなければなりません。こ

なることはできません。宙に浮くことになる

のような命令は歴史上にありませんでした。

のです。そうなればサタンが思いのままに前

氏族的メシヤの立場は、第二の真の父母の立

後、左右、上下から攻撃するのです。今皆さ

場であり、イエス様の立場よりも上なのです。

んは、真の御父母様に代わって、氏族的メシ

そのような立場を賦与されたという、とてつ

ヤの使命をもって自分の父母を解放すること

もない価値があるのです。これはいかなるも

のできる立場に立っています。

のとも替えることができません。
なぜ氏族的メシヤが必要なのでしょうか。
なぜ氏族的メシヤとして責任分担を果たさ

氏族的メシヤがいなければ、家庭基準を中心

なければならないのでしょうか。最初の理由

として連結されません。連結されなければ皆

は、皆さんの父母を救わなければならないか

さんが故郷にいることはできません。先生に
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は故郷がありますが、皆さんの故郷はないの

氏族的メシヤがたくさん現れて、彼らが一

です。家庭をすべて復帰したならば、今後入

つになり、氏族的メシヤを中心として自分の

籍時代が来ます。入籍時代になれば、支派編

国を復帰する運動が起こるのです。東で西で、

成が行われ、入籍する順序が決まるのです。

三六〇度で祝福家庭が生まれ、誰が頂上に上

先に入籍する人々が兄となり、彼らを先祖の

るか競争するのです。天の国に入籍するまで

ように侍る新しい体制ができます。全世界が

は、先祖の立場を得ることはできません。先

そのようになって初めて地上天国が完成され

祖の立場が得られなければ、いつ押し出され

るのです。

るか分からないのです。

統一教会に通いながら二十年間に何人を伝
絶対的に氏族的メシヤが必要です。それが

道したかということで等級をつけるとすれば、

できない人は、第一・第二アダム圏を連結す

その間一人も伝道できなかった人は、寄生虫

ることができません。先生とつながることが

のようなものです。今後入籍するときは、そ

できません。入籍することができません。で

の数を重要視するのです。入籍時代に入るの

すから、絶対的に氏族的メシヤが必要です。

です。自分の家庭を中心として一族にならな

そのような天の恩寵について何の価値も分か

ければなりません。アダム家庭は、アダムの

らない人は、宝物をもらっても、その価値あ

一族です。アダム家庭を中心として考えると、

るものをないがしろにします。そのようにい

アダム家庭の息子、娘がいて、一族がいるな

い加減に考える基準に応じて、審判を受ける

らば、国が形成されるのです。そうなれば、

のです。氏族さえ復帰すれば終わるのです。

じっとしていても国は形成されるのです。

祝福を受けることによって、天国への入籍

自分の家庭に息子、娘がいて父母がいるの

が可能になります。そして、ようやく人間が

で、三代がいることになるでしょう。自分の

天国を得るのです。天の家庭を得て、天の氏

縦的な基盤を中心として、横的には平行に家

族、天の民族、天の国家、天の世界を経て、

庭の理想をすべて受け継ぐことのできる、数

天宙を経て国を得ることになり、その国に入

百、数千の家庭があるのです。それを連結す

籍することによって天国の国民になるのです。

れば国になるのです。そのままにしておいて

真の父母の血族が入籍するはずでしたが、堕

も国になるのです。世界は、複雑で困難なも

落することによって長い歴史を経て世界の中

のではありません。

から奪ってこなければならなくなりました。
統一教会の教団は、氏族です。氏族なので
ですから、ここにおいて氏族的メシヤの責

す。私の血が共に動くのです。私が涙を流す

任を果たすことで、イエス様が失敗したこと

ならば涙を流さなければならないし、私が喜

を蕩減復帰しなければならないのですが、そ

べば喜ばなければならないのです。血族なの

のためには世界各国に責任をもって、その国

です。五色人種を超えて、文化背景の異なる

を天国に捧げなければならないのです。

すべての国家基準を超えて、壁を打ち破って
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一つとなった新しい天国を創建するための民

②百六十家庭完遂は必須

族です。この民族が聖なるものとされるとき、
天国の創国（注：国を建てること）が顕現す

皆さんの一族をすべて祝福家庭にしなけれ

るのであり、そのような聖なる創国の民族と

ばなりません。百六十家庭から百八十家庭で

して生きていくとき、創世界がなされ、その

す。そうして初めて入籍するのです。これを

世界の上に天宙的な地上天国と天上天国が連

中心として国を救うことができるのです。こ

結されるのです。

のような時が来たのですが、氏族的メシヤに
ならなければならないでしょうか、なるべき

今、先生は、皆さんにメシヤという名を与

ではないでしょうか。個人の救いの時代では

えました。氏族的メシヤ！ ですから皆さん

ありません。家庭と、氏族と、国家と、世界

は、どうすべきでしょうか。メシヤとして何

が一度に帰ることのできる時になったのに、

をしなければならないでしょうか。国家的メ

家庭的基準で座り込んでしまえばどうなるで

シヤ、世界的メシヤ、天宙的メシヤになり得

しょうか。

るあらゆる準備をしておきました。山のよう
な大きな宝物を皆さんのために準備しました。

祝福を受けた家庭は、氏族的メシヤの使命

皆さんがメシヤになりさえすれば、宝の山の

を果たさなければなりません。イエス様が失

ようなものをすべて相続するのです。水道管

敗したことを、家庭的メシヤを中心として百

のようなものがつながっていて、水が流れて

六十軒、百二十軒を一つにできずに死んだが

いくように、皆さんに相続させるのです。

ゆえに、今の時は世界的舞台で百六十軒を一
つにすることによって、イエス様が失敗した
基準を中心に、地上に着陸することのできる

氏族的メシヤが安物だとでも思っています

家庭的メシヤを形成して、堕落していない真

か。賢い先生がメシヤの使命を果たすために

の父母の歴史をつくることができるのです。

一生を捧げても到達していないので、恥ずか

そうなって初めて入籍がなされます。国に

しく思っているのです。皆さんにとって「氏

入籍することができるのです。自分の国にな

族的メシヤ」という言葉は驚くべきものです。

るのです。そうなれば、国に入籍し、戸籍に

イエス様よりも貴い価値ある立場に立つこと

載るのです。先生は、迫害されながらなして

ができるのです。そればかりでなく、統一教

きましたが、皆さんは、歓迎されながら百六

会に反対し、誹謗中傷してきた人をも、堕落

十軒をなすことができるのです。ですから、

していないアダムの立場に引き上げてあげる

先生が反対されながら百六十カ国やったもの

のです。この世の中に、そのような話がいっ

を、百六十軒で歓迎されることによって蕩減

たいあるのでしょうか。語っているこの文な

復帰するのです。

にがしという人は、真の御父母様の位置にあ
るので、今まで話してきたすべてのことを成

王権時代になったので、多くの国、百六十

し遂げてきました。成し遂げられなかったこ

の国家を中心として、先生が神様の代わりに

とはありません。

メシヤを送るのです。神様は、一人のメシヤ
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を送って今まで救いの歴史を展開してきまし

りません。その氏族を越えることができなけ

たが、先生は、神様の救いの歴史において地

れば、世界の国家圏に加わることができませ

上に着陸し、サタンのいない世の中になった

ん。氏族編成ができなければ、世界国家、世

ので、平面図上で全世界の祝福家庭に氏族的

界版図の上に入籍できないということは、皆

メシヤの使命を完遂させるため、世界に配置

さん、知っていますね。百六十家庭以上祝福

したのです。この氏族的メシヤが家庭的メシ

をして、初めて天国に入籍するのです。これ

ヤを引き連れて国に入籍するようになれば、

は話だけではありません。このとおりにしよ

世界に通じる基盤はできるのです。

うということです。

百六十の国家さえ一つになれば、世界と天

氏族的メシヤがいなければ、復活し得る重

宙は自然に一つとなって結ばれるのです。先

生の橋を失うということを知らなければなり

生は、百六十の国家を完成したということを

ません。氏族的メシヤが百六十家庭を立てる

知らなければなりません。皆さんがいかにし

ことができなければ、入籍できません。入籍

て百六十軒をするかということが問題です。

において数千代の差が開くのです。五十億人

いかにして、氏族的メシヤとして百六十軒を

類が歴史的代数においての差が開くというこ

救うかということです。そのようにして真の

とを知らなければなりません。ですから、必

父母が百六十の国家を完成したのを連結する

死に氏族的メシヤの使命を果たさなければな

のです。ですから登録するのです。そのよう

りません。

にして皆さんの家庭が回れば、百六十家庭を
中心として、国が回り、百六十の国家がすべ

これからは、真の父母を中心として入籍す

て一度に回るのです。ですから氏族的メシヤ

る人が先祖になるのです。霊界で先祖となっ

が必要なのです。

て、その主流氏族とその傍系となる人を中心
として、これを編成するようになっているの

アダム、エバが堕落することによって、ア

です。ですから入籍しなければなりません。

ダム家庭を失ったばかりでなく、アダムの一

しかし、ただで入籍できるようにはなってい

族を失いました。七代です。七代を経たなら

ません。百六十家庭、あるいは百八十家庭を

ば、アダムの一族を中心として、地上天国の

完了しなければならないのです。これができ

基盤を完成するはずでした。七代が神様の血

ていない人は、脱落することになります。三

統を中心として結ばれなかったのです。七代

十六家庭とか何とか、それを主張する時代は

だと何千家庭になるでしょうか。個人・蘇生、

過ぎたのです。平等化時代が来たので、ここ

家庭・長成、氏族・完成です。これが一つの

では誰が先にその数に入るかが問題なのです。

カテゴリーです。これを切り離すことはでき
自己完成というのは、絶対真の愛、絶対真

ません。三段階過程です。
ですから、み旨の道では、皆さんは一人で

の生命、絶対真の血統、絶対真の良心を完成

生きることはできません。家庭のために生き

することです。そうして堕落後に失った家庭

るべきであり、氏族のために生きなければな

を復帰して、安着するのです。真の父母が安
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着したので、私たちも真の父母に従って氏族

なければ、先生についてくることはできない

的メシヤになり、百六十家庭を連結し、百六

のです。つまり、天国に行けないということ

十カ国を占有するのです。そうすることによ

です。それはまた、サタン世界を解放できな

って、天国と地上を自由自在に行き来するこ

いということでもあります。ですから、いか

とができるのです。必ずやこれを相続しなけ

に困難でも氏族的メシヤの使命を果たさなけ

ればならないので、運命的というよりも宿命

ればなりません。そうしてこそ天国に入籍す

的にしなければならないのです。そうして入

ることができるのです。登録するのです。そ

籍するのです。入籍して初めて皆さんが地上

うしなければ入籍することができないのです。

天国、天上天国を所有することができるので
す。入籍して初めて「私の国」、「私の王

なぜ百六十家庭かというと、これを世界に
連結させるためです。ヤコブは十二家庭、モ

国」と言えるのです。

ーセは七十二長老、イエス様は百二十門徒、
入籍する順序で先祖が決まるのです。つま

再臨主は百六十使頭です。使徒の頭というこ

り、誰が早く氏族的メシヤになって、先に入

とです。イエス様は使徒といいました。「使

籍をするかによって先祖が決まるのです。イ

頭」というのは私が初めて使う言葉です。誰

エス様が百二十門徒を登録しようとしたので

も知らない言葉です。日本はエバ国家なので、

すが、それができなかったので、再臨時代に

先生が知っている秘密をすべて教えてあげま

百六十家庭を中心として登録しなければなら

した。韓国人、責任者も知らないことまです

ないのです。百八十でもいいのです。みな

べて教えてあげたのです。それで責任が果た

「百六十家庭がいい」と言って、百八十家庭

せなければ首が飛ぶのです。

は願わないので、百六十家庭に定めたのです。

百六十家庭を解放できなければ、第一次ア

六数はサタン数なので、サタン世界で完成し

ダム、第二次アダム、第三次アダムの勝利圏

なければならないのです。四数は理想数です。

を相続できないのです。一次アダムの分しか

四数の四倍は全体を象徴するのです。

していなければ、二次アダム、三次アダムと
関係を結ぶことができないのです。来たるべ

皆さんがいかにして百六十家庭をするかが

き再臨の主が、一次アダム、二次アダム、三

問題です。それが氏族的メシヤの使命です。

次アダムをすべて完成して、一次アダム圈、

百六十家庭を皆さんの家庭を中心として連結

蘇生の基盤さえつくるならば、接ぎ木してあ

するのです。それが失われたアダム家庭を完

げようというのです。

成することです。百六十家庭が絶対に必要で
す。どうして必要なのでしょうか。神様と真

先生は四十年間迫害を受けながら、百六十

の御父母様が勝利したすべてを相続するため

カ国に宣教部をつくりました。これからは、

です。相続というのは、すべてが解放されて、

祝福を受けた家庭、統一教会のメンバーが氏

神様のようになることです。

族的メシヤとなって、百六十家庭を連合しな

皆さんは、氏族的メシヤがそれほどまでに

ければなりません。それは一つの水晶体、結

重要だということが分かりましたか。これが

晶体のようなものです。先生は迫害されなが
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らつくりましたが、今や統一教会の食口は、

とができるのです。それができなければ入籍

迫害されるのではなく、歓迎されながら自分

はできません。原理がそうなっています。そ

の一族を救うことのできる時が来たのです。

うですか、そうではありませんか。三十六家

それができないという人は、資格がありませ

庭という威信を掲げていますが、ただ掲げて

ん。百六十人に祝福を受けさせて初めて、国

いるのではありません。恐ろしい立場なので

に入籍するための資格ができるのです。カナ

す。サタンも誰かをつかまえて、その前で攻

ンの福地に上陸して、国を迎えることのでき

撃するかもしれません。

る立場に立つのです。

世界が先生の言うことさえ聞いていたなら

三) 天国の支派と族譜編成

ば、一九五二年から地上に平和の世界が、天
国ができていたはずです。今日、皆さんに語

今後、皆さんが天国に登録するという新し

っている「氏族的メシヤ」を派遣していたこ

い出来事が起こることでしょう。戸籍に載せ

とでしょう。そうしていたならば、全世界の

なければなりません。戸籍に載せるためには、

キリスト教徒は八億ですが、世界の八億の人

国がなければなりません。国がなければ入籍

が先生の側にいるのですから、一つの町内に

することができません。

一軒、一家三代がみな氏族的メシヤというこ
とになるのです。そうすればサタン世界は、

国がどんなに重要かを知らなければなりま

完全に退くのです。そうして憲法を中心とし

せん。国があってこそ、その国を通して神様

て、すなわち今後の世界をいかにして治める

が思いどおりになさることができ、そうして

かという憲法を制定して、治めるようになっ

初めて私たちにも迫害圏であるサタン世界を

ているのです。

踏み越えることのできる基盤がつくられるの

ですから今後、家庭を中心にどう進むべき

です。ですから、食べるときも、何をしてい

かということは、まだ教えていないのです。

ても、いつも国のことを考えなければなりま

一つ知っておくべきことは、大移動の時代が

せん。

来るということです。先生の言う氏族的メシ
ヤとなって、百六十家庭を祝福した家庭は入

戸籍が変わらなければなりません。戸籍を新

籍が可能です。先生を一代として、二代、三

しくつくらなければなりません。サタン世界

代、四代というように、先祖を定めるのです。

の戸籍は、すべて滅びるのです。それは、地

先祖を立てれば王権ができるのです。王権の

獄圏に属するものです。ですから、天国の戸

血族をつくらなければなりません。

籍に入籍し直さなければならないのです。今
日、それをはっきりと知って、今後私たちの

実績のない人は、神様には必要ありません。

取るべき姿勢を整えて、私たちの周辺にこの

愛を中心とした実績がなければなりません。

事実を伝えなければなりません。そのために、

ですから、皆さんも三十六家庭、七十二家庭、

中心存在はいつも投入して忘れなければなり

百二十家庭、一族を率いてこそ天国に行くこ

ません。
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天国に新しい族譜が編成されるとき、入籍

は脅迫ではありません。見ていてください。

が行われるのです。百六十カ国を中心として

私の命令は、私がすべて勝利した条件を立て

百六十家庭が一つになることによって入籍時

た上で命令していることなので、天国の訓示

代となるのです。今、皆さんが生まれたとす

第一条の条件として、法的条件として残って

れば出生届けをしなければならないし、結婚

いるのです。それについての問答がなされる

すれば婚姻届けをしなければならないし、死

のです。

ねば死亡届けをしなければならないのと同様
です。国ができれば、憲法を中心に、戸籍で

憲法を作って法律を発表したのに、その法

あるとか、それに関する体系によって管理す

に引っ掛かるならば監獄行きなのです。「知

る基本法ができなければなりません。その国

りませんでした」という弁明は通じません。

に入籍するためには、百六十家庭が完全に一

そのように考えている女性は今、悔い改めな

つになって入籍しなければならないのです。

ければなりません。絶対に隠れて生きてはな
りません。警告します。男性よりも女性に責

入籍するとき、母国語を知らなければ入籍
できません。言葉と文化と生活環境が完全に

任があります。男性は女性の言うことを聞く
ものです。どういうことか分かりますね。

真の父母のものでなければなりません。真の
御父母様の文化圏を相続して心情文化世界を

日帝時代にサタンが先に創氏改名する運動

代表した、そのような家庭とならなければ、

をして、私たち民族を教育しました。ですか

天国に入籍できる資格が剥奪されるのです。

ら今、姓を変えることが難しいでしょうか。
日帝時代にも変えたのですから。そうではあ

天国の法を守って、天国の王宮法を尊重視

りませんか。私は、姓を変えるために来た人

することができなければなりません。今後、

物です。族譜を掘り起こすために来たのです。

南北が統一された世界、そのすべてに対して

気分が悪いですか、良いですか。僕の族譜を

備えなければなりません。その訓練が残って

掘り起こして、王宮の宮女、王子の族譜に入

います。その時に、誰でも入れるのではあり

籍させてあげようとしているのに、嫌だとい

ません。入籍時代が来るのです。その時は、

う人がいますか。嫌ならばやめてください。

大学を卒業して、博士になって、大学の先生

そのような人は滅びるべきです。ですから、

になることよりも難しいのです。自分の一代

喜ばざるを得ないのです。

に一族の歴史をすべて編成して、それにパス
しなければなりません。霊界、肉界から鑑定

アダム一代から族譜ができていません。初
めて族譜編成がなされるのです。家庭を中心

を受けて選出されるのです。

とする入籍時代が来ます。そのような恐ろし
そのように考えると、皆さんは、先生が今
まで四十五年間指示してきたすべてのことに

く、驚くべき時代が来るということを知らな
ければなりません。

おいて合格ですか、不合格ですか。何分の一
合格したかが審判の条件になるのです。これ

四) 民族大移動時代が来る
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氏族的メシヤとして入籍したときには、韓

すいことでしょう。問題ないのです。早くそ

国語を知らなければ御父母様の近くに行って

れをしなければなりません。それをしなけれ

立つことができません。遠からず、そのよう

ば、皆さんは一人残らず追い出されます。

な時が来るのです。入籍は、超国家的、超民

世界の人が行列をつくって来て、みな入籍

族的にしなければなりません。民族大移動の

するようになって、入籍する数が四千万を超

時が来るのです。ですから民族的メシヤの活

えるとき、皆さんがそこから外れたならば、

動を急いでしなければなりません。この世は、

荷物をまとめて南米に、アフリカに行かなけ

何でも先生の言ったとおりになります。そう

ればならないのです。嫌でもそのような時が

なるようになっているのです。

来るのです。大移動時代が来るのです。

今後、入籍する順序を中心として、民族大

ここに来た人たちは、「そんなはずはな

移動が起こるのです。統一教会に反対する人

い」と言うかもしれません。そのような人は、

は今後、荷物をまとめなければなりません。

見ていてください。今に、荷物をまとめて遠

スターリンはサタン側の再臨主の象徴なので、

い南洋に追い出されるのです。世界の七千万

韓国の民族を死ねとばかりに中央ロシアの砂

人以上の統一教会のメンバーが、入籍して入

漠地帯に連れていって捨てましたが、死にま

ってくるのです。すべて韓国に入籍してくる

せんでした。韓国民族は、とても忍耐力のあ

のです。それを知らない人はみな、荷物をま

る民族です。団結して生き残りました。その

とめて退くようになります。大移動が起こる

時のように大移動するのです。その時は、強

のです。民族大移動が起こるのです。起こら

制的に移動させられましたが、今は、志願し

ざるを得ないのです。
そのような困難な世界を知っているので、

て移動せざるを得ないのです。

皆さんを集めて深刻にみ言を伝授してあげて
原理原則がそうですから、天国に行くとい

いるのですから、よく聞いてください。ここ

って自分たちが良い暮らしのできる所に行く

に来ていた人が死んでから「どうしてあの時

ことができるでしょうか。そうではありませ

はっきりと言ってくれなかったのか」と言っ

ん。地上天国が顕現するときには、大移動が

たときに、私が引っ掛かることのないように、

起こります。先に入籍した順番のとおりに、

はっきりと語ってあげるのです。

先生の側近となり、ずらりと並ぶのです。大
韓民国で反対する人は、追い出すのです。荷

国があって初めて入籍がなされます。出生
届け、婚姻届け、死亡届けをするのです。私

物をまとめるのです。

たち統一教会の多くの家庭が祝福を受けまし
イエス様は結婚できなかったので、祝福を

たが、今は誰も手続きすることができません。

受けた人は、イエス様よりも上の立場に立つ

手続ができないのです。国がないがゆえに、

のです。ですから氏族が反対することなく、

みな新しく登録しなければならないのです。

先生を歓迎する時代が来たのです。氏族的メ

ですから大移動が起こるのです。北極の人が

シヤとして百六十家庭を糾合するのは、たや

南極に、南極から北極に行くのです。今後、
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手続きをする順によって支派が異なってくる

の権限を相続してあげるのだということを知

のです。大移動が起こるのです。

らなければなりません。

父親が霊界に行けば、兄になります。また、
三 四位基台入籍続一祝福

息子は、弟になるのです。ですから天の父、

一) 三時代大転換一体圏統一祝福式

父親の呼ぶ天の父も、息子の呼ぶ天の父も同
じなのです。神様の前では、みな息子になる

地上では真の父母によって祝福を受け、天

のです。ですから、同じ息子といっても、父

上では興進君によって祝福を受けたのですが、

親が先なので、横的な面においては兄の立場

父と息子が霊界と肉界に別れて祝福したもの

を代表するのです。

を一つにしなければなりません。地上の御父

ですから、御父母様が御父母様の立場を完

母様を中心に、息子が霊界でしたことを地上

成したということは、息子の立場の完成を、

に下ろして、御父母様から皆さんが祝福を受

霊界でも地上でも同じ価値的内容を伝授し、

けた基盤と霊界で祝福を受けた基盤を連結さ

一体化させるというようなことをするのです。

せて一つにし、御父母様が地上で息子、娘を

御父母様が、霊界の長子である興進君を呼ん

祝福する代わりに、霊界が天使長の立場で完

で、このように祝福された家庭を立て、一緒

成できる祝福基準の前に順応しなければなら

に統一的宣言をすることによって、先生が祝

ないのです。それゆえ興進君が地上に降りて

福をしてあげるのではなく、今後は興進君が

きて、父と息子が一つとなった立場で一つの

祝福をするのですが、興進君がいなければ、

条件を立てて、御父母様がなしたことをすべ

顕進君がお父様の代わりに祝福することので

て興進君も共になしたといえる価値を認める

きる時代になるのです。

のです。
三代の息子、娘、祝福を受けた家庭は、絶
八十の老人が世界を回って祝福する時代は

対に堕落してはいけません。堕落したならば

過ぎ去りました。皆さんが御父母様の代わり

どういうことになるかというと、今までのよ

に、興進君も霊界で御父母様の代わりに祝福

うに真の父母が来て救うことのできる道理の

する時代を設定するのです。そのためには私

時代は過ぎ去るのです。血統が異なったのを

が地上にいる父の立場で、息子である霊界の

完全に転換し、三時代の先祖を代表した王権

興進君に祝福する権限を伝授し、霊界で祝福

を受け継いで、祝福することのできる大将と

してきたすべての基盤も、先生が行って祝福

なった夫婦の血統は、千年、万年たっても汚

した基準と同等の価値を設定したのです。

されてはならないのです。血統の汚れたもの

平面において、お父様の前に息子を立たせ

を受けてはならないのです。純潔を守らなけ

て祝福した、すなわちお父様が天上世界、霊

ればなりません。分かりましたか。それをよ

界の息子の所に行って祝福したのと同じ価値

くよく知らなければなりません。

あるものとして、統一された祝福家庭として

深刻です。「真の父母の名によって許して

意味をもたせるために、お父様が息子に祝福

ください」と、許しを請うことはできないの
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です。自分の先祖と自分の愛する兄弟を犠牲

がら、祝福された長男興進君、顕進君、一族

にしなければ、救う道がありません。それで

全体を合わせて願いますので、その目的達成

もその血統はきれいな血統ではないので、剥

のために、一寸の狂いもなく一体理想を完成

ぎ取ってしまわなければならないのです。純

させ、天地の勝利的王子、王女となることを

潔な血統を残さなければなりません。深刻な

願います。アーメン！

のです。
地上世界の真の父母の勝利圏、天上世界の
三代圏内にある祝福家庭は、どんなことが

長子圏を代表した興進君を中心とした勝利の

あっても、堕落の悲しさを味わうような血族

伝統によって、一体的理想で伝授したことを

になってはならないことを警告します。

宣布いたしますので、天地の存在は感謝の心
で永遠不変の愛の国と、愛の地上天国、天上

入籍特別修練会を通じて、女性が入籍する

天国を抱いて、ありったけの精誠、忠誠をも

ことによって、息子、娘に責任をもち、母と

って、孝子、孝女、烈女、聖人の道理、聖者

息子、娘が一つとなって父を完全に悔い改め

の道理を果たします。お誓いします。アーメ

させて、堕落していない父母の立場に立てる

ン！ お誓いします。アーメン！ お誓いし

ことによって、来たるべき真の父母のあとに

ます。アーメン！

従って、神様を玉座にお迎えし、天宙のすべ
てを喜びの心をもって旧約時代、新約時代、

二) 四位基台入籍

成約時代、万物と息子、娘と自分たち夫婦を
すべて捧げる立場に立たなければならないの

家庭的基盤でなければ入籍することはでき
ません。真の父母というのは、家庭を中心と

です。
愛の実権を再び相続したその立場が故郷の

して祝福の基盤を代表した世界的家庭なので、

地への出発の場であり、祖国光復の出発の場

それと相対圏をなして入籍しなければなりま

なので、今後、全体的歴史時代で願ってきた、

せん。家庭的出生を届け出なければならない

祝福家庭がなせなかったすべてを蕩減してこ

のです。真の父母のみ名を中心に、神様のみ

そ、南北統一のこの混乱時代に責任をもって、

旨の平和郷ができ、統一圏ができるそこにお

私たちの手で祖国光復することによって祖国

いて、家庭的に入籍するならば、国家が一瞬

を建てるのであり、本郷の地を求める厳粛な

のうちに帰ることができるということです。

課題に出征した兵士の母であり、息子、娘で
あるので、天地全体が協力して、一方通行で、

アダムとエバが家庭的に堕落することによ

勝利に向かって一歩一歩前進するための出征

って、サタンにすべてを入籍したのと同じよ

命令であることを知らなければなりません。

うに、今度は皆さんの家庭を中心として皆さ

兵士となって、天の威信と伝統に汚点を残

んの国と全体が入って、天に入籍して戻って

すような家庭、一世、二世、三世となるので

こなければならないのです。これは原理です。

はなく、霊界の先祖の前に恥じることのない、

堕落するときに、家庭を中心として堕落しま

誇らしい家庭となることを天地父母は願いな

した。ですから、それを蕩減しなければなり
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ません。この原理があるので、この世界の大

も、強制的にでも祝福を受けたならば、天国

統領がいれば、その世界を引き連れて天に登

に入籍するチケットをもらうのです。

録しなければなりません。登録したならば全
三) 入籍家庭に対する真の御父母様の訓示

体が、その国全体が救われるのです。

皆さんは、家庭を中心に入籍しなければな

①純潔な血統を死守せよ

りません。ところが皆さん、まだ入籍してい

②一心定着

ませんね。今後、恐ろしい時が来るのです。

③子女に対する真の愛の実践教育

それに関しては具体的に説明しません。もし

④国境撤廃と交差結婚

も引っ掛かるようなことがあれば、切ってし

⑤祖国光復と天国創建

まわなければなりません。それが正に原理の

⑥訓読経、原理暗記

法度なのです。

⑦家庭盟誓の実現化
⑧正午定着

皆さんは、天を愛するように父母を愛さな
ければならないのであり、天と父母を愛する
ように兄弟を愛さなければなりません。自分

四) 祝福家庭婦人動員と祖国光復

の家庭と兄弟を愛するように万民を愛する人
は、天国の民としての資格をもつ者として登

今後、皆さんの一族がすべて天に入籍しな

場することができるのです。入籍できるとい

ければなりません。今回動かなければ、入籍

うことです。

できないのです。ですから祝福を受けた家庭
を動員しなければなりません。しなくてもよ

潮が満ちてくるときは、初めはとても早く

いでしょうか。既成家庭はどうでしょうか。

満ちてきます。どんなに早いことでしょうか。

既成家庭の皆さんが、「既成家庭は動員しよ

ところが、満潮となって交代するときは、一

う」と言うならするし、しないというならし

分以内に代わるのです。恵みの圏内で一分間

ないで、自由です。また、皆さん以外の人も、

だけ水平となって同じ立場に立てるというこ

しようというならして、しないというならし

とです。ですから、統一教会の熱心な青年た

ないで……。我先に動員しようとするという

ちが、サタン世界の人と同じ祝福の位置に立

のです。今、そのような時が来たのです。

って、五十億人類が一朝一夕に、すべて統一
されるのです。それで数万代が横的に連結さ

母を通して母の伝統を受け継ぎ、父母の伝

れるのです。それから国家編成をするのです。

統を受け継いで代表してきたのが長子であり、

国家というものを編成するときに、再び先祖

長子権と長子の伝統まで受け継いだのが次子

として登場するのです。

なのです。ですから、父の命令に母が絶対服
従して、母の命令に長男が絶対服従して、長

これからは、祝福を受けたならば、一族に

男の命令に弟が絶対服従しなければならない

責任をもたなければなりません。押されてで

のです。そのような家庭にならなければ、神
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様に仕える家庭になることができないという

次元が異なるのです。私たちが次元の異なる

のが、原理的総観です。

その国を受け継ぐには、そのための思想的な
主体性をもった国民にならなければなりません。

先生は、天の心情をあまりにもよく知って
いるので、誰かが一言でも語るならば、痛哭

ところで、その主体的な思想というのは、

するのです。天下を統治し万国を治めるべき

絶対者である創造主がいるとするならば、そ

神様が、主権者の中の主権者となって、万世

の創造主の思想と一致する思想でなければな

の大王のあらゆる権威をもって、万民を父子

りません。絶対者の願う国が存在するために

の関係の世界として統治しようという理想が

は、その国の主権を中心として、その国の国

蹂躙されたという事実、それが恨なのです。

民に一致することのできる国になることを願

この時点から私たちが立ち上がって、悪なる

わなければならないのです。そのような国民

権勢をすべて破り、天の願ってきた主権を立

性をもって国家形態を備えなければならない

てることのできる栄光の一日が、私たちの目

のです。その形態を保存することのできる資

前に迫っているのです。

格をもつ人になれなかったので、その国は形
成されなかったのです。

私たちが神様を中心とした自主的な国で生
きることのできる希望の一日は、何ものにも

今私たちが生きている世の中に、祖国がど

換えることのできない価値ある時間なのです。

れほど多くあることでしょうか。大韓民国の

霊界に行った人の中に、神様を中心とした国

人は、大韓民国を「祖国だ」と言いますね。

家圏内で生きた人はいません。先生は、それ

北朝鮮の人は金日成を中心として北朝鮮を

を知っています。私は、統一教会のメンバー

「祖国だ」と言います。日本人は日本が「祖

を苦労させましたが、国を建てて摂理的国家

国だ」と言い、中国人は中国が「祖国だ」と

圏で国をもった主権者の前に国民として堂々

言います。多くの民族が、根源的な国家や先

と生きてきたという、本然の人間像をもてる

祖を中心として民族を形成したならば、それ

という事実が、どんなに権威あることかとい

を中心として「祖国」と言うのです。しかし

うのです。先生は一生の間、それを標準とし

本来、人間世界の祖国は、何百、何千もあり

て生きてきました。

ません。本来の祖国は、一つです。一つでな

今まで先生は、多くの人に苦労させました

ければなりません。

が、その国の国民のために主権者としての神
様に仕え、その心情を注いで、一生涯をそっ

私たちの祖国は、一つの国です。一つの国

くりそのまま捧げることのできる栄光の日の

の中にある故郷を求めていくのです。「神様

ために闘ってきたのです。

が共にいらっしゃる故郷、神様が共にいらっ
しゃる祖国、神様の名をもった祖国だ」と言

私たちが復帰すべき祖国というのは、今日

うことのできる国がないのです。それはモス

この地上にあるような歴史と伝統をもった国

クワでもワシントンＤ・Ｃでもありません。

ではありません。そのような国とは本質的に

ないのです。そのような祖国と、私たちの故
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郷の地を創建することのできる宝物を探そう

今日の人類は、サタンの血統を受けていま
す。ですから悔い改めなければなりません。

というのです。

天地の大主人の前に顔を上げることのできな
先生は、横になりながらも、いつもそのよ

いほど、恥ずべき内容があるのです。しりま

うなことを考えました。ここは父の国の家で

で隠して岩の後ろに隠れて、神様と呼ぶこと

はないので、愛着がないのです。ここに愛着

のできない恥ずかしい子であることを知らな

をもって、良い暮らしをしたり子を生んだり

ければなりません。愛の怨讐の血を受けたの

するのは、仕方なくしていることなのです。

です。ですから、涙と鼻水を流してはいつく

神様と霊界の霊人が祖国の統一を、どれほど

ばり、命を失ったとしても「罰を受けて当た

待ち望んできたことでしょうか。どんなに待

り前だ」と言うことができなければなりませ

ちわびてきたことでしょうか。「たとえ自分

ん。死んで埋葬された自分であるということ

は地獄で生きたとしても、天上の低い所にい

を知らずに生きる、かわいそうな人たちなの

たとしても、私たちの祖国が早くできてほし

です。

い」と願うのではないでしょうか。その祖国
が顕現するとき、自分たちが解放されるので

誰も知らないこの道を探すために、私がど

す。ですから特使を遣わさなければならない

れほど大変だったか分かりません。人生問題

のです。私は、監獄でもそのようなことをし

の根本を解明しなければ、解決することがで

てきました。門を開け放ったのです。肉界、

きないということを知ったとき、暗中模索し

霊界すべてにハイウェイをつくったのです。

ていた若い時の苦痛は、皆さんには分からな
いでしょう。しかし、それを可能にする組織

ですから、霊界がすべて御父母様に対して、

をつくって、言葉だけでなく実戦の途上にお

そのような方向に、一つの国へと進軍するの

いて、それが証明された世界の版図をすべて

です。そのように願っているのです。霊界が

備えました。今や誰でも走ってきて旗を受け

地上のために、真の御父母様がうまくいくよ

取って後ろを向きさえすれば、天国に入るこ

うに祈っているのです。それを知らなければ

とができる時代が来たのです。

なりません。地上の真の御父母様、どうかよ
く闘って霊界の恨を解いてください。神様の

自分自身がどれほど汚れた姿で悪臭を放ち、

願っていらっしゃるのがそのようなことでは

統一教会を汚し、サタンの舞台をつくってき

ないでしょうか。皆さんは、これまで神様の

たかを考えてみてください。それを考えれば、

国で生まれて暮らすことができず、この地の

神様の前で体を伸ばして座っていることはで

サタン世界で生きてきた期間が長いというこ

きないのです。答えてみてください。それが

とを、恥ずかしく思わなければなりません。

できますか。解放されて長子権を相続し、王
権を相続することのできる自然な神様の愛圈

四 入籍時代と私たちの責任

と血統圏が中心となっている人ならば、それ

一) 入籍と真の御父母様の恵み

が可能かもしれませんが、皆さんは、そのよ
うな人になっていますか。腐って、いつ落ち
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るか分からないこの者たちが、自慢している

のです。先生が大きな峠を越えたとすれば、

のです。

それを中心に同じ形をつくりなさいというこ
とです。そうすれば、その垂直線は同じなの

皆さんには何の資格がありますか。祝福を

です。

受ける資格があるでしょうか。祝福を受けよ
うとここに来て座っているのですが、皆さん

これからは、皆さん全員が絶対愛、絶対服

が統一教会に入ってから何年かの間にしたこ

従する立場に立たなければなりません。エデ

とは何でしょうか。祝福というのは、そのよ

ンにある家庭には自己所有権はありません。

うにただ来て座っていれば受けられるという

神様と神様の絶対愛と血統が一つとなった立

ものではありません。千年の功を尽くし、万

場に立った真の息子、娘になりさえすれば、

年の功を尽くしてから、その子孫が来て厳粛

宇宙のすべてが私のものになるのです。愛によ

に千万回の謝礼を捧げながら、そして天上世

って一つになれば、自分のものになるのです。

界と地上世界の万民が仰ぎ見て、その日の栄
光を称賛する中で、祝福を受けるべきなので

二) 家庭の伝統を立てよう

す。果たして皆さんに、それができるでしょ
うか。

天国の皇族圏を編成していく時代です。こ
のどうしようもない野良犬のような者たち、

死んでみれば分かります。文総裁の言って

今後ブルドーザーで押し倒してしまう日が来

いることがうそかどうか。私の言っているこ

るのです。私の教えるすべての原理のみ言、

とがうそかどうか、今すぐにでもこの場で一

教えるすべてのことを中心として、世界へ出

度死んでみてはどうですか。霊界の度数に合

ていくとき、この世界の伝統をせき止めるこ

った道理を教えてあげたということを知って、

とのできる韓国人がいるはずはなく、この世

その教えどおりに行かなければなりません。

界の伝統をせき止める統一教会があるはずは

いずれにせよ一度は行かなければならない道

ありません。根を抜かなければなりません。

です。

目をつぶって断行しなければなりません。天

文総裁の教えを受けなければ、その峠を越
えることはできません。案内者がいないので

国の伝統を立てるために刀を当てるときは、
刀を当てる腹がなければなりません。

す。ですから、天は今日この滅びゆく世の中
で私たちのような者を立てて、キリスト教が

私の目を見てください。とても早く話しま

生きる道、自由世界、民主世界が生きる道を

すね。主張の強い人なのです。間違えたなら

教えてくれるのです。今日ここで名実共に真

ば、許しというものはないのです。世界に向

の父母の論理が出てくるのです。

かっていく時代を前にして、そのような日が
やって来るということを考えるとき、これか

「先生に似なさい」というのは良い言葉で

らは厳粛に過去をもう一度悔い改めながら、

しょうか、悪い言葉でしょうか。築かれてき

自分の一身を整え、一家庭を整えなければな

た福をそのまま引き継がせてあげようという

りません。

1185 * 千百八十五

천성경

天聖經
Cheon Seong Gyeong
これからは、世界がすべて入籍しなければ

いく時です。ですから、神様と真の父母から

なりません。十二支派を中心に、入籍すると

歴史が始まり、今後、入籍時代が来るのです。

きは、皆さんの一生、統一教会に来てから今

ですから皆さんが入籍するのです。神様の息

までのすべてを一つ一つ記録しなければなり

子、娘としてみな神様のように、真の父母の

ません。教会からふろしき一枚でも持ってい

ようになったでしょうか。言葉で言うのは簡

ったとするならば、それをすべて記録しなけ

単です。寝ても覚めてもこれを考えなければ

ればなりません。それが霊界で記録されたコ

なりません。食べている時も寝る時も、どこ

ンピューターの記録と合っていなければ、皆

へ行ってもこれを考えなければなりません。

さんは入ることができません。正直にすべて

そのためには、祖国で暮らしてから行かなけ

自述書を書いていかなければなりません。そ

ればなりません。

のように、一度清算して越えていくべき時が
来るのです。

人間の堕落によって、あってはならない内

ですから、皆さんの祝福も、教会祝福、南

容が、天の道に反対する内容が、今日の人間

北を統一したあとの祝福、世界を統一したあ

世界に満ちているのです。これを払いのけな

との祝福があるのです。そのようなものなの

ければなりません。これを裂いてしまわなけ

です。短期間内に南北統一の時代が来ること

ればなりません。それは言葉だけではできま

を願わなければなりません。世界を越えて皆

せん。サタンの愛を中心に、サタンの生命、

さんが祝福を受けて行ってこそ、天国に入る

サタンの血統につながって、すべての民族が

のであって、そうでなければ霊界に行ってと

歩んできた歴史的文化背景が、異なる習慣性、

どまるのです。

あるいは風習が各種各様に満ちているので、
そのままでは除去できないのです。

人間の価値的結論は、二つではありません。

ですから聖書に、「自分の命を失おうとす

一つです。その価値的結論の中心とは何でし

る者は生きる」とあるのです。それで逆説的

ょうか。真の愛です。真の愛とは何でしょう

な論理が成立するのです。命を失おうとして

か。真の愛の定義さえ下せずにいます。統一

こそ生きるのです。自分の命を投入しなけれ

教会の思想は、愛を中心とした唯一の世界観

ばならないのです。ですから、すべてのもの

です。個人はこう行くべきであり、家庭はこ

を漂白して洗濯し、言い換えれば、蕩減して

う行くべきであり、氏族はこう行くべきだと

復帰しなければならないのです。そのような

いうことがはっきりと示されています。その

過程が絶対に必要なのです。それをせずに、

法度は、レバレンド・ムーンの構想ではあり

堕落世界で所有していた習慣性や罪悪性が残

ません。天国の法度の反映体なのです。そう

っている限り、天との関係を結ぶことはでき

しなければ、霊界に行って入籍できないのです。

ないのです。

理論的に考えるならば、み旨に関して説明

救いの道というのは、皆さんが今まで生き

することはなくなりました。すべて終わった

てきた、そのままの習慣的生活を通して得る

のです。これからは、紙切れを持って越えて

ことのできるものではありません。完全に蕩
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減の道を行かなければならないのです。救い

女性が家柄の高い名家に嫁入りしたならば、

の摂理は復帰摂理であり、復帰摂理は再創造

いくら美人だとしても、その家の法度に従わ

摂理です。ですから、再創造されるためには、

なければなりません。法度に従えなければ追

堕落する前のものと同じように、本然の位置、

放されるのです。ですから、どんなに大変で

ゼロの位置に戻らなければならないのです。

しょうか。生活が合わず、習慣も合わず、風

そこには意識もなく、習慣もなく、今の自分

習が通じなければつらいのです。規則だらけ

の金や李という姓もないのです。そのような

の行路に従って愛し、それに拍子を合わせる

ゼロの位置に戻らなければなりません。天の

ことは、容易ではありません。難しいのです。

創造本然の基準を考えるならば、造られたす

拍子を合わせられなければ、追い出されるの

べての万物は、ゼロから出発したのです。

です。

統一教会のメンバーは、絶対に自分勝手に

アダムとエバが絶対信仰、絶対愛、絶対服

生きることはできません。自分の心をだます

従の基準を失って偽りの結婚して、神の血統

ことができますか。自分の心を偽ることがで

を失い、所有権を覆し、一族を滅ぼしたので、

きない限り、天国の戸籍を偽ることはできま

ここで絶対血統復帰をしなければならないの

せん。すべてのことが籍に入るのです。私が

です。真の父母の純潔な血統を永遠に自分の

この手を挙げたとすれば、それがビデオ・テ

子孫に残すことができるように守らなければ

ープにすべて記録されていますね。人間の世

なりません。アダムとエバは、それができず

界でもそのように記録されるのですから、天

に結婚したのです。私たちは、それを守って

国に記録されないはずはありません。祝福を

結婚し、絶対血統、絶対所有権、絶対心情圏

受けたある夫婦について、ボタンを押しさえ

を復帰しなければならないのです。それを標

すれば、幼い時から、その先祖の時からすべ

語とするのです。三大標語です。

て現れるのです。あっという間に出るのです。
時間はかかりません。ここでは時間という概
念がありますが、天国はあっという間なのです。
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Book 十: 成約人への道

家庭完成、そして家庭では孝子、国家では忠

The Way in the Completed Testament
Age

臣、世界では聖人、天宙では聖子の道理を完
成した成約人の営みと、霊界をはっきりと教
えてくださって、生命と永生の道へと導いて
くださいました。
成約人は人類の父母であられる天地父母様

はじめに

に侍り、地球星は私の故郷であり人類の故郷、
成約時代は、天地父母様が地上にお座りに

天宙は私の祖国であり人類の祖国であること

なることによって、子女たちが完成し、神人

を知り、成約人は父母が同じであり、故郷が

愛一体の愛の理想が成就する時です。

同じであり、祖国が同じ創造理想世界である

真の御父母様は早くからみ言を通じ、神様

神様の国を創建しなければなりません。

と人間は親子の関係だということを明らかに

どうかこの本をたくさん訓読されることに

され、その関係を連結する根本の力が真の愛

よって、神様の創造理想を相続し、新たな心

の心情であると教えてこられました。

情文化を地上に花咲かせる成約人としての人

「全宇宙の根本は、真の愛が土台となり、
神様を中心とした親子の関係も心情によって

生を培っていかれる皆さんとなられることを
お祈りいたします。

完成し、生活の中で侍って生きる心情の社
一九九九年十二月二十五日

会」であると語られました。
真の愛による心情の完成的体恤は、神様の
真の愛の中で心と体が統一を成すとき、成就
し、家庭の完成も夫と妻の関係が真の愛によ

日本語版発刊によせて

って一つになるとき、成就するとおっしゃい
文鮮明先生は「人間が、①神様について明

ました。
本然の世界は、お一人の神様を中心とした

確に分かっていれば、②真の御父母様がどの

一つの大家族社会です。神様を父母として侍

ような方なのか明確に分かっていれば、③霊

って生きる巨大な一つの家族です。したがっ

界について明確に分かっていれば、④罪を犯

て、この大家族社会は万民が心情によって調

したら蕩減復帰の道を歩まなければならない

和して生きる心情文化社会なのです。

ことに対して確かに分かっていれば、その人

心情が血縁のような絆となって生きる世界、

はどこでどんな環境の中で暮らしても罪を犯

血肉の情を越えた心血社会は、自由と平和と

さずに生きることができるでしょう。いや、

統一と幸福の世界が成就した心情文化の共生

この中の一つでも確かに分かっていれば、そ

共栄共義の世界なのです。

の人は善なる人になるでしょう」と語られて

真の御父母様は、多くのみ言を通じて、生
きていらっしゃる父なる神様が分かるように
してくださり、人間の根本道理を悟らしめ、

います。
このみ言を基に七つのテーマを設定し編集
したのが本シリーズです。

本然の世界へ向かうことのできる個人完成と
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本書は、シリーズの最後に位置づけられる
本です。成約時代、完成時代を迎え、蕩減復

ればならない運命であり、またそのように生
きていかざるを得ない運命です。

帰されて本然の立場まで戻ったのち、私たち

今日まで哲学は、歴史時代を通じて人生問

はどう生きるべきでしょうか。これは最も重

題を解決するために苦心してきました。真の

要な課題であると言えます。

人間の価値、人間がどのように完成すること

侍る生活、統一する生活、真の御父母様の

ができ、人間自体から勝利して万宇宙に誇る

生活的伝統、創造理想を中心とする根本原理

ことのできる勝利の完成した姿を、いかに成

など、成約時代における天国人としての信仰

し遂げるかという問題を中心として、数多く

生活についてのみ言が集められています。

の哲人たちが出てきて、苦心しながらありと

この本を活用され、皆様が高い理想と志を

あらゆる主張をしました。それが今となって

掲げ、希望ある人生を歩まれることを願って

は、人間を通じて思想体系を立てたすべての

やみません。

主義主張がもはや実験をすべて終え、既に落
第してしまったというのです。みな脱落して
しまいました。

一九九九年十月

なぜ人間が、このように特別することもな

人生とは何か

く生きながらも死ぬことを嫌い、「なぜ生き

一) 今まで人生問題は迷路

るべきか。根源がどのようになっているの
私がなぜ生まれ、なぜ生きなければならず、

か」と、皆さん疑問が多いでしょう。そのす

どこに行かなければならないのでしょうか。

べての疑問は、人間の哲学書籍を通しては解

生まれたことを、皆さんが自分で生まれたと

決できません。哲学というものは、今まで神

考えてはいけません。生まれはしたけれど、

様を探していく道を開発したものです。宗教

どのような動機で生まれ、何のために生まれ

とは何でしょうか。神様を知って、共に生き

たか、私をして生ましめた動機と目的が分か

る生活から始めるのが宗教生活です。

らない私たちです。生まれるには生まれたけ
れど、私が生まれようとして生まれたのでは

人生をこのように生きて行く目的とは何で

なく、生きるには生きるけれど、私が生きよ

しょうか。この問題を、もう一度考えてみな

うとして生きるのではなく、死ぬには死ぬけ

ければなりません。動機が私によるものでは

れど、私が死のうとして死ぬのではないとい

なく、目的も私だけのものではないことに間

うのです。

違いありません。生きる上において幸福な場

ところで、私をもってして何を誇るのでし

を嫌う者がどこにおり、豪華絢爛な場で生き

ょうか。自分自身が生まれたくて生まれるこ

たくない者がどこにいるでしょうか。しかし

ともできず、自分自身のその何かをもって生

思いどおりにできないのが私です。それでも

きることもできず、死ぬ道を避けることもで

自分を誇りたいし、思いどおりに生きたいし、

きない自分をもって何を誇ってみても、哀れ

思いどおりに残りたい私です。このような心

で物悲しいだけです。生まれたので生きなけ

情の交差点をもった私だというのです。
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さあ皆さん、見てください。皆さんが八十
年ほど生きたとします。その中で夜寝る時間

前に相続してあげ、逝くことができるという
のです。

を除けば四十年になります。半分に減るとい
うことです。寝ることも生きることでしょう

運命は変更することができますが、宿命は

か。寝ることは死んでいるようなものです。

変更することができないのです。大韓民国の

寝ることは死んだ命です。ですから、二十四

人として生まれたことは、変わり得ますか。

時間の間で生きようともがく時間は半分にも

自分のお父さんの息子、娘として生まれたこ

なるでしょうか。また、そこから御飯を食べ

とは、変わり得ますか。その国の主権がどん

る時間を一時間ずつ切り捨てたらどうですか。

なに強く、その国の慣習がどんなに強くても、

御飯を食べる時間を一時間は見ないといけま

お父さんの息子、娘だということは変更でき

せん。

ないというのです。そのように復帰の道は、

さあ、またその中で友達の宴会の日、近所の

宿命的な道です。どうせ、いつの日かは清算

町内のお年寄りの還暦を祝う日、誰かが亡く

しなければなりません。

なった日、葬式を行う日、病気になって寝て
いる日、すべての日を全部差し引くと一生の

出発を誤ればとんでもない所に行くという

中で生きているという日が半分にもなるでし

のです。ですから船が大海を航海するにして

ょうか。この間計算してみたところ、生きて

も、出発した港から羅針盤を中心として行く

いるという日が七年と出ました。その七年の

べき目的地に向かって、方向性を描いてこそ

中で「本当に生きた」と言える日が何日出て

行くことができるというのです。
それでは、人間が出発した港とはどこなの

くるかというのです。

でしょうか。分からないでいます。羅針盤を
一生というものは早いのです。一生は本当

もって彼岸の世界に到達することのできる、

に早いのです。物心ついてこの世の物情を知

目的地を描いて行くことのできる方向性がど

り、あれこれしていて四十を越えたら五十で

こにあるのでしょうか。ないというのです。

あり、もう十年はあっという間なのです。そ

これがくねくねと、自分勝手に行ったり来た

して十年たてば六十があっという間であり、

りしました。このように見るとき、人間はど

六十になれば七十があっという間であり、私

んなにやったとしても人間で終わるのです。

も静かに考えてみると、一場春夢（注：人生
二) 私たちはどこに行くべきか

のはかないたとえ）という言葉を実感するの
です。

一生を経たのちに、私はどのような所に行
自分が運を百ほどもって生まれたのに、百二

くのでしょうか。これが、人間たちが解決し

十ほど生きて死ぬ人は、その後孫が滅びるの

なければならない重要な問題です。宗教もこ

です。人の運は、ゴムひもと同じでピンと張

の問題を解決するために、哲学も歴史もこの

るというのです。しかし八十ほど生きて死ね

問題を解決するために動員されています。そ

ば二十ほどの福を残して、その運勢を後孫の

れで皆さん自身も、このような運勢に捕らわ
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れて導かれていっていることを否認すること

の体制が準備されなければならないのです。

ができないのです。

そこに反対の要素である皮を脱いで整備する

それならば、どうせ行かなければならない

ことができる一時を必ず通過しなければなり

私自身であるとすれば、この体はどこに行こ

ません。殻を脱がなければなりません。水の

うとするのでしょうか。この心はどこに行こ

中で棲む時は平たくなければならず、水の上

うとするのでしょうか。またこの生命はどこ

に浮かんで回るのに必要な姿が適格でしょう

に向かって傾いていて、私の心情はどこに行

が、空中で飛ぶようになる時にはそうであっ

こうとするのでしょうか。私の所願あるいは

てはいけないというのです。そこに合うよう

所望と理念はどこに行こうとしているのでし

に、すべてのものが整えられなければなりま

ょうか。

せん。

この問題を解決することができないとして
も、私たちはどうせ行かなければならない運

私たちは何を中心として生まれ、何を中心

命に置かれているのです。私たちが生きて、

として行くべきであり、何を目的として行か

そして死ぬ日、この体は土に埋められること

なければならないのでしょうか。このことは、

によって終わるのです。それならば体が埋め

神様抜きには絶対駄目なのです。神様を抜き

られるその日、この心も、この生命も、この

にしては動機のない因縁になるのです。動機

心情も、この理念も、あるいは所願までも一

をもつことができない人は、どんなことを成

緒に埋められてしまうのでしょうか。消えて

就しようとしても、その結果は収められず、

しまうのでしょうか。ここに確実な内容と、

価値が認定され得ないのです。ある建物を建

確実な解決点と、確実な目的観を立てておか

てるときは、設計者が設計した設計図に従っ

ない限り、これは不幸な人間でしかあり得な

て建築するようになります。設計の原本もな

いのです。

く建てられた建築物は、設計者が目的とした
建物になることはできないのです。

せみの卵がせみになるためには、赤ちゃん
時代、幼虫時代があります。幼虫時代には水

秋の季節が来たという事実は、冬が近づい

たまりに棲み、あるいは地面のくぼみにある

ているということを意味します。冬は、生命

穴の中に棲むとしても、それらが行かなけれ

があるものだけが通過することができる路程

ばならない道はそこではありません。大空を

です。生命をもてないものはすべて、ここで

飛ぶことのできる道を行かなければならない

後退するしかありません。それで、冬が来る

のです。飛ぶためにはどんなに地面の穴を掘

前に新しい生命を注入しなさいというのです。

り入ったり、水の中で泳ぎ回ったとしても、

新しい生命は新しい愛を中心とした新しい

その過程で何かを準備しなければなりません

主義と思想、そして新しい人生観、新しい世

が、それが絶対条件だというのです。なくて

界観、新しい宇宙観をもたなければなりませ

はならない条件だというのです。

ん。そうでなくては、冬の季節を通過するこ

幼虫時代から成虫時代に越えていくために

とはできません。冬の季節を通過することが

は、幼虫時代において飛ぶことができる万端

できる生命力をもつようになれば、それを通
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過する過程には苦労が多いのですが、行けば

生まれたことについて、なぜ生まれたかと

行くほど春の日が近づくのです。春の日が訪

いう問題、神様が人間をなぜ造り、天地万物

ねてくるのです。統一教会はその道を行くの

をなぜ造ったかという問題、その結論は簡単

です。

です。神様も愛の対象が必要なので、愛の対
象として人間を創造されたのです。皆さんは
今、「何でもない姿の私のような存在は、い

二 人間は原因たる存在ではない
一) 本来神様の愛によって生まれた人間

てもいなくても同じだ」と考えるでしょう。
それではいけません。神様の愛の対象になる

本来私たち人間は、自分の意志によって生

のに、父母の前に子供が優れているからとい

まれたのではありません。また、父母なら父

って愛するのではありません。子供であれば、

母自身がこれこれこのような息子、娘を生も

優れていようがいまいが愛するというのです。

うという計画のもとで生まれたのでもありま

障害のある子供をもつ父母の胸がもっと痛

せん。このように私たちは、父母の要求によ

いのと同じように……。天地の中心であられ

って生まれたのではないというのです。神の

る神様の愛の心は、皆さんが優れているとか

摂理を中心として私たちが存在するようにな

いないとかいうことを超えているのです。本

った根源を掘り下げてみるなら、私たち人間

性の愛の、そのパターンをもっているかいな

は摂理の起源と一致し、その起源を中心とし

いかということが重要です。ですから、私が

て動いていく歴史と関係を結ぶ重大な責任を

なぜ造られ、宇宙がなぜ創造されたかという

もつための一つの生命体として、この地に送

ことを知らなければなりません。愛の理想を

られたとしか考えようがないのです。

完成させるために造られたという事実を知ら

それゆえ歴史過程にある私自身、その中で

なければなりません。

生きている私たち個体がどんなに小さいとし
ても、一つの個体として終わるのではありま

神様がなぜ天地万物を造り、神様が私をな
ぜ造ったのでしょうか。愛のためです。私が

せん。

なぜ生まれたのでしょうか。神様の愛ゆえに
人間自体が、自分で生まれたのでしょうか。

生まれたのです。神様の愛の中で生まれ、神

自分を主張することができる起源はどこにあ

様の愛の中で生きるために生まれたのです。

るのでしょうか。この大宇宙の原則の前に人

「神様と共に私の家庭で愛することができる

間を主張することができる起源を、どこから

人だ、神様と共に私の社会で愛することがで

探さなければならないのでしょうか。私たち

きる人だ、神様と共に私の国で愛することが

人間は生まれた結果的存在なのに、結果的存

できる人だ、神様と共に私の世界で愛するこ

在が原因を知ることはできないのに、自分を

とができる人だ」と言うことができる人にな

主張しようとする人、そのような人たちは精

るために、神様の愛の中で生きなければなら

神の抜けた者たちです。全部が狂った人です。

ないのです。
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私というものは父母から何を受けて生まれ

借りてきたお父さんですか、隣近所のお父

たのでしょうか。生命の連結体として生まれ

さんですか、あるいは養父ですか、どんな父

た、このように見るのです。お母さん、お父

母ですか。そうでなければ妻の父母ですか、

さんが一つになる所から、お母さん、お父さ

嫁ぎ先の父母ですか。お父さんという言葉は

んの生命力の価値をもって生まれたというの

たくさんあります。根本を解決できずしては、

です。

どんなに環境が拡大されたその世界で解決し

その生命力は何によって？ 愛によって。

ようとしたところで、それは解決が出てこな

その生命力と愛は何ゆえに？ 宇宙の目的を

いのです。千万年行っても解決ができないと

完成するために。このようになるのです。目

いうのです。

的を完成するために生まれたというのです。

それならば、人間と神様が問題です。「神

男なら男、女なら女としてのある目的、大宇

様が私たちのお父さんだ」と言うとき、皆さ

宙目的の協助体としての自らを完成するため

んは神様がお父さんだと感じられますか。私

に、このような生命力を中心とした結合によ

よりも、私がいる前にもっと確実なのがお母

って生まれたというのです。

さん、お父さんです。お母さん、お父さんが
私より先にいるので、私がいるということを

私たちが生まれたのは、なぜ生まれたとい

前提とする時は、私がいるということを主張

うのですか。何のために生まれましたか。神

する前に、私たちのお母さん、お父さんがい

様の愛、神様の愛ゆえに生まれたというので

ると主張しなければならないのです。それが

す。ここで「ドカン！」といえば、神様の頭

正しい定義です。お母さん、お父さんをのけ

に「ガン！」と通じることのできる、その愛

者にして私がいるという主張は、愚かな主張

だというのです。皆さんが何かを持って池に

なのです。

「ポン！」と投げれば、波紋が池の辺に広が
るのと同じように、この宇宙の中で愛を「パ

人間は第一の原因的存在ではありません。

ーン！」と投げれば、全宇宙に波紋が生じる

第二の結果的存在だというのです。ですから

はずだというのです。そのようなことをして

私がいるということを語る前に、お母さん、

いるのです。皆さんが何によって大きな波紋

お父さんがいることを語るべきなのです。こ

を起こすかということが問題だというのです。

のように見れば、根本に帰って宇宙の根本と
なる神様という問題を、根本的に、一番最初

神様とはどういうお方でしょうか。創造主
です。創造主とはどういうお方でしょうか。

に解決しておかなければならないのではない
かというのです。

宗教世界での概念では、「神様は私たちのお

お母さん以上、お父さん以上、先祖、先祖

父さんだ」「私たちは神様の子女だ」と言う

と言って上がっていけば神様になるでしょう。

のです。では、そのお父さんは、どんなお父

このような論理を追求すれば、私を主張する

さんですか。どのようになったお父さんです

前に神様を決定しなければなりません。神様

か。これは漠然としているというのです。

はどんな方だ、彼は私のお父さんだ、そのお
父さんはどんなお父さんだということを。そ
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れで私たち統一教会はこれを教えてあげるの

豊かに生きることも重要で、何かをするこ
とも重要ですが、まずは縦的な天の父母の前

です。

に孝の道理を立てなければなりません。縦的
本然の出発点を正しくつかめ、正しく求め

天の父母の前に忠の道理を立てなければなり

よというのです。人間は結果的存在なので原

ません。縦的な天の父母の前に聖人以上の道

因の起点にもっていって合わせろというので

理を尽くさなければならないというのです。

す。原因の起点に合わせますが、その起点が

それが、人間が生まれた本来の目的です。ま

盲目的起点になってはいけません。神が人格

た、そのような人に出会うために神様が人を

をもっているので、人格をもった人間におい

造ったのです。そのような目的があるという

ても知情意のすべての良心的作用の内容を持

のです。

ち合わせているのです。ですからその動機も
原因的内容以上の動機でなければならないと

人生が真実に行く道とはどこでしょうか。

いうのです。それでいて絶対的でなければい

人間はどこから生まれたのでしょうか。愛か

けません。一度出発したものが誤ったなら、

ら生まれました。人生はどんな道を行くべき

永遠に是正することはできません。

なのでしょうか。愛の道を行かなければなり
ません。どのように死ぬべきなのでしょうか。
愛のために死ななければならないという結

二) 人間が生まれた本然の目的

論が出てきます。その愛とはどんな愛でしょ
神様は宇宙の第一原因であられ、森羅万象

うか。大宇宙が歓迎することができる愛です。

の創造主です。そして私たちの愛するお父さ

小宇宙ではないというのです。神様が公認し、

んであられます。神様は特別なみ旨を成し遂

天使世界が公認し、万物が公認し、すべての

げられるために万物を創造されたのであり、

人が公認し、私たちの父母が公認することが

その目的は正に愛の具現にあります。神様は

できる大宇宙の中で生まれ、その中で生きて、

真の愛の根源であられますが、どんなに全能

その中で愛し、その中で死んでいくことが、

な神様であられるとしても、一人では決して

人生の目的だと見るのです。

愛の喜びを感じることができません。
神様は愛の対象が必要であり、その対象か

愛は自分が良いときは父母、兄弟、親戚を

ら自発的な愛が帰ってくることを願っていら

訪ねて、一緒に楽しもうとします。良いこと

っしゃいます。その対象としての最高の被造

は幸福なことなのです。幸福は永遠なもので

物が、正に私たち人間です。そのような理由

あり、永遠なものは心情です。宇宙の中心は

で人間の生命には目的があるのです。人生の

何でしょうか。それは父母と子供だというの

目的は成熟し、神様と永遠の真の愛の関係を

です。すなわち父母と私です。神様と私だと

実現するところにあるのです。正にこれが、

いうのです。神様はお父さん、私は息子……。

神様と人間の間に平和をつくり上げる根本原

人生の究極的な目的は、父を訪ね、切ること

理なのです。

のできない関係を結んで喜びを感じることで
す。
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先生はいつか、道を行く途中で年を取った

すか。世界が存在することができません。世

おじいさんと話をしたことがありました。そ

界が出てくることができる場がないのです。

のときおじいさんに「どこに行かれますか」

天地の公約は「この個人主義の悪党よ、立ち

と尋ねると、「行くって、どこに行きますか。

去れ」と制止するのです。個人を第一とする

うちの息子の家に決まってるでしょう」とお

のに、そこに家庭が入ることができますか。

っしゃいました。「そうですか。行って何を

そこにある理想的な国が入ることができます

されるんですか」ともう一度聞いてみると、

か。錐の先のような狭い所に入ることができ

「くれる御飯を食べて、たまに鶏でも出して

るかというのです。どんなに入ろうとしても、

くれるなら鶏もおいしく食べるんだよ」と言

入っていくことができないというのです。

うのでした。また「それなら食べたあと、何
をされますか」と聞いてみると、「食べたあ

皆さんは愛を知らなければなりません。す

とは特にないよ」と、このような答えでした。

べてのものが移動する目的、存在する目的は、

私たちの人生を、このように送ってもいいの

愛だというのです。愛を求めて動き、愛を求

でしょうか。

めて存在しているというこの鉄則を、皆さん
はいつももっていなければなりません。鳥た

家計の帳簿を整理するときにも、収入がい

ちがお互い好きになり、チュッチュとさえず

くらで支出がいくらかを正確に決算します。

りながら飛び回ることも愛ゆえであり、磁石

このように帳簿を整理するときにも、収支計

のプラスとマイナスがお互い合わさることも

算を徹底してやるのに、皆さんの人生はどう

愛で一つになるためだというのです。人がみ

ですか。一生の間生きたことを収支決算して

な誰かに会おうとするのも一つになるためな

みましたか。赤字ですか、黒字ですか。赤字

のです。

ならば地をたたいて痛哭しなければなりませ
三) 愛のために生きる

ん。
人は死ぬ場において、楽しく歌を歌って死
ぬことができなければなりません。ところで、

人生はどのように生きるべきでしょうか。

死を前にして生きようともがくことは、赤字

人間はどこから、なぜ生まれ、どのように生

の人生だという証拠です。私たちは絶対性を

きていくべきでしょうか。簡単だというので

中心として、心情の世界において黒字の人生

す。愛（神様を中心とした）ゆえに、愛によ

を生きなければなりません。

って生まれたので、愛の道を求めて、愛の目
的地に行くのです。そうすれば循環法度上で、

人間は誰のために生きるのでしょうか。

永遠に回ることができるのです。愛は永遠の

「私のために生きます」と言えば落第です。

概念なので愛を求めてこの中心に来るのです。

自分のために生きる人の前に家庭が存在する

それは愛でのみ成立するのです。

ことができますか。希望の家庭がないのです。
国が存在することができますか。国は出てき

私が一生の間生きるのは、私のために生き

ません。そこに世界が存在することができま

るのではありません。神様の愛のために生き
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るのです。その目的のために移動し生きると

だけが、人間の歴史の最後にまで残ることが

いうのです。それがどれだけ素晴らしいこと

できるものなのです。

でしょうか。そのように生きる人は絶対滅び
ないのです。そこに大変なことがあり、涙も

皆さんの心が最後に安着することのできる

あり、時には悲惨なことがあったとしてもそ

終着点とはどこでしょうか。神様を求めて自

れは神様の愛ゆえなので、悲惨ではなく、悲

分のものにしたとしても、そこに皆さんの心

痛でもなく、悲しみでもないというのです。

は安息しようとしません。心の最後の終着点

その原則を知らなければなりません。

は、神様を占領し、神様の愛を占領する所で
す。ですから皆さんが神様の愛を占領するこ

私たちは何のために生きるのでしょうか。

とができなければ、万事がむなしいのです。

絶対的な真の愛、真の愛のために生きましょ
う！ ここにすべてが入っているのです。で

人生の最後の目的は、神様を中心として天

すから私のポケットにあるハンカチも愛のた

の中心たるその方と出会うことではありませ

めにあり、私が仕事をするのも、汗を流すの

ん。その方と一緒に住むことが問題となりま

も愛のため、真の愛のためにするというので

す。その方と会うのにどのような場所で会う

す。私が話すことも真の愛のため、食べるこ

か、生きるのにどのような場所で生きるのか

とも真の愛のため、遊ぶことも真の愛のため、

ということが問題です。その方とは中心の場

すべてがそうだというのです。

所で会って、中心の場所で生きようというの
ですが、その中心の位置は神様の愛の位置な

人間は何を目的としなければならないので

のです。ですから人類の良心が指向する最高

しょうか。個人を目的とすることより、家庭

の目標は、天運に従って神様と一致して、神

を目的とすることより、団体を目的とするこ

様の愛を私のものにしようというのです。結

とより、国家を目的とすることより、世界を

論はそれです。

目的とすることより、天地を目的とすること
より、神様を中心として神様と人間が合わさ

人間が最後に到達したいのは、最高であら

った目的に向かって進んでいかなければなら

れる方の愛の対象者になることです。その最

ないのです。

高の方とは誰かというと、私たちの父であら

そうすれば、どの目的が最後に残るでしょ

れると同時に、神様だというのです。

うか。個人を主としたものは流れていくし、
家庭を主としたものも流れていくし、団体を

本来人間の特権は、誰彼問わず、天上王国

主としたものも流れていくし、国を主とした

世界において皇太子として生まれることので

ものも流れていくし、世界を主としたものも

きる権威をもっているのです。お姫様として

流れていくのです。しかし一番最後まで残る

生まれることのできる権威をもっているので

一つの目的があるとすれば、それは神と人間

す。それが人間の価値です。それが本来の人

が共同で追求する目的です。そのような目的

間の権威だったのです。
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心情が通じるようになれば、みんなが神様
の子女になります。文化の背景や歴史的環境、

いう機関だということを知らなければなりま
せん。

あるいは時代の位置いかんによって人間の価
値が左右されるのではありません。そのいか

私たち統一教会は絶対的な価値観を提示す

なるものをもってしても人間の価値を決定す

るとともに、真の御父母様を提示しています。

ることはできません。人間が天を知り、地を

私たちが願う絶対的価値の基準は、どこが終

知り、天の目的と地の目的と人間の目的を知

着点なのでしょうか。真の父母の息子、娘に

るところにおいてのみ、人間の価値が決定さ

なるところです。永遠の生命をもつことがで

れるのです。

き、永遠の愛をもつことができる神様の息子、
娘になることです。そのほかには道がありま

私たちは新しい価値観を模索して、それを

せん。

中心としなければなりません。世界に対する

アダムとエバが堕落するとき、神様が許諾

新しい価値、人間に対する新しい価値、理念

したところで相対理想を結んだのではありま

に対する新しい価値、あるいは愛に対する新

せん。自分たちが勝手にやったのです。神様

しい価値を模索しなければなりません。その

が許諾して関係をもって出発することができ

価値観が神様のみ意と一致することのできる

るのは父子の因縁しかありません。ところが、

内容をもって出発するとき、その価値観は人

それが壊れたので、没落したので、それを標

間を中心とした価値観とは母体が異なるので

準にし、もう一度継ぎ当てしなければなりま

す。人間の意志を中心として立てられた価値

せん。

観とは異なるのです。
三 人間の価値は偉大である
一) 人間の価値は神様的価値

今日、この世界において確実な価値観をも
たなければなりません。世界観を越えること
のできる価値観をもたなければなりません。

人の価値は、どのくらい大きいでしょうか。

私たち統一教会は、その価値観の中心を神様

神様が杖をついて千年、万年懐かしがること

においているのです。私たちの主張する世界

ができる存在が人間です。統一教会の文先生

に帰ろう、理想世界に帰ろう、ではないので

が見ると、これが宇宙の根本だというのです。

す。神様に帰ろうというのです。

これが内外関係になったので、縦横の愛の世

神様に帰らなければ理想世界もないのであ

界観が成立するのです。上下関係と左右関係

り、幸福な世界もないのであり、永遠な世界

になれば、縦横の愛の世界観が広がるのです。

もないのであり、愛の世界もないのです。そ

その中心には神様が臨在されるのです。心の

のすべての幸福の要因、私たちが願うすべて

深い谷間の位置で一つに固く結んであげるこ

の要件は神様によって始まらなければならな

とができるその場は、縦横の中心地です。こ

いからです。それゆえ、神様に帰らなければ

れを結んでおかずしては縦横の基準が愛の理

ならないのです。これを懐かしがり、これを

想型として出てこないのです。ですから人を、

求めてきたのが、人類歴史上に現れた宗教と
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このように造らずにはいられなかったという
ことを皆さんは知らなければなりません。

人は誰に似ましたか。神様に似たというの
です。ですから神様が愛を願うことも、結局
人と同じだ、とこのように見るのです。愛を

神様は絶対的な創造の観を所有した絶対者

中心とした理想の創造世界というものは、実

であられるので、絶対的な対象としての価値

体を中心とした愛の表示が形状として現れ、

のある存在を追求するのです。これは、この

形状の表示が象徴として現れるのです。統一

地上の被造万物の中の何をあげても換えるこ

教会の原理は、そのように言っているのです。

とのできないものです。

何を中心としてですか。愛を中心としてです。

価値的に見るならば、相対的存在とは神様

その実体が喜べば、その形状となるものも自

をあげても換えることができない存在です。

動的に喜び、形状となる存在が喜べば、象徴

「相対的価値」という言葉は少し難しい言葉

的なものも自動的に喜ぶことができるのです。

ですが。相対的価値というものは、相対とい

そのような作用を何がしますか。愛のみがす

う言葉を中心として、その対象の価値という

るのです。

ものは神様をあげても換えることができない
のです。神様をあげたところで神様一人にな

神様が、愛を求めていく対象を造ろうとす

るというのです。神様として残ってしまうの

るとき、誰に似るように造るでしょうか。神

です。

様に似るように造るのです。その神様に似る

ですから神様自身を投入して、神様自身の

ように造るなら、神様の中にあるもののよう

力を、エネルギーを消耗するのです。消耗戦

に男性の性稟がなければならず、女性の性稟

をされるのです。ですから、神様をあげても

がなければなりません。自分に似たので自分

換えることのできない価値的存在として造っ

の本性相からすべて抜き出して、見えない性

たものが人間なのです。これと同じように、

相、見えない考えの形態を実体として展開さ

絶対的価値の存在が人間だということを皆さ

せたものが人間だというのです。ですから聖

んは知らなければなりません。神様がそのよ

書の創世記に出てくる、神様が自分の形状の

うな観をもって、価値的存在として人間を造

とおりに人間を創造したという言葉は正しい

られたのです。

のです。

神様は、人間を愛のために造られました。

見えない神様の形状を、私たちの体中に象

人間はなぜ造られたのでしょうか。愛のため

徴的にすべて投入したというのです。目は、

に造られたのです。人間が万物と違うのは、

誰に似たのですか。神様です。ですから顔の

神様の息子、娘として造られたからです。神

真ん中を見てみると、目は深い所にあるので

様の直系の愛を受けることができる対象者と

す。そうでありながら、すべてのものを観察

して造られたというのです。これが人間の特

するというのです。その次に、鼻はアダムと

権です。

エバを象徴するのです。これが中心でありセ
ンターです。その次に、口は万物です。横的
です。ですから、四八、三十二（四×八＝三
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十二）、三十二個の歯をもっているのです。

ば、繁殖が起こります。与え受ければ、必ず

この世の万物を中心として四数を中心として。

繁殖が繰り広げられるのです。その繁殖する

その次に、耳は四方を象徴するというのです。

ことができる場は、うれしい場なのです。神

この首の上は天の国です。天の国の情報セン

様自身も性相と形状の二性性相になっている

ターがあるというのです。

でしょう。各自が一人の時は主体ではありま
せん。男性と女性が合わさってこそ家庭の主

顔は、天地創造の主人が自分の形状をすべ
て取り入れて造りました。ですから、人の中

体が成立するのです。二人が合わされば、主
体になるまいとしても主体になるのです。

には神様の性稟がすべて入っているのです。
この目は何を象徴するかというと、神様を象

人間たち自らが、神様の本然の愛を再現さ

徴します。ですから生物が生まれるとき、目

せることができる運動、神様を愛することが

が最初にできるのです。天地の中心は神様で

できる運動、神様に接近することができる運

あられるので、目は神様を象徴するのです。

動をしなければならないというのです。「汝

ですからどんな人でも、その人の目は神様を

の体と心を尽くして、主なる汝の神様を愛せ

象徴するというのです。ですからどんな人で

よ」と言われた、それが第一の戒めだという

も、その人の目を見ればその人が良心的な人

のです。愛することが第一です。体と心を尽

なのか、非良心的な人なのか直ちに分かるの

くして愛さなければならないのです。中間で

です。

あってはいけません。終わりまで行かなけれ
ばなりません。

いくら真理だと言っても、その真理の核心

そうです、神様の形状が現れることができ

とは何でしょうか。お金でもなく、権力でも

る真実な心、神様と一つになろうとするその

なく、知識でもありません。愛です。本質的

心の本性が絶対的であり、それによってすべ

な愛は縦的なところにあるのであり、真理的

てのものの始まりと終わりだとすることがで

愛は横的に連結されているのです。ですから

きる境地に入っていかなければなりません。

万物を見て神様が分かるし、アダムとエバは

そのように愛せよ、ということが第一の戒め

神様の形状なので、アダムとエバを見て神様

なのです。

が分かるのです。なぜですか。アダムとエバ
は縦的な真の愛の対象的主体なので、これを

神様と人間が拍子が合い、和動することが

二つすべて完全にピタッと、男女の愛を東西

できる喜びの拍子の前に、すべてのものが自

南北を通して世界の軸をもっていって合わせ

分の形のとおりに音律を合わせることができ、

るときには、神様と霊界が通じ、全世界がす

自分の形のとおりにすべて象徴的に、形状的

べて通じるのです。

にみなこうすることができる、そのような喜
びの表示がそうだというのです。そのように

皆さんは主体と一つにならなければならず、

なれば万物も、「ああ、私も生まれがいがあ

対象と一つにならなければならないというこ

るなあ」と言うのではありませんか。例を挙

とを知るべきです。主体と対象が一つになれ

げて話をするなら、神様と人間が愛の宴をす
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るその日に同参することができる因縁をもっ

様の形状どおり万宇宙を造り、人間を造った

て、その喜びを分かち合うことができる存在

のです。アダムは神様の男性的性稟を展開さ

になったという事実が、被造世界のこの上な

せたものであり、エバは神様の女性的性稟を

く小さい万物が願うことのできる所願ではな

展開させたものなのです。

いかということです。

このように見るとき、私たち一般人たちが普
通「天のお父様！」と言うのは、お一人です

このすべての万物は、神様の息子、娘たち

からそのように言うのでしょうが、そのお一

を造ることができる土台なのです。関係を結

人という概念の中に「天のお父様、お母様」

び、連結することができる土台なのです。動

という概念が入っているというのです。

物もそうですし、鉱物もそうです。鉱物世界
二) 人間は神様が臨在される聖殿

にもプラス・マイナスがあるのです。植物世
界にも全部雄しべ・雌しべがあり、動物世界
も雄・雌があります。すべて橋を架けて、す

もし人間の先祖アダムとエバが堕落しなか

べてのものが結集され創造された最高の傑作

ったならば、どのようになっていたでしょう

品が、人間の内的形状と外的形状です。それ

か。アダムとエバは神様と一つの体になって、

を実体化させて男性、女性の性相を……。そ

神様と同じ立場に立ち、神様の創造の威厳を

のすべての形状を賦与して、象徴的、形状的、

継承し、神様が創造後お喜びになられたのと

実体的にすべてさらけ出して橋を架けるよう

同じ位置に立つことになっていたはずです。

にして、すべて連結するように、関係を結ぶ

神様と人間の間で、そのような関係を結ぶよ

ようにしたのです。

うになるのです。堕落していない本然の人は、
神様の聖殿になるのです。

それでは神様は、なぜ夜と昼をつくられた
のでしょうか。毎日のように一日中お日様が

アダムとエバは、神様の息子、娘であると

あれば、朝何の刺激がありますか。光明な朝

同時に神様の聖殿です。彼らが共に成長し聖

だ、光輝く朝だというとき、光明がどのよう

殿が完熟するように造られたなら、神様がア

に光明で、光がどう輝くというのですか。お

ダムとエバの中に入ってこられるというので

もしろ味がないのです。しかし、すべてのも

す。そして完成したアダムとエバが神様を中

のは刺激のために、愛という課題を置いて、

心として聖なる式を挙げれば、それは何です

刺激的な象徴と形状でつづられながら調和す

か。神様と一つの体になるということです。

ることができる拍子をもっているのです。

神様は内的な神様になり、私たち人間は実体
をもった神様の体になるというのです。

皆さんの生命の根は、どこにありますか。

皆さん、コリント人への第一の手紙第三章

堕落していない父母にあります。では堕落し

十六節を見ると「あなたがたは神の宮であっ

ていない善なる父母の位置は、どのような位

て、神の御霊が自分のうちに宿っていること

置ですか。神様が二性性相の主体であられる

を知らないのか」というみ言があります。信

ように、神様が自分の二性性相を展開し、神

じて救いを受ける人も神様の聖殿になるので
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すが、本然の人類の真なる先祖の位置に進む

アダムは実体をもった神様の体です。コリ

その方たちにおいては言うまでもないという

ント人への第一の手紙第三章十六節にあるで

のです。

しょう。あなた方の体が聖殿であることを知
らないのかと。聖殿は神様がいらっしゃる所

神様が父になり人間は神様の息子になった

でしょう。私たちの心に本然の愛が芽生える

としても、父は上にいて息子は下にいる上下

その場所を至聖所としているのです。ですか

関係のような、そのような気分がするのです。

らアダムの心に神様が宇宙的な愛の聖殿を造

そのとき私たち人間は、どのような考えをす

って愛の力を伸ばして、愛の花を咲かせよう

るのでしょうか。「お父さん、お父さんが座

とするのです。これが、神様がアダムとエバ

っていらっしゃったその席を、私に一度下さ

を造り、家庭と世界に繁殖しなさいと祝福し

い。私もお父さんの席に座りたいです」とい

てくださった目的だということを知らなけれ

う欲望が私たち人間にはあるのです。

ばなりません。

ここで神様が「おいこいつ、駄目だ」と言
えば、すべて壊れるのです。しかし神様は、

一番神聖な所はどこですか。至聖所とはど

そのように言われないのです。むしろ神様は、

こかというとき、エルサレムの聖殿が至聖所

私たち人間がそのような欲望をもっているこ

ではありません。人間が造ったそこが至聖所

とを知っているので「早く、そうしなさい。

ではありません。神様が造られた愛がとどま

早く、そうしなさい」と言われながら、その

ることのできる所が最高の至聖所です。この

位置までも私たち人間に下さるのです。その

至聖所を失ってしまったのです。ですから人

位置まで人間に下さって神様は私たちの心に

間の罪がどれほど大きいでしょうか。

臨在され、私たちの心を聖殿として、いよう
神様が人間を造ったのは、実体の神様の体

とされるのです。

として造ったということです。コリント人へ
聖書には「私たちの体は聖殿である」とあ

の第一の手紙第三章十六節を見ても「あなた

りますが、それはどういう意味か、解釈でき

がたは神の宮であって、神の御霊が自分のう

ずにいるのです。それは偉大な言葉です。い

ちに宿っていることを知らないのか」と言っ

くら大きな神様だとしても、その神様と私が

ています。聖殿とは何ですか。神様の家だと

愛をささやくことができる愛の対象圏になり、

いうのです。アダムとは誰かといえば神様の

その愛の対象圏と一つになれば宇宙を相続す

体であり、エバとは誰かといえば神様の夫人

ることができる権限が生じるからです。愛と

だったというのです。このようになっていた

いう原則基盤を通じて神様が造った世界、霊

ならば、その子供は神様の血統をもって生ま

界、無形世界、実体世界、このすべて、すな

れるのです。彼らが神様の血族になるのが原

わち宇宙の相続権を獲得することができるの

則です。

です。この驚くべき事実を知らないのです。
完成段階に至った人間が霊界に行くと、ど
のようになりますか。アダムは神様の体にな

1202 * 千二百二

천성경

天聖經
Cheon Seong Gyeong
ります。アダムは神様の体になるというので

るのです。そして霊的世界、無形の世界と有

す。ヨハネによる福音書とコリント人への手

形の世界の合一の起点がアダムの本性的基準

紙に「あなた方は神様の聖殿である」と出て

です。その本性的基準は何ですか。お金のふ

いるのと同じように、神様が臨在することが

ろしき、欲心のふろしきではないのです。

できる聖殿です。家です。神様とどのように

純粋な思春期を通じてすべての細胞機能が

似ますか。責任分担完成段階に至り、神様が

総動員され、一つの触覚として、アンテナと

臨在し一つになれば、愛によってすべての生

して現れたその基準を中心として、神様がそ

命の結合、一体化が成し遂げられるのです。

こに臨まれるので席を設けて……。陰陽が調

生命が和合するのです。男性、女性が家庭、

和し、合わされば互いに降りていくのと同じ

夫婦を成すということは、愛を中心として一

ように降りてきて、警備兵のいるところ、基

体となり、和合するということです。それと

地を……。アダムの心の中に来て神様は内的

同じように、その愛の力は神様と和合するよ

父、アダムは外的な父として霊的世界と実体

うになるのです。神様と和合するようになる

世界の和合、一体の基準で、一人の男性を中

ということなのです。

心として一人の女性を中心とした横的世界で
一致を成し遂げ、愛を中心として球形の核が

人間が完成して成年になれば、そのとき、

広がるのです。球形の核。

見えない神様が入ってきて愛を造るのです。
神様が好むと同時に、アダムが好む激動的愛

コリント人への第一の手紙第三章十六節を

を神様がすることができるというのです。そ

見れば「あなたがたは神の宮であって、神の

れゆえ愛は最高の神聖な聖殿です。神聖の聖

御霊が自分のうちに宿っていることを知らな

という字です。ですから真の愛の中には、ど

いのか」というみ言があるでしょう。これが

こでも神様が入っていらっしゃるというので

何かというと、神様の聖殿です。皆さんが神

す。なぜ人は真の愛を好むのでしょうか。真

秘的な境地に入って祈祷しながら「神様、ど

の愛にさえ会えば、神様がここにいらっしゃ

こにいらっしゃいますか」と尋ねると、答え

るというのです。主人がいるようになってい

がとても素晴らしいのです。「ここにいる！

るのです。ですからアダムとエバが成年にな

なぜそのように大騒ぎするのか」とおっしゃ

って愛するとき、アダムとエバの体は、この

るのです。

宇宙を創造した神様がその中に入ってきて最

「朝御飯を食べられなかったのか。夜遅く、

高の神聖な聖殿を築く神聖なところになるの

なぜ大騒ぎするのか」と言うのです。「どこ

です。

にいますか」と尋ねると、「どこにいるも何
も、その深い心の奥に立っているだろう！

エバとは誰かというと、アダムの妻です。

お前の心の中にいるだろう！」と言われるの

アダムは、神様の実体です。「あなたの体は

です。天国がどこにあると言いましたか。心

神様の聖殿だ」と言ったのです。神様は、ア

の中にあると言いました。

ダムの心に臨在している見えないアダムです。
この二つの父が一つになるのです。合一され

1203 * 千二百三

천성경

天聖經
Cheon Seong Gyeong
四 人間本性の真なる生活

す。ですからよこしまな心をもつなというの

一) 心に和合した生活をしなければならない

です。公理に属した公的立場に立った心をも
たなければなりません。

自分の一番近い先生とは誰かと言えば、自
分の心です。一番親しい友達よりも貴いもの

ある人をさっと見れば、その人がどんな人

が自分の心であり、お母さん、お父さんより

かということを、心は一遍で分かるのです。

ももっと貴いものが自分の心です。心に尋ね

すぐにもそれが分かるというのです。ですか

てみるのです。その心には神様が入っていら

ら一番近い先生が自分の心です。ですからそ

っしゃるのです。その心の声を聞くことがで

の心を苦しめるなというのです。心を悲しま

きなければなりません。その境地まで入らな

せるなというのです。それは先生を悲しませ

ければなりません。仏教には、自性を清めな

ることであり、天宙の主人を悲しませること

ければならないという言葉があります。「天

です。心が私の生涯の主人です。ですから心

上天下唯我独尊」とお釈迦様が言いましたが、

を悲しませるのは、私の生涯の主人を悲しま

それは何かと言えば、私が私に尋ねれば私に

せることなのです。心が喜ぶことのできる道

神様が入っていることが分かる、ということ

を行かなければなりません。

です。そのようになれば、できないことがな
心と楽しむ時間をもたなければなりません。

いというのです。

世の中で見れば、寂しい立場のようですが、
愛する心は、いつも犠牲になろうとするの

心と友達になる時間です。心と座って、瞑想

です。譲歩しようとするのです。与えても、

でもしてみよというのです。深い祈りの境地

また与えようとするのです。例えば、私にお

に入るでしょう。人知れぬ深い世界に入るの

金が百億あって、道端に出ていって全部分け

です。そのようなものが必要です。

てあげたとします。それでも心が安らかでな
二) 三位一体を成してこそ完成人間

いというのです。世界の人類をみな助けてあ
げられなかったので、お金がもっとあれば、
もっと分けてあげたいのです。神様の心は、

統一教会では三位一体を主張しています。

推し量ることができないというのです。神様

それを何によって一体化させるのかといえば、

の心がそうなのです。ですから自慢すること

正に真の愛を中心として一つにするというの

ができないというのです。いくら大きいこと

です。観念と実在に対する問題も深く入って

をやったとしても、心に尋ねると「もっとや

みると、いろいろな背景があります。それを

らなければ」と、このように答えるというの

解明していけば、正にこの道が正当な道だと

です。

いうことが分かるのです。それは、体恤して
みれば証明されるのです。

自分の心を清めなければなりません。心を
清めなければならないというのです。心が先

良心が正しい、行動が正しい、心身一体圏

生よりもいいのです。心は永遠の私の主人で

を成しているというとき、それは何を中心と
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して言う言葉でしょうか。言葉だけではいけ

そのように創造されたとすれば、そんな神様

ないのです。行動だけでもいけないのです。

は人間の敵です。自分がそんな立場にいるこ

心身一体圏の決着点はどこでしょうか。「ま

とをはっきりと知って、神様に「神様自体の

ず九〇度になりなさい。九〇度になるには、

心と体が人間のように争いますか」と尋ねた

すべての世の中で水平として中心になること

ら、神様はどう答えるでしょうか。そんなこ

のできる基準を立てなさい。西洋に行っても

とを考えてみた人がいますか。

東洋に行っても連結できる標準的な人間にな

神様も人間のように良心と肉身が、心身一

りなさい。それで歴史的に現在と未来を通じ

体できずに闘っているのかと聞いてみれば、

て見ても、それは間違いないと言える基準に

神様は間違いなくそうではないと答えられま

ならなければならない」。これが結論です。

す。皆さんは、そんな境地に到達したことが
ないので知らないかもしれませんが、統一教

人間の貴重な価値を満点にするのは、真の

会の教主としては、そんな境地をいつでも連

愛と一体になるときに可能なのです。心身一

結できる道があるので、間違いありません。

体とは、良心と肉身が共鳴圏に立っているこ

神様は心身一体となっていらっしゃるのです。

とを言います。音叉の周波数が同じとき、一
方をぽんと打てばその反対の音叉が響きます。

宗教生活は体を主管するものです。三年な

それと同じように、真の愛によって良心を打

いし五年以内に習慣性をつくるのです。そう

てば肉身が響くのです。真の愛によって肉身

ならないままでも、不便な自分を発見できな

をぽんと打てば、良心が共鳴圏をつくるよう

いときには、心身一体をいくら願っても道が

になるのです。そこには、教育は必要ありま

ないのです。先生の第一目標は「宇宙主管を

せん。その真ん中に入れば、教えるべきすべ

願う前に自己主管を完成せよ！」ということ

てのことが分かるようになっているのです。

です。自分自身の統一圏を成せない人がいく
ら世界を飛び回ったとしても、自分と関係を

統一教会の勇士は、どんなことがあっても

もつ道は絶対にないのです。

心身一体圏を成さなければなりません。この
生涯の間に心身一体圏をどのように成すので

人間の体はサタンの血統をもっています。

しょうか。それを成すことができない者が愛

皆さんの良心は、アダムとエバが長成期完成

を考え、理想を考えるということは恥ずかし

級に成長するときまであった神様の良心の基

いことです。天運に反するのです。そのよう

準まで成長しなければなりません。それは信

なものを完成した自分自身を指向する、そこ

念です。それと反対の愛の力によって、この

に新たな希望の道が連結されるのであって、

良心以上の力によってサタンにだまされてし

ただそのままの基準においては新たな希望の

まいました。良心も肉身の方向に従わざるを

天国に連結される道が現れません。

得なかったのです。
良心のほうにもっと力を与えなければなり

心身一体をどのように成すのでしょうか。
歴史を通じて心身が紛争しています。神様が

ません。ずっと多くの力を与えれば、肉身が
いくら強くてもついてこざるを得ないのです。
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そうでなく良心が肉身より弱ければ、現在の

えなければならないということを知らなけれ

状態よりももっと下に落ちることになるので

ばなりません。

す。この二つの道しかありません。それで断
食とか水行をして犠牲と奉仕をするのです。

いくら良くできなかったとしても「神様、
私はこのように良くできませんでした」と、

それ以外の道はありません。
皆さんそうですか。この道を歩んでいます

このように率直でありなさいというのです。

か。死んでも犠牲と奉仕をしようと誓います

そのように祈祷しなさいというのです。「本

か。それで死ぬ覚悟をして反対の道を行かな

然の心がこうで、父の心がこうで、師の心が

ければならないのです。宗教の行く道、それ

こうで、国の民の心がこのようになるべきで

は克服の道です。心身が闘うそれ以上の克服

はありませんか。このような心を神様の愛と

の道なのです。その道を行かずしては心身一

連結させようと、忠孝を尽くす私の心は変わ

体を成すことができないのです。

らないでしょう。このような心を哀れに思い、
きょうのこの心の前に、すべてのことを許し

統一教会に入って長くなったからといって、

てくださることはできませんか」と言えば、

罪を埋めていてはいけません。それを清算し

神様が「うんうん」と言われるのです。祈祷

なければなりません。手続きを踏んで清算し

する方法も知らなければなりません。分かり

なければならないのです。私の生涯のすべて

ましたか。

のものを白紙化させて、そこから新たに復活
してエデンの園で罪を犯さず、神様が造られ

神様は、いったいどこにいらっしゃるので

た心と体が完全に真の愛と一つになることの

しょうか。神様が住まれるところは、いった

できる本然的な私だ、と自覚できる男性と女

いどこでしょうか。神様は最も価値のある愛

性にならなければなりません。分かりました

に定着します。それならこれが男と女の二人

か。

だとすれば、神様はどこにいるでしょうか。

そうでなければ故郷へ行くことはできませ

神様は一体化し、変わらない、統一された愛

ん。皆さんは故郷の家を訪ねていかなければ

の最も底に、垂直に住んでいらっしゃるので

なりません。そこには神様がいらっしゃるの

す。これが何かと言えば、男性と女性が一つ

です。神様がいらっしゃり、本然的父母がい

になったところ、それが中心点になるのです。

らっしゃり、本然の私たちの家があり、皇族

皆さんが神秘な祈祷の境地、霊的体験圏に入

圏生活を中心として万国を治めることのでき

って「神様！」と言えば、おなかの中から

る長子権国家の後孫たちが住むべき所なので、

「どうして呼ぶのか。ここにいる、ここ！」

そこが新しい私の故郷の家です。自分が生ま

と答えます。「ここ」というのは自分の心の

れたその故郷ではなく、新しい私の故郷の家、

中です。心身一体となった愛の中心点、垂直

本然の家を訪ねていくにはどうしなければな

の場にいるのです。神様の点を垂直と見れば、

らないでしょうか。その故郷に入ることので

これをゼロ点というのです。

きる資格を備えなければなりません。そうす
るには私自身が心身一体となり、統一圏を備
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心身一体となれば、宇宙の力が保護してく

ならない」と言えば、心が「うれしい！ う

れるのです。宇宙の力が保護してくれる心と

れしい！ 早くしろ！」と言いますが、悪い

体になれば、父母も宇宙の因縁をもった父母、

ことを考えれば、心が「こいつ！」と言うの

兄弟もそのような因縁をもった兄弟……。み

です。心が分かるでしょうか、分からないで

な因縁を結んでいます。民族、国が因縁を結

しょうか。分かるのです。そうだというので

ばなければならないのです。素晴らしい結論

す。心はよく知っているのです。

です。それで国を越えて他の国に行っても、
そのような一体圏を成せばそこでも通じるの

心の価値、私にとって心がどれほど高いも

です。どこでも通じるのです。サッカーをす

のかを考えてみたかというのです。心は体が

るとき、ボールが転がっていって止まったら

間違ったところへ行こうとすれば、いつでも

どうなりますか。その表面全体が合わさるこ

忠告し、こうしてはいけないとみな制裁する

とができるところは垂直線を通るのです。そ

のです。しかし体はいつも心を攻撃し、無視

れで球形体を理想的な存在だというのです。

し、踏みつけて、自分勝手だというのです。

表面のどんなところでも、その垂直線が安着

迫害を受けながらでも死ぬときまで私にとっ

できるのです。それで転がっていくのです。

ての戦友のように、師のように、主体的使命

どこでもみないいので……。それで心身一体

を全うすべく犠牲を払っていくのが、私たち

圏、九〇度の角度になればどこでもみな合う

の体についている心だ、ということを考えて

のです。西洋人と東洋人、過去の人と現在の

みたかというのです。

人、未来の人もどこでもみな合うのです。
人間の主人は、正に自分の良心です。この
良心がどれほど皆さんのために忠告し、昼夜

三) 心が正に師であり近い神様

を分かたず悪い考えをすれば「おい、こい
心とは誰でしょうか。私の主人です。私の

つ！」と言って、疲れずに引っ張って峠を越

先生です。心は誰かと言うとき、心に似た体

え、川を渡ろうと、どんなに気をもんだこと

を生んだので、私の体の根源です。ですから

でしょうか。このように心は真の主人の姿を

平面的にお母さん、お父さんの代わりです。

もって私を保護しようとするのに、裏切った

心は父母の代身であり、師の代身であり、そ

体、一つしかない宇宙から貴い師として賜り

の次は主人の代身です。

受けた先生であるにもかかわらず、この先生
を手荒にあしらった体、また私の本然の愛の

皆さんの心は、師が必要ありません。心は

心を引き継いでいけるようにした父母の代わ

第二の神様です。師についていかないで、統

りに送ってくれた良心を余地なく蹂躙したこ

一教会の先生に侍らないで、皆さんの心に侍

の体、このように心の怨讐となったこの体を

りなさい。心はどうですか。朝早く起きて一

皆さんは愛しますか。いいえ！

人、ねずみの子の音も聞こえず、はえの音も
聞こえない静かなときに、「ああ、私はこん

もう、私たちが誰かの言葉を聞く時は過ぎ

なことをしなければ。いいことをしなければ

去りました。どんな真理よりも、千万倍素晴
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らしい師の言葉よりも、私の心の声を聞き、

もって夜中にどろぼうでもすれば、「おい、

聞いてもまた聞きたくて、その心を求めてい

こいつめ！」と再びよみがえって忠告するの

くべきです。そうすれば、私も分からない無

です。皆さんは、そのような心をどれほども

限大の何かが出てきます。それが創造の内容

てあそびましたか。心は父母の代身であり、

です。

心は師の代身であり、心は主人の代身です。
心の世界には公判が必要ありません。皆さん

良心が体のために、どれほど犠牲になった
ことでしょうか。一生の間蹂躙される良心の

が、皆さん自身を誰よりももっとよく知って
います。第三者、証人が必要ないのです。

事情を皆さんは知っていますか。昼も夜も私
を管理するのにくたびれているのが良心です。

私自身に偉大な師がいることを知りません

それでも疲れずに体が悪い行動をしようとす

でした。心は偉大なお母さん、お父さんの代

れば、やめさせようとするのです。「そんな

身なのです。お母さん、お父さんが心に逆ら

にやったのならもうやめなければならないの

って訓示するはずがありません。心がお母さ

ではないか。私の言うことを聞かなければな

ん、お父さんのように訓戒するとき、服従す

らないのではないか」と、そう言うでしょう。

ることを知るべきです。このようなすべての

自分の前に一番近い、父母の代わり、神様の

秩序的環境において、起源になり得る道義的

代わり、師の代わりの存在が良心です。心自

な結論が出ていません。そのような公式が出

体には教育が必要ありません。しかし体には

ていないというのです。心を虐待してはいけ

教育が絶対必要です。

ません。皆さんは二重人格が好きですか。心
は先生の代身、父母の代身、神様の代身です。

私が一つ聞いてみましょう。皆さんの心と

心を教えることのできる師はいません。

体を中心として見るとき、心がどれほどかわ
いそうですか。心は神様の代身です。心は烈

すべての人間は、それぞれ自分の中に最も

祖（功績のある先祖）、先祖たちを代表する

貴い師を一生の間ずっともっているのです。

のです。心は師を代表し、心は王を代表する

にもかかわらず、その師を間違って待遇し、

のです。ところがこれまでこの心をどれほど

踏みにじり、濫用します。その師が、正に人

蔑み、手荒にあしらいましたか。宇宙の中心

間の良心です。私たちの良心は、常に私たち

として真なる父母の立場にあり、真なる師の

自身にもためになるように言葉を語り、私た

立場にあり、真なる主人の立場にいる、真の

ちを真の愛と連結させてあげようとします。

愛をもった主体としていらっしゃる方の代わ

父母のように私たちの良心は、私たちをして

りにあるその心が、この地上において私一人

善なる非利己的な人になれと促し、神様のみ

を収拾するためにどれほど犠牲になったこと

意に従って行動するように導いてくれます。

でしょう。そのように犠牲になりながらも不

しかし各自の心の中にはまた、良心の声にい

平を言いますか。

つも逆らう反乱者がいます。その反乱者が、

ただぞんざいに扱われ引っ張られて回りな

まさしく肉体なのです。

がら、死んだと思っていたのに、悪い考えを
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「宇宙主管を願う前に自己主管を完成せ

割をすべきなのにもかかわらず、私たちの心

よ！」というのは、道義の道を開拓したとき

と体がどのように分かれたかというのです。

の標語でした。「宇宙主管を願う前に、この

心と体が分かれたのが、心のままになされた

世の万事と何らかの関係をもつ前に、自己主

ことなら、神様はいないのであり、理想や統

管を完成せよ」と言いました。貴重な三大お

一や平和や幸福といったものの基地を見いだ

客さんです。主人になることができ、師にな

すことができません。

ることができ、父母になることができるこの
方を、私の体が千年、万年仕えても不足だと

神様は遠くにいるのではありません。私の

いう自分自身を発見するときに、初めてここ

中にいます。心が皆さんの主人でしょう。夜

に天運が臨むのです。心は体のために生きた

にただ悪いことをしようとしても、現れて

がるのですが、体は心のために生きません。

「行くな」と言い、いつでも現れて主人の役

これが問題です。問題は私自身にあるのです。

をして、どこででもお母さんのように、先生

社会にあるのではありません。

のように教えてくれるのです。ですから、こ
の体のやつが怨讐です。体が怨讐だというの

このように心は、真なる主人の姿をもって

です。

私を保護しようとするのに、裏切ったこの体、
宇宙から賜り受けた一つしかない貴い師であ

神様は誰に似ましたか。私たちに似ました。

るにもかかわらず、この先生を余地なく手荒

男と女。皆さん、心は見えないでしょう。心

にあしらったこの体、また私本然の愛の心を

を見たいですか、見たくありませんか。神様

引き継げるように父母の代わりに送られた良

も同じです。神様が霊的な立場から見れば…

心を余地なく蹂躙したこの体……、このよう

…。神様も体がありません。今まで体があり

に心の怨讐となったこの体を皆さんは愛しま

ませんでした。アダム完成が成されなかった

すか。いいえ。心と体の闘いをやめさせる前

ので、体が今までなかったというのです。心

には天国はないのです。どの聖人もこのよう

のような宇宙に、心のような主人、心のよう

なことを考えませんでした。

な師、あるいは管理者、心のような父母とし
ているのです。

陰と陽、性相と形状というプラス・マイナ
スは、相対的であって、相反することができ

皆さん、心と体が一つにならなければ駄目

ません。しかし今日、堕落した人間には心の

なのです。そこに焦点を合わせなければなり

声もあり、体の声もあります。心と体が一つ

ません。祈祷するとき、心と体が呵責を覚え

になっていません。神様に似て生まれるべき

るものがあれば、悔い改めなければなりませ

男性や女性の心と体が、どうやって分かれた

ん。悔い改めるときは一人ではいけません。

のかというのです。これが問題です。神様は

東西南北を備えなければなりません。自分の

絶対的な方なので、私たち人間においての標

一番近い人、父母の前に通告しなければなり

準相である心と体が絶対的に一つになって、

ません。師の前に通告しなければなりません。

神様の全体世界に和合し、一つの中心的な役

その次に、自分の息子、娘に、自分の弟子に
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通告しなければなりません。「私にこんなこ

皆さんの心と体の統一も、真の愛でなけれ

んなことがあるのだが、許してもらえるか」

ばできません。ですから心は、体のために犠

と、こうして心を合わせて後援することので

牲になりながらも忘れ、また忘れ、また忘れ

きる、このような道を行かなければなりませ

るのです。心は、神様の代身としての立場な

ん。何のことか分かりますか。

ので、皆さんの師の中の師です。その心は神
様が御自身の代わりに送ってくれた私の中心

心と体がいつ統一できるのか、それを考え

です。縦的な私です。

なかったでしょう。これが深刻な問題です。
一生の間心と体が闘うのですが、この闘いを

五 真の人間が行く道
一) 人間が求めて行くべき道

やめさせる者は誰でしょうか。これが問題で
す。私たちのお母さん、お父さんもやめさせ
られません。王もやめさせられません。師も

本性の心が行く道を行けば、宇宙が一つに

やめさせられません。聖人もやめさせられま

広がります。そのような何かがなければなり

せん。この心と体の闘いをやめさせられる主

ません。そのような境地に入れば、自分の心

人は、どこにいるのでしょうか。深刻に求め

と話をするようになるのです。そのような境

てみましたか。それが真の愛だというのです。

地では、心と話をするのです。何かをしよう

真の愛。

と思えば、既に答えが出てくるのです。その
ような境地まで進むのです。そのような境地

心は、皆さんの番人となって昼も夜も皆さ

にいる人が、自分の行く道が分からないでし

んを守ってくれ、皆さんに休みなく「善なる

ょうか。もう行く道が確実で宇宙のすべての

ことをしろ。善なることをしろ」と言うので

作用の力が助けるのです。手を引っ張って試

す。ですからどんなに疲れるでしょうか。生

験場へ入れば、既にすべてのものが協助する

まれたその日から、意識的に考えることがで

のです。そうしてこそ大きいことができるの

き、社会環境においてすべての制度を分析で

です。

きる知能的起源が生じるその日から、生涯を
偉大な力の背景をもって生きることのでき

ついて回るのです。
自分の師もついていくことはできず、お母

る人間が、真の人間です。真の人間にはその

さん、お父さんもついていってくれませんが、

ように無限の力のバックグランド（背景）が

生まれたその日から死ぬ時まで、永遠に良心

あって、自分が指向する方向に無限に後押し

は私に対して命令するというのです。神様に

してくれるのです。方向が間違えば、すぐに

似なさい、聖人に似なさい、愛国者に似なさ

分かるというのです。統一教会は、皆さんが

い、孝子に似なさい……。それと同じように

いい加減に知っているような統一教会ではあ

似ることを願うのですが、「体よ、お前は私

りません。深い背景、偉大な力のバックグラ

に似なさい」と言うのです。

ンドをもっているのです。ですから皆さんが
努力をしてこのような境地を連結して上がれ
ば、すべてのものがみな解決されるのです。
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ですからそのような面で、皆さんが行く方向

界的に積もるのを見るとき、喜ばれるのです。

感覚を決定しなさいというのです。それは自

「ああ、私もいい」と言うのです。そうでな

分がしなければなりません。自分が一番よく

ければなりません。

知っているのです。
神様のような心で自然を見ることができな
自分が行く道を求めていかなければなりま

ければなりません。そのような心をもたなけ

せん。お金さえもてばすべてでしょうか。そ

ればなりません。洪水が起こり雷が鳴ったり

うではありません。お金が必要なときがあり、

するときは、「ああ、あれは私は嫌だ」と言

また人として自分が行くべき、他の道を行く

うなというのです。神様は「ほほ、あれはキ

べきときもあるのです。ですから、自分が行

スして結婚するのだな」と、このように考え

く道は自分が決めなければなりません。自分

るというのです。そして「嫌いだ」と言う人

自ら、自分の深い心の底から本来自分がもっ

たちに、「はははは、おいこいつ！ ならず

て生まれた本質と共に和合して、未来の目的

者たちよ！」と言うのです。

を指向することのできる、天があれば天がそ
の方向を提示するようにして、自ら解決する

人間を愛さなければなりません。人間の中
でも五色人種をみな愛さなければなりません。

ようにしなければなりません。

「あ、私は白人だけ好きだ」と、神様がそう
磁石は地球の引力を凌駕した作用として現

言うでしょうか。それならみんな白い服だけ

れるようになっていますが、そのような作用

を着なければなりません。白人たちはみんな

は何によって可能なのでしょうか。地球の重

白い服だけを着なければなりません。色のあ

力以下の作用として、その作用を越えるとい

る服は全部捨てなければなりません。

うのです。ですから私たちの良心も同じです。

黒い服をなぜ着ますか。色のある服をなぜ

生まれたなら、既に自分が生まれた背景がさ

着ますか。それは矛盾です。部屋に入れば、

っと分かるのです。これは自分が判定しなけ

色とりどりのものがみなあるのに、ピアノな

ればなりません。そのようなものを感覚、判

どもみな真っ黒ですが、どうして置いてある

定できなければ、皆さんは将来大きいことが

のですか。黒板のようなものもどうしてもっ

できないというのです。（一二〇・三〇二）

てきたのですか。その人たちには夜もあって
はなりません。夜もあってはならないという

私たちが自然を見て「ああ、私は四季が必

のです。真っ黒な夜もあってはなりません。

要ない。私は春だけ必要であって、夏や秋や

どうしてそうですか。白人中心ですか。白人

冬は嫌だ」と言うかもしれませんが、神様に

中心が何ですか。それは、滅びる道です。滅

尋ねてみると「私は四季がみな好きだ」と答

びる道。それが何年も続くと思いますか。ど

えるというのです。ですから嫌いでも夏を好

れほど続くと思いますか。冬がいくら長くて

むことを習わなければならないし、秋と冬を

も三カ月しか続きません。永遠のもののため

好むことを習わなければならないというので

に皆さんは、四季をみな愛さなければなりま

す。雪が降る冬になれば、神様は白い雪が世
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せん。ですから白人だけ好んではいけないの

を見たでしょう。行列をつくって。意味のな

です。

い空想でもしているので分からないのでしょ
う。自分が自分の分野を知らないという事実

神様の愛は、神様のすべてを愛し、人類を

は深刻なことです。深刻に重要な一生の問題

愛するだけでなく、過ぎ去った過去、現在、

を天と共に話し合うべきです。そして自分自

未来の人類を愛してあげる愛です。ですから

ら環境的与件に適応しなければなりません。

地獄へ行った霊人たちまでも解放してあげる

それを誰がしなければなりませんか。それは

運動をする神様だということを知らなければ

いずれにせよ自分がしなければならないので

なりません。人は真理の道を行かなければな

す。

らず、生命の道を行かなければならず、愛の
道を行かなければなりません。いくら偉大だ

人は冷静になれば、心の深いところに心が

としても「ため」に生きる基盤がなければ、

落ち着く場があるのです。心が眠ることので

すべてのものがついてこないのです。このよ

きる場があるのです。そこまで私の心が入ら

うに生きる人は自然に主体になります。真の

なければなりません。そこで寝て、目覚める

生命の人になるのです。

ときには鋭敏だというのです。そのときに雑
多な考えをせずに精神を集中すれば、すべて

皆さん自身が、自分がどんな道を行くべき
かを知って、行かなければなりません。方向

に通じます。ですから修養が、祈祷が必要な
のです。

をすっぱり決めたならそれを中心として、あ
りったけの精力をみな投入するのです。疲れ

先生も祈祷するのです。精誠を尽くすので

て目を開けることができないほど、耳が聞け

す。いつも精誠を尽くさなければなりません。

ないほどに、すべてを投入しなければなりま

精誠は一度だけ尽くして使ってしまうもので

せん。

はありません。刀は常に研がなければなりま
せん。刀を一度使って研がなければどうなり

統一教会で正常的な信仰生活をすれば、自

ますか。いつも研がなければなりません。一

分が何をすべきかすぐに分かるようになって

度激して怒ったならば、いつも磨いておかな

いるのです。しかし自分を中心として生き、

ければなりません。それが問題です。静かに

自己の考えを中心として行動する人は分から

心の位置をつかまえておかなければならない

ないのです。船にいるねずみの子でも、波打

のです。

てば船が破損することを知り、すぐに縄をつ
たって船が出る前にみな港の荷下ろし場へ出

心情の世界の中央に行けば、下がったり上

ていくのです。それなのに、人間にそれが分

がったり運動するのです。自動的に運動する

からないはずがないというのです。

のです。これが息をするということです。地

自分が行く道を知らなければならないとい

球も息をしていることを知っていますか。地

うのです。ありも、梅雨になることがみな分

球も一メートル近く息をするのです。こうし

かるではないですか。ありが引っ越しするの

ながら調整しているのです。円形によって曲
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がったところを調整するのです。ですから心

神様は独裁者ではありません。神様も人間

情の世界も、中央はすべて軸を中心として上

のために投入しました。そう、神様が人間の

がったり下がったりするのです。運動するの

前にいるのは、「ため」に存在するのです。

です。

ですから千年、万年神様についていこうとす
るのです。「ため」に生きる天理の宇宙の存

すべての存在物は楕円形で形成されたもの

在世界の前に自分自らの存在位置を維持する

です。ですから心の、心情の中心、真ん中に

ためには、「ため」に存在しなければなりま

入ってみよというのです。そこで無限の力が

せん。「ため」に生きることが東洋、西洋に

伝わるのです。それで九〇度の角度さえつく

通じることができ、古今に通じることができ

れば、無限な力を九〇度で保つことができま

るのです。

す。それで道を磨いていかなければなりませ

神様は昔も今も東洋にも西洋にもみな同じ

ん。精誠を尽くしてこの世のすべての面で、

愛をもっているので、東洋、西洋を克服する

深い心霊世界を体験しなさいというのです。

ことができ、過去、現在、未来を克服するこ

なぜでしょうか。一生の間生きていくのに推

とができるのです。それは何かと言えば、過

進力を無限に普及されることのできる一つの

去も現在も未来も克服できるので、いつも発

源泉が必要なので、そのようなことをするの

展できるし、東洋、西洋を克服するので、東

です。

洋、西洋を統一できるというのです。これは
愛でのみ可能なのです。

先生も、先生自身が今もっている力よりも
もっと大きい世界的な仕事をするときは、深

自己主張するときは自己破壊、相対破壊、

刻だというのです。もっと大きい力が必要な

神様破壊、完全に分離されるのです。そこで

ときは、それをどこからもってくるのかとい

は統一的理論を発掘できないことを知らなけ

うことが問題になります。もってこれないと

ればなりません。簡単な言葉ですが、重要な

きは、それをどこから補うのかが問題になり

言葉です。私たちが理想を求めていく最後に

ます。もってこれないときは後退しなければ

は、究極には神様の愛と縦的な統一を要求し

ならないのですが、そうすることはできませ

ますが、その縦的基準が早く来いと繰り上げ

ん。ですから祈祷が必要であり、神様が必要

ることのできるようにするためには、互いに

なのです。

「ため」に生きなければなりません。「た

心情の世界が、それで必要なのです。愛の
世界は、いくら引っ張り出しても終わりがな

め」に生きるところから完全に統一圏が広が
るのです。

いのです。物質の世界も終わり、知識の世界
も終わり、権力の世界もすべてが崩壊し得る

どのように統一されるのでしょうか。先生

のですが、心情の世界は無限なのです。です

がどのように統一するのでしょうか。何によ

から心情の世界を中心として動かさなければ

って？ こぶしによって、力によって、お金

なりません。

によって、権力によって、知識によって？
愛を中心とした「ため」に生きる立場で万事
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が解決するのです。結論は簡単でしょう。真

いうことを知るべきです。このような真の道

の愛を中心として「ため」に生きていくとこ

があるのです。

ろに、悪魔の世界が天の国へ再創造されてい
くという結論です。それは理論的です。

世界的な人物になるためにはどうしなけれ
ばならないでしょうか。人倫道徳だけを中心
としてはいけません。人だけを中心としては

二) 真の人間の行く道

いけないのです。人だけを中心としては国を
自分を中心として作用しようというのは悪

越えることができません。国を越えることの

をもたらしますが、全体のために作用しよう

できるそのような内容は天にあるのです。天

というのは発展をもたらすのです。これを知

宙思想をもたずしては国を超越できないので

るべきです。全体のために行くところは、す

す。ですから聖人たちが何を紹介したのかと

べてのものが門を開くのです。個人も門を開

いえば、人間だけを紹介したのではなく、神

けるし、家庭も門を開けるし、氏族も門を開

を紹介しました。聖人の等級に同参した人々

けるし、民族も門を開けるし、世界も門を開

を見れば、神を崇拝しましたか、しませんで

くし、天の国も門を開くし、愛の道や、すべ

したか。神を抜きにして聖人になった人がい

ての道が門を開いて歓迎するというのです。

ますか。また聖人たちは人倫の道理だけ教え

そのような道とは何でしょうか。これを私

てくれたのではなく、天倫の道理を兼ねて教

たちは考えなければなりません。それで統一

えてくれたのです。

教会はこのような観点で「ため」に行く道を
取れ、「ため」に生きよ、と「ため」に生ま

家庭で父母に尽くし愛する人は孝子です。
国のために生き、愛する人は愛国者です。世

れたという天理を教えるのです。

界を愛する人は聖人です。それでは、先生が
真の人生が行く道とは何でしょうか。一つ

教えるものとは何ですか。神様と世界と宇宙

の公理として立てるべきことは「ため」に生

を愛する聖子になれというのです。皆さんは

きよということです。これはどこでも通じる

どんなものになりますか。聖子になりますか。

ことのできる原則ですから、万古不変です。

孝子、孝女になりますか。そうなるには神様

過去、現在、未来がないので「ため」に生き

のような愛を心にもたなければなりません。

よというのです。ここに孔子やイエス様やお
釈迦様やマホメットのようなすべての聖者と

神様は、短い生涯を生きて死んでいく人間

いう人の前に神様が現れて、「あなた方はど

の前に、一番良い標語、一番良い課題を賦与

う思うか」と言えば、「そのとおりです」と

せざるを得ないので、その課題として「誰よ

言うでしょうか。「それは違います」と言う

りも神様をもっと愛しなさい」という標語と

でしょうか。「正しい」と言います。それが

して掲げたというのです。それによって誰も

宇宙の法則です。それが、人間が人生におい

なることのできない神様の息子になれるので

て真の姿で生きることのできる一つの法だと

す。神様の息子になる日には、聖人完成はも
ちろん、忠臣完成ももちろん、孝子完成もも
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ちろんなのです。すべてのものが完成だとい

私たちが思うに、愛とか理想とか幸福とか

うのです。このようになれば、家庭でも勝利

平和とかという言葉は、一人では成立しませ

した立場に立つのであり、国家的基盤におい

ん。これは相対的な関係で成立する言葉なの

ても勝利者となるのであり、世界的基盤にお

で、いくら絶対者神様がいらっしゃるとして

いても勝利した者となるのです。

も、その神様が願う理想と幸福と平和は一人
で成すことはできないのです。神様の理想を

統一教会は何をしようというのでしょうか。

成就させることができ、神様の愛を成就する

偉人をつくろうというのではありません。聖

ことができ、神様の幸福と平和を完結させら

人をつくろうというのです。偉人の前には怨

れる対象が人間だ、という事実を私たちは考

讐がいますが、聖人の前には怨讐がいません。

えることができなかったのです。神様一人で

偉人は自分の民族だけを愛した人ですが、聖

愛すれば何をし、神様一人で理想をもって何

人は人類を愛した人です。それゆえ偉人が神

をしますか。相対的な人間を通じずにはこの

様の前に出ていくとき、「お前はお前の民族

ような要件を成就させることはできないとい

は愛したが、私が愛する、私が求める世界人

うことは、当然の結論です。

類を愛することができなかったではないか」
と言われれば、出ていくことができませんが、

知恵の王であられ、全体の中心であられる

聖人の道理に従っていった人は神様の前に直

神様の真なる愛や、真なる理想や、真なる幸

行できるのです。統一教会は何をしようとい

福や、真なる平和の起源を主体と対象、この

うのですか。偉人をつくろうというのですか、

両者間のどこにおくのでしょうか。これが問

聖人をつくろうというのですか。

題にならざるを得ません。主体がいらっしゃ
る反面、対象がありますが、主体のために生

宇宙を造った神様とは、宇宙の法度を立て

きる道と対象のために生きる道、この二つの

た神様とはどんな方でしょうか。全宇宙を通

道の中で、理想の要件をどこにおくのかとい

じて、誰よりも「ため」に生きる代表的な立

うことが、創造主であられる神様として問題

場に立った方です。その方が神様だというの

とならざるを得ません。

です。ですからその方に出会うには「ため」

それで真なる理想、真なる愛、真なる平和

に生きなければならないのです。その方は知

において主体を中心として対象が主体のため

識の大王でありながら、「知識をもって神様

に生きるのに理想的起源をおくのか、対象を

の前に来い」とは言いません。能力の大王で

中心として主体が対象のために生きるのに理

すが、「能力をもってこい」とは言いません。

想的起源をおくのかという問題を考えられた

権力に対する、お金に対する、物質に対する

神様は、その理想的起源を主体の前に対象が

主人であり、大王ですが、「それをもってこ

「ため」に生きよという立場に立てるならば、

い」とは言わないのです。「ため」に生きて

神様がそうなると同時にすべての人も自分が

くれば、すべてがついてくるというのです。

ある対象をもつことができる立場に立つなら
ば、そのようになるでしょう。そうなれば、

三) 「ため」に生きる法度を立てた理由
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一つになることのできる道がふさがってしま

んに尋ねますが、もし皆さんのために誰かが

います。これを知るべきです。

心から生命を尽くし犠牲になりながら一〇〇
パーセント恩賜を施した人がいるとすれば、

一つになることができ、平和の起源になる

皆さんの本心がその恩に報いるのに五〇パー

ことのできるその道は、どこにあるのでしょ

セントはポケットに入れて五〇パーセントだ

うか。神様御自身だけでなく、真の人間は

け報いたいですか。それともありったけの恩

「ため」に生きる存在だという原則を立てざ

返しをしたいですか。私たちの本心がどのよ

るを得なかったのです。ですから真の愛は

うに作用しますか。

「ため」に尽くすところから、真の理想も

誰でもより多く報いたいのが本心です。与

「ため」に尽くすところから、真の平和、真

えるままに心から愛する中でくれたことを知

の幸福も「ため」に尽くす立場で成り立つの

れば、一〇〇パーセント以上を返そうとする

であって、「ため」に生きる立場を離れては

のです。一〇〇パーセントが一一〇パーセン

見いだすことができません。これが天地創造

トになって帰ってくるし、その一一〇パーセ

の根本だということを、私たち人間は知りま

ント帰ってきたのは、また向こうが心からく

せんでした。

れたので一二〇パーセントを返すようになり
……。このようにすることによって、ここで

男と女が生まれたのは、男は男のために生

永遠という概念が設定されるというのです。

まれたのではなく、女のために生まれたし、

永遠が始まるのです。ですからこのような原

女は女のために生まれたのではなく、男のた

則を立てざるを得ないし、それだけでなく、

めに生まれたのです。生まれるのに自分のた

ここから発展と繁栄が生じるのです。

めに生まれたのではありません。自分のため
に生まれなかったのに、自分を主張するので

理想と愛は人間にとって生命よりも貴いも

す。「私、私」というこの思想を壊してしま

のなのにもかかわらず、今日人間たちはこの

わなければなりません。これさえ壊してしま

ようなものが自分のものとして自分に現れる

えば、統一の世界が展開するというのです。

と思っていること、これが大きな誤解だとい
うのです。愛と理想はどこから来るのでしょ

自分の価値を自分から追求するよりも、相

うか。対象から来ます。対象から来るので、

対から、すなわち相対的基準からその価値を

「ため」に生きる法度を立てざるを得ないの

追求することのできる道を探求する人は、不

です。知恵の王であられる神様はこのような

幸な人ではありません。いつも、どこでも心

すべての結果を御存じなので、そのような法

情の土台は相対圏をもっているので、どこに

度を立てざるを得ないということを知るべき

行き来しても彼は寂しくなく、幸福であり得

です。

るのです。
永遠という概念、これは自分の「ため」に
神様は、なぜ「ため」に存在する原則を立

生きるところでは不可能なものです。皆さん

てざるを得なかったのでしょうか。まず皆さ

が運動するのを見ても、押してくれ、引っ張
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ってくれる相対的方向が、大きければ大きい

愛は一人では成されません。愛はどこから

ほど早く回るのです。知恵の王である神様が

出てきますか。私から出てくるのではなく、

「ため」に存在する法度を立てたのは、永遠

対象から来るのです。対象から出てくるので、

であり得るために立てられたということを知

私が頭を下げて対象のために生きなければな

るべきです。

らないのです。「ために生きよ」という天理
がここから生まれるのです。極めて高貴なも

私たちの中で、人に主管されるのは死んで

のが私を訪ねてくるのですが、それを受けよ

もできないと考える人たちが多いと思います。

うとするので、高め、「ため」に生きるべき

さらに識者層にいる高名な方の中に、このよ

だというのです。「ために生きる哲学」を成

うなことを多く見ます。しかし一つ知るべき

してこそ愛されるのです。

ことは、今までの人間たちが「ため」に存在
するその方に主管されて生きることが、どれ

真の愛は、与えても忘れ、また与えようと

ほど幸せかという事実を夢にも考えられませ

する愛です。偽りの愛は、与えても付け加え

んでした。霊界の組織を見れば、天地の大主

て商売する愛であり、与えたのでお前はそれ

宰であられる神様、その神様は宇宙万有の存

以上返しなさいという愛です。これはサタン

在の中で、「ため」に存在する中心存在なの

の愛です。

で、その方に支配されるのがどんなに幸せな
ことか……。千年、万年支配されても感謝す

私たちの本郷は、神様の「ため」に存在す

ることのできる理想的統一圏がここに成立す

る者たちだけが入るところであり、「ため」

ることを知っているので、神様は「ため」に

に生まれ、「ため」に生きて、「ため」に死

存在せよという原則を立てざるを得ませんで

んでいった人たちが入る所です。これが私た

した。

ちの本郷の理想的構造なので、神様は本郷を
訪ねてこさせるために、歴史過程で数多くの

愛は私から始まったのではありません。生

宗教を立てて、訓練させてきたのです。

命よりも貴い愛と理想を見つけるには、対象

これまでの宗教が温柔謙遜でなければなら

がいなければできません。私たちはこれを考

ず、犠牲にならなければならないと教える理

えつきませんでした。この高貴な愛と理想を

由は、霊界の法度がそうなので、霊界に帰る

受けることができ、それを見いだすことがで

べき人間たちを地上生活の過程でその霊界に

きる存在が対象です。ですから私たちが謙遜

合うように訓練させざるを得なかったからで

にその高貴な愛と理想を受け入れようとする

す。ですから高次元的な宗教であるほど、よ

と、最も「ため」に生きる立場でなければな

り次元の高い犠牲を強調し奉仕を強調するよ

らないので、神様は「ため」に存在せよとい

うになったのは、普段の生活を通じて、その

う原則を立てざるを得なかった、ということ

世界に一致させようとするところにその原因

を私たちは覚えておくべきです。

があるのです。

1217 * 千二百十七

천성경

天聖經
Cheon Seong Gyeong
しばしばこの世で、「ああ！ 人生とは何

てを、代わりに横的に展開することのできる

なのか」と言いますが、人生観、国家観、世

実体とは何でしょうか。万物と子女と父母で

界観の確立、その次には宇宙観に対する確立、

す。すなわち、父母と子女と、その所有物で

ひいては神観の確立が問題となるのです。こ

す。これらが、家庭という一つの囲いの中で

れをどのように確立するのでしょうか。系統

必要とされるものです。

的段階と秩序をどこにおき、その次元的系列
をどのように連結させるかという問題は、最

統一教会の理想は、どこか別のところにあ

も深刻なものです。しかし「ため」に存在す

るのではありません。出発も家庭であり、結

るというこの原則に立脚して見るとき、最も

論も家庭です。いまだこの問題を解決した者

価値ある人生観は、私が全人類のためにあり、

がいないので、それを願ってきました。そし

全世界のためにあり、国家のためにあり、社

て、そこに幸福があるがゆえに、これを体系

会のためにあり、家庭のためにあり、妻のた

化し、天宙化して無限の価値を現したので、

めにあり、子女のためにあるという立場から

統一主義が公認されたのです。したがって、

幸福な自我を発見することができるならば、

この主義を嫌う者がなく、皆が頭を下げて好

これ以上の人生観はないと見るのです。

むようになれば、世界は自動的に統一される
のです。

第二章 家庭観
一

理想的な家庭とはどのような家庭か

聖書六十六巻はすべて、理想的な家庭を願
ったみ言です。また、万民が願うこととは何

一) なぜ家庭が良いのか

でしょうか。理想的な妻を迎えることです。
家庭とは、神様の理想が顕現し得る起点で

「そうではない」と言う男性がいるとすれば、

あり、人類の幸福が顕現する起点なのです。

それは人ではありません。また、女性として

人間におけるすべてのことが果たされる場で

生まれた者の一番の願いは、理想的な夫に出

あり、神様においても、すべてが完成する場

会うことです。女性は、たとえ博士になって

なのです。なぜ家庭が良いのでしょうか。そ

世界に向かって大きなことを言ったとしても、

れは、父母の愛を中心とした自由な活動の基

その願いは、理想的な男性に出会うことです。

地となるためです。

愛することのできる理想的な男性に出会って、
福の多い息子、娘を生むことです。これが幸

神様を中心とした永遠な父母の愛、永遠な

福の根本です。このように統一教会の教理を

夫婦の愛、永遠な子女の愛、この三つの愛が

家庭に打ち込んであるので、これを取り除く

あるのが理想的家庭です。

者はいないのです。

人は必ず家庭をもたなければなりません。

天国はどこで成されるのでしょうか。私た

家庭を中心に見れば、家庭には父母がいて、

ちの家庭からできるのです。では、私たちの

子供がいて、物質があります。旧約時代、新

主義は何主義でしょうか。家庭主義です。私

約時代、成約時代における縦的な歴史のすべ

たちの標榜する天宙主義とは、「天」という
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字に、家を意味する「宙」という字、すなわ

世界は家庭に倣ってできました。どんな世

ち天の家主義ということです。こうしてみれ

界もみなそうです。今後、理想世界は三位基

ば、天宙主義という意味がはっきりするので

台、家庭の三位基台を中心として成されなけ

す。

ればなりません。
それでは創造目的とは何でしょうか。四位

家庭とは、小さな社会に立脚した小さな国

基台を完成することです。人間がまず四位基

家です。小さな国家であり、小さな世界であ

台を完成しなければならないので、誰もがみ

り、小さな天宙だと言うことができます。で

な、家庭を築くのです。人間は神様に似てお

すから、家庭を離れては何もできません。こ

り、人間を中心とした社会は、神様を中心と

のような家庭というものを教えてくれるので、

して人間に似ているのです。統一教会の先生

統一教会は偉大だというのです。

は、今世界に統一教会を立てて、そうなるよ
うにしています。世界はすべてそうなるべき

家庭は、万古不変の起源であり、礎です。

だと知っていながらも、それが表に現れては

それは父親にも直すことはできず、兄弟にも

いません。しかしながら、そのような原則を

直すことはできず、どの国のいかなる制度に

通して、世界がそうなっていくのです。理想

よっても直すことはできません。また、世界

世界というものは、全世界が一人の人の形を

的にも直すことはできず、天と地も、神様に

形成する世界です。そこにおいては、国家と

も直すことはできません。ですから、家庭と

民族を超越するのです。

いうものには、革命という名詞が永遠に必要
家庭というのは世界を縮小した横的な基盤

ないのです。

です。ここから国家と世界が始まるのです。
人の一生の中で、最も重要な時とはいつか

家庭とは何でしょうか。家庭とは世界の横的

というと、生まれる時、結婚する時、死ぬ時

な縮小体であり、絶対的な中心の前に相対的

です。

な基準です。では、私というのは何でしょう

それでは、生まれる時はどのように生まれる

か。絶対的な中心がとどまることのできる足

べきでしょうか。良く生まれなければなりま

場です。

せん。私たち統一教会で言うところの、「心
情の因縁」を中心として生まれなければなり

この世界を審判することのできる絶対的権
限をもつものは、個体ではありません。真な

ません。
次は結婚する時です。結婚というのは生き

る家庭です。サタンも何を打ってくるのでし

るためにするものです。すなわち四位基台を

ょうか。家庭を打ちます。それゆえ、家庭を

つくるためにするのです。このような宇宙の

もって一つとなれなければ破綻するのです。

公法を地球上に立てて初めて、神様のみ旨が

親子の間に、夫婦の間に、破綻をもたらすの

果たされ、人間の志が果たされるのです。そ

です。そして、家庭をもったのに、その家庭

のように、宇宙の法度が志向する内容を備え、

が破綻したならば、その人の傷は永遠にいや

その形態を整えるところが家庭です。
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されないのです。その人をいくら慰めたとし

く、互いに授け受ける作用をしてこそ理想的

ても、どうにもならないのです。

な愛が成立するのです。

私たちは、神様の願う家庭を中心とした父

幸福な家庭とは、夫が帰ってくれば、外で

母、夫婦、兄弟とならなければなりません。

あったことを妻と話し合い、新しく開拓し得
る要因を発見する家庭です。互いに力を合わ

なぜ家庭が良いのでしょうか。家庭には、お

せて研究する家庭が、幸福な家庭だというの

互いに自由に愛を授け受けることのできる基

です。父母がそうなれば、子供たちもそこに

台があるからです。それゆえ、人は故郷を慕

加担して、「自分たちもそのような家庭を築

わしく思い、父母、兄弟のいるところを慕わ

こう」と同調するようになるのです。

しく思うのです。
真の家庭とは、妻を母親のように思って愛
父親が喜べば、家庭全体が喜ぶのであり、

し、「ため」に生き、夫を父親のように思っ

妻が喜べば、家庭全体が喜ぶのであり、子供

て愛し、「ため」に生き、妹と兄のようにお

が喜んでも家庭全体が喜ぶのです。一時に宇

互いに愛し合うところです。さらには、自分

宙全体が喜ぶことのできる場が、家庭という

の妻を神様のように愛し、自分の夫を神様の

ところなのです。

ごとくに愛し尊敬する世界が、理想家庭の暮
らす天国です。そのような伝統が、この地球

心と体を収拾して完全な個人となり、夫婦

上に立てられなければなりません。

が一つとなって完全な家庭を築かなければな
母親と父親は、愛なしには一つになること

りません。

さえできないのです。皆さんは、なぜ愛が好
お母さんとお父さんが一つとなれば、その

きなのでしょうか。好まずとも好まざるを得

家庭は発展し、子供と親が一つとなれば、よ

ないようになっているからです。両親が互い

り次元の高い家庭へと発展することを知らな

に愛し合う力が、自分のことを思う力よりも

ければなりません。それでは、家庭と親戚の

強ければ強いほど、理想的なのです。お母さ

間で一つとなればどうなるでしょうか。そこ

んとお父さんを完全に一つに結びつけるもの

には新しい民族正気がわき起こることでしょ

は、愛の綱です。鉄でできた綱は、時間がた

う。それがより高い次元に向かっていこうと

てばさびついて切れてしまいますが、愛の綱

するならば、すべて環境的に結束し、国家基

は永遠です。また、親と子の間は、食べ物に

準にまで忠臣の血統として残り得ることを忘

よっても、お金によっても結びつけることは

れてはなりません。

できません。唯一、親子の関係の愛でのみ結
びつけることができます。

天国の家庭は、無理強いしてできるのでは
なく、喜びの中で自動的にできるのです。愛

革命の要素を加えることのできない、その

するときも、受けようとばかりするのではな

ような礎の上にできた家庭は、いかなる主義
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や思想にも吸収されることはありません。む

ばならないのでしょうか。お父さんとお母さ

しろ主義や思想を支配し、凌駕します。その

んが愛するように、兄弟も愛さなければなり

ような基準が立てられた家庭は、十年、百年、

ません。愛は誰から学ぶかというと、両親か

千年たっても永遠に変わることはなく、民族

ら学ぶものなのです。

と国家の形態が維持されるのです。
理想的な愛は、家庭から生まれます。しか
愛のふろしきとは、どんなふろしきでしょ

し、神様は真の息子、娘をもつことができま

うか。本郷の国へ行って、そのふろしきを開

せんでした。真の兄弟をもつことができず、

いてみると、理想的な夫が飛び出してくるし、

夫婦をもつことができず、また、父母となる

理想的な妻が飛び出してきます。また、理想

ことができませんでした。それゆえ、それを

的な家庭が飛び出してくる福袋です。ここか

成そうというのが神様のみ旨なのです。その

ら出てくるものは、一等復帰です。ですから、

ようなところであってこそ愛がとどまるので

個人も一等、家庭も一等、氏族も一等、民族

す。そのような愛のある所には、人々がこの

も一等、国家も一等、世界も一等なのです。

世のすべてを捨てて、やって来るのです。

すべてが一等ならば、高い低いということは
ありません。ですから、兄弟も、家庭も復帰

真の愛とは何でしょうか。父母の愛、夫婦

されるのです。このように統一的基盤を造成

の愛、子女の愛です。愛は、互いに犠牲とな

していくために、宝の壺である愛のふろしき

る伝統が備わっていなければ、長く続くこと

が必要なのです。

なく壊れてしまうものです。父母は子供のた
めに犠牲となるので、父母が子を愛する因縁

二) 家庭において社会愛、民族愛、人類

は壊れることがないのです。そうして、真正
なる父母の愛を受けて育った息子、娘である

愛が芽生える

ならば、絶対に自分の父母に親不孝をするこ
神様を中心として一つとなるとき、千態万

とはできないのです。また、夫は妻に、妻は

状の様相で回るようになるのです。それゆえ、

夫に対して「あなたは私のために生きた」と

兄弟の間で愛するときも、親が子を愛するの

いう立場で、よりお互いのことを思い、より

に倣って、兄が弟を愛さなければなりません。

犠牲となる立場が広がれば、その家庭は恵み

そのように愛して一元化した家庭には、家庭

を受けるのです。そのような家庭が、神様の

愛の花が咲きます。そして、これが社会愛に

訪ねてこられる福地なのです。

もなります。そしてさらには、これが民族を
愛する民族愛となります。このように愛すれ

一つの家庭を中心として、最も良いものと

ば、世界になるのです。ところが、今日それ

は何かというと、皆さんの子女に結晶するも

が漠然としているのです。

のではありません。それでは、家庭における
最高の価値とは何でしょうか。父母です。一

子女の間の愛とは、どのようなものである

人の個人を考えてみても、皆さんにとって権

べきでしょうか。何を基準として愛さなけれ

力や知識、あるいは名誉やお金も貴いものか
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もしれませんが、そのどれにも勝って良いも

ための、純粋で真実な価値をもつ愛となるこ

のは「父母」以外にはないのです。その次に

とでしょう。

は皆さんの妻や夫が良く、皆さんの子女が良

このように父母の真の愛と夫婦の真の愛、
そして子女の真の愛を完璧に具備した家庭が

いことでしょう。
実際、皆さんの家庭において皆さんの父母

あるとすれば、その家庭は私たち人間世界で、

や妻、そして子女よりも大切で価値あるもの

最も理想的な家庭だと言わざるを得ないでし

があるでしょうか。ないのです。それでは、

ょう。

なぜ父母が良いのでしょうか。そしてまた、
夫と妻、子女がどうして良いのでしょうか。

一つの家を考えたときに、その家の中心に

「愛」があるからです。父母の愛、これは子

なる人とは誰でしょうか。年を取った方、す

供にとって絶対的に必要です。夫婦の愛、こ

なわち、曾おじいさんがいるとするならは、

れは夫と妻にとって絶対的に必要なものです。

その曾おじいさんが中心です。亡くなる時が

そして、兄弟の間の友愛であるとか、子女が

近づいたからといって、家族がそのおじいさ

父母に対してもつ孝誠の心も、一つの家庭に

んを無視したとすれば、それは縦的な世界を

絶対的に必要なものです。

無視するのと同じです。たとえぼけていると
しても、その家庭の中心は曾おじいさんです。

皆さん、誰が家で一番良いですか。お父さ

何か食べ物があれば、まずおじいさんに差し

ん、お母さんですね。なぜ父母が一番良いの

上げなければなりません。たとえお父さんが

でしょうか。愛を中心として一生の間関係を

その国の大統領だとしても、先におじいさん

結ぶことのできる、最も近い立場にあるから

に差し上げなければならないのです。なぜな

です。

らば、息子は横的だからです。

その次は愛する夫と妻でしょう。その夫と
妻の、ある条件的な愛ではなく、無条件の愛

不幸はどこから出発するのでしょうか。愛

です。その愛が、絶対的に天によって与えら

の安息所がなくなるところから始まるのです。

れた永遠な愛と密接に関係した愛ではなかっ

幸福な家庭とは、その家の囲いとなる父母に

たとしても、夫婦間の相対的な関係において

仕えて生きる家庭です。そのような家庭は、

結ばれる愛であるとすれば、その家庭に幸福

上には天を代表する父母に侍り、横的には家

と和睦をもたらす最も良いものではないかと

庭を代表した他人同士がその因縁の愛を夫婦

考えられます。

として結び、この夫婦が天倫の法度に従って、

その次は、父母に対する子女の愛、父母を

その代を継いで生きる家庭です。

思いやる子女の愛です。絶望ではなく、あす
の希望として芽を出すことのできる理想的な

家庭には必ず、父母がいなければならず、

環境を慕いつつ、明るく肯定的な姿勢で子が

妻子がいなければなりません。そうであって

親のために犠牲となり、愛することができる

こそ、その家庭が幸福の基台となるのです。

とすれば、その子女の愛は、その子の幸福の

神様が人類を探し求めてきた目的も、神様御
自身の幸福を模索するためであったに違いあ
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りません。それゆえ、神様御自身が幸福の基

的平準化が始まることによって、地上天国が

台を求めようとしても、人間を離れたところ

出発するのであり、天上天国も自動的にでき

にはそのような理想はあり得ないのです。人

るのです。神様は真の愛の本体なので、真の

間と関係を結んでこそ、一致点をもたらすこ

愛に連結されればみな同じ体になります。父

とができるのです。私たちが家庭において、

母は神様に代わる、生きた神様であり、夫と

情緒的な内容をすべて備えた立場で幸福を感

妻は互いにもう一方の神様であり、息子、娘

じるのと同じように、神様もやはりそのよう

もまた、一つの小さな神様です。このように

な立場で幸福を感じようとなさるのです。

三代が、真の愛を中心とする家庭の組織が、
天国の基盤です。そのような基盤を築かずし

「これほどならば天上天下にうらやむもの
はない」と幸福を謳歌する人がいたとしても、

ては、天国はできません。
家庭というのは宇宙の中心です。家庭の完

「そのような外的なことで幸福だ」と言うこ

成は、宇宙の完成の基礎となるがゆえに、家

とはできません。幸福を求めるための条件に

庭において愛するがごとくに宇宙を愛すれば、

はなっても、幸福それ自体にはなり得ないの

どこでも無事通過です。その場合、神様は宇

です。それでは、何が決定されれば幸福を感

宙全体の父母として、愛の複合的な中心の位

じることができるのでしょうか。愛する父母

置にいらっしゃるのです。

がいて、夫婦がいて、子女がいなければなり
ません。このことは、誰にも否定することが

神様を中心とした創造本然の家庭的基台に

できません。その中の一つしかないとするな

は、男性の愛、女性の愛、息子の愛、娘の愛、

らば、その人はそれに該当する比例的な悲し

父母の愛、神様の愛が、すべて含まれていま

みを感じ、比例的な不満がその胸の中に残る

す。このような消化された立場で、父母を愛

しかないのです。

し、夫を愛し、息子、娘を愛すれば、誰でも
天国生活をすることになるのです。

人間祖先を通じた神様の理想は、男性と女
性が結合し、理想的な家庭を築くことでした。

「家和万事成」という言葉があります。家庭

そうなれば、理想的な家庭の中心は男性でも

が平和であれば、万事がうまくいくという意

なく、女性でもありません。家庭というのは、

味です。完成した家庭は平和の家庭であり、

父母と子女、夫婦の結合による一つの結びつ

それは天国の基礎です。家庭の原動力は、真

きなのですが、その結ばれたものの中心は、

の愛です。自分よりも神様を、そして相手を、

正に神様の愛です。神様の愛を中心として家

生命のように愛するという純粋で美しい愛、

庭を完成することが、神様のみ旨であるとい

それが真の愛です。神様はこの宇宙に、真の

う結論になります。

愛の力よりも強い力は創造されませんでした。
真の愛は、神の愛です。

父母と子女、夫婦、そして兄弟姉妹が真の
愛を中心として一つになることを願うのが、

人間は、父子の関係がなければならず、夫

私たちの理想家庭です。ここから永遠な世界

婦関係、兄弟関係がなければなりません。す
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なわちこの三つの関係が一点になければなり

家庭は天国完成の基本単位です。天国は、

ません。その中心点は神様です。上下、左右、

一度行けば帰りたくなくなり、十回、百回会

前後の中心が異なるようではいけないのです。

ってもまた会いたい、そのようなお方のいら

その中心点が違えば、上下、左右、前後関係

っしゃるところです。万民が共通にそこに行

の均衡がすべて崩れるのです。それで結局、

きたいと思い、そのお方に会いたいと思い、

上、下、左、右、前、後、そして一つの中心

そのお方と共に生きたいと思うならば、世界

点までの七数になるのです。そのような七数

は統一されることでしょう。そこを目指して

を成すということは、すなわち、神様を中心

進んでいるのが統一教会です。しかし、それ

として完全な真の愛で一つとなって、そのす

は一度に成されるのではありません。まず、

べてが完全に球形となり、調和し、統一され

個人の基台ができ、次に家庭の基台ができ、

た家庭になるということなのです。

民族、国家、世界へと順次、広がっていかな
ければならないのです。

二 家庭は天国完成の基本単位
一) 家庭は地上・天上天国の礎石

家庭天国は、男性と女性が完全に一つとな
ってこそ完成するのであり、個人天国は、体

家庭から天国を成さなければならないので

と心が完全に一つとなってこそ完成するので

すが、イエス様も家庭を築くことができなか

す。家庭天国は、神様のみ旨を中心として夫

ったので天国に行くことができず、楽園にい

婦が一つとなり、子女と一つとならなければ

らっしゃるのです。楽園は、天国へ行くため

なりません。そのみ旨の目的は、万民のため

の待合室のような所です。地獄は、人間が堕

のものです。そして、そのみ旨の中心は神様

落したがゆえに生じたものです。神様が始め

です。それゆえ、神様を中心として万民のた

から造られたものではありません。

めに生きるところから、家庭天国が連結され
るのです。神様のためだけに生きるのではな

四位基台は、地上天国と天上天国の礎石で

く、神様を中心として万民のために生きなけ

す。天国は、一人ではつくることができませ

ればなりません。神様は、そのような家庭を

ん。それゆえ、イエス様も一人でいてはいけ

探し求めていらっしゃるのです。世界が復帰

ないので、聖霊が降臨しなければならないの

されるときまで、そのような家庭を探し立て

です。

なければ、万民を救うことができず、万国を
救うことができず、万家庭を救うことができ

天国の起点は、個人でもなく、国家でもあ

ないがゆえに、そのような家庭をつくるため

りません。家庭なのです。それゆえ、イエス

に祝福家庭を立てたということを、皆さんは

様は新郎新婦の因縁を求めてこの地に来られ

知らなければなりません。

るのです。個人が天国の起点でしょうか。家
庭が天国の起点なのです。

統一教会の原理でいう四位基台とは、三代
愛圏を意味するものです。三代が一つの家で
暮らしながら愛によって和睦し「幸福だ」と
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言うときに、天地創造の理想が実現されるの

天国はどこにあるのでしょうか。空中にぽ

です。夫婦が愛すべきことはもちろんですが、

つんと離れているのではなく、父親と母親、

子女たちを愛で指導し、真心を尽くして育て

そして子供の間で授け受けるという生活的な

てこそ家庭が和睦でき、幸福になるのです。

舞台を育て、また、その中にあるすべての被

これが縦的に成され、横的に連結されるとき

造物を私たちの生活に利用し、私たちの理想

完全な愛が完成するのです。いとこや、六親

の条件として利用する楽しさ、その楽しさを

等のいとこまで、愛で一つとなって初めて愛

一〇〇パーセント享受し得るところが天国で

の円形となり、完全なものとなります。

す。

私たちの家庭と、天国は、その形態が同じ

今後先生は、家庭に関する規範、天国家庭

です。私たちの家には父母がいて、夫婦がい

としてもつべき、生活に関する規範を教えて

て、子女がいて、兄弟がいます。私たちの家

あげなければならないと感じています。とこ

は愛で一つになることができます。ここでは

ろで、復帰の路程を歩んでいくべき人は、原

統一がなされ、生命が連結することができ、

理を中心として教えてくれる人がいるので、

理想を実現することができます。ですから、

その人を通して教わらなければなりません。

皆さんが夫婦の愛を尊重することができ、父

先生がそのような問題に直接責任をとる時代

母の愛を尊重することができてこそ、天国へ

は過ぎました。家庭一つ一つを中心として、

行くことのできる資格者となるのです。祖父

再度収拾しなければなりませんでした。私た

母は父母の前に愛を相続し、父母は夫婦の前

ち統一教会の組織は、家庭組織です。家庭を

に愛を相続し、夫婦は子の前に愛を相続して

主としているのです。個人を主としてきたも

います。ここで、どの愛一つを否定しても天

のを、家庭を主とするのです。

国は成り立ちません。夫婦同士で愛する以上
に両親を愛し、自分の両親を愛する以上にお

み言の時代を経て、実体の時代を経て初め

ばあさん、おじいさんを愛すべきだという結

て、相逢（相まみえる）の日を迎えるのです。

論になります。それが天国の核心となり、理

そして相逢の日を迎えてこそ、天国生活をす

想的モットーとなるのです。

ることができるのです。相逢の日には、相手
の心が私の心であり、相手の心情が私の心情

神様の創造理想世界とは、どのような世界

であり、相手の姿が私の姿であり、相手の困

でしょうか。真の父母圏を通じて地上天国と

難は私の困難であり、相手の傷は私の傷とし

天上天国が成される世界です。天国は愛の基

て感じられる境地にまで入らなければなりま

盤を通じてのみ成されます。堕落した世界に

せん。そのような境地に入って相手の心も私

は、真の父母の愛を受けたことのある人は誰

の心であり、相手の心情も私の心情となって

一人としていなく、現れた痕跡すらありませ

こそ、天国家庭ができるのです。それがこの

ん。霊界も同じです。真の父母の愛を受けて

地で完結されてこそ、天国家庭ができるので

いった者がいないからです。

す。
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天国生活は、どこから始まるのでしょうか。

ばなければなりません。そのように呼んだこ

家庭です。他のところから始まるのではあり

とのない人は、かわいそうな人です。また、

ません。天国とは、家庭を立体的に拡大した

妻も夫以上に、そのように呼ばなければなり

ものにすぎず、家庭圏を離れたものではない

ません。お互いに、そのような夫婦として接

のです。それゆえ、皆さんは自分の妻や夫を

しなければならないのです。琴瑟之和（注：

抱くとき、それが世界の男性と女性が一つに

夫婦の仲がごく睦まじいこと）の夫婦として、

なることだと考えなければなりません。その

お互いにそのように呼び合って暮らさなけれ

ように、世界人類を愛したという条件を立て

ばならないのです。そのように千年、万年暮

ることのできる場が、すなわち家庭なのです。

らしたならば、老いても青春をうらやむとい
うことはないのです。今後、祝福家庭の夫婦

天国は、家庭を中心として成されます。家
庭の家族として守るべき矜持（誇り）を忘れ

が八十歳の老人になったならば、先生が世界
一周をさせてあげようと思います。

てはなりません。
昔、先生が統一教会を始めた時のように、
これからは私たち統一教会で礼拝を捧げる

友達が家に来れば「自分の家よりもここのほ

ときも、説教の形式ではなく、報告の形式で

うがいい。麦飯を食べたとしても、粥を食べ

行わなければなりません。報告の内容は、そ

たとしても、うちの御飯よりもおいしい。も

の家庭が誇ることのできるものでなければな

う一晩だけ泊めてくれないか」と言う、その

りません。それゆえ、家庭全体で来て礼拝を

ような家庭を築きなさいというのです。訪ね

捧げなければならないのです。そうして、良

てきた人、訪ねてきた友達がみな、自分の家

くやっている家庭を見ては見習い、そうでな

を捨ててその家に来たいと思うような家庭に

い家庭には、うまくいくように導いてあげな

なってこそ、その家庭は天国の家庭となるの

ければならないのです。そうして家庭天国を

です。

建設しようというのです。まず家庭天国がで
きなければ地上天国はできないということを、
はっきりと知らなければなりません。

神の愛を中心として二人が一つとなってこ
そ、夫婦の天国ができます。一つとなったも
のは誰にも離すことはできず、分かれたり離

今、私が教会を建てないのは、それなりの

れたりする心配はありません。皆さんは、ど

考えがあってのことです。教会に多くの人が

のような愛を見いだしましたか。神の愛を見

必要ではないからです。天国は教会からでき

つけたとするならば、皆さんの心と体が完全

るものではなく、家庭から始まるものです。

に一つとなり、神の愛がそこに臨在できなけ

家庭、すなわち新郎新婦から始まるのです。

ればなりません。そして夫婦の天国が生じ、

女性は男性に出会うために生まれ、男性は女

家庭天国を成さなければなりません。お母さ

性に出会うために生まれました。赤ん坊が眠

んとお父さんが完全に一つとなって愛し、そ

りから覚めて、まず呼ぶのが「お母さん」で

の息子、娘も両親のように相手を得てこそ、

す。赤ん坊が母親を呼ぶ以上に、夫は妻を呼

家庭天国が実現するのです。父母がプラスと

1226 * 千二百二十六

천성경

天聖經
Cheon Seong Gyeong
なり、息子、娘がマイナスになれば、家庭天

家庭を通して天国に行くということは、すな

国となるのです。

わち愛の一体圏ができるということです。

夫婦のうちで、男性はどうあるべきなので

天があれば地があり、天と地があれば、こ

しょうか。男性は、教会と関係をもたなけれ

れを象徴する男性と女性がいて当然です。そ

ばなりません。また女性は、物質と関係をも

れが立体的な面で一つとなり得る心情的な基

たなければなりません。環境的にはそのよう

準が、家庭です。その家庭は、目的世界のた

になっていますが、家庭的にはどうでしょう

めの絶対的な基準をもって突き進むことがで

か。父親と母親と息子、娘、この三者が一つ

きます。そこから新しい歴史、新しい世界、

とならなければなりません。そこから家庭天

新しい天宙の基盤が築かれるのです。

国が始まるのです。それゆえ、愛を中心とし
た天国を成すためには、四位基台を成さなけ

家庭を中心として天宙主義を成さなければ
なりません。天宙とは、天と地を総合したも

ればなりません。

のです。天と地は、人間における心と体のよ
うなものです。心と体が一つにならなければ

二) 家庭は真の愛の訓練道場

なりません。一つの主体があれば一つの対象
天宙主義というのは、体と心を合わせたの

が必要であるように、一人の男性には一人の

ち、神様の愛の本体となる家庭を成し、その

女性が必要なのです。男性と女性が一つとな

理念を霊界と肉界に連結させる主義です。天

るのが家庭です。

宙の「宙」の字は「家」という意味です。家
の宙、ですから天宙主義という言葉を使うの

一つの家庭は、社会の倫理的基盤であり、

です。天宙は、無形世界と実体世界を合わせ

人間世界において最も手本となり、根源的で、

たものです。それが私たちと、どのような関

一次的な組織です。そのような家庭において、

係があるのでしょうか。私たちには家庭が必

「愛」が最善の価値基準になるのです。

要です。皆さんが家庭で一つになれないとす
れば、天宙主義とは関係がないのです。家庭

人間の価値をどこに置くべきかというと、

が、天宙主義を完結するための最終基準なの

理想世界に置くのではなく、理想の人に置か

です。そこで平和の歌を歌うことができず、

なければならないのです。ですから世界を愛

幸福を賛美することのできない人は、地上で

そうとするならば、人を愛さなければならな

も、霊界へ行っても不幸な人となるのです。

いのです。どのように愛するかというと、男
性が女性を愛するように、女性が男性を愛す

愛は永遠に続くものです。愛は最高の願望

るように愛さなければならないのです。

なので、万民がもろ手を挙げて相続しようと
します。その愛を残すことによって、霊界で

神様の息子になろうとすれば、神様の心情

も神様の前に堂々と進むことができます。そ

に似なければなりません。神の心情は、世界

のような愛を完遂し得るところが家庭です。

に植えられています。ですから、世界の人を
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愛さなければなりません。距離が離れている

ですから神様を愛する人であるならば、そ

関係で愛せないというならば、その国を愛し、

の中にいる年を取っていないおじいさん、お

氏族を愛し、家庭を愛し、父母を愛さなけれ

じさん、息子を問わず、みな愛さなければな

ばなりません。なぜなら、父母は神様、夫婦

りません。すなわち、神様の家庭を愛さなけ

はアダムとエバ、子女は世界の人類を代表し

ればなりません。神様の家庭には、日本人で

た立場にあるからです。

も韓国人でもアメリカ人でも、どの国の人で
もみな入っているのです。人種差別をする人

理想世界とはどのようなものでしょうか。

は、神様の家庭を愛していない人だというこ

理想的となるには、単色よりも色とりどりな

とになるのです。その差別がなくなってこそ、

のが理想的です。そのような意味から考える

理想世界なのではないでしょうか。

と、五色の人種が一つとなって暮らすのが理
想的でしょうか、五色の人種がそれぞれに暮

もし父母の愛を受けている子女が、外でお

らすのが理想的でしょうか。みな一緒に一箇

父さん、お母さんのような人に出会ったなら

所で交わって暮らすのが理想的です。ですか

ば、その人にとても親近感を感じ、話をして、

ら、そうなっていないとすれば、直さなけれ

助けになりたいと思うことでしょう。また、

ばなりません。レバレンド・ムーンが現れて

兄弟姉妹の間で美しい絆をもった人が社会に

それを直すのを、神様は嫌がるでしょうか、

出れば、周りの人とより親密な関係を保ち、

喜ぶでしょうか。神様はそのような人を後援

うまく交わることでしょう。自分の兄弟姉妹

しようとするのです。ですから皆さんは、神

と仲の良い人が外に出て異性と交際するとき

様のような心をもって、その父母の伝統を継

も、ごく自然に交際することでしょう。肉欲

承して人類を愛する天の家庭的なこの心情の

的、あるいは不健全な感情をもつことなく、

絆を、いかにして拡大するかということに力

兄弟姉妹のような感情をもつようになります。

を注がなければなりません。

地上天国とは、神様を中心として、そのよう
な関係を経験することのできる家庭をいうの

この中で、年を取ったおばあさん、おじい

です。

さんが好きだという人は手を挙げてみてくだ
さい。それでは、好きではないという人、手

健全な家庭生活とは、祖父母、父母、子女

を挙げてみてください。手を挙げない人が多

が共に生活することです。もし、一つの世代

いです。皆さんに五百歳になるおばあさん、

が欠けているとすれば、その家庭はかたわの

おじいさんを任せたとすればどうしますか。

ようなものです。そこで理想家庭を成すなら

それでもよいですか。年が多ければ多いほど

ば、その家庭は地上天国を成すれんがとして

好きだという人は、神様のことが好きな人、

奉仕しなければなりません。私たちは、その

ということになるのです。なぜかというと、

理想家庭を地上に築くべき使命をもっていま

この世界で最も年を取ったおじいさんとは誰

す。

かというと、神様だからです。

祖父母の深い愛を享有する子女が社会に出
れば、例えばその人がニューヨークの街に行
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けば、お年寄りにとても親近感をもつことで

自分の妹やお兄さんを捨てることはできま

しょうし、お年寄りはその人に対し、自分の

せん。自分の母親も捨てることはできません。

孫のごとくに接することでしょう。とにかく、

誰も捨てることはできません。ですから離婚

お互いに話をしたいと思うし、親近感を感じ

ということはあり得ません。夫は父親に代わ

ることでしょう。家庭で祖父母に仕えたこと

り、兄に代わるものなので、父親を捨てるこ

のある若者は、助けが必要なお年寄りを見る

とはできず、兄を捨てることはできないので、

と、走っていってでも助けてあげることでし

妻も夫を捨てることはできません。そのよう

ょう。

な愛を抱いて、世界を愛さなければなりませ
ん。父親と同じような年の人を見れば、父親

父母、夫婦、子女で形成された家庭は、世
界の縮小体です。家庭的愛を拡大してすべて

のごとくに愛し、母親と同じような年の人は、
母親のごとくに愛さなければなりません。

の人を愛するのが、人類の生きていくべき道
であることを知らなければなりません。年を

皆さん、家庭がなぜ良いのでしょうか。そ

取った人は自分のおじいさん、おばあさんの

れは、父母の愛を中心として自由な活動の基

ように、中年の人は自分のお父さん、お母さ

地となるからです。同じように、神様が自由

んのように、自分より少し年上のような人は

に活動できなければなりません。いくら見た

お兄さん、お姉さんのように、年下に見える

目にはみすぼらしくても、輝く愛の核をもつ、

人は弟妹のように思って愛さなければなりま

そのような内的な人間から成る社会となった

せん。

ならば、神様は自由なのです。皆さん、そう

ですから真の人というのは、自分の父母と

ではありませんか。人の家に客として行けば、

年の似通った人は親のように思い、お兄さん

何か不自然です。なぜでしょうか。それは愛

と年の近い人はお兄さんのように思い、お姉

の因縁がないからです。愛の因縁に四方性が

さんと年の近い人はお姉さんのように思うと

備わっていないので、ぎこちないのです。で

いうように、すべて自分の家族のように思っ

すから私たちの行くべき道は、人格の道です。

て、すべての世界的な障壁と境界線を超越し
て人類を愛することのできる心情をもった人

統一教会では、天国は氏族圏の中からでき

のことです。そうしてこそ、本当の意味で父

ると見るのです。おじいさんを中心として父

親、母親を愛することのできる資格をもつこ

母と兄弟が一つとなり、いとことその子供ま

とになるのです。

で一つに結ばれれば、完全な三代ができます。
このような氏族圏の愛が地に立てられて神様

皆さんはどこへ行っても、すべての人を他

と一つとなったならば、世界はすべて神様と

人ではないと思わなければなりません。皆さ

一致する愛の世界となり、天国となるのです。

んの家族だと考えなければなりません。お年

女性が嫁に行っても同じです。婚家のおば

寄りを見れば自分の親のように思い、その人

あさんとおじいさんは、神様に代わる位置に

に悲しいことがあれば、その人を抱いて痛哭

あり、夫に代わる位置にあるので、愛をもっ

し得る心を常にもたなければなりません。

て仕えなければなりません。また、夫の兄弟
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姉妹とも愛によって睦まじく暮らさなければ

であり、神様が先生を通して果たそうとされ

なりません。そのような愛の関係が社会に拡

る目的です。

大し、民族と国家、世界に拡大するならば、
この世界は、罪悪と戦争に代わって、平和と

家庭というのは、人類愛を教育する代表的

愛に満ちるようになります。そうなれば、そ

な修練所です。心情の中心を立てる、代表的

の世界こそが神様の理想が実現した一つの天

な広場です。そこで互いに信頼し、幸福を享

国であり、理想世界なのです。

受するようになるのです。それが理想圏の始
まりです。愛なしには、何ら存在する意味さ

この宇宙の中心はどこにあるのでしょうか。

えありません。

家庭にあります。真の愛が定着し得る基地と
はどこでしょうか。皆さんの生きている、皆

家庭は、天国を成すための教材としてつく

さんの家庭だというのです。それゆえ、本来

られたものです。おじいさんのような年格好

の家庭は宇宙愛を掌握し、宇宙の保護様相を

の人を自分のおじいさんのように愛するなら

体得しながら宇宙愛圏を拡大して、家庭を越

ば、その人は天国へ行くようになっています。

えて国家を愛する愛国の道を行くべきであり、

自分の親と同年輩の人を、自分の親のように

さらに民族と国家を越えて世界を愛する道を

愛するならば、万国共同で、霊界でも境界線

行かなければなりません。家庭を愛する人を

が生じません。息子、娘と同じような年のア

「孝子」あるいは「烈女」と言い、国を愛す

メリカの若者を、自分の息子、娘だと思うこ

る人を「愛国者」と言うならば、世界を愛す

とのできる心さえもっていれば、天国のどこ

る人を何と言うのでしょうか。そのような人

へでも行くことができます。天国には十二の

のことを「聖人」と言うのです。

門があり、方向があるのですが、どこへでも
通じるのです。家庭というのは、天国全体に

神様は家庭の中心となるお方として、この
世界は神様の国とならなければなりません。

因縁を結ばせる教材です。すなわちテキスト
ブックだということです。

祝福家庭は、神の国を連結し得る家庭となる
ように努力する生活をしなければなりません。

家庭において父母は、縦的な軸を完全に継

神様に代わって「ため」に生きる生活をする

承し、そこに合わせなければなりません。次

ところから氏族が生まれ、民族が生まれ、国

に夫婦は、軸に対して横的に九〇度の角度に

家が形成され、世界が形成されます。ですか

合わせなければなりません。その基準は、国

ら家庭は、神様を中心とした世界を形成する

家においても同じです。愛の軸の位置は一つ

責任を果たさなければなりません。先生を中

しかありません。それゆえ、その軸を中心と

心とした統一教会は、一つの氏族のようなも

して、家庭は小さいのですが、氏族、民族、

のであり、一つの民族のようなものです。五

国家、世界へとだんだん大きくなります。愛

色の人種が合わさって単一民族を形成し、誰

の軸を中心として拡大するようになっていま

よりも世界のために生きる国家を形成するの

す。拡大縮小の因縁関係をすべて四方に拡大

が、統一教会の目的です。それが先生の目的

するところから理想圏が生じるのです。です
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から今世界を一つにするために私のしている

場に立ちます。それらが内外一つとなること

ことは、軸を正すことです。ですから方向を

によって、内外の共鳴体となって授受作用を

設定するためには、思想的王子の立場を占領

すれば、中心が生じると同時に、その内外の

しなければなりません。占領するにおいて、

共鳴圏の中心が植えつけられるのです。それ

強制ではなく、愛で消化しなければなりませ

が、皆さんの生まれた生命の根源です。

ん。
縦的な父として一つとなった中に、横的な
皆さんの家庭は、天国の主権を代表した立

父が必要です。なぜでしょうか。球形を成さ

場にあることを知らなければなりません。父

なければならないからです。そうではないで

母は主権を代表し、子女は国民を代表し、物

しょうか。球形を成そうとするときに、その

質はその国の地を代表したものであるので、

ままで球形になることはありません。必ず垂

父母に孝行することが、国に忠誠を尽くすこ

直を中心として、横的なもの、前後左右が連

とであり、父母に孝行することが、聖人の道

結されて初めて球形ができるのです。球形に

理を果たす道に通じるのです。今、家庭があ

なってこそ、思いのままに動き回ることがで

りとあらゆる醜態の起源となっていますが、

きるではありませんか。

神様は家庭が聖なる基台となることを願って

宇宙はそのようにはなりません。この宇宙

いらっしゃいます。それゆえ、堕落圏内にあ

の対軸の前に相対として編成された立場で、

る腐敗した家庭を収拾すべき使命が、私たち

軸を中心として回るのです。それゆえ、同位

にあるのです。この地の家庭は破綻していま

圏に立っているのです。そして、この宇宙の

すが、その家庭を否定することのできない立

神の創造的真の愛というのは一つです。軸は

場にあるということを知らなければなりませ

一つです。二つではありません。

ん。
既成神学では、創造主は聖なるものであり、
被造物は俗なるものとされています。被造物

三 真の家庭の理想と価値
一) 真の父母、真の夫婦、真の人

を罪人扱いしたのです。しかし、「それは誤
った」ということを知っているというのです。

神様は人間にとって、真の愛をもった縦的

神様がなぜ創造をしたかというと、愛のゆえ

な父母です。その縦的な垂直関係というもの

です。縦的な愛の主人であるとすれば、縦的

は一つしかありません。絶対的です。二つと

な神様の愛をもったそのお方が子女を生んだ

あり得ません。その縦的父母だけをそのまま

とすれば、長く一筋にしかならないのです。

置いたのでは倒れてしまいます。大変なこと

それをいかにして横的に展開するのでしょう

になります。ですから横的父母を探し立てて

か。それゆえ、子を生むのは神様がするので

連結しなければなりません。それを詳しく説

はないのです。真の父母を通して生むのです。

明するならば、創造主は真の愛の縦的父母で

横的な真の愛の父母の位置に立ったお方が

あり、創造されたアダムとエバは、子の立場

誰かというと、真の父母です。神様の縦的な

でありながら神様の体である横的な父母の立

愛を中心とした真の父母の前に、九〇度の角
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度にある横的な愛をもったお方が真の父母な

アダムとエバを創造したのです。それは水平

のです。それゆえ、二つの父母の愛が必要な

なので、東西に回るようになるからです。一

のです。一つは創造主としての父母であり、

八〇度の平面圏は無限に存在するのです。で

一つは被造物としての、神様がその対象とし

すから繁殖は、すべての方面で可能なのです。

て理想を描きながらお造りになった体的な父

膨大な平面圏において繁殖させた者たちを霊

母です。それゆえ、神様は心的な父母の立場

界に連れていって、天国の国民にするのです。

にあり、真の父母は体的な父母の立場にあり

永遠な国民をつくるために繁殖が必要なので

ます。この世に、縦的な愛と横的な愛を中心

す。しかし、その生産地は地上です。男性、

として生まれるべきだったのが人間です。

女性の体を借りてできるのであり、霊界では
子女を生むことはできません。

なぜ子女を生まなければならないのでしょ
うか。神がアダムとエバを喜びをもって創造

天国の民は霊界で生まれるのではありませ

した、その内容を体恤させるためなのです。

ん。神様は何ゆえに実体を創造したのでしょ

それゆえ、息子、娘を生んだことのない人は、

うか。天国の民を繁殖させるためなのです。

父母というのが分からず、夫のことが分から

実体でなければ繁殖できません。縦的な愛に

ず、妻のことが分からないということになる

は一点しかありません。横的な基準を中心と

のです。過去と現在において愛したけれども、

して回ることによって三六〇度の球形体が生

未来を開くことができないのです。おじいさ

じるのです。その球形体には定着し得る空間

ん、おばあさんは過去の時代を代表し、お母

がいくらでもあります。ですからその息子、

さん、お父さんは現在の時代を代表し、息子、

娘が地上に生まれることができるようになっ

娘は未来の時代を代表するのですが、この三

ているのです。その息子、娘がたくさん生ま

つが一つとなることのできる所が家庭だとい

れるということは、不幸なことではありませ

うことです。

ん。地上で多くの息子、娘を生むということ
は、天上世界における天国の民をたくさん繁

エバは神様の外的新婦です。それでは、神

殖するということになります。神様が願うの

はなぜアダムとエバを創造したのでしょうか。

は、限りない世界です。広大な世界に空いた

それは繁殖のために創造したのです。子孫を

所があってはなりません。それをすべて埋め

殖やすために創造したのです。子孫を繁殖し

ることのできる民が必要なのです。

てどうするというのでしょうか。それは、莫
大な天国の国民を増やすためなのです。霊界

原点は何でしょうか。真の父母権、真の王

に行っても繁殖が可能でしょうか。絶対に不

権、真の長子権です。それがアダムとエバが

可能です。なぜならば、神の愛は垂直的なの

出発すべき原点だったのです。それが神様の

で、たった一点しかありません。神の愛は一

本宮です。そこに神様の王宮があるのです。

点に立つ垂直的な道を降りてくるのですが、

神様の王宮がそこにあり、神様の愛がそこに

垂直には繁殖の道がありません。それで、繁

あります。人間と創造主、被造物と創造主が

殖のために横的な基準であり愛の基台である

一つに結ばれて、真の愛の基盤となるのです。

1232 * 千二百三十二

천성경

天聖經
Cheon Seong Gyeong
その出発点が神様のセンターです。それが、

は何かというと相手です。自分ではありませ

完成した本然のアダムの家庭基盤であり、神

ん。男性にとっては女性が中心であり、女性

様が永遠に臨在することのできる王宮です。

には男性が中心なのです。自分によって生ま
れたのではありません。自分から出発したの

私たち人間が寝て、朝目覚めたときに願う

ではありません。

こととは何でしょうか。朝起きて朝食を取る

なぜ神様が創造したかというときに、愛の

のが問題ではなく、出掛けていって働くのが

ゆえに創造したと聞いたならば、宇宙がどれ

問題ではなく、世界のことを心配するのが問

ほど平和になり、どれほど近く感じられるこ

題ではありません。夜も昼も、春夏秋冬変わ

とでしょうか。つまり、神様の絶対的愛をも

ることなく、一生変わることなく愛の心をも

っているのですから、その相対は永生するの

つことを願うのです。そのような男性、その

です。それが最も貴いことなのです。

ような女性が完全に水平線を成して、縦的な
神様に完全に九〇度の角度で連結され、人情

神様が天地を創造したように万物が結婚す

と天情が合わさり得る、そのような立場にお

るならば、どれほど美しいことでしょうか。

ける愛、そこに結合し得る愛の理想の境地、

万物も自分のように愛を通して生きていると

そのために神様は天地を創造されたのです。

いうことを見るときに、神様が創造のあらゆ
る根源的な感覚を再現し、すべての万物と共

私が生まれるときに、何を動員して生まれ

に、その相対と共に統一的感情を感じること

たのでしょうか。本来、創造理想である神様

のできるもの、それが愛なのです。神様が創

の愛を中心として愛を通してつくられた実体

造するときの根源的なものを感じるのです。

である母親と父親の生命が激動して、完全に

天地の万物を造るときに神様が感じた理想型、

一〇〇パーセント沸き立って一つになって生

それがすべての被造物なのです。

まれました。これを煮え立たせたのは何でし

真の愛をもって引きつければ、天地がすべ

ょうか。愛を通して男性と女性が完全に和合

て引かれてくるのです。いくら遠いものでも

するのです。細胞が完全に沸き立って、その

真の愛が引けば引かれてくるし、いくら近い

父母の愛を根拠とした生命と血統、血を受け

所にあったものでも遠くに見えるようにしよ

継いで私が生まれたのです。それゆえ、私と

うとすれば、真の愛によって遠くに行かせる

いう存在は何かというと、父母の愛の結実で

ことができるのです。

す。それを知らなければなりません。私は両
絶対的な神様の一つの文化世界において生

親の愛の結実だということです。

まれる息子、娘は、王子であり、王女です。
神様の王宮における王子と王女は、人間です。
神の創造原則において、女性が生まれたの

そこは、創造主、神様を中心とした王宮です。

は男性のためであり、男性は女性のために生

王の中の王である創造主を中心とした皇族が、

まれたという根本を知らなければなりません。

私たちなのです。

互いのために生まれたのですから、その中心
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男女の生殖器官は、創造主から受け継ぎ、

入って世界で問題になっているように、愛が

先祖から受け継いだ、変わらずにそっくりそ

先か、生命が先か、これが問題です。どちら

のまま連結された礼物です。神様も侵犯する

が先でしょうか。先か後かを明らかにしなけ

ことのない貴い礼物です。先代も破ることの

ればなりません。愛が先です。神様が創造理

できない貴い礼物です。これを侵犯する者は、

想を立てるとき、神様を中心として立てたの

天理の大道の中心である愛の本宮を破綻させ

ではありません。愛を中心として立てたがゆ

る悪魔の血肉です。純粋な本質としての永遠

えに、相対世界の創造を始めたのです。これ

な真の愛を中心としたその基台の上に生まれ

は理論に適っています。

たのが、生命の本宮です。また、新しい血統
の本源の地です。きちんとしなければなりま

男性と女性はどこから来たのでしょうか。

せん。私は教主なのですから、まっすぐにさ

創造主がいるとするならば、創造主から始ま

せなければなりません。生殖器は何ゆえに生

ったことでしょう。そうだとすれば、その創

じたのですか。天地の大道のために、天地の

造主が男と女を造った目的は何でしょうか。

大摂理的経綸のために、私に与えられたもの

何ゆえに造ったのでしょうか。なぜ造ったの

です。

でしょうか。愛のゆえに造ったのです。どん
な愛でしょうか。真なる愛です。真なる愛と

神様が創造するときに、生殖器を表象して

はいったい何でしょうか。真の愛とは、永遠

男性と女性を造り始めました。それゆえ生殖

で、変わらない愛のことをいいます。たとえ

器を動かすところには、人間全体の構成要素

時代が変遷し、いくら環境が変わっても、そ

がすべてついているのです。ですから男性と

の愛は変わらないのです。その本質において

女性が愛して、その二人が一つとなって子を

唯一で永遠、不変性をもった真の愛の理想を

生むのです。一つとなって生むということは

果たすために男と女を造ったのです。誰を中

どういうことですか。何に似るのでしょうか。

心としてでしょうか。それは人間を中心とし

神経系統がすべてついているので、従ってく

て創造したのではありません。根となる神様

るのです。根がないのに枝が出てくるでしょ

を中心として創造が始まったのです。それゆ

うか。それを否定することはできません。そ

え、この被造世界はすべて愛ゆえに生じたと

れゆえ愛が激動するときには、体と心が一つ

考えられるのです。

となるのが原則です。これは理論的です。
では、愛を代々に連結させることのできる
ところ、その生命を代々に連結させることの

真の愛によって成熟した真の家庭は、神様
の愛の巣です。

できるところ、自分の血統を自分の子に代々
連結させることのできる、その器官とは何で

神様の恨とは何かというと、子女を教育で

しょうか。それは男性、女性の生殖器官です。

きなかったことであり、兄弟を教育できなか

それでは愛が先なのか、生命が先なのか、

ったことであり、夫婦を教育できなかったこ

それが問題となります。このごろ、心が先だ

とであり、父母となるための教育ができなか

とか、体が先だとか、唯物理論の哲学思潮が

ったことです。そのような内容の心情圏を中
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心とした、そのようなオーソリティーを全体

皆さんは愛の家庭をもたなければなりませ
ん。神様の愛の圏で完全に統一された王族、

化しなければならないのです。

天国の王子、王女の王族圏を中心として愛の
体験をした皇族の行く所が天国であるという

二) 真の家庭の理想と価値

ことを知るべきです。アーメン。皆さんが生
四大心情圏と三大王権を復帰して、皇族の

きている間、この原則を中心として合わせな

愛をもっていくべき祖国が天国です。死んで

ければなりません。あの世へ行ってもこれに

みれば分かります。いくら偉い人でもみなそ

合わせるために身もだえしなければならない

こに引っ掛かります。その時になって「文総

のです。ですから私は一生の間、他のことを

裁の言うことを聞けばよかった！」と後悔す

考えたことがありません。

るのではなく、早く決めて祝福を受ければい
いのです。それが最も早い解決方法です。そ

皆さんは家に帰って、おじいさん、おばあ
さんを神様のように思って侍らなければなり

のようにして学ぶのです。

ません。お母さん、お父さんを家庭の中心で
四大心情圏と三大王権をサタンが蹂躙した

ある王のように、王妃のように侍らなければ

のです。天の国を破壊し、未来世界を破壊し

なりません。そのお父さん、お母さんの息子、

て、三世界の王権を破壊しました。それゆえ、

娘として、私は王子、王女の道理を受け継い

私たちが天国に行くには、四大心情圏の完成

で育ち、未来の王権を伝授されて世界を導い

実体となり三大王権をもった愛の王子、王女

ていくべき王子、王女なのです。今後、統一

の基準で、皇族の愛を受ける人とならなけれ

教会員は、そのような考えを中心として、そ

ばなりません。そのような人が天国に行くこ

のような愛の秩序に拍子を合わせていかなけ

とは元亨利貞（注：事物の根本となる道理）

ればならないのです。そのような家庭の父母

です。

となり、そのような家庭のおばあさんとなり、
そのような家庭のおじいさん、そのような家

堕落によってこれを一遍に失ったので、そ

庭の息子となるときには、そのまま天国へ行

の本体に会えば、娘の心情を感じ、妹の心情

くのです。そのような天国の皇族の愛を体験

を感じるのです。そのように新婦の心情を感

した人の行く所が、天国なのです。

じ、母の心情を感じ、新しい息子、娘の心情
までも感じるようになるのです。ですから先

私たち統一教会の信徒同士は、自分の兄弟

生の場合、自分の息子、娘にできたらいいと

よりも近いのです。そのように今後世界は、

も思うのです。そのような心情圏を回復する

前後の世界が一つとなり、その次には夫婦が

ことによって、善悪のよしあしを判断して、

一つとなり、左右の世界が一つとならなけれ

天の側に帰ることによって、すべてが解怨成

ばなりません。上下、前後、左右……。上下

就するのです。心がそのように作用するので

は子としての道理、前後は兄弟としての道理、

す。それはどうすることもできません。

左右は夫婦としての道理、そのようにして完
成すれば、霊界の神様の位置に上がって神様
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化すること……。神様へと帰っていくのは、

です。簡単なことです。先生の言うことに間

真の愛だけにできることだということを知ら

違いはありません。

なければなりません。真の家庭とは、このよ
うな公式的基準で訓練された完成したアダム

真の父母の愛、真の師の愛、真の主人の愛

家庭を拡大したものなので、この世界を拡大

です。この三大主体思想の中心の場は一つで

すれば、東西が一つとなり、男性と女性が一

す。真の家庭の父母を中心とします。先生も、

つとなるのと同じことです。男性を中心とし

夜になれば家に帰ります。大統領でも、夜に

て、主体を中心として相対が一つとなり、前

なれば家に帰らなければなりません。それゆ

後が一つとなり、上下が一つとならなければ

え、父母の愛を中心として父母の代わりに教

ならないのです。そうなることによって、一

育するところが学校であり、父母の代わりに

つの世界が間違いなく原理的な内容を中心と

父母の愛で国を治める者が大統領なのです。

して真の愛によって完成し、完結するでしょ
真の愛とは、どのようなものでしょうか。

う！ アーメン！

自分の理想を投入して忘れるのが、真の愛で
今日の人生の行路は、旅人の航路なのです

す。ここにいらっしゃる方々、よく考えてみ

が、そこで備えるべきものとは何でしょうか。

てください。愛国とは何でしょうか。自分の

愛を体恤していかなければならないのです。

命を投入して忘れることです。真の夫とは、

父母の愛をよく受けられなかったことが堕落

自分の妻のために自分の命を投入し、また投

なので、真の父母の愛、真の兄弟の愛、真の

入しても、永遠に投入しようという人です。

夫婦の愛、真の息子、娘の愛を中心として、

そのような立場に立つのが真の夫の行く道で

縦的な家庭を築き、横的な環境を、東西南北

あり、真の妻の行く道であり、真の息子の行

にたくさんの家庭を広めなければなりません。

く道であり、真の兄弟の行く道であり、真の

そして、それらが縦横を連結することのでき

父母の行く道であり、真の家庭の行く道なの

る真の家庭の形態を成して、氏族圏、民族圏、

です。おじいさんがそうであり、おばあさん

国家圏、世界圏へと連結するとき、愛で結ば

がそうであり、お母さん、お父さんがそうで

れたその世界のことを、すなわち天国という

あり、自分の夫、妻がそうであり、息子、娘

のです。

がそうであるという家庭は、神様に「来る
な」と言っても、自動的に来ていらっしゃる

子女の愛、兄弟の愛、父母の愛を拡大しな
ければならないのです。拡大してそれが公式

のです。なぜでしょうか。神様に似ているか
らです。

化され、広がることによって、縦的な国と、
横的な国を受け継いだ天地の完成的家庭とな

お金がたくさん必要なのではありません。

るのです。神様の内的な心情と、アダムとエ

お金というものは流れていってしまうもので

バの外的な実体のすべてを体験し得る家庭的

す。子供というものも流れていってしまいま

な生活をした人が、天国の皇族圏に属するの

す。すべては流れていってしまいます。しか
し、真の愛を中心とした真の家庭の伝統だけ
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は、霊界にまで永遠に残るのです。それが最

おじいさん、おばあさんは神様の代わりと
なり、母親、父親は世界の大統領の代わりと

も貴いものなのです。

なり、その息子、娘は、天国の王の息子、娘
アダムとエバが、息子から兄弟、夫婦、父

のように王子、王女として生きるのが家庭の

母にまでなったとすれば、アダムの息子、娘

理想であり、創造主であられる神様の愛の本

たちもそうなったことでしょう。しかし、ア

来的な家庭です。家庭は天国の王宮であり、

ダムの息子、娘は、神様の愛の圏内にまで至

その構成員は天国の王族を代表するものです。

ることができませんでした。堕落していない

おじいさんは神様から見れば、王子、王女の

アダムの息子、娘となったならば、すべてが

代表です。皆さんの両親は、すべての国家、

横的に結ばれる地上天国ができたでしょうが、

世界の王子、王女の代表です。そうではない

縦横が連結されなかったので、天国はできな

でしょうか。誰もがそのような欲心をもって

かったのです。ですから二つの国を受け継が

いますね。同じなのです。子供は未来の全宇

なければならないのです。息子、娘は、二つ

宙の王子、王女の代表です。これほど価値あ

の国を受け継がなければなりません。天の国

る場の中心が私たちの家庭です。本当に誇る

と地上の国、縦的な国と横的な国、縦的な父

べきことです。そのような素晴らしい理論の

母と横的な父母の血統を受け継いだので、縦

基盤の上に私たちが立っているというのは、

的な父母の内的なものすべてと、横的な父母

本当に貴いことなのです。

の内外のすべてを伝授されるのが息子、娘な

「私は神様を誇ります」と、皆さんがそう

のです。皇族というのは、二つの国を受け継

言えば、もちろん神様も同じです。「私は中

いだ生活を実際にするのです。皇族になれば、

心家庭として、理想的夫婦の代表的な家庭で

二つの国でいつでも受け入れることのできる、

あることを自負しています」と言うことがで

そのような完成的な基盤の上に立つのです。

きれば、すべてが、未来のすべての万物まで
もが歓迎するのです。そのような価値ある家

父母の愛は、全世界の男性圏、女性圏を代

庭、歴史的家庭の背後を知っていますか。そ

表した花であると同時に、香りとなり、実の

れは神様の創造された理想家庭の組織です。

基準となるものです。代表なのです。母親と

皆さんがその立場に出なければならないので

父親は、人類の女性と男性を代表した存在な

す。神様はおじいさんの立場です。その立場

のです。では、自分の息子、娘は何でしょう

に立てば、誰もがその前で敬拝するのです。

か。後代に数千万の人類が生じ得る、そのよ
うな子孫の代表者なのです。ですからこの三

おじいさんを愛し、おじいさんを尊敬する

者が一度に神様の愛と化して、下の者が上の

ということは、過去をすべて受け継いで、過

者のために、上の者が下の者のために生きる

去の世を学ぶことです。父親からは現在を学

愛になるのです。自分のためというのではあ

ぶのであり、子女を愛するということ、子女

りません。神様の創造本性とは、「ため」に

を大切に思うことは、未来を学んでいくこと

生きるということです。

です。おばあさん、おじいさんを通して、お
母さん、お父さんを通して何を受け継ぐのか、
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どんな血統を受け継ぐのかというと、真の愛

を愛したという位置に立つのです。ですから

です。真の愛を受け継ぐのです。おじいさん、

統一教会の皆さんは、世界のために生き、神

おばあさんが年を取っていても、二人が真の

様のために生きるべきなのです。皆さんが先

愛で一つとなっていて、お母さん、お父さん

生のことを好きだというくらい、世界を愛し、

が一つとなっているので、私たちもそのよう

人類を愛したとすれば、天国へ行くことがで

になって、未来を受け継ごうというのです。

きるのです。

未来を受け継ぐためには、絶対に真の家庭と
ならなければなりません。そうならなければ

父なる神様というように、神様は親です。

未来を受け継ぐことができないということを

本来堕落しなかったならば、アダムとエバが

知らなければなりません。家庭の中にこの三

父母であると同時に、国の王となるのです。

者がいるならば、それは宇宙があるようなも

天国の王になるのです。宇宙の王になるので

のです。宇宙の愛は、神様からの歴史全体、

す。ですから愛する孝子は天国へ行くことが

現在と未来を代表した真の家庭にあるのです。

できるというのです。愛する忠臣と孝子は、

真の家庭でおばあさんを愛し、お母さんを

天国へ行くことができるということです。夫

愛し、お姉さんを愛するのです。動物の世界

を神様のように、主のように、王のように思

を見ても、雌を愛し、雄を愛するというよう

って仕え、真の愛をもって生きる人は、天国

に、すべてがそうなっているのです。それは

へ行くことができるのです。父母を愛し、そ

なぜかというと、宇宙の愛を学ぶ教科書だか

の国と世界を愛することなくしては天国へ行

らです。おばあさんがいなければ不安定なの

くことができないという論理が、そこで成り

です。おじいさんがいなくても不安定で、誰

立つのです。

かほかの方がいなくても同じです。そのよう
になってこそ、そのまま天国に移っていくの

人間の堕落とは何でしょうか。堕落した子

です。祖父母、母、父、子女がそのまま天国

女とは何でしょうか。彼らは、神様が自分の

へ行くのです。真の祖父母を愛し、真の父母

父であると切に感じることができません。彼

を愛し、真の子女、真の家庭、真の国家、真

らは心の中に神様という概念をもっていない

の宇宙を愛した人が天国へ行くのです。その

のです。皆さんは次のようなことを体験し、

模型の教科書が家庭です。そう考え、神様を

悟らなければなりません。

考えると、永遠な未来になるのです。神様を

まずは「私は新生して新しい生命を得て、

愛しながら「私の愛は未来のために行く」と

真の父母によって新たな生活を営んでいる神

いうとき、永遠な未来となるのです。

様の息子、娘である」という事実を実感しな
ければなりません。
第二には「私は神様の国に住む資格をもっ

四 天国は家庭単位で行く所

た市民である」ということを実感しなければ
家庭は国の中にあり、国は世界、世界は宇

なりません。

宙の中にあるので、家庭や世界を捨てたとし

第三には、皆さんが国と世界を見るときに、

ても、神様のために愛したとすれば、すべて

神様の愛を感じなければならず、「神様がこ
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の世界を遺産として下さったので、神様の子

皆さんは、夫婦の愛と父母の愛を尊重でき

女としてこの世を所有する権利がある」と思

てこそ、天国へ行くことのできる資格者とな

わなければなりません。

るのです。自分たち夫婦が愛し合う以上に、
両親を愛し、自分の両親を愛する以上に、お

私一人では天国に行くことはできません。

ばあさん、おじいさんを愛さなければなりま

そのような意味で、一人の男性は一人の女性

せん。それが天国の核心であり、理想的モッ

と一つにならなければなりません。そのよう

トーとなるのです。

な過程を経るためには、一人は必ずカインと
一つにならなければなりません。相対的環境

天国に行く人とは、どのような人でしょう

を必要としているのです。父母を迎える前に、

か。神様よりも自分の息子をより愛する人は、

もしくは夫婦を迎える前に、兄弟の間で一つ

天国に行くことはできないのであり、神様よ

の相対的基準をもっていなければ（天国へ）

りも妻や自分自身を愛するようでは天国に行

行くことができないというのが、統一思想な

くことができないのです。

のです。
「私は劉孝元です。地上では先生の一番弟
皆さんが知らなければならないことは、地

子として長い間協会長を務め、み言を受けて

上で天国の愛を体験できなかったならば、天

『原理講論』を執筆し、世界的経典とならし

上に行くことができないということです。カ

めたので、霊界では最も高い地位を占めるこ

イン的な人を本当に愛したことがありますか。

とと思っていました。ところが、先生が霊界

天国へ行くにはサタン世界における父母の愛、

の三位基台を編成なさったのですが、李起錫、

夫婦の愛以上の愛で愛さなければなりません。

劉孝元、朴鍾九の順でした。私は失望して不

もし、堕落世界で父母が子女のために命まで

平を言いました。先生は、『ここは愛の世界

捧げたとすれば、私たちはそれを超越した愛

であり、知性を競うのではなく、愛を競うと

で愛さなければならないのです。

ころである。李起錫のほうが愛をより多く所
有していたのだ。だから李起錫が三位基台の

皆さんの心の中に、皆さんの生活の中に神

一番上の兄になったのだ』と説明してくださ

様の愛があふれて、ぽたぽたと滴るようでな

ったので理解できました。私はいまだ天国へ

ければなりません。愛がぽたぽたと滴れば、

行くことができずにいます。今行く途中です。

希望がありますが、愛が乾いているとするな

これまでは知性的な面に傾いてやってきまし

らば、皆さんとその家庭は滅びるしかないと

たが、地上にいる妻と共に、懸命に心情的に

いうことを知らなければなりません。愛の乾

働こうと思います。現在天国には興進様がい

いた人は、愛の国の国籍から除名されるとい

らっしゃいます。興進様も祝福を受ける前は

う事実を知らなければなりません。愛の伝統

天国にお入りになることができなかったので

の世界から除外されるしかない運命になる、

すが、四位基台を立てて天国へ行かれました。

ということをはっきりと知らなければなりま

霊界は愛の世界です」

せん。
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天国には、独り者は決して行くことができ
ません。独身者にとって天国は絶望の山河で

の七十人の家族も、三代が合わさったもので
す。そのようにしてエジプトに行ったのです。

す。寂寞の山河には希望がありますが、絶望
の山河というのは希望すらない状態ではない

本来、創造原則による天国とは、家庭を中

ですか。（注：韓国語では「絶望」と「寂

心として行くところです。父母が行って、子

寞」の発音が似ている）

供が行って、自分の家門全体が行ってこそ幸
福なのであり、父母は地獄へ行き、子供だけ

皆さんは、天国とはどのような所だと思い

が天国へ行ったとするならば、どうして天国

ますか。天国は一言でいうと、完成した人が

だということができるでしょうか。ですから、

行って暮らす所だということができます。天

統一教会が今後天国へ行くことのできる道を

国は真なる愛をもった完成した人の行く所だ

築くにおいて、家庭的な基準を立てなければ

とすれば、その真の愛をもった人というのは、

なりません。そうしなければ天国へ行くこと

どのような人なのでしょうか。人間には男性

はできません。家庭を中心としてサタンの讒

と女性がいます。神様の理想的愛が地上でど

訴し得る基準を脱しなければなりません。歴

のようにして完成するかということを考える

史的な讒訴基準、時代的な讒訴基準から脱し

と、男性と女性を離れては完成されないとい

なければなりません。

う結論に至ります。完成した愛の主体性をも
った男性と女性でなければ、神様の愛は完成

一人では天国に行けません。一人では絶対
に天国へ行くことはできません。アダムとエ

されないのです。

バが二人で堕落して地獄の門を開いたので、
天国復帰は誰がするのでしょうか。み旨の

一人では天国へ行くことはできないのです。

ためならば十字架の道も感謝することができ、

ですからイエス様も天国に行くことができず、

絶対夫婦、絶対信仰、絶対実践、絶対心情を

楽園にいるのです。イエス様も新婦を迎えて

主張することのできる夫婦から初めて天国の

初めて天国へ行くようになっているのです。

門が開かれるのです。

今日のキリスト教信徒は、このようなことを
知りもせずに、みな「イエス様についてい

天命を受けて、この怨讐の世界において手

く」と言います。そうなれば、彼らは行って、

本となるような家庭になってほしいというの

再び戻ってこなければなりません。家庭を築

がお父様の願いであることを思えば、天国に

き、家庭的な復帰の基準を立てなければ、天

行くためには、家庭を通さずしては行けない

国へ行くことはできないのです。ですから、

ということを知らなければなりません。

統一教会で祝福をしてあげるのです。

天国へは一人では行くことができません。

女性が先に罪を犯したので、女性神である

祝福は、天国の門をさっと越えるということ

聖霊が来て母の実体として現れ、罪を洗い、

なのです。天国は、家庭的に行くところです。

世の中を清めたならば、イエス様は、新郎と

三代の因縁をもって行くところです。ヤコブ

して新しい種をもって再臨しなければなりま
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せん。再び充電して、新たな天地の真の父母

天国というのは、人間が堕落せずに、この

の血族として、神様を中心とした新しい世界

地上で神様の愛の懐で成婚し、神様の喜ぶ息

をつくろうというのが神様の目的です。その

子、娘、神様の喜ぶ孫を得て神様の愛を受け、

ような世界ができてこそ、神様の計画がみ意

その家庭がみな一緒に行く所です。子供が行

のままに成されたということができるのです。

けなくても、自分さえ行ければ良いというの

目的もなしに六千年の間摂理してこられた神

は天国でしょうか。

様だとすれば、そのような神様は信じる必要

ところで、楽園というのは、いくら仲の良
い夫婦や親子でも、別れて行くのです。家庭

すらないのです。

とは何ら関係がありません。そのような所が
天国とはどのような所でしょうか。男女が

天国でしょうか。両親と共に家族全員が行っ

共に家庭を築いていくところです。ところが、

て、神様を中心として授け受けすることので

イエス様はこの地に来られて新婦を探し求め

きる、そのような世界が天国です。息子は地

られず、息子、娘をもてずに亡くなられたの

獄で死にそうだとあがいているのに、親が天

で、今まで楽園で二千年間祈祷しながら、聖

国でいい暮らしをすることができるでしょう

霊に役事させていらっしゃるのです。

か。そのような所を天国だと言えるでしょう
か。

本来神様は、夫は天国に、妻は地獄に行く
というように創造されたのではありません。

天国へは、個人的には絶対に行くことがで

創造当時の理想の主人公たち、すなわち父と

きません。先生が知っているところでは、天

母と息子、娘が氏族を成し、民族を成し、国

国は、これまでキリスト教徒が信じているよ

を成そうとしたのでした。そうなるべきでは

うな妄想的な所ではありません。本来天国は、

ないでしょうか。ところが、人間が堕落した

家庭単位で行くようになっています。家庭が

ので地獄が生じたのです。

行くようになっているのです。家庭が行くの
です。お父さん、お母さん、息子、娘が一緒

統一教会でいう天国とは、一人で行く天国

に行って神様を中心として、共に生きること

ではなく、家族が共に行く天国です。神様の

のできる所が理想的な世界なのです。ところ

創造理想から考えると、男性と女性が分かれ

が、父親は地獄へ行き、母親は天国へ行き、

ていくところが天国でしょうか。そうではあ

姉は地獄へ行き、弟は天国へ行くというので

りません。二人で行く所が天国です。父親が

は、自分が天国へ行ったとしてもうれしいで

行けば母親も行き、両親が行けば子供も一緒

しょうか。天国へは、家庭単位で行くのです。

に行く所が天国なのです。天国へはお父さん、

家庭が行くのです。

お母さんが一緒に行かなければなりません。
お父さんは天国に行くのに、お母さんは地獄

天国へ行く秘訣とは何でしょうか。天国へ

に行くというのでは、天国だと言えるでしょ

は個人で行くのではありません。家庭的に行

うか。このような立場から、私たち統一教会

かなければなりません。家庭的に行かなけれ

は歴史的な宗教です。

ばならないというだけではなく、一族を率い
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ていかなければなりません。この地で神様の

るべきなのが、この盟誓だということを知ら

前に多くの一族がいるということは恵まれた

なければなりません。

ことです。家庭にたくさんの息子、娘がいて
富裕であれば、恵まれた家庭だといいます。

家庭盟誓は、どんな人がすることができる

そのように恵まれて天国へ行こうとするなら

のでしょうか。サタン世界の偽りの父母によ

ば、個人が一人で行くのではなく、家庭的に

る偽りの愛と、偽りの生命の因縁をもった人

行かなければなりません。

はできないようになっています。これは本然
の世界に帰って、神様と堕落していない真の

五

父母と一つになって、真の愛によって心と体

家庭盟誓
一) 家庭盟誓をすることができる者

が一つになり、夫婦が一つになり、子女が一
つになることのできる基準に立った人だけが、

家庭盟誓をすることができる家庭は、心と

この家庭盟誓をするようになっているのです。

体が一つになった立場にある家庭です。心と
体が一つにならなければ、家庭盟誓をするこ

天国にはどんな人が入るのでしょうか。天

とができません。これを毎日のように唱えな

国は誰でも入るところではありません。心と

がら祈祷するとき、ここに不合格のすべての

体が一つになり、夫婦が一つになり、子女が

ものを除去して、そこに合致し得るものを加

一つになって、三代が暮らす家庭の四位基台

えて、解放の心身統一圏を備えなければなり

基盤を成してから入るところです。ですから

ません。その立場でするのです。

天国に入るには、出発することのできる基地
である家庭を中心として、完全に統一しなけ

家庭盟誓のとおりにならなければなりませ

ればなりません。そうすることのできる人々

ん。この家庭盟誓を唱えるにおいて、「私た

が唱える盟誓文が、家庭盟誓だということを

ちの家庭は真の愛を中心として」これが標題

知らなければなりません。

です。それは堕落圏を越えたということです。

ですから毎日、朝食、昼食、夕食を食べる

偽りの父母の愛と、偽りの生命と、偽りの血

時ごとにチェックしなければなりません。そ

統を中心として分かれたものが、統一される

して、朝起きる時と夜になれば、必ずチェッ

ことを言います。「真の愛を中心として」と

クしなければなりません。自分の心身が一つ

言うときは、心と体が一つになった立場で唱

になれず、サタン的因縁を再び誘致させる立

えなければなりません。

場に立たなかったかを常にチェックしなけれ

その次には男と女、夫婦が一体となった立

ばなりません。夫婦げんかがあり得ないので

場で、その次は息子、娘が一つになった立場

す。夫婦がけんかするのは問題になるのです。

で唱えなければなりません。息子、娘を中心

今まで自分勝手に生きてきましたが、これ

としてカインがアベルの血を流すようになっ

は将来、天法によって治められるべき時が来

た歴史的暗礁を、すべて消化しなければなり

るというのです。厳格です。そこには許しが

ません。このようにすべて統一されて、心身

ありません。女性は特別に、もっと注意しな

統一、夫婦統一、子女統一の基盤の上で唱え

ければなりません。堕落した女たちは、口を
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よく主管しなければなりません。口を慎めと

てが一つになるのです。心配する必要があり

いうのです。女性が重要な責任を負わなけれ

ません。地上天国、天上天国が自然に築かれ

ばなりません。女性がすべての責任を取らな

るのです。それは家庭で始まるのです。

ければならないのです。
それで盟誓文の第一は何ですか。「真の愛
家庭盟誓は一般の人がするのではありませ

を中心として本郷の地を求め」その地を求め

ん。家庭盟誓は誰でもたやすくできるように

ていかなければなりません。「神様の創造理

はなっていません。家庭盟誓の八つの項の初

想である地上天国と天上天国」を完成するこ

めには「私たちの家庭は真の愛を中心とし

とを誓うのではありません。創建しなければ

て」というのが前提になっています。それは、

なりません。私の手でつくらなければならな

サタン世界と関係のない基盤で言う言葉です。

いというのです。悪魔の世界から完全に取り
戻してこなければなりません。サタンの世界
圏を完全に回復させなければなりません。分

二) 家庭盟誓の内容
①私たちの家庭は真の愛を中心として、
本郷の地を求め、本然の創造理想である地上

かりますか。ですから完成ではなく、創建で
す。

天国と天上天国を創建することをお誓
第一番は何かと言えば、本郷の地を求めて、

い致します。

本然の創造理想である地上天国と天上天国を
第一番は、「私たちの家庭は真の愛を中心

創建しなければなりません。失ったので、復

として、本郷の地を求め、本然の創造理想で

帰しなければなりません。つくるのは、神様

ある地上天国と天上天国を創建する」です。

がつくってくださるのではなく、私たちが取

私たちの家庭は真の愛を中心として、本然の

り戻さなければなりません。

創造理想である地上天国と天上天国を創建す
②私たちの家庭は真の愛を中心として、

るという言葉は、地上天国と天上天国を私が
つくるということです。家庭を失ったので、

神様と真の御父母様に侍り、天宙の代表的家

家庭をつくらなければならないという言葉で

庭となり、中心的家庭となって、家庭

す。

では孝子、国家では忠臣、世界では聖人、天

私たちの家庭は真の愛によって、本郷の地を

宙
では聖子の道理を完成することをお誓

中心として、本然の創造理想である地上天国
と天上天国を創建するというのです。本郷の

い致します。

地です。家庭を中心とした本郷の地です。国
ではありません。それで故郷に帰らなければ

二番目は、「私たちの家庭は真の愛を中心

ならないというのです。皆さんにそのような

として」、真の愛を離れてはいけないのです。

家庭があれば、故郷の地に帰って、地上天国

「神様と真の御父母様に侍り、天宙の代表的

と天上天国を成就しなければなりません。も

家庭となり、中心的家庭となって、家庭では

う故郷さえ取り戻せば自然に国、世界、すべ

孝子」、父も孝子になり、息子、娘も孝子に
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なり、すべて孝子にならなければなりません。

今まで歴史時代に神様に不忠、親不孝だった、

孝子の伝統を受け継がなければならないので

すべての逆賊となったこれを踏み、片づけな

す。「国家では忠臣、世界では聖人、天宙で

ければならないというのです。

は聖子の道理を完成する」というのです。

家庭にもそのようなやからが多かったし、

「私たちの家庭は真の愛を中心として、神様

国家にもそのようなやからが多かったし、世

と真の御父母様に侍り、天宙の代表的家庭と

界にもそのようなやからが多かったし、天地

なり、中心的家庭となって、家庭では孝子、

にもそのようなやからが多かったというので

国家では忠臣、世界では聖人、天宙では聖子

す。多かったのですが、そのすべてのものを

の道理を完成する」です。父母になって、息

代表してみな真の父母と一つになって、この

子、娘をよく育てなければならないというの

ような家庭を完成しなければならないという

です。

のです。

「聖子」と言うとき、息子の「子」の字で
すか。息子を言うのです。聖子とは何かと言

その次は、孝子の道理、忠臣の道理、聖人

えば、天の国の宮法と、天の国の法と、地上

の道理、聖子の道理をすべて愛を通して連結

の宮法と、地上の法とをみな守ることです。

させなければなりません。アダム・エバの代

二つの世界を言うのです。天の国に王権があ

表的家庭です。一番頂上の家庭です。頂上で

り、民がいれば、どちらもこの法を守らなけ

結婚すれば地上に着陸するのです。天上で愛

ればならないのです。霊界も王権があり、プ

を中心として着陸すれば、中心家庭になるの

ラス・マイナス、二つの世界のプラス・マイ

です。それは聖子の家庭であり、聖人の家庭

ナスになるのです。

であり、忠臣の家庭であり、孝子の家庭だと
いうのです。永遠にそれが種になります。実

神様と真の御父母様に侍って、代表的な家

は同じです。千代、万代この原則に立脚した

庭となり、中心家庭となって、家庭では孝子、

人になることによって、間違いなく天の国の

孝女、国では忠臣、烈女、世界では聖人、天

民になるのです。

地では聖子の道理を天が願ったすべてのこと
③私たちの家庭は真の愛を中心として、

を私たちの家庭で完成しようというのです。
父母として子女教育と、国家では国民教育と、

四大心情圏と三大王権と皇族圏を完成するこ
とをお誓い致します。

世界では、天地では、その天の国の一族、家
庭、食口としての合格者になれるようにつく

三番目は、「私たちの家庭は真の愛を中心

ろうということです。

として、四大心情圏と三大王権と皇族圏を完
二番目は何ですか。代表的家庭です。「神

成することをお誓い致します」です。皆さん

様と真の御父母様に侍り、代表的家庭となり、

は四大心情圏と三大王権をみな知っています。

中心的家庭となって、家庭では孝子、国家で

それは堕落する前のアダム・エバが、四大心

は忠臣、世界では聖人、天宙では聖子の道理

情圏と三大王権を成して、皇族になることで

を完成すること」を誓わなければなりません。

した。それでこれは、復帰された皇族をつく
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って入ることを言うのです。私たち祝福家庭

サタンがなぜ認めるかと言えば、自分の息
子だと言うことのできる条件ができないから

がこれを成さなければなりません。
女性が男性の愛を受け、男性が女性の愛を

です。皇族圏というものを認めなければ、堕

受けるためには、この立場に立たずしては愛

落したサタン圏内に皇族を離れた群れがいる

することができないようになっているのです。

ということになるので、サタンが残るという

夫婦関係で愛するのは、四大心情圏と三大王

のです。しかし皇族圏を認定するので、サタ

権の立場でするようになっているのです。愛

ンがなくならなければならないのです。これ

がなければ、四大心情圏と三大王権があり得

は重要な言葉です。

ないのです。ですから男性が女性に絶対に必
要だし、女性が男性に絶対に必要なのです。

四大心情圏と三大王権を完成しなければな

祝福家庭はこれを標準として、毎日のように

りません。おじいさんは神様の代身です。お

努力しなければなりません。実際問題です。

父さんは二世の中心になっているので、この

みな目の前にいるのです。

世界家庭の王になるのです。お母さん、お父
さんを王と后のように侍らなければなりませ

三番目は、「私たちの家庭は真の愛を中心

ん。おじいさんは神様のように侍らなければ

として、四大心情圏と三大王権と皇族圏を完

なりません。それで二つの愛を迎えることに

成する」です。これはアダム・エバが初愛を

よって、神様の代わりにお母さんとお父さん

中心として成すべきことをみな成せなかった

の二つの愛を受けることができることによっ

ので、これから本然においてこれを成すので

て、孫の時代に入って、地上天国と天上天国

す。聖子とかなどはみな復帰的内容があるの

の拡大世界に越えていくのです。

で、それを育ててこのように越えていかなけ
ればなりません。「四大心情圏と三大王権と

それをすることによって初めて、神様の本
然的理想型、堕落していないアダムの本然的

皇族圏を完成する」、これです。
皇族圏というものは、これから来られる再

理想型である四大心情圏と三大王権を完成す

臨主の直系の子女たちは、蕩減条件がないの

るようになるのです。「真の愛を中心として、

です。蕩減条件に引っ掛かりません。これは

四大心情圏と三大王権と皇族圏を完成するこ

何かと言えば、直系ではなく、地上でカイン

とをお誓い致します」。そのようになった家

圏の女性とカイン圏の息子に残してあげるの

庭がそうすることのできる立場に出ていくの

です。お母様を中心として見てもそのように

です。神様と真の御父母様に侍って、天下の

なっているのです。聖進のお母様と聖進を中

代表、イエス様のような世界完成した立場に

心としてそのようなことが起こるのです。そ

立って神様に対するようになるとき、サタン

れは何かと言えば、カイン圏をみな皇族圏と

と永遠に関係がなくなるのです。今まで世界

して認定することです。弟として、復帰され

の人が怨讐になり、長子の立場で天の側であ

た弟の立場に立てて、皇族扱いすることによ

るアベルを殺してきましたが、殺してしまう

って、サタンが讒訴する道がなくなるのです。

ことができないというのです。
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知ってみるとお兄さんだったというのです。

人々が呼ぶ場なので、神様を中心とした一つ

お兄さんの立場から弟の立場から入れ替わっ

の家庭であって、二つの家庭になることがで

ただけであって、兄弟です。ですからこのよ

きないというのです。創造理想である天宙大

うな群れを、世界の人々を、皇族として扱う

家族を形成し、私たちは世界が一つの家族で

のです。統一教会がアベル的皇族なら、サタ

す。

ン世界はカイン的皇族です。この統一教会の
教会員たちはカイン的皇族を一つにしなけれ

「天宙大家族を形成し、自由と平和と（統

ば、天国に入れないということです。父母様

一と）幸福の世界を完成することをお誓い致

と一つになって、これをしなければなりませ

します」、自由というのは、個人の自由では

ん。ここには反対がなく、順理的にみな従っ

なく、全世界の大家庭にいる人々の自由であ

ていくようになっています。

り、大家庭の平和であり、大家庭の幸福です。
全人類がみな幸福だということです。

④私たちの家庭は真の愛を中心として、
神様の創造理想である天宙大家族を形成し、

その次に四番目は何ですか。神様の真の愛

自由と平和と統一と幸福の世界を完成

を中心として何ですか。「創造理想である天
宙大家族理想を形成し、自由と平和と（統一

することをお誓い致します。

と）幸福……」このような基盤があって、神
四番目は、「私たちの家庭は真の家庭を中

様が願う創造理想は大家族です。カイン・ア

心として、神様の創造理想である天宙大家族

ベルの世界が大家族です。本然の理想を、初

を形成し、自由と平和と（統一と：はあとか

めて四大心情圏と三大王権をすべて成したそ

ら加えられたので、この時のみ言にはない）

の場に大家族理想を完成するのです。そのよ

幸福の世界を完成する」です。「私たちの家

うな立場に立つことによって、自由と平和と

庭は真の愛を中心として」これは同じです。

（統一と）幸福の世界を完成することをお誓

「神様の創造理想である天宙大家族を」どん

い致します。これがこのように順理的になっ

なに大きな家族でも一つの家庭です。霊界に

ています。

行けば、一家庭だというのです。「形成し、
⑤私たちの家庭は真の愛を中心として、

自由と平和と（統一と）幸福の世界を完成す
る」です。そこに形成することによって、天

毎日、主体的天上世界と対象的地上世界の統
一に向かい、前進的発展を促進化する

宙的な自由、天宙的な平和、（天宙的な統
一、）天宙的な幸福が宿る世界を完成すると

ことをお誓い致します。

いう意味です。
五番目は、「私たちの家庭は真の愛を中心
「私たちの家庭は真の愛を中心として、神

として、毎日、主体的天上世界と対象的地上

様の創造理想である天宙大家族を形成し」、

世界の統一に向かい、前進的発展を促進化す

神様の理想は世界がみな一つの家庭です。一

る」です。前進的発展は、毎日のように発展

家です。四大心情圏と三大王権を完成した

することです。ストップしないのです。スト
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ップすればすべて地獄と連結されるのです。

のと同じです。体は世界を代表し、心は霊界

前進的発展をしなければなりません。前進的

を代表するのです。心はプラスのようなもの

発展を促進化するというのです。

で、体はマイナスのようなものです。ですか

私たちの信仰生活は毎日、天と霊界に関心
があります。今まで統一教会の教会員たちが

ら主体的心の世界が分からない生活をしたな
らば地獄に行くようになるのです。

霊界を中心として毎日の生活をしなければな

体が心を打つのと同じように、心を否定し

らないのに、そのようにできないのが問題で

てきましたが、これを反対にしなければなり

す。考えてみてください。この世に関して先

ません。それで「毎日、主体的天上世界と対

に考え、霊界に対する考えは後回しです。そ

象的地上世界の統一」、主体世界と対象世界

の反対にならなければなりません。私たちの

が統一されなければならないのです。「統一

家庭は真の愛を中心として、毎日、主体的天

に向かって前進的発展」、前進していく発展

上世界と対象的地上世界の統一に向かって、

です。「前進的発展を促進化することをお誓

一つにならなければなりません。ストップす

い致します」、促進化、早く、早く、早くす

るのではなく、前進的発展をしなければなり

るようにするのです。
停止してはいけません。停止すれば、もう

ません。
生きているものは発展するし、死んでいる

落ちるのです。地獄と通じ、死亡と通じるの

ものはストップするのです。また促進化する

です。停止は下がっていって地獄と通じ、死

というのです。止まるものは地獄と連結され、

亡と通じるのです。停止は下がっていって地

成長は繁栄と連結されるのです。天国に連結

獄と通じ、促進は発展と通じるのです。促進、

されるというのです。私たちに止まるという

急ぐのです。寝てばかりいて、怠けて食べ、

ことは必要ありません。皆さん、統一教会に

楽しみ、そんなものは歴史にないというので

入るときは喜んだのに、今まで十年、二十年

す。忙しいというのです。人生は短いのです。

たってみるとどうですか。ストップは下がっ

宇宙が大きいですが、焦点は一点と同じよう

ていくのです。ストップは地獄に連結され、

に、焦点が一周回れば、これも一周回らなけ

成長は天国に連結されます。ストップはサタ

ればならないというのです。同じように回ら

ンが一番願うことです。

なければなりません。ですから焦点を合わせ

ですから毎日、一つずつプラスしなければ

なければならないというのです。

なりません。重要な言葉です。これまでこの

それで「私たちの家庭は真の愛を中心とし

世ではみなお金を集めようと必死ですが、私

て、毎日、主体的天上世界と対象的地上世界

たちは一人の生命を救うために必死にならな

の統一に向かって前進的発展を促進化するこ

ければならないのです。

とをお誓い致します」です。休まずに走れと
いうのです。先生のようにです。寝もせずに

私たちの家庭は毎日、主体的天上世界、主

走れ走れ、というのです。そうして私が考え

体的な大きな天上世界があるということを知

たその世界と関係を結ぶのであって、考えも

らなければなりません。どこがプラスかと言

しない世界に関係をどうやって結びますか。

えば、霊界がプラスです。心がプラスである

そうしてこそ統一されるというのです。一緒
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に考えてあげなければなりません。相対的に
考えてあげなければならないのです。

六番目は、「私たちは真の愛を中心として
……」真の愛を知っているでしょう。いつも
考えなければなりません。「神様と真の御父

家庭盟誓の五番は、「私たちの家庭は真の

母様の代身家庭として……」神様の家庭と真

愛を中心として、毎日、主体的天上世界と対

の父母の代身家庭です、皆さんが天運を動か

象的地上世界の統一に向かい、前進的発展を

す家庭となって、神様と真の父母の代身家庭

促進化することをお誓い致します」。これは

は天運を動かす家庭です。

世界がみな同じ家庭だということです。天地

「天の祝福を周辺に連結させる家庭を完成す

にすべて主体的天の国の相対的立場で一つに

ることをお誓い致します」。天のみが祝福を

ならなければなりません。一つになるだけで

受けて、いい暮らしをしようというのではあ

なく、地上に地上地獄分野、サタン圏が残っ

りません。結局は王族となって、全体の人々

ているので、早く促進化させなければなりま

を国民につくらなければならないということ

せん。一日が忙しいのです。

です。真の愛を中心として、神様と真の父母
の代身家庭として、天運を動かす家庭となり、

⑥私たちの家庭は真の愛を中心として、
神様と真の御父母様の代身家庭として、天運

神様と真の父母の代身家庭は天運を動かすと
いうのです。
「天の祝福を周辺に連結させる家庭を完成

を
動かす家庭となり、天の祝福を周辺に

することをお誓い致します」。天のすべての

連結させる家庭を完成することをお誓い致し

祝福を万民の前に平等に分けてあげる家庭的

ます。

福の基になろうというのです。神様と真の父
母の家庭は、一つの家庭です。一つの家庭で

六番目は、「私たちの家庭は真の愛を中心

すが、祝福家庭たちが多いので、全世界に広

として、神様と真の御父母様の代身家庭とし

がって、神様の家庭と真の父母の家庭の代身

て、天運を動かす家庭となり、天の祝福を周

として福を受ける基となって、分けてあげる

辺に連結させる家庭を完成する」です。自分

家庭にならなければならないということです。

だけいい暮らしをしようとしてはいけないと
いうのです。「私たちの家庭は真の愛を中心

天運を動かすのが六番でしょう。「真の愛

として神様と真の御父母様の代身家庭とし

を中心として真の御父母様の代身家庭として、

て」、ですから天運が神様と真の御父母様と

天運を動かす家庭」になるのです。真の御父

共にあるのです。天道を動かす、天運を動か

母様が受難を受けたすべてのことが、自分が

す家庭となって、天の祝福を周辺に連結させ

いい暮らしをするためのものではありません。

る家庭を完成するというのです。その言葉は、

全人類を自分が解放し、天運を分かち、天運

どこに行っても私たち祝福家庭たちは全体に

を移してあげるためのものです。真の父母に

福を分けてあげることのできる中心家庭にな

ついてくる天運を、ただそのまま渡してあげ

るということです。

なければなりません。福の基になれというこ
とです。分かりますか。
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どんなに促進化され、一つになっていても、

本然の血統と連結された」本然の血統です。

その人が地上に来て、自分なりの福だけを受

血統が重要です。血統が変わってはならない

けて行ってはならないのです。地上に功績を

し、汚してはいけないのです。心情文化世界

立てて、すべての人が満足して、大きな天運

の形成を完成するというのです。心情文化と

の恵沢を受けられるものを渡してあげてから、

いうものは、すべての生活において、真の愛

行かなければなりません。

によって為に生きる思想が入っていなければ

先生が今まで幸福と自由の環境で、天下を

ならないのです。心情文化世界と言うときは、

動かすことができ、福を受けることのできる

全体を代表した一つの囲いを言うのです。心

このような環境で、父母のみ旨を立てるため

情圏の氏族（宗族）を言うのです。

に、反対の道をすべて経て、万民にまで天運
をつないであげるためにやってきたので、真

心情文化世界が何か分かりますか。神様の

の父母の家庭の代表者として、皆さんも天運

心の世界も、天上世界も、地上世界も、真の

を分配してあげる家庭になってこそ、真の父

父母の心の世界も、一つだというのです。そ

母のあとに従って、天の国で呼吸を共にし、

れで「心情文化世界の形成を完成することを

面と向かって暮らすことのできる面目が立ち

お誓い致します」、これが私たちの理想です。

得るということを言うのです。

文化が二つではありません。堕落した世界は
文化が複雑多端なのです。それを通してこそ

その次は、「私たちの家庭は真の愛を中心

個人天国、家庭天国、氏族天国、国家天国、

として、神様と真の御父母様の代身家庭とし

天上天国、永遠の世界の天国へと連結される

て、天運を動かす家庭となり、天の祝福を周

のです。その心情でなくては、個人、家庭、

辺に連結させる家庭を完成することをお誓い

氏族を連結することができません。心情文化

致します」。福の基になれというのです。そ

世界でなければ、個人から天宙まで連結する

うしてこそ天と地の一つとなったすべてのも

ことができないのです。

のを備えて、その場を中心として、神様が下
さった福の基になるのです。分かりますか。

私たちの世界は心情文化世界です。神様の
ただ一つの愛を中心とした統一家族、一家族

福のセンタ・になれというのです。

です。高いもの低いものがなく、五色人種が
⑦私たちの家庭は真の愛を中心として、

一つの家族生活をしなければなりません。将

本然の血統と連結された為に生きる生活を通

来、そのような時が来ます。全世界が動員し

して、心情文化世界を完成することを

て平均的な生活を定めよう。世界の公義がそ
のようになったらどのように定めるのか。ど

お誓い致します。

の国を中心として定めるのか。このように言
七番目は、「私たちの家庭は真の愛を中心

うときは、北韓があのように貧しければ、貧

として、本然の血統と連結された為に生きる

しい北韓を中心として基準にするのです。ア

生活を通して、心情文化世界を完成する」で

フリカではありません。アダム国家ならアダ

す。「私たちの家庭は真の愛を中心として、

ム国家、日本の国ではありません。アダム国
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お誓い致します。

家を中心として一番貧しい人を基準にするの
です。

八節は何ですか。「私たちの家庭は真の愛
心情文化世界は本然的神様の文化世界であ

を中心として、成約時代を迎え、絶対信仰、

り、堕落していない完成したアダム文化世界

絶対愛、絶対服従によって、神人愛一体理想

です。文化が二つではありません。一つしか

を成し、地上天国と天上天国の解放圏を完成

ありません。言語も一つであり、風習も一つ

することをお誓い致します」。それが何かと

であり、伝統も一つしかない、このような統

言えば、エデンの園の神様が創造するその当

一の世界になることでしょう。そこにおいて

時の内容です。

のみ神様が個人にも共に住み、家庭にも共に

成約時代を中心として絶対信仰、絶対愛、

住むということを知らなければなりません。

絶対何ですか。絶対服従によって地上天国と
天上天国が神人愛一体圏となって、神様のよ

その次には、「私たちの家庭は真の愛を中

うな息子、娘のすべての権限も自由奔放の世

心として、本然の血統と連結された心情文化

界どこでも通じることのできる、活動するこ

世界を完成することをお誓い致します」。心

とのできる能力者になってこそ、初めて神様

情世界です。真の愛が表面化された世界です。

を解放させることができるのです。地上天国

どの町に行っても、道の要所で夫婦がお客さ

と天上天国の解放圏です。

んを迎えるために待ちわびる世界にならなけ
神様が創造するとき、神様自体が絶対信仰、

ればなりません。
ごちそうを作ったなら、それを世界の兄弟

絶対愛、絶対服従する位置にいたので、その

の前に分けてあげるために、道に出て待ち、

相対的家庭を成すことができずに、みなすべ

迎えて入るのです。自分の兄弟のように自分

て地獄に落ちたのです。真の父母の勝利圏に

の家に世界の家庭を迎えて、多くのものを食

よって一つになったすべての基盤において、

べさせ、たくさん奉仕する時代に入っていく

絶対信仰、絶対愛、絶対服従することによっ

のです。こうして心情を表面化させて、世界

てアダム家庭で失ったものを世界的に越えて

化させる時代になることによって、統一の心

いくこの時であるがゆえに、統一教会は真の

情文化世界、単一文化世界、統一文化世界が

父母を中心として、絶対信仰、絶対愛、絶対

来るのです。戦争がなく、紛争のない一つの

服従をしなければなりません。真の父母は神

世界、地上天国と天上天国世界になるのです。

様の前に絶対信仰、絶対愛、絶対服従の伝統

心情文化世界になれば、終了だというのです。

を受け継いできたので、それを伝授されなけ
ればなりません。分かるでしょう。天の祝福

⑧私たちの家庭は真の愛を中心として、

が共にあることでしょう。

成約時代を迎え、絶対信仰、絶対愛、絶対服
従によって、神人愛一体理想を成し、

宿命的課題と運命的課題であるすべての父

地上天国と天上天国の解放圏を完成すること

子の関係の因縁が一つにならなければなりま

を

せんが、何を中心として一つになるのでしょ
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うか。骨髄から、赤ちゃんの種から、真の愛

度、すべてのものがアダム国家の理念制度に

を中心として一つにならなければなりません。

ならなければならなかったのです。このよう

それで生まれて今、心と体が大きくなって、

な主義は「神主義」です。神様の心によって

世の中をすべて抱いて、父も抱いて母と一つ

神様と一つにならなければならないので「神

になるのです。

主義」と言うのです。

父母様が言うそこには、絶対信仰、絶対愛、
絶対服従、おじいさんが言う時は、孫も絶対

家庭を中心として見るとき、堕落していな

信仰、絶対愛、絶対服従。お父さんも絶対信

いアダムとエバの家庭が、アダムとエバ二人

仰、絶対愛、絶対服従、同じです。永遠に伝

だけの家庭でしょうか、宇宙を代表した家庭

統的に相続されていくというのです。宿命的

でしょうか。その次に、神様においてその国

提案解怨！ こうしてこそ第八盟誓において

は、誰の国でしょうか。神様の国ですか。ア

の成約時代を迎えて、絶対信仰、絶対愛、絶

ダム、エバの国ですか。神様との共同目的を

対服従によって、神人愛一体、神様と人間が

もった、神様を中心としたアダムとエバの国

一体、愛によって一体になるのです。一体を

です。そして、その国が拡大されたのが世界

成して、その次には、そこから地上天上天国

ですが、その世界もやはり神様を中心とした

の解放圏です。

世界です。それを知らなければなりません。

私たちはどこに行くのでしょうか。天国で

第三章 国家、世界観
一

人類が追求してきた一つの国家、世界

一) アダム主義、アダム国家、アダムの世界

すが、家庭的天国から、氏族的天国、世界的
天国、宇宙的天国に行くというのです。そこ
まで行かなければならないのです。地上での

本来、人間始祖アダムとエバが堕落しなか

世界を自分の国と思い、万民を自分の兄弟と

ったならば、どのようになっていたでしょう

思い、世界を中心としてこのように伝統を受

か。アダム家庭でのアダムは、族長になるの

け継いだ人は、間違いなく天国に一番近いと

です。族長になると同時に民族長になるので

ころに行くのです。これは理論的です。

す。また国家の代表者となり、アダム王とな
るのです。それゆえ、この世界はアダム主義

皆さんが天国に行くとき、「うちのお父さ

で一つに統一されるのです。つまらなくみっ

ん、お母さん、息子、娘を連れていく」と、

ともない主義たちは、ほうり出さなければな

こんな考えをしないでください。「国を連れ

らないのです。くだらない主義が現れて世界

ていく」と言わなければなりません。国を捨

を攪乱させているので、私たちはこのような

てて自分の家庭を中心として、「ああ！ 私

主義を根こそぎ全部引っこ抜いてしまわなけ

の息子、娘よ……」ではないのです。国を連

ればならないのです。

れて入らなければなりません。国の中に民族

主義もアダム主義、言語もアダム言語、文

がすべて入っていて、自分の息子、娘もすべ

化もアダム文化、伝統もアダムの伝統、生活

て入っているのです。先生で言えば、先生の

方式もアダムの生活方式、制度もアダムの制

考えでは「世界を連れて天国に行かなければ
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ならない」と、このように今まで御飯を食べ、

庭も協助し、氏族も民族も世界もみな協助す

行動し、生きてきたのです。このように生き

ることでしょう。そうして個人を統一するこ

てきたので、この天上世界の中心位置に行く

とができ、家庭、氏族、民族、国家、世界を

のです。正にこれが神様の考えです。真の父

統一することができるのです。

母の考えであり、真の子女の考えではないで
人は誰でも自分の国で生きるべきです。そ

しょうか。

れは人間に賦与された絶対的な条件です。一
神様が創造した世界には国境があり得ませ

人も漏れなくその国とその義のために希望に

ん。黒人、白人の人種問題が問題になりませ

満ちた義の生活をしなければなりません。思

ん。善悪の闘争もそこには必要ないはずです。

いによって理想郷を描き、生活によって義の

このような観点から見たとき、私たちが住ん

法度を立てながら、その国とその義のために

でいる世界には各国ごとに国境があります。

生きよというのです。

黒人、白人の人種問題だけではなく、家庭に
おいても夫と妻、父母と子女間にすべて分裂

普通、世界主義と言えば、民族と国家を無

が起こっています。善なる人と悪なる人が闘

視して全世界を一つの国家、全人類を同胞と

っているのです。このような現情勢を見たと

見るという意味で終わりますが、統一教会で

き、再臨主は国境がない国をつくり、人種問

叫ぶ世界主義は、家庭からその壁を超越する

題を超越して世界を一つにつくらなければな

のです。父母であられるお一人の神様と、血

りません。分裂した家庭を全部統一しなけれ

肉の本当の兄弟と変わりない同じ兄弟たちで

ばならず、善悪が闘っているこの世界に平和

ある全人類が、一つの世界を成すという世界

の王国をつくらなければなりません。

主義です。これは、どれほど素晴らしい世界
主義でしょうか。

神様が確実にいることさえ分かれば、神様
のみ旨についていかざるを得ません。神様の

天国とはどのようなものでしょうか。地上

み旨とは何でしょうか。この世界人類を御自

天国とはどのようなものでしょうか。私たち

身が愛される民につくり、この地球星を御自

統一教会の食口のような人が、全世界に住む

身が愛される国土につくり、この国土と民を

のです。それが地上天国です。この地上のす

合わせて一つの主権国家をつくろうというの

べての人たちが統一教会の食口のように住め

が理想世界です。

ば、それが地上天国です。その世界とは、神
様と共にある世界です。誰かが「神様はいな

皆さんにはそのような国がありますか。な

い」と言うこともなく、神様に対して疑いま

いので、その国を求めて成さなければならな

せん。神様を私たちの父として、すべてが一

いのではありませんか。その国はどんな国で

つになった世界です。その次にサタンの誘惑

しょうか。理想の国、統一の国なのです。万

……。サタンがいないのです。神様が主管す

民が行くことのできる国なのです。この国を

る世界、それが地上天国です。神様が私たち

成すのには例外があり得ません。ここには家

と暮らすのです。
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これからこの世界問題を解決して、人類の

らを高めることができるところであり、自分

道徳問題をすべて解消させるためには、堕落

の価値を一〇〇パーセント認定してくれると

論がなくてはならないのです。堕落論なくし

ころだというのです。すなわち、永遠に幸福

ては人間の問題が是正されないのです。これ

なところです。ですから人間は、天国を慕い

は、サタンが天を裏切って歴史を引っ張って

あこがれるのです。

きた最後の絶望的終末現象だというのです。
これは人類を破綻、滅亡させるための戦略で

もし地上の国家を復帰することを自分の生

す。これを解消しなければ歴史が解かれない

涯に果たせなかった場合、皆さんは霊界に行

のです。歴史が解かれなければ歴史を清算す

っても天国に属した人としての価値をもつこ

ることができないのです。これに対する代案

とができません。地上で神様の主管圏内で統

を中心として、神様の創造と理想の代案を中

治された実績をもって、霊界に行かなければ

心として、私たちは神主義に帰ろう、真の愛

なりません。それは本来の創造基準なのです。

主義に帰ろうというのです。それは自分自身
のためではなく、為他的なのです。愛の相対

私は今、世の中にうらやましいものがあり

を創造しなければならないというのです。そ

ません。この世的に見てもうらやましいもの

のような内容でなければ収拾する道がありま

がありません。この世的なものには考えがい

せん。

きません。何、お金の端切れ、土地の端切れ、
家の端切れ、そんなものには関心がないので

結婚をなぜするのでしょうか。神様の愛を

す。「部屋一部屋でも何でも、死ぬとしても

中心として、神様に侍り、男性、女性を統一

私の国で死ななければならない。神様が保護

するためです。天下の起源、平和の起源はこ

することができるその国で死ななければなら

こから始まるのです。真の愛の本質は父と母

ないのではないか。私がそのように生きてい

のために生き、母が父のために生き、兄が弟

くことができなければ、その生涯は悲惨な生

のために生き、このように「ため」に生きる

涯ではないのか。だから死ぬ前に一日でもそ

ことです。「ため」に生きる愛によって、も

の国を求めていかなければならない」と、こ

つれてしまったそこに永遠な神様の愛が臨在

れが先生の一生の願いです。その日のために

することにより、その家庭は永遠無窮の永生

は、数千日の犠牲を投入しようという心で前

的家庭になるのです。これを統一思想と言い

進しているのです。皆さんは休んでも、私は

ます。

前進しているのです。皆さんができなければ、
外国人を動かしてでもやらなければならない

二) その国は私たちすべての願い

し、大韓民国ができなければ、外国を通して
包囲作戦をしても行かなければなりません。

私たちは、神様の国を慕い仰ぎます。そこ
は、愛があるところだからです。一時的な愛

私たちの信仰の目標は、神様の国の民にな

ではなく、時間を超越した永遠なる愛が存続

ることです。その国の民になれなければ、そ

することができるところです。また、自分自

の子女として自由自在に万民、あるいは万物
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世界に誇り、愛される道は現れません。国が

たすべての哀魂は、ある一時にそのような国、

ない者は常に攻撃されるのです。かわいそう

そのような世界を成してくれることを願うの

な立場に立つようになります。あきれるほど

ではないでしょうか。

やられる場合がいくらでもあるのです。です
から神様が願う国がどこにあるのか、神様が

神様が愛する息子、娘を地上に送り、絶対

足場とする国がどこにあるのか、これが問題

的な天の国家を建てるためのことを進めてき

です。

ましたが、現時点で一つの国家を復帰し得る
基盤をつくることができませんでした。何度

私たちがこの国、この民族のために血と汗

も失敗したのでこの地上に天の人を送り、そ

を流すのは結局、永遠なる天の国を成すため、

れを経営させて推進させ、成就させるために

千秋万代の後孫たちがとこしえに褒めたたえ

努力してきたのが、今までの天の役事だった

ることができる福地を成すためです。

のです。

その国は、神様を中心として直系の子女が

主権のない国の国民はかわいそうなのです。

天命を奉じ、神様に代わる命令をもってその

それでイエスが案じて「何を食べようか、何

王権によって治め、そのような国であること

を飲もうか、あるいは何を着ようかと言って

は間違いありません。そこには、民主主義や

思いわずらうな。これらのものはみな、異邦

共産主義があり得ないというのです。一度形

人が切に求めているものである。あなたがた

成されれば、永遠な国家体制として残るとい

の天の父は、これらのものが、ことごとくあ

うのです。そのようなことを考えるとき、私

なたがたに必要であることをご存じである。

自身がそのような国の民になれなかったとい

まず神の国と神の義とを求めなさい。そうす

う事実が怨痛なことではないかというのです。

れば、これらのものは、すべて添えて与えら

私自身がそのような国で暮らせないことを嘆

れるであろう」（マタイ六・三一～三三）と

かなければなりません。そのような一つの私

言われました。先に息子を求めよと言われま

を備えることができないことを嘆かなければ

したか、国を求めよと言われましたか。神様

なりません。そのような一つの不変の主権を

が望んでいる国を求めよと言われたのです。

もつことができなかったことを、私たちは嘆
イエス様も楽園に行って待っているのです。

かなければなりません。

天の玉座の前に行けなかったということを知
主権と国と国土を建てるために、人類は主

らなければなりません。イエス様は神様の前

権国家を建ててきました。その中で数多くの

に国の主権を建てて国を治め、地上から天国

人が死に、数多くの民が犠牲になり、数多く

まで直通し得る権限をもった国をつくれなか

の国が滅び、数多くの主権が交代してきた事

ったので、神様の前に立つことができないの

実を知らなければなりません。そのように犠

です。ですから楽園は、天国へ行く待合室で

牲になった数多くの人、天の側にいる人たち、

す。また、天国へは一人では行けないのです。

あるいはそのようなみ旨のために犠牲になっ

天国へは本来堕落していないアダムとエバ、
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家庭単位で行かなければならないのです。息

くってこられたのです。もし皆さんが昔のイ

子、娘と共に行かなければなりません。そう

エス時代のイスラエルに生まれていたならば、

でなければ行けないのです。

皆さんの首は既に落ちて久しいはずです。先
生のような人は既に、この世の中には痕跡も

今まで宗教人たちは、生き残ることのでき

なくなっていたことでしょう。国家的に不義

ないようなことをしたのでしょうか。宗教に

のサタンの代役者がいるかと思えば、現在の

協助してくれる家庭もなく、社会もなく、国

世界的な不義の代弁者である共産主義が宗教

もなかったからです。国がない民なのです。

を抹殺するための最後の背水の陣を敷いてい

国があったならば、氏族が反対する立場に立

るというこの厳然たる事実を、私たちははっ

ったとしてもその国圏内に生き残る道があっ

きり知らなければなりません。私たち統一教

たのですが、今まで宗教を信じた人たちはど

会員たち、国がありますか。ですから賤しい

こに行っても迫害され、どこに行っても血を

者ではないですか。行く所がない賤民扱いを

流す祭物の道を歩んできたのは何のためでし

受けたのではないですか。その誰よりも悔し

ょうか。国がなかったからです。主権者がい

いことを忘れてはならないのです。

て国があったならば、「やあ、お前たち、こ
れが正しいのだ」と言えば、「はい」と言う

国がなければ、いくら良い幸福な家庭であ

のに、国がないので……。国がない民なので

っても、馬賊が出てきて首を切られることが

す。

あり得るのです。ですから国を求めなければ
なりません。これを宗教人たちは知らないで

今日、この地上に霊的救いを完成した世界

いるのです。宗教人たちは全く知りません。

圏、キリスト教文化圏の世界が民主主義世界

善なる国を求めなければなりません。これが

です。ところが神様が選定したイスラエル民

宗教の目的です。

族が選民思想を受け継いできたのと同じよう
に、その選民を定め、間違いなくお前の国に

その国を探すことができる代表的な一人の

メシヤを送ってあげようとイスラエル民族に

個人はどこにいるのでしょうか。この地上に

対してきたのに、その約束と共にあるべきキ

はいません。それで宗教を通してそのような

リスト教国家が世界にはないのです。皆さん、

代表的な一人の方に仕えようとする思想が、

これを知らなければなりません。ですから地

再臨思想です。この再臨思想を中心として新

を失い、国もなく空中に名前だけもったその

しい個人が現れるのです。新しい家庭、新し

国を追求して、東から追われれば西に逃れ、

い氏族、新しい民族、新しい国家、新しい世

北から追われれば南に逃れ、彷徨しながら、

界の形成が起こるのです。それで再臨思想は、

死の道を避けながら世界的な発展をしてきた

他の思想とは根本的に次元が違うのです。
それでその代表的な人は、死亡の世界から

のがキリスト教文化圏の世界です。

腐った死体を取り除き、そこに根を下ろし、
統一教会員たちも国がないのです。今の民

それを肥やしにして大きくならなければなり

主主義の世界も、神様が六千年間苦労してつ

ません。ここで良いというものを肥やしにす
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ることのできる力をもった、新しい主体的な
人格を備えてこられる人です。サタン世界で

完成した人はどのようでなければならない

良いというものを自分の生命体として復活の

のかというと、天と共に世界的な一つの国民

権限を誓うことのできる息子ならば息子、民

にならなければなりません。皆さんはどの国

ならば民が備えなければならない人格を見る

の人でしょうか。皆さんにはアメリカ人、ド

とき、この死亡の世界、腐った死体のように

イツ人、韓国人といろいろいますが、私の国

なったものを肥やしにして大きくなることの

はどこにあるのでしょうか。この地球です。

できる主体力をもった人格者でなければなり

この地球が私の国です。私の故郷とはどこで

ません。言い換えれば、死亡の世界に支配さ

しょうか。この地球が私の故郷です。私は国

れる人ではありません。

境のようなものは知りません。黒人、白人の
ようなものも知りません。すべて神様の子供

人類を救うために来られる方が再臨主です。

です。

天は基準さえ立てられれば打ちます。攻勢を
取ります。だからと言ってスターリンのよう

原理は、永遠の歴史を通じても変わらない

に首を切って殺すのではなく、一度に降伏さ

真理です。これは、どんな偉人の権勢や国家

せるのです。一番目は理念、二番目は民、三

権力でも変えることができず、世界も神様も

番目は主権、四番目は領土でサタンを降伏さ

変えることができないものです。過去、現在、

せなければならないのです。人は誰でも、お

未来にわたって変わらない真理だとすれば、

金と権勢と友達と理想が共にあることを願い

これは人間が本来願う理想的な価値をもって

ますが、その四つは正にこれを代表したもの

いるものに違いありません。この原理によっ

なのです。

て復活した人たちが国家を超越し、世界を超
越して一つになれば、すべてが兄弟なのです。

二

そこには白人もなく黒人もなく黄色人もあり

理想社会、国家、世界の構造

ません。考えてみてください。黒人だと言っ

一) 人類大家族社会

ても、皮膚の色が違うだけで、すべてが同じ
私たちが住みたいところは天の国、天国で

です。骨も同じ、肉も同じ、血も同じ、心も

暮らしたいというのが合っています。天の国

同じです。皮膚の色だけが少し違うのです。

に境界線がありますか。ありません。天の国

これは気候と環境によって異なったことなの

で使う言葉は二つですか。違います。人種の

で、仕方がないことです。

差がありますか。ありません。それでは天の
国とは何なのでしょうか。人はみな神様の懐

松の木を見てください。極寒地帯から温帯

から生まれたので、人類はみな兄弟です。神

圏に行くにつれ、種類が少しずつ異なります。

様を中心として見れば神様の息子、娘なので、

松の木が立っている地域環境によってだんだ

すべてが兄弟であり、地上天国を中心として

ん異なり、またそれが出発した基準と歴史を

見れば民となります。地上天国の国民だとい

通して種類が異なるのです。また、熊を見て

うのです。民だというのです。

ください。北極の熊は白熊です。白色でなけ
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れば駄目なのです。それは環境のためなので

情がわき出すようにしなければ、世界人の統

す。保護色が白色だからです。白色人種は何

一は不可能であり、万代の糾合は不可能です。

かと言えば、北極の白熊と同じようなもので
あり、黒色人種は、暑い温帯地方の黒熊と同

全世界の人種が一つになる一番の近道は、

じようなものなのです。ただその違いだけで

国際結婚しかありません。二つの全く異なる

す。ところで黒熊と白熊がお互いに「お前は

文化圏と環境から選ばれた男女が、神様の愛

白熊だから」、「お前は黒熊だから」と言い

によって仲良く一つにならなければなりませ

ながら共にいることができないと言うことが

ん。これが完全な調和と統一なのです。この

できるでしょうか。

ように理想を実現するのが私たちです。偉大
なことを成就させるために私たちは、巨大な

すべてが一つにならなければなりません。

愛の力を求めなければなりません。ただ、最

統一教会は結婚式を国際的に行います。西洋

高の愛の力によってのみ、そのような力を発

人と東洋人が結婚をします。白人と黒人が結

揮するのです。社会の動きと環境によって翻

婚をすることもあります。人種を超越し愛し

弄されるような愛ではありません。最高の愛

合う姿、それは歴史にもない美しさです。そ

だけが国境を越え、人種の境界を越え、文化

のようにならないところに問題があるのであ

の境界を越え、知識の境界を越えるのです。

って、それは一番美しいのです。このような
主張を訴える世界的な思想がなければ、人類

これからどのように世界を一つに統一する

は滅亡してしまいます。神様を中心として見

のか、また、心情交流の土台をどのように築

れば人間はみな兄弟です。神様の前ではすべ

くのか、これが問題です。それで先生は、こ

てが一つになれないわけがありません。アメ

れから独身の男女を国際結婚させようと思い

リカの建国精神は「神様のもとの一つの国家

ます。これは神様が願われることです。韓国

（one nation under God）」です。これは素晴

の枠の中だけで身をかがめて座っている、そ

らしい精神です。また、現在そのようになり

のような人を神様は願われません。神様は、

つつあるのです。

御自身の理念圏内ですべてのことが成される
ことを願われます。共産主義の女性たちは、

万民はその生きていく環境が違うだけで、

労働者と結婚することが最高の希望です。し

人間という点で白人も黒人も同じです。もし

かし統一教会の娘たちは、それ以上にならな

ある人が黒人の女性と結婚して暮らしながら

ければなりません。

黒人の子供を生んで、そうして再び白人女性
と結婚して白人の子供を生んだとすれば、そ

さてこれからは、自分の家庭が異国の民族

の人は白人の父にもなり、黒人の父ともなる

と一つになることができる血統をどのくらい

のです。すなわち、彼らの父は一人の父だと

もっているかということが、霊界に行って誇

いうのです。どんなことがあっても世界人類

れる内容になります。ですからこれから皆さ

が一人の父によって生まれた兄弟だという心

んの息子、娘が結婚するときには、国際結婚
をたくさんしなければならないのです。これ
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から統一教会の独身男女はみな、国際結婚を

に行っています。天国へ行く待合室にいらっ

しなければなりません。男性も女性も生まれ

しゃるというのです。ですから、これがどれ

たならば、一度はやってみる価値があるので

ほど難しいのかというのです。それでは、神

す。

様は天国で住んでいらっしゃいますか。違う
のです。それでは歴史始まって以来、天国で

神様は公平です。アメリカは神様の祝福に

住む人が誰かいますか。神様が住めず、その

よって物質文明を花咲かせた代表的な国とな

息子が住めないのに、誰が天国に行って住め

りました。ですから外的な基準から内的な基

るのかというのです。天国へ行って住んだ人

準に急に変わることは難しいのです。反面、

はいるのでしょうか。いないのです。ですか

東洋では物質的面よりは精神的面を重要視し

ら一番難しい道なのです。一番難しい道。

ます。西洋は外的には祝福されましたが、内
的基準においては不足です。反面、東洋は内

二) 共生・共栄・共義の社会

的には祝福されましたが外的基準においては
不足です。神様は、これほど公平な方です。

神様が一番好きなものは愛の文化です。神
様がお金や権力、知識などを必要としますか。

宗教を中心に精神面を重要視すれば、物質

いい家を設計して建てるためには、れんがも

的な条件を退けてしまいます。東洋は精神文

必要だし、ドアも必要だし、多くの材料が必

化を重要視して、すべての外的基準を拒絶し

要ですが、その中で一番重要なものは、その

てしまいました。それを西洋人たちが拾い集

家を完成させる総合的な完成美を備えること

めました。アメリカをはじめとして西洋の多

です。人間に対して神様が願われる一番の願

くの国が外的に素晴らしくなったのは、東洋

いは、お金が多いこと、学者になることでは

のすべての物質的条件の援助を受けて西洋文

ありません。聖書のみ言どおり「心をつくし、

明を発展させたからです。しかし、それが限

精神をつくし、思いをつくして、主なるあな

界に来ています。そして東洋の精神文明も限

たの神を愛せよ」（マタイ二二・三七）と言

界に直面しています。東洋はだんだん西洋文

われたので、それが第一の戒めです。第二は

明、物質文明を要求するようになりました。

「自分を愛するようにあなたの隣り人を愛せ

西洋はまた、東洋文明、精神文明を要求する

よ」（同二二・三九）と言われました。驚く

ようになり、これらが交差する時点に立って

べきみ言です。

います。まさしく授受作用をしているのです。
コリント人への第一の手紙第十三章の愛の
人間にとって一番難しく大変な道とは、ど

章にも、「信仰と希望と愛」この三つが常に

のような道でしょうか。天国へ行く道です。

あるが、その中で一番は愛だと言いませんで

この道が一番難しいのです。この宇宙の中で

したか。人間はそれを知らなかったのです。

人間に一番難しい道とは、どのような道でし

愛……。あなたの心を尽くし、精神を尽くし、

ょうか。天国へ行く道が一番難しいというの

思いを尽くせというのはどういうことですか。

です。イエス様が天国へ行きましたか。楽園

生命を懸けて愛せよということです。皆さん、
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誰かをそのように完全に愛してみましたか。

てうれしいことなので、一人がうれしがれば

妻たる者が夫を完全に愛し、弟子なる者が師

全体がうれしがるのであり、一人が喜べば全

を完全に愛し、民たる者が国を完全に愛して

体が一緒に喜ぶところがその世界なのです。

みたのかというのです。誰も完全に愛せなか
ったので、モデルをつくらなければなりませ

皆さん、左目と右目の歩調が合っています

ん。工場で鋳型を作って物を大量生産するよ

か、合っていませんか。これは共栄です。す

うに、その鋳型と同じような真の人間のモデ

べてが一つの目的のために生きていくのです。

ルをつくらなければなりません。そうするこ

全部このようになっているのです。鼻の穴も

とによって、そのモデルに倣って真の人間が

二つですが、一方の鼻の穴が詰まればいいで

世界に広く広がっていくのです。

すか、良くないですか。同じように耳も一方
が詰まればいいですか、良くないですか。体

時が来れば、一人で主張する時代はすべて

が不自由でいいですか、よくないですか。足

過ぎ去ってしまいます。「私が一番だ」と言

を切ってしまったり、腕を切ってみてくださ

えない時代です。その時からは共同時代です。

い。気分が悪いはずです。ですから相対的関

すなわち共生共栄共義主義世界だというので

係を備えたすべての存在物は、自ら天地を証

す。だから統一教会で共生だ、共栄だ、共義

明するのです。すなわち人間が自ら証明して

だということを主張するのです。その世界は、

いるというのです。このように心は知ってい

一人で成すのではありません。

ます。人心が天心という言葉も、ここに関係
しているというのです。

共生共栄共義主義の世界は、人類が願って
きた理想天国の世界です。その世界は、絶対

三) 言語も一つ

に一人では成すことができない世界です。で
すからその世界は、一人だけでいる世界では

アメリカの豚も韓国の豚もみな同じように

ありません。「私」と言えば必ず相対がいる

「ブー、ブー」と言い、すずめも「チュン、

のであり、また家庭があるのです。これは観

チュン」と鳴きますが、万物の霊長である人

念だけで終わるのではなく、実際の生活にお

はなぜこのような状態なのですか。豚の子の

いて作用しなければなりません。それが生活

言葉でもなく、牛の子の言葉でもなく……。

舞台において実際に表現することができる世

数十カ国を回ってみても、行く先々で言葉が

界が、すなわち天国の世界です。

違います。御飯をもらって食べるのも大変で
す。おしでも最上のおしになるのです。この

その世界はどのような世界でしょうか。互

ような結果を誰がつくりましたか。それは一

いに嫉視反目しながら、人がうまくいけばお

言で言うと、堕落したからです。言葉も一つ

なかが痛み、人が喜べば死にそうだという、

に統一できず、一つの種類の言葉も使えない

そのような世界ではありません。一人の人が

人間が、どうして万物の霊長でしょうか。ど

良くなるのは、全体を代表して良くなるので

れだけ悔しいことでしょうか。本当にあきれ

あり、一人の人がうれしいのは全体を代表し

て物が言えないのです。
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神様の絶対的な愛を中心に、絶対的な男女

韓国の言葉と文字は、韓国で作られ、韓国

が合わさって絶対的な文化を創建しなければ

で使われています。真の父母という言葉も、

なりません。絶対的な文化創建のために、何

韓国語で初めて名前が付けられたのです。真

よりも統一された一つの言語と文字をもたな

の父母の愛を中心として、神様の真の父母の

ければならないので、韓国の言葉と文字を学

愛と、歴史始まって以来最初に接ぎ木された

ばなければならないと何度も強調してきたの

のです。神様が愛を中心として言葉を話し始

です。文化創造と発展は、言葉と文字によっ

めた最初の出発が、真の父母を中心とした愛

て伝達されるからです。

の基盤の上で、韓国語を通じる以外なかった
というのです。それで真の父母という言葉の

これからは言葉が問題です。先生が今、韓

起源が絶対的なので、韓国語を学ばなければ

国語で話していますから相当……。これから

ならない理由となるのです。またハングルは、

通訳がいなければどうするつもりですか。皆

韓国語を表記することができる文字なので学

さんが私に習わなければなりませんか、私が

ばなければなりません。神様が愛の言葉を言

皆さんから習わなければなりませんか。先生

うことができる最初の場所が韓国だというこ

が話す韓国語を習えば、先生を通してもっと

とも知らなければなりません。

深い内容を学ぶことができ、もっと価値ある
ものをもつことができるからです。これが何

先生が真の父母という言葉を韓国語で初め

よりも貴いので、そのようにしなければなら

て使い始めたので、真の父母という言葉の起

ないという結論が出るのです。

源は韓国語となるのです。真の父母という言
葉は、英語や中国語ではなく韓国語です。そ

真の父母の息子、娘は、その父母が使う言

れで韓国が、統一教会員にとって愛の祖国と

葉ができなければおしです。おしだというの

なるのです。韓国が愛の祖国なので愛の祖国

です。今後そのような方向に世界は流れてい

を求めなければならない私たちは、韓国語と

くのです。この西欧社会にレバレンド・ムー

文字を学ばなければならないのです。皆さん

ンが来て今、かなりの波紋を起こしています。

が韓国人の男性、女性と祝福を受けたがるの

これは近世にない新しい宗教界の脅威であり、

も、神様の話した初愛の言葉の起源が韓国語

新しい問題だということを皆さんは知らなけ

なので、その本郷の近くに行きたいという心

ればなりません。今、事実そうなのです。こ

の発露から始まったと言えるでしょう。

れから原語の勉強には韓国語が入るであろう
ということを知っておくべきです。皆さんが

韓国語には哲学が入っています。天地の理

どんなに英語になったものを読みながら「は

致と調和を備えた背景をもっています。発音

はあ」と言っていても、韓国語の原本がこう

法において、アメリカで言語学博士号を取っ

だと言えば、すべて何度も書き換えるのです。

た有名な人もいます。

ですから、変わらないものが価値があるので
す。同じです。これからは原語を勉強しなけ
ればなりません。

韓国語は、極めて高次元的な宗教言語です。
表現が深く繊細です。それは、どの国もつい
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ていけません。ですから韓国人は頭がいいと

す。アダム主義とは何ですか。神主義です。

いうのです。それは、正確で分析的な言語を

このようになるはずだったのです。これが堕

通して全部キャッチして理解するので、その

落することによって、ばらばらに引き裂かれ

頭の構造が相当に次元が高い位置にあるとい

たというのです。こうしてアダムが破壊させ

うことを知らなければなりません。韓国人が

たものを再び……。穴がぼこぼこと開いてい

技能オリンピック大会でいつも一等になるで

るので、それを直さなければならないのです。

はありませんか。多分、七年間そうだったは

堕落したので穴がぽかんと開いているのです。

ずです。
アダムとエバが堕落しなかったならば、神
統一世界に向かう私たちにおいては、統一

様が何をしてあげようとしたことでしょうか。

語で先生の説教集の朗読を完遂しなければな

神様が祝福によって結婚式を挙げてくださり、

りません。皆さんがこれを原語で読めなけれ

神様が喜ばれる息子、娘を生むようになり、

ばどうしますか。原語でです。オリジナル言

神様が喜ばれる家庭を編成して、これを繁殖

語、英語ではなく、ドイツ語でもないのです。

させ、氏族と民族を編成するようにしようと

ですからこれから皆さんは、説教に対しては

していました。これがさらに広がれば、その

心配する必要がありません。これは先生が一

世界は何主義の世界ですか。神主義の世界で

生の間に説教したものです。

あると同時に、アダム主義の世界です。その

皆さんが霊界に行って問答するとき、「私

世界に理念があるとすればこれはアダム主義

は見ることもできず、読むこともできなかっ

理念であり、そこに宇宙観があるとすればア

た」と言うのですか。初めから英語に翻訳を

ダム主義宇宙観であり、天宙観があるとすれ

させないでしょう。ここに漢字を入れれば本

ばアダム主義天宙観であり、生活観があると

当にいいのです。これを読まないで逝けば大

すればアダム主義生活観だというのです。そ

変なのです。指導者がこれを読まなければ大

して五色人種が入り混ざって、そのようなも

変なことになるのです。後代に各自の家に先

のは問題ないというのです。それは環境によ

生が入っているでしょうか、み言が入ってい

って異なったものなので、数多くの民族の皮

るでしょうか。考えてみてください、どうで

膚の色が違うのは問題ないというのです。そ

すか。先生のみ言が入っているのです。

れでは、どうして数多くの民族の言語が異な
るようになったのでしょうか。人類始祖が堕
落することによって、天は分立させたという

三 人類の中心思想は真の愛主義

のです。

一) アダム主義は父母主義

本来、アダムは私たち人類の始祖であると

主義もアダム主義、言語もアダム言語、文

同時に、家長にもなり、族長にもなり、民族

化もアダム文化、伝統もアダムの伝統、生活

長にもなり、その国の王にもなるというので

方式もアダムの生活方式、制度もアダム制度、

す。この世界は本来、堕落していなかったな

すべてのものがアダム国家の理念制度になら

らば何主義の世界ですか。アダム主義世界で

なければならなかったのです。このような主
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義が、神主義です。神様によって神様と一体

主義化され、サタンと人類は滅亡に向かって

とならなければならないので、神主義だと言

いるのです。これを救うために、神様の真の

うのです。

愛を中心とした統一思想と神主義が必要なの
です。

主権より人権の平等を論議しなければなり
ません。私たちが追求する主義は天宙主義で

神主義は、自分のために尽くせという主義

あり、神主義です。私と神様が合わさった主

ではありません。「ため」に生きようとする

義です。今日、民主主義は神様を離れた主義

投入主義です。「ため」に生きようとする主

であり、共産主義は物質と人間だけを中心と

義です。悪魔は自分のために尽くせという主

した主義です。しかし天宙主義は、人間と神

義ですが、神様は「ため」に生きようとする

様を合わせた主義です。私たちはこの世界を、

主義です。ですから投入して投入して投入す

神様を中心とした主権の世界につくろうとす

るほど、あの永遠の世界の所有権が増えるの

るのです。

です。共産世界では、投入するほど損をする
ので仕事をしません。しかし私たちの世界で

私たちは、心の福地を成すことができる一

は誰が福を多く受けるのかといえば、自分の

つの中心を立て、心情の福地を成すことがで

部落のために寝ることを惜しんで血と汗を流

きる一つの中心を立てて、心情と心と体が通

す人です。神様のように投入する人が、福を

じることができる一つの基準を求めなければ

受けるようになるのです。

なりません。そうして体と心が一つになった
のちには、世界を抱かなければなりません。

神主義とは何主義でしょうか。真の愛主義

ですから今日のこの時代には、世界主義より

です。真の愛主義とはどのように生きること

も大きい天宙主義の理念が現れなければなり

でしょうか。投入してまた投入し、忘れるの

ません。そうして人間がこの地で生活する上

です。このような国民になるならば、大韓民

で、その神主義を中心として体と心が天の心

国がどのようになるでしょうか。考えてみて

情と通じることができる確固とした基準を立

ください。分かりましたか。

てなければ、私たちは幸せに暮らすことはで
父母主義とは何でしょうか。地上でアダム

きないのです。

とエバが完成した真の父母主義です。その次
人間は堕落することによって、その心と体

に、神主義とは何でしょうか。真の父母は横

がサタンの偽りの愛を受け継ぎ、自己第一主

的な父母なので、縦的な父母が必要だという

義による不協和を起こす個人になりました。

のです。ですから縦的な父母主義が神主義で

このような人たちが集まった家庭、社会、国

す。ゆえに頭翼思想という言葉は真の父母主

家、世界は立体的に増幅された 藤と紛争を

義であり、ゴッディズム（Godism：神主

自体矛盾としてもち、相互不信と分裂、闘争

義）とは縦的な神主義です。このようになる

をするようになるのです。サタンの願いであ

のです。横的な真の父母と縦的な神主義の、

る自己中心主義によって民主世界は個人第一

縦横が一つになって、天の生命、地の生命、
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天の愛、地の愛、天の血統、地の血統が連結

神様の理想国家の実現、すなわち祖国光復

されて人間が生まれたので、人間は二重存在

は、どこから実現されるでしょうか。怨讐を

になっているというのです。内的な人と、外

愛する思想をもった個人から出発するのです。

的な人になっています。内的な人は縦的な私

ですから神様がいらっしゃる限り、愛によっ

であり、体的な人は横的な私だというのです。

て国境を壊し、すべての環境と文化的な壁を

実となるのです。

越えて怨讐までも抱こうという運動を提示し
たキリスト教が世界的な宗教にならざるを得
ないのです。豆を植えれば豆が出るし、小豆

二) 父母主義は真の愛主義

を植えれば小豆が出るし、赤い花の種からは
神様が一番好まれるのは愛の文化です。神

赤い花が咲きます。同じように、仕返しをす

様にお金や権力、知識などが必要ですか。い

るサタン悪魔の種を蒔けば、仕返しをする悪

い家を設計し、建てるためには、れんがも必

の木が育ちますが、怨讐を愛する善の種を蒔

要だし、ドアも必要だし、多くの材料が必要

けば、怨讐を愛する善の木が育つのです。こ

ですが、その中でも一番重要なものは、その

れは自然の理致なのです。

家を完成させる総合的な完成美を備えること
です。人間に対して神様が願われる最も大き

その国は神様を中心として直系の子女たち

な願いは、お金が多いこと、学者になること

が天命を奉じ、神様を身代わりした命令をも

ではありません。聖書のみ言のとおり、思い

ってその王権を治める、そのような国である

を尽くし、心を尽くし、精神を尽くして主な

に違いありません。そこには民主主義や共産

るあなたの神を愛せよと言われましたが、そ

主義があり得ないというのです。一度形成さ

れが第一の戒めです。第二は、あなたの体を

れれば永遠の国家体制として残るのです。そ

愛するように隣り人を愛せよと言われました。

のようなことを考えるとき、私自身がそのよ

驚くべきみ言です。

うな国の民になれなかったという事実が怨痛
なことではないかというのです。私自身がそ

私たちが行くべき道は、本当に行きたい道

のような国で住むことができないことを嘆息

であり、私たちが求めて成すべき国は、永遠

しなければなりません。そのような一つの不

に住みたい国です。私たちがもつべき財物は、

変の主権をもっていないことを私たちは嘆か

天宙のものであると同時に、私のものであり、

なければなりません。

この時代のものであると同時に、過去のもの
であり、同時に未来のものだと保証すること

レバレンド・ムーンを中心として統一思想

のできるものでなければなりません。私たち

によって共産主義と民主主義を消化させるこ

が泣くとき、天地が共に泣くことができ、私

とができる神主義とは、どんな主義ですか。

たちが喜ぶとき、天地が共に喜ぶことのでき

力を出す主義ですか。真の愛主義です。その

る権威と知識をもたなければなりません。こ

真の愛によってこの世の中を、これからどの

れが今日、堕落した人間たちが現世で求める

ように料理するのかというのです。

べき最高の欲望であり、希望なのです。
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大韓民国の民主主義は、何のための民主主
義ですか。政党のための民主主義ではありま

ちだけで自分の主張を立てて、家庭を中心と
して争い合うのです。争っているのです。

せん。大韓民国のための民主主義です。それ
では大韓民国はどんな主義にならなければな

健康な人は、普通の人が消化できないもの

らないのでしょうか。大韓民国は世界のため

を消化します。ですから、誰でも健康な人が

に生きる主義に帰らなければなりません。世

好きなのです。人が健康な精神をもった、精

界は神主義に帰らなければなりません。人間

神が健康だというとき、何でも消化してしま

主義は信じられません。百年以内にすべて消

います。民主主義も消化し、共産主義も消化

えてしまいます。神主義であってこそ永遠無

し、何でも消化するのです。

窮なのです。その伝統を受け継いで、真の愛

それでは統一教会は、どんな主義ですか。

という論理の上にこれが連結されるので、個

ユニフィケーショニズム（Unificationism：統

人も真の愛が必要であり、男性、女性も必要

一主義）です。ユニフィケーショニズムは簡

であり、夫婦も必要であり、息子、娘も必要

単ですか。皆さん、見てください。私たちの

であり、氏族も必要であり、民族も必要であ

四肢を見ても、この体には目があり、耳があ

り、国家も必要であり、世界も必要なのです。

り、鼻があり、手足があり、すべてあるので
す。ここに一つの生命が連結され、統一され

神主義とは、いったいどんな主義でしょう

なければならないのです。そして、これが一

か。愛の主義です。愛主義ですが、いったい

つになるためには「ああ、私は目が嫌いだ。

どんな愛主義なのでしょうか。「ため」に尽

どこどこが嫌いだ」と言えばできるでしょう

くせという主義ではなく、「ため」に生きよ

か。みんな「いい、いい」と言わなければな

うとする主義なのです。これを知らなければ

らないのです。すべて消化しなければならな

なりません。

いのです。

神主義とは何でしょうか。個人主義でもな

神様をあがめ尊ぶ人は血を流さなければな

く、家庭主義でもなく、氏族主義でもなく、

りません。神様を愛そうとする人は涙を流さ

民族主義でもなく、国家主義でもありません。

なければなりません。目から涙が乾いてはな

天宙主義です、天宙主義。天宙主義の基盤を

らないのです。そして、神様を求めていこう

もったそのような霊界に、個人主義の囲いに

とする人は汗を流さなければならないのです。

入った人が行こうとしてみても、行くことが

それで父母の心情をもって僕の体で人類のた

できないのです。家庭を中心として「ああ、

めに、アベルの立場で犠牲と奉仕をし、もて

世の中がどうであろうが、うちの息子、娘、

る限りの精誠を尽くして与えよというのです。

うちのお母さん、お父さんしかいない」と言

与えながら誇るのではなく、もっと良いもの

うそのようなやからの圏内に入るならば、抜

を与えたい気持ちをもって、恥ずかしさを感

け出す道がないのです。永遠に抜け出すこと

じながら与えよというのです。これが神主義

ができないでしょう。その壁を誰が壊さなけ

です。

ればならないのでしょうか。その中で自分た
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公的なものをどのように管理するのでしょ
うか。個人をどのように管理するのでしょう

いが起こっています。それが民主主義ですか。
それは特権主義的な状態で起こる現象です。

か。社会をどのように管理するのでしょうか。
国家をどのように管理するのでしょうか。さ

今日の若者は、「ため」に生きる生活をす

らには世界をどのように管理するのでしょう

れば中心存在となり、責任者となり、保護す

か。このような公的な管理法を中心として、

る主人になるという事実を知りません。自分

新しい愛、新しい世界主義を定立させていか

の生命までも投入して失っても喜ぶ真の愛の

なければなりません。その主義は、人間主義

みが、男性と女性を、父母と子女を統一させ

ではありません。統一教会の文先生主義でも

ることができるのです。そして、ここに永遠

ありません。そんな主義ならば滅んでしまう

なる神様の愛が臨在することによって、その

のです。神主義と一体になれるかなれないか

家庭は永遠無窮な永生的家庭になるのです。

という問題が、生死を決定する原因となるの

これが頭翼思想の核心なのです。永生はここ

です。

にあるのです。

今まで世界の数多くの民族、あるいは五色

利己主義を打破する新しい世界主義が出て

人種がつくった文化圏を全部打破して、一つ

こなければなりません。私より他人のために

の文化圏にしなければなりません。言い換え

生きる利他主義は、ただ神様の理想からのみ

れば、神主義的な家庭制度、神主義的な社会

出てくることができます。それは神様が愛の

制度、神主義的な国家制度、神主義的な内容

本体であられ、愛の本質は自分を犠牲にして

を備えた理想社会が展開されなければなりま

他人を生かす利他主義だからです。したがっ

せん。そのような主義が、堕落していない完

て、神主義の本質は愛です。その思想は、人

成したアダム主義です。共産主義でも民主主

の四肢を動かすことのできる頭とも言える中

義でもないアダム主義です。それは神主義を

心思想です。それで頭翼思想なのです。

求めていく過程です。主義というのは、ある
目的を求めていく杖のようなものです。主義

必勝目標、必勝する上で、どのように勝つ

自体が要求されるのではなく、目的を成就す

のかが問題です。勝つには、神主義の頭翼思

る上で必要な過程なので、この主義というの

想で勝たなければなりません。これは純然と

は変遷するのです。

レバレンド・ムーンだけが……。左右を解決

今日、アメリカを民主主義の宗主国として

するための頭翼思想、神様と真の父母を中心

先進国家と言いますが、将来お金によって腐

として、十字架で右側の強盗と左側の強盗が

敗し、民主主義が嫌いになる時が来るのです。

闘ったのが、世界的な実を結ぶ時代に、神様

大韓民国にも今、このような実状が起こって

と父母が出てきて父母様の思想と神様の思想

います。民主主義が良いことは良いのですが、

を中心としてこの二つの手足が……。闘って

今の私たちの国ではお金のためにもろもろの

はならないのです。これが、何をもって合わ

中傷謀略が起き、政権を奪い取ろうとする闘

さるのでしょうか。知識でもなく、お金でも
なく、権力でもなく、愛によって合わさなけ
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ればなりません。愛を中心として動き始めな

現在、世界で起こっている最後の難しい問

ければなりません。愛によって命令してこそ、

題とは何ですか。東西文化の分立の問題です。

すべてが喜んで動くのです。

東洋と西洋をどのように一つにするかという
問題です。それは人間の力ではできないので

唯一残るのは、絶対的な愛の理想をもった、

す。左翼と右翼が一つになるには左翼でもで

万国の兄弟の心情圏を備えた神主義です。こ

きないし、右翼でもできないのです。ここに

れのみが、この世界を統治するでしょう！

頭翼が出てこなければなりません。それで頭

アーメン。

翼思想の顕現を語っているのです。
人間が優れているというあの人本主義思想、
唯物主義をもってもできません。物本主義思

四 民主世界と共産世界の未来
一) 民主世界と共産世界を一つに

想と人本主義思想では駄目なのです。天意に
よる本然の心情を中心とした、神本主義思想

神主義とは何ですか。先祖主義です。第一

に帰らなければなりません。このような問題

先祖主義、その次には頭翼思想です。共産主

を提示して、東西に分立されたこのすべての

義と民主主義が闘うのをやめさせる、父母主

文化背景を、どのように連結させるのかとい

義のようなものです。父母主義です。頭翼思

うのです。アメリカの国民が私に反対しまし

想とは何かと言えば、それは真の父母主義で

たが、私に従わざるを得ない段階に入りまし

す。愛を中心とした父母を知るようになると

た。西洋社会も同じです。

きは、この手も闘っていたのがすべて解かれ、
一つになるのです。座る位置、立つ位置、方

人類の真の平和は右翼でもできないし、左

位を備えて、誰も指導しなくても天理の大道

翼でもできません。その理由は右翼も左翼も

を守って生きることができる人をつくれば、

その根本的動機が利己主義を抜け出ていない

すべて終わるのではありませんか。人が問題

からです。自分を中心として自国の利益を中

です。お金はいくらでもあり、国はいくらで

心とするとき、そこには永遠になくならない

もあります。何が問題ですか。人なのです。

利害の相衝があり、統一もあり得ず、平和も
ありません。

原理がなかったならば共産主義の克服はも
ちろん、代案提示も不可能だったというので

共産主義や民主主義は左右思想です。左右

す。それは、何をもってするのですか。神主

思想とは何かと言えば、カイン、アベルの兄

義をもってするのです。神主義とは何ですか。

弟思想ですが、東洋から出てくる新しい思想

真の愛主義です。生命を投入しても、また投

は、父母の思想だというのです。父母を中心

入しようとし、何度も投入しようとするので

とし、アジアを中心として左右が統一されな

す。そうしてみると、宇宙を包括しても余り

ければならないというのです。これを頭翼思

ある、神様の愛があふれる宇宙になるのです。

想と言うのです。それで両者に「これ、間違
っているぞ」と言えば「そうです」と言い、
「私の言うことを聞け」と言えば「はい」と
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言うのです。それですべて終わるのです。簡

んなに考えてみても頭の上がすべての神経系

単なのです。「お前たちが主張することより

統の中枢神経の根なので、そこを通過しなけ

も、父母様が主張することがもっといいので、

れば出ることができないのです。それでは、

従わなければならない」と言うときは、「は

その根の中の根とは何ですか。それを知らな

い」と言うのです。

いでいるのです。根の中の根は、神様です。
神様から出てくる頭翼思想です。

私たちが共産主義の本質が無神論にあるこ
とを看破するとき、これを克服するイデオロ

左翼、右翼がいつも双子のように一つの懐

ギーが神様を認め、神様を中心とする理念で

に抱かれてお互いに足でけったりしないで、

なければならないことは言うまでもありませ

乳を分かち合って飲みながら、取り替えても

ん。私たちはこのイデオロギーを「神主義」

いいと言える双子にならなければなりません。

または「頭翼思想」と呼びます。絶対的な神

アダムとエバがそのように神様の懐で愛する

様中心の世界観こそ、共産主義から人間を解

ことができる立場に立たなければ、天国は出

放することのできる最も効果的な武器なので

てこないのです。ですから私がアメリカに行

す。それは「神様がいらっしゃる」という真

って怨讐を合わせ、怨讐の国で天の国の伝統

の真理のみが、「神様がいない」という偽り

基盤を立てて、天国の出帆を宣言したのです。

を一掃できるからです。

聖書で言う怨讐は、個人ではありません。国
です、国。

復帰の道はそんなに簡単ではないのです。
今は左右の終末時代です。左右と共に死んで

皆さんには、神様と真の父母以外にはいな

いったイエス様は、父母の恨を残して逝きま

いというのです。そうでなければ、サタン世

した。それで父母の思想をもって頭翼思想と

界に伝統的基盤を立てることはできないので

神様を中心として、左翼の讒訴圏を離れた立

す。これを立てずしては。サタンはこれ以下

場で統一圏を論議し、反対に回れ右をして無

のものなので、それ以上上がれないのです。

限に進んでいける環境をつくらなければ天国

このような時が来るので、金日成も、ソ連も、

ができません。そのような時です。そのよう

アメリカも長くないというのです。ただ文総

な意味で、先生が神主義と頭翼思想を掲げて

裁の思想だけが世界に頭翼思想として残るの

兄弟主義をなだめるようなことをするのです。

です。頭翼です。右側の右翼を中心として、
左側の左翼を中心として、頭が治めることの

現在統一教会で言う統一思想とは何ですか。

できる水平線上に置いておいて一回りだけす

神主義はあとです。統一思想とは何ですか。

ればいいのです。左側が右になり、右側が左

左翼と右翼が闘うのは、頭がないので闘うの

になる日にはすべてが終わるのです。

ではないですか。ですから頭があれば、頭翼
思想、左翼思想、右翼思想、三つの思想が合

韓国はもちろん、全世界は今、価値観の没

わさって連合思想が出てくるのではありませ

落によって大混乱に置かれるようになりまし

んか。その連合思想の主体とは誰ですか。ど

た。本人は、このような世界に向かって今ま
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で世界的な碩学たちを対象に、愛を中心とし

を復帰しました。それで理論的にも思想的に

た絶対価値を主張し、頭翼思想を宣布して、

もみな手を挙げたのです。今は文先生の前に、

左翼・右翼の間違いを正し、新しい世界へと

神様の前には反対するものが何もありません。

進んでいくことができるように指導してきま
した。そうして我が祖国、韓国の地から世界

今も所有権が問題になっているでしょう。

的な指導者たちを排出して、統一の世界、平

共産主義、社会主義は国家が所有主になって

和の世界である地上の楽園を成就しなければ

います。民主主義は個人が所有主になってい

なりません。我が祖国の統一はもちろん、東

ます。それを移行して誰の所有でしょうか。

西の文化的な違いと南北の貧富の格差を神主

全世界の所有は神様のものであり、全世界は

義と頭翼思想によって解消し、愛を中心とし

その子女たちのものであり、その子女は家庭

た人類大家族社会である平和の世界を建設し

のものなので、その移行する過程において、

ていかなければいけません。

一箇所に集めなければなりません。そのよう
な主人には、ただ神様がならなければなりま

南北が引き裂かれて南北の貧富の格差が開

せん。神様が主人になり、神様の所有権をも

いたのを一つにしなければなりません。東西

つ主人となって、真の父母に伝受され、真の

の文化を一つにしなければなりません。人種

父母によって子女に伝受されてこそ、その所

差別、文化の差別をなくして一つにしなけれ

有決定権は神様の世界のものになるのです。

ばなりません。何によって一つになり得るの
でしょうか。これが絶対的な一つの愛から出

自分の物、自分の息子、自分の夫婦自体が

発できなかったので、この絶対的な愛によっ

自分のものではありません。天使長の立場に

て宇宙版図の上にしっかりとしておけば、統

いるので、絶対否定の立場、所有権を否定す

一教会に反対する喚声がなくなるのです。そ

る時代を超えなければなりません。そのよう

のようになるとき、世界はこの愛のふろしき

な時代に行くので、社会主義や共産主義とい

に老若男女を問わず一つに包まれるだけでな

うものは個人の所有がありません。国家の所

く、霊界にいるすべての霊人もこのふろしき

有、社会の所有を言っているのです。大韓民

に包まれることを願うことでしょう。ですか

国もそのようになるでしょう。お金をもうけ

ら頭翼思想を中心とした天宙統一という言葉

てもみな取られるではありませんか。そうで

が、妥当な言葉なのです。アーメン！

しょう。そのような時代に入るのです。

社会主義、共産主義は絶対的な一つの国を

二) 宗教と哲学を収拾する頭翼思想

指向しているのです。これから神様の理想を
中心とした所有権復帰の時代が来るので、サ

哲学において観が違い、物質が先だとする

タンは先に知って、共産主義を通じて世界的

ことによって共産主義が生じ、心が先だとし

な神様の所有権をなくしてしまおうと計画し

た観から民主世界ができたのです。唯心史観

たのです。それでサタンとしてはできること

と唯物史観が起こったのです。このようにし

をみなやりました。先生は神様の側にすべて

て歴史が変わり、目的が変わったのですが、
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それが正しくないので全部壊してしまわなけ

今までの数多くの「主義」は、不変の方向

ればなりません。心と体というのが主体と対

を取ることができませんでした。アメリカは

象の関係になっていることを知らなかったの

アメリカだけを中心として、ソ連はソ連だけ

です。これを別々に切り離して考えたので、

を中心として、民主主義は民主主義だけを中

行く道がないのです。そのような意味で今、

心として、共産主義は共産主義だけを中心と

文総裁が主張する神主義や頭翼思想というこ

してきたのです。宗教もそれと同じでした。

のようなものが問題になるのです。主体自体

それは、神様が願われる方向ではありません。

が生じるとき、主体自体のためにできたので

一時も同じ方向を取ることができず、すべて

はなかったのです。

東西南北にそれぞれ分かれました。今までは
どんな組織、どんな責任者、どんな国家も神

頭翼思想とは何かと言えば、完成したアダ

様が願われる方向をつかむことができません

ム主義です。アダムが堕落することによって

でした。ですからこれからは、個人、家庭、

完成したアダムになれなかったので、アダム

社会、国家、世界、宇宙、天宙などすべての

を育てあげるためにサタン側の息子、神側の

ものは、永遠不変の方向性をつかまなければ

息子を育てていったのです。それで、左右が

ならないのです。そのようなものを代表した

互いに主人になろうとして闘ったのです。そ

のが頭翼思想、神主義だというのです。

のような歴史です。頭翼思想は何を中心とし
た思想でしょうか。原理で見れば、間接主管

今、東西問題を中心として見たとき、民主

圏と直接主管圏が統一されていません。アダ

主義が勝ったと思わないでください。民主主

ムが責任分担を果たすことによって間接主管

義は何もありません。民主主義というのは政

圏、直接主管圏が一つになる思想です。どこ

治形態の一つの解説方法です。思想的基礎は

で一つになるのでしょうか。十段階を越えて

何もありません。今、思想の空白期に入った

です。

のです。これから私たちの思想を教育しなけ
ればなりません。神主義、頭翼思想を掲げて

統一をどのようにするのですか。強制的に

いかなければなりません。それをもって、制

殴ってできますか。そのようにしては絶対い

度化して引っ張っていく機関が必要なのです。

けません。たたいては一人も統一できません。

統一教会をもってしては駄目なのです。

どのようにしますか。「ため」に生きるので
す。一番貴い愛と生命と血を投入するのです。

皆さんはここに何のために来たのでしょう

それをするやからが統一教会です。統一教会

か。世界のために来たのです。世界のために

とは何ですか。どのように統一するのですか。

闘っているのです。すべてが世界のために投

それでは、それはどんな主義ですか。それは

入し、また投入する人たちです。このような

神主義であり、真の父母主義です。真の父母

原則から見れば、理論的に神様の創造原則と

主義とは何かと言えば、頭翼思想です。

一致するので、統一教会は後退しないのです。
発展、発展、発展するのです。今は頭翼思想
を中心としています。これは右翼と左翼のす
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べてを包容するのです。また、これは神主義

ていきます。手続きもせずにそのまま入って

を中心として霊界までも収拾することができ

いきます。鑑定がありません。簡単でしょう。

るのです。霊界と地上界を収拾して、真の愛
による世界を出現させることが、神様の創造

聖人たちも道端に立ち止まっています。自

理想であり、原理にかなったことなのです。

分が行くべき道を行くことができません。根
本を知らないからです。しかし統一教会の文

見てみなさい。民主世界は右翼を代表し、

総裁は直行するのです。み前に直行して、み

共産世界は左翼を代表します。これらは今崩

前で報告するのです。その道が真の父母が提

れつつあります。アメリカも同じです。両世

示した基準であることを知り、頭翼思想、神

界ともセンターがありません。これから必要

主義の思想に従って花咲けというのです。こ

なものは統一思想と神主義だと、レバレン

れが心身一体理想です。アーメン。

ド・ムーンが宣布しました。いかなるヒュー
マニズムも神様の前に出ることはできません。

イエス様が死ぬことによって左翼と右翼が

神主義しかあり得ません。神様だけが絶対的

生じ、バラバ圏が生じました。願わない死で

であり、永遠のセンターです。頭翼思想だけ

した。生きて統一すべきでしたが、死ぬこと

が全人類のセンターになることができます。

よって今まで個人、家庭、氏族、イスラエル

真の意味の霊界と肉界のセンターになるのが

が戦ってきたというのです。ですから、この

真の父母主義です。

ようなすべてのことが統一されなければなら
ないのです。頭翼思想を中心として、神主義

聖書でも「終わりの日には自分の家の家族

を中心として、完全に統一されなければなら

が怨讐だ」と言っています。終わりの日には

ないのです。バラバ圏の前にサタンが立って

家族が怨讐になるというのです。このような

います。それでイエス様が行こうとするとき、

逆説的な論理がどうして設定されたのでしょ

イスラエルの国の前に怨讐であるイスラム教

うか。これは一度反対にならなければなりま

圏が生じたのです。

せん。左右が一八〇度回ればどうなるかとい
うことです。大変なことになります。方向が

五 神様を中心とした主権が復帰されれば
一) 神様のみ旨が成就した世界

変わるというのです。それで主体思想、頭翼
思想が必要だというのです。それでは頭翼思
想とは何でしょうか。神主義を求めていくこ

人間の力、人間の知恵、人間の文化、この

とです。神主義を求めて何をするのでしょう

どれをもってしても真の意味の平和の世界や、

か。平和主義として再度出発するのです。神

一つに統一された世界を願うことができない

主義は神様と出会って愛を中心として一つと

視点にあるということを私たちは知っていま

なり、平和主義として再度出発することによ

す。このような立場で世界文化を解決する上

って、この世界で本然的な地上天国の出発基

で一番中心となる問題は何でしょうか。神が

地ができるというのです。そこで一生涯生き

いるのか、いないのかという問題を、確実に

た人は間違いなく永遠の世界にそのまま入っ

解明することが何よりも重要な問題だと見る
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のです。もし神様がいるということを全人類

だえして努力してきましたが、そのような環

が知った日には、神様のみ旨がどのようなも

境も、内容ももつことができませんでした。

のを指向するのかを確実に知るようになるで

それゆえ、人間だけを中心としては解放する

しょうし、その指向するみ旨を知るときには、

ことができません。

その世界はそれこそ一つの世界であり、平和
の世界であり、理想の世界でないはずがあり

皆さんは民族主義者になりますか、世界主
義者になりますか。宗教は世界主義だけでは

ません。

ありません。人間だけを良くしようという主
大きいものを得るために小さいものを犠牲

義ではなく、神様まで良くしようという主義

にすることは、正常なことです。より価値の

です。しかし共産主義や民主主義は、人間だ

あるものとすり替える人が、知恵のある人で

けを良くしようという主義です。それで神様

す。これが世界に行くための正当な道です。

まで良くしようという主義と、人間だけ良く

人間はより大きなものを憧憬するのであって、

しようという主義と、どちらの主義がいいで

小さいものを憧憬しません。より大きいもの

すか。神様もいいし人間もいい主義がいいで

を願うのであって、小さいものを願いません。

すか、主人を除いて僕たちだけで喜んでいる
主義がいいですか。宗教は、それでいいもの

私たち統一教会が違うのは、これです。統

なのです。

一教会は父母を愛するように兄弟を愛し、兄
弟を愛するように氏族を愛し、民族を愛し、

最後に残る思想は何でしょうか。世界のた

国家を愛そうというのです。父母を捨ててで

めに、自分の国や国民よりも世界をもっと愛

も国家を愛そうというのです。世界を愛する

することのできる運動、神様をもっと愛する

ためには自分の国も捨てなければならないの

ことのできる運動だけが、最後に残り得る主

です。また、天を愛するためには世界まで捨

義になるでしょうし、思想になるでしょう。

てようというのです。もっと遠く大きいもの

ですから、この国を越えることができる超民

のために、私に近く小さいものを犠牲にする

族的運動を世界的に提示し、超民族的に天が

愛の道を求めていこうというのが、統一教会

愛することのできる立場に、あるいは世界の

の主流思想です。

人々が愛することができる立場に、自由に行
けるようにするためにはどのようにすべきか

今日、民主世界が第三解放を要求するなら

を模索する主義だけが問題となるのです。

ば、共産世界では第二解放を要求するのでは
ないでしょうか。このような問題を考えてみ

今後この世界を受け継ぐ主義、思想は、自

るとき、第二解放、第三解放の旗手になり、

分の国家を犠牲にしても世界を救おうとする

その源泉とし得る新しい主義と思想は、どこ

主義、思想です。このような思想をもつ国、

から来るのでしょうか。これは、人間世界か

このような新しい運動を中心とした国家と国

らは出てくることができません。人間は今ま

民が登場するようになるとき、この世の中に

で数千年の間、この解放を迎えるために身も

は新しい希望の世界が顕現するでしょう。そ
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こから新しい統一の世界、理想世界が顕現す

くのでしょうか。ここから追い込まれて争う、

ることでしょう。国を越えることができない

闘争の世界を越えて、天が導く幸福の世界に、

国家観、歴史観は、神様の理想世界を引き継

ユートピアの世界に導くのです。これらを抱

ぐことはできません。

いて平面的に行ってはいけません。これが何
のことかと言えば、統一教会が、思想的に体

一つの目的に帰一させることのできる思想

制によって没落して失敗したことを全部収拾

は、自分を中心とする世界観ではありません。

することのできる論理体系をもっていると同

この思想は世界を中心とする世界観であり、

時に、これを抱いて横的に運行することがで

万国を中心とする世界観です。これが、一つ

きるのです。また同時に、宗教を中心として

の目的に帰結させることができる思想です。

縦的な基準で運行し得る霊的な体験の基盤を

これは、世界と分離された立場から自分の氏

中心として、超越的実体を追求しなければな

族を誇る思想ではなく、人間自体のために生

らない内容をもつべきなのです。

きる思想です。人間ならば誰でも、このよう

統一思想は、人間的面での人本主義や物本

な思想によって成された世界を願っていると

主義、今までの過去のすべての神本主義も体

いうのです。

系的に理論化させてこれを統合することので
きる内容をもつと同時に、縦的面で宗派を超

黄色人種は長男であり、黒人は次男であり、

越して連結していくことのできる超自然的体

白人は三男ですが、彼らが争うのを韓国が統

験の宗教思想にならなければならないという

一思想を通じて統一することができるという

事実を知らなければなりません。

のです。このようになることによって、神様
を中心とした理想的祖国創建ができるという

すべての物質主義者、共産主義者たちが見

のです。そこから初めて、平和の世界、一つ

るとき、「統一教会の信者であるあの人は、

の世界、統一の世界、勝利の世界へと、世界

私たち共産党よりも徹底していて、人格的に

は収拾されていくというのです。そのように

良心的に内外すべての面において徹底してい

して地上に天国を形成すると同時に、神様と

る。共産党自体があのような人を必要とす

一致しなければなりません。天上天国の主体

る」と言うことができ、また世俗的な人本主

であられる神様を地上にお迎えして、統一さ

義者たちが見るときにも、「ああ、私たちの

れた一つの天国を形成しなければならないの

世界にあのような人がいたらいい」と言うこ

です。これが統一信徒たちがやらなければな

とができ、今までの既存宗団たちが見る時に

らない使命であることをはっきり知らなけれ

も、「ああ！ 統一教会の信者は私たちの宗

ばなりません。このような基盤のもとで初め

団を越えた立派な人だ。あのような人が私た

て父母と一つとなることによって、平和の天

ちの宗団の人だったらいいのに」と言うこと

国生活が始まるのです。

ができ、神様が御覧になれば「ああ！ この
人は私に絶対必要だ」と言うことができる、

統一教会とはいったい何ですか。右翼を抱
き左翼を抱いて、これらをつかんでどこに行

この四大面において必要とされる資格を備え
た人がいたならば、問題は解決されます。
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二) その国を求めていかなければならない

と）に倒されていくということを知らなけれ
ばなりません。それゆえに、国が問題だとい

皆さんが願うその国とはどのような国です

うことを皆さんは知らなければなりません。

か。その国は今日、皆さんが生活しているこ
のような国ではありません。このような国は、

真の父母の愛を受け、神様の愛を受けなけ

どうせ別れを告げなければならない国です。

ればなりません。ところが神様の愛は、国が

皆さんがこのような国と因縁があるとすれば、

なくては受けられないのです。本来のアダム

罪悪の因縁があるというのです。皆さんは、

は、一人でも国の始まりです。サタン世界の

その国のみ旨と神様のみ旨が結びつくことが

サタンの国より優れた国があってこそ、神様

できる善の因縁を本来から結ぶことができな

の愛を受けるのです。私たちは神様の愛を受

かった、堕落した人間の後孫として生まれた

けますが、代わりに受けるのであって、直接

ということを、自らがよく知っています。

受ける立場になっていないのです。真の父母
の愛は受けることができますが、神様の愛を

国がなければ国籍がありません。国がなけ

受けようとするなら国までもたなければなり

れば入籍し得る土台がないのです。私たちは

ません。国です。なぜでしょうか。サタンが

民族編成をして、新しい入籍をしなければな

残っていて、サタンの国が残っているからで

りません。この地上に天の国を編成し、その

す。それよりも上がっていかなければならな

国籍をもち、愛国愛族する、真であり善なる

いでしょう。そのような道を、皆さんが行か

父母の血統を受け継いだ勝利的息子、娘とし

なければならないということをはっきり知ら

て、自分の血族あるいは家族を率いて生きた

なければならないのです。

のちに逝ってこそ、天上世界の天国に入るこ
とができるのです。これが原理です。

先生は復帰摂理を歩んでいます。この世の
政治と経済、文化世界を基盤として神様の摂

国があって初めて、千秋万代の私たちの後

理を解いたということは歴史上にないことで

孫の前に、大切に残してあげることのできる

す。今、世界の学者たちの中で韓国語を勉強

伝統も残るのであり、私たちの血と汗を流し

する人が増えています。レバレンド・ムーン

たすべての努力も残るのであり、天の苦労を

のみ言選集を原語で読むためです。それは通

祝うことができる記念の塔がこの地上に生じ

訳、翻訳すれば権威がないのです。皆さんは、

るのであり、すべての栄光の痕跡がこの地上

これを読むことができなければいけません。

に残ることができるのであって、国がなくな

皆さんが、この原語で書かれた先生のみ言集

るときには、すべて無駄になるというのです。

を一度読んでみなければならないのではあり

今日の世界キリスト教において残された十字

ませんか。

架だとかすべての文物も、天が求めようとす
る国がなくなるときには、全部を川に流さな

私たちが求めなければならない祖国という

ければならず、燃やしてしまわなければなり

ものは、今日この地上にある、そのような歴

ません。サタンの籠絡（注：まるめこむこ

史と伝統をもつ国ではありません。そのよう
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な国とは本質的に次元が違うのです。私たち

ければなりません。主権とは何でしょうか。

は次元の違うその国を受け継ごうとするなら

根源的な神様と因縁を結ぶことです。国を治

ば、そうすることのできる思想的な主体性を

める人々は、国民が深く寝入ったあとに神様

もった国民にならなければなりません。しか

と因縁を結んで政治をしなければなりません。

し、その主体的な思想は、絶対的な創造主の

そうして、主権者は国民と一つとならなけれ

思想と一致された思想でなければならないの

ばなりません。国民と一つとなって、自分に

です。絶対者が願う国が存在するには、その

あるすべてのものは自分のためのものではな

国の主権を中心としてその国の国民が一致す

く、国のためものであると考えなければなり

ることのできる国になることを願わなければ

ません。そのようになれば、その国は繁栄す

ならないのです。そのような国民性をもち、

るのです。

国家形態をもたなければならないのです。
一つの国を見れば、国が形成されるために
本然の地とはどんなところでしょうか。悪

は、その国の主権がなければならないのです。

が宿るところではありません。悪と絶縁して、

国民がいなければならないのです。国土がな

あふれ流れる本然の愛を中心として永遠無窮

ければならないのです。そのような観点から

に幸福を謳歌しつつ生きる永遠の統一世界で

地上に天国を実現するという問題を考えてみ

す。ところで、そのようなところで生活した

るとき、天国の主人とは誰でしょうか。主権

人がいたでしょうか。一人もいませんでした。

者とは誰でしょうか。間違いなく神様が主権

歴史上、数多くの人々がそのような世界を追

者です。そして国民とは誰でしょうか。国民

求しましたが、そのような世界はこの地上に

は万民です。それでは国土とはどこでしょう

建てられませんでした。その世界がどんな世

か。地球星です。

界だと言葉を語った人はたくさんいましたが、
自ら実践してそのような世界を成した人はい

どんなに大きい社会、どんなに大きい国家
だとしても、人に似なければなりません。こ

なかったというのです。

れは、神様が御自身の形状に似ているものを
一つの国が形成されるためには、主権がな

好まれるからです。それでは、人が一番好き

ければならず、国民がいなければならず、国

なものとは何でしょうか。自分の形状に似た

土がなければなりません。天の国も、やはり

ものです。それゆえ、理想的な国家は人に似

同じです。主権を代表するのが父母であり、

なければならないのです。似ていますか、似

国民を代表するのが息子、娘であり、国土を

ていませんか。天地人に似ているというので

代表するのが国だというのです。この中で、

す。

どの一つも除くことはできないのです。これ
私が行き来するのもその国を取り戻すため

は鉄則です。

の、祖国光復のための、建国の功臣になるた
国が形成されるためには、国土がなければ

めです。そのような使命を担って、あるいは

ならず、国民がいなければならず、主権がな

天の密使として指令を受け、今日、悪い世の
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中に来てこのようなことをしているという事

縦的な蕩減、横的な蕩減、八段階の蕩減が

実を考えながら、生きていかなければなりま

すべて終わったので、一九八九年八月三十一

せん。そうでなければ皆さんは今後、やがて

日を中心として八定式というものを、西洋社

到来する国の国民として、その威信と体面を

会で最も高いアラスカに行ってしたのです。

立てることができないということを知らなけ

最も高い所です。そして九月一日に天父主義

ればなりません。

を発表しました。天父主義です。愛援主義で
あると同時に父母主義です。父母主義とは、

さあ、六千年の間、神様に打撃を与えてき

愛そうということです。愛することにおいて、

たサタンがただ素直に「ああ、私は下降し

サタンは反対することができません。統一教

た」と視線を落として帰るでしょうか。皆さ

会が行く道の前にサタンが反対しなければ、

んはぞうきんのような物も捨てようとすれば、

あっという間に世界的なものとして展開され

もったいないと思うでしょう。ぞうきんの切

るのです。

れ端でもひっくり返してにおいをかいでみて
捨てるでしょう。サタンがただで引き下がる

個人蕩減、家庭蕩減、氏族蕩減、民族蕩減、

はずはありません。それで執拗に闘いを挑ん

国家蕩減、世界蕩減、天宙蕩減、神様の心情

でくるというのです。ですから中心に合わせ

的蕩減まで八段階があります。それは個人復

なければなりません。統一教会の文先生も中

帰、家庭復帰、氏族族的復帰、民族復帰、国

心からずれてしまうときは、折れていくので

家復帰、世界復帰、天宙復帰、神様までの八

す。方向が合っていなければ発展しません。

段階です。これは、縦的な蕩減路程、横的な
蕩減路程を、愛を中心として上下にすべて無

統一教会員たちは裸足で立ち上がって、祖

事通過することができるのです。このように

国を創建しなければなりません。食べ残しを

連結されれば、その球自体は愛圏の所有物と

もってこの国を生かすことができるのでしょ

なるのです。そうなれば、この地球星ではサ

うか。いつ食べて、着て、乗り回ることに気

タンが所有権をもつことができないので、サ

を遣っていられるでしょうか。裸足で、素手

タンは自動的に追放されるのです。おしまい

で開拓していこう、このようにするところが

です。

統一教会です。
一九八九年は新しい時代の一月、二月、三
月、四月、五月、六月、七月、八月の末です。

第四章 成約人への道
一

八月末ですね。八カ月の間に世界的な蕩減路

真の御父母様の勝利圏確定

一) 八定式・・長子権、父母権、王権復帰

程を終えました。それで昨年の結婚式、交差
結婚式、世界統一国開天日の宣布など、様々

（一九八九年八月三十一日〈陰暦八月一日〉

なことをしました。総合蕩減条件を樹立した

アラスカ、コディアック）

のです。すべてをそのようにして、八月に終
えました。海上、水上にまで連結したのです。
先生はここまでやってきました。
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八定式とは、縦的な蕩減歴史的路程、横的

となっていくという、多くの宗教は知らずに

な個人、家庭、民族、国家、世界蕩減路程、

いることを宣布したのです。既成教会の牧師

八段階の縦横の路程を経て定着するので、長

たちは、愛援摂理時代とは何で、天父主義時

子権復帰が成され、地上世界の人間の前には

代とは何なのか、全く知らないのです。八定

蕩減の路程が解消されるのです。八定式をす

式とは何なのかも知らず……。

ることによってそうなるのです。長子権が復
帰され、父母様の懐に抱かれることによって、

天父主義を中心として、民主世界と共産世

父母の愛圏内で長子権を復帰するための歴史

界を消化することによって、王権樹立時代と

時代における戦争史、闘争史は消え去り、愛

なっていくのです。これをはっきりと知らな

によって和合することができ、蕩減の必要が

ければなりません。

ない時代となったのです。そのためには八定
式をしなければならないのです。八定式をす
ることによって、その息子、娘、長子と次子

二) 天父主義によって父母権、王権へと
越えていく

を前にした父母の立場で、そのような子女を
許してやったので、その次には父母の許しの

天父主義というのは何をもってそう言うの
かというと、家庭です。それゆえ、神様がこ

圏時代が来るのです。

のみ旨を成すときを中心として、サタン世界
今の民主主義時代は、兄弟主義です。原理

や民主世界の最も大きな問題は家庭の破綻の

で言えば、カイン・アベルを中心としたのと

問題です。共産世界は家庭というものを認め

同じことです。原理がぴったりと当てはまっ

ません。家庭は搾取の基盤になっていると言

ているのです。カインは、あとで神様にすべ

うのです。神様との関係が結ばれていないの

てを奪われます。既に頭も奪われ、体もすべ

です。

て奪われました。もう行く道がないので、労

民主世界も同じです。ですから実際のとこ

働者と農民を中心として、民主世界を侵食し

ろ、家庭形成におけるすべてが傾いているの

ようとするのです。それがいけないのです。

です。社会基盤であり、国家基盤であり、世

秋になって実がなっても、そのまま腐ってし

界の基盤であるにもかかわらず、これが今ま

まいます。下がるのでなくなります。兄弟圏

で乱れていたのです。ですから今後、私たち

復帰です。その兄弟主義とは、真のアダムを

の家庭基盤を中心として、右翼世界と左翼世

探し求めることです。それをするのにこれほ

界は自然と吸収されるのです。

ど長くかかりました。
これからは家庭絶対主義時代です。家庭を
戦争史でつづられてきたこの民主主義の末

抜きにしては、天父主義というのは成り立ち

路は、いかにすれば終わるのでしょうか。父

ません。主義というのは一つの過程的なもの

母が来なければなりません。父母主義が現れ

です。橋を渡るようなものです。統一国とい

なければなりません。ですから統一教会は、

うのは、家庭を中心としてできるものです。

この世の救援摂理時代は過ぎ、愛援摂理時代

それゆえ、家庭を絶対視しなければなりませ
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ん。家庭において絶対的な神様のような父母

本来アダムが完成すれば、天国の父が完成

に侍ることによって、絶対的神様の二性性相、

し、エバが完成すれば、天国の母が完成しま

性相と形状が絶対的に分立しないように、永

す。ですから、家庭の主人となれば、家庭的

遠に共にあったのと同じことです。次には子

天国の王権ができるのです。それゆえ、アダ

女が、アダムとエバが堕落することなく完全

ムとエバは個人的王であり、家庭的王であり、

に一つになったのと同じことです。

氏族的王であり、民族的王であり、国家的王
であり、世界的王となるのです。今やそのよ

天父主義とは、家庭を中心とした王権を回

うな国家基準を越えることのできる時になっ

復して連結することによって、王権が復帰さ

たので、サタン世界の王権を踏んで、天の世

れることです。天宙的王権が復帰されるので

界の王権を定めることができるのです。その

す。ですから、家庭がなければならないので

日が、一九九〇年三月二十七日というわけで

す。家庭が中心なのです。統一的家庭基盤を

す。それゆえ、世界は今や、レバレンド・ム

通し、アダム的統一家庭、氏族的アダムの統

ーンがブームを起こすとおりに動くようにな

一家庭、それなのです。アダムの氏族があっ

っているのです。

たはずです。民族的アダムの家庭を中心とし
て統一して、それがずっと連結されなければ

お父様、一九八〇年代を中心として、救援

ならないのです。そうしてこそ、統一的家庭

摂理の路程を愛援摂理の路程へと転換し、兄

基盤を通して王権が復帰されるのです。

弟圏怨恨の蕩減路程を立てて兄弟解怨時代を
迎えるようになり、その上に父母解怨時代を

天父主義を宣布することによって、これか

迎えることのできる歴史的起源を整えました。

らは統一王権主義時代とならなければならな

八定式を中心とした天父時代を発表し、理想

いのです。神様が王にならなければなりませ

的摂理時代を越えて、天と地を中心としたす

ん。私たちは神様を中心とした一つの主権を

べての復帰摂理の恨の峠を清算し、今後、一

誇るのです。イエス様が願い、神様が願われ

九九〇年代には統一家を中心としてすべてが、

た統一王国をつくって、天上世界と地上世界

お父様、摂理圏内の統一世界へと入っていく

の地獄を撤廃し、神様が直接統治することの

べき、歴史的で、厳粛な課題を控えておりま

できる愛万能圏時代になるのです。

す。

愛の伝統に従って、垂直的愛とは何であり、

興進君が天上世界へ行くことによって、イ

縦的な愛を中心としてどのように連合するの

エス様と一つとなり、キリスト教のすべての

かということをはっきりと知って生活舞台に

聖賢、賢哲を今後糾合し、今や南北統一を中

適応することによって、万国万象世界、天上

心とした、その限界線を越えることのできる

世界のどこにおいても、それが拒否され得る

時となりました。天父主義時代を発表いたし

圏を越えることによって、自然に解放の時代

ました。愛援摂理時代を発表いたしました。

となるのです。統一の時代となるのです。

今や、死亡世界のすべての峠を越える分水嶺
を過ぎましたので、天の圏に接することので
きるこの時代を迎え、統一家のすべての氏族
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が結ばれる基盤を通して、霊界が平面図上で

制を勝利圏へと導き、その基台の上で韓国に

交流することができ、交差することのできる

帰ってきて韓国を起点として全世界に宣布し

摂理史を迎えるとき、全権的に霊界を中心と

たのです。

した新時代がやってくるということを知って
聖書の目的はただ一つ、真の父母を探し出

おります。
ですから、興進君はより一層、この時代に

すことです。それが最も希望に満ちた福音で

おいて天の法度を立て、地上の法度を立てる

す。サタンも被造物なので、真の父母が現れ

ことにおいて、先君先女（歴代の王、王女）

ればなくなるのです。そのような時が近づい

たちと、百二十の国家の王権を代表すること

たので、共産党が崩れ、北韓も今崩れようと

のできる、そのような君王と忠臣を集めて、

しているのです。四方を見ても道はありませ

天の前に忠孝の道理を誓うことのできる教育

ん。先生はよく知っています。

をし、精誠を尽くすことができますよう、天
よ、共にあってください。アーメン。

そこに天国が実を結び、天上地獄と地上地
獄が解放されるのです。私たちの目的は、神
様と人類、そしてサタン圏の中にあるすべて

二 摂理的総決算と真の御父母様の大宣布

のものを解放し、救うことです。それが私た
ちの目的です。私たちはそのような父母の心

一) 真の父母（メシヤ）宣布

情を宣布するのです。前進するのです。そこ
（一九九〇年四月三十日〈陰暦四月六日〉、

にサタンが存在することはできません。それ

韓国）

が原理観です。

真の父母をなぜ宣布できるのでしょうか。

共産主義は、僕と主人の主人主義です。自

民主世界と共産世界はカイン、アベルの兄弟

由がないのです。民主主義は兄弟主義です。

です。民主世界と共産世界が二人の息子と同

兄弟主義なので自由なのです。自分たちの間

じなのに争っているのです。ところが、私が

では自由があります。ですから争いの連続に

二人の息子が争っていたのを和解させて歓迎

なります。互いに自分の方が優れているとい

され得る立場に立ったので、初めて父母の特

って闘うのです。そこで、ヘッドウィングと

権をもって韓国の地へ来て、真の父母宣布を

は何かと言えば、父母主義です。上院議員と

挙国的にやったのです。

下院議員が争い、共和党と民主党が争います
ね。父母がいないからなのです。父母さえい

すべてのことを信じることのできない世の

て、「こら、どうしてけんかするのか。お前

中であり、見通しのない世の中であり、絶望

たちは僕ではない。私の息子なのだ」と言え

的な世の中ですが、一つの希望が芽を出しま

ば、すべて終わるのです。黒人と白人の間に

した。それが何かというと、真の父母です。

おける人種主義も同じことです。

それを韓国の地に宣布したのです。一九九〇
年四月九日、世界言論人大会をモスクワで開
くことによって、民主主義と共産主義の両体
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共産世界はどうでしょうか。先生はゴルバ

す。霊界が解放され、地上が解放され、被造

チョフに、レーニンの銅像と、マルクスの銅

物もすべて解放されます。そこには蕩減路程

像をも撤去するように言いました。共産党の

もありません。

歴史上、そのようなことを言った人物は、レ
バレンド・ムーンしかいません。ソ連の共産

真の御父母様の宣言を発表することによっ

党幹部たちはみな「我々の前で神主義を語る

て、サタンの権限がなくなり、宗教を中心と

とは、なんと傲慢なことだろう」と騒ぎまし

して闘争してきた蕩減法もすべてなくなり、

た。

善なる霊が天使世界に匹敵するので、堕落の

彼らがいくら先生が憎いといっても、共産

ない世の中となり、思いのままに地上に協助

世界は今、そのようになったのです。彼らが

することができるのです。その天使たちが皆

世界で最も恐れていた存在が、彼らにとって

さんの先祖です。ですから、今から統一教会

唯一の希望の存在となりました。ほかに希望

に反対しようものなら、ありとあらゆること

はありません。ですから「私の言うことに従

が起こるのです。

いなさい。さもなければ道はない」と先生は
今日、メシヤに関する事実を宣布するので

はっきりと教えてあげました。

す。皆さんの両親と、皆さんすべてが解放さ
今後、地上はどうなるのでしょうか。第一、

れ得る道を開いて王権を発表し、真の父母を

第二、第三イスラエル圏を通して動いてきた

宣布するのです。真の父母とは何かというと、

ことすべては、真の父母の名を発表してしま

個人的王権が真の父母であり、家庭的王権が

えば、その領域はすべてエデンの園のように

真の父母です。すべてがそのようになるので

なって、宗教圏の歴史はすべてなくなるので、

す。王権であると同時に真の父母です。です

天使世界にいる霊は、いつでもここに来るこ

から、全世界に真の父母を宣布するのです。

とができるのです。それゆえ、いつでも再臨

真の父母は真の愛を中心とするのです。

することができるのです。それはどういうこ
とかというと、原理結果主管圏です。天と地

皆さんは大胆にならなければなりません。

は、僕がついているのですべて霊界と同じで

それはどういうことかというと、主体的所有

す。真の父母を宣布することによって、この

権を持たなければならないということです。

ような基準が再び連結され、サタンはいなく

いくら困難な環境に置かれたとしても、問題

なるのです。

になりません。「このようなものは神様も願

それゆえ、自由にここに来ることができる

われない。私の前から消え去れ！」と言えば

のです。これが縦で、これが横で、この角度

なくなるのです。すぐに下りていくのです。

は九〇度です。九〇度の角度というのは、サ

霊界も同じです。「私はこんなものはいら

タン世界の領域ではないのです。角度が異な

ない」と言えばすぐになくなります。周囲の

るものとなったがゆえに、堕落世界が生じた

すべてにそのような力があります。愛の中心

のです。九〇度であってこそ神様が主管でき

が現れれば、すべてはそちらの方に向かって

るのです。そこにサタンはいません。解放で

帰っていくのです。東から朝日が昇れば、植

1279 * 千二百七十九

천성경

天聖經
Cheon Seong Gyeong
物の中心はすべて、その太陽の方を向きます

て、真の父母を中心としてみな解消されまし

ね。それが生命のエッセンス、愛のエッセン

た。偽りの父母によって植えられたすべての

スです。

ことが、真の父母によって勝利的収穫を収め、
共産世界と自由世界、北韓と南韓が一つとな

これからは闘わなくても自動的に連結され

ることのできる時代が訪れました。

ます。すべての道が開かれます。皆さんが所

お父様！ きょうを期して、神様祝福永遠

有権をもって師となり、真の父母となること

宣布式をすることにより、摂理史を代表して

ができます。それは皆さんの使命です。どれ

きたすべてのこと、天が立ててきたすべての

だけ懸命に活動するかにかかっています。理

条件を清算し、勝利と解放と栄光の日を自ら

論的であり、明白な結論です。これからは皆

祝うに至ったことを感謝申し上げます。氏族

さんがはっきりと知って、「私は真の御父母

的メシヤの使命を果たさなければ、その家庭

様が宣布するすべてのことを完全に相続して、

とその国を連結させることができないという

世の中のすべてを解放しよう！」と言わなけ

摂理史の全体的み旨を思うとき、既に氏族的

ればなりません。皆さんもそうなりたいです

メシヤを宣布することのできる日となりまし

か。だとすれば神様の前に誓いましょう。両

た。この時間、真の父母の一族を宣布するこ

手を挙げて、このようにきれいに振ってみて

とのできるこの日を迎えさせてくださったこ

ください。さざ波のようですね。

とに感謝いたします。
今日まですべての路程を天が保護してくだ
さり、今一九九一年七月一日を起点として、

二) 神様祝福永遠宣布式

恨多き歴史的蕩減路程を清算しました。新た
（七・一節）（一九九一年七月一日、ソウル、

に創造主なる神様と、本然の父母となり得る

漢南洞公館）

横的な真の父母に侍り、左右が一つとなり、
南北韓と、あらゆる宗教圏と政治圏が一つと

愛するお父様！ きょうは一九九一年七月

なって父母権の王権を受け継いで本性の世界

一日、摂理史的転換時期において、最後の峠

の解放圏を求めるためのあらゆる宣言が必要

の位置を占める年であることを知っておりま

だということを私たちは知っております。

す。一月から六月まで複雑多端なる環境を越

のみならず、本性の真の愛を中心として、

えて、新たに七月を迎えました。一九九一年

個人的な中心であり、家庭、氏族、民族、国

の半分を送り、新たに迎える後半期は、お父

家全体の中心である真の愛の道理に従わなけ

様の摂理史において、頂上を越え、新しい希

ればなりません。そして、絶対的な一つの方

望の一峠を越えて、天国の自由と平和の世界

向による絶対的な目的の帰結である本然の天

へと進入することのできる分水嶺の期間であ

国は、地上を代表して地上で生活した家庭の

ることを知っております。

基台とならなければならないということを知

今や韓国という祖国の地を中心として、南

っております。したがって、統班撃破という

北が分かれているという怨恨、東西の紛糾に

厳粛な使命的課題を前にして、前進命令を天

よって歴史的な恨を残した戦いの苦痛もすべ

から受けました。
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決定的この峠に向かって七月一日から自分

物事にはすべて時というものがあります。

の家庭と自分の一族を収拾するために総進軍

時に対する責任を果たせなければ、顔を上げ

すべき世界史的時代が訪れるということを知

て歩くことはできません。真の父はサタン圏

らなければなりません。そして七月一日を中

に打ち勝たなければなりません。これからは、

心として全世界的に氏族的メシヤ宣言を申請

真の父母の名をもって個人的、家庭的、氏族

することのできる日として定めました。それ

的、民族、国家、世界的な迫害に打ち勝つこ

を申請した私たちはすべて、前後左右を見渡

とができなければなりません。自由世界が統

すことなく、天の眷属の因縁に従って、アダ

一教会とレバレンド・ムーンに反対し、共産

ムとエバが失った長子権復帰、父母権復帰、

世界が反対しましたが、既に自由世界のワシ

王権復帰の基準を、家庭において鉄の軸を打

ントンでソ連の指導者層を教育することによ

ち込んですべてのサタン、誰にも動かすこと

って、彼らに対して完璧な勝利を収めたので

のできない勝利の覇権を確立すべき祝福家庭

す。

の使命を忘れることのないようにしてくださ
いますことを、切にお願い申し上げます。

上に上ることができるのは、真の父母と天

天の前には自由世界、共産世界、南北とい

の権勢しかありません。ですから越権を行使

うものはあり得ませんし、サタンという存在

する力がなくなったということです。無理や

もあり得ません。

りに力を出したところで崩れるのです。国が

すべての悪の業を清算し、歴史とともにこ

そのようになれば、南北もすべてそうなるの

れを埋葬して、勝利と解放の天国が地上に到

です。南北韓の特定の権力者が自分の思いど

来することを、真の父母のみ名により地上世

おりにすることはできないのです。今までは

界と天上世界に宣布いたしますので、万世に

偽りの父母が処理してきたので、真の父母が

わたって永く盾として、主導してくださいま

このように結んで宣布しておかなければなら

すことを、きょう七月一日、この時間、真の

ないのです。それを宣布するのがきょう、こ

父母のみ名により宣布いたします。アーメン。

の日なのです。

真の父母のみ名によって宣布いたします。ア
ーメン。真の父母のみ名によって宣布いたし

三) 蕩減解消宣布式

ます。アーメン。アーメン。アーメン。
（一九九六年十一月一日、ウルグアイ）
きょう七・一式を終えることによって、父
母様が思いどおりにすることのできる時が来

世界平和家庭連合を中心として家庭を収拾

たのです。今までは自分の思いどおりにする

するのです。家庭的版図で失敗し、国家的版

ことはできなかったのです。思いどおりにで

図で失敗したことを、来られる再臨主は世界

きたとするならば、どうして先生が苦労した

的版図で収拾するのです。アダム家庭で失っ

でしょうか。どうしてこの世を相手にあのよ

たものを世界的版図において結んでいって世

うなことをしてきたのでしょうか。

界的祝福として連結、アダム家庭の立場に立
てて世界的国家を形成し、王権統一時代、地
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上天上時代へと、いかにして越えていくので

てカイン、アベルが一つとなり、母が一つに

しょうか。

ならなければなりません。

今、大転換時代になったということを知ら

母が一つとなることによって、母を中心と

なければなりません。ですから先生、御父母

して民主世界と共産世界、キリスト教ではカ

様を中心としてカイン・アベル世界的民主世

トリック（旧教）とプロテスタントが一つと

界と、キリスト教文化圏を中心として統一教

なり、天地が一つとなって、その基盤の上で

会の家庭運勢に反対するのを完全に越えたが

母を中心としてすべてを蕩減してきました。

ゆえに、勝利的覇権をもって家庭を中心とし

それゆえ、世界平和家庭連合定着と蕩減解消

て世界平和家庭連合の定着と同時に、蕩減解

を宣布することができるのです。

消、そのような環境を御父母様の名によって
神様が創造するとき、神様御自身が絶対信

宣布するのです。

仰、絶対愛、絶対服従する立場にあるのです
堕落はフリーセックスによるものなので、

が、その相対的家庭を築くことができなかっ

それは絶対セックス、絶対父母を中心とした

たので、すべてが地獄に落ちたのです。真の

絶セックスを中心として越えるのです。血統

父母の勝利権で一つとなったすべての基盤に

転換は絶対セックスによってなされるのであ

おいて、絶対信仰、絶対愛、絶対服従によっ

り、フリーセックスや中間セックスによって

て、アダム家庭で失ったものを世界的に越え

血統転換されることはありません。血統転換

ていくことにより、統一教会は真の父母を中

をしなければならないのです。

心として絶対信仰、絶対愛、絶対服従しなけ

先生が世界平和家庭連合で発表したことは、

ればならないのです。真の父母は神様の前に

それが越えることのできる権利を立てること

絶対信仰、絶対愛、絶対服従の伝統を受け継

です。ですからこれからは、御父母様が世界

いできたので、それを伝授してもらわなけれ

的版図で勝利したすべてのことを、お母様に

ばなりません。分かりましたか。天の祝福が

代わって、祝福家庭がお母様を中心としてカ

共にあることでしょう。

インとアベルが完全に一つとならなければな
りません。お母様と一つにならなければなら

四) 天地父母天宙安息圏宣布

ないのです。
（七・八節）（一九九七年八月九日〈陰暦七
世界のフリーセックス、ホモといった青少

月七日〉、ソウル）

年倫理の堕落によって、家庭を収拾すること
のできない世界を、真の父母の思想を中心と

一九九七年七月七日七時七分七秒を中心と

して初めて、それを反対にして家庭形成、国

して、三百六十万双家庭祝福を中心としたこ

家形成、すべて地上天上天国形成するように

の日「三百六十万双祝福完成は真の御父母様

なるのです。それは、平面上で復帰されてい

を誇り愛すること」という標語の今年、すべ

くのではありません。家庭版図を中心として

てのことを成就しました。お父様、いかばか

個人、家庭が絶対にお母様お父様を中心とし
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りの恨を抱いてこられたことでありましょう

八回連結することのできる焦点に合わせて七、

か。

八数を越えることのできる安息年と、再出発

お父様……、東洋、西洋の文化全体を失い、

の数を連結することのできる時代となったが

南北の統一世界を中心として万国の中心国家

ゆえに、統一家のすべての群れは、天の権威

であるべき祖国の地を失い、祝福を完成して

と天の愛の伝統を受け継いだ家庭を中心とし

お父様の一族が天の一族となるべきすべての

て天に侍り、国家を中心として天を安息させ、

もの、血族、子女、二分されなければならな

世界を中心として天を安息させ、天宙を中心

い立場に立ったがゆえに、再び共産と民主を

として天を安息させることによって、神様と

中心として二分された闘いを経て、四十年期

真の御父母様が自由においでになることので

間を再び復帰の道を歩むしかなかった歴史的

きる安息的基盤が家庭から天宙までつながれ、

な事実を、統一の群れは知っております。

そして、神様と一体となることのできる一つ

この四十年期間は、摂理史の四千年に代わ

の地上天国の王権と天上天国の王権が一時に

る期間であるがゆえに、キリスト教とキリス

樹立され得る限界線を越える時を迎えさせる

ト教信仰国、また、宗教と宗教信仰を中心と

ことによって、これを成就しました。

した人々に加えられてきたサタン世界の主権

このために、エバ国家としての国を代表す

国家の行使、今日の世界舞台を抱いたお父様

る母がこの地上に現れて、天上天国がアメリ

のみ旨の前に反対の立場にある全世界が相ま

カを中心とした国連舞台を中心として南北に

って、真の父母を攻撃するという四十年歴史

分かれているものを、アメリカを中心として

に当面してきたお父様の悲しみを知る者は誰

統一的な運勢を備え、韓国にそれを植えて解

もおりませんでした。

放基準において民族的解放を代表する韓国と

ただ一人、ただ一人、ただ一人この道を開

なるべきことを案じていたものを、お父様が

拓してこられたお父様の指導の前に、お父様

お守りくださり、三次にわたって、お母様を

の個人的な安息所を備えんがための闘い、夫

中心としてこの地に送り、み言を伝えること

婦的な安息所を備えんがための闘い、家庭的

によって、お母様が今回十六箇所という、十

な安息所を備えんがための闘い、氏族的な安

六数を越えてこの地上の高位層を、新たに門

息所を備えんがための闘い、国家的、世界的、

を開いて解放することのできる祝福をしてく

天宙的な安息所を備えんがために、お父様が

ださいました。そして、今や国を挙げて祝福

自由自在においでになることのできる、その

家庭が聖なるものであるということを知るに

ような創造理想的自由環境を開発するための

至りました。

受難の四十年歴史において、今やその峠を越

そこに南北の女性を中心として、世界の南

えました。お父様、それによってきょう真の

北に代わる女性を代表した大会において歓迎

父母を中心として、天宙安息圏を宣布するこ

されることによって、きょう、十六数と十八

とのできる、驚くべき時代を迎えました。

大会を中心としてこのような日を宣布するに

きょうこの日は、お父様の息子であるこの

至り、あす十日を中心としては、この国の中

文という者の年が七十七歳であり、一九九七

枢的な群れ、世界のすべての主権と国家を代

年七月七日七時七分七秒を中心として七数を

表する核心を中心として、天の勝利圏を宣布

1283 * 千二百八十三

천성경

天聖經
Cheon Seong Gyeong
することのできる家庭的王権時代へと入って

布いたしますので、お受けくださいますこと

いくその祝福がこの地上で成就し、統一教会

を切にお願い申し上げます。

が家庭祝福において先頭を切って行くことの

そして天地父母天宙解放圏を宣布する時間

できる主権をお立てになったのも、お父様の

を喜んでお受け取りください。天からこれを

御苦労のゆえです。

宣布して天上世界と地上世界における統一圏

そうしなければ韓国の立つ瀬がなかったも

の勝利の旗を高くお掲げください。真の父母

のを、お母様と天のお父様が協力することに

のみ名によってこの日を宣布いたします。ア

よってこのような基盤を備えるようになった

ーメン。アーメン。アーメン。

ことに心から感謝申し上げます。そのような
基盤の上に、きょうこのような真の父母を中

今まですべての歴史時代において、神様の

心とした天地父母天宙解放圏宣布をさせてく

安息日がなかったということを知らなければ

ださいましたことにも、お父様の前に千回、

なりません。驚くべきことです。これまでは

千回、千回感謝申し上げます。

すべてがサタンの所有権でした。息子、娘も

お父様、あなたの願いである家庭的王権時

神様のものではなく、万物も神様のものでは

代、国家的王権時代、世界的王権時代と天宙

なく、国も神様のものは一つもありませんで

的王権時代の安息の基盤がこの地に造られる

した。神様の理想的相対として血族を代表す

ことにより、囹圄の身である神様の解怨成就

ることのできる先祖として現れることのでき

をして、解放的な立場で愛の天宙を抱くこと

る人間が、アダムとエバが堕落することによ

のできる時代を迎えたことをお喜びください。

って失われたのです。

この息子の歩んできたこの道を、涙で保護
し、助けてくださることのできない父の悲し

私たちの理想家庭は神様の安息の家、安息

みはいかばかりであったかを知っております

の家というものがいったいどのようなものな

から、これからはお父様の願われた全体、全

のかを知るべきです。神様が安息の家を失っ

般、全権、全部の権限を成し、万国をお父様

たのです。ですから堕落した人類の理想家庭

が主管され解放天国へと前進することができ

というのは、神様の安息の家を取り戻すこと

るように祝福してくださいますことを、お父

です。その安息の家は、何が中心となって形

様、切にお願い申し上げます。

成されるのでしょうか。真の愛と真の父母と

今や真の父母の家族から、悲しみの涙を流
したその涙の跡が消える時代となりました。

真の子女、真の家庭を中心として形成される
のです。

お父様の解放の権限をもって御父母様の家庭

家庭が中心です。家庭を中心として一族と

から万国においでになるときに、滞ることな

ならなければなりません。ですから家庭を中

く行き来することのできる、愛する子女と、

心とした一族、氏族的メシヤにならなければ

愛する国と、愛する世界と、愛する天宙を創

なりません。家庭とは何かというと、家庭的

造理想の特権的な最高の頂上において位置を

メシヤ、氏族的メシヤ、国家として形成され

占めることのできる行幸を、真の父母のみ名

た国家的メシヤ、世界的メシヤ。世界的メシ

と共にお父様の解怨成就と全般的な解放を宣

ヤは誰かというと、万王の王です。そこに地
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上天国が形成されるのです。安息が個人から

何と素晴らしいことでしょうか。「千年、

全世界どこでも、天国のどこまでも、神様が

万年暮らしたいものだ」の父母とは誰のこと

行って休むとき、そこが家庭であれば、そこ

でしょうか。そのような夢の夢の中で願った

に個人と夫婦と息子、娘、全体が神様に侍っ

父母を尊重した内容を民謡で賛美した国は、

て喜ぶのです。

世界にありません。

真の父母がとどまって住む所はどこでしょ

千年、万年暮らしたいものだ。家はどんな

うか。真の父母が住むことのできる所はどこ

にみすぼらしい三間ほどの小さなくさぶきの

でしょうか。宇宙の中心です。宇宙の中心で

家でも、千年、万年真の御父母様と暮らした

あると同時に、神様のみ座となる王権の王子

い。韓民族の童謡の理想にぴったりと合って

の位置です。天上世界の王子の立場、地上世

います。そうして何をするのでしょうか。半

界の王子の立場、二つの父母の資格を中心と

月のような月、完成していなくてもいい！

してこれを連結させる王子の立場なのですが、

家庭的出発は完成してはいないけれども、こ

その王子の立場というものは何によって連結

の世界の半月のような空中の雲の国、人工衛

するのかというと、お金ではありません。も

星の船に乗り、帆もなく、竿もないけれど、

し私が、お金が好きだったとすれば、韓国で

すいすいと進んでいく、東の国、西の国。太

金持ちになっていたことでしょう。知識が好

陽の光は東から西を照らします。男性は東を

きだったならば、私は既にソウル大学の総長

象徴し、女性は西なのですが、女性は東の太

になっていたことでしょう。総長に教え、部

陽の光を受けて、男性と対等な価値をもつの

下にしている人物なのですから。そうではあ

です。東西の平準一致世界が築かれるのです。

りませんか。

アーメン。何と素晴らしい民族でしょうか。

世の中で名の知れた人を弟子として足でけ

きょうは何の日ですか。（天地父母天宙安

り、王だった人に使いをさせる人物なのです。

息圏宣布の日です）。天地父母です、天地。

ですから知識を必要とはせず、お金を必要と

天地父母の理想安息圏ができるとき、そのよ

はせず、権力を必要としない力をもった人物

うな世界となるのです。考えただけでもいい

です。何の力でしょうか。愛の力、神様の愛、

し、夢の中でもいいし、働いてばかりでもい

真の愛の力です。

いし、汗を流してもうれしくて、悪くないの
が、つまりよくないということのあり得ない

韓国には、世界のどの国の家庭にもないも

立場なので、私は永遠に「アー」、口を千年

のがあります。民謡をとってみても、民謡が

開けていても有り難く「メン」永遠に死んで

宇宙的であり、歴史を越えた宇宙史的な内容

生きようというのが「アーメン」ということ

をもっています。「月よ、月よ、明るい月よ、

です。そして神様の印を押してもらい、天国

李太白（李白）が遊んでいた月よ、あのかな

の宮殿圏内に入って千年、万年生きることの

たの月に、月桂樹が生えているので、金の斧

できる天の皇族圏、天の民圏となることによ

で切り、玉の斧で仕上げて、くさぶきの三間

って、人間の願いは万事成就されるのです。

の家を建て、父母に侍って、千年、万年暮ら
したいものだ」。
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五) 地獄解放と天国開門のための宣布

界だからです。このように垂直と水平の世界
が出会うことによって、地球星に真の平和が

（一九九八年五月十五日、ブラジル、パンタ

もたらされるのです。真の御父母様が現れな

ナール、アメリカーナホテル）

かったとするならば、霊界というものはない
に等しいのです。すなわち、真の御父母様が

興進様が真の御父母様の直系の子女である
という事実と比べて、キリスト教は血統の異

来られてこそ、霊界と肉界を処理することが
できるからです。

なる養子の立場にあります。この二つが一つ
となってこそ、御父母様が完全に立つことが
できるのです。したがって、既に祝福を受け

六) 総霊界霊人解放式・・全体解放統一
式の祈祷

た興進様と、キリスト教が祝福を受けて一つ
となって初めて真の御父母様のみ旨が成就す

（一九九八年十月十五日、ブラジル、サンパ

るのです。ですから統一教会はキリスト教に

ウロ）

対して、本格的に教団的な祝福を施さなけれ
ばなりません。真の御父母様を中心として父

愛するお父様、きょう一九九八年十月十五

と母、そして長子圏が一つにならなければな

日、この日は韓国では秋夕であり、先祖をお

らず、さらには父と養子圏（キリスト教）と

迎えする記念の日です。韓国の清平と、この

その他の宗教、そして非宗教圏が一つになら

西欧社会のサンパウロの聴衆、天地のすべて

なければなりません。

の被造万物と、霊界にいるすべての霊人、先
祖と幾千万の聖徒、神様から始まった愛で造

六月十三日に一億二千万双が祝福を受けれ

られた被造万物と、この地上に生きている全

ば、三億六千万双の三分の一が祝福を受ける

人類が、一致圏を完成した愛の結晶をもてず

ことになるので、旧約時代を脱するのです。

にいるという神様の恨を解くために、歴史時

早くキリスト教を中心として重生式と復活式、

代において旧教、新教、成約の解放完成圏を

そして永生式である祝福式を挙行しなければ

目指してこられたお父様、悲しかった歴史を

なりません。既に四人の聖人をみな祝福し、

すべてお取り除きください。

清平でもキリスト教解放のために精誠を尽く

天の縦的な真の父母が、天地を創造した理

しています。第四次アダム圏解放の鍵はすべ

想をもってこの地上で真の父母となる神様の

て真の御父母様が持っています。事実、地上

体としての横的な父母が、私たちの第一代の

よりも霊界を早く処理してあげなければなり

先祖であったことを知っております。その方

ません。したがって、先祖を整理することに

たちが家庭を中心として一体圏を成し、一つ

努力をするのです。

の体を成して、縦的な心と横的な体が一体と
なり、その一体となった愛の種をこの地上に

霊界を正してから、肉界を正さなければな

着地させることによって、永遠なる神様の血

らないというのが摂理の順序です。霊界は肉

統と真の御父母様の血統が連結し、体と心が

界に対して垂直であり、肉界は水平関係の世

一つとなった子女を万民がこの地上に繁殖す
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るという喜びの出発の一日を迎えることがで

不変、永遠なる家庭的基盤を願われたお父様

きず、悲しく憤懣やるかたない歴史的な恨の

の願いを成就するために、真の父母となり得

痕跡を消すための摂理を今まで続けてきたと

る絶対父母、唯一父母、不変父母、永遠父母、

いうことを知っております。

絶対子女、唯一子女、不変子女、永遠子女、

今まで考えもしなかったこのような恨を抱

絶対夫婦、唯一夫婦、不変夫婦、永遠夫婦、

かれたお父様の前に、この地上で孝行する息

絶対家庭、唯一家庭、不変家庭、永遠家庭を

子、娘が一人もいなかったお父様、孤独でか

完成する日が、世は知らずとも天は待ちわび

わいそうなお父様であられました。

る日であり、この歴史で最高の転換点となる

億万代の一人息子を生かさなければならな

ことを知っているこの息子は、千年を一日の

いお父様のその胸を開いてみると、この地上

ように願ってきたその日の来たりしことを、

に先祖のいない悲惨な人類、先祖を失ったそ

世の中に称賛したく、称賛すべき宣布の日で

の悲惨な人類を見つめる神様が、どれほど悲

あるにもかかわらず、このジャルジンの基盤

痛であったかという事実を、この息子は誰よ

でこれを宣布することになりました。

りもよく知っております。神様を知った日か

第三宣言では、天を第一代創造主、第二代

ら、わきまえのない子たちのために神様が行

創造主、第三代創造主、氏族基盤を連結して

かれる道は、順調な道を整えるための、キリ

横的な基台の上で地上天国と天上天国の王権

スト教数千年の歴史における苦労の基台を中

の基準を中心とした三代の創造主の権限を地

心とした真の父母の祝福の一日を得ることに

上に宣布することによって、恨めしい宿命的

よって、エデンで失ったアダム家庭の一つの

な課題として残っていた、神様もどうするこ

勝利的血統を受け継ぐことのできる天の真の

ともできず、サタンもどうすることもできな

愛と共に、それを結合できなかったものを取

いこのような過程をたどり、永遠、不変、宿

り戻すための受難の歴史であったということ

命的な父子の関係、夫婦関係、父母関係、子

をよく知っております。

女関係をすべて解怨成就することができるよ

責任を果たせなかった息子の恥ずかしさを

うになりました。

覚える時に、どうすればそれを避けていける

今、四数、四・四節を宣布することによっ

かということを求め、求め、求めたところ、

て南北がつながり、父母の心情を海から連結

その場で神様の道を、私の行く道を開拓し、

して、万物の授受の原則を中心として、海で

橋を架け、また、山を越えて縦的な八段階、

ノアの大審判もありましたが、審判を受けな

横的な八段階を経て、八定式の宣布とともに、

い海の基盤を中心として、すべての被造物を

真の父母であることを宣言しました。

解放的立場に呼び集めるという意味で、国家

そしてこの地上に七・八節を宣布すると同

メシヤと祝福家庭をすべてジャルジンに集め、

時に、ジャルジンを中心として、お父様の創

世界的メシヤ、国家的メシヤ、氏族、家庭的

造理想である本然的基準が、お父様が出発さ

メシヤの型をもって父母に従って戻らなけれ

れたその本然の基準の絶対信仰、絶対愛、絶

ばならないということを明らかにしました。

対服従と、神様の属性の基準でもあり、愛が

左側で勝利したことを、すべて右側に返し

とどまることのできる基台である絶対、唯一、

て、すべてが何にも引っ掛かることなく容易
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に行くことのできる道を行き、父母様が来る

庭を残し、この地上にあらゆる主権の形態を

ことのできる道を開くことによって祝福家庭

生んだ堕落した天使、神様の愛の家庭を破綻

たちは絶対信仰、絶対愛、絶対服従の四大属

させた怨讐を、霊界と肉界が一つとなって兄

性を中心とした、絶対、唯一、不変、永遠な

弟の因縁を中心とした父母の愛を抱き、神様

る、父母、息子、夫婦、兄弟、家庭を基盤と

の愛を抱くことによって、この地上で御父母

した本郷の道を行くことのできる自由な環境

様が、解放圏の宣布とともに、進軍命令を受

を下さったお父様の前に感謝申し上げ、霊界

けて長子権を取り戻しました。

と肉界に分かれているのを統一し、東西文化

お父様の願いである六月十三日に祝福した

の壁を越え、南北の貧富の差を越えて、今後

五大聖人を中心とする基盤に関係する宗派に

統一された国の父母に侍る子女の心情をもっ

因縁のある、霊界のすべての弟子たちととも

て、平和の天地と平和の人類をもつべき統一

に、祝福を受けたこの群れが、今後最後の転

家の祝福された群れとして行くことができる

換の一時を迎えるべき地上に、再び兄弟と共

ようにしてくださったことを、心から感謝申

に御父母様に侍り、神様と共に天上と地上と

し上げます。

ともに、忠孝の道理と伝統の足跡についてい

もてる財産と、もてる土地をすべて売って

くこの地上の天使長家庭を、この地で完成し

でも、失ったこの平和の天国を率先して取り

たアダム家庭にいる地上祝福家庭の解放圏の

戻さなければならないのが、祝福を受けた息

前に同参させてください。神様の前に、家庭

子、娘であり、祝福された立場に出るすべて

では孝子の道理、国では中心の道理、世界で

の人々であるということを知っております。

は聖人の道理、天地では聖子の道理の愛的因

そうすることによって、それを祭物として国

縁を共に受け継ぐことができるように、天の

を目指し、国を祭物として世界を目指し、世

神様と真の御父母様が一つとなって、それが

界を祭物として天地を目指し、天地を祭物と

永遠に可能となり、彼らを中心として彼に従

して神様を目指すべき責任があります。

う弟子と、そのような先祖をもったアダムと

万年解放圏の愛の実体主権を誇ることので
きる永遠解放、地上天国をこのように語るこ
とのできる歴史的な出発を、既に六月十三日

エバに連結された後代、先祖も解放してくだ
さい。
そして、真の御父母様を地上にお迎えした

を通して、聖人たちと殺人魔を兄弟のごとく、

本然の完成した天と一体となった愛圏の血族

父母様が号泣の心、悲しい心を押し殺しつつ、

を中心として侍ることのできなかったすべて

彼らを同じ立場で祝福することによって、天

が、地上天上の先祖が兄弟の因縁、親子の因

上世界は解放の叫び声が今でも響き渡ってい

縁の本然的創造理想、縦横を決定する愛の一

るということを、この息子は知っております。

家庭を中心とした定着点に、地球星全体、全

地の人間は知らなかったとしても、天上に

霊界が一つの真の父母を中心とした宇宙史的

いる私たちの先祖すべてと、天使世界と、千

な家庭的礎を永遠に定着することのできる宣

万のあらゆる聖徒がこれを知り、地上で御父

布の日に、霊界解放、地上解放、すべての家

母様の環境を開拓するために苦労しているこ

庭が縦横無尽に自由に往来でき、共に活動す

とを知っております。堕落した天使長圏の家

る時代を、真の父母のみ名により、今そのす
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べてを結んで地上着地活動することを、そし

んでした。ところが、堕落したがゆえに、ア

て、すべての被造万物と共に、真の愛を中心

ダム家庭においてそれを清算して、アダム家

として、神様と真の父母の真の血統的心情圏

庭の再創造の役事をしなければならないので

を中心とした神様の愛の地上天上天国、永遠

す。先祖を再創造して、天使長の位置にある

なる神様の主権的勝利のために出動すること

家庭にしておかなければならないのです。そ

を、真の御父母様のみ名により宣言いたしま

れゆえ、大量祝福、霊界の解放祝福時代にな

す。アーメン！ アーメン！ アーメン！

ったのです。解放祝福時代です。それによっ
て霊界にいるすべての霊人の家庭を中心とし

七) 真の祝福天宙化とサタン血統根絶完

た天使長自由環境圏へと追いやるのです。家
庭を中心とした解放圏では、サタンの役事と

成解放宣布式

いうのはないのです。
（一九九九年一月八日、ウルグアイ、プン
霊界の人々にも祝福をすれば、自分たちが

タ・デル・エステ）

相対を連れて降りてきて、子孫の先祖という
今年の標語は「真の祝福天宙化とサタン血

立場で、自分の子孫が祝福の道へ行くように

統根絶」です。それはどういう意味かという

駆り立てるのです。人間は本来、真の父母を

と、サタン世界とは関係がないということで

中心としてこの地で生きてこそ天国へ行ける

す。真ということを中心としては、偽りが相

ようになっているのですが、霊界にも住むこ

対の立場に立つことはできません。昨年は、

とのできない霊が、この地上に来ることので

真の神様を愛し誇ることは三億六千万双祝福

きる道を開いてあげるという式にもなるので

とサタン世界血統断切です。それは既に、昨

す。

年の九月三十日を中心として乗り越える時代
に入りましたから、今や天と地において相対

自分が好きな人を連れてきてエデンで夫婦

的関係で闘争するという時代は過ぎ去るので

になれなかったのをこれからは、祝福を受け

す。峠を越えたということです。

ることのできる地上で、その子孫に従って、

本然のアダムの立場において、この世界人

絶対信仰、絶対愛、絶対服従するように後援

類を大祝福して乗り越えて、多くの本然のア

することによって、地上で真の御父母様と共

ダム家庭が祝福を受けた立場に立ったので、

に生き、天国へ行くことのできる大道の道に

天と地の塀がふさがってはならないのです。

参列するために、全体の根本となっているサ

今年は「サタン血統根絶」です。根を抜いて

タンの血統の根を抜くということを、先生が

しまわなければなりません。そのためには祝

打ち立てておかなければならないのです。ど

福の恩恵圏をこの天宙、すなわち霊界と肉界

ういうことか分かりますか。

に築かなければならないのです。
全体解放、サタン追放、サタン根絶と同時に、

アダム家庭を中心に考えると、天使世界を

人間の罪の根が反対に進んでいたのを正して、

中心にアダム家庭を完成しなければなりませ

すべてがまっすぐに進んでいくことができるの
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です。地獄には悪魔と罪人が行くので、完成で

デモです。そのように御父母様がこの地上に

きずにすべて逆さまになっていたのが、善なる

来て目的を世界化させるのと同じように、個

ものとなり、まっすぐに立って、自分の階層か

人でも家庭、氏族、国家はすべて真の父母を

ら天上世界へと行くことができるという、正に

中心としなければならないのです。個人から

祝福天宙化となっていくのです。

始まって、家庭的な真の父母、家庭的な基準
で真の家庭、家庭基準で純潔、民族基準にお

今日「真の祝福天宙化とサタン血統根絶」

いてもそうであり、国家基準における真の父

を宣布したのですが、祝福を受けた一族は、

母、真の家庭、真の純潔、このように世界化

先生の誕生日の二月二十日を中心として献納

されるのです。

祭物をすることによって、地上における直系

国家基準さえあれば世界化され得るので、

の十二人ではなく、七十二代から百二十代ま

真の父母の基準が私たち個人から国家、世界、

でイエス様が祝福したかったすべてを乗り越

天宙まで連結し、真の純潔の血統が連結され

えることができるのです。そうなれば、自動

ることによって堕落がなかった解放の時代に

的に真の父母の直接主管圏内に入って、サタ

入っていくのです。ですからそれを全体清算

ンと関係のない時代へと移行していくのです。

するためのデモをしなければならないのです。
伝道よりも、それをしなければなりません。

霊界にいるすべての先祖も解放するのです。
サタンも解放してやらなければなりません。

祝福することよりも、祝福を受けさせること
よりも、これをしなければなりません。

それゆえ、今後、氏族的メシヤとして百六十
家庭を祝福した人は、一つの一族を中心とし

そうすれば真の父母に向かって讒訴する者

て、それを自分の一族と連結させて総蕩減献

はないのです。サタンも讒訴できず、神様も

納式をして、その基盤の上で百二十代の先祖

讒訴はできません。今後、完全に解怨成就、

を祝福してやることができるのです。こうす

所願成就したという立場で地上天上天国が着

ることによって、百六十家庭は先生の時代で

地するのです。今後、教会はなくならなけれ

あるために、百二十家庭さえすれば統一天下

ばなりません。しかし家庭連合時代が過ぎ去

圏に入るのです。十二代、七十二代、そして

ることはありません。最後まで残ります。そ

百二十代、そのようになるのです。それゆえ、

のようなすべてを、千里遠征の蕩減路程を経

百二十代をすればすべて入っていくのです。

て、先生の一代で、八十歳まで、六十年代か

百二十代の王たちとその長孫、王権を祝福す

ら御父母様は四十年間歩んできたのです。韓

ると同時に、その王権にいたすべての国民を

国の年齢でいうと、私は今八十歳です。誕生

解放させるのです。真の父母と神様が許すの

日の前にこれをすべて宣布してしまうのです。

です。
八) 成約時代と天上地上天国完成宣布
今後デモをしなければなりません。何のデ
モをするのかというと「真の父母を誇り、真

（一九九九年四月十一日、イースト・ガーデ

の家庭を誇り、真の血統、真の純潔を誇る」

ン）
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韓国でも八箇所で巡回講演をして、お母様

らを完全に祝福してあげているので、霊界の

がエバ国家の日本から、息子の国家アメリカ

先祖が法的結婚をしたように、今まで未成年

の責任を負って巡回講演をしてきたのです。

は天に入れなかったのですが、すべてを祝福

ですから日本では十六カ都市、アメリカで二

してあげることによって、これが十六億双を

十四カ都市、合わせて四十の都市で大会をす

祝福するということです。

べて終えたのです。つまり父母の責任と子女
の責任においてすべて失敗したものを、先生

祝福とは、神様の真なる生命の血統を連結

が責任を取ってなしてきたのです、それは神

することのできる基盤を相続することです。

様にもできず、キリスト教にもできなかった

祝福を通して神様の血統を相続した人が霊界

ものを、初めて先生が責任を取ってそれを着

にも肉界にもいるがゆえに、神様は思いのま

地させるための決定をしたのです。

まに主管することができるのです。ですから

それゆえ、韓国での勝利、日本での勝利、

神様の思いどおりに再創造、復帰歴史を今も

アメリカでの勝利を収めて、長子圏を中心と

蕩減条件なしに全権をもって推し進めるので

してカイン圏文明世界の三十四カ国を中心と

す。ですから皆さんが、そのような信念をも

して、キリスト教文化圏が一九四五年に責任

った相対的立場に立てるか立てないかという

を果たせなかったことによって、その四十年

ことが問題です。そのような決意した絶対信

荒野家庭カナン復帰路程においても失敗した

仰、絶対愛、絶対服従の基準と一つとなれば、

ことをすべてに対して先生が責任を負い、全

一瀉千里にすべてが水平世界に線を引くこと

権をもって再び地上に定着させるという決定

ができるのです。

をしたのが今回の巡回路程だ、ということを
皆さんすべてが今後、絶対愛、絶対服従す

皆さんは知らなければなりません。

る立場に立たなければなりません。エデンに
今日、先生は「成約時代と天上天国、地上

おける家庭には、自分の所有物はありません。

天国完成」ということを宣布しました。家庭

神様と、神様の絶対愛と一つの血統の立場に

完成と、霊界におけるすべての解放を中心と

立った真の息子、娘にさえなれば、宇宙のす

して考えると、祝福家庭の中には、既成祝福

べては息子、娘に相続されるようになってい

家庭、法的に契約する契約家庭、そして純粋

るので、すべてが私のものとなるのです。愛

処女と純粋童貞の家庭があります。三十六家

によって一つになれば私のものとなるのです。

庭の三家庭を代表して、霊界において既成家
庭祝福、法的結婚未完成段階で地上と天上に

皆さん、所有権というものが、すべて自分

分かれていたものを結んで、霊人祝福をして

の財産だと考えてはなりません。所有のうち

やると同時に、霊界でも、霊人で祝福を受け

で最高のものは神様の愛であり、神様の愛を

た人は、三日式を通して復帰も許すようにし

受けることのできる息子、娘の家庭であると

ておきました。

いうことを知らなければなりません。それが

今まで地上で幼くして死んだ霊の中で、十

一番です。それを失ったがゆえに、すべてを

六歳以上になった霊が数百億いるのです。彼

失ったのです。それは探せば取り戻すことが
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できます。皆さんがその愛を中心として、そ

さあ、先生がどれほどすごいのか見てくだ

のような家庭を築くためには、所有権のない

さい。今回の祝福式で、「地獄の門を開けて

完全な無から創造されて、理想と一つとなる

殺人魔までをも祝福してやる」と神様が言う

絶対信仰、絶対愛、絶対服従の基盤を連結さ

ことはできないのです。「早く地獄の門を開

せ、本然的なものをもってこのサタン世界で

いて天国へ来なさい」と言うのです。死んだ

も完全に拒否するような立場になければなり

人の中には、統一教会に何年間も反対した人

ません。

もいるのですが、そのような人までも霊肉を
中心として霊肉結婚して、三日行事まで、地

アダムとエバが失ったものを、これからは

上で三日行事までせよというのです。それを、

家庭を中心として真の父母との血統的関係を、

韓国からアメリカに来るときに、一九九九年

真の愛を中心として見いだすことによって、

三月十三日に承諾してきたのです。

完全に復帰することができるのです。それゆ

聖人になれる人、地獄にいる悪の側の人、

え皆さんは今、財産だとか、所有といったも

聖人と殺人魔まで解放するのです。その原則

のをもっていてはならないのです。神様を中

において、統一教会を信じる人ならば、統一

心として、血統を中心として、神様の愛を中

教会にこの上なく反対していた夫でも、ある

心として一つになれば、神様のものがすべて

いはまた、自願する人を連れてきて、地獄に

私のものとなるのです。

いる人までも解放し、祝福してやることがで
きるというものです。そのようなことが起こ

先生は世界的メシヤ、世界的父母として、

るのです。

国家的父母と氏族的父母と家庭的父母を配置
したので、これらすべての国家的メシヤ、氏

聖人と悪人を一つにするという原則がある

族的メシヤ、家庭的メシヤは、先生と一つに

ので、結婚もできずに死んだ哀魂が大きくな

なって大移動をしなければなりません。そし

って十六歳以上になった人を、これから解放

て本然の地を求めて入り、本国を創建し、そ

してやるのです。そのような人までも祝福し

こで氏族的に拡張して世界を求めていかなけ

てあげるのです。先生が地獄の門を開いて、

ればならないのです。そのような道を経てい

すべての人の前で祝福してあげることによっ

かなければならないので、大移動をしなけれ

て神様の血族的権限を認めることにより、サ

ばならないのです。

タンは完全に後退せざるを得ないということ
を知らなければなりません。革命の中でも、

今回の二月七日の祝福は、韓国の責任、日

このような革命はありません。

本の責任、アメリカの責任、カインとアベル
すべてが失敗したものを、先生が軌道を修正

今日、み言と共に世の中が変わり、霊界が

して、先生が全権、勝利圏をもってくぎを打

祝福家庭によって処理され、三日行事までも

ち込むという行事です。この「真の家庭世界

思うがままにして解放圏ができたので、サタ

化前進大会」がその復興会です。

ン世界の血族根絶を行って、霊界肉界の解放
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圏、神様の全権によって入ってきたというこ

共に成せるようにしてくださった恩賜を心よ

とを知らなければなりません。

り感謝いたします。
その基盤の上に、今年においての昨日、一

九) 真の御父母様の東西洋（地球星）勝

昨日まで（一九九九年一月十七日～五月二十
八日）に終わった、父母様を中心とした八十

利祝賀宣布

カ国巡回の大いなる天の役事を勝利の権限を
（一九九九年五月三十日、ベルベディア）

もって一方通行で目的地にまで一息に走って
循環勝利することのできるその日々を記念し

あなたの怨恨の根源となったサタンの血統

て、パンタナールにおいての天宙史的な解放

を根絶することのできるこの時代を迎えさせ

とともにこの祝福の基盤を中心として、御父

てくださったことを知り、このことを知って

母様が精誠の八数を中心とした八回の韓国、

今まで身もだえして闘ってきた三億六千万双

十六回の日本、二十四回のアメリカ、三十二

の祝福とともに、今や残されたすべての男女

回の世界、八十カ国を中心として、八数を合

たちの祝福を霊界と肉界で完成することによ

わせる四位基台の倍数、アダム家庭の八数、

って地球星全体を新しく天国化しなければな

ノア家庭の八数を失ったことを世界的家庭の

らない責任的な素行を背負ったこの統一家の

上でこれを再び回復するための最後の清算の

祝福を受けた群れを、天が守ってくださった

ために、このような大覚醒運動を宣言しなが

ことを感謝いたします。

ら巡回講演を成功的に終わることができまし

この者たちを代表して先頭に立って息絶え
絶えの受難の中で一人、真の父母としての面

た。
このような昨日、一昨日までの勝利の権限

目を立てるために今まで個人的な闘争、氏族、

をもって帰ってきて、歴史的なこの中心の立

民族、国家、世界、天宙、天上世界の心情的

場であるベルベディアで「真の父母東西洋

怨讐であったサタンを追放するときまで闘い

（地球星）勝利の宣布」のできるすべてのこ

ながらやってくるのに、失敗することを心配

とが言葉だけでなく、このような城壁が根源

しながら保護して、一線に立って共に協助し

となって善悪を分別して高低を推し量ること

てくださったお父様の前に心より、心より、

のできる一つの盾としたので、これを中心と

心より感謝いたします、お父様。

して今後の統一家のすべての祝福を受けた者

このように苦労した家庭を中心として三億

は堂々と天の圏の中に天の代身となった国家

六千万双を祝福することによって、四億双以

の国民として責任遂行にはばかることなく、

上の祝福家庭を中心として、神様を中心とし

前進に前進を誓うことのできる群れとなるこ

て、これが堅固な城のような先陣となり、サ

とができるようになったがゆえに、万福の祝

タン基盤、霊界と肉界の地獄解放圏を宣布さ

福のために地上拡大の勝利の権限として真の

れて、あなたが自主的な権限を回復すること

御父母様の勝利の権限の上に連結させてくだ

のできる宣言の日々を通して天が協助し、勝

さるように懇切にお願い申し上げます。

利の基盤を真の御父母様と共に、祝福家庭と

そうして天上世界と地上世界に天地父母の
勝利の解放圏を立てることによって、あなた
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の愛の主権の理想を万宇宙に宣布して旧約時

真の父母の勝利圏を中心として勝利歓迎宣布

代の万物の祭物の恨を踏み台として、新約時

をすることのできる、とてつもない歴史的な

代の子女の祭物の恨を踏み台として、成約時

時点を迎えました。

代の父母様をかけてこの恨を踏んで、ただお

その間、天の前に人類の先祖から犯罪を犯

父様のみが、創造主のみが主人になられ、サ

した悲しい歴史を残したすべてのことを神様

タンの讒訴条件を完全に全廃した勝利の覇権

の胸に埋めたまま、誰も願いを、願いをかな

をもち、愛の王になってくださるようにお願

えることのできない恨の心情を抱えてこられ

いいたします。

た父を私は知っております。その前で讒訴し
呪いながら嘲弄したサタンを見つめる神様の

地上に平和をもたらすことのできる勝利の

心が、どんなに曲折が多かったことかを私は

この日とともに、天上世界の解放をもつこと

知っております。神様が、本然の堕落してい

のできるこの日を真の父母の名によって願い

ない完成したアダム家庭を中心として神様の

ますので、受けて実践されることを万世に祝

血筋が連結された愛の氏族圏を編成され、家

福し、勝利により、前進されることを懇切に

庭と民族、国家と世界、国を経て世界の地上

願いながら、天上世界と地上世界に神様と真

に地上天上天国の出発をされようとした理想

の父母のみ名を中心として万民と共に万物を

は、完全に水泡と消えてしまいました。

合わせた勝利の覇権国家へと、前進を誓うこ

サタンが屈服することによって、サタンの
立場のすべてのものを自由自在に神様が創造

とを宣布いたします。
万世の恨と嘆息を、解放圏をもつことによ

権限をもって重ねて収拾することできる主体

って真の父母の名によって天上地上の真の父

的な能動行使を施行することのできる時代が

母圏全体を身代わりしてこの勝利の日を宣布

来たことを宣布し、地球星解放圏を宣布し、

いたしますので、万世の勝利の主人公になっ

きょうを迎えては真の父母様の天宙勝利祝賀

てくださいませ。アーメン！ アーメン！

宣布の日を基盤として縦的、横的な基盤の上

アーメン！（一九九九年五月三十日、ベルベ

に、縦的な基盤として天宙真の父母勝利祝賀

ディア聖地）

宣布の時間を迎えさせてくださった恩賜をお
父様！ 心より感謝いたします。

十) 真の御父母様天宙勝利祝賀宣布

お父様、これからあなたの指導の前にサタ
ンが強制的に首を絞め、死刑場に引きずり出
して脅迫し、脅しによって地獄に行ったこの

（一九九九年六月一四日 ソウル）

ような時代とは反対に、霊界で祝福を受けた
神様！ きょう一九九九年六月十四日午後

この家庭たちが自分の後孫のところに行って

一時十五分を期して、ここに立っている真の

強制的にでも全部に薬を与え、病気にしてで

父の名と真の父母の名を代身して勝利された

も地獄に連れていくのではなくて、天国に連

天宙解放を宣布し、五月三十日には「真の御

れていくことのできる自由解放圏時代を迎え

父母様東西洋（地球星）勝利祝賀宣布」をし

ることができたがゆえに、全世界でさまよっ

たその基盤の上に、きょうは天地を代表した

ているすべての一族、氏族たちを連結させて
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国家を収拾し、あなたの愛の血縁を中心とし

よって牢獄に捕らわれの身となったのを、こ

て永遠の愛の主権の前にあなたの血族であり

のサタンの牢獄世界から解放することです。

得る眷属圏を超国家的に形成し、万民の解放

その次に、嘆き悲しんでいる万物まで全部解

とともに天上世界の解放とともに真の父母の

放することです。

解放、人類の解放、神様のサタンまでも哀れ
まれた基台の上に、僕の立場をもう一度つく

パンタナールを中心として、最高のところ

ることによって本然の創造理想をなした以上

に神様のみ旨を連結させることができるよう

のすべてのものを解放することのできる時代

に一九九八年五月十三日から十五日まで特別

を真の父母が父の権限の前にこれを奉献し捧

な精誠を捧げたことがあり、その基盤の上に

げますので、その実権的な変わった覇権を通

今年においての五月十四日、天宙解放宣布が

して、正義の判断を中心として地上再臨、天

ありました。その次に御父母様がアメリカに

上昇天し、自主的な主管の善の愛の王権を立

帰られた日を中心として五月三十日、ベルベ

て、万王の愛の永遠の愛の王権を立て、万王

ディアにおいて「真の父母様東西洋（地球

の愛の永遠な永世をつくってくださり、相続

星）勝利祝賀宣布の日」を設定することによ

させることのできる愛の永遠の王となってく

って横的な立場がみな築かれたのです。です

ださいませ。

から縦的なこの宣布（真の父母天宙勝利祝賀

真の父母の地上にその統治を受け、天の前

宣布）というものは、神様が今や創造した世

に孝子の道理、忠臣の道理、聖人聖子の道理

界の前に心配から抜け出し、エデンの園の家

を行く道を教示して、万民があなたの血族と

庭からその自然世界のどこに行っても歓迎さ

眷属の立場となり、万代の祝福を受けた天国

れることのできる蕩減を、みな成し遂げたと

を主管し地上天国、天上を相続した後継者と

いうことを意味するのです。

してはぐくみますので、この特権的な富貴栄
華を受けてくださいまして、宣布の日として

摂理の総結論はアダム完成です。アダム完

定めてくださり、万事がうまくいき、自主的

成とは何でしょうか。アダムが責任分担完成

な善の王権を行使することを真の御父母様の

を成せなかったというのです。責任分担は世

前に勧告、また勧告、また勧告宣布、宣言い

界の伝統的、礎石的基準が、家庭的礎石であ

たします。アーメン！ アーメン！ アーメ

り、氏族的礎石であり、民族的礎石であり、

ン！

国家的礎石であり、地上天国の礎石であり、
天上天国の礎石になることのできるすべての

先生の生涯というものは、み旨の解放のた

ものの礎石が汚されたのです。それを清算し

めに生きてきたものです。メシヤの使命は、

なければなりません。ですから霊界の掃除、

み旨の解放のために生まれ、み旨を中心とし

地上の掃除、すべてのものをみなしなければ

て生涯を通してみ旨の完成をすることです。

なりません。

その解放圏というものは天国の解放であると
同時に、神様を解放することです。その次に

天使長がエバを主管性転倒させたのも、偽

は、堕落した父母によって、サタンの血統に

りの愛ゆえであり、エバがアダムを主管性転
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倒させたのも血筋を汚したからです。この血

その苦労された神様を解放させなければなら

筋を汚した人類を子女としている神様は父母

ない、誇り高い家庭にならなければなりませ

の立場なので、宿命的な立場であるけれども

ん。

不可避的な反対の立場です。神様が逆に立っ
ているというのです。逆に立っている神様は、

真の御父母様の天宙勝利祝賀宣布をするこ

行くところがありません。捕らわれの身にな

とができた事実を見ても、勝利の祝賀を宣布

ったということを考えてみてください。神様

できるこの事実は、神様が真の父母の前に、

が人間の世に入ることのできない事実を、誰

天地すべての前に感謝することのできるこの

が知っているのかというのです。神様がこの

ような条件を立て、その感謝の心が創造し、

ようになってしまっていいのかというのです。

願った希望の神様の心を全部越えに越えて、
内外共に完成したアダム以上の立場を固める

神様の息子、娘であるアダムとエバは、億

その世界を根こそぎ受け継いだその立場で、

万代の一人息子、一人娘です。億万代の一人

新しい四次アダムと出帆を願うのが、本当の

息子、一人娘を失ったので、神様がどんなに

勝利の立場に立った神様の心と真の父母の心

悲しいでしょうか。それだけでなく、愛の伝

であることを記憶しなければなりません。

統として立てることのできる愛の道を失った
のです。愛することができないのです。愛す

アダムの責任が神様を解放し神様の愛以上

ることのできる息子、娘に会っても愛するこ

のすべての心情と精誠の心でアダムの何十倍、

とのできない、愛の道が切れてしまった、そ

何百倍の完成の道を超えたその立場で家庭を

のような神様の悲しみを誰が解怨してあげる

中心として孝子、国を中心として忠臣、世界

のかというのです。アダムがそれを解怨して

と聖人、聖子の立場に立って、神様の前に全

あげなければならないのです。

体の相続を受けなければならない御父母様の
生涯路程です。そのためには、すべてのもの

皆さんにおいて、これからは、これ以上苦

を捧げなければなりません。これを捧げて神

労はありません。蕩減がありません。ただ一

様がそのような立場で勝利、万世の勝利、永

つ、絶対信仰をもたなければなりません。神

遠の勝利、永遠に存在する神様がそれ以上の

様が天宙を創造するときの出発が絶対信仰で

勝利を願うことのできない立場に立って、相

す。絶対信仰をもって造った基盤の上に、未

続してあげるとき、堕落の恨を大きく越える

来の絶対愛の型をつくって愛の完成体を成す

ことのできる新しい世界の勝利の神様の権限

ことができるので、絶対信仰をもちながら絶

を行使することができると見るのが総結論で

対愛を投入するのです。その価値の愛は、自

す。そして汚されたサタンの血族は跡形もな

分よりも億千万倍立派であることを願うこの

くきれいに整理しなければなりません。

ような立場なので、投入しては忘れ、投入し
ては忘れる歴史の蕩減復帰を繰り返しながら

一) 天地父母天宙統一解放宣布（九・九節）

数千万年、アダム完成の家庭を探してこられ
た神様の愛です。その神様の苦労を知って、

（一九九九年九月九日、ソウル）
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愛するお父様、きょうは一九九九年九月九

族的な真の父母、神様を中心とした一体とな

日、御父母様の七十九歳に合わせて九月九日

られて、縦横のサタンが汚した地上地獄と天

九時九分九秒を中心として天地に恨として引

上地獄、地上のすべてのふさがっていた壁を

っ掛かっていたサタンの完成数である九数圏

崩すことによって、地上に愛を中心として主

を天上世界から地上世界に連結されたすべて

流の天上世界の天国まで直行することのでき

の地上天上天国に連結された地獄と天国の堕

る道を連結させることのできる真の父母の涙

落の因縁によって拘束されているすべての全

は、立体的なものを経て、個人的時代を過ご

体は、サタンを中心として連結されているこ

し、家庭、氏族、民族、国家、世界、家庭的

とを説破いたしました。

限界線を逆さにして神様的最高の家庭理想を

その内容が腹中時代からふさがり、幼児時

地上に開くことによって、天が解放され、神

代、兄弟時代、婚約時代、結婚時代、父母の

様が自主的にすべての世界を主管することの

時代を経て、おばあさんの時代と女王の時代

できる時代が目の前に近づくことによって、

まで、男性世界、女性世界共に血筋を中心と

天上世界では七・八節を中心として真の父母

して連結されなければならない一体的理想圏

天宙安息圏を宣布して以来、満四年が過ぎた

がサタンによって心と体の中で境界線、幼児

ので、これから四年を迎えて二千年代を中心

時代、兄弟時代、婚約、結婚、夫婦、父母、

としてサタン世界のふさがっていたすべての

祖父母、王権まで全部がふさがっていたこの

九数を完全に清算しなければ、二千年代を越

すべての事実が善と悪の闘争歴史によって、

えることはできません。

多くの天側に立ったアベル的な兄弟圏が血を

あす十数を足すことによって一九九九年が

流してきましたし、このアベルを中心として

二千年を迎えることのできる数になることに

カインを逆に屈服させてアベルが天の国の長

よって、神様が引っ掛かることなく堕落のな

子権を探し求めてサタン世界の子女たちを次

い本然の創造理想的アダム家庭以上の愛を中

子権として自然屈服させなければ神様の善の

心として、縦に個人から家庭、氏族、民族、

血筋が汚された血統の因縁を正すことのでき

国家、世界、終わりまで戻っていって、地上

ない恨の歴史であることを、統一教会の教会

世界と天上世界に連結することによって球形

員たちははっきりと知っております。

的統一世界を探そうとするその本然のみ旨が

偽りの父母によるこのすべて全体は、九数

解放と共に万歳を叫びながら天地解放圏をも

に該当するものであり、一から九数までは神

つことのできる六月十四日を中心として、天

様が嫌うことによって、神様は旧約時代に十

地父母天宙勝利祝賀宣布式をもった基盤の上

分の一の条件を中心として、サタン数九数を

に、きょうのこのすべての天地父母天宙統一

清算するための摂理歴史を成してきたことを

解放圏を宣布することができたということは、

私たちは知っております。このすべての九数、

これから南北統一の運勢が来るようになった

サタン数の最高の頂上数を個人的に屈服して、

のです。

氏族、民族、国家、世界的に屈服するだけで

東西文化の格差、東洋では精神的文化の基

なく、地上世界と天上世界、真の父母を中心

準であり、物質文明の西洋文明は互いに闘争

として地上世界の整備とともに天上世界の氏

的概念があったものが、一つにならなければ
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ならない東西文化の統一であり、南北の貧富

ましたが、今は母子協助時代が過ぎたのです。

の格差を統一することができ、兄弟の愛の父

今までの蕩減歴史で母子が、母と息子、娘が

母を中心とした家庭理想統一的縦横のすべて

犠牲になって復帰しましたが、このすべての

の愛の理想、天国まで解放圏をもって地上世

ことが九・九節を宣布して、南北が統一でき

界の地獄全体、天上世界の地獄全体、地上世

る運勢に入り、統一される日には父子協助時

界天国全体に顕現、天上世界全体に顕現する

代に入るのです。母親はいなくてもいいので

ことのできる自由解放圏を迎えた最後の決定

す。母親はいくらでも立てることができます。

的な勝利の権限を天宙に宣布することのでき

アダムが堕落しなかったら、エバはいくらで

る日をもつようになりました。

も代えることができたのです。

きょう以降から主なる神の名に従って神様
が宣布するこの宣言の前に、絶対服従、屈服

人知れぬ思いを一人しながら、韓国の未来

することによって、今まで天の一八〇度の方

の統一の理想世界と天上天国にどのように連

向を一八〇度善の方向に絶対信仰、絶対愛、

結させるかという問題を誰が知るでしょうか。

絶対服従の因縁をもつことによって、エデン

牧師が知っているでしょうか、長老が知って

において悪の先祖、天使長が絶対信仰をもっ

いるでしょうか、誰が知っているでしょうか。

てアダムを愛し、絶対愛、絶対服従を天倫の

宗教圏では分かりません。それを真の父母の

大主体父母、相対父母、天地父母に反対した

みが知っているのです。無知で堕落しました。

ことをこれから蕩減復帰して、絶対的な立場

堕落した父母は無知の愛で堕落しました。こ

に立って全人類と万物を絶対信奉すると同時

れが偽りの愛であり、偽りの生命、偽りの血

に、絶対愛と絶対解放圏に従って、絶対服従

統を残しました。これを真の父母は完全に知

することによって堕落した天使長まで、地獄

っています。

まで解放することのできることを真の父母の

神様が誰であり、歴史はどのように流れて

名によって、この九・九節を宣布しながらこ

きて、民族的帰結はどのようになり、良心的

の内容を明らかにし、天宙に宣布いたします

分裂をどのように統一するのか。個人統一、

ので、悪の世界、善の世界は神様と真の父母

家庭統一、氏族、民族、国家、世界、天国、

と一体化して善のみを残し、善のみが動くこ

神様まで、私の手で解放させようというので

とのできる、神様の理想地上天上天国天運時

す。偽りの父母が神様を捕らわれの身として

代、解放時代を迎えることのできるように許

しまったので、真の父母は解放的主人として

諾することを今、真の父母の名によって宣布

神様を解放するのです。サタンの王権をなく

いたします。アーメン！ アーメン！ アー

して、長子権、家庭権、王権を取り払い、神

メン！

様を天上世界にお連れして先生が整えた基盤
に入ってきて家庭統治、氏族統治、民族統治、

文総裁は世界的版図をもっています。アメ

国家統治、世界統治まで完結させなければな

リカは天使長国家で、韓国はアダム国家です。

らない責任があるので、そのことを今でもし

父と息子が一つにならなければならないでし

ているのです。

ょう。今までの復帰歴史は母子が協助してき
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歴史上で数多くの民族、氏族、血族がみな

真の父母は私のものです。真の父母を私の

三六〇度位置が違うのをどのようにして天国

ものにするためには、この地球星を売っても

に入れるようにするのでしょうか。全部門を

買わなければなりません。地球星でも足りま

開けておいたのです。海になるためには滴を

せん。地球星と霊界と肉界を売っても買えな

落として、支流を経て、大流を経て、大きな

いのです。今日、特別に決意しなければなら

川を通して海まで行きます。ところが、今は

ないことは、真の御父母様は絶対的に私のも

大きな川は逆に流れるのです。逆に流れます

のだ、唯一的に私のものだ、普遍的に私のも

が、すべて海の水は無限な水があって逆に流

のだ、永遠的に私のものだ、という決意です。

れるのです。あの山深い谷間まで、愛の波、
真の波、正義の波、理想天国のユートピアの

皆さんはこれから九・九節を中心として

波が流れて三度だけ入ったり出たりするだけ

「総蕩減献金」をしなければなりません。

で自然に浄化されます。三年路程さえ経てい

「総蕩減献金」とは何をするのかというので

けば、地上天国は目の前に現れるのです。こ

す。怨恨と解放式です。解放式をしなければ

のような国家観、大運勢転換時期に処してい

なりません。神様の恨を解いて解放をしてさ

るということを知らなければなりません。

しあげなければなりません。それだけでなく、
天宙を解放して、皆さんを解放させることの

太陽は一つですが、太陽の光は宇宙に満ち

できるのが「総蕩減献金」だということを知
らなければなりません。

あふれているのです。

真の父母は誰に必要かというと、個人に絶

一九九九年九月九日、九・九節宣布以降、

対必要です。体、心の闘いをやめさせること

十四日午前七時十五分を期して、今までの真

のできる教えは真の父母にしかないので、真

の父母の名によって祈祷したものを自分の名

の父母は数多くの人間、個々人に絶対に必要

前で祈祷する時代に入りました。天宙統一解

です。

放圏を迎えて第四次アダム圏の自主自由の解

それでは、真の父母は絶対的に誰のもので

放の時代に入るからです。

しょうか。真の父母は誰のものでしょうか。

祝福家庭の場合（一世二世を含む）

私のものです、私のもの、一度言ってみまし

〔例一〕夫（妻）が祈祷する時：真の御父

ょう。真の父母は誰のものでしょうか。私の

母様の勝利圏を祝福によって受け継いだ祝福

ものになった男性、女性は、真の父母の血族

家庭誰々（祈祷者の名前）の名によって祈祷

を受け継いだ息子、娘です。そこにはサタン

いたします。アーメン。

の血筋はつゆほどもないのです。つゆほども

〔例二〕子女が祈祷する時：真の御父母様

ありません。真の御父母様は絶対的に誰のも

の勝利圏を祝福によって受け継いだ祝福家庭

のですか。真の御父母様を絶対私のものだと

（父親の名前）家庭の息子、娘（息子、娘の

いう人は、個人絶対完成者だということです。

名前）の名によって祈祷いたします。アーメ

分かりましたか。

ン。
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〔例三〕大衆の前での祈祷の時：真の御父

ることによって、不信によって汚されたすべ

母様の勝利圏を祝福によって受け継いだ祝福

てのものを洗い流すのです。成約は何でしょ

家庭（祈祷者の職責）、誰々（祈祷者の名

うか。愛です。犠牲になることによって、自

前）の名によって祈祷いたします。アーメン。

分を投入して忘れるのです。神様と共に投入

（教区長の場合：〇〇教区長〇〇〇の名によ

して、堕落した世界を再創造しなければなら

って祈祷いたします。）

ないのです。神様の息子、娘になろうとする

祝福家庭でない場合は前と同じように祈祷

ならば、この世に自分を投入して早く復活し
なければなりません。ですから血統転換の祝

します。
〔例〕真の御父母様のみ名によってお祈り

福を受けなければならないのです。また祝福
を受けたら、その一族を犠牲にしても早く国

いたします。アーメン。

を収拾しなければなりません。絶対的な信仰、
絶対的な心情、絶対的な服従ですので、それ

二) 第四アダム時代（二十節）宣布

は絶対的な行動です。
（一九九九年十月十日、ウルグアイ）
絶対信仰、絶対愛、絶対服従することので
一九九九年十月十日の十月の十数は天を中

きる人になりさえすれば、統一教会の原理を

心とした再出発数を意味し、十日の十数は地

知らなくてもいいのです。そうしてその上に

を中心とした再出発を意味します。それで十

絶対的な血統復帰、所有権復帰、心情復帰を

月十日を「二十節」として宣布するのです。

地上で成して越えるようになると、その人は
天の国の民になります。

三 ジャルジン七大宣言と新エデン創建
一) 第一宣言：新希望農場（New Hope
Farm）宣言

レバレンド・ムーンが世界的に百六十カ国
家を中心として自由民主世界および共産世界
を収拾して既に勝利の覇権を握り、南半球に

「神様が人間と万物を創造されるとき、絶

来て、地上天国、理想王権の世界を建設でき

対信仰、絶対愛、絶対服従をもって造られま

る時運が始まりました。これから皆さんは先

した。神様の対象体である私たちも神様に絶

生の代身であり、神様の代身です。先生がど

対信仰、絶対愛、絶対服従しなければなりま

こに行ってもついてきて、天がどこに行って

せん」（九五年四月三日、ジャルジン、新希

もついていかなければなりません。きょう一

望農場）

九九五年四月三日を中心として「新希望農場
（New Hope Farm）」を宣言します。

エデンの園で失った絶対信仰、絶対愛、絶
対服従を取り戻すために、サタン世界を完全
に否定してきたのが、神様の復帰の使命であ
ることを知らなければなりません。旧約は割
礼を通して、新約はもちろん洗礼をしてあげ
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二) 第二宣言：絶対、唯一、不変、永遠

創造主と言い、万宇宙の根本だと言い、す
べての存在世界の主体となる一つの中心があ

の理想家庭

るのですが、その中心が願う理想世界は、こ
「神様は絶対、唯一、永遠、不変であられ

の地上の存在世界ではないのです。神様が願

ます。私たちは神様の子女であるので、神様

われる世界は、天上にあるある理念の世界で

の属性に似て、絶対子女、唯一子女、永遠子

もなく、だからといって外的な世界でもない

女、不変の子女にならなければならないし、

のです。その世界は心情の因縁を中心として

絶対夫婦、唯一夫婦、永遠夫婦、不変の夫婦

動くことのできる情的な流れの前に、全体を

として生きなければならないし、絶対父母、

巡って「息子であり、娘である」と呼ぶこと

唯一父母、永遠父母、不変の父母にならなけ

のできる世界です。ですから神様がいくら立

ればならないし、絶対家庭、唯一家庭、永遠

派な方で、創造主で、絶対者であるとしても、

家庭、不変の家庭として完成しなければなり

やはりそのような内容をもった人を願われる

ません」（九八年八月七日、ジャルジン、新

ということを私たちは否定できないのです。

希望農場）
歴史は真の人、真の国家、真の世界を指向
神様を中心として真のすべての被造世界の

しています。私たち自身も真の存在になろう

本質的愛の、理想の愛をもっているので、絶

とする意識をもって目指しています。それで

対夫婦、絶対子女、絶対兄弟、絶対父母を中

は真の因縁の中で、標準になる因縁とは何で

心とした家庭にならなければなりません。こ

しょうか。神様と人間の間に結ばれた、父子

れが第二ジャルジン宣言です。絶対信仰、絶

の因縁です。この因縁から始められた心情は、

対愛、絶対服従、神様の属性とは何かという

どんな存在の権限によっても曲げることので

と絶対属性、唯一属性、不変属性、永遠属性

きない永遠で不変で唯一なものです。また、

です。そのような属性をもっているので、そ

この心情の権限は絶対的なものです。

の属性は四つの必要とするすべての全体相対

ですからこの権限をもって現れるようにな

を願われるに違いないのです。自分よりも良

るとき、すべての存在物はその存在の前に頭

いものを願われるがゆえに、より絶対、より

を垂れるしかないのであり、この心情の権限

唯一、より永遠、より不変、このようなもの

をもって動くようになるとき、万天下はそれ

を願われるのです。

に従って動かなければならないのです。これ
が宇宙の鉄則です。もしそうでないとすると、

皆さんは神様を、絶対父母、唯一父母、永

私たちが願う本当の目的を成すことができず、

遠父母、不変父母として仕えてみたことがあ

一つの絶対的な因縁を結ぶことはできないと

りますか。そのような父母、起源者がいて、

いう結論が下されるのです。

その起源者が見えないその父母と、見える夫
婦としてのアダムとエバになったのですが、

人類と天倫の前に終わりの日があるとする

アダムとエバも見える絶対、唯一、不変、永

ならば、その終わりの日は、どのような日に

遠の神様の代身者にならなければなりません。

なるのでしょうか。その日は神様が人間に対
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して「お前は永遠に否定しようとしても否定

を怨讐と思ってはいけないのです。先生は怨

することのできない私の真の息子、娘だ。私

讐の名前を全部忘れてしましました。

の息子、私の娘、今こそ恨をすべて解いた」

先生は、怨讐の子女たちに学費がなければ、

と言うことのできる、安心して安堵すること

学費を送ってあげました。食べることができ

のでる、安心して楽しむことのできる日でな

なければ、食べるものを送ってあげました。

ければなりません。そのような息子、娘がこ

誰だか私も分かりません。そのような心情が

の地上に現れる、その日その時が来てこそ、

あるので今日、世の中を正し、神様を中心と

神様の新しい理念世界は始まるのです。

して天下を収拾することのできる中心、永遠
の中心が決定されることのできる事実が、こ

三) 第三宣言：第一、第二、第三の創造

のような論理で結論づけることができるとい
うことを知らなければなりません。

主宣言

「神様は第一創造主としてアダムとエバを

「ため」に生きて滅びた人はいません。

創造され、アダムとエバは第二創造主として

「五千年の歴史の中で、生きている聖人が文

私たちを創造しました。それゆえ、私たちは

総裁だ！」と、そんなことは聞きたくもない

第三の創造主になるのです。神様は息子、娘

のに、そう言う人が多いというのです。直接

（アダムとエバ）を失った悲しみも大きいで

会ってみると、生きている聖人として侍らせ

すが、孫をもつことのできなかった恨もあり

てくださいと、そう言う人に多く出会いまし

ます。三代が第一創造主（神様）のような心

た。誰がそのように教えたのでしょうか。自

情をもって、一つ家のもとで共に生きなけれ

分の心に、高いその何かが関係して、先祖と

ばなりません」（九八年八月二十一日、ジャ

か、通りがかりの天国に近い忠臣の家系の中

ルジン、新希望農場）

で名前を残した人たちが訪ねてきて、夢の中
で、思いの中で、投入して、そうすることの

天は「ため」に生きる人に「滅びろ」と言
うでしょうか、「栄えろ」と言うでしょうか。

できる行動の結果を招来したという驚くべき
事実を忘れてはいけないのです。

保護するのです。統一教会の教員たちはよく
四) 第四宣言：宿命的提案解怨宣言

知らなければなりません。誰よりも「ため」
に生きる人は中心存在になるのです。これは

「神様と私たちは父子の関係です。父子の

天理です。

関係は宿命です。父母のすべての恨と問題を
朝御飯を食べるときには、夕べの怨讐の名

子女のみが解いてあげることができるのです。

前を忘れろと言うのです。昼食を食べるとき、

それが子女の道理なのです。入籍した家庭は

朝の怨讐の名前をみな忘れるのです。彼らの

二度と不信したり背信することはできません。

ために救ってあげようとする神様の心の道に

神様と私たちは父子の間で共鳴統一されなけ

従えば天運がその後ろから保護し、背こうと

ればなりません」（九八年八月二十八日〈陰

するときには何度も何度も振り返って、怨讐

暦七・八節〉、ジャルジン、新希望農場）
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父母の愛は公平でなければなりません。で

願います。この天理原則が、根本が神様と父

すから父母は長男、長女がいれば、自分の代

子の関係なので、神様を中心として夫婦関係、

わりに愛することのできるように、お兄さん

父子の関係、アダムとエバは神様の体となり、

たち、お姉さんたちが、その弟妹たちに尊敬

神様的夫婦になるのです。

されるように、つなげてあげなければならな
いし、そのように結んであげなければなりま

父の精子は骨です。骨を中心として母は肉

せん。それができなければ、家庭に不和が起

です。精子が母親の卵子と合わさって構成さ

こり、兄弟の紛争が起こります。それで教育

れて生きることによって、母親の卵子が構成

をしなければなりません。

されるのです。骨！ 骨に対するものがどの

ですから宿命的提案解怨！ それがアダム

ように生まれるのでしょうか。父親の赤ちゃ

とエバ、個体復帰の完成をしなければならな

んの種の根本がプロジェクトです。根本の計

い神様の素性を中心として、四大原則は絶対

画というものです。それが母親に入って、母

男性、唯一男性、不変男性、永遠男性、また

親の肉を受けて大きくなって、みな形を整え

絶対女性、唯一女性、不変女性、永遠女性だ

て本来の父親の赤ちゃんの種としてあった構

というのです。そのような男女になって祝福

成的、その実体がプラスになって、母親の腹

を受けなければなりません。真の夫婦になら

中で、母親の体をマイナスとして大きくなっ

なければなりません。

ていくのです。このようにして初めて、計画

親不孝の中の親不孝です。その方が求めて
成そうとした家庭において孝子を願っていた

されたプログラムの形態に一致して生まれた
のが私です。

のが、失った長子ですが、それを成すことが
できませんでした。このような長子の伝統を

夫婦の生活に愛の自由があります。そこは

受け継いで国を建てるはずだったのが、国も

制裁のない解放された天地、どこに行っても

もつことができませんでした。これを世界の

それが拘束されない自由的愛の立場から出発

ために、世界ももつことができませんでした。

しなければなりません。自由の愛を中心とし

地上の天国を成して天上天国をつなげること

て自由の生命の結合夫婦となって、自由生命

のできる、これをもつことができませんでし

の結合を通して自然な腹中生成の過程を経て

た。

生まれるのです。そうすると自分に自由があ

すべてのことが宿命的課題を成就すること

るというときには、これは父母の自由を、愛

のできなかった、という事実が分かりますか。

の自由を尊敬しなければならず、父母の生命

これをすべて解決することのできる方法が、

的自由、血統的自由の因縁を否定する自由は

このジャルジン宣言です。これは絶対信仰、

あり得ません。ですから父母を尊重視しなさ

絶対愛、絶対服従です。

いと言うのです。
父母が守ってきた愛を尊重視し、伝統を受

神様は私たちの父母です。この世の堕落し

け継がなければなりません。それを受け継い

た人間も同じように、父母は、愛する主体は

だのちに、その上に自由があるのです。木の

自分の愛する相対が自分よりも優れることを

枝が生きるためには根から、茎から、すべて

1303 * 千三百三

천성경

天聖經
Cheon Seong Gyeong
の栄養が連結された立場において育つことの

自分中心、個人主義、自分の存在意識を主

できる自由権があるのであって、これを否定

張できないのが「私」だということを知らな

する自由はありません。切ってしまえばみな

ければなりません。私自身を主張する前に父

死んでしまうのです。

親、母親がいたし、父親、母親の生命から父
親、母親を通した血統があったし、その上に

真の愛の道は順理です。絶対信仰、絶対愛、

愛がありました。血統を尊重し、歴史を尊重

絶対服従のために生きれば愛が育つというの

し、先祖を尊重し、先祖たちを整えることの

です。信仰の上に愛の種を植えて、芽が出た

できる因縁が何かと言うと、父母なのです。

ので、これを誰が育てるのでしょうか。これ

父母を尊重し、その次に神様を尊重し、神様

はすべて神様自体が、自体を投入できるので

の上に何でしょうか。愛です。

す。
コディアックに行くと鮭がたくさんいます。

絶対愛、絶対父、絶対父母、絶対父母を通

鮭が寒い冬に、十一月に卵を産みます。その

じた絶対愛から絶対生命、絶対血統が、その

ように寒いので、昆虫もいません。小さな魚

母親、父親に集まっています。ここから出て

もいません。すべての魚が暖流を探していく

くるということを知らなければなりません。

ので食べるものがありません。ですから母親、

それで私は血統の代表者であり、母親、父親

父親が餌になるのです。父母、先祖は、子供

の生命体の代表者、母親の愛の代表者だとい

のために犠牲になるのが当然の原則です。動

うのです。その代表者として受けたので、そ

物世界は今まで伝統に従って数億年が過ぎて

れを拡大することのできるのが生まれた本位

も続いているので、人間はさらにそうしなけ

の目的であって、これも成さずに自由行動し

ればならないのに、それさえもできずにいる

て、自分の欲望を立てて勝手にしては亡国の

ので、人間は動物よりも劣っているという話

種になるのです。

になるというのです。また、愛することも同
じです。勝手に愛することをしません。鳥も

宿命的な課題と運命的な課題である、すべ

真の愛の種に従います。勝手に愛し合わない

ての父子の関係の因縁が一つにならなければ

というのです。カップルになったら、それが

ならないのですが、何を中心になるのでしょ

絶対的です。

うか。真の愛を中心として、骨の髄から、赤
ちゃんの種から。それで生まれて今、体と心

これから家庭法をつくってあげなければな

をもって大きくなってこの世をすべて抱いて、

りません。全部規範をつくるようにと私が指

父親も抱いて母親と一つになるのです。父母

示しています。これから私が霊界に行っても、

様が言うそこには絶対信仰、絶対愛、絶対服

霊界に行って国を立てるようになると、その

従、おじいさんが言うときには、孫も絶対信

国を立てる法に従って、先生がいなくてもそ

仰、絶対愛、絶対服従。父親も絶対信仰、絶

の法を先生の代身として守って一つになって

対愛、絶対服従。同じです。ですから永遠に

いけば、天国と連結できるのです。

伝統的に相続されていくのです。宿命的提案
解怨！ このようにしてこそ第八番目の誓い
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においての、成約時代を迎えて絶対信仰、絶

四日、それできょう四・四節を宣言するので

対愛、絶対服従による神人愛一体、神様と人

す。

間の一体、愛による一体となるのです。一体
を成して、その次にはそこから地上天上天国

いずれにせよ帰らなければなりません。そ
れで北の方のコディアックに行って二世を中

の解放圏です。

心として四・四節をつくるのです。ここ南の
方では国家的メシヤ、北の方では母の国のカ

五) 第五宣言：家庭的四・四節宣布

イン的メシヤ、このように分かれるのです。
「地上世界の完全完璧な摂理完了時代を迎

これを連結して心情的なものを中心として、
その前には二世が立つのです。ここにプラ

えるようになった。
一、霊界でも四位基台が成されて地上でも

ス・マイナスがあり、プラスがあればマイナ
スをくっつけなければなりません。北の方に

四位基台が成された。
二、父母と子女が四位基台を取り戻し、理

入って将来二世たちがプラス・マイナスに連
結されて初めて、そのとき四・四節を宣布す

想家庭の種を蒔いた。
三、一世代と二世代が一つになった。

ることによって、アダム家庭の四位基台着地、

四、南（パンタナール）と北（アラスカ）

息子、娘の四位基台着地をして二人ともみな

が一つになった。（天と地が一つになっ

初めて四位基台が着地することができること

た。）

によって、天上世界の門を開けることができ

五、サタン血統が断切され神様の側として

るのです。ですから、このことを準備するた
めに六月十三日、聖人と殺人鬼たちを祝福し

血統が転換された。」
（一

てあげたのです。みんな兄弟です。神様のこ

九九八年九月八日〈四・四節〉、アラスカ、

とをサタンが打ってしまったので、神様が思

コディアック）

いのままにするのです。それで解放的地上天
上天国になるということを知らなければなり

きょうが一九九八年であり九月八日ですが、

ません。

このすべての数字を足すと四十四数になりま
六) 第六宣言：総霊界霊人解放式 ・・

す。アダムの四位基台、子女の四位基台、相
対の四位基台を越えることのできる九数はサ

全体解放統一式

タン数であり、八数は出発数です。「十九」
も二十の前です。全部サタン数だというので

「すべての霊人たちは何の功績もなく祝福

す。ところで全体、全般、全権、全能の時代、

を受けたので、地上の後孫を助けて地上天国

神様の思いのままにすることのできる時が来

建設を助けなければなりません」（一九九八

ます。サタン世界のすべてのものが一つの世

年十月五日〈陰暦八月十五日〉、ブラジル、

界になるのです。それでは四十四数はいつ現

サンパウロ）

れるのでしょうか。歴史的な宣言をしようと
するのです。一九九八年九月八日の合計四十
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愛するお父様！ きょう一九九八年十月五

とした宇宙史的な家庭的枠を永遠に定着する

日、この日は韓国では秋夕であり、先祖に侍

ことのできる宣布の日に、霊界解放、地上解

る記念の日です。今から韓国の清平とこの西

放、すべての家庭が縦横無尽であることので

洋社会のサンパウロの聴衆と天地を巡ってす

きる自由の往来ができるようになり、共に活

べての被造万物とすべての霊界にいる霊人た

動する時代を真の父母の名によってこれから

ち、先祖たちと千万聖徒たち、神様をはじめ

このすべてのことを一つに束ねて地上着地活

とした地上の愛によって造られた被造万物た

動をすることを、全被造万物と共に真なる愛

ちとこの地上に生きている全人類が一致圏を

を中心とした神様と真の父母の真なる血統的

なした愛の決定をもつことのできない神様の

心情圏を中心とした神様の愛の地上天上天国、

恨を解くために、歴史時代の旧約、新約、成

永遠な神様の主権勝利のために出動すること

約解放完成圏に向かってこられたお父様、悲

を真の父母様の名によって宣言いたします。

しかった歴史をみな取り除いてください。

アーメン！ アーメン！ アーメン！（「総

お父様の願いであられた六月十三日に祝福

霊界霊人解放式」を参照）

した五大聖人を中心としたその基盤と共に関
七) 第七宣言：天宙的四・四節宣言・・

係している宗団の因縁の霊界に行っているす
べての弟子たちと共に祝福を受けたこの群れ

真の祝福天宙化とサタン血統根絶完成解放宣

たちが、これから最後の、転換の一時を迎え

布式

なければならない地上に、再び兄弟と共に父
母様に侍って神様と共に天上と共に、共に忠

（一九九九年十一月八日、ウルグアイ、プン

孝の道理と伝統にその足跡を踏んでいく、こ

タ・デル・エステ）

の地上の天使長家庭をこの地に完成したアダ
ム家庭にある地上祝福家庭解放圏の前に同参

心と体の統一、夫婦統一、子女統一を成さ

させてくださり、神様の前に家庭では孝子の

なければならないのです。それで絶対家庭が

道理、国では忠臣の道理、世界では聖人の道

成されなければなりません。これがジャルジ

理、天地では聖子の道理の愛的因縁を共に相

ン宣言において第二です。第三、第四まで連

続することのできるように、天の神様と真の

結されてその次には四・四節まで連結される

御父母様が一つになって、このことが永遠に

のです。アダム家庭は四位基台完成を通して

可能になり、彼らを中心としたその従ってく

定着することができませんでした。その次に

る弟子と、そのような先祖をもったアダム・

は息子、娘が定着することができませんでし

エバと共に連結された後代の先祖たちも解放

た。ところが四・四節を越えて、これからジ

してください。

ャルジンに来て家庭訓練をして天国に帰って

そうして真の御父母様に地上で侍った本然

いくのです。

の完成的天と一体の愛圏血族を中心として、
侍ることのできなかったすべてが、地上天上

旧約時代は祭物時代を統一祭物として捧げ

の先祖たちが兄弟の因縁、父子の因縁の本然

なければならず、新約時代は息子の祭物を完

的創造理想、縦横の決定の愛の一家庭を中心

全に統一祭物として捧げなければならず、こ
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れから成約時代は父母の祭物を完全に一つに

一家庭連合を一九九六年四月十日付で使用し

して捧げてこそ恨の世界に解放と統一を宣布

なければなりません。

することができるのです。それで今回、神様
がどっさり祝福をしてくれると思っているの

世界キリスト教統一神霊協会の使命が終わ

ですが、水道管が太ければ水が多く排水され

ることによって、宗教の使命は終わり、救い

るのと同じように、皆さんが精誠を捧げて努

を必要としない、人類史上初めて宗教を必要

力したいかんによって、勝利的すべてのパイ

としない新時代に入るのです。家庭連合は家

プが各々天上世界と連結されるのです。この

庭を理想家庭にすることによって、神様の創

ような事実を知って、あらん限りの精誠、精

造理想を復帰完成して天的理想世界を立てる

誠、精誠を尽くして敗者になるのではなく、

ものです。

勝世者になることを祝願いたします。
家庭が定着しなければなりません。今まで
サタン世界の権能がどんなに強くても、神

宗教は個人圏を目標にしたのであって、家庭

様の権能の時代が来るのです。神様が思いの

圏を目標にする宗教はありません。全部出家

ままにできる時代が来るのです。そのように

です。家庭を捨てていきました。時代が違い

できる時代が来て、初めて地上天国になるの

ます。どんな宗教でも個人の救いをしたので

です。

あって、家庭救援、氏族救援、国家救援とい

神様を解放しなければなりません。それも

う言葉はありません。私たち統一教会は、家

四数です。旧約時代、新約時代、成約時代、

庭を中心とした国家救援、世界救援を唱えて

その次には解怨時代です。解怨時代には全体

いるのです。

を捧げなければなりません。こうすることに
よって、それをもらって神様がもっているの

家庭が定着して世界が通じることのできる

ではありません。神様が全体を受けて初めて

家庭になってこそ、エデンで願った神様の創

アダムに渡すのです。アダムは受けたものを

造理想の結実が現れるのです。息子、娘を中

もう一度神様にお返しして、神様が真の父母

心として横的に拡大され、それが神様が願っ

の前に渡すことによって、そこから所有権分

た氏族になり、自動的に民族に連結されなけ

配が始まるというのです。

ればなりません。それで家庭が重要です。す
べてのことが世界平和統一家庭連合でみな終
わるのです。さあ、世界平和統一家庭連合。

四 世界平和統一家庭連合

一度言ってみてください。世界平和統一家庭
統一するためのキリスト教時代は既に過ぎ

連合。その中心は何かというと家庭です。

ました。長子権復帰、父母権復帰を完成した
ので、キリスト教統一だけでなく、世界統一

家庭が世界を代表することのできる平和の

時代へと越えていくのです。それできょうか

道を、統一の道を行かなければなりません。

ら名称が統一教会の名を替えて、世界平和統

すべてのことが家庭と連合された基準に連結
された、ということを知らなければならない
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のです。ですから立派な家庭がこれから出世

せん。今までそういうことをしてきました。

するのです。

これからは目的地に来てひなを生んでみなこ
のようになったので、自分同士で互いのため

これからは家庭中心です。ですから一人で

に生き愛して一族を成して、その一族自体を

行くことはできません。これから人事処置も

愛することができるようにしなければなりま

夫婦一身です。夫が長であれば妻は副責任者

せん。それが今、この時にしなければならな

です。その息子、娘がすべて実力基準で優秀

いことだというのです。今まではカナン福地

であるとき、彼らを重要な部署に家庭的に配

に向かって行く時であり、これからは定着時

置して、一族として配置することができるの

代に入っていくのです。

です。
カイン・アベルは責任分担を完成する責任
これから重要視しなければならないのは世

がありません。責任分担完成は誰がしなけれ

界平和統一家庭連合なのですが、世界を忘れ

ばならないのでしょうか。アダム・エバ、す

てはいけません。世界を忘れたら、平和にな

なわち父母がしなければならないのです。先

ってどうしますか。平和を忘れたら、統一し

生にその責任があるので、皆さんができない

てどうしますか。統一がなければ、家庭を成

ことを、キリスト教が間違えたことを全部私

してどうしますか。家庭は一つの家庭ではあ

が責任をもって四十年の間父母の立場で、個

りません。連合主管がなければ家庭を成して

人として整備して、家庭として整備して、氏

どうしますか。全部関係しています。連合を

族、民族、国家、世界的に整備したのです。

考えるとき、統一を考え、家庭を考え、平和

このようにして個人責任分担蕩減復帰、サタ

を考え、世界を考えなければならず、世界を

ンを追放できる塀をつくっておいて、責任分

考えるとき、平和を考え、統一家庭連合を考

担完成圏をつくったので、そこから新しい世

えなければなりません。一体だというのです。

界が始まるのです。世界以上の場で成したの

世界の代表主人になり、平和の主人になり、

で、これから天国が可能だというのです。そ

統一の主人になり、家庭の主人になる連合世

れで天国創建という言葉、祖国創建という言

界の統一天下の主人になるその場に、神様が

葉が出てきたのです。これがみな原理的です。

臨在することができるのです。
皆さんは天国に行く道を知りません。蕩減
の道を知りません。蕩減の道が分かりますか。

五．堕落の峠を越えるためには

責任分担を完成できなかったので、責任分担

一) 父母の道と子女の道は違う

条件に引っ掛かっているのです。責任分担を
カナン復帰路程では先生についていかなけ

果たせなかったことにより、サタンが侵入し

ればなりません。かもが大洋を渡る時には親

たのです。個人、家庭、社会、国家、世界、

分がもの前に絶対服従です。異議がありませ

または霊界まで全部サタンが侵入しているの

ん。「飛べ！」と言ったら飛ぶのです。大変

です。

でも死んでもただついていかなければなりま
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欲張ってはいけません。先生を中心として

皆さん全員が、これからは絶対愛、絶対服

完全に絶対的に一つにならなければなりませ

従する立場に立たなければなりません。エデ

ん。一つの根です。根を引っ張ったら、引か

ンにおいてのその家庭は、自分の所有物があ

れていくべきなのです。茎や枝は自分の存在

りません。神様と神様の絶対愛と血筋が一つ

意識をもつことができません。主張すること

になった立場に立っている真なる息子、娘に

ができません。二方向はあり得ないのです。

なりさえすれば、この宇宙のすべてが息子、

一つです。これが勝利的基盤を磨く立場を取

娘に相続されるようになっているので、全部

ってこそ、東西南北に自由が起こるのです。

自分のものになるのです。愛によって一つに

そうでなくては自由がありません。ですから

なると自分のものになるのです。

自由行動をすることができません。
祝福は、神様の真なる生命の血筋が連結さ
先生が教えてあげたすべての内容が、天国

れることのできる基盤を相続するのです。祝

に入ることのできる鍵です。ここに合わなけ

福を通して神様の血筋を相続した人が霊界や

れば全部開けることができません。私があげ

肉界にいるので、神様が思いのままに主管す

るキーをもって開けてこそ天国が開くのであ

ることができるのです。それで神様の思いの

って、どんなことをしても駄目なのです。先

ままに再創造、復帰歴史を今も蕩減条件なく

生のキーは、本質的キーです。金で作り銀で

全権をもって押し出しているのです。ですか

作ったとしても、どんなもので作っても、い

ら、皆さんがそのような信念をもった相対的

くらやっても開きませんが、これはさびた鉄

立場に立つか立てないかということが問題で

で作って何でもないもののようだけれども開

す。決心したそのような絶対信仰、絶対愛、

くというのです。誰もそのようなキーを作る

絶対服従の基準と一つになるようになるとき

ことはできません。貴いキーだというのです。

には、一瀉千里にすべてのことが水平世界に
線を引くことができるのです。

絶対的な信仰をしなければなりません。
「真の御父母様を絶対的に信じていく」と言

神様が創造するとき、神様自体が絶対信仰、
絶対愛、絶対服従する位置にいたので、その

わなければなりません。

相対的家庭を成すことできずに、すべて地獄
二) 子女の道は絶対服従の道である

に落ちたのです。真の御父母様の勝利圏と一
つとなったすべての基盤によって、絶対信仰、

絶対的に服従しなさい、絶対的に服従する

絶対愛、絶対服従によりアダム家庭で失った

ということは滅びることではありません。服

ものを世界的に越えたこの時なので、統一教

従したらどうなるのでしょうか。一つになり

は真の父母を中心として絶対信仰、絶対愛、

ます。一つになったらどうなるのでしょうか。

絶対服従をしなければなりません。真の父母

悪は反発します。完全に一つになっているの

は神様の前に絶対信仰、絶対愛、絶対服従の

で悪は反発するのです。それで悪が除去され

伝統を受け継いできたので、それを伝授され

得るのです。これが原則です。
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なければなりません。分かりますか。天の祝

堕落の恨をもって、徹頭徹尾、地上におい
て天が見ている観点で順理的な内容で、全部

福が共にあるのです。

この地で解いていかなければなりません。逆
今までの道人（修道者）たちは何を中心と

理的内容をもっていってはすぐに引っ掛かり

して生活してきたでしょうか。イエスもかわ

ます。許しがありません。先生が生きて、誰

いそうな人です。夜も昼も神様のみ旨のみを

よりも先頭に立って苦労するのです。本来は

抱いて、自分の意志はありません。神様のみ

誰よりも栄光の立場であることを知っていま

旨の前に絶対服従でした。絶対服従！ なぜ

すが、栄光の出発と栄光の生涯と永遠の栄光

絶対服従したのでしょうか。絶対的な主体、

の世界を連結する橋を架けなければならない

原形的な主体がいるのにもかかわらず、もう

のに、その反対のサタン世界で苦労を始めた

一つの三角形的主体の圏を成したのがサタン

ので、苦労で終わろうとするのです。

なので、そのサタンを除去させるためにそう
絶対信仰、絶対愛、絶対服従の上に、絶対

したのです。
今日、人間はサタン圏内に隷属されていま

唯一家庭、永遠不変の家庭、神様に侍ること

す。サタン圏内に隷属されている人間を脱出

のできる永遠の家庭となって、それが永遠な

させるためには、サタンが最も嫌な道を行か

氏族、永遠な民族、永遠な国家、永遠な社会

なければなりません。それで宗教は良心を中

を成して地上天国を成し、それが天上天国に

心として絶対服従だというのです。良心と心

直結する一つの体制を成さなければなりませ

が本来は、神様が絶対的なので、絶対的な神

ん。神様に対して孫も父と言い、息子も父と

様を中心として絶対的に一つにしようとする

言い、父も父と呼びながら、神様に同価値的

ので、宗教世界ではマイナスになれというの

に父として侍るアダムのような立場を万民が

です。

もつことができなければなりません。皆さん
は、これから先祖になるのです。

絶対信仰には愛がついていきます。父子の
関係においては絶対に信じ、絶対に愛し、絶

霊界をはっきりと知らなければなりません。

対に服従するのです。互いに完成するために

適当に生きることはできません。地上で完全

は、父母は子女のために生まれたので、自分

に合格した家庭として天国に直行できる、条

の血と肉と精誠、このすべてのものを投入し

件に引っ掛からずに解放直行できるように家

自分よりも良くなることを願います。無限に

庭を皆さんがつくらなければなりません。そ

良くなることを願うのです。投入し、投入し、

れは先生の責任ではありません。みな行ける

投入して忘れて無限に投入、永遠に投入して

ように祝福してあげたでしょう。ハイウェイ

忘れるのです。それは何かというと個人の家

を造っておいたでしょう。自動車になってい

庭を越え、氏族、世界を越え、神様がいるな

て油さえ入れればいいようにです。どこにで

らば神様の上にまで上がらなければばならな

も行けるのです。

いというのです。
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解放をみな宣布したのです。駄目な時は

先生は今まで「ああ、お前たち、先生の言

「こいつ」と言って制裁を加えるのです。天

葉に絶対服従しろ」と、そう言わなかったの

国に入る時に、この地上から合格者を送らな

です。

ければなりません。今まで合格した者たちだ

私たちは歴史的な路程に順応していかなけ

け送ったのではなくて、ただ送ったのであの

ればなりません。歴史的な路程とは何かとい

世の牢獄や中間霊界に行っています。地上の

うと、神様のための摂理的な歴史路程です。

中間霊界とか楽園家庭とか、または地獄家庭

今まで皆さんに復帰摂理路程を教えたのでは

がないようにきれいに整備して、天国に直行

ないのです。ですから先生も行くのです。神

できるこのような基盤を築かなければならな

様の目的を果たしていくのです。その目的を

いのです。

一点で結末をつけることができなかったので、
これに結末をつけようとするのが、今日この

神様が絶対的ならば、自分も絶対的な立場

時代に統一教会が主張する統一原理であり、

を願わなければなりません。神様が不変なら

統一思想だということを知らなければなりま

ば、自分も不変でなければなりません。神様

せん。

が唯一ならば、自分も唯一でなければなりま
せん。神様が永遠ならば、自分も永遠でなけ

本当の孝子は服従する者です。本当の忠臣

ればなりません。このような観点で、人間の

は、奸臣のように追われて死んだとしても、

永生は不可避的であり、それは結果的な帰一

王に対して無能な王だと言うのではありませ

点でないはずがないという結論を堂々と下す

ん。奸臣として追われて死んだとしても、忠

ことができるというのです。いくら神様に愛

臣の不変の心でかわいそうな心を抱いて、涙

があるといっても自分に愛がなく、いくら神

を流しながら王の御安泰を願う人が本当の忠

様に生命があったとしても自分に生命がなく、

臣です。絶対服従だというのです。絶対服従

いくら神様に理想があったとしても自分たち

で成功をもたらすことのできるたった一つの

人間に理想がなければ、すべてのことがむな

道は、真の愛の道しかありません。

しいことなのです。
三) 義務と守るべき規則（心得）
四大心情圏と三代王権を失ったので、これ
を取り戻さなければなりません。それを成す

ジャルジンが重要です。そこは、韓国とは

ためには絶対服従と絶対犠牲を中心として順

正反対の地です。そこから家庭を中心として、

応し、何をさせてもみなやると言わなければ

先生と国家メシヤと氏族的メシヤが再び天国

なりません。そのようにしたのちにこそ、父

に行くことができるように公認してやるので

母がサタン世界からここに来るのです。です

す。ですから先生の一族圏内に加入すること

からサタン世界の男性は天使長なので、切っ

のできる、先生の血族圏内に入ることのでき

てしまわなければなりません。そうすると、

る圏を中心として、地上から天国行きのハイ

ここから上がっていくのです。

ウェイに入るのです。
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ジャルジンで四十日修練を受けた祝福家庭

そこでは今のエジプトにあるすべてのもの

は、避難民のように荷物をまとめ、何でも売

を売って、自分の故郷を建設することのでき

り払って、大移動の準備をしなさいというの

る資金を持って帰っていくことになるのです。

です。どこへ行かなければならないのでしょ

すべて売り払って、ふろしき包みを抱えろと

うか。みな韓国へ来なければなりません。韓

いうのです。避難民のように大移動するので

国は今ＩＭＦ（国際通貨基金）の体制下にお

す。このようにして韓国の地を十倍ずつ高く

いて、すべてを売り払うという状況にありま

買ったとしても全部買わなければなりません。

す。このような時に皆さんが来て、土地を買

買って完全に私たちの土地にして入っていか

うなどして基盤をつかまなければならないの

なければなりません。

です。
エジプトに住んでいたころのことを懐かし
今後、南北が統一されることによって、私

がってはいけません。エジプトで食べた肉、

たちが一つとなって天が認めるホーム・タウ

生活していた豊かなそのすべてのものが、荒

ンができるのです。地上天上天国のホーム・

野に入って砂原の風の吹く中で乞食のような

タウンが始まるのです。真の父母の家庭から

生活をする時、どんなに恋しいことでしょう

すべての氏族、一族から祝福家庭が一つとな

か。しかし、その時恋しがった人たちはみな

って定着すべき時がついに来たのです。今後、

滅びてしまったということをよく知らなけれ

南北が統一されれば、世界はあらゆる思想的

ばなりません。

な面でも、私たちに従わざるを得ないのです。
これから国家的メシヤの家庭は三代、七代

一つの世界となるのです。

を中心として一族がみな一つとなって自分の
「真の祝福天宙化とサタン血統根絶」とい

すべての財産を売り払って祖国光復をしなけ

う言葉は、引っこ抜いてひっくり返して打ち

ればなりません。そうしたら全世界が一度に

つけろというのです。それでお父様が八十に

くるっと回るというのです。すべての所有は

なる二〇〇〇年に入ると、すべての地上の一

神様と真の父母の所有を中心として世界のす

族たちは全部天国行きだというのです。サタ

べてのものを集めてくることによって、もう

ンの地獄から出エジプト、地上世界へと脱出

一度再分配して地上天上天国、神様の祝福を

する出発が起こるのです。モーセが八十歳で

受けた家庭の所有権時代に越えていくのです。

出エジプトしたのと同じように、これから真

そうすると霊界が、全天使世界が一度に入り、

の父母の家庭王としての世界地球星が出発す

アダム家庭の復活圏を成すのと同じことが起

るのです。イスラエル民族がモーセのあとに

こるのです。

ついていったように、これから地上地獄を出

個人から家庭を成し、氏族、民族、国家、

発する天国への大移動が起こらなければなら

世界を成して一度に御父母様が成してくださ

ないのです。ですから荒野のような過程を経

った基盤を中心として祖国を取り戻し、入る

ていかなければなりません。

ことによって、自分の家庭、氏族、民族、国
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家、世界が全部解放されるのです。それが嫌

行って住みたいと思えるようなモデル的家庭

な人は地獄に行くのです。

を成さなければならないのが、私たちの責任
だというのです。

韓国の地がもし買えないならば、南米の土
地を全部買って、全部分割しようとしている

皆さんの家庭が問題です。一族の核になる

のです。南米の土地を買ったら、韓国の延長

ことのできる家庭、統一的基準を成すことの

の土地として認定するのです。キリスト教、

できる家庭、これが問題です。どれほど今ま

アメリカが一度に韓国に移動するというよう

で自分勝手に生きてきたでしょうか。自分た

になったら、南米までの世界キリスト教圏を

ちが知っているでしょう。本当に心と体が一

全部一つとして、一度にみな復帰できるので

つになったでしょうか。あのクリスタルのよ

す。一度に入籍できるというのです。それで

うに、四方がみな輝くものとして一度輝いて

家庭連合、氏族連合、国家連合をつくってお

みなさいというのです。自分たちがよく知っ

いたのです。

ています。夫妻同士で闘ってはいけないとい
うのです。

自信満々に、どこに行こうと自分が爆発的
な中心になって、天の中心から下りてくる力

皆さんは、これから先生の誕生日を中心と

を受けて横的に押し出せというのです。引っ

して献納祭をしなければなりません。「総生

掛かることのない、このようなことを自信

蓄献納祭」ですが、「総生蓄献納祭」は何を

満々にやっていけというのです。祝福天宙化

するのかというと、怨恨と解放式です。解放

です。このような家庭は天地がみな注目する

式をしなければなりません。神様の恨を解い

家庭なので、ここから解放圏が広がっていく

てあげ、解放をしてあげなければなりません。

のです。それこそ天宙が回るのです。それで、

神様を解放してあげなければならないのです。

これから皆さんの祝福を受けた一族が一つに
なって、ジャルジンで教育を受けなければな

自分の財産でも何でも、みな捧げなければ
なりません。その捧げる行列が、この世の歴

らないというのです。

史始まって以来最も長くなくてはなりません。
神様が創造当時に宇宙を愛した心以上の心

それを捧げることによって最初の先祖が一代

をもって、このすべてのものを引っ張って集

になり、二代、三代、と代数が生じるのです。

結させ、ここに一方的な投入をしなければな

ここに座っているこれは何代でしょうか。五

りません。このような家庭の最後の終着点に

百人であれば五百代になるというのです。五

芸術的な家庭の理想を備えて、神様に侍って

百代の差が生じるのです。

真の御父母様が自分の家庭に来たら永遠に離

一緒に一つ所に座っているここで、誰がこ

れたくないと言えるこのような家庭、万民の

れを完成して先にこれを献納するかによって、

すべて責任者たち、さらには天の国の直系の

入籍する問題において五百代の差が生じるの

真の父母の息子、娘を含んだ皇族圏があると

です。これが天上世界に行って会おうに会う

すれば、どのような皇族であってもその家に

ことのできない段階へ分かれてしまうのです。
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ですから競争が起こるのです。この世で最も

真にみな撮ってあげるのです。この人たちは

恐ろしいことが起こるのです。先祖たちは足

間違いなく先生の歴史的先祖隊列に参加させ

を引きずって、ドンドンと踏みつけ「こいつ、

るのです。その写真がなくてはいけません。

お前の財産を全部早く献納しろ」と、やらな

問題になるのです。（「サタン血統根絶完成

ければ、その財産を踏みつけてなくしてしま

解放宣布」を参照）

うというのです。
いつ先生が大移動を命令するか分かりませ
旧約時代の祭物、新約時代の祭物、成約時

ん。もう皆さんが動かなければならない時で

代の父母の祭物を捧げなければなりません。

す。動かなければならないというのです。全

神様の心情的な姿を引き出すためには、私た

世界の祝福を受けた食口たちは早く南米に行

ち全体が合わさって真の御父母様を中心とし

って教育を受けてこそ、これから天国に入る

て祭物を捧げなければなりません。そうして

ことのできるチケットをもらうことができ、

統一的祭物を献納することによって、神様に

先生は一族に写真を撮ってあげているのです。

全体の主人として侍り、この地上に私たちの

これは先生の命令です。ここアメリカの責任

家庭から氏族、民族、国家に君臨することに

者、州の責任者が問題ではありません。言う

よって上下関係、左右関係、前後関係を思い

ことを聞かずに、先頭に立って教育を受けな

のままに回ることができることによって、神

さいというのです。お父さんが行けなければ、

様が主管する世界になり、全体が一時に同じ

お母さんと息子でお父さんの代わりに来て条

になるのです。

件を立てながらこのような避難の荷物を整理
して行きなさいというのです。それを経なけ

神様が憤り悔しく恨めしいことを解怨成就
するその日を迎えなければならないにもかか

ればならないのです。それは入籍の手続きを
受けることなのです。

わらず、自分のこの腐るもの、地獄に行く家
庭をつかまえて防御して保護し、とんでもな

「お父様に似なさい」という言葉はいい言

いというのです。ですからここの教育が終わ

葉でしょうか、悪い言葉でしょうか。築いた

ったら一族教育を指示するのです。その時に

すべての福をただそのまま受け継がせるとい

なったら家庭教育時代が過ぎるというのです。

うのです。先生が大きな峠を越えたなら、こ

行かなかったら棒で追いやり、ぶん殴ってで

れを中心として同じ型をつくれというのです。

もジャルジンの教育に行かせなければなりま

そうしたらこの垂直線は同じだというのです。

せん。

そのように蕩減していくのです。

祝福家庭は家庭を中心として家庭的メシヤ、

六 第四次アダム圏、自由自主の時代
一) 第四次アダム圏時代は自然復帰時代

氏族的メシヤ、国家的メシヤ、世界的メシヤ
があることによって、新しくジャルジン教育
を受けるその基地に来て、天国に行くことの

第四次アダム圏時代は自然復帰時代へ進入

できるチケットをあげるのです。皆さんを写

するのです。蕩減復帰時代が終わったことに
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より、第四次アダム圏時代は皆さんの努力に

万国に聖酒をまかなければなりません。聖

よって、個人アダム圏を勝利して、家庭アダ

酒を飲ませて生かすのです。堕落圏解放が加

ム圏を超え、氏族アダム圏、世界まで超える

重されるのです。万物にまで飲ませなければ

ことのできる自由解放圏が起こるのです。

ならないのです。そうすれば全部神様の側に
帰るのです。それでこれから万世界、地球星

これからは皆さんの家庭が理想的家庭とな

に聖酒を飛行機でぱーっとまいてあげながら、

って、御父母様と神様に直接に侍り、御父母

全部できなければ主要都市にだけでもまきな

様の代わりにならなければなりません。皆さ

がら祈祷するのです。御父母様が祈祷するこ

んは旧約時代、新約時代に来たメシヤ、新約

とがどんなに恐ろしいことか知らなければな

時代を越えて成約時代に来たメシヤ、一次ア

りません。その国が滅べといえば滅びるので

ダム、二次アダム、三次アダムの代身家庭と

す。どうしようもありません。

なることによって、神様に侍るようになり、
万民が天国に直行できるようになるのです。

真の家庭、真の父母、真の夫婦、真の息子、

そのようになることによって、第四次アダム

娘にならなければなりません。純潔を守り伝

圏解放の祝福時代に入るのです。

統的血筋を受け継いだ王子、王女にはサタン
が相対する世界がないのです。

第四アダムの時代が確定されれば、祝福二
世たちは親が直接祝福してあげる時代が開か

神様は第一創造主、アダムは第二創造主、
孫は第三創造主です。ここから蘇生、長成、

れるのです。

完成、三を越えることによって定着します。
今、解放時代を迎えたということを考える

それで四次アダムを立てることにより、みな

ときに、この地球を中心とした宇宙がどんな

アダム、息子、娘から繁殖していくのです。

に讃美しているか分かりません。どんなに今
日を喜んでいるか分からないというのです。

真の愛、神様に侍っていくのです。真の御

それで今年に入って今日まで祝賀した雰囲気

父母様と共に行くのです。それが本来の創造

一色になったというのです。これから私たち

原則です。真の父母は中心の根、中心の茎、

がしようとするすべてのことは、天運がつい

中心の芽となっていますが、皆さんは枝なの

て回りながら助けてくれるのです。天運を捕

で、枝は中心の根が必要であり、中心の茎が

まえようと苦労しますが、天運が私たちのあ

必要であり、中心の芽が必要です。これは連

とについて回りながら助けるというのです。

結させなければ、根の力を受けて大きくなる

これは何のことかと言うと、神様と霊界が

ことができません。また茎の影響を受けずし

数多くの先祖たちと数多くの善なる人たちが

ては、その木が大きくなることができません。

動員されてこの地を助けることのできる時が

その次には芽がなければ花が咲くことができ

来たというのです。解放圏を成すことができ、

ません。絶対的に一つにならなければなりま

形を変えることのできる時代が来たというの

せん。

です。
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神様は第一創造主、アダムは第二創造主、

できる家庭となるとき、天国で皇族圏内に入

アダムとエバも第三創造主を経てこの世に地

籍するのです。こうして入るところが天国で

上天国、天地が生まれるので、私たち統一教

す。天国は誰でも入れるところではありませ

会においての第四次アダム圏時代に越えて定

ん。その道を行こうと三代が決心しなければ

着して本然の祝福と万代の後孫が自分の父母

なりません。おじいさん、おばあさんから父

の伝統を尊敬して、後孫が自分の父母の伝統

親、母親、夫婦、息子、娘まで、段階は四段

を尊敬して息子、娘が一つになって、天国に

階で、系列は夫婦をもったものは三代です。

入ることのできる転換された世界が目の前に
個人完成するためには何をしなければなら

来たのです。

ないでしょうか。創造性完成です。第二創造
絶対信仰、絶対愛、絶対服従の上に、絶対

主格の立場に立てるためのものです。そうで

唯一家庭、永遠不変の家庭、神様に侍ること

なければ永遠の神様の主体の前に、永遠に対

のできる永遠の家庭になって、それが永遠の

象格として立つことができません。被造物自

氏族、永遠の民族、永遠の国家、永遠の世界

体だけならば分かるでしょうか。それで創造

を成して地上天国を成し、それが天上天国と

主格立場に同参させるためには、これが絶対

して直結される一つの体制を成さなければな

不可欠の要因です。これがなければ人間が天

りません。神様に対して孫も父と言い、息子

の絶対者の前に対等の立場を取ることができ

も父と言い、父も父と呼びながら神様に同価

ないので、このような法を立てざるを得なか

値的に父として侍るアダムのような立場を万

ったのです。

民がもつようにならなければなりません。皆
神様に似るには、内的な面では絶対愛を中

さんはこれから先祖になるのです。

心として、その愛が絶対愛であると同時に唯
一不変の永遠な愛なので、その愛を通して神

二) 自分の名前で祈祷する時代

様と永遠に同苦同楽することができ、同参す
一九九九年九月九日、九・九節宣布以後、

ることができ、相続することができるのです。

十四日午前七時十五分を期して、今までの真

神様の愛の対象なので、絶対的神様の愛が私

の御父母様の名前で祈祷してきたのを、自分

の愛であれば絶対的神様の対象でしょう。そ

の名前で祈祷する時代に入ります。天宙統一

のような内的な基準を、神様の属性を中心と

解放圏を迎えて第四次アダム圏の自主自由の

して創造世界を拡張するためには、創造性属

解放の時代に行くからです。

性がなければなりません。

三) 第二創造主格・・自分を創造する時代

環境創造をしなければなりません。そこに
主体性をもって相対を再創造しなければなり

真の父母と一つになって伝統を相続して、

ません。再創造するようになると、愛のパー

皆さんの家庭が主体的伝統で万国を治めるこ

トナーをつくるための神様は、自分以上のす

とのできる基盤となり、主体性をもつことの

べてのものを投入してまた投入しようとする
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ので、自分の生命を捨てるようになったとし

天国は神様の愛を中心として王子、王女と

てもまた投入しようとする心をもつようにな

なって王と王女の愛を受けた皇族たちが入る

ると、自動的に相対は生まれるようになって

ところです。今日キリスト教では、イエスを

いるのです。完全なプラスは完全なマイナス

信じて天国に行くと言うでしょう。どのよう

を創造する原理があるでしょう。空中で完全

になるか行ってみろというのです。文総裁の

なプラスができるとマイナスは自動的につい

言葉が合っているか、合っていないか、見て

て生じるのです。

みろというのです。それは理論に合わないの
です。今まですべての宗教は理論に合わなか

本性的な神様の属性に一体となる得る本然

ったのです。

的愛の定義に一体となった存在は、神様の代
身、神様自体がそのような立場なので、創造

天国に入る人は、神様の愛を中心として王

するようになるときは、その相対を造るのに

子、王女として完成して家庭で息子、娘を生

このような本性自体と共に投入して、そこに

み、皇族圏の中で愛を味わい、その全体をそ

何を加えるのかというと、創造性、絶対創造

のまま移していく人です。そのような人が天

性、唯一創造性、不変創造性、永遠創造性で

国の国民であるということを知らなければな

す。愛を中心としたこのような絶対的な創造

りません。

性を投入しました。創造するためには何かを

ところが、イエス様を信じて天国に行くの

残さなければならないのですが、主体性がな

ですか。イエス様一人では行けません。イエ

ければなりません。私に似なさいというので

ス様に相対がいますか。環境には相対理想が

す。

なければなりません。ところが、イエスは主
体として対象がありません。ですから楽園に

私と皆さんとどちらが優れているでしょう

行って待っているのです。時が来ればもう一

か。優れているのは何でしょうか。心は同じ

度行かなければなりません。このように事実

でしょう、何が優れているでしょうか。その

も知らずに騒いでいる既成教会を見ると、ば

心がしようというとおりに活動するのがちょ

かの中にもそのようなばかはいないというの

っと違いがあるのであって、違いはないとい

です。

うのです。心はみな同じです。人のパターン
は同じなのですが、思いのままにしようとす

天国に入ることのできる人は、神様の愛の

るとき、どのくらい関係性を拡大させるのか、

直系子女として、天国の王孫として、神様の

舞台を、環境をどれだけ開拓するのか、その

前に王子、王女の門を経なければならないの

差であって、心のパターンは同じなのです。

です。天国はどこでしょうか。王孫として、
皇族として行くところです。この地上に模範
的な兄弟の友愛の直系子女と傍系的子女とな

七 愛の皇族となれ
一) 天国は皇族の名誉をもって行くところ

って、模範的な一つの一族と国家を形成した
立場で、皇族の名誉をもって生きたのちにた
だそのまま移動していくところが天国です。
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おじいさんは、天の国から送ってきた王権

庭は、一つの中心茎の前に東西南北の枝のよ

を代身した主人です。ですから神様のように

うなものです。ですから同じ圏統合の原則に

侍らなければなりません。母親、父親は、全

よって天国に入るのです。そうしてこそ統一

世界の家庭を代表した王と王女です。皆さん

世界になるのではないですか。これをはっき

も父親、母親が王になり、王女になったらう

りと知らなければなりません。

れしいでしょう。その伝統を失ったというの
です。王子、王女の伝統を、天上世界の皇族

その王族、皇族を中心として入籍する時代

的道理を立てて、もう一度原点に帰らなけれ

が来ました。それをするためには、まず血統

ばなりません。

転換をしなければなりません。アダムとエバ

堕落して破壊されたフリーセックスのよう

によって、原理型の悪魔の愛によってすべて

になったすべてのものが、絶対的な愛を中心

の所有権がサタン側に渡ってしまったのを、

として原点に戻って初めて、本然の立場に戻

返還しなければならないのです。

って順理の道理を受け継ぎ、個人から家庭、
氏族、民族、国家、世界を再編成してこそ統

その王の愛の相対者であり、皇族圏を相続
する皇太子なのです。王子、王女だというの

一の世界になるのです。

です。堕落していないアダム、エバがそうだ
天と地の国が愛によって一体化しなければ

というのです。全宇宙の大王であられる神様

ならないのです。このように皇族圏さえ成す

を中心として生まれた長男、長女がアダムと

ようになれば、霊界に行っても地上に行って

エバだった、ということをはっきりと知らな

もすべての中心になるのです。ですからどこ

ければなりません。

でも一体を成すことができるのです。それを
訴えているのです。天上天国、地上天国、愛

家庭を中心として、このような天国家庭を

の一体化です。愛によって初めて皇族を中心

つくらなければならないというのです。女性

としてすべてが一つになるのです。世界のす

たちがこれをはっきりと知って、この伝統を

べての民族が一つになり、天のすべての一族

教えなければなりません。息子、娘たちに乳

が一つになるのです。

を飲ませながら「天の国の皇族にならなけれ
ばならない。神様の代わりに私があなたを愛

堕落した以降に地獄が生まれたでしょう。

します」と言って、お父さん、お母さんが夫

ですから天上世界と地上世界のすべてが真の

婦として愛するのを中心として「あなたは将

父母の愛の門を経て入っていく、その世界が

来、私たち夫婦よりも素晴らしい夫婦になら

天国です。アダム・エバが堕落せずに真の父

なければなりません。これがお父さん、お母

母の愛を通して天国に入ったら、万民家庭の

さんの願いです」という伝統を植えてあげな

モデルになっていたはずです。一つの本然的

ければいけません。

なモデルの家庭形態が入るのです。
そうすることによってその伝統的な歴史を

偽りの父母が種を蒔き、めちゃくちゃにな

受け継いだ皇族圏の愛を連結したすべての家

った愛におぼれて、この地は悪魔の巣窟にな
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ってしまいました。悪魔の肥だめでどろどろ

ならなかったのです。ところが、そのように

になったそれをお風呂に入れさせ、本然的天

生きてくることができなかったのです。

の国の皇族圏の烙印を押すために教えてあげ

ですから今からでも、み言を聞いたので、

なければならないその仕事が簡単なことです

このような方法で家族のため、おじいさんお

か。神様が今まで六千年の間、六千年が何だ

ばあさん、お母さんお父さんと愛で一つにな

というのですか。億万年の間、苦労してこら

るときには、間違いなく天国の神様もここに

れましたが、アダム・エバを完成させること

入って来て住むのです。
そのようになれば、永遠の神様の一つの愛

ができなかったのです。

を中心として永遠に生きるために、自動的に、
これからみんな故郷に帰らなければなりま

その主体となった家庭は、永生することがで

せん。故郷とはどんな家ですか。「天の国の

きるようになるというのです。ですから永生

王宮を代表する家だ」と、このように考える

する家庭は、天国の本宮として天の国を再拡

とき、気分はいいですか、悪いですか。わら

張編成するのです。それが現世界の韓国でも、

ぶきの小さな家であるほど、天の国の皇族が

百六十カ国を中心として天の国を連結させる

王宮を離れ、この山川が慕わしく訪ねきて、

運動が広がっていることを知らなければなら

水が良く山水がいいので、ここに来て住んで

ないというのです。そこにあって代表的な心

いるんだなあと考えるのです。

情的旗を持っている人がレバレンド・ムーン

水一杯をついであげるとき、それは薬水よ
りも貴重なのです。水一杯にも愛が入ってい

だということを知らなければならないという
のです。

るのです。ここには何よりも無限な価値の真
の愛の津液が投入されていることを知らなけ

神様の愛を中心として、神様の生命に体と

ればなりません。このようになるとき、その

心が完全に結合することができる位置に行か

御飯を千年食べても病気にかからないのです。

なければなりません。天下の誰が誘惑しても、

そのような御飯を夫を迎て一度食べてみたく

私が行く道を行くのです。どこかに避けて生

ありませんか。（夫の）お父さん、お母さん

きるのではありません。私は堂々と天の国の

がそれを好むでしょうか、好まないでしょう

本然的王宮を通して皇族権をもち、天国の民

か。私たちの家に帰るたびに、田舎が懐かし

になるという自負心をもって堂々と勝ち、越

くて訪ねきた、天の国の皇族を代表すること

えていかなければならないというのです。そ

ができる家だなあと思うのです。

れができなくなるときは、サタンの中に入っ
ていくのです。

おじいさん、おばあさん、お母さん、お父
さんはその王権を王孫として継承しなければ

今から皆さんは、真の愛を中心とした皇族

ならないのです。皆さんが長男長女のような

にならなければなりません。皇族、アダムが

位置にいれば、これを譲り受ける時なので、

そのようになったら、アダムが直系の子女な

生活する上で王孫のように生きてこなければ

らば、傍系の子女であるその兄弟、お姉さん
たちは、すべて民になるのです。ですから天
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国に入るのは、天の国の王子、王女の愛を備

ような心情の主体性を中心として、神様の前

えて、その権威と威信を堂々と身につけて、

に立ち上がり、話をするようになるときは、

生涯の路程に父母も堂々と威信をもって、入

再創造の役事が起きるのです。

っていかなければならないところが、本郷の
国、天国だということを知るべきです！

家庭で失われたことによって、天国家庭が
現れなかったので、天国民族が生じることが

天の国の国民、天の国の氏族と国の民とい

できるでしょうか。天国が生じ得るでしょう

うのは、皇族から始まるものです。ですから

か、できないでしょうか。その天国を成し遂

本来私たちがもつべきその位置に入っていこ

げなければならない神様が、人間の堕落によ

うとするなら、天の国の真の愛を中心として、

ってすべて失ってしまったのです。天国は空

皇族的心情圏を体得せずしては天の国に入っ

いています。天国は真の愛を中心として皇族

ていくことができないというのです。そのよ

権の権威をもち、天地の愛の中心として恥ず

うにできなかったことが神様の恨です。そし

かしくない神様の代身者として、相対者とし

て王孫を中心として孫たちをもてなかったの

て備えるべき内容を備えてこそ、入っていく

です。

ことができるところです。文総裁の言葉が間

アダム・エバが成長しながら王子、王女と
して、王の代を引き継ぐことができる立場で

違っていなければ、既成教会の教会員たちは
大変なことです。

愛することができなかったのです。みな中間
で、原理結果主管圏内で堕落してしまったの

愛の価値というものは永遠にあります。自

です。ですから神様の愛を中心として、神様

分の夫を迎るのに自分は王女として王を迎る

と直接話し合うことができる、天地創造の大

心をもち、世界全体が尊敬するその瞬間にお

偉業を中心として、お父さんと息子が互いに

いて、愛の中に入っていくと考えたことがあ

話し合って歴史を編成することができる、話

りますか。そのような価値観をもって、自分

し合いの相対になれなかったというのです。

の子女たちを生まなければならないというの
です。生むのに先立って、妊娠したその日か

皆さんが今まで暮らしてくる中で大変なこ

ら王子、王女を妊娠しているという心をもた

とがあったでしょうが、氏族（宗族）復帰、

なければなりません。そして生まれるように

皇族復帰、これをなぜしないのかというので

なるときは、朝日が昇る希望の皇族、天下全

す。私がやるなら六カ月あればすべて終える

体を相続する皇孫が生まれると考えなければ

ことができるというのです。

ならないというのです。そんなふうに考えた

熱烈な心をもって「お母さん」というその

ことはなかったでしょう。

言葉には、千年の歴史が連結されているので
す。「お兄さん」という言葉には千年の愛が

堕落しなかったならば、天地の王権と天地

あるのです。「お姉さん」という言葉には千

の父母権と天地の長子権を中心とした直系の

年歴史、神様の心情を感じるというのです。

息子、娘になり、この地上の王宮となり、天

創世以降、心情がどこにありましたか。その

の国の王宮となったことでしょう。またそこ
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に傍系的なすべての兄弟たちは直系の王宮の

うな人間たち全体を代表して、理想的な血肉

伝統を横的に受けることができるのであり、

を連結させる父子関係の愛理想の愛圏を家庭

これと一つになって生きたそのような人たち

を通して環境を越え、世界の果てまで影響を

が天国に行くようになっているのです。

及ぼすことができる人生を生きる人は、天の

それでは天国が何かというと、愛を中心と

国の王子になることができ、天の国の皇族に

して皇族の伝統を通過したその家庭と一族が

間違いなくなるのです。息子、娘になるので

入っていくところだということを否定するこ

す。

とはできません。ですから皇族生活環境、前
にいる人も支流にいる人も同じ生活をした人

私が求める人は、天の国の皇族です。天の

が天国に行くというとき、すべての万民の家

国の愛の皇族です。皆さんは種にならなけれ

庭たちは、愛を中心とした皇族伝統の生活を

ばなりません。そうなることができる種とな

しなければならないという結論が出てくるの

ったものは、刈り取られ倉庫に入り、翌年の

です。

北風寒雪、激しい風が吹きつける冬の季節を
越えて、あの南から吹いてくる春風と春の陽

今、アメリカではどのようになっています

光を受け、新しい芽が太陽の光と共に方向を

か。もともとは祖父母と別れることができず、

備えて、ここで自体内から創造の力を発揮し

父母と別れることができず、息子、娘と別れ

て生命力をつくり出すことができる種になっ

ることができません。この三代が別れること

てこそ、生命の芽になるのです。

ができないのです。これが一つになって四位
基台を成就しなければならないのです。そう

私の生涯において何をするのですか。愛の

でなければ、理想的な基盤を築くことができ

墓を残していこうというのです。これが結論

ないというのです。そのようなことを、皆さ

だというのです。愛の墓を残していきましょ

んはよく知っているでしょう。

う！ 愛の墓の中で今生きるとしても恨がな

ですから神様が、愛を中心として、人間を

いというのです。墓のような所でどんなにう

中心として拡張した基盤を築くのです。この

んざりと生きるとしても、愛の中で生きれば

地上に真の父母が現れなかったならば、霊界

恨がないというのです。愛の墓を生きながら

に永遠に神様の息子、娘がいなくなるのです。

残して行きましょう！ そうすれば、生涯の

初めて私によって神様の本然の息子、娘たち

暮らしは永遠に成功することでしょう。

が生まれるようになるのです。私によって神

そのように皆さんが生きて死ぬときは、神

様の皇族が生じるというのです。皆さんは、

様が祝福してくれるでしょうし、神様が息子、

そのような自負心をもたなければなりません。

娘を連れて歓迎しに出てくることでしょう。

私たちが、すべての国を本然のエデンに連結

そのときには、指輪がはめられなかった手で

しなければなりません。

あるならば、天の国のダイヤモンドをはめて
くれるでしょうし、服が着られなかったなら、

世界の主流とは何ですか。神様の愛、宗教
を中心として天地全体を身代わりしたこのよ

天の国の皇族たちが着る最高の服を着せてく
れることでしょう。
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だとしても、神様を見るときは愛を受けたい

二) 愛の人になれ

のです。
愛で和合して喜ぶことができるものは、昔

神様が山を見て「こいつ、どうして大きく

創世前の時代の神様の喜びと、創世以降の相

なったのか」と言えば「神様を喜ばせるため

対的実体たちが出会って同化して感じる刺激

にこんなに大きくなりました」と答えるので

的な愛の衝撃とは、天地の間の差があるので

す。だから、しかることができません。存在

す。踊りを千年、万年踊っても終わることが

するものはすべて、愛に同化しないものはな

ないというのです。神様一人で踊りを踊るこ

いというのです。すべて愛する主人になって

とができますか。神様一人で歌を歌うことが

いるのです。何の話か、分かりますか。

できますか。一人でうれしいと言って笑うこ
とができますか。香りをかぐことができます

自然の美しさを、私たちはここで悟ること

か。愛のために生まれて、愛のために生き、

ができるのです。「お前の姿はこうだけど、

愛のために宇宙世界を統一して占領すること

お前は私を中心として宇宙の前に、愛をテー

ができる主人の相対になるのです。その次に、

マとして創造された世界の前でどの面が足り

愛を中心として私も主人の位置に立つことが

ないかを補うため、音が調和するための刺激

できるのです。

的なある音を出すために、宇宙には高低の音

神様が愛する相対が神様よりもっと素晴ら

があるのと同じように、お前もそれと同じ面

しくなると、創造した所望的基準から見ると

を補うために、共同的な理想体圏に存続する

き、神様より高い位置に立っているのです。

んだな」と言うとき、神様の目のような目で

ですから私が「神様！」と言えば訪ねてくる

見るようになるのです。

し、私が「ようこそ」と言うと神様は後ろか

愛は、いつも、どこでも、新しいものを追

らついてきながらも不平を言いません。千里、

求するのです。永遠の前に出発したことと、

万里ついていっても、いつも神様は喜びなが

今、永遠後に継続するものも同じであるため

らついてくるようになっているのです。子供

に、神様が創造したその本然の心情を感じる

についていく親の喜びというものは、口で言

ことができる力が愛にあるために、神様のよ

い表すことができないものです。天地が和動

うに感じることができるのです。それで話も

して自分以上に歓迎をするのを見るとき、父

するし、すべてそうだというのです。

母の満足した細胞全体が、笑いのふろしきと
なり、どっとはちきれて出てくるのです。

ゴムひもは「ぶんぶん」音を出して、伸び
たのが元の長さに戻っていくのです。神様は、

愛を中心として真の愛に通じるなら、すべ

真の愛がゴムひものようなものだということ

てが友達です。石も話すというのです。その

を理解していらっしゃるのです。それを永遠

ような境地があります。創造されるときの自

に切りません。それでついに完成された位置

分の存在圏、すべての生態、すべてのことを

に立つようになられ「私はゴムひものような

話すのです。神様が知らないはずがありませ

真の愛によってお前に永遠についていく。お

ん。大きな磐石の山、姿がどんなに壮厳な山

前は、お前の中に強力な力があってもそれを
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切ることができない。最小限それをもっと保

すべて与えても十年、百年、千年の間、ま

護してあげなければならない。その価値のあ

た与えても、それを考えながら今の生活に感

るものを保護してあげなければならない」と

謝する心をもって生きるのを見るとき、それ

言うのです。神様自身が、その真の愛のゴム

は神様も褒めたたえるのです。子供が父母に

ひもなのです。

対してそのような子供に、夫が妻に対してそ

「従順になれ。完全に従順になれ」と、絶

のような夫に、婦人が夫に対してそのような

対的に尊敬しながら、神様に何が必要か聞い

婦人になり、家庭が国に対してそのようにな

てみなさいというのです。そうすれば「私は

り、国が世界に対してそのようになるとき、

お金は必要ない。私の中はお金でいっぱいに

その世界はどれほど素晴らしいでしょうか。

満ちた山と野原の天地だ」と答えられるとい

神様が天上世界にいなさいと言ってもそこに

うのです。神様はすべての被造物を創造され

いないで、人間世界の真ん中に来て生活しな

たので、お金が必要ならそのような創造の力

がら、みんながよく暮らせるようにしてあげ

を利用して、この世のすべての場所にダイヤ

ようと、再び創造が起こるであろうというの

モンド鉱山と金鉱をお造りになることもでき

です。

るのです。どんなものでも問題ありません。

子供のために千年苦労し、千年十字架を背
負っても、また背負おうとする父母の前に、
孝子でない人がいないということを知らなけ
ればなりません。孝子でない人がいないので
す。どうですか。そのようなお母さんの愛、
お父さんの愛の世界に、神様までも来て「う
わー、私よりも素晴らしい！」と言うことが
できる立場を願いませんか。
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Book 十一: 宇宙の根本

で開かれた「世界平和家庭連合」創設大会の

The Root of the Universe

席上、各界各層の指導者の前に宣布されたも
のです。

本書はこのメッセージを前章に置き、それ
に関するみ言を「文鮮明先生み言選集」から

はじめに

精選し、抜粋したものです。本書では神様の
神様は真の愛を中心として、神様の性相と

愛を中心とした人間の絶対的な価値、絶対セ

形状に似せて被造万物を創造されました。そ

ックス、人間の堕落と復帰、そして、私たち

して万物世界を通して人間に愛の交流と秩序

の最後の目標である真の家庭理想の実現につ

を学ばせました。

いてのみ言が網羅されています。

人間始祖アダムとエバは、神様の本然の愛

本書を通して、人類が神様を中心とした真

を体恤しながら、真の夫婦となり、家庭を完

の愛の秩序を取り戻し、一日も早く真の家庭

成すべきでした。ところが、彼らは天使長ル

が天宙的に実現されることを心から祈るもの

ーシェルの誘惑に陥って、愛の秩序を破壊し、

です。

真の愛から離脱して、偽りの愛を中心として
偽りの家庭、国家、世界と歴史を作り上げた

二〇〇二年七月

のです。文鮮明先生は早くからこのことを看
破され、創造本然の愛とその秩序について一

前章

貫して教育してこられました。
宇宙の根本を探して
文鮮明先生は、現在蔓延しているフリーセ

(1996 年 8 月１日、ワシントンＤ・Ｃ、「世

ックス、同性愛、近親相姦の原因が、愛の本

界平和家庭連合」創設大会で語られたみ言)

宮であった人間の生殖器の堕落によると説か
れています。その人間の生殖器の堕落が宇宙
を破壊させ、愛の秩序を崩壊させる道具とな

尊敬する御来賓の皆様、そして紳士淑女の
皆様！

って、終末の時を迎えるようになったという
冷戦の終息とともに平和と社会正義に対す

のです。

る新しい希望が急速度に全地球星に拡大して
文鮮明先生は、夫婦がそれぞれもっている

います。新しい世界的現実を無視したり、直

生殖器の主人は、自分ではなく相手であると

視できない指導者たちは津波のように押し寄

説かれます。つまり夫の生殖器の主人は妻で

せる変化に流されてしまいます。今、私たち

あり、妻の生殖器の主人は夫である、という

は新しい世紀の分岐点に立って、私たちの伝

説明です。この劇的なメッセージは、一九九

統的な思考方式を再検討してみて、新しい機

六年八月一日、アメリカのワシントンＤ・Ｃ

会と価値観を迎えるために、果敢に進んでい
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くべき時だと信じます。そのような意味で、
私はきょう、生涯を懸けて主唱してきた「世

きょう、私は「宇宙の根本を探して」とい
うテーマでお話しいたします。

界平和の実現と真の家庭の価値」についてお
話しし得るようになったことを大変な栄光と

私たちが宇宙の根本を探していけば神様に
帰着しますが、そのお方は男性格と女性格の

存じます。

二つの性品を所有していらっしゃるというこ
とを知らなければなりません。宇宙の出発の

神様は宇宙と愛の根元

原因はどのようになっているでしょうか。神
この世の中には男性と女性の二性が暮らし

様に対してはまだ分からないとしても、私た

ています。ところで、彼らは互いに立場を変

ち人間は男性と女性、そして主体と対象から

えることはできません。皆様も自らが願って

成っています。

そのように生まれたのでしょうか。そうでな
ければ、私たちは願わないのに、そのように

鉱物界の分子を見れば、陽イオンと陰イオ

生まれたのでしょうか。私が考えもせず、願

ンから構成されており、植物界は雄しべと雌

いもしなかったのに、そして原因はもちろん、

しべから、動物界は雄と雌から、そして人間

結果や過程も知らないのに、そのように生ま

は男性と女性から成っていることを見ること

れたのです。

ができます。

人がいくら偉大だとしても、原因的な存在

存在界を調べれば、鉱物界、植物界、動物

ではなく、結果的な存在であることを否定す

界、どの世界を問わず、次元がより高い陽性

ることはできません。したがって、第一原因

と陰性が、より低い陽性と陰性を吸収して、

である存在がなければなりません。そうする

存在、発展していることを知ることができま

と、そのお方は誰でしょうか。男性でしょう

す。なぜこのような現象が生じるのでしょう

か、女性でしょうか。その第一原因的な存在

か。このすべての存在世界は、万物の霊長で

を神様と呼ぼうと、あるいはどのような名で

ある人間を完成させるべき責任があるからで

呼んでもいいのですが、その原因的な存在が

す。鉱物界を見ても陽性と陰性、すなわち主

なければならないのです。きょう、ここには、

体と対象が愛という概念のもとに、互いに一

「世界的に我こそは」と思われる著名な方々

体となって存在しており、植物界も同様に、

がお集まりになっています。皆様は「神様が

すべて雄しべと雌しべとがあり、主体と対象

どこにいるのか。見せてくれれば私が信じよ

が愛を中心として、一つに結合して存続する

う！」とおっしゃるかもしれませんが、少な

のです。最近、医学界では病原菌までも陽性

くとも、その原因的な存在がなければならな

と陰性があると言っています。

いということを否定してはならないと、まず
私は指摘するものです。

主体と対象、すなわち陽性と陰性が一つに
なるのに何を中心として一つになるのでしょ
うか。キスすることによってでしょうか。愛
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は、概念であると同時に実在なのです。その

器の主人は妻であり、妻のものの主人は夫で

愛が定着することのできる実在とは何でしょ

す。今日まで、人類は生殖器の主人が互いに

うか。ここに各界の指導者の方々、フォード

取り替えられていることを知りませんでした。

元大統領、ブッシュ前大統領、皆様が集って

明快な真理です。これを否定できないという

いらっしゃいますが、自信があれば答えてみ

のです。千年、万年、歴史がいくら流れても、

てください。皆様方にも知らないことがある

この真理は変わりません。

ということです。男性が男性になり、女性が
女性になるようにするものが何であるかを知

あらゆる男性たちはそれが自分のものだと

らなかったというのです。それがまさしく生

考え、またあらゆる女性たちもそれが自分た

殖器です。それを卑しく思う人がいますか。

ちの所有だと考えたために、世の中がこのよ

貴く思うとすれば、どのくらい貴く思うでし

うに滅びつつあるのです。互いが主人を間違

ょうか。今まではそれが善くないものと考え

えているという話です。すべての人たちは、

たとしても、今からは貴く思わなければなり

愛は絶対的であり、永遠なるものだといいな

ません。

がら、夢のようなものとだけ考えていますが、
その永遠の愛の主人がひっくり返っていると
いうことをはっきり知るなら、世の中がこれ

変わらない宇宙の鉄則

ほどまでにはならなかったはずです。
未来の世界はどのような世界でしょうか。
生殖器を絶対的に貴く思う世界になるなら、

博士や学者は数多くいますが、これ一つ考

その世界は善い世界でしょうか、悪い世界で

え抜いた人がいないというのです。皆様はこ

しょうか。栄える世界でしょうか、滅びる世

の真理を否定できますか。皆様の父母、祖父

界でしょうか。冗談で言っているのではあり

母、曾祖父母、そして人類の先祖たるお方と、

ません。神様が人間を創造なさる時、最も重

さらには宇宙の根本であられる神様に尋ねて

要視して、精魂を込めておつくりになった箇

も、全部、同意するようになっているのです。

所とはどこでしょうか。目ですか、鼻ですか。

これが鉄則なのです。この真理こそ、宇宙が

心臓でしょうか。でなければ頭脳でしょうか。

億万年過ぎても原理原則として残るので鉄則

これらは全部、死んでなくなってしまうので

です。そして、この鉄則によって、神様の前

す。実際、そうではないでしょうか。

に出ていけば、正しい人と間違った人の判定
を受けるようになるのは当然なのです。旧約

世界平和のための家庭連合の目的は何でし

聖書に出てくるアダムとエバの堕落も知って

ょうか。道徳と宗教など、すべての分野を完

みれば、正にこの鉄則に背いたところに由来

全に超越し、夫婦が完全に一つとなって、神

しているのです。

様までも拍手で歓迎することのできる人が暮
らす世界があるなら、どのような世の中にな

アダムやエバは、自分たちの生殖器が自分

るでしょうか。男性と女性が生まれる時、彼

たちの所有だと錯覚したのです。考えてみて

らの生殖器の主人は誰でしょうか。夫の生殖

ください。神様が善悪を知る木の実を取って
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食べたからといって、アダムとエバを追い出

実体として神様に代わる陽性と陰性になるの

しますか。神様は、それほどいい加減な神様

です。このように結婚を通して縦的な神様の

ではありません。アダムとエバは、根本的な

愛が、横的に完全統一されるように追求した

問題を誤って、宇宙のどこからも公認を受け

ものが神様のみ旨だったのです。

られなくなったので、追放されてしまったの
です。鉱物界や、植物界や動物界の雄と雌も

人間の体は、この地を代表した横的なもの

すべて、愛の相対のために自分の生殖器を保

です。すなわち、それが肉身です。それと反

管しているということを、アダムとエバが知

対に、良心はいつも縦的なものを愛し、縦的

らなかったというのです。では、生殖器は何

に高いものを求めるのです。したがって、人

のために存在するのでしょうか。それは愛の

間は神様の縦的な基準と一つになり得る点を

ためです。愛を探すために男性と女性として

探していくのです。その点は、中心点でなけ

生まれたというのです。

ればならず、正にこの点で男性と女性が出会
わなければなりません。そうして、この中心

神様の属性は何でしょうか。神様は、絶対

点から出生した人間は、愛と共に幼児の成長

的、唯一、永遠不変であられるお方です。そ

過程を経て、兄弟姉妹の愛、そして夫婦の愛

うだとすれば、愛の主人は誰でしょうか。男

を経験しながら成長するのです。

性でもなく、女性でもありません。そのお方
が正に神様であられます。愛を中心として愛

この時、肉身は地を代表して成長するよう

を通してのみ、神様と人間が一つになるので

になり、心は神様を中心として成熟して、つ

す。なぜなら、神様にも人間にも愛が絶対に

いに体と心が縦的、横的に一つになって、幸

必要だからです。

福の基地を築くようになるのです。そのよう
なところであってこそ、絶対的な愛を中心と
して絶対的存在であられる神様も喜ばれ、そ

神様と人間は父子の関係

の愛の対象体である夫婦も幸福になるのです。
神様が必要とされる愛は、果たしてどのよ
うな愛でしょうか。絶対的愛を願われます。

このように上下の関係である父子の関係、

皆様はどうでしょうか。私たちも同じです。

東西の関係である夫婦関係、前後関係である

神様が絶対的愛、唯一の愛、不変の愛、永遠

兄弟姉妹関係が一点を中心として完全に一つ

の愛を必要とされるように、私たち人間も絶

になる時、理想的な球形をつくるようになり

対、唯一、不変、永遠なる愛を必要とするの

ます。このような由縁で、父子の関係を東洋

です。皆、神様に似なければならないのです。

では一つの体だといいます。さらには夫婦関
係も一つの体であり、兄弟姉妹も一つの体と

神様自身が男性格と女性格をもっていらっ

して考えています。何を中心として、このよ

しゃるお方なので、そこから分立された実体

うに言うことができるのでしょうか。真の愛

対象として創造された人間も、男性と女性と

を中心としてこのすべての関係が四方に球形

して創造されたのであり、彼らが結婚すれば、

をつくるとき、このすべてのことが可能にな
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るのです。一点で出会って、球形をつくらな

知ることができるのです。同じ論理として、

ければならないのです。その点は一つです！

神様がいるか、いないかというとき、または

一つなので、統一が可能なのです。神様と人

神様を見たか、見なかったかと尋ねてみると、

間も父子の関係なので、一つにならなければ

見なかったとはいえないのです。

ならないのです。それは真の愛を中心として
見えるものと見えないもの、どちらが重要

です。

でしょうか。見えないものがもっと貴いとい
うことを知らなければなりません。お金、地

人間と完全体であられる神様

位、名誉は見ること、または触ることができ
人間の欲望はどれほど高いでしょうか。皆

ますが、愛、生命、血統、良心は見ることも

様の心の欲望は、神様よりも高くなることを

触ることもできないのです。みなもっている

願ったりもします。いくら劣った人でも、神

のに、なぜ見ることができないのでしょうか。

様よりも勝った世界の代表者になろう、とい

それは一つになっているからです。体と心が

う欲望はもつことができるのです。

絶対的にバランスを維持していれば感じない
のです。

もし、皆様が神様の愛する息子なら、「お
父様、いらしてください！」と言う時、神様

皆様は自分の目が瞬きするのを感じながら

はそれを拒まれるでしょうか。皆様の妻がい

暮らしているでしょうか。三時間だけ数え続

くら劣っているとしても、本当に愛するなら、

けてごらんなさい。また、息をするのを数え

妻が呼ぶ時、夫は従うのです。このように真

ながら暮らしているでしょうか。では、右手

の愛で一つになれば、妻が夫を呼んでもつい

を挙げて、左側の胸の上にあててみてくださ

ていき、兄さんが呼べば弟がついていき、弟

い。どういう音がしますか。鼓動の音、心臓

が呼べば兄さんがついていき、皆が絶対に離

の鼓動の音を感じます。その鼓動の音を皆様、

れたがらなくなるのです。神様も独りでいら

一日に何度くらい聞いているでしょうか。聴

っしゃれば寂しいでしょうか、寂しくないで

診器で聞いてみれば、爆弾が爆発するような

しょうか。どうして分かりますか。

音が聞こえるのに、私たちは一週間、一カ月
…‥。忙しい時は何カ月間もそれを感じない

紳士淑女の皆様、愛をもっていますか。生

で暮らしているのです。考えてみてくださ

命をもっていますか。皆様の血統をつなぐこ

い！ 小さい蝿が一匹だけ頭の上にとまって

とのできる精子と卵子をみな、もっているで

も、すぐに感じる私たちが、何百倍大きな鼓

しょう。良心ももっていますか。それなら、

動の音を聞いても、なぜ感じられないかとい

愛を見たことがあるでしょうか。生命、血統、

うのです。それは一つになっているからです。

良心を見ましたか。触ってみたことがありま
すか。その存在の現象は知っていますが、触

上品な壇上からこのような話をすれば「失

ることも見ることもできないということを知

礼だ」と思われるでしょうが、実感の出る話

らなければなりません。ただ心で感じてのみ

なので、一つ例を挙げてみましょう。皆様、
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毎日、朝起きてトイレに行くでしょう。大便

神様の創造目的

をするとき、マスクを使って大便をするでし
ょうか。笑い事ではなく、真面目な話です！

愛、生命、血統、良心があっても一つにな

もし、ほかの人がそばで大便をして、そのよ

っていて、完全にバランスをとれば、感じら

うなにおいを漂わせれば、すぐに鼻をふさい

れないのです。私たち人間がそうであるよう

で何万里でも逃げ出すはずなのに、なぜ自分

に、神様も愛、生命、血統、良心、みなもっ

の大便のにおいはそのままかいで、座って、

ていらっしゃいますが、独りではそれを感じ

平気なのでしょうか。自分の体と一つになっ

られないのです。完全にバランスをとってい

ているから、自分の大便を汚く感じないので

るので、感じることができないのです。です

す。

から、神様も相対が必要なのです。

皆様、幼い時、鼻くそをほじくってなめて

相対の必要性をここから見つけることがで

みたことがありますか。その味は甘かったで

きるのです。男性でも女性でも、独りの時は

しょうか、塩辛かったでしょうか。辛いです

愛を感じられませんが、男性の前に女性が現

って。その味を知っているのをみると、皆様、

れ、女性の前に男性が現れる時は、相対的に

経験者ですね！ なぜ、その鼻くそが汚く感

刺激的な愛と血統が雷と稲妻のように衝撃を

じられなかったのでしょうか。それが正に私

受けて問題を起こすことを知らなければなり

たちの体の一部分だったからです。この世の

ません。だから、しっかりしなければなりま

誰も知らなかったことをレバレンド・ムーン

せん。このような真理を知らずに生きてきた

が初めて発見したのです。皆様、咳をして、

のです。神様も絶対的に愛の相対が必要だと

痰が出れば、ごくっとのみ込んだりもするで

いう論理を、人間が悟ることができなかった

しょう。ここに列席なさった大統領の皆様は

というのです。

いかがでしょうか。そのような経験はありま
せんか。気取らないで率直に答えてみてくだ

それなら、神様の愛の相対は誰でしょうか。

さい。なぜ、汚く感じないのでしょうか。み

猿でしょうか。人間が結果的存在であるなら

な一つになっているからです。

ば、猿がその原因的存在、すなわち私たちの
先祖になれるでしょうか。それではお話にな

私たちはみな、朝、昼、晩、三食ずつ食べ

らないというのです。アメーバから始まった

ていますが、口から一尺だけ下りれば、肥料

生命体が人間に至るまでは、数千の段階の愛

工場があります。毎日、三食ずつ食べて、そ

の門を通過しなければならないのです。

の肥料工場に原料を供給しているのです。ワ

ただ無条件に上がっていきますか。とんで

ァー！ それを知っても、箸とスプーンが口

もありません。あらゆる動物もみな、同じで

に入りますか。おなかの中に肥料工場がある

す。種の区別は厳格です。誰も占領できませ

ことを知りながらも、感じないで私たちは生

ん。唯物論を信奉する共産主義者たちが猿を

活しています。なぜ、感じられませんか。一

先祖として信じ、猿と人間を交配させたとし

つになっているからです。

て、新しい生命体（人間）が出てくると思い
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ますか。百年、千年しても無駄骨です。なぜ、

結婚とは何ですか。なぜ結婚が重要なので

できないのでしょうか。考えてみるべき問題

すか。結婚は愛を探していく道だからです。

です。

愛する道、生命を創造する道です。男性と女
性の生命が一体になる道です。男性と女性の

そうだとすれば、神様も何を必要とされる

血統が混ざる所です。結婚を通して歴史が生

でしょうか。何か器官をもっと必要とされる

じ、ここから国が生じ、理想世界が始まるの

でしょうか。目でしょうか、手でしょうか。

です。これがなければ個人もなく、国もなく、

必要とされるのは、私たちが考える五官では

理想世界もありません。これが公式になって

ありません。神様は男性格と女性格の二つの

います。

性品をすべて所有していらっしゃいますが、
父としていらっしゃるために男性格主体とし

男性と女性は絶対的に一つにならなければ
ならず、父母と子供たちは絶対的に神様と一

て存在なさるお方です。

つになり、神様を愛し、神様と共に生きてか
このような基準で見るとき、神様も愛のパ

ら、死んでそのまま霊界に行けば、そこが天

ートナーが必要ではないでしょうか。被造世

国なのです。しかし、そのような人、そのよ

界の誰が果たして神様の愛のパートナーにな

うな家庭、国家、世界、そのような理想的な

るでしょうか。男性独りででしょうか。女性

人がいないので、神様が理想とする天国は空

独りだけでパートナーになれますか。神様は

いているのです。今まで死んでいった人類は

どんなパートナーを願われるでしょうか。お

すべて、地獄に落ちています。天国に入れな

金のパートナーですか。知識のパートナーで

かったという話です。

すか。権力のパートナーですか。違います！
神様は愛のパートナーを願われるので、夫と

このような観点から見るとき、イエス様も

妻が生殖器を通して一つになるその場を中心

人類を救うための救世主として来られました

として顕現なさり、人間と出会うのです。

が、昇天したのち、天国には行けず、楽園に

なぜその場が、神様を中心として一つにな

行っていらっしゃることを知らなければなり

る場なのでしょうか。愛は絶対的であり、男

ません。天国に行くためには、家庭を築いて

性と女性が絶対的に一つになることを願う所

入らなければならないので、イエス様も再臨

が正にその場だからです。横的に見れば、陽

なさることを願われるのです。イエス様も結

性である男性がその中心に向かって近づき、

婚して家庭を築き、その家庭と共に神様に侍

陰性である女性がまた近づき、神様も男性の

って暮らしてから、共に天国に入るのであっ

性格である陽性と女性の性格である陰性が合

て、独りでは天国に入れないので、聖書でも

わさって、大きく陽性的立場で、大きな陰性

「あなたがたが地上でつなぐことは、天でも

と合わさって一つになるのです。いつそのよ

皆つながれ、あなたがたが地上で解くことは、

うになるかということが問題です。

天でもみな解かれるであろう」（マタイ一
八・一八）と書かれているのです。地上で解
決しなければなりません。地上で病気になっ
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たので、その病気になった場所で治さなけれ

短時間に方向転換させるので、皆が洗脳した

ばなりません。

というのです。無神論者には、神の存在を詳
しく科学的に理論的な基盤をもって証明して
あげるので、無神論は崩れていくのです。

堕落世界を収拾できる思想

今日、人類は堕落した後孫となって、堕落

それとは反対に、キリスト教徒たちは自分

圏の下に落ちているので、この圏を突破して

たちが信じている教理と違うといって、「異

上がらない限りは、天国に入れないのです。

端だ」と責め立てながら、私たちを取り除こ

堕落圏内にいる人間は、いかなる困難があっ

うと大騒ぎしているのです。しかし、彼らが

ても、その圏を突破しなければならないので

唱える異端が正統なのです！ 反対になるこ

す。それゆえ、イエス様も「生きんとする者

とを知らなければなりません。サタンが嫌う

は死に、死なんとする者は生きん」（マタイ

ものは神側であり、神様が嫌うものはサタン

一〇・三九）と言われたのです。この道を行

側だということを知らなければなりません。

くためには全生命を懸けて、突破して上がら
思想的空白期に置かれている旧ソ連の若い

なければならないのです。

青年たちも、レバレンド・ムーンの思想を中
皆様の家庭は、堕落圏内の家庭です。氏族、

心として出版された中学校、高等学校、大学

国家も同様です。闘って勝たなければなりま

校の教材を通して、そして甚だしきに至って

せん。アダム家庭で覆されたのです。アダム

は、刑務所の罪人までもその教材を通して、

とエバが赤ん坊を生んだのちに追い出されま

思想武装をしています。ロシアの三千六百の

したか、追い出されたのちに赤ん坊を生みま

学校でレバレンド・ムーンの思想の教材を使

したか。彼らは追い出されたのち、神様と無

っているのです。彼らは叫んでいます。「私

関係な立場で子供を生んだのです。このよう

たちはアメリカに勝らなければならない！

なことも知らずに天国に行くことができるの

レバレンド・ムーンに反対するアメリカに勝

でしょうか。とんでもないことです！ 無知

らなければならない！」と、西洋の腐敗した

からは理想も生まれず、完成もありません。

退廃風潮であるホモセクシュアル、フリー・

しっかりしなければなりません！ これが皆

セックスなどを収拾する道は、レバレンド・

様方に対する私の警告です。

ムーンの思想だけだと彼らは信じ、急いでい
るのです。アメリカより先にレバレンド・ム

レバレンド・ムーンの話が正しいか、正し

ーンに従っていこうと、叫んでいます。

くないか祈祷してみてください。私がこの道
を見いだすためにどれほどの受難の道を歩ん

罪悪の根は「不倫なる性関係」

できたか、誰も知りません。罪なしに監獄に
六回も入るほどの苦難に遭い、探し出してき

皆様！ 神様がお好きですか。レバレン

た道です。ところが、他人の大切な息子、娘

ド・ムーンがこのようなことを展開している

たちを連れていって、このような真理を教え、

のを御覧になる神様は喜ばれるでしょうか。
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教皇庁の教えと今度の大会に列席したロバー

い取っていく行動です。言い換えれば、堕落

ト・シューラー牧師の教えが同じであり得ま

はフリー・セックスの根になり、個人主義の

すか。もちろん、大きく違います。そうだと

先祖になりました。

すれば、誰の教えが正しいか神様に尋ねてみ
今日のアメリカは、どのような国ですか。

てください。

極度の個人主義、過分なる私生活の追求、フ
イエス様と聖母マリヤに対する皆様の理解

リー・セックス…‥このようなものを神様が

が間違ったものだと、いくら教えてあげても、

好まれるでしょうか。行き過ぎた個人主義が

それ自体が統一教会に利益になることがある

追求するものは何でしょうか。彼らの話のと

でしょうか。しかし、皆様が間違いなく知ら

おりであるなら、天と地、世界、国家、社会、

なければならない一つのことは、「地上で解

家庭、甚だしきに至ってはおじいさん、おば

かなければ、天でも解くことができない」と

あさんまでも全部ほうり投げてしまい、父母

いうことです。それを早くから知ったレバレ

と兄弟も失ったまま、ジプシーやヒッピーに

ンド・ムーンは、生涯を懸けてこの道を歩ん

なってさまよい、雨が降り、雪が降れば、行

できたのです。

く所がないので、自殺して、一生を終えよう
という話ではないでしょうか。

皆様、イエス様が結婚をしなければならな
いでしょうか。結婚をしなければなりません

しかし、人間の本心は極度の個人主義や、

でした。イエス様は女性ですか、男性ですか。

過分なる私生活の保障を願ってはいません。

聖女がいるなら、イエス様も彼女と結婚をし

宇宙と国家、町や村、そして父母の愛を受け

たくないでしょうか。神様はエデンの園にア

て暮らしたいのが、私たちの本心が願うとこ

ダムとエバを創造なさりながら、彼らに生殖

ろです。しかし、そうすることができないで、

器をもつことを共に許されましたが、何のた

反対の道を行くうちに、良心が燃え尽き、本

めにそうされたのでしょうか。彼らが成長す

心との相反を感じるようになって、むしろ薬

れば、神様が彼らを結婚させてくださるでし

でも飲んで自殺するのが良いと判断し、自ら

ょうか、させてくださらないでしょうか。問

命を絶つ現象がだんだん増えていくのです。

題は彼らの堕落にあります。堕落ゆえに血統
が変わったのです。それゆえ、神様は彼らを
エデンの園から追い出されたのです。

「蒔いたとおりに刈り取る」（ガラテヤ
六・七）という真理が的中するのを目撃する
わけです。アダムとエバがエデンの園にどん

本来、神様の体となるべきアダムと、神様

な種を蒔いたでしょうか。フリー・セックス

の夫人格に立つべきエバが堕落することによ

の種を蒔きました。それを否定できますか。

って、神様自身の体と理想を病気にかからせ、
怨讐になったので、それを御覧になった神様

そうしたために、彼らが下半身を覆ったの

の心情はどれほど大変だったでしょうか。堕

です。幼子たちも父母が隠しておいた大切な

落は、自らを埋葬する墓です。人のものを奪

お菓子を盗み食いして、見つかれば隠すのが
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本性の作用ではないでしょうか。もし、善悪

ょうか。今まで、このような疑問を誰も解決

の実を取って食べたなら、その取って食べた

できませんでした。レバレンド・ムーンが初

手や口を覆うべきはずであるのに、なぜ下半

めて解いてあげているのです。レバレンド・

身を覆ったのかというのです。堕落は淫乱に

ムーンだけが神様の秘密をみな、知っている

よって引き起こされたということを否定する

からです。

ことができません。
では、どこで天国と地獄が分かれるか調べ
アダムとエバが堕落して落ちたものを救っ

てみましょう。空中ですか。どこでしょうか。

てあげるためには、堕落した方向と一八〇度

正に皆様の生殖器です！ 深刻なことです。

違う逆の経路を通してこそ、救ってあげられ

これが天地をひっくり返しました。この事実

るということは、この上なく理論的です。堕

を誰が否定できますか。レバレンド・ムーン

落によって地獄行きの血統を受け継いだので、

が発表した「原理」の本の堕落論に説明がな

メシヤが来なければならないのです。

されています。疑問に思えば神様に尋ねてご
らんなさい。皆様としては夢にも想像できな

再臨メシヤの使命と真の父母、真の家庭

い内容と理論をもって、体系立てておいたレ
バレンド・ムーンの「原理」の本に誰しも反

メシヤは堕落前、神様が創造したエデンの

対することはできないのです。

園の場で、家庭を築くことのできる主人とし
て来られるお方です。それをはっきり知らな

レバレンド・ムーンが天国に行くか、行か

ければなりません！ 理論的に合わなければ

ないか、気掛かりなら、死んで霊界に行って

なりません。メシヤはまず、神様に侍る家庭

みれば、分かることです。きょうの夕べ、私

を築き、その家庭を通して国家を立てなけれ

の話を聞いて気分が悪くなったのなら、割腹

ばならないのです。このように、家庭が問題

して死んでいただいても結構です。そうすれ

です。メシヤの家庭を中心として、接ぎ木す

ば、分かるでしょう！ レバレンド・ムーン

る摂理をしなければならなかったのです。こ

がこの道を探すために、死の道を何度も超え

の死亡の世界で、誰が自分を救ってくれるか

てきたことを、皆様は知らなければなりませ

が問題です。それゆえに反対を受けたのです。

ん。神様を数百回も泣かせた人がレバレン
ド・ムーンです。歴史始まって以来、誰もレ

旧約時代は、「目には目、歯には歯」（出

バレンド・ムーンほど神様を愛した人はいま

エジプト記二一・二四）という原則のもとに

せん。それゆえ、いくら世の中がレバレン

蕩減してきました。イサクの妻であったリベ

ド・ムーンを滅ぼそうとしても、私は絶対に

カを御覧なさい。長子であるエサウと夫まで

滅びません。神様が保護してくださるからで

もだまし、次子であるヤコブに祝福を奪い与

す。皆様もレバレンド・ムーンが教える真理

えた女性ではありませんか。そのような女性

圏内に入ってくれば、神様が共に保護してく

を神様はなぜ愛したのでしょうか。そのよう

ださいます。

な神様をどうして信じることができるのでし
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生殖器を、目がつぶれた盲人のように、方

今日、私たちが生きているこの世界が、地

向を失ったまま使用すれば地獄行きであり、

上地獄となっていく世界でなくて何でしょう

反対にこれを神様の絶対愛に基準を合わせて

か。したがって、このように地上地獄になっ

使えば天国の高い所に行くのです。これは明

たこの世界と一八〇度異なる、正反対の道を

白な結論です。今、青少年の問題が深刻な問

求めていけば、天国に行く道があるのです。

題です。エデンの園でアダムとエバが、青少

再臨主が来て、この世の中を救ってくれるの

年期に日陰で淫乱によって堕落して、フリ

も、正にこのような一八〇度反対の道を教え

ー・セックスを蒔いたので、取り入れの時期

てくれて、天国に導くことなのです。

である終わりの日には、必ず世界的に青少年
たちのフリー・セックスの風潮が蔓延するよ

それでは、フリー・セックスの道と一八〇
度異なった正反対の道とは、どのような道で

うになる現象が現れるのです。

しょうか。偽りの父母が現れて、つくってお
終わりの日には再臨主が神様の真の愛を中

いた道がフリー・セックスの道なので、真の

心として、堕落圏内に陥った人類を絶対愛圏

父母が現れて、この間違った道を正してあげ

内に引っ張り上げ、救われる戦略を、サタン

なければならないのです。神様は干渉なさる

は知っています。ですから、サタンはどこに

ことができません。その地の主権や軍事力、

も愛の基準を置くことができないので、アダ

経済力、政治力でも手をつけることのできな

ムとエバを堕落させる時に天使長がそうした

い問題です。偽りの父母によって引き起こさ

ように、全人類をフリー・セックスに押しや

れたことなので、真の父母がメスをもって手

って、裸になって死んでいく方向に全世界を

術しなければ、決して人類は救われる道がな

引っ張っていくのです。人類がすべて天使長

いのです。

の後裔たる末路に直面するようになるのです。
罪を犯した者がその罪を蕩減しなければな
エデンの園からサタンの支配圏内に陥った

らないのです。家庭で結婚を誤って、血統が

アダムとエバの後孫が、今日の人類なので、

一八〇度ねじれてしまったので、真の父母が

サタンは堂々と神様の前でも、この世界のす

来て、結婚させ、一八〇度原状に戻すことに

べての男性と女性を引っ張っていき、自分の

よって、天国に行く道を開いてあげるように

やりたいとおりにすることのできる権限を主

なるのです。

張するというのです。神様はサタンが何を願
うかを御存じなのです。サタンはフリー・セ

純潔と真の家庭運動を通じた平和世界の実現

ックスを通して、ただの一人も神様の前に帰
れないように、言い換えれば、全人類を完全

神様がアダムとエバに期待したものとは何

に駄目にしてしまい、地上地獄をつくろうと

だったでしょうか。絶対愛を期待したのです。

するのです。

この場にお集まりの世界の指導者の皆様が、
このような内容を知って、お帰りになって、
皆様方の国で絶対愛を探す運動をお始めにな
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れば、皆様の家庭と国は、そのまま天国に直

対なしには来ないのです。相対から来るとい

行できるということを、御理解くださるよう

うことを知らなければなりません。「ため」

お願いいたします。絶対愛が存在する所には

に生きないところには、愛はあり得ないので

絶対相対が誕生するようになり、自動的にフ

す。絶対、「ため」に生きるところで絶対愛

リー・セックス、ホモ、レズビアンという言

を見いだすことができるということを肝に銘

葉は消えるようになるのです。このような運

じられ、皆様も今からお帰りになれば、サタ

動を世界的に広げるためにレバレンド・ムー

ン世界との一戦を覚悟なさるようにお願いい

ンは一生を捧げて、受難の道を克服してきま

たします。

した。今は勝利のファンファーレを響かせ、
世界に号令をかけ得る時が来たので、天の前

どこに行かれても、テレビやその他、言論
機関を通してレバレンド・ムーンの話を伝え

に感謝をするものです。

てみてください。絶対に滅びません。地獄に
世界平和に向かっていくことのできる礎石

なったこの世界を、果たしてどんな力で変え

を置くのも家庭であり、世界平和への道を破

ることができるでしょうか。神様の愛、すな

壊し得るのも家庭です。人類の希望と幸福の

わち絶対、唯一、不変、永遠であられる神様

土台が破壊された所がアダム家庭でした。し

の真の愛を中心として、私たちの生殖器も絶

たがって、きょう、このように「世界平和家

対、唯一、不変、永遠の基準に立て、生きて

庭連合」を創設し、皆様の家庭も、今からは

いかなくては不可能なのです。私たちの生殖

サタン世界と一八〇度異なる方向に行くこと

器の本来の主人は神様であられます。

のできる道を開くようになったことを、天の
前に感謝せざるを得ません。この道でなくて
は、自由も幸福も理想もありません！

今、私たちすべてが共にこの目的のために
前進しましょう。神様の真の愛を実践する前
衛隊になりましょう。今から家にお帰りにな

皆様は今、絶対、唯一、不変、永遠の生殖

られたら、夫と妻でもって、自分たちの生殖

器を中心として、これを基盤にして神様をお

器が絶対、唯一、不変、永遠な器官であるこ

求めになるようお願いします。この基盤が真

とを互いに確認し、それが正に自分のもので

の愛の基盤、真の生命の基盤、真の血統の基

はなく、あなたのものであり、あなたが今ま

盤、良心の基盤にならなければならず、ここ

でよく保管してきたものが自分のものだと宣

から正に地上天国と天上天国が生じることを

言し、互いのために生き、永遠に奉仕し、感

お分かりにならなければなりません。

謝しながら生きようと、お誓いください。

すべての男女が自分たちに所属した生殖器

そのような家庭であってこそ、永遠に神様

が、実は、自分のものではなく、主人が自分

がとどまるようになり、そのような家庭を中

の相対だということを認定するようになれば、

心として世界的な家庭編成がなされるのです。

私たちすべては頭を下げ、謙虚な姿勢で愛を
受け入れるようになることでしょう。愛は相
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そうして、皆様共に次回三百六十万双の祝

から、結局縦的な立場に立ち、男性も好まれ

福結婚式に列席なさり、地上天国に入籍する

女性も好まれる、二性性相をもった中和的主

真の家庭になるようお願いいたします。あり

体だというのです。それが神様でいらっしゃ

がとうございました。

います。男性も必要であり、女性も必要であ
り、どこへでも行って迎え入れ、いつでも主

第一章 宇宙の根本秩序

体の位置にいらっしゃるので主体格です。そ

一、神様の二性性相の大展開

れゆえに、格位では男性格位です。そして、
横的というものは女性格位をいうのです。

一) 神様は二性性相の中和体

宇宙を観察してみれば、すべての存在にお

神様はお一人でしょうか、お二人でしょう

いて、陽性と陰性の二性性相が相対的関係を

か。お一人です。お一人なのに、どのように

結ぶことによって存在していることを知るこ

して二人の人に入っていくのでしょうか。こ

とができます。これは、鉱物という次元から

の人に入ってからあの人に入っていき、あの

始まって、すべての場合に適用されています。

人に入ってからこの人に入っていってと、そ

分子は、陽イオンと陰イオンの結合を通して

のようにするのですか。また世界には数多く

形成され、植物の場合、生存と繁殖は雌雄を

の人々がいますが、数多くの人々にどのよう

代表する雌しべと雄しべの結合を通じて成さ

に入ったり出たり、出たり入ったりされるの

れます。このような二性性相は、動物の場合

でしょうか。これが問題になるというのです。

より一層明らかです。魚類、鳥類、ほ乳動物

それで、私たち統一教会の「原理」で、神様

等、すべての動物は雄と雌によって存在しま

は二性性相の中和体であるという話が出てき

す。最後に、神様の最高の創造物である私た

たのです。ここには規則があります。神様は

ち人間も、男性と女性で区分されています。

二性性相でいらっしゃる中和的本体です。こ

最初の男性アダムと最初の女性エバは、人類

れは真に素晴らしい結論です。

の始祖です。このような二性性相の存在目的
は、何ですか。神様は、なぜこのような方式

神様は、二性性相の男性的主体だというの
です。それでは、その神様は、誰に似ている

によって創造されたのでしょうか。

のでしょうか。私たちに似ていて、私に似て
神様が男性と女性を造られて何をしようと

いて、皆さんに似ているというのです。同じ

されたのでしょうか。見ようとされたのです。

なのです。それゆえに、「主体格」という言

神様は、女性ですか、男性ですか。女性にも

葉は、必ず相対格位を介在させて成立するの

なり、男性にもなられます。男性性稟だけを

です。そのような概念が含まれています。相

もっているとするなら、女性だけを見つめら

対格というものを必要とするために、「主体

れるようになるのです。アダムは、陰で生き

格」という言葉が出てくるというのです。

なければなりません。そのように、女性も見
つめて男性も見つめることができる二種類の

原理講義をする時、創造原理で「神様は二

性稟を、共に備えていらっしゃいます。です

性性相の中和的主体としていまし給い、中和
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的存在になっている」と簡単に言います。中

神様から造られた人間だという時、人間は

和的主体になっているというのですが、それ

どのようにしなければなりませんか。神様が

はどういうことですか。座ってそのまま神様

愛の相対を造られた目的は、喜ぶためなので

が男性と女性の中和的存在になって、何がお

す。何を中心として喜ぶのでしょうか。愛を

もしろいでしょうか。何を中心として中和す

中心としてです。絶対者であられる神様も愛

るのですか。愛を中心として中和的存在だと

が必要だというのです。そうではないですか。

いうことを知らなければなりません。
神様が二性性相の主体としていらっしゃる
神様は何を願うのでしょうか。創造をされ

といいましたが、二性性相の神様だとしても

て、創造理想を完成して何をしようというの

必ず愛の対象が必要なので、天地万物を創造

ですか。神様御自身も愛をなそうというので

されたのです。

す。神様御自身が願うことは何でしょうか。
神様は、「原理」でいえば二性性相の中和的

愛は、男性と女性だけではできません。男

存在です。主体的存在です。このように、ぱ

性と女性は、ただ二つの存在です。男性と女

っと一言で定立します。男性格を備えた主体

性だけを連結させては愛が成り立たないとい

的存在だというのです。

うのです。男性と女性を総合して、中心に立
って動かすものが愛です。それでは、男性と

何が統一的起源をもたらすのでしょうか。

女性が和合して愛を中心として動くことがど

一人でいらっしゃる神様を、統一的位置で何

こから始まったのかといえば、神様の二性性

が喜ばせてさしあげるのでしょうか。「原

相からなのです。男性性稟と女性性稟が和合

理」でいえば、神様は二性性相の中和的存在

したものを相対的に展開させたのです。それ

であり、格位においては男性格です。その男

で神様は、自分の愛の相対が自分より優れて

性格位というものが、どのようにして男性格

いることを願われるのです。

位になるのかを知らなければなりません。男
性格位ならば主体でありプラスですが、相対

統一教会の文先生は知恵深い方なので、

なくしてはプラスはありません。その概念の

「神様は二性性相の中和的主体だ」と結論づ

中で、なぜプラス格位にいらっしゃるのです

けたのです。右側から見れば男性に見え、左

か。愛ゆえにいらっしゃるのです。絶対的神

側から見れば女性に見えるというのです。二

様も絶対的に服従してみたいというのです。

性性相がそうではないですか。内外になって

愛には絶対的に従順になりたい、絶対的に一

いるので、上から見れば男性に見え、下から

つになりたいというそのような基台がなくな

見れば女性に見えるというのです。それでこ

る時には、統一も融合も和合というものもあ

そ女性も「よし！」と言い、男性も「よ

りません。それは、根源がないために分散し

し！」と言うのです。

てしまいます。
原因と過程と結果が明確な内容をもってく
る、科学的論理のような論理をもってくる、
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そのような宗教人が出てこなければ、宗教世

の主体の本質が愛です。絶対的愛だというの

界を救うことができないのです。統一教会の

です。

「原理」がそうです。これこれこうだからこ
うだ、神様は二性性相で存在される、宇宙の

「原理」の総論は、神様に対してどのよう

存在が主体と対象である、ゆえにこの世界は、

に表現しましたか。神様は、二性性相の中和

神様が愛の主体であり、人は愛のパートナー

的主体であると同時に愛的主体です。

として造られたという結論がぴたっと合うの

「愛」というこの言葉も入れなければなり

です。それが歴史を超越して、愛によって、

ません。それを必ず入れなければなりません。

永遠の世界と結ぶことができる力の作用によ
って継続されるのです。その千年、万年続く

神様がアダムとエバを造って二性性相を分

愛の作用が始まったのですが、それが普通の

立して中和的存在になろうとするなら、何を

力ならば弱くなるはずですが、弱くなりませ

中心として中和的存在でなければなりません

ん。

か。愛を中心として中和的存在でなければな
りません。それとともに、格位においては男

神様も愛を中心として一つになるのと同じ

性的主体格でなければなりません。

ように、統一教会もそのような観念をもって
いるために、世界を統一させることができる

なぜ神様が人間を創造されたのですか。こ

のです。キリスト教はそうではありません。

のような根本問題、私がなぜ生まれたのかと

「神様は絶対的な万能の神様だ。何でもすべ

いう根本問題をはっきり知らなければなりま

てなさることができる」と考えています。し

せん。神様は愛の主体です。「原理」を見れ

かし、それは誤りです。神様は何でもできま

ば、神様が二性性相の中和的存在だというで

すが、本来の原理原則においては、愛は二人

しょう。中和的立場で愛を中心とした統一的

で成すことができるようになっています。そ

存在だという話はまだしていなかったのです。

れゆえに、二性性相を成すようになっていて、

そこに、愛を中心として統一的存在だという

愛もその条件の上で可能なのです。

ことを添付しなければなりません。

神様が二性性相の中和的存在としていらっ

男性の愛と生命の起源はどこですか。神様

しゃるならば、二性の中和的存在の中心は何

でしょう。二性性相の中和的主体であると同

ですか。愛です。神様も愛を中心として生き

時に愛の根本であるお方が神様です。『原理

てきました。

講論』に「真の愛の起源」という言葉を入れ
なければなりません。「真の愛の起源が神様

「原理」で論じている二性性相の主体とし

だ」という言葉を入れなければならないとい

ていらっしゃる神様は、いかなるお方ですか。

うのです。『原理講論』を修正することがで

二性性相の神様であると同時に、二性性相の

きる主人公は私しかいません。それを知って

中和的主体としていらっしゃるお方です。そ

いますか。
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問題の出発点は、神様がいるかいないかと

にならなければなりません。そのような意味

いうことなのです。神様がいらっしゃるなら

で、統一教会で教える二性性相、この論理は

ば、人間とどのような関係にあるのですか。

偉大な論理です。

神様が人間と関係を結ぶためには、人格的神
でなければなりません。人格的な神だという

二) 被造世界は神様の二性性相に似て出てき

ことをはっきり悟ったのです。人格的神にな

た

ろうとすれば人間のようでなければなりませ
ん。人間には心があって体があるように、こ

宇宙の根本である神様がいらっしゃるなら、

のような素性があるので、人間を造られた神

その神様は、主体と対象的な観念をもった存

様も、人間と共に共同目的をもつことができ

在だというイメージが出てきます。それゆえ

るその本体ならば、人間に似ていなければな

に、私たち統一教会の「原理」でいう二性性

りません。二性性相という概念は、ここから

相は偉大な言葉だという結論に到達するので

出てくるのです。

す。主体と対象が作用し始めるところから存
続が展開するのです。生まれ始めるというの

神様が人格的な神であるように、神様は誰

です。このような根本のもとでなされている

に似ているのでしょうか。神様は、アダムと

ので、すべての宇宙は二重的です。二重的に

エバを一つにしたそのようなお方なのです。

なって、授け受ける相互作用をするのです。

二性性相の主体は神様です。男性と女性を雑
然と一つにしたようなものではありません。

被造世界は神様の性相に似ています。すべ

一つに合わせたものですが、主体格を備えた

ての被造物は、二性性相の分立体として展開

そのようなお方です。この主体格の無形の神

されているということを知っています。主体

様の前に、主体格を身代わりして男性と女性

と対象の関係、それから上下関係、前後関係、

が一つになり、その無形の神様の前に相対格

左右関係の相対的関係によって連結している

位を備えて結ばれることが神様の創造理想を

ということを私たちは知っています。そのよ

完成することであり、私たち人間、アダムと

うな環境的制度の条件をもった目的とは何で

エバの理想を完成することになるのです。そ

しょうか。愛を目的として動くのです。

れ以外にはありません。
主体と対象はどこから出てくるのですか。
東洋哲学では人格的神を知らなかったので

これが出てくることのできる基台がなければ

す。人格的神がいるということを知りません

なりません。統一教会では、これを二性性相

でした。陰陽といいますが、漠然とした陰陽

といいます。この主体と対象は、人間自体か

では人格的起源となることができないのです。

らつくられた主体と対象ではありません。こ

それではいけないというのです。根のすべて

こにその基台が必要なのです。その基台が二

のものを備えなければなりません。人がこの

性性相であり、二性性相の中には本性相と本

ようになっているならば、男性と女性のすべ

形状がなければなりません。

ての神性を備えることができるそのような根
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主体と対象があって、お互いに作用しなけ

せれば七数になります。これは、段階で見れ

れば力が生じないのです。力は、一人で出て

ば三段階であり、広げれば四位基台です。こ

くるものではありません。力は、必ず主体と

の三数と四数が調和をなして統一されれば七

対象があって初めて生じるのです。私が対象

数になります。七数は、創造目的完成数です。

である時、私が心に悪いと感じても主体がな
ければならず、良いと感じても良いと言うこ

宇宙は、すべてプラス・マイナスになって

とのできる主体がなければなりません。それ

います。分子を見ても、プラスイオンとマイ

で、統一教会の「原理」に、「二性性相」と

ナスイオンになっています。すべて相対圏に

いう言葉があるのです。

なっているというのです。原子を見ても、陽
子と電子になっています。宇宙構成の根本が

｢原理｣で見ると、神様は二性性相の中和的

そのようになっているのです。植物は雄しべ

主体です。主体というものは、何を中心とし

と雌しべ、動物は雄と雌、人は男性と女性に

て成立するのですか。愛を中心として成立し

なっています。すべてが相対的になっていま

ます。ですから、横的な基盤が必要なのです。

す。そのように相対的になり、一つの体制圏

刺激的な基盤を多方面にもちたいと思って拡

に収拾されなければなりません。神様が主体

大展開させたのが被造世界です。

なので、神様を中心として収拾されなければ
なりません。その創造の意志に一体化した相

どのような種でも、二つのかけらで一つに
なっています。豆のようなものも二つのかけ

対圏がつくられなければ、神様の創造の喜び
はあり得ないのです。

らです。神様が宇宙の根本なので、神様の形
状に似なければ根本の種になり得ないのです。

統一教会で神様を二性性相の主体としてい
らっしゃるお方だというのは、すべて科学的

生命の種は必ず二つになっています。これ

な分析結果によって、間違いなくそのように

は天地の道理です。神様は、二性性相として

いらっしゃるという事実を知っていうのです。

お一人の人格になっています。種の根本を象

ですから、主体と対象が完全に一つになれば、

徴するのです。種には胚芽があるのですが、

神様の力がそこに永遠に存在するのです。主

胚芽には、根になる部分、芽になる部分があ

体がなく対象がないところには力は存在しま

ります。自らが存続することができる内容を

せん。それでは、神様はどのように存在する

すべてもっているのです。そのまま置いてお

のでしょうか。神様自体内にある主体と対象

いても、完成した実体を構成できるようにな

の力が授け受けすることによって永存します。

っているのです。
「原理」は二性性相を言っています。二性
神様が二性性相になっているので、私たち

性相は、なぜ必要ですか。二性性相がなけれ

人間も二性性相になっているというのです。

ば創造の調和をつくり出すことができないの

万物もプラス・マイナスの二性性相になって

です。二性性相があるのでお互いに授け受け

います。神様と人間と万物を合わせて連結さ

できるのであり、その一つは骨と同じで、一
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つは肉と同じなので、授け受けすることによ

て展開する創造のためのものです。それを中

って新しい形態が展開できるのです。神様が

心として宇宙の被造世界を考えてみれば、鉱

二性性相それ自体なので、神様を中心として

物世界もすべて主体と対象の関係をもって運

その相対世界が生まれざるを得ないというの

動をしています。分子で見るときはプラスイ

です。このように二性性相は、創造的妙味を

オンとマイナスイオンが主体と対象の観念で

成し遂げるために必要なのです。

あり、原子で見るときは陽子と電子が主体と
対象の観念です。

｢原理｣でいえば、全体を連結するものが万
有原力です。すべてのものに神様の二性性相

神様は、女性性稟もあって男性の性稟もも

が入っていって、それがすべて万有原力にな

っている二性性相によって成されています。

っているのです。核心は同じです。

神様は、神様の中にある男性の性稟を集めて
男性を造られ、女性の性稟を集めて女性を造

男性には女性の性相があります。女性も男

られたのです。このようになれば自然に主体

性の二性性相の要素をもっているために、男

と対象に分かれ、この主体と対象がお互いに

性が暮らすことのできる場所があるのです。

授受作用をすれば、これが再び一つになって

神様は二性性相なので、女性とも男性とも暮

作用するようになります。これが正に統一教

らすことができます。それと同じように、一

会の「原理」でいう正分合作用だというので

つの相をもった夫も、女性が二性性相の要素

す。この偉大な統一教会の「原理」が、今後

をもっているために夫人の胸の中にとどまる

哲学において、宗教において問題になるはず

ことができます。女性も男性の心の中にとど

です。

まることができます。一つです。離れること
愛のみ旨を成していくためのものですが、

ができないのです。

愛を成すことができる存在は誰ですか。神様
アダムとエバ、男性の先祖、女性の先祖で

の中にあるものをそのまま表したような、一

す。男性の種、女性の種です。半分の種なの

つ残らず自分に似た同じ姿の息子と娘を造ら

です。すべてのものが一つの殻の中で二つに

れたのです。それゆえに、統一教会でいう

なっています。それで、神様と宇宙を象徴す

「二性性相」という言葉は、この地球上で初

るのです。神様が統一された中には二性性相

めて聞く驚くべき内容だというのです。二性

があるのですが、その二性性相には胚芽があ

性相の中和的主体、これはどういうことでし

ります。種があって核があるのです。

ょうか。天地の道理がすべて入っている言葉
です。

神様も無形の主体でいらっしゃるために、
実体相対圏、絶対的な有形の実体を必要とせ

愛といっても、一人でいる所には通じませ

ざるを得ないということが理論的な結論です。

ん。二つが和合する基準を中心として、より

それゆえに、神様も二性性相をもっているの

高い次元に引き上げるために作動するのです。

です。それは、無形の性相を有形の実体とし

これが愛の力です。愛が作動する時は、相対
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という橋がなくてはならないので、万有のも

したがって、アダムとエバが神様御自身を

のは愛の理想に和合することができるように

さて置いて、自分たちの間でもっと衝撃的に

なっているのです。神様がさらに愛の理想を

愛するのを見る時、愛の主体であられる神様

実践するためには、相対になるようにせざる

は悪く思われないというのです。なぜですか。

を得なかったという事実を知らなければなり

その二人が一つになったその場を相対として

ません。それで、「二性性相」という名前を

喜びを感じることができる主体者でいらっし

つけたのではないですか。

ゃるために、その相対がより価値的な愛を感
じるようになる時、神様も幸福を感じられる

全体を糾合して一つの原則的な基本を明ら

ようになるというのです。それが神様の人間

かにしてみれば、主体と対象の関係、ここか

創造を中心とした愛の第一法度ではないかと

ら存在と作用を起こすのです。主体と対象に

いうのです。したがって、そのような愛の教

よって存在し作用すると見るのです。私たち

育を受けることなくしては、その場に行くこ

統一教会は、これを中心として二性性相とい

とができないのです。

う概念をキャッチしました。それでは、二性
性相がただそのままいるのでしょうか。スト

本来力とは、作用すれば減少するのですが、

ップしているのでしょうか、動いているので

愛の力だけは作用すれば強くなります。無限

しょうか。ではどうして動くのでしょうか。

に拡散したものは、その中に無限に集約され

なぜ動くのかというのです。損をするために

た力があるために引き寄せるのです。

動くのでしょうか、利益を得るために動くの

ですから、循環作用の内的力を自分自体が

でしょうか。作用して運動するのに、損をす

もっているということを知らなければなりま

るために運動するという法則があるならば、

せん。そのような論理を適用しようとするの

私たちの理想の作用や希望に向かって前進す

で、私たち統一教会では二性性相の論理がど

る作用はあり得ないのです。損をするならば、

こにでも適用されるのです。文先生に知恵が

これがますます小さくなっていくというので

あるので、それをすべてキャッチしておきま

す。小さくなってストップしてしまうという

した。

のです。しかし、この小さいものが利益のた
めに動くならば、ますます大きくなっていき

真の愛がどれほど良いかというのです。神
様も愛ゆえに生まれました。愛ゆえに生まれ

ます。

ました。気分が良いでしょう？ 「ああ、文
神様御自身は一つの体です。二性性相の主

総裁が言うには、神様は愛ゆえに生まれたそ

体としていらっしゃるために自体内で愛する

うだ！」。神様を捕まえて分析してみてくだ

といいますが、思考では「男性的主体の位置

さい。神様の二性性相まで先生が分析しまし

だ、女性的対象だ」といって愛を感じること

た。その二性性相にも、また二性性相がある

ができるのかもしれませんが、男性と女性が

でしょう？ 皆さんもすべて男性ホルモンと

分立された立場では刺激的な衝撃を感じるこ

女性ホルモンが出てきますね。分からなけれ

とができないというのです。

ば病院に行って診察してもらってください。
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それゆえに、すべて通じるようになっていま

神様はなぜ生まれたのか、何のために生まれ

す。

たのか、神様は何をするのか、このようなこ
とが問題なのです。今日、キリスト教の盲目

創造原理の二性性相がなぜなければならな

的な信仰時代は過ぎました。むやみに神様を

いか、どのようなものが主体でどのようなも

信じる時代は過ぎました。このような推理的

のが対象かという問題を根本的に解いて、解

な結論に続いて、適切な神様に対する内在的

いて、これ以上解くことができない時、戻っ

性稟、外向的なみ旨に対する世界との関係、

てくるというのです。いくら掘り下げても戻

神様における内外との関係、この関係という

ってくるというのです。これが千年、万年そ

ものが問題です。

のようになるので、仕方なく「ああ、この道
しかないな。これ以上探す必要はない」とい

人間が第一の存在になることはできないの

う時、「原理」という言葉が成立するのです。

です。いくら優秀だとしても原因的存在にな

それで、原理というものは変わらないのです。

ることはできないというのです。私たちは、
あくまでも第二の存在です。結果的存在です。
それでは、この宇宙の原因的存在とは何です

三) 神様の宇宙創造の動機は愛

か。神様がいるならば、神様自体が原因的存
天と地自体も、自ら存在したくて存在する

在であり絶対者です。そのような絶対者がい

ようになったのではなく、ある力の源泉に立

るとするなら、絶対者自身が何を必要とする

脚して生まれたということを考える時、ここ

でしょうか。何を中心として人間や被造物と

よりも一段階上がって、中心的な主体を備え

関係を結ぼうとされるでしょうか。これが根

て天地を動かすか、あるいはここに創造をす

本問題です。神学で取り扱わなければならず、

るという力の作用体、根本の作用体が必ずな

哲学で取り扱わなければならない重要な問題

ければなりません。このような立場にいるそ

です。神様と人間、原因と結果を連結できる

のお方を私たちは「神様」と言いますが、民

内容は何なのかというのです。

族が違い、言語が違うことによって異なった
表現をします。しかし、その名詞が問題では

神様は何のために、どのように生まれたの

ありません。この宇宙の中心がなければなら

でしょうか。愛によって生まれました。宇宙

ないというのです。その中心は、この存在世

の根本はどのようになされたのでしょうか。

界全体の前において、存在が作用して移動し

愛の種があり、それが相対を中心として吸収

てもその移動するところについていって移動

してみたところ、神様自体が性相と形状によ

せず、動く相対的な世界の中心において億千

って構成されるようになりました。何を中心

万年動かない中心的な本体がないといけない

としてそのようになっているのでしょうか。

というのです。

愛を中心として形成されています。皆さんと
同じです。父母の愛によって受けた皆さんの

宇宙の根本を掘り返してみた時、神様はな

生命の種、一つの細胞が大きくなって今の皆

ぜ生まれたのかという問題は根本に入ります。

さんが生まれてきたのと同じように、神様も

1344 * 千三百四十四

천성경

天聖經
Cheon Seong Gyeong
そのように大きくなったというのです。神様

の創造には必ず目的があるのですが、その理

も、目が生じ、鼻が生じてこのように生まれ

由は、本来心情というものは目的を指向する

ました。全く同じだというのです。

ものだからです。ですから、創造目的は、心
情を充足させる喜びであるといわざるを得ま

真の愛というものは、最も深いところから
出発します。では、真の愛の起源は何ですか。

せん。そして、この喜びは、被造物、特に人
間が神様に似た時に訪れるのです。

神様、ゴッド（God）です。「ゴッド」とい

ゆえに神様の愛と創造性に似た人間と国家

う発音を韓国語で言えば、昔の人々が使った

が、神様が創造しようとされた目標だったの

帽子のことを表します。帽子は、てっぺんに

です。これは、人間の理想がそれを追及する

使うものを言います。同じ意味だというので

ことを見ても知ることができます。理想とは、

す。ここにおいて、性相と形状がなぜ分かれ

当然享有するようになっている世界を追及す

るのでしょうか。問題になります。宇宙の根

る熱望なのです。

本とはどこでしょうか。宇宙の根本はどのよ
うに生まれたのでしょうか。これが問題です。

宇宙の根本とは何でしょうか。この宇宙が

神様がどのように生まれたのかというのです。

生まれる前には何があったのでしょうか。神

神様を見ましたか。それはどのように生まれ

様ですか。神様だけいましたか。愛が見えま

ましたか。皆さんはどのようにして生まれた

すか。愛は実体がありませんが、愛はどこに

のですか。宇宙のすべての要素の津液を取っ

ありますか。愛はコンセプト（概念）です。

て、総合して生まれたのが正に「私」です。

神様においても、愛はコンセプトなのです。
神様にとっても、愛はコンセプトだというこ

愛の中心は神様なのです。宇宙生成以前か

とを知らなければなりません。

らいらっしゃる、唯一的であり、永遠的であ
り、不変的な存在なのです。ところで、愛は

神様は、なぜ創造をされたのでしょうか。

心情の流れです。内的な心情が外的に流れる

愛のためにされました。愛は、一人ではでき

ものが愛です。ゆえに神様の本質は心情です。

ないのです。相対がいなければなりません。

このような神様が、正に存在論的に扱った宇

一人でいる愛は縦的な愛なので、環境的条件

宙生成の根本原因である統一的存在だったの

がありません。

です。この根本原因からの宇宙の生成が、正
に神様の宇宙創造だったということは言うま

神様は絶対者ですが、何が慕わしくて人を
創造されたのでしょうか。黄金も何の知識も

でもありません。
それでは、神様は、どうして宇宙と人間を

必要ない全知全能の神様が、もっていないも

創造することができたのでしょうか。それは、

のは一つもない神様が、何が必要で人を造ら

神様が心情をもっていらっしゃるからです。

れたのですか。

心情があるところにおいてのみ生命が現れる

すなわち、創造の根本動機は何ですか。そ

ことができ、生命があるところに発展運動

れは権力でもなく、知識でもなく、所有でも

（創造）が展開するためです。ところが、そ

ないのです。神様には愛の基盤がなかったの
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です。神様も一人では愛を成し遂げることが

神様がなぜ天地を創造されたのでしょうか。

できないのです。それゆえに、天地創造の動

いくら絶対者だといっても一人では喜びを感

機が愛だというのです。

じることができず、仮にうれしいと思っても
喜びの刺激を感じることができないので創造

神様は、なぜ天地を創造されたのでしょう

されたのです。絶対者がいくら、「私は絶対

か。その全知全能の絶対者が、何がなくて人

者だ。私は愛の主人公だ。生命の主人公だ」

を創造されたのでしょうか。愛のために創造

と言ったとしても、絶対者一人では愛の刺激

されました。愛は相対がなくては現れません。

を感じることができませんし、天地が私の体

相対がいないのに作用するようになれば損を

の中にあるという生命の刺激を感じることが

します。すべて自分を保護するようになって

できないのです。

います。損をするところでは絶対に動きませ
ん。愛は、相対が現れれば、ないようですが、

神様が自分自身だけを考えたとするなら天
地創造をされたでしょうか。創造とは、力の

飛び出してきます。
神様にも愛がありますが、男性的な神様が

投入をいうのです。芸術家は、最高の傑作品

静かに一人でいる時には、その愛が現れませ

をつくることが願いです。芸術家は、傑作品

ん。これを現してみせることのできる相対が、

をつくるためにあらゆる精誠を投入します。

正に人です。

すべてを投入するところにおいてのみ完全な
傑作品が出てきます。これ以上できないとい

全知全能の神様、遍在する神様が、何が不

う時に、初めて傑作品が生まれます。

足で人を造られたのでしょうか。神様にお金

創造は、投入するところから始まります。

が必要で、金の塊が必要で、ダイヤモンドが

力を投入してこそ創造が可能です。力を投入

必要ですか。そのようなものはいくらでもあ

しなくてはいかなるものも生まれません。完

ります。それでは、知識が必要ですか。神様

全な投入をするところから完全な対象が成立

は知識の王なので、知識はいくらでもありま

するという原則をおいて見る時、神様は主体

す。それならば権力が必要ですか。権力とは、

として対象を造るために完全に投入されまし

神様にとってあってもよく、なくてもよいも

た。神様御自身が、自分自身のためにではな

のです。神様に不足だったのは愛です。愛と

く、対象のために生きるといって運動を始め

いうものは相対的関係においてのみ成立する

たのが創造です。

ものだからです。神様も、愛を必要とする神
様にならずしては、この創造世界と人間世界

創造するということは、力の投入をいうの

が関係を結ぶことができないのです。ですか

です。投入をしたのですが、どれほど投入し

ら、愛をもって訪ねてこなければ存在世界と

たのでしょうか。神様がみ言によって造られ

は関係ないという結論が出てくるので、神様

る時、「このようになれ、あのようになれ」

は愛を標準として定めてこられたのです。

といたずらに創造したかのように理解してい
ます。違います。そうではありません。ここ
には真の生命を完全に投入して、真の愛を完
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全に投入して、真の理想を完全に投入しまし

ところから、投入するところから出発したの

た。私たちも精誠を尽くさず、血と肉を投入

です。自分を消耗するところから始まります。

しないものは愛しません。

それでは、自分を消耗して相対をつくって何

それゆえに、創造する前と創造したあとが

をしようというのでしょうか。二つとも消耗

違います。創造する前には自分のことを考え

するのですが、消耗して得るものが愛です。

ましたが、創造を始めてからは対象のために

愛さえもてば、いくら消耗しても良いという

生きました。私がいるのは自分のためではな

のです。そのような概念が愛なので、愛を中

く相対のためだ、息子、娘のためだ、このよ

心として神様が創造を始められたのです。
神様が損することをされたのではありませ

うになっています。

ん。投入することは損害ですが、なぜ神様が
神様が人間を創造される時、自分よりもも

そのようにされたのでしょうか。愛はすべて

っと立派な愛の相対を造ろうとされたので、

のものを満たしても余りある力があるので、

神様のすべての要素、見えない無形の要素を

消耗させて投入しましたが、その代わりに愛

一〇〇パーセント実体化させるために投入し

を取り戻してくるのです。真の愛は、投入す

ても、もっと投入しようとされたのです。そ

るほどますます小さくなるのではなく、動け

のことが意味するのは、投入して忘れてしま

ば動くほど大きくなっていきます。そうでな

うことができるその場においてのみ、真の愛

くて、真の愛が小さくなるという原理ならば、

の起源を発見することができるというのです。

神様自体が投入して消耗してしまうのです。

簡単な内容です。正にこれが、宇宙の根本原

反対になります。真の愛は、投入すれば投入

理です。

するほど大きくなっていくのです。

愛を占領しようとするなら、投入して忘れ、

愛には創造能力があるので疲れません。愛

投入して忘れてしまわなければなりません。

の心をもてば、いくら投入しても、消耗した

なぜそのような愛をもたなければならないの

エネルギー以上にいつも補充し得る愛の力が

ですか。愛は、動けば動くほど小さくなるの

あるので疲れないのです。それで、難しくて

ではなく、大きくなっていくものだからです。

苦痛でも嫌ではないのです。それが嫌ならば

力学世界での自然現象は、動けば動くほど、

行くことができません。愛ゆえに生きる道に

作用すれば作用するほど小さくなるでしょ

は、「嫌だ」という心を永遠にもつことはで

う？ 自然世界は、動けば動くほど小さくな

きません。真の愛ゆえに生きる道には、永遠

るのですが、真の愛の世界は、動けば動くほ

に「嫌だ」という心はあり得ないというので

ど大きくなっていきます。神様がそれを御存

す。神様の本質には怨讐の概念がありません。

じだったので、真の愛を中心として創造を始

悪の概念がないのです。それは、真の愛の中

めることができたのです。

にいらっしゃるからです。

宇宙はどのように出発したのですか。神様
をおいて見る時、すべてが「ため」に生きる

神様の創造理想を中心として、投入、投入、
投入しなければなりません。投入をすれば巡
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り巡るのです。空気を例に挙げて、絶対低気

民がそこで暮らせるようにすることが神様の

圧と高気圧があるならば、その中間の気圧が

収めようとする所期の目的です。

生じます。誰が呼ばなくても天が降りてくる
のです。それゆえに、一〇〇パーセント以上

愛が先ですか、生命が先ですか。愛が先で

投入したいと思う人は、常に天が満たしてく

す。地球が神様の生命から出てきたからとい

れるのです。宇宙の原則がそうです。完全に

って、生命が一番だとはいえません。愛が一

投入して忘れてしまうところには永遠の運動

番だというのです。神様は、天地創造を生命

が連結するので、その基準において永生の論

からしたとしても、その生命の発源地、動機

理が出てくるようになるのです。永生、永遠

は愛です。生命が生まれたのは愛のためです。

の生命、そうでなければ、統一原則をどこか
ら引き出すことができますか。「ため」に生

世界の一番になるものは何ですか。神様が

きるようになればぐるぐる回るでしょう？

一番です。その位置に上がっていくのです。

ぐるぐる回ってどこに行きますか。どんどん

上がっていって何をしようというのですか。

小さくなって上がっていきます。上がってい

神様の愛を中心として、宇宙を自分のものに

くのです。くるくる回って広がれば下がって

しようというのです。そうです、皆さんも全

いきますが、徐々にすーっと上がっていくた

員欲心があるでしょう？ その欲心、欲望の

めに、神様は、自動的にアダムとエバの肩の

すべてを完成するには、お金をもって、自分

上に両足を載せざるを得ないのです。

の知識、自分の権力をもってはできません。
唯一、愛です。これが統一教会の「原理」の

なぜ神様がいらっしゃるのでしょうか。何
のためにいようとされるのですか。愛のため

真髄であり、人生哲学の根本です。今までこ
れを知りませんでした。簡単な内容です。

にいようとされるのです。それで、愛の相対
が必要なのです。そのようにして全知全能の
神様は、愛の相対を創造しなければならなか

二、宇宙は主体と対象でできている
一) ペア・システムが宇宙存在の原則

ったのです。
創造の本質的理想が愛を中心として創造を

万物は、鉱物世界でも植物世界でも、愛を

始めたということを、これまで私たちが全く

基台として、愛の主体と対象関係の因縁を通

知らなかったというのです。愛を中心として、

じて理想的分母をもって生まれました。万物

すべての被造世界が創造されたというのです。

は結果の存在なのです。そして、結果の存在
は、原因的内容なくしては生まれることがで

神様の願いは、真に与えることができる世

きません。それで、私たちは、その原因的存

界的な踏み台をもつことです。神様は、与え

在を神様といいます。それで、神様を中心と

ることにおいても誰も讒訴することができず、

した愛の圏内で、東西南北、上下、前後左右

受けることにおいても誰も条件を提示するこ

を問わず、いつも和合して和動するためにす

とができない、自由で平和で幸福な場を願わ

べての鉱物世界もペア・システム、主体と対

れます。そのような場を世界的に広めて、万

象の関係にあるのです。このようにペア・シ
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ステムで構成されているというのです。鉱物

して、動物も雌と雄を中心としてすべて存在

世界も動物世界も植物世界も人間世界も、同

するのです。

じです。
鉱物世界も陽イオンと陰イオン、すべて相
創造をするにおいては、人間を中心に、人

対になっています。百七個にもなる元素も、

間をモデルとして東西四方に広げて橋を架け

どこにでも行ってくっつくわけではありませ

てつくったのです。それで、すべての万物、

ん。実験室でいくら強制して付けても駄目で

鉱物、植物、動物界、すべてが相対になって

す。しかし、自らの相対になると、一つにな

います。すべて相対につくったというのです。

れないように無理にいろいろしても、神様が

そのように縦的な道と横的な道をペアでつづ

止めてもぴたっとくっつきます。それは知っ

りながら行くのです。ジグザグに行くもの、

ているでしょう？ すべてペア・システムに

このように運動するもの、様々な形態の作用

なっています。鉱物もそうであり、動物も植

を経ながら、ペア・システムを中心とした万

物もそうです。すべてペア・システムになっ

物は、理想的愛を訪ねていくことができる人

ています。すべて陰陽の道理に通じています。

間の教材です。
この世の中のすべての存在は、ペア・シス
すべての被造物は、主体と対象のペア・シ

テムになっているというのです。ペア・シス

ステムになっています。なぜそのようになっ

テムになっているために、鉱物世界、植物世

ているのでしょうか。すべての被造物、存在

界、動物世界を問わず、彼らが連合するため

世界は、それ自体の愛を絶対視する立場に立

には、必ず主体と対象が愛という概念を中心

っているために、それを中心として授け受け

として連結するようになっているというので

して一つになるために、主体と対象関係、ペ

す。

ア・システムになっているのです。そのよう
になっていないものがありません。すべて愛

愛をもってする時は、通じないところがな
いのです。それゆえに、この宇宙はペア・シ

ゆえに生まれたのです。

ステムになっています。鉱物世界もペア・シ
宇宙には主体と対象の関係が必ず必要であ

ステムです。植物もペアでしょう。動物もペ

り、存在するすべてのものは主体と対象の因

アです。何を中心としてですか。級は違いま

縁に従って存在するようになっているので、

すが、垂直の愛を中心として、次元は違いま

この宇宙はペア・システムのコンセプトを中

すが、この大宇宙に愛を中心として、どのよ

心として造られました。そのように生まれた

うな空間でもすべてそうだというのです。水

のは、愛を中心として、愛を必要とするため

平線上の位置に自分の存在を決定し、宇宙空

にそのように生まれたという結論を下すこと

間に浮いているのです。これらはすべて、愛

ができるというのです。鉱物も同じです。プ

ゆえにそのように生まれたのです。

ラスイオンとマイナスイオンが授け受けしま
す。植物世界も必ず雌しべと雄しべを中心と

1349 * 千三百四十九

천성경

天聖經
Cheon Seong Gyeong
すべての被造世界は、ペアの組織体制で連

れゆえに、真の愛を中心としてこのつまみさ

結しています。鉱物世界もそうです。すべて

えぱっと抜けば、神様も引っ張られ、真の父

のものがプラス・マイナス作用をするのです。

母からすべての世界人類が、すべて神経の筋

重力をもった地球星上でも、強い引力関係を

に引っ掛かって引っ張られてくるのです。す

もっている磁石は、その引力が地球の重力よ

べてがペア・システムになっています。級は

りも強いために作用が表向きに現れるだけで

低いのですが、愛の天理に従って生きるので

あって、磁石以外のすべての要素もプラス・

す。

マイナス作用をするのです。意識化運動も電
流を通したプラス・マイナス作用を通して展

神様から造られたすべてのものはペア・シ

開するのです。ペア・システムの中心にある

ステムです。鉱物世界もペア・システムであ

ものとは何ですか。その中央には、自分なり

り、級は低いのですが陽イオンと陰イオンも

に二つを連結させて保護することのできる中

愛を表示しながら絡み合っているのです。こ

心軸があるのですが、その軸が正に愛の軸で

れは、レバレンド・ムーンがこの世に現れて、

す。ですから、鉱物世界の元素も相対基準に

歴史始まって以来初めて発表するのです。神

なるもの同士では自ら一つになりますが、相

様御自身も真の愛を絶対視して、それに絶対

反した元素同士では、いくら神様が命令して、

服従して生きるというその起源を発表したの

またどのような実験室の主人が命令して、い

は、歴史上レバレンド・ムーンが初めてです。

くら千年精魂を込めても一つになることがで

それは観念ではなく事実です。ですから、神

きないのです。

様は、真の愛を探し出すために創造されたの
です。

宇宙は、愛を離れては生きることができな
いようになっています。ペア・システムにな

小さな虫もそれなりの愛を中心として、こ

っているのです。昆虫たちも、見れば雄と雌

の宇宙のペア・システムという創造理想圏内

がいるでしょう？ ある時は、庭のような所

で同じ位置、同じ要素をもっていることを誇

に行って土を一度掘ってみます。多くの虫が

るのです。あなたは大きくて私は小さいけれ

います。見えない多くの虫がいるのですが、

ど、二つが一つになって分けてあげることさ

それにも雄と雌がいます。それらも子供を産

えできれば、億千万世たっても分けてあげる

んで、おっぱいを飲ませます。それらも話を

ことができると誇っているというのです。人

するというのです。話を感じとったり、雄と

と違うのです。元素世界が一つになる時は、

雌がこのように喜んだりしていますが、どの

プラス・マイナスが自分の相対についていっ

ような力でそのような調和を起こすのですか。

て一つになるのです。ところが、人の取るに

昆虫世界にも愛があるでしょう？ 雄が雌に

足らない姿は何ですか。ですから、本質に一

従っていき、雌は絶対に雄についていきます。

致できていないので、これは事故です。

鉱物世界もペアになっています。陽イオン

世上万事を見ると、すべてペア・システム

と陰イオンを中心として作用するのです。そ

になっているというのです。それを抱えて生
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きています。神様が御覧になる時、「やあ！

然へ帰るのです。二つが一つになってこそ本

あなたも私に似ているなあ。あなたも一人で

然へ帰るのです。分かれたものだからです。

は寂しいだろう」、そのようにおっしゃるの

それで正分合です。

です。それで、この宇宙は、級は低いのです
が、すべて理想的ペア・システムによって展

皆さんが環境圏をつくらなければなりませ

開した、充満した自然博物館だというのです。

ん。神様も環境圏として太陽、地球、空気、

自然博物館であると同時に、愛の博物館です。

水を造られたのです。環境圏には、いつも主

どうですか。過ぎゆく道端の松やそのポプラ

体と対象があります。公式です。すべての被

の木をいつも見ているように無心に見たでし

造万物はペア・システムになっているのです。

ょう？ これを見つめる時、「あなたも私の

鉱物世界もそうであり、動物世界もそうであ

ように主体と対象が授け受けできる愛の相対

り、人間世界もそうです。なぜ主体と対象に

的な因縁をもって生きているのだなあ！ あ

なっているのですか。真の愛の完成のためで

なたと私を比較する時、今日私は一人で生き

す。主体なくしては愛を中心として完成でき

ていて、このように堕落した生活をしている

ません。公式です。そのように完成した先祖

のであなたに恥ずかしい」と言うことができ

が、今まではこの地球上にいなかったのです。

なければなりません。そのような世界に至る
ようになれば、落伍した人間でも価値がいく

雄と雌が一つになってこそ、すべての天地

らでもあるというのです。それを見て尊敬す

の調和をつくり出すことができるのです。雄

ることができる人間になれば、どれほど美化

と雌が一つにならなくては天地の調和が成せ

された世界になるでしょうか。見る世界がど

ず、ペア・システムになっている宇宙世界に

れほど美しいでしょうか。神様が愛の心をも

和動することができないのです。そこでは除

っていらっしゃるので、そのように造らざる

去されてしまうのです。

を得ないのです。それゆえに、存在世界はペ
ア・システムになっているというのです

一人では存在できません。一人で存在する
道理はないのです。それゆえに、すべての存

この宇宙は、すべてペア・システムででき

在世界はペアで存在するというのです。なぜ

ています。鉱物世界においてもプラスイオン、

ペア・システムになっているのでしょうか。

マイナスイオンになっています。元素が違う

愛のためです。どのような愛のためですか。

ものは、いくら科学者が研究して何をしても

本然の神様が喜ぶことができる本然の愛、真

一つになりません。しかし、自分と相対性を

の愛のために存続するのです。

なすようになれば、いくら離しておこうとし
ても一つになるのです。ペア・システムにな

万物は、一人でいるものがありません。万

っているのですが、そのペア・システムの中

物は、必ず主体と対象になっています。すべ

心は何でしょうか。愛です。植物も、すべて

てペア・システムになっているというのです。

男性と女性のような性稟を中心として和合し、

これを今日の人間たちは知りません。相対で

種を結ぶようになります。このようにして本

宇宙を創造したところには絶対信仰観が出て
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くるのです。ペア・システムが生まれたのは

ればならず、主体と対象は愛がなければなら

愛のゆえだというのです。

ないというのです。

この世の中をよく見てみると、ペア・シス

環境には、必ず主体と対象があるようにな

テムになっているでしょう。環境圏内には必

っています。したがって、神様が造られたす

ずペアがいます。そのペアの、主体と対象は

べての世界はペア・システムになっています。

バランスをとっているのです。バランスをと

簡単な内容です。鉱物世界も相対になってい

らなければ滑り落ちてしまいます。四方に滑

て、植物世界も相対になっていて、動物世界

ってしまうのです。東西南北に滑ってしまう

も相対になっていて、人間世界も相対になっ

というのです。バランスがぴたっと合うよう

ていますが、その相対とは何ですか。男性と

になれば、愛を追求することができるバラン

女性です。

ス基準さえできれば、世界のすべてのものが
平衡となり、ぴたっと平面になるのです。宇

力よりも作用が先です。作用は一人ではで

宙に水平の表面が生じるのと同じです。ぴた

きないのです。必ず主体と対象がなければな

っと一つになる時には、水平の表面が角張ら

りません。この宇宙は、ペア・システムの原

ないで丸い形態になるのです。

則、公式に立っています。ペア・システムに

その端は、ぐるぐる回るのに妨害となる作

なっているというのです。結論がそうです。

用の形態を自然に備えなくなるというのです。

世界がどれほど簡単か見てください。鉱物世

循環するにおいて、それが遠心力作用を一〇

界も相対でできています。すべてそのように

〇パーセント加重することができる円形に似

なっています。植物もペア・システム、動物

て一つになるようになっているのです。どれ

もペア・システム、人間もペア・システムに

ほど素晴らしいでしょうか。

なっています。神様も二性性相です。それは、
永遠の真理であり、公式です。

ペア・システムは主体と対象の概念ですが、
この主体と対象はいったい何をするのですか。

すべての創造物は、ペア・システムになっ

これがあるのは愛のゆえです。愛の概念があ

ています。それで、それを管理して、見て、

って主体と対象があり、主体と対象があって

聞いて、話すことができる五官も、すべて相

作用し、作用があって力が出てくるのです。

対になっています。彼らを感知することがで

今日の科学者は、これしか見ることができま

きるようになっているのです。相対をもてな

せんでした。それゆえに、このような理論を

いものは、この宇宙創造世界から追放されて

すべて整理しておかなければなりません。

なくなるのです。

「ああ！ このようになって作用があり、作
用がある前に主体と対象が、主体と対象があ

すべてのものは主体と対象、ペア・システ

る前に愛がなければならない」、これを反対

ムになっています。完全なものが相対なので、

に話すと、力が存在するためには作用が必要

そこに従っていかなければなりません。心と

であり、作用するためには主体と対象がなけ

体のうちで、どちらがより良心的で、より善
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に近いでしょうか。体よりも心が善の面に立

けではできないのです。プラスとマイナスが

っているので、心に絶対に従っていけば天国

授け受けすることから作用が始まるので、作

であり、体に従っていけば破壊、なくなる存

用するところには必ず主体と対象がある、こ

在、地獄、破滅だというのです。

のように見るのです。それで、すべてのもの
は相対をもっているのです。

二) 主体と対象は愛の関係
このように小さいものにも雄と雌があると
この宇宙がなぜ生まれたかということが問

いうのです。雄と雌、プラスとマイナスにな

題です。これは、宗教世界やすべての学問世

っているというのです。分子もプラスイオン

界、あるいは哲学世界の根本問題なのです。

とマイナスイオン、すべて相対的に主体・対

宇宙の中心は人間ですが、人間がなぜ生まれ

象関係になっています。神様は何を好まれる

たのかという問題さえもみな分からずにいま

お方ですか。神様はどのようなお方ですか。

す。また人間を中心として横的に鉱物世界、

プラス・マイナス、雄・雌をつくられたこと

植物世界、動物世界の三段階に連結されたす

を見ると、そのように行動することを好まれ

べてのものがペア・システムになっています。

る神様です。宇宙の根本とは何ですか。「主

なぜペア・システムになっているのか、今ま

体・対象であり、雄・雌である！」というの

では漠然としていましたが、そのすべてのも

です。

のは愛ゆえに始まったのです。
宇宙の根本に入っていけば、主体・対象関
宇宙の根本は何かといえば、すべて愛ゆえ

係においてすべての調和がなされるのです。

に生まれたので、愛を求めるためには、愛を

もう少し入っていって見ると、主体と対象関

なすためには雄と雌がいなければならない、

係がなぜ必要なのでしょうか。作用するため

このようになるのです。動物では雄と雌です

です。作用は運動するためです。このように

が、植物では何ですか。雄しべと雌しべです。

なります。この世に存在するものの中で運動

鉱物世界では、分子をおいてみればプラスイ

をしないものはありません。皆さんも運動し

オンとマイナスイオンです。それが雄と雌で

ているでしょう？ 先生と皆さんも、必ずこ

す。すべてが雄と雌なのです。

の主体と対象を中心として何かが流れている
のです。

作用しようとするなら、どのようにしなけ
ればなりませんか。作用は、一人のままでは

主体と対象が一つになることによって、電

できないのです。プラスとプラスが会っては

気でいえばプラスとマイナスが一つになるこ

できないのです。必ずプラスとマイナスの相

とによって光が発するのと同じように、宇宙

対的関係においてのみ作用が成立するのです。

の光が発することができるというのです。電

宇宙の現象の根本は、力によるものというよ

気と同じだというのです。この小さな電球の

りも、ある作用が始まって調和の世界へ拡大

中にあるプラス・マイナスが連結されてです。

していくものですが、作用の形成はプラスだ

ここだけで一つになっても駄目です。これが、
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もっと大きい変電所を通して発電所まで、結

うことです。存在するすべてのものは二種類

果的な立場ですが、根本的発電所と連絡する

の類型があります。

ことができるところにおいてのみ永遠の光を
発することができるというのは常識的な結論

人類のすべて、宇宙の根本が主体と対象、
ここにすべて入っています。それゆえに、す

です。

べてが相対のために生まれたというのです。
宇宙の根本は、力よりは主体と対象の観念

主体と対象をもたないものがありません。鉱

です。宇宙的根本は、主体と対象の観念で始

物世界もそうではないですか。分子なら分子

まり、主体と対象には格位がなければなりま

において、プラスイオンとマイナスイオンが

せん。主体的格位と相対的格位がなければな

主体と対象になっていて、植物の世界はすべ

りません。その主体的格位が神様であり、相

て雄しべと雌しべ、動物世界は雄と雌、人間

対的格位が人間です。神様は、なぜ人間を創

世界は男性と女性になっています。すべて相

造されたのでしょうか。神様は主体であられ

対的です。

るので、相対がなければならないからです。
相対がいることによって刺激を感じることが

宇宙の根本は何ですか。宇宙は何から始ま

できるためです。何によって。美と愛と真理

ったのですか。愛です。科学者たちは、「宇

によって刺激を感じるので人間を造られたと

宙は力でできている」と言います。作用する

いうのです。

のを見て、力があることが分かるのです。力
があれば作用をします。では、作用が先です

宇宙の根本である力というものも、物質世
界において授け受けする愛的因縁と同じ形態
の作用によって生成されるのです。それゆえ

か、力が先ですか。男性が男性として成長す
る時は、愛の力は作用しないのです。
男性として作用しながら大きくなるのです。

に、どのような存在でも、主体と対象の関係

心と体が作用しながら、だんだんと成年にな

をもたなければこの宇宙に存在できないので

っていくのです。そして、女性に会う時に横

す。

的な力が生じるのです。力が現れるには、必
ず作用を経ていかなければなりません。力が

宇宙の根本概念とは何でしょうか。哲学者

ある前に作用があるというのです。それでは、

たちも、宇宙の根本概念がどこから出てきた

作用はどこから出てくるのでしょうか。主体

のかということを知りません。真の愛！ 神

と対象の関係です。人も心と体、すべてのも

様もなぜ存在するのかといえば、愛ゆえに存

のがペア・システムになっています。この目

在するのです。愛ゆえに神様が必要であり、

も二つの焦点を合わせなければなりませんし、

愛ゆえに神様がいらっしゃるのです。神様も

鼻もまず焦点を合わせるのです。ペア・シス

愛のために生まれたのです。それゆえに、宇

テムになっています。

宙が存在する前に愛の概念があったというの
です。この愛の概念の完成は何かというと、

再創造の公式は何ですか。宇宙は、プラ

雄と雌、陽性と陰性がなければならないとい

ス・マイナスになっています。分子を見ても
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プラスイオンとマイナスイオンになっていま

家を建てようとすれば、初めに基礎をつく

す。すべて相対圏になっているでしょう。原

るのと同じように、人のためにこのようなペ

子を見ても陽子と電子になっています。すべ

ア・システムですべてつくったのです。動物

てそのようになっています。宇宙構成の根本

もそうではないですか。雄と雌とが歩いてい

がそのようになっているのです。植物は雄し

て、雌が被害を受けるようになれば、雄が命

べと雌しべ、動物は雄と雌、人は男性と女性

を懸けて守るのを見たでしょう。子を見れば、

でしょう？ すべて相対的になっています。

子のために命を差し出すのです。愛の道理は

そのように相対的になって、結局一つの体制

そうなのです。それは本来、根本がそうであ

圏に収拾されなければならないというのです。

るがゆえにそうなのです。

神様が主体なので、神様を中心として収拾さ
れなければなりません。その創造の意志と一

作用がある前に宇宙の主体と対象がなけれ

体化した相対圏がつくられなかったとすれば、

ばならないので、神様御自身を中心として、

神様の創造の喜びはあり得ないのです。

宇宙の根本であるそのお方も、主体である心
と対象である体が愛の概念を中心として永遠

真の愛には、垂直的な愛と水平的な愛の二
種類があり、宇宙はこの原則によって動きま

に共存しなければなりません。愛においての
み永生があるのです。

す。宇宙の構成もそのようになっていて、植
物世界、動物世界、鉱物の世界、このすべて

宇宙の構成体自体が盲目的になっているの

が主体と対象の関係になっていて、垂直と客

ではないのです。この膨大な宇宙が、相対的、

体の関係を中心として円形に似ているという

主体と対象関係において対応しながら、授け

事実は、級は低いのですが、すべてのものは

受けする運動をしながら、永続的なその法度

愛をモデルにして宇宙の根本に従って伝送が

の軌道に従って永続するのです。法度の軌道

始まったという事実を知らなければなりませ

に沿っていってこそ永続するというのです。

ん。

法度の軌道に沿っていかなければ、永続する
のではなく破壊が展開するのです。私たちも、

この世界、宇宙を見てください。鉱物世界

御飯を食べて消化が正常にされ、栄養要素が

もプラスイオンとマイナスイオン、植物世界

正常に血管を通じて普及されてこそ永続が展

も雄しべと雌しべ、動物世界も雄と雌になっ

開するように、正常に普及されなければなり

ています。近ごろは細菌まで雄と雌があると

ません。良く授け良く受けてこそ永続が展開

いっています。すべてのものは、愛を中心と

するのです。

して、自分の級を中心として一つになるよう
になっています。このようなペア・システム

神様が天地をなぜ創造されたのですか。根

の宇宙を見れば、これらは、人間の理想的愛

本である愛ゆえに創造されました。それゆえ

が天地を代表して一つになる時、共に連結さ

に、すべての存在世界はペア・システムで造

れて信奉するためにそのようになっていると

られています。ペアのないものがありません。

いうのです。

ペア・システムでぎっしり満ちています。こ
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のように、人間を取り囲み、愛が宇宙の中心

線と横的水平線があるとするならば、ここが

なので、この中心となる人間を中心とした愛

自分の存在位置です。

の柱を打ち込み、そこに大木の根元のように

それゆえに、愛を中心として存在する博物

くっついて生きるようになっているのが、神

館です。鳥も愛を中心としては命を懸けます。

様の愛を中心とした創造理想だったというの

獣もそうです。すべてそうだというのです。

です。「神様の創造理想とは何か。神様のみ

植物もそうです。鉱物世界もそうです。元素

旨とは何か」という時、そのみ旨が権力に行

にもプラスイオンとマイナスイオンがありま

けば滅びなければなりません。知識に行って

す。元素もすべて自らの相対を中心として作

も滅びなければなりません。神様の愛に行か

用するというのです。

なければなりません。愛が終着点にならなけ
宇宙の根本は、運動の起源はどこから始ま

ればならないというのです。

ったのですか。すべての天体世界も、太陽を
与えるものがなぜ栄え、与えることによっ

中心として衛星が運動をします。それが一つ

てなぜ大きくなるのかということが問題です。

の核になり、もう一つの相対的な相応世界と

それは、神様が本来、この宇宙を創造された

連結し、またこれを中心として大きくなれば

当時の根本と通じるためです。神様が創造し

もう一つの大きな世界と連結するのです。こ

ようというのは引き寄せることですか。与え

のようにして、全宇宙はいったいどのように

ることです。ギブ（give：与える）すれば、

生じたのか、広大無辺なこの世界のすべての

絶えず大きくなるのです。絶えず大きくなる

存在はどのように生じたのかというと、これ

のです。すべてのものがギビング（giving）

が運動するのです。すべて運動しながら一つ

です。すべてのものが与える概念に変われば、

の球形のために動いていきます。そのように

アメリカはますます大きくなります。絶えず

しながら星が動くその世界が、ある時は大き

受けていれば、すべてのものは小さくなるの

くなり、ある時は小さくなったりするのです。

です。なぜそうなのかというと、神様の創造

息をするというのです。地も大きくなったり

原則に同伴することができるので宇宙が私を

小さくなったりします。そのことを知ってい

協助するのです。宇宙が私を協助するからで

ますか。大きくなったり小さくなったりしま

す。

す。

宇宙の根本、九〇度の角度は真の愛です。

回るときには何を中心として回ってみたい

これがすべてのものの測定基準になっていま

ですか。真の愛を中心として回りたいのです。

す。動物世界もすべて雄と雌になっているで

これが宇宙の根本です。男性も「受ける」と

しょう？ 左側にあるか右側にあるか、陽質

言い、女性も「受ける」と言えば、どのよう

か陰質か、そして、すべて自分の系列に従い、

になりますか。お互いがそのように「受け

縦横を中心として愛するのです。それも、す

る」と言えば、額を合わせてこのようにして

べて愛するではないですか。ここに縦的垂直

いなければなりません。それは互いに主管し
ようとするためです。宇宙の存在は、授け受
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けするのです。授け受けすることが原則なの

本であられる神様に尋ねてみても、すべて同

で、先に与える側が主体です。先に与える人

意するのです。これは鉄則です。この真理こ

が主体だというのです。

そ宇宙が億万年過ぎても原理原則として残る
ための鉄則です。そして、神様の前に進んで

皆さん、体が重要ですか、心が重要ですか。

いくようになれば、この鉄則によって正しい

心です。心の中心に真の心があり、その真の

人と間違った人の判定を受けるようになるの

心が最も重要視するのが真の愛です。同じで

は当然のことです。

す。したがって、この宇宙の根本が真の愛な
ので、真の愛の心をもたない人はここから追

自分のものを主張するものは追放されます。

放されます。宇宙から追放されないようにし

宇宙万物を見る時、鉱物世界も主体・対象関

ようと、神様がそれをすべて教えてあげよう

係、植物世界もすべて雄しべと雌しべ、動物

と、男性も女性も愛することができる、真の

世界も雄と雌、人間世界もこのようになって

愛を行うことができる訓練をするためのもの

いて、この根本の愛の主人が自分ではなく相

が結婚だというのです。このようにして男性

対なのですが、この相対を否定したので、相

と女性が一つになり、神様の真の愛、すなわ

対として認めるその世界には、存在すること

ちプラスの前に相対にならなければなりませ

ができないのです。ですから、追放してしま

ん。これを完全に授け受けしようとするなら、

うのです。使用価値がないというのです。

人間が完全でなければなりません。
三、宇宙の根本は愛である
私たちが宇宙の根本を求めていけば神様に

一) 宇宙の中心は愛である

帰着するのですが、そのお方は、男性格位と
女性格位の二つの性稟を所有していらっしゃ

この宇宙全体、天国全体の中心軸は何です

るお方であることを知らなければなりません。

か。愛です。愛は、生命の根本であり、血統

宇宙出発の原因はどのようになっていますか。

の根本です。それは、愛を中心として成され

神様に対してはまだ分からないとしても、人

ているので、愛の軸に従って運動します。運

間は男性と女性、主体と対象になっています。

動とは、ただするのではないのです。運動は、

鉱物界の分子を見れば陽イオンと陰イオンに

必ず主体と対象を中心とするので、それ自体

よって構成されていて、植物界は雄しべと雌

の位置において、愛を中心として関係を結ん

しべに、動物界は雄と雌に、そして、人間は

で行動するのです。

男性と女性になっていることを見ることがで

永遠の愛の実績として存続したいというの
が、すべての運動するものの目的になってい

きます。
今まで数多くの博士、数多くの学者がいま
したが、これ一つ考え出した人がいないので

るというのです。作用とは、ただするのでは
ないというのです。

す。皆さんは否定することができますか。皆
さんの父母、祖父母、またその祖父母、そし

宇宙の根本は、愛から始まりました。神様

て、人類の先祖である方とさらには宇宙の根

はどのようにして生まれたのでしょうか。愛
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が中心です。ですから結論は、絶対的な神様

とする運動圏内で作用するものが宇宙的な存

も絶対的に服従したい理想郷をもたなければ

在です。

ならないということです。完全に服従すると
ころに完全な幸福があり、完全な解放がある

宇宙の存続する原則とは、理想的な根本の
愛と接続することができる環境的条件であり、

ところに完全な幸福があるのです。

縦的、横的、すべての球形的な全体方向性の
宇宙の根本の動機は、何を中心として動く

運動圏内に所属した属性だったというのです。

のでしょうか。男性を中心として動くのでは

それでは、その父母の前に皆さんはどうでな

ありません。女性を中心として動くのではあ

ければなりませんか。そこに報いなければな

りません。神様御自身を中心として動くので

りません。相対にならなければならないでし

もありません。神様が動くことができる動機

ょう？ 一つになろうとするなら、父母のよ

は何かというと、愛です。

うに相対にならなければならないという結論

それゆえに、愛は、始まりであり終わりだ

です。真の愛の相対になる時に統一が展開さ

というのです。コリント人への第一の手紙第

れるのです。真の愛がなくては完全に統一す

十三章を見れば、信仰と希望と愛はいつまで

ることができないのです。結論を出しました。

もあるが、このうちで一番は愛だ、といいま
した。それは、なぜそのようにいったのでし

神様を中心とした人間は、神様の体と同じ

ょうか。それを解くことができなかったので

であり、体と同様の実体を、象徴型として影

す。

のように送ってくださったものがこの宇宙万
象です。この宇宙万象は、何を標榜して造ら

なぜ真の愛で愛さなければならないのでし

れたのかといえば、神様御自身を標榜して造

ょうか。宇宙の根本が真の愛の原則から生じ

られたというのです。それが形象的、象徴的

たからです。したがって、それに通じれば、

な位置にいるだけであって、その根本主体は

宇宙のすべてと関係を結ぶことができるので

神様を中心として造られたというのです。

す。理論的なのです。それで、一つが上なら
ば一つは下であり、一つが右側ならば一つは

宇宙の根本は、どこから始まったのですか。

左側になるのです。鉱物世界、植物世界、動

進化論でもなく、創造論でもありません。進

物世界がすべてそうです。お互いに与えよう

化より先に、創造の概念がある前に、雄と雌

とするそのような世界が起源となって出発し

がいたということを知らなければなりません。

たので、お互いに与えようとしながら暮らす

では、雄と雌はなぜ生まれたのでしょうか。

のが宇宙です。

愛のゆえにです。愛、これが公式です。

このような論理で、より次元の高い大きな
存在にすべて吸収されようとするのです。こ

神様は、神様よりもっと立派な愛のパート

のように思う時に、宇宙存続の源泉はどこで

ナーを願われます。皆さんも、愛の相対が皆

しょうか。より高い愛を中心として与えよう

さんよりも優秀なことを願うでしょう？ 同
じです。神様御自身が主体と対象として完全
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に一つになっているのですが、それが創造の

がはっきり分からなければ宇宙の根本を知ら

根本です。愛を中心として二つが完成するの

ないというのです。

です。そこで神様が解放されるのです。愛の
位置で歌って踊ってごろごろ転がって、すべ

世の中の人たちが考えるのは、お金をもっ

ての被造世界が一つになるのです。そのよう

て世界で一番の代表者になる、権力をもって

な世界は、どれほど楽しい世界でしょうか。

一番の代表者になる、知識をもって一番の代

家を建てる時は、水平が合わなければなら

表者になる等の様々な考えをしています。

ず、垂直が合わなければなりません。合わな

しかし、宇宙の根本である神様から関係し

ければすべて倒れるでしょう？ 宇宙がどの

ているすべてのものは、真の愛を中心とした

ように存在するか、という根本問題に入って

代表者になることを願うのです。それが、人

いくというのです。

間が願い、神様が願われる道だということを

それで、神様御自身も愛が必要です。神様

知らなければなりません。

御自身が天の玉座において、「ああ！ 私は
愛が好きだ」と歌いますか。文総裁が一人で

皆さんは、愛が良いと言うでしょう？ 愛

踊ってこのように汗を流すようになれば、狂

を求めていくでしょう？ どのように求めて

った人ではないでしょうか。ハンカチ一枚見

いくことが、宇宙の根本であるその公式に合

ながら踊ってこのようになれば、狂ったので

う愛の直線の道、近道なのかというのです。

はありません。これの十分の一、百分の一く

これが問題です。

らいのものを見て踊って笑ったとしても、そ
この宇宙の根本は何ですか。神様は絶対者

れは気違いではありません。

です。力があります。力が根本ではありませ
創造は、相対価値の絶対基準に該当する価

ん。知識が根本ではありません。それでは、

値的内容をもっている、という事実を認めな

お金ですか。これは、あの世から見れば退廃

ければなりません。

的な何というのでしょうか。廃物を拾って歩
き回るのです。廃品を回収して歩き回る人々

アダムとエバが完成すれば、神様が結婚さ

は、お金を集めようという人です。私たちの

せてあげることによって、アダムとエバの体

ような人は金があるといいますが、私はその

の中に、性相と形状、男性と女性の形状をも

ようなお金を使わないのです。

った神様が入っていき、私たちの心の位置に
創造主、お父様の体の位置に創造物、お父様

神様が天地を創造される時、どのようにさ

が愛によって一つになるのです。他のもので

れたのでしょうか。神様の相対になることが

はないのです。知識でもなく、権力でもなく、

できるのは人しかいないのです。それで、自

お金でもありません。真の愛によってここで

分を一〇〇パーセント投入されました。それ

一つになることによって、真の愛を中心とし

では、知恵の王なのに、なぜ投入されたので

て形状が成され、家庭が成されるようになる

しょうか。完全に投入して神様はゼロの位置、

というのです。真の愛が重要なのです。これ

無になり、あそこは百二十になるので、気圧
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でいえば、ここは低気圧中の低気圧である真

は一人ではできません。二人が所有しなけれ

空状態になり、あちらは高気圧になるので、

ばなりません。神様も愛を一人で探すことは

ひゅーと循環作用が起きて自動的な発展原則、

できません。ですから、その基準の測定原器

自動的な運動原則を追求します。

は何でしょうか。宇宙万象、存在世界、永遠

それで、絶えず押し込めばこちらは巻き込

世界で測定することができる絶対的に一つし

むでしょう。自分を包囲するそのようなこと

かない原器、それは何でしょうか。根本問題

が展開するのです。それは何をもってですか。

です。それが愛だというのです。ですからこ

愛をもってするのです。宇宙の根本が愛なの

れは、春夏秋冬、季節の変化に影響を受けま

で、このような原則によってこのように展開

せん。受けてはならないのです。

されるのです。
なぜ愛のひもに結ばれて生きるようになっ
根本は個人です。個人で連結するのです。

ているのですか。神様の本物の愛に、神様も

家庭も、氏族もすべてです。根本は、いくら

喜ばれ、宇宙も喜び、この世界も和合するこ

小さくても同じです。角度は同じだというの

とができる愛のひもに人間が結ばれて生きる

です。九〇度です。それで、これを茎にして

ようになっているのですが、そのような愛の

真の愛、真の愛、真の愛、真の愛、真の愛、

ひもに結ばれずに幸福になり得る心の基台が

このようになって地球星全体が真の愛で一つ

ないのに、生活が幸福になり得ますか。なり

になり、宇宙でもどこでも真の愛でぎっしり

得ません。根本が違っているのに、結果が幸

いっぱいになるのです。そのようになれば、

福であり得ますか。歴史はこのような関係に

いつでも「良い！ あなたは私と似てい

なっています。

る！」と言うようになり、どこに行っても、
縦的でも横的でも全く同じになるのです。

心と体が一つになったその場に入っていく
ようになれば、その場は、釈迦が経験した位

人間は、歴史を通じて宇宙を越えていって

置です。「天上天下唯我独尊」というその境

も愛を必要とし、昼でも夜でもどこに行こう

地に入っていきます。その中に入っていくよ

とも、若くても年老いても死んでも、いつで

うになれば、愛の球形内のすべての力は、こ

も愛の観念を離れることができない存在です。

の中心を通じることなしには作用することが

なぜそうなのでしょうか。根本がそのように

できないのです。これを通じない作用は存在

なっているので仕方がないというのです。愛

できません。宇宙のすべての作用は、これを

だけが今でも創造の能力を行使することがで

基本として定めて拡大しました。

きるのであって、愛がなくては行使すること

ところが、愛を中心とした軸が生まれなか

ができないのです。発電所のような愛の原動

ったのです。それはすなわち、核心が生まれ

力を中心として、すべて行くのです。

なかったのと同じです。人間だけではありま
せん。今日、人間同士で連結された愛、家庭

愛も、もちろん神様がつくることができる

を中心とした愛、家庭を中心として拡大され

と思いますが、その愛を所有するということ

た氏族、民族、国家の愛、あるいは聖人が教
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えてくれた愛をもっては、その根本を悟るこ

イオンを中心として生まれ、すべて愛ゆえに

とができなかったというのです。

動いています。

宇宙根本において、生命が先ですか、愛が

真の愛で成された心情圏は、いくら小さく

先ですか。このように思う時、それを突き詰

ても宇宙と連結され、その中で起きる出来事

めて入っていくようになると、生命が先には

の波長は万象と霊界まで波及するのです。霊

なり得ないのです。神様は生命の源泉ですが、

界を含む天宙は、すべて同じ神様の真の愛の

生命の源泉であられる神様が存続するには、

原理のもとに存在するからです。神様と人間

どのような基盤の上で暮らすことを願われる

との間の縦横、前後的真の愛の関係は、人間

のでしょうか。何の基盤の上で暮らすことを

相互間の理想的真の愛の関係の根本であり、

願われるのでしょうか。神様は、平和の基盤

その完成は四大心情圏を成した理想家庭にお

の上で暮らすことを願われるはずです。平和

いてのみなされます。

の基盤設定は何がするのですか。生命がする
のか、他の何かがするのですか。それがまた

愛の本質は何ですか。どのような愛ですか。

問題です。それは、生命がするのではありま

愛とはどのような愛ですか。今日のアメリカ

せん。主体と対象が高低を超越して、共通的

に蔓延しているフリーセックス、一夜の愛が

価値を認めることができる秩序的段階を超越

愛ですか。それは、根本の愛とは関係があり

したその何かです。それは何ですか。真の愛

ません。それでは、根本の愛、真の愛はどの

です。

ようなものですか。愛とは、始めであり終わ
りです。この宇宙が生まれたのは何のために

皆さん、細胞繁殖というものを知っている

生まれたのかといえば、愛のために生まれた

でしょう。これ一つを取ってみても、その位

というのです。愛を訪ねていくというのです。

置に再び目が出て鼻が出てくるのです。髪の

神様に対して聖書には「私が最初であり最後

毛も出てきて、足も出てきて、すべて出てき

である。始めであり終わりである」とありま

ます。すべてのものが全く同じなのです。真

すが、それはどういうことですか。これは、

の愛と連結した細胞は宇宙と同等な価値をも

愛をおいていう言葉です。

つことができるのです。なぜ真の愛がそうで
なければならないのですか。真の愛は原因で

なぜ「ため」に生きなければならないので

あると同時に結果であり、根本であると同時

すか。なぜそのようにしなければならないの

に目的だからです。

ですか。それを願わないのに、なぜそうでな
ければならないかというのです。愛のひもが

愛は、宇宙をはじめ、どのような存在でも

結ばれているというのです。愛のひもが万物

因縁をもたない存在がありません。小さな草

に連結しているといのです。愛のひもが私の

一本でも、必ず愛を中心として生きていると

体を結んでいるというのです。このような時、

いうのです。鉱物もプラスイオンとマイナス

すべてが手を差し出して早く早く巻いてくれ
というというのです。早く早く大きくなろう
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というのです。愛の宇宙を占領しようという

でももっています。「ごめんなさい」、「あ

のです。愛の宇宙も宇宙であり、それはパー

りがとう」と言うことのできる心、水を見て、

トナーの世界ですが、愛の根本が神様まで占

山野を見つめて、野原を見つめて、三千里の

領しようとするのです。

山川、さらには大地球星を見つめて「ありが
とう！」と言うことができる心、神様の前に

神様は、いつでもうれしいでしょうか。皆

有り難いと考え、環境に有り難いと考え、不

さんは、いつでもうれしいですか。うれしく

平を言わないで侍って暮らすことができる、

ありません。しかし、真の愛をもった時には、

このような主人の心をもちなさいというので

悲しみもその愛によってすべて消化されるの

す。真の主人には、そのような人々がなるの

です。これを見る時、愛の絶対権限が、この

です。

宇宙のある個別的権力や知識や何かをもって
第一主義を主張する、それ以上のものとして

二) 人間は万宇宙の愛の中心

残したいのが人間の本性の欲求だったという

(1) 神様の愛の対象として造られた

のです。それがどこから来たのでしょうか。
根本から来ました。その根本のどこからです

人の価値は、どれほど大きいでしょうか。

か。神様の愛からです。神様もそのような愛

神様が杖をついて千年、万年慕うことのでき

を願うために、そこから来たのです。

る存在が人です。統一教会の文先生が見ると
き、これが宇宙の根本だというのです。これ

最初から私たち人間は、近ごろの共産主義

が、内外関係になったので縦横の愛の世界観

のように闘争概念から始まったのでしょうか、

が成立するのです。上下関係と左右関係にな

融合概念から始まったのでしょうか。どちら

るので、縦横の愛の世界観が展開されるので

なのですか。電気でいえば、プラスとマイナ

す。その中心には神様が臨在されるのです。

スが闘争するというのですか。それでは、ど

心の深い谷間の位置に、一つにしっかりと

のようになっていたのでしょうか。調和と融

結ぶことができるその場は、縦横の中心位置

合から始まったのです。それで、お母さんと

です。これを結んでおかなければ、縦横の基

お父さんの愛を通してお互いに調和して、融

準が愛の理想型から出てこないのです。縦的

合して私が生まれたのです。それは否定でき

なものがどんなにあるとしても、横的なもの

ません。このように思う時に、宇宙の根本は、

は出てこないのです。それで、人をこのよう

本性とは、調和にもなり融合される内容から

に造らざるを得なかった、ということを皆さ

出発した、ということを私たちは知ることが

んは知らなければなりません。

できます。
神様は、絶対的な創造の観を所有した絶対
すべての宇宙の中で、借金だらけの人間に

者なので、絶対的な対象価値の存在を追求す

ならずに借金を負わせて暮らすことができる

るのです。これは、この地上の被造万物の中

方法とは何でしょうか。それでは、私の根本

で、何をもってしても取り替えることができ

がないのでしょうか。違います。心にいくら

ないものです。価値として見れば、相対的存
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在とは、神様を与えても取り替えることがで

な作用を何がするのですか。愛だけがすると

きない存在です。「相対的価値」という言葉

いうのです。

は少し難しい言葉ですが、相対的価値という
ものは、相対という言葉を中心として、その

｢万物之衆 唯人最貴（万物の中で人が最

対象の価値というものは、神様を与えても取

も貴い）｣と言いました。万物の中で人間が

り替えることができないのです。神様を与え

中心だというのです。何を中心として中心で

てみれば、神様一人になるのです。神様が残

すか。愛を中心としてです。知識とか、お金

るのです。それゆえに、神様御自身を投入し

とか、権力というものは問題ではありません。

て、神様御自身の力を、エネルギーを消耗す

神様は創造主なので、そのようなものはい
つでも造ることができ、もつことができます。

るのです。消耗戦をするのです。
それで、神様を与えても、取り替えること

しかし、愛というものは、一人では探し出す

ができない対象の価値的存在として造られた

ことができません。愛は一人ではもつことが

ものが人間です。このように、絶対的な価値

できません。愛は、必ず相対を通して現れて

の存在が人間であることを皆さんは知らなけ

成されるようになっているのであって、一人

ればなりません。神様がそのような観をもっ

では神様でも成し遂げることができないとい

て、価値的な存在として人間を造ってくださ

うのです。

ったのです。
神様が天地を創造される時、誰のために造
神様は、人間を愛ゆえに造られました。人

られたのですか。神様のために造られたので

間はなぜ造られたのですか。愛ゆえに造られ

はありません。愛の対象のためにです。それ

たのです。人間が万物と異なるのは、神様の

では、神様の愛の対象とは誰ですか。「万物

息子、娘として造られたからです。神様の直

之衆 唯人最貴」と言いました。人だけが神

系の愛を受けることができる対象者として造

様の愛の対象として造られたというのです。

られたというのです。これが人間の特権です。

愛の本質的内容を分析してみる時、属性には
相続権があり、同位権、同参権があるために、

人は、誰に似たのでしょうか。神様に似ま

愛に接すれば、いくら気高い神様、いくら偉

した。ですから、神様が愛を願うのも、結局

大な神様、いくら宇宙的な神様といっても愛

は人と同じだ、このように思うのです。愛を

に乗せられるというのです。

中心とした理想の創造世界というものは、実
体を中心とした愛の表示が形状によって現れ、

今日の統一教会の教えは、神様も愛が必要

形状の表示が象徴として現れるというのです。

だというものです。いくら全知全能で遍在す

統一教会の「原理」ではそのようにいって

る全権の神様でも、愛は相対的に訪ねてくる

いるのです。何を中心としてですか。愛を中

のが原則なので、愛の相対圏を備えなければ

心としてです。その実体が喜べば、その形状

なりません。その相対がアダムとエバです。

である存在が喜べば、象徴的なものも自動的
に喜ぶことができるというのです。そのよう
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神様がいくら立派で、絶対者で、全知全能

必要です。アダムが完成しようとするなら、

の方であっても、一人では良いことがあり得

縦横の因縁をもたなければなりません。縦横

ないのです。「幸福」という名詞は、あるい

の愛の因縁をもたなければ回転運動、球形運

は「良い」という形容詞は、一人で設定され

動が不可能です。それゆえに、横的にアダム

る言葉ではありません。必ず相対的関係を備

に絶対必要とするのはエバです。同じように、

えた位置にいてこそ、「良い」、「幸福だ」

エバにも絶対必要なのがアダムです。

という言葉があり得るのです。一人でいなが
ら「幸福だ」と言う人はいないのです。

アダムとエバをおいて神様が愛したのは何

したがって、いくら全知全能の神様でも、

ですか。アダムとエバが息子、娘として育っ

一人では幸福になることはできません。例を

てきたということは、神様もそのように育っ

挙げれば、歌を上手に歌う音楽家がいて、一

てきたということを意味します。神様も赤ん

人で歌を歌ったとしましょう。幸福でしょう

坊のような時があり、兄弟のような時があり、

か。相対がいなければなりません。授け受け

夫婦のような時があり、父母のような時があ

してこそ良いのです。同じように神様も、

ったので、そのように創造されたのです。

「良い」と言うためには、必ず神様一人でい

神様は、無形の神様です。無形の神様がそ
のように大きくなってこられたというのです。

てはいけないのです。

それで、兄弟のように、夫婦のように、また
(2) 人間成長の道は神様御自身の展開過程

息子、娘のように創造してこられたというの
です。

人間創造とは、神様御自身が成長してきた
ことを実際に再度展開させてきたものです。

アダムとエバを神様が造られたとすれば、

ここで神様が興味を感じられ、刺激を感じら

どのような段階から造られたのでしょうか。

れるのです。人も同じです。画家が傑作品を

アダムとエバを成人した人として造ったと考

つくるために絵を描くのは、自分の内的な素

えることはできません。赤ん坊から造られた

性をすべて実際に形状に展開させることです。

というのです。神様は、赤ん坊を身ごもった

自分の骨髄の奥深くまで絞り出して投入する

母が抱いて育てるのと同様の過程を経て造ら

のです。

れたという論理を立てなくては、この三段階
の秩序に通じた存在の形成ということを説明

人間の完成はどこにあるのでしょうか。男

する道理がないのです。幼児期があったとい

性なら男性自体で完成する道はなく、女性な

うのです。それから長成期があり、完成期が

ら女性自体で完成する道はありません。それ

ありました。これは天理の道理です。

は、すべて半製品だからです。したがって、
男性と女性が完全に一つになった愛を中心と

アダムとエバに幼児期があったのですが、

してのみ完成するというのです。アダムが完

その幼児期はどのような幼児期だったのでし

成するには誰が絶対に必要でしょうか。神様

ょうか。無形の神様が無形の世界から有形へ

が絶対に必要なのですが、神様は縦的に絶対

の過程を経てくることができ、赤ん坊の存在
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を抱いて育てたという論理から始めなければ

造主の立場となり、自分を中心として平面的

なりません。

創造主の立場で息子、娘を生むのです。第三

それでは、赤ん坊から生まれ育ち、成熟し

の創造主を造るのです。それが子女です。

て結婚することができる位置まで、父母にな

それゆえに、父母は、子女を神様の代身の

ることができる位置までどのようにして行く

実体父母の立場で神様の子女を養育するので

のでしょうか。神様が青年期、壮年期、老年

す。そのようにしてこそ、見えない無形の神

期のような過程を経てきたという事実を、神

様が子女を養育したということを自分の実体

様が育った無形の過程を実体として見るため

で感じるのです。神様もそのように大きくな

の存在が子女だというのです。このような論

られたというのです。神様も子女時代、兄弟

理が形成されてこそ、父子一身という論理が

時代、夫婦時代、父母時代として発展してこ

出てくるのです。一つは縦的で一つは横的な

られました。見えない神様の過去史を中心と

ので、縦横一身の理論を立てることができま

して、自分の息子、娘を生んで育てながら、

す。

神様の見えない赤ん坊時代の第一の創造主、
無形の創造主の姿を見るのです。

愛する夫婦、アダムとエバが子女を生むと

第二の創造主、見ることができる創造主の

いうことは、神様の無形実体の性相と形状が、

立場で赤ん坊を育て、兄弟として育て、夫婦

愛をもって一つになって創造され、父母の立

を成すようにすることは、神様がアダムとエ

場に立ったのと同じです。第一の見えない神

バを息子、娘として、兄弟として育てられた

様が見える第二の創造主としてアダムとエバ

ように、無形の内的要求の実相をすべて実体

を造られ、実体の第二の神様の立場に立った

的にアダムとエバを通して平面途上から見る

アダムとエバが、再び息子、娘を生むことに

ためなのです。これが息子、娘だというので

よって父母の立場に上がっていくのです。そ

す。

して、その幼い子女を通して、実体のアダム
とエバの乳児時代、兄弟時代、夫婦時代、父

神様が創造主として歴史的、内情的原則を

母時代等、神様が経た過去を再び実体として

中心として、存在の起源から今まで成長した

展示するのです。それで、それを触ってみた

過程を実体的に展開してくる過程がアダムと

いと思われ、愛してみたいと思われるのです。

エバの創造過程です。それでは、どこから始

子女は第二の自分自身です。

まるのですか。完全に小さな細胞が一つとな
って大きな細胞になるのと同じように、赤ん

結婚した夫婦の立場は、途方もない立場で

坊が十カ月間で育つ過程を経ていきながら、

す。歴史時代に人類が望んだ子女としての希

男性と女性の形態に分かれて出てくるのです。

望峰が花咲く立場であり、兄弟として花咲く

なぜそのようになるのでしょうか。そうでな

立場であり、夫婦として花咲く立場です。こ

ければ、生命遺伝をどのようにするかという

のようにして夫婦として愛した神様が創造を

論理に対して解釈する方法がありません。遺

始められたように、息子、娘を生んだそこか

伝的内容をどのように展開させるのかという

らアダムとエバが創造するのです。実体的創

論理を立てることができないというのです。
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それゆえに、一つの本質的な無形の形態と有

ようになれば、万物も「ああ、私が生まれた

形的な形態の本質が、一体的内容の因縁を中

かいがあるなあ」と言うでしょう。例えば、

心として横的に展開することを必要とするの

神様と人間が愛の祝宴をするその日に同参す

です。

ることができる因縁をもって、その喜びをお

別の言い方をすれば、主体の前に相対圏が

互いに分かち合うことができる存在になった

必要だというのです。内的性相は外的形状と

という事実が、被造世界の限りなく小さな万

すべての根源的な面において、一致すること

物が願う所願ではないだろうかというのです。

もでき、通じることもできる内縁があります。
それゆえに、人が生まれて育つその過程は、

いくら真理だとしても、真理の核心とは何

見えない無形の神様が実体を見るためのもの

でしょうか。お金でもなく、権力でもなく、

だったのです。ですから、神様の内的なすべ

知識でもありません。愛です。本質的愛は縦

ての存在が表現されて現れるので愛さざるを

的なところにあるのであり、真理的愛は横的

得ないというのです。それが私であり、私が

に連結しているのです。それゆえに、万物を

現れた実体だというのです。無形の実体が有

見て神様を知り、アダムとエバが神様の形状

形の実体として展開される以上、そこにすべ

なので、アダムとエバを見て神様を知るとい

てを投入しなければなりません。

うのです。なぜですか。アダムとエバは、縦
的な真の愛の対象的主体なので、これを二人

神様が愛を見いだす対象を造ろうとされる

とも完全にぴたっと男性と女性の愛を、東西

時、誰に似るように造られるでしょうか。神

南北を通して世界の軸に合わせるようになる

様に似るように造られます。その神様に似る

時は、神様と霊界が通じて万世界がすべて通

ように造られるなら、神様の中にあるように

じるというのです。

男性性稟がなければならず、女性性稟がなけ
ればなりません。自分に似ているのですが、

(3) 人間は被造万物の中心

自分の本性相からすべて抜いて、見えない性
相、見えない思考の形態を実体として展開さ

神様は誰に似ているというのですか。私た

せたものが人間だというのです。それゆえに、

ち男性と女性に似ています。皆さんの心は見

聖書の創世記に出てくる、神様が自分の形に

えないでしょう？ 心を見たいですか、見た

人間を創造されたというのは正しいというの

くないですか。神様も同じです。神様が霊的

です。

な立場で見れば同じなのです。神様には体が
ありません。今まで体がありませんでした。

神様と人間の拍子が合って和動することが

アダム完成が成されていないので、今まで体

できる喜びの拍子の前に、すべてのものが自

がなかったというのです。体がありません。

分の姿どおりに音律を合わせることができ、

心のような宇宙に心のような主人、心のよう

自分の姿どおりにすべてが象徴的、形状的に

な先生、あるいは管理者、心のような父母で

踊り、すべてがこのようにすることができる、

いらっしゃいます。

そのような喜びの世界が本然の園です。その
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すべての万物は、神様の息子、娘を造るこ

被造物に対するたびごとに胸深く入り込んで

とができる土台だというのです。関係して連

くる喜びの刺激と幸福を感じるために、最高

結することができる土台です。動物もそうで

の心情を注いでつくられたのです。神様は五

あり、鉱物もそうです。鉱物世界にもプラ

日間万物をつくられたのち、六日目の日に喜

ス・マイナスがあります。植物世界もすべて

びの心情で人間を造られました。自身の形状

雄しべと雌しべがあり、動物世界も雄と雌が

を型として造った私たち人類の先祖は、限り

います。すべてに橋を架け、すべてのものが

なく美しい存在であり、限りなく貴い存在で

結集して創造された最高の傑作品が人間の内

あり、限りなく誇らしい存在であり、限りな

的形状と外的形状です。それを実体化させ、

くうれしい存在であり、限りなく光栄の存在

男性と女性の性相、そのすべてに形状を付与

であり、限りなく愛したい存在でした。

し、象徴的に、形象的に、実体的にすべて表
して橋渡しするようにし、すべて連結するよ
うに、関係を結ぶようにしたのです。

神様は、全知全能の方であられるがゆえに、
知識も必要なく、能力も権力も必要なく、金
銭も必要ないのです。それでは、神様におい

神様が被造物の中心である人間を必要とさ

て必要なものとは何でしょうか。それは、神

れるのは、お金のために必要とするのではな

様が愛することができる一つの対象です。そ

く、知識のために必要とするのでもなく、権

の対象は、被造万物の中で最も貴く、最も霊

力のために必要とするのでもありません。た

長である人間以外にはいません。「神様が最

だ愛ゆえに必要とされます。そうではなく、

も好まれるものが人間だ」と言ったのですが、

神様一人で愛を受けるという立場に立つよう

神様はなぜ人間を好まれるのでしょうか。神

になれば、愛してくれる何の存在もありませ

様も愛が必要なためです。愛というものは、

ん。結論がそうなので、神様は、必ずこの世

一人では、あるのかないのか知ることができ

界に自分が愛することができるそのような対

ないのです。

象者を造らないといけません。このように思
う時、被造世界においてその愛の対象になる

見えない神様の形状を、私たちの体に象徴

ことができる、そのような度胸の大きな存在

的にすべて投入したというのです。目は誰に

とは誰ですか。全宇宙を創造された神様の前

似たというのですか。神様です。それゆえに、

に相対的な条件を備えることができる存在は、

顔の中で見れば、目は深い所にあるというの

人間しかいないのです。したがって、皆さん

です。それで、すべてのものを観察するとい

は、「私は宇宙の主人です。宇宙で第一であ

うのです。それから鼻は、アダムとエバを象

る」と言うことができる度胸をもたなければ

徴します。これが中心でありセンターです。

なりません。

その次に、口は万物です。横的です。それゆ
えに、四掛ける八で三十二（四×八＝三十

神様は、喜びを加えて、喜びの刺激を連続

二）、三十二の歯をもっているというのです。

させるために万物をつくられました。瞬間的

世の中の万物を中心として、四数を中心とし

な喜びを感じるためにつくられたのではなく、

てです。それから、耳は四方を象徴します。
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この首から上は天国です。天国の情報の場が

私もお父様の位置に座ってみたいのです」と

あります。

いう欲望が私たち人間にはあるというのです。
ここで神様が「なんだこいつ、駄目だ」と

皆さんの生命の根はどこにあるのですか。

言えば、すべて壊れるのです。しかし、神様

堕落していない父母にあります。それでは、

は、そのようにはできないのです。むしろ神

堕落していない善の父母の位置は、どのよう

様は、私たち人間がそのような欲望をもって

な位置ですか。神様が二性性相の主体であら

いるということを知っているので、「早くそ

れるので、神様が自らの二性性相を展開して、

う言いなさい、早くそう言いなさい」と言わ

神様の形状どおりに万宇宙を造って人間を造

れながら、その席までも私たち人間に下さる

られたのです。

のです。その席まで人間に与えて、神様は、

アダムは、神様の男性的性稟を展開させた
ものであり、エバは、神様の女性的性稟を展

私たちの心に臨在なされ、私たちの心を聖殿
として定めていらっしゃるというのです。

開させたものです。このように思う時、私た
ち一般の人々が普通「天のお父様！」という

心身一体になれば、宇宙の力が保護してく

のは、一人のお方なのでそのように言うので

れます。宇宙の力が保護してくれる心と体に

すが、その一人のお方という概念の中には

なれば、父母も宇宙の因縁をもった父母、兄

「天のお父様、お母様」という概念が含まれ

弟もそのような因縁をもった兄弟、このよう

ているのです。

にすべてが因縁を結んでいます。民族、国が
因縁を結ばなければならないのです。素晴ら

もし人間先祖アダムとエバが堕落しなかっ

しい結論です。ですから、国を越えて他の国

たならば、どのようになっていたでしょうか。

に行っても、そのような一体圏を成すように

アダムとエバは神様と一体となり、神様と同

なれば、そこでも通じるのです。どこにでも

じ位置に立って、神様の創造の偉業を受け継

通じるのです。

ぎ、神様が創造後に喜ばれたのと同様の位置

サッカーをする時、ボールが転がっていっ

に立つようになっていたのです。神様と人間

て途中で止まれば、どのようになりますか。

との間にそのような関係を結ぶようになるの

その表面全体が一つになることができる所は、

です。堕落していない本然の人は、神様の聖

垂直線に通じるのです。それで、球形体を理

殿になるのです。

想的な存在だといいます。表面のどのような
所でもその垂直線が安着することができます。

神様がお父様になり、人間は神様の息子に

それで、転がり回るのです。どこでもすべて

なったとしても、お父様は上にいて息子は下

良いために、そうなるというのです。それで、

にいる、上下関係のような気分がするという

心身一体圏、九〇度になれば、どこでもすべ

のです。その時に、私たち人間はどのように

て合います。西洋人と東洋人、過去の人と現

考えるのでしょうか。「お父様、お父様が座

在の人、未来の人を問わず、どこでもすべて

っていらっしゃるその席を私に一度下さい。

合うのです。
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本性の心が行くべき道を行けば、宇宙が一

知恵の王であられ、全体の中心であられる

つになるのです。そのような何かがなければ

神様が、真の愛や、真の理想や、真の幸福や、

なりません。そのような位置に入っていけば、

真の平和の起源を、主体と対象、この両者の

自分の心と話すようになるのです。そのよう

間のどちらに置かれるでしょうか。これが問

な境地では心と話をします。何かをしようと

題にならざるを得ないのです。主体がいる反

考えれば、すぐに答えが出てきます。そのよ

面、対象がいるのですが、主体のために生き

うな境地まで行くのです。そのような境地に

る道と対象のために生きる道、この二つの道

いる人が、自分の行くべき道を知らないでし

の中で、理想の要件をどこに置くのかという

ょうか。既に行くべき道が明確で、宇宙のす

ことが、創造主であられる神様として問題に

べての作用の力が助けるようになります。手

ならざるを得ないのです。

を引っ張っていって試験場に入っていくよう

それで、真の理想、真の愛、真の平和にお

になれば、すぐにすべてのものが協助します。

いて、主体を中心にして対象が主体のために

それでこそ大きなことができるのです。

生きるところに理想的起源を置くべきか、対
象を中心にして主体が対象のために生きると

私たちが自然を見て、「ああ、私には四季

ころに理想的起源を置くべきかという問題を

は必要ない。私は春だけが必要だ、夏や秋や

考えられた神様が、主体の前に対象が「た

冬は嫌いだ」と言うことができますが、神様

め」に生きなさいと言う立場にその理想的起

に尋ねてみれば、「私は四季のすべてが好き

源を立てるならば、神様がそのようにすると

だ」と答えるというのです。それゆえに、嫌

同時に、すべての人も、自分がある対象をも

いでも夏を好むことを学ばなければなりませ

つことができる立場に立つならば、同じよう

んし、秋と冬を好むことを学ばなければなり

にするというのです。それでは、一つになる

ません。雪が降る冬になれば、神様は、白い

道がふさがってしまいます。これを知らなけ

雪が世界的に積ったのを見る時に喜ばれるの

ればなりません。

です。「ああ、私も良い」と言うのです。そ
一つになることができ、平和の起源になる

のように言わなければなりません。

ことができるその道はどこにあるのでしょう
神様のような心で自然を見ることができな

か。神様御自身だけでなく、真の人間は、

ければなりません。そのような心をもたなけ

「ため」に生きる存在だという原則を立てざ

ればなりません。洪水が起き、雷が鳴る時は、

るを得なかったのです。それゆえに、真の愛

「ああ、私はあれが嫌いだ」と言うなという

は「ため」に生きるところから、真の理想も

のです。

「ため」に生きるところから、真の平和、真

神様は、「ハハー、あれはキスして結婚し

の幸福も「ため」に生きる位置で成立するの

ているのだなあ」とこのように考えるという

であって、「ため」に生きる位置を離れては

のです。そして、嫌いだという人々に「ハハ

探すことができないのです。これが、天地創

ハハ、こいつめ！ 悪いやつめ！」と言われ

造の根本だということを私たち人間は知りま

るのです。

せんでした。
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男性と女性が生まれたのは、男性は男性の

れば、仕方なく不幸になるのです。神様も絶

ために生まれたのではなく、女性のために生

対的な立場に立つことができる一つの対象を

まれたのであり、女性は女性のために生まれ

探せなければ、滅びるしかないのです。いく

たのではなく、男性のために生まれたのです。

ら絶対者だとしても、絶対的な対象をもたな

生まれたのは、自分のために生まれたのでは

ければ、やむを得ず不幸だというのです。し

ないのです。自分のために生まれたのではな

たがって、神様が滅びないためには、仕方な

いのに、自分を主張します。「私」というこ

く相対的な存在を造らなければなりません。

の思想を壊してしまわなければなりません。
これさえ壊してしまえば、統一の世界は展開

三) 被造世界は人間のための愛の博物館

するのです。

(1) 被造世界を造られた意味

自らの価値を自分から追及するよりも、相

被造世界のすべてのものは、神様が愛する

対から、すなわち相対的基準でその価値を追

息子、娘が愛の理想を探し求めていくことが

及できる道を探求する人は、不孝な人ではあ

できるように教材として造っておいたもので

りません。いつでもどこでも、心情の基台は

す。それで、相対的構造なのです。鉱物も主

相対圏をもつので、孤独ではなく、幸福にな

体と対象の関係で作用し、原子も陽子と電子

ることができるのです。

が主体と対象の関係で作用するのです。作用
しなければ存続できないというのです。運動

調和というものは、一人で展開する道理が

しなければ永続と存続はできません。それゆ

ありません。楽しいということも、一人で展

えに、宇宙は、人間を中心としてその中心点

開する道理がありません。幸福もまた、一人

に到達することができるように創造された世

で展開する道理がありません。絶対者だとし

界だというのです。

ても、一人ではできないのです。必ず、自分
に対応することができる相対的な条件がなけ

神様は万物をつくられ、その万物の主人公

ればなりません。絶対者の前には絶対的な相

として人間始祖をエデンの園に造っておかれ

対者がいなければならず、絶対的な主体の前

ました。人間を造られる時は、神様が何かふ

には絶対的な対象がいてこそ、幸福や、調和

ざけて造られたのではありません。趣味で造

や、喜びや、踊りや、歌というものがあるの

られたのでもありません。人間を造られ、万

です。

物を代表する中心として立てるようになる時
までの神様の苦労と精誠は、到底言い表すこ

今日の既成教徒たちは、「全知全能の神様
は元から栄光の中の栄光の主体であり、幸福

とができなかったという事実を私たちは知ら
なければなりません。

の中の幸福の主体であり、すべての愛と生命

神様が人間を造られる時、あらゆる精誠を

の主体なので、それによらないものがない」

すべて尽くされ、また心血と御自身の生命の

と大声を張り上げています。しかし、いくら

核心をすべて注いで造られ、ありったけの愛

絶対者だとしても、絶対的な対象をもたなけ

と愛情を降り注いで造られました。どのよう

1370 * 千三百七十

천성경

天聖經
Cheon Seong Gyeong
な力を用いて離そうとしても離すことができ

つになって、このような統一の世界を成し遂

ず、分けようとしても分けることのできない

げなければなりません。

因縁の中で造られたのです。このように造ら
れた人間なので、その人間を御覧になる神様

宇宙がどれほど大きいかというと何億光年

には、平和が宿ることができ、すべての情と

です。光が一秒間に三十万キロメートル進む

幸福は、その人間を通してこそ宿ることがで

のですが、三十万キロメートルとは、地球を

きるのです。

七周半回ることができる距離です。その距離
を一秒間で走る光が一年かかって行く距離を

神様は人間のお父様であり、人間は神様の

天文学では一光年といいます。そのような光

息子、娘です。神様が骨の中の骨、肉の中の

年を単位として出発した光が、何億光年にな

肉、骨髄の中の骨髄をありったけ施して造ら

ってもまだ到達できないほど大きいのです。

れた人間なので、このような人間が神様を引

グリニッジ天文台では、今まで百億光年向こ

けば、引かれざるを得ないのであり、また神

うの世界の星まですべて発見したのですが、

様が人間を引き寄せてくだされば、引き寄せ

今ではもう百五十億光年向こうの世界の星も

られざるを得ないのです。

見ることができる時代が来て、それ以上の時

神様は、このような因縁の中で、内容と目
的が一致する人間に造られたのです。もしそ

代に入っていっているというのです。
この宇宙がどれほど大きいかといえば百億、

のように造っておかれた人間を御覧になって、

大体二百十億光年です。これは、原理的な数

神様が称賛することができるあるみ言や詩が

です。そのように大きいというのです。それ

あるならば、それは世の中のどのような詩人

がどういうことかというと、光がここから出

も、文人も表現できない最高の作品になるは

発し、それが一日かかるのを一光日、一カ月

ずです。その対象は、神様でもなく、万物で

ならが一光月、このように出発して一秒間で

もない、唯一、万物を代表した人間なのです。

三億メートル、光の速度で三億メートル行き
ます。距離で言えば、地球を七周半回る距離

宇宙は何ですか。神様の体と同じです。見

です。七周半にもなる距離です。ぱっといっ

える体と同じです。神様の分身です。それゆ

たら、既に七周半を回るというのです。その

えに、私が本当に愛することができるという

ように早い光が一日でも腰が曲がって、考え

観念が成立します。宇宙を愛するということ

が鈍って「私は分からない」というはずなの

が実感できるというのです。自身の頭もこの

に、百年でもない百の何万倍にもなる一億光

ようになでてあげたりします。服も何かがつ

年です。出発してから一億光年たってもまだ

けばはたきます。それは、なぜそのようにす

進んでいるのですが、人が百歳生きるとすれ

るのですか。私のものだからです。私と共に

ば、合わせて百万人が死んでいきます。一億

あるので、そのような観念があるというので

光年のうちにです。一億光年なので、人が生

す。皆さんが今後どのようにしなければなら

まれて百年生きて死んでいくのを続けて、百

ないかといえば、心の中に神様をお迎えして、

万人目が死ぬその時になっても、まだ進んで

心が一つになり、体が一つになり、万物が一

いるのです。
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では、二百十億光年といえばどのくらいで
すか。その人々が続いて生きて死んで、また

きていくのを見て、人間は成長するようにな
っています。

生きて、百歳まで生きて、このように二億一
千万人が生きて、それほどたっても、まだ進

少年時代から育って、青少年時代に行くの

み続けるというのです。その遠い距離は、直

です。思春期になってここから学び始めるの

線で行くのではありません。これがぐるぐる

です。皆さんもそうです。赤ん坊の時は何も

と回っているのです。このような宇宙だとい

分からないので、「お母さん、これは何です

うのです。

か」「お父さん、これが何ですか」、このよ
うにして知っていかなければなりません。そ

(2) 万物世界は人間のための愛の教材

して、男性は男性に対してすべて知ってみる
と、世上万事がペア・システムになっていま

真の愛の基準から見れば、アダムとエバは、

す。「やあ、動物世界もペアがあって、昆虫

ペア・システムで造られた愛の自然園を見な

世界もペアがあって、ああすべてがそうなの

がら、学び成長するようになっていました。

だな！ 花の世界もそうで、鉱物世界もそう

育ってどのようにしなければならないかとい

だ」。それをすべて学ぶのです。「そうだ、

うことは、つくっておいた万物を見れば、す

主体と対象になり、このようになって、この

べて分かるようになっていました。万物が正

ようになるのだなあ！ 気がついてみると、

に神様の博物館です。アダムとエバを教育す

私が行くべき道はこのように求めていかなけ

る愛の博物館です。鳥も雄と雌、蝶々も雄と

ればならないのだなあ！ ああ、これではな

雌、すべてがペアで生まれて、愛し合いなが

いな！」と知るようになるというのです。

ら繁殖して生きていくのを見て育つようにな
アダムとエバは、成長しながら世の中を学

っています。
このように成熟して神様の愛を代表したプ

んでいきます。二人の息子、娘が大きくなり

ラス的王子が男性であり、マイナスを代表し

ながらじっと見てみると、世の中はペア・シ

た愛の王女が女性であるということを悟るよ

ステムで造られた博物館です。愛の博物館で

うになっていました。女性が考えるに、「あ

す。これを見ながら学ぶのです。「やあ！

の男性が正に私に必要な男性なのだなあ！」

彼らがあのように愛し合っている。はえも雄

と信じるようになり、男性もやはり女性に対

と雌、蝶々も雄と雌、すべてペアが戯れてい

して「本当に私に必要な女性だなあ！」と思

る。それから、愛し合って繁殖している！」、

うのです。

それを学んだでしょうか、学ばなかったでし
ょうか。

真の愛の基準から見れば、アダムとエバは、
ペア・システムで造っておいた愛の自然の園

天地をペア・システムで造ったのは何のた

を見ながら学び、成長するようになっていま

めですか。これは、愛の博物館です。それ以

した。鳥も雄と雌、蝶々も雄と雌、すべてが

上に、あなたは鳥よりももっと幸福に、昆虫

ペアで生まれて、愛し合いながら繁殖して生
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よりももっと幸福に、あなたはこの世の何よ

真の神様がいらっしゃるのですが、その方

りももっと幸福に生きなさいというのです。

を通して造られたすべてのものは、理想的愛
の条件を備えることができるように主体と対

この世の中のすべての被造物は、ペア・シ

象関係になっているのです。それゆえに、こ

ステムになっています。ペア・システムにな

の宇宙のすべての被造物は、ペア・システム

っているこの環境は、人間のための理想的愛

になっています。鉱石も夫婦同士になってい

の博物館です。それゆえに、鉱物世界が作用

ます。夫がいて妻がいます。

するのもペアを求めてするのです。また、草

それゆえに、二つがお互いに引き合うでは

木もペアを求めて運動するのです！ 繁殖す

ないですか。そのような話を初めて聞いたで

るのです！ 鳥もそうで、昆虫の中でうまお

しょう？

いむしもそうです。うまおいむしも歌います

自分に合わない元素をいくら激しくくっつけ

ね。

ようとしてもくっつきません。神様が「しな

実験室の先生が完全に暴君となり、

さい」と言われてもしません。しかし、相対
神様が万物世界を造られる時にペア・シス

が合えば、「くっつかず一つになるな」と言

テムで造られたので、男性と女性を中心とし

ってもくっついてしまうというのです。です

て、そこにすべての要素を抱いてもっていま

から、すべてがペア・システムになっている

す。自然は何ですか。男性と女性が愛するこ

というのは、神様の愛のためだというのです。

とができるように、愛を教示するために造っ
小さな昆虫も、愛を中心としてペア・シス

た博物館です。
それゆえに、男性が愛する妻を慕わしく思

テムになっているということを知らなければ

いながら歌うようになる時、何の歌を歌うに

なりません。鉱物世界も同じです。何のため

しても罪ではありません。堕落すれば罪にな

にですか。愛ゆえにです。級が低ければ低い

るのです。愛の問題によって家庭が破綻して

なりに愛を中心として繁殖し、この人間とこ

天理原則がすべて壊れていったがゆえに罪な

の宇宙が人を通して神様の理想を完成するこ

のであって、天理原則の基盤の上でお互いに

とができるように、すべての体制にギアが連

愛して、「私はあなたを真に愛する。永遠に

動して回るようになっているのです。

愛する。あなたは私の永遠の相対である」と
言うのは罪ではありません。これをはっきり

エデンの園に展開しているすべてがペア・
システムになっているので、アダムも自然に

と知らなければなりません。

それを見て、「やあ！ 私も雄のような男性
ペア・システムで造られたこの宇宙は、愛

だが、私も雄のようにできているが、雌のよ

の神様が創造された博物館です。生きた博物

うなものがどこにいるのか」と探すと「エバ

館です。国立博物館にある骨董品のように死

だ！」、このようにして二人が結婚式をする

んでいる、主人のいない記念物ではありませ

のです。「雄、雌があのようにすれば子を産

ん。生きた記念物です。

むのだなあ」というのです。女性は、嫁に行
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くことは嫌でも、赤ん坊は好きな女性が多い

すためにこのように愛を行わないといけない

のです。

として夫婦になるのです。歴史のために、人
類のために夫婦になるのです。

エデンの園のすべてのものがペア・システ
ムになっていたので、動物が繁殖して「雄と

アダムとエバが生まれた時は、相対に、子

雌が楽しい環境をつくっているな」、このよ

女になっていましたが、兄弟の因縁の中には

うにして愛というものを学んだというのです。

相対がいませんでした。相対がいないでしょ

ですから、アダムとエバも「二人が会わなけ

う？ 女性は女性一人で教育を受けて女性完

ればならないな」と考えるのです。昔、アダ

成しなければならず、男性は男性一人で教育

ムとエバが育つ時、どれほど複雑ですか。男

を受けて男性完成をしなければなりません。

性はワイルドで山に登って飛び回るのに、女

その教育を受ける材料は、天地間にいくらで

性は毎日座って見物して、おもちゃで遊んで

もあります。すべてのものがペア・システム

いたのです。このように性格が違うのですが、

になっているので、男性はそれを見て、「あ

このような環境から学んで自然的に相対を訪

のように大きくならなければならないのだな

ねていくようになっています。

あ！」ということを知り、女性もそれを見て、
「あのように大きくならなければならないな

気がついてみると、世の中がペア・システ

あ！」と自ら知るようになるのです。愛に対

ムになっているのですが、アダムとエバも一

するすべての教材を、すべての自然が博物館

人ではいけないというのです。動物世界のし

のようにそのまま見せてくれています。自然

かも牛もすべて雄と雌がいて、お互いに好ん

はすべてペアになっているというのです。

で子を産むのを見るようになります。それで、
アダムとエバも動物世界の昆虫から鳥と蜂と

縦的な基準には相対性が移されてこなけれ

花までもそのことをしているので、教えてあ

ばなりません。この縦的な基準には相対がい

げなくても知っているというのです。

るのです。そして、この息子、娘が大きくな
らなければなりません。成熟しなければなり

皆さん夫婦は、双子で生まれた兄と妹です。

ません。万物世界を見れば、すべてペア・シ

エデンの園のアダムとエバと同じです。そこ

ステムになっています。鉱物世界も同じであ

では妹一人しかいないのです。世の中に友人

り、植物世界も同じであり、動物世界も同じ

もいなくて一人娘です。エデンの園に女性一

です。人間世界もすべて男性と女性のペア・

人しかいなくて、男性一人しかいないので、

システムになっています。自然世界というも

間違いなくアダムがエバの友達になってあげ

のは、級は低いのですが、ペア・システムに

なければなりません。兄と妹だというのです。

なった愛の博物館です。それでは、愛の博物

それで、大きくなって万物のすべてのペ

館をなぜ造りましたか。誰のために造ったの

ア・システムがどのように繁殖して育つのか

かというのです。人のために造り、神様のた

ということを知り、世上万事をすべて知るよ

めに造ったのです。それゆえに、神様は、万

うになったので、自分たちも歴史の伝統を残

物のすべての愛の感触、鉱物世界や植物世界
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や動物世界の愛の感触というものをすべて感

とします。ハンティングもして、どこに行っ

じることができるのです。

ても握ってつかまなければなりません。エバ
はどうですか。エバは、根本の性格が違いま

男性と女性がこの道を行くにおいて、この

す。このようにしながら大きくなり、女性と

時までは相対がいないのです。それで、男性

して知るべきこと、男性として知るべきこと

として女性をもらわなければなりません。す

を知るようになるのです。すべて世上万事全

べてペア・システムで子を産んで暮らすこと

体がそのようになっています。鉱物世界も植

を見るのです。春になれば、牛もそのように

物世界も動物世界も、すべてペア・システム

し、豚もそのようにし、犬もそのようにし、

になっているでしょう？

猫もそのようにし、ねずみもそのようにし、

大きくなりながらじっと見てみると、何を見

いなごもそのようにするのをすべて見るので

てもすべて相対的です。ですから、我知らず

す。「ああ、そのようになるのだなあ！ 一

学ぶのです。

それを学ぶのです。

人はいけないのだなあ！」、このように目覚
めることを目が開くといいます。その方向が、

誰が愛を教えてくれるのでしょうか。自然

今までこのように四五度で、「ああ、私が必

が教えてくれるのです。園に走る動物を見て

要なのはアダムだな！」と思い、「私が必要

も雄と雌、蝶々を見ても雄と雌、すべてペ

なのはエバだな！」と思うのです。そうです

ア・システムになっているというのです。花

か、そうではありませんか。

が咲けば、美しい園には鳥がピーチクパーチ
クしきりに鳴いています。鳥がなぜしきりに

環境には、必ず主体と対象があり、ペア・

鳴きますか。雄の鳥と雌の鳥がしきりに鳴く

システムになっています。この宇宙は、愛を

のは何のためですか。何を呼ぶためなのです

核にした博物館です。ペアの博物館になるの

か。鳥がしきりに鳴くのには三つの理由があ

です。それゆえに、二羽の鳥がお互いに喜び

ります。一つは空腹で鳴くのであり、一つは

ながら一生懸命に巣を作り、子を産んで、食

愛ゆえに鳴くのであり、一つは子を呼んでい

べさせるのを見ながら学ばなければなりませ

るのです。その三つの理由です。それは愛ゆ

ん。「自分の子のためにそれ以上、何百倍し

えにそうなのです。

ないと」、このように思わなければなりませ
ん。虫たちも雄雌二匹が愛して子を産むので

標準的なアダムとエバの相対圏に立つため

す。彼らも自分の命を懸けて子を育てようと

に、自分たちもその形態として準備されなけ

します。教育です。

ればならないので、この宇宙の創造物はペ
ア・システムになっているというのです。ペ

アダムとエバが成熟するにしたがい、ここ

ア・システムで存在しているというのです。

で横的に回ってアダムが自分の相対だと思い、

アダムは大きなプラスであり、万物は東西南

エバが自分の相対と思うようになるのです。

北に広がった小さなプラスです。それゆえに、

そうではないですか。女性として言うならば

すべて相対的になっているのは人間も万物も

どうですか。アダムは、外交的に歩き回ろう

同じです。人間と万物が、共通した絶対的主
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体圏を中心とした基準において平面を成すよ

水にはどのような魚がいるのかすべて調べて

うになれば、神様が垂直に臨在されるように

みようとするのです。男性なので、主人にな

なるのです。

ろうとすれば、何でも調べなければならない
というのです。

すずめがちゅんちゅん鳴いて目を覚まさせ
てくれることが、自分で起きるよりどれほど

今日、歴史を開拓した人々は男性たちです。

素晴らしいですか。どれほど詩的ですか。皆

くまなく探して、ときめくためです。男性は

さんは、自分が歌うのが良いですか、歌を聞

神様の代身なので、すべての自然万物の博物

くのが良いですか。それは、またどれほど詩

館の館長です。男性は、愛を中心として展開

的ですか。自分がちゅんちゅん、ちゅんちゅ

したペア・システムの世界、博物館の館長で

ん鳴くよりも、第三者がちゅんちゅん、自分

す。館長なので、すべてくまなく探さなけれ

で起きるより愛する人が目を覚まさせてくれ

ばなりません。ですから、女性が嫌うのです。

るということです。そのように、調和の音律

「ああ、兄さん！ 私を捨ててどうして。私

によって声を変えながら目を覚まさせてくれ

を連れていってちょうだい。私は脚が痛くて

るのが理想的ではないかというのです。です

いけない！」と言って、ついていきながら、

から、すずめも私の友人です。友人であるそ

エバがどれほどアダムの心をめいらせたでし

れは、何がそのようにさせるのですか。ペ

ょうか。そのように、エバに黙って歩き回る

ア・システムから見る時、それが私の友人に

ので事故が生じたのです。

なるのです。男性と女性ともペアです。友人
だと考える時、どれほど詩的ですか。

主人が子犬にひもを付けて連れて歩き回る
ように、エバをそうしなければならないのに、
あまりにも泣くので投げ飛ばしたのです。そ

世の中のすべてのものがペア・システムと

の時、孤独だったので、天使が来て慰労した

して繁殖するようになっているのを見る時、

のです。「あのアダムは暴れん坊だ。何が楽

アダムとエバも成熟すればそのようにしなけ

しくて一緒に暮らしているのか。私と遊ぼ

ればならないことを知るのです。成熟する前

う！」、このようにして問題が生じたのです。

は、アダムとエバはそれを知りませんでした。
アダムとエバが二人で暮らしているのですが、

神様が喜びを感じながら創造されました。

この二人の性格を見れば、アダムは男性的で

それは、どれほど楽しかったでしょうか。ペ

外交的です。朝起きれば飛び出していき、山

ア・システムをつくったので、細胞までもペ

に行ってうさぎを捕まえたくて、きじを捕ま

アになって喜んでいるのを見る時、どれほど

えたくて、しかを捕まえたくて、蛇を捕まえ

楽しかったでしょうか。写真に撮ったものだ

て割いてみたいというのです。今後、主人と

けでも、よく写っていればのぞき込んで「良

なり管理しようとするなら、すべて管理でき

い」と言うのに、写真がしゃべって踊ってい

る責任者になるためにはすべて知らなければ

るのですから、どれほど良いだろうかという

ならないというのです。山に何がいるのか知

のです。

りたくて、動物は何がいるのか知りたくて、
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男性と女性を神様が造られ、抱いて育てて

く道は、いい加減に行くようにはなっていま

いくにおいて、僕である天使長をつくって彼

せん。公式になっています。愛が行く道は一

らを保護して育てるようにしました。それで、

つの道しかありません。真の愛が行く道には、

彼らがすべて育って成熟すれば、神様が結婚

二つの道はないのです。人間として行く真の

させてあげようとしたのです。その時までは

愛の道や天の世界、神様として訪ねてくる真

成熟しなければなりません。

の愛の道は、いつも一つの道です。天が降り

そのために、生まれてから分かれて、男性
は男性として育ち、女性は女性として大きく
なっていくのです。大きくなって成熟した男

てくる時は、人間が上がっていってこのよう
になります。
それでは、これがどこで会わなければなら

性と女性になり、世の中をじっと見てみると、

ないのですか。ここでしか会うことができな

鉱物世界も動物世界も植物世界も、すべて相

いのです。最高に成人した位置がこの位置で

対理想、ペア・システムになっているという

す。この位置は同じ位置です。この二人が一

のです。「あ！ 動物たちも二つが一つにな

つになろうとするなら、どこで会わなければ

ってあのように子を産んで幸福に生きている。

ならないのですか。この位置で会わなければ

やあ、お母さんは子を育てるために自分の命

なりません。この位置しかないのです。この

を捧げてでも保護する。私たちもあのように

点で会わなければなりません。

しなければならない」、このようにすべて見
て学ぶのです。それで、アダムとエバの理想
的発達のための展示的博物館だというのです。

愛の理論を話してみると、それが解けない
理論がありません。知識の中の王の知識です。
愛を探してみると、このすべての被造世界が

真の愛圏の深い境地に入っていくようにな

ペア・システムになっていることを知りまし

れば万物と通じるのです。岩にも通じるので

た。鉱物世界もプラスイオンとマイナスイオ

す。真の愛の世界は、通じないものがないの

ンによって成っているでしょう。ペアです。

です。なぜですか。ペア・システムになって

それは何のための相対ですか。その級に該当

いるのは、神様に属することができる愛と因

する愛を中心として、愛ゆえにそのように生

縁をもって、一つになるための作用をするた

まれるのです。それでこそ繁殖が展開するの

めです。

です。

真の愛は共鳴するようになっています。そ

動物世界もすべて雄と雌、人も男性と女性

のような真の愛圏内に入っていくようになれ

です。それはなぜ生まれたのですか。女性の

ば、神様の内的な世界と外的な世界を感じる

ために愛が生まれたのでもなく、男性のため

ことができるのです。それゆえに、誰が教え

に生まれたのでもありません。「男性と女性

てくれなくても霊界を知ることができ、神様

が愛ゆえに生まれた！」このようにならなけ

が分かって、この地で父母にどのように侍ら

ればなりません。その命題を否定する邪悪な

なければならなくて、また国にいかに仕えな

者たちは、地獄の一族であり、破壊の一族で

ければならないかということなど、すべての

す。

ことを自然に知るようになるのです。愛が行
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ですか、違いますか。同じです。これは進化

四 進化論か創造論か

論的に見るならば、すずめが巣を作るのも発

一) 進化論の根本的な誤り
(1) 種の区分は厳格、第三者の介入を絶対

展しなければならないのではないですか。学

排斥

んでいないのに、どのように何千年、何万年
そのようにするのかというのです。それはど

歴史はいつからですか。進化を始めてから

のようにして知るのですか。つばめはつばめ

ですか、その前からですか。進化とは何です

で違い、すずめはすずめなりに、うぐいすは

か。すずめとほおじろはいとこです。全く同

ぴたっと枝にぶら下げます。それもみな知ら

じです。骨なども全く同じだというのです。

ないでしょう？

色が少し違うだけであって、生殖器と目も全

皆さん。

鳥の世界を知っていますか。

く同じです。だからといって、すずめの子と
ほおじろの子と、雌と雄を取り替えて、愛し

オランウータンの雄と愚かな女性を捕まえ

て子供を産みなさいといって子供を産むこと

て結婚させて、万年祈祷をして精誠を尽した

ができますか。千年、万年すれば子を産むで

からといって人の子が生まれるでしょうか。

しょうか、産まないでしょうか。猿とチンパ

赤ん坊が繁殖すると思いますか。答えてみて

ンジーとで子供を産むことができるか、千年、

ください。猿の子孫、共産党の者たち！ オ

万年試してみなさいというのです。

ランウータンを人間の女性と結婚させて、共
産党世界が祈祷して、あらゆる力を加えたか

すずめとほおじろとは兄弟です。どうです

らといって子が生まれると思いますか、生ま

か。猿と人間に比較すれば一〇〇パーセント

れないと思いますか。分からないなら共産主

理にかなった話です。

義を主張するなというのです。進化論を主張

それでは、すずめとほおじろをペアにすれ
ば新しいものが生まれますか。全く、学者と

するなというのです。明確にして暮らさなけ
ればなりません。

いう人々が考えるには、雄と雌が愛して子を
産んで発展したという論理を否定して、外形

アメーバから猿まで行こうとするなら、数

的形態の構成が同じだから進化したというの

千種の愛の門を通じて上がっていかなければ

ですか。皆さん、生殖器官がどれほど複雑で

なりません。進化論は、数多くの種の愛の門

すか。魚は雌と雄がくっつきません。陸地に

を通過して上がっていかなければならないこ

出てきて変わるのです。

とを省きました。そのように行くことができ
ますか。種を通じなくても思いのままに上が

この太陽系の地球が何億年になったでしょ

っていくことができますか。鳥が昆虫と通じ

うか。何億年も回っているのに寸分の違いが

ることができますか。鳥が動物世界に通じな

ありますか。毎日そのようにぴたっ、ぴたっ

いで上がっていくことができますか。愛の門、

と合います。同じです。また、アメリカのす

愛の関係を通して大きくならなければならな

ずめと韓国のすずめと巣を作るのが同じです

いという事実はすべて抜いてしまって、骨が

か、違いますか。答えてみてください。同じ

同じだからといってそのようなことをいうと
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は話にもなりません。産むほど、より良いも

いというのです。このような原則によれば、

のが出てくることができますか。より悪いも

愛のないアメーバからこの人間世界までは数

のが出てこなければなりません。ここで問題

千段階を経て行かなければならないのに、そ

になるのが何かというと、彼らが愛の関係を

のような愛の門をただ越えていくことはでき

知らなかったということです。

ない、このように思うのです。

種の区分は厳格だというのです。アメーバ

今日、進化論がいうには、アメーバが発展

から猿まで数千種がいるのです。進化論は、

して、進化して人になったといいます。ここ

数千種の段階をすべて無視して、そのままこ

で考えなければならないこととは何ですか。

れを通ろうとするなら、すべてその種の雄、

雄雌が人間にまで到達するためには、数千段

雌の門を通じて何千回も産んで子が出てくる

階の愛の道を通らなければならないというこ

のに、一度にすっと出てきたと考えるので、

とです。それを知らずにいます。種別の限界

「これは間違っている」と言うのです。愛の

は厳格です。ところが、それがそのまま進ん

門を通過しなければならない、ということを

でいって進化するのですか。

否定したのです。数千種の愛の門を、アメー
バがどのようにすべて通過して人になること

皆さんの中で、愛する妻の前に他の男性が

ができるのかというのです。骨が同じだから

来て介入することを喜ぶ人がいますか。動物

同じなのですか。同じような骨はいくらでも

もそうであり、植物も同じです。いないとい

あります。狂った話はやめなさいというので

うのが普通ですか、絶対的ですか。絶対的だ

す。

というそこには、他のものが入ってくる場所
がありません。種においては、そのレベルが

今日、この進化論を考えてみる時、種の起

完全に違うというのです。ところが、アメー

源を話せば、一つの種が生まれるにはそのま

バは雌と雄の愛の門を通じて出てきたのです

ま生まれるのではありません。必ず雄と雌が

が、どのように違う種類を連結させて出てく

いなければなりません。これは、鉱物世界も

ることができたのですか。そのまま上がって

同じです。プラスイオンとマイナスイオンが

いったのですか。必ず愛の門を通らなければ

一つになって、一つの物質を造成するように

なりません。それを無視して進化ですか。西

なっているのです。必す雄と雌の陽陰になっ

洋の人たちは猿のような姿なので、進化論を

ているのです。

主張したのです。そうなのです！ 頭の色も
そうで、毛もすべて狼のように褐色ではない

再創造は、環境の創造、主体と対象の創造、

ですか。

その次には対応的な発展、このようになるの
です。進化論もこのように発展しなければな

愛は絶対的です。二人だけです。第三者の

りません。ただ発展するのではないのです。

介入を願いません。このように思う時に、ア

主体と対象が一つになり、より大きなものに

メーバから人にまでなるとすれば、何千段階

吸収され、必ず愛の門を通らなければならな

の愛の過程を通して連結するのです。存続す
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るのです。愛がなければすべて壊れるでしょ

の力を認めません。その愛の力を通して繁殖

う。一年しか生きることができません。その

が可能なのです。愛の力がなければ、どのよ

ようなものですが、愛というその部分を通し

うなものも繁殖は不可能だというのです。ど

て、これが、連続的な系列的存在が残される

のように、アメーバから猿まで愛の力が正常

のです。その愛の門に第三者が介入して、ま

に通じることができますか。そのようなこと

だらなアメーバを願いますか。猿と人と結婚

は、いかなる場合でもあり得ないのです。

式をして、千年くらい生きれば子供が生まれ
るでしょうか。生まれないでしょうか。千年

アメーバから猿まで進化したとするなら、

ではなく万年たってもできません。話にもな

アメーバから猿までそのまま行くことができ

らないたわ言はやめなさいというのです。

ますか。数多くの異なる種を越えていくため
には、どのようにしなければならないのでし

昆虫の世界もそうです。このようなことが

ょうか。愛の峠を通らなければ越えていく道

原則ならば、進化論は成立しません。相対圏、

がありません。新しい大きな種が出てくるこ

対象の路程を通したアメーバから猿まで、何

とはできないのです。数千、数万の雄と雌の

千、何万回の愛の門を通じた雄雌の関係を無

愛の過程を通してこそ越えていくことができ

視すれば、連結されないというのです。すず

るのです。種の世界において、原則的なプラ

めもそうです。冬のような時は、相対のよう

ス・マイナスの概念が愛を中心として第三者

なのが分からないので、いたずらをしてそれ

の侵犯を容認しないなら、アメーバの世界か

ぞれ他のプラスになっていますが、春になっ

らより高い一段階に越えていくことはできな

て巣を作り、相対圈をつくった時には絶対的

いのです。

です。第三者であるすずめに対しては、雄と
雌が共に絶対的に排斥するのです。雌が来れ

進化は別種が出てくることだといいますが、

ば雄が排斥し、雄が来れば雌が排斥します。

愛の関係を中心としないでは他のものが出て

なぜですか。自分の相対圏を壊し、宇宙法圏

くる道理がないのです。種の区別は厳格です。

の侵略者になるために、それを排斥するよう
進化論は、一度に壊してしまわなければな

になっているのです。

りません。自分勝手に理論をくっつけて進化
植物の花を見れば、自分の種があるのに違

論を議論したのです。人が猿の子供ですか。

ったものを中心として他の種子には変わりま

この者たち！ 人間は、千年、万年天に侍る

せん。変わらないのです。それを見れば種の

ようになっています。猿なら何の猿ですか。

区別が厳格だというのです。それゆえに、ア

猿と人は四十七の種類が進うのです。質的変

メーバから猿に進化したという進化論の論理

化は起こり得ないのです。種の変化はあり得

は、形成することができないというのです。

ません。だからといって、今日でも猿と人が

種の区別が厳格なのに、どのようにして数千

暮らして人が生まれますか。猿が生まれます

種類の種の協助を受ける体制において連結さ

か。生まれません。種の起源というものは絶

せて発展したかというのです。進化論では愛

対的です。
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宇宙は、なぜペア・システムになっている
のでしょうか。自然にできた、あるいは進化

えなければならない愛の伝統的で公式的な基
準だったのです。

論でもいいです。進化論の前に散在している
事実は何ですか。男性と女性の生殖器、繁殖

皆さん！

生殖器官がどれほど複雑ですか。

器官があります。そこに進化があるのですか。

そのような構造的発達形態……。それを言え

進化があるなら、男性と女性の愛する方法が

ば、すずめとほおじろとせきれいは、その形

変わらなければなりません。昔の人と今日の

がぴたっと同じです。では、すずめとせきれ

人とでは、それが発展していなければならな

いとくっつければ何が生まれますか。それは

いというのです。昆虫世界においても、虫が

可能ですか。この者たち、すべて訳が分から

愛する方法が昔と今日とでは変わらなければ

ないのに言っているのでしょう。私が問い詰

なりません。鳥もすべて変わらなければなら

めれば、いくらも語らないうちに返事もでき

ないというのです。そのような内容を中心と

なくて、うんうんうめくのです。この者た

して論ずることができるのです。生命の起源

ち！ 雌、雄！ アメーバからこのように生

である愛の器官を中心として、その本拠地が

まれたとするならば、どのようにしてこのよ

進化的内容によって発展するようになってい

うな雌と雄、凸凹が生じたのですか。なぜそ

るのですか。狂っているというのです。

れを通って授け受けして初めて子供が繁殖す
るようになっているのですか。それは誰が設

愛の世界の種別区分の厳格さは、天宙のい
かなるものも犯すことができないのです。春
になってすずめの雄と雌がカップルとなり、

定しましたか。進化論者がそのようなことを
設定しましたか。
内的な力、生命の起源とは、偉大な宇宙観

これから卵を産もうと巣を作り始める時には、

でも包括できない生命の連合基盤を通して生

第三者としてどのような鳥の種類も、どのよ

成が展開するという内容を知らずにいます。

うな獣の種類も絶対に介入を許諾しないので

猿と人とは四十七箇所が違うそうですね。こ

す。皆さんの中で、結婚初夜に自分が最も愛

の二つが結婚すれば子供を産めますか、産め

する友人をそこに参加させたいと考える男性

ませんか。昔、学生の時に共産党の者たちに

と女性がいますか。進化論は真理ではないと

尋ねてみると、全員答えることができなかっ

いうのです。嫁に行く女性が、母親以上にこ

たのです！ このようなことは、きょうも数

の世で近い人がいないので、「死んでもお母

百種類の話をすることができますが、時間が

さん、生きてもお母さん！ どんなことがあ

ありません。そのようなでたらめではいけな

ってもお母さんと一緒に暮らしたい」と考え

いというのです。

ますが、それでもそのようにはならないとい
うのです。そのような女性でも、夫を迎える

進化が構造的形態の同位性によってできる

初夜には、「お母さん、今夜お願いだから一

のですか。違います。なぜですか。アメーバ

緒にいてください」とは言わないのです。そ

のような場合においても、より高い次元のも

のような女性がいますか。第三者の介入は絶

のになるためには、雄と雌の愛の道を通じる

対に必要ありません。それが本来、人間が迎

ことなくしては不可能だということを知らな
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ければなりません。ほおじろとすずめは、姿

洋の男性とを結婚させておけば人が生まれま

が同じです。しかし、それらが進化すること

すか。とんでもない話です！

ができますか。足も同じで、くちばしも同じ
です。姿が同じです。見ても区分することが

種の区別は厳格なのです。したがって、進

できません。だからといって、ほおじろの雌

化論者たちの話のように、猿が人間の先祖で

とすずめの雄をペアにすれば発展しますか。

はありません。アメーバから人まで出てくる

白人男性とオランウータンの雌を結婚させれ

には、そのまま出てくるのではありません。

ば何が出てきますか。子供が出てきますか、

数万種類の愛の過程を通します。愛の法度は

出てきませんか。進化論者、答えてみなさい

動物世界でも同じです。第三者が介入するこ

というのです！ 生殖器を通らないでは発展

とを絶対容認しないのです。ところが、どの

するものがないということを知らなければな

ように段階的に進化することができるのかと

りません。今晩、帰ってから研究してみてく

いうのです。力の作用においては、入力より

ださい。生殖器がどれほど複雑か知っていま

出力が小さいのです。作用すればマイナスに

すか。すべての構成に必要な神経要素が、す

なるのに、どのように大きいものが出てくる

べて集中しています。

ことができますか。そうではありませんか。
だからといって、大きくなることができる第

今日の世の中の人たちは、人間が進化、発
展したと信じていますが、アメーバに対する

三の力に自分が加入することができる能力を
もった存在でもないのです。

例だけ挙げても、それらも雄一つだけで発展
し始めたのではなく、雄と雌が共に作用して

アメーバのそばに他の者が来て、見つめる

初めて、より発展したものが出てくるのです。

のを喜ぶでしょうか。それゆえに、連結性を

この進化論が大きな問題です。低級なものか

もつことができないという論理を否定できま

らより高い級に発展するためには、雄と雌の

せん。進化という意味を話す前に、雄と雌の

愛の過程を通らなければならないというので

生殖器を除去する時には、進化論が根本的に

す。多くの愛の過程を通って出てこなければ

壊れていくのです。進化する前に雄と雌がい

ならないというのです。そうでなくては発展

たので、進化することができる相対的要因の

があり得ません。皆さん、すずめとほおじろ

運動が展開したのです。

とは似ています。毛色が若干違うだけであっ
て、彼らの骨をおいて見れば完全に同じです。

雄と雌の愛の器官が進化して、そのように

だからといって、すずめとほおじろとペアを

合うようになっているのですか。この進化論

つくっておけば子供が出てきますか。進化論

が問題です。それが連結してアメーバのペア

者、答えてみてください。一度してみなさい

と、それから中間のペアと接触できる道がで

というのです。出てきません。また西洋の

きていますか。横的にだけでなく、すべてに、

人々を見れば、比較的毛がたくさんはえてい

どこでも接することができるかというのです。

るのですが、だからといってゴリラの雌と西

とんでもない話です。雌雄の世界は、既に愛
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という概念を中心として生じたので、進化と

ですから、一人では生きることができません。

は関係ない次元なのです。

それゆえに、心と体は主体・対象関係です。
主体が対象を見分けられなければ因縁がない

愛の世界では、自分の相対以外には第三存

のです。元素世界において、これが相対的に

在を絶対容認しないのが天理原則です。すず

合わなければ、いくら実験室でくっつけよう

めも虫も、すべてそうです。それでは、進化

としてもできません。ペアであれば、きちっ

論を中心として見る時、アメーバから人まで

とくっつきます。置いておくだけでもくっつ

行こうとするなら、その愛の系列が何千段階

きます。

ですか。昆虫だけでも数千種ではないですか。
種の区別は厳格です。かえるに似た鳥がか

植物から動物までも数千種です。
ところが、その数千種がアメーバからその

えるの世界に行って、「あなた、私とペアに

ままさっと人になったと考えているというの

なろう」と言う時、「そうしよう」と言うの

です。とんでもないことです！ 数千段階を

ですか。逃げますか、闘いますか。あり得な

経なければなりません。種の区別は厳格です。

いのです。進化論は、アメーバから猿まで行

アメーバから進化して人になったというので

くときに何を否定したのかといえば、愛の門

すか。でたらめな者たち！

を経ることなくしては新しいものが生まれる
ことができないという事実を否定しています。

すべての存在物は、すべてペア・システム

数千代の愛の門をすべてアメーバが経てきた

になっています。進化論者に、「雄がなぜ生

というのです。そのようなことができますか。

まれましたか」と尋ねれば、何というのです

気が抜けるにしてもほどがあります。それゆ

か。「自然に生まれたのでしょう」と言うの

えに、文総裁の前に共産主義が壊れていくの

ですが、それは狂った者たちです。自然に生

です。事由が先か、存在が先か、このような

まれたのですか。すべての雄、雌は、自分の

問題も気になることは気になるというのです。

系列を存続させるために生まれたのです。他

精神が先ですか、物質が先ですか。皆さんは

の系列ではありません。猿が人になって、蛇

学校で進化論を学んだでしょう？ それは間

がかえるになるのではありません。それは正

違いでした。進化論は間違っているというの

しいですか、正しくありませんか。雄と雌が

です。今から私が革命をするのです。

愛の門を通るという事実を知らずにいる、全
く無知な人々がその人たちです。では、あな

再創造の環境では、プラス・マイナスの対

た方は雄と雌を知っているでしょう。それが

応世界で発展する過程があって、雄と雌の概

そのまま生まれたのですか。

念が進化論よりも先だということを知ること
ができたでしょう？

愛の種の区別は厳格で、

環境には必ず主体と対象がありますが、一

第三者が介入できないのです。進化論によれ

つになって対応的な主体・対象関係をもたな

ば、アメーバから猿まで行こうとすれば数千

ければなりません。環境の主体・対象から対

段階を一度に跳躍しなければならないのです

応的な主体・対象関係に発展していくのです。

が、そのようにすることができる道理はあり

1383 * 千三百八十三

천성경

天聖經
Cheon Seong Gyeong
ません。千万種類の愛の門を通過してこそ、

猿と人は種子が違います。猿が文化的な生

発展的なその種を連結させることができるの

活をしますか。人は、生命が始まった時から

に、一度に跳躍して猿が出てくることができ

宗教が付いて回りました。しかし、猿が「文

るというのですか。絶対不可能です。これだ

化をもって世界を統一しよう」と言いますか。

け知っておいてください。

他の国を占領して自分の国にしたり、国境線
をつくって「お前の国だ、私の国だ」と言い

もし進化論を認めるならば、アメーバから

ますか。そうですか、そうではありませんか。

人まで何千段階を越えていかなければなりま

人とは種類が違うというのです。猿が神様を

せん。段階が同じだといって、そのまま通過

賛美しますか。猿は、ただ食べることを喜び、

できません。ここは、何千種類の愛の門を通

食べて繁殖すればそれで終わりです。人と狼

じて連結しているというのです。愛には、第

では全く違います。進化論を主張する学博士

三者の侵入を許す法がありますか。ありませ

という人々は、猿が人として進化したと意地

ん。嫁に行った初夜に「お母さん、頼むから

を張って詐欺を働いているのです。統一教会

ここで一緒に寝ましょう！」と言う新婦を見

では、彼らの主張が誤っていたことを明らか

ましたか。夫もそうです。「お父さんがいな

にして正さなければなりません。

ければ嫌だ！」と言っていた男性でも、初夜
に「お父さん、ここで一緒に寝ましょう！」

(2) 力の作用法則と進化論の虚構

と言う男性はいないというのです。愛は第三
者の介入を願いません。動物界でも同じであ

今日、進化論を適用しているのですが、ア

り、昆虫世界も同じです。このように思う時、

メーバならアメーバが繁殖していくにおいて、

猿は猿を産むのであって、猿のような種類か

アメーバよりも大きなものが生まれるために

ら人間のようなものが出てくる道理はありま

は、現在のものよりも大きくなるためには、

せん。

他の力が加えられなければならないというの
です。力がプラスされなければならないとい

化学実験室で元素を研究する教授が、「や

うのです。アメーバ自体が、自分で力をプラ

あ！ こいつ、この元素とあの元素と一つに

スさせながら発展することができますか。自

なりなさい」といくら命令してもできません。

分自体がそのような力を加入させることがで

自分の相対圈が成されなければ絶対に一つに

きるのかというのです。そのような能力があ

ならないというのです。作用しません。自分

るのかというのです。

が相対の主体になってこそ一つになるという

もう少し上がっていって、より大きなもの

のです。このようなことが原則なのに、無責

になることができるならば、ここにもっと大

任に進化論をこの宇宙形成に当てはめたので

きな力をプラスしなければなりません。それ

すが、それはでたらめです。ここで私たちは、

では、自分自体で力を創造してプラスさせる

「すべての存在に内的作用の力を起こすこと

ことができる能力はないのに、どこからどの

ができる本然の宇宙力がある」ということを

ように来るのですか。そのような論理が成立

認めていくべきだというのです。

しますか。ミスター金ならばミスター金、ミ
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スター朴ならばミスター朴がいる時、「私は、

主体と対象が作用して現在よりも劣るよう

モハメド・アリのようなものは問題なく握っ

になれば作用しないのであり、より良くなり

て片づける」、そのようなことができますか。

得るお互いの目的を発見すれば作用するのが

そのようにしようとすれば、ここにより大き

原則になっているというのです。この問題を

な力が加えられるか何かすべきで、そうでな

中心として進化論を見れば、進化するところ

ければいくらやっても限界線を越えることは

においても、より良くなり得る目的的なその

あり得ないのです。ミスター朴が「突然変異

何かをもつことができないときには発展でき

によって私の力が大きくなればアリをたたき

ないということを考えることができます。発

のめすことができる」と言ってそのようにな

展するためには、横的により強い力が加重さ

ることができるでしょうか。そのようなこと

れなければなりません。そうでなくては発展

ができますか。

できません。その力は、作用することができ
る目的と対象がなくては絶対にできないので

力の公式的な原則を見れば、人間において

す。

入ってくる力と出ていく力とを同じにするこ
とができますか。力が入ってきてこのように

進化論の矛盾は何ですか。アメーバが進化、

作用したのに、作用しようとして入ってくる

発展するためには力が必要です。どんどんと

力と作用したあとの力とが同じになることが

大きくなっていくためには第三の力が必要で

できますか。ここには消耗が生じます。そう

す。「私は上の段階、高い段階の物に生まれ

ではないですか。運動をすれば消耗が生じる

る！」とするなら、ある何かをそこにプラス

でしょう？ ですから、入ってくる力と同じ

しなければなりません。力が加えられなけれ

にはなり得ないのです。作用したあとには、

ば大きくなることはできないのです。第三の

常に力が小さくなるものです。進化論者たち

力が必要だというのです。アメーバがより大

は、作用したあとに力がもっと大きくなると

きくなっていくことができる力を創造してい

いうのです。そのような公式はありません。

きながら育つことができるのか、生きていく

そのようになれば、この世はひっくり返りま

ことができるのかというのです。そのような

す。それゆえに、第二の力が必要です。

ことはあり得ません。

進化論者たちは、アメーバが順次進化して

進化論では、どのように発展するというの

高等動物である猿になり、その猿が進化して

ですか。進化論は、入力と出力の法則と反対

人になったといいます。ところが、皆さん考

です。世の中にこのような原則がどこにあり

えてみてください。人が人以上の力を発揮し

ますか。進化論は絶対に大きくなることでし

ようとするなら、その力をどこからか補充さ

ょう？ 進化とは小さくなるということです

れなければなりません。力の原則がそうです。

か。進化論では、アメーバが自然発生してど

力が作用するようになれば必ず消耗します。

んどん大きくなって上がっていき、猿に進化

ここに力を補充してあげてこそ、再び作用す

発展して人に進化発展したといいます。進化

るようになるのです。

論によれば、それが大きくなるのですか、小
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さくなるのですか。しかし、力の原則におい

進化論を主張しようとするなら、進化でき

ては、入力と出力が同じ時、絶対に大きくな

るようにする力をどこからか補充することが

ることはできません。小さくなるのです。力

できなければなりません。そうでなければ、

の消耗が起きるというのです。

核の変革形態を自分自体に成し遂げて連合で
きる自制力がないというのです。それゆえに、

力学の世界では、入力・出力圏を中心とし

進化は不可能だという結論です。

て作動すれば、必ずロス（損失）が生じるこ
とになっています。落ちていくようになって

主体と対象があれば、必す目的があって方

います。ところが、進んでいくことができる

向性があります。ところが、進化にどうして

という論理がどこから出てくるのかというの

方向性と目的があり得るのかというのです。

です。「進化」ということ自体が、進んでい

進化論では、このような理論を適用できない

きながら変わるということ自体がプラスする

のです。それゆえに、この目的観、方向性に

という言葉ですが、それがどこでプラスされ

よって共産主義を壊してしまわなければなり

たのかというのです。投入した入力よりも出

ません。このでたらめな理論をもって世界を

力が大きくならなければならないという論理

蹂躙してしまおうとしたのです。アメーバが

をどこから探し出すのですか。作用すればロ

作用すれば、入ってくる力よりも作用が小さ

スが生じるので、入力は出力より大きいので

いはずですが、どのようにして大きくなるの

す。このような立揚では、進化という論理は

かというのです。どのようにして大きいもの

形成されないのです。

が出てくるのですか。アメーバにおいて、入

三点加入をそれ自体が投入できず、それか

力より出力が小さいので、大きいものが出て

ら運動する世界では、入力よりも大きい出力

くることができるようにするためには、第三

を自分自体で発生することはできないのです。

の力が投入されなければなりません。そうで

このようになれば、無限の動力が出てくるの

なくては進化論の根拠が壊れていくのです。

です。その次の問題とは何でしょうか。今日、

アメーバ自身が第三の力を投入できる能力が

進化論を考える人々が、性関係を、プラスと

ありますか。このでたらめな者たち！

マイナス、男性と女性、雄しべと雌しべ、プ
ラスイオンとマイナスイオンが一つになり、

進化論を語る時、進化するアメーバ自体が

その運動を通して出てきたということを忘れ

進化の出発である三点をつくり出せるでしょ

てしまいました。アメーバから人まで来よう

うか。作用しようとするなら、運動しようと

とするならば、何千段階の愛の門を通らなけ

するなら、三点で回っていきながら、回転す

ればなりません。ところが、これがただ自然

ることができる四点基準を経ていかなければ

になったと考えています。突然変異が起きて

なりません。三点から四点を経なければなり

そのようになったと考えますか。でたらめな

ません。円形で授け受けして運動しようとす

者たち！

るなら、三点から四点を経なければなりませ

すべての種の原則は厳格なのです。

第三者の介入を許す存在はありません。

ん。ところが、アメーバ自体が再び自己の位
置に戻ってくることができ、三六〇度に循環
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させることができる力をもつことができるの

分自ら選ぶことはできないのです。その三点

ですか。もてません。

基準は、もう一つ別の力によって形成される

それでは、三点の力は誰が加えたのでしょ

のです。このようにして運動すればするほど、

うか。それは、理論的に、他の違う力が含ま

そこには必ず円形を経て運動したその点数を

れなければならない、という事実を知らなけ

加えて球形運動を経ていくのです。

ればなりません。ですから、進化する時、進
化の方向がどのようになるのですか。その方

進化論を信じる絶滅分子たち、ここに進化

向性を誰が決定するのかというのです。進化

論を信じる者たちがいますか。教授という安

するアメーバ自体は、方向性を備えることは

物がそのようなものをよく信じるでしょう？

できません。それを思うとき、突然変異とい

それがなぜそうなのでしょうか。ペアになら

うものは気違いのたわ言です。それを誰が受

ないものを、いくら力を通してやっても、神

け入れますか。最近では、進化論というもの

様だとしても、和合作用もしないのはもちろ

は、既にごみ箱に入ってすべて腐ってしまっ

ん、一つにもなりません！ なぜですか。こ

たというのです。何というのでしょうか、肥

れが宇宙の法です！ なぜですか。愛の理想

料の山のように考えているのです。

を中心としてつくられ、相対性を分け与えた
ために、宇宙はペア・システムになっていま

今日では、物理学が発達し、すべての原子

す。アメーバから人になりますか。

にも意識があるという二元論を主張していま

直線上では調和がありません。このような

す。この論理は、統一教会の二性性相原理の

ことを理論的に話そうとすれば、時間がたく

み言と同じです。次元は違っても、すべての

さんかかります。直線世界でどのようにして

万物が聞き分けるというのです。そうではな

三点をつくり出すのですか。三点、四点、四

いですか。それでこそ細菌のようなものも生

角形をどのようにつくるのかという問題、こ

きるのです。そうではないですか。細菌のよ

こから調和が成されます。円形はどこから出

うに見えもしない、何千万分の一にしかなら

てくるのですか。直線からは出てきません！

ない大きさで生きている細菌に耳があります

アメーバが三点自体を策定して、それを形成

か、ありませんか。目がありますか、ありま

することのできる自力がありますか。ありま

せんか。鼻がありますか、ありませんか。口

せん！ 運動すれば直線でするのです。

がありますか、ありませんか。そこに生殖器
がありますか、ありませんか。すべて備えて

アメーバを中心として、数千階段が愛の法
ですべて積まれているのに、それがどのよう

いるというのです。

に愛の門、男性と女性の愛の門をすべて越え
神様もこの世界を創造される時、三点から

ていくことができますか。できません。進化

始めました。このように思う時、進化論とい

論の問題とは何かといえば、第三はどこから

うもの、「進化」という言葉を私たちが認め

来たのかということです。愛の峠を越えての

ることはできません。アメーバが作用するな

み種の繁殖が可能なのに、その門を通ってい

らば、作用するところにおいて三点基準を自

ったのか、そのまま越えていって猿になった
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のかというのです。その次には、進化論とい

宇宙の創造から見るとき、直線世界でどの

うものが、雌と雄、このすべての鉱物におい

ようにして三点の基準を立てるようになった

て、元素世界においてもプラス・マイナスが

のかと考えてみるならば、進化論の観点で宇

あるのですが、プラス・マイナスの相対的概

宙が始まったという結論を下すことはできな

念より先にあったのかという時、それはあと

いということを知ることができます。三点を

だったというのが事実です。それでは、この

中心として始まったというのです。三つの点

宇宙の主体・対象関係を認めざるを得ないと

があるというのは、必ず相対を中心として見

いうのです。これは、自分の正道以上に越え

るとき、それを連結させてあげる核があると

ていくことができないということです。

いうことを意味するのです。

直線上には調和が成されません。直線は何

進化論は、既に過ぎた廃論です。方向性が

かというと、二点を連結したものです。創造

ありません。このようなことを中心として見

されるためには、三点四点、スペースが必要

るとき、方向性が設定されたということは、

です。この三点を誰がつくっておいたのです

プラスとマイナスの二つに、相対圏にすべて

か。直線自体が知ることができるのかという

共同的な利益をもたらすことのできる道が決

のです。答えてみてください。上の三点に下

定したのです。中道であると同時に正道の道

の三点を誰がもってきて置いたのかというの

を行くのです。二つとも喜ぶことができる道

です。それとともに、宇宙のすべての発展を

を行くのです。進化論者たちは、入力と出力

するのです。その話は、運動というものは主

の関係に対する論拠に解答できませんでした。

体と対象がなければならないということです。

しかも、方向性を提示できませんでした。第

それゆえに、主体・対象がなくてはなりませ

三の力を加えて、より大きいものを引き込む

ん。また、それからもう一つは何ですか。力

ことができる内容的力を、アメーバ自体が介

学の世界では入力が出力より大きいのです。

在させる自主力をもったのかというとき、も

それでは、アメーバが運動するところにおい

っていないのです。話もするなというのです。

て出力が大きいという論理がどこにあります

その方向性は愛の方向性です。

か。上がっていくのではなく、落ちていかな
ければなりません。そのような意味で、進化
論はすべて整理しなければなりません。

進化論を結論づけて越えていこうとするな
ら、進化することができるためには、アメー
バが大きくなれる第三の力を自分で創造しま

直線上には調和がありません。三点からす

すか、補給されますか。アメーバが進化して

べての球形世界の調和基準が展開するのです。

大きくなるためには、現在の状態から大きく

進化論には、三点を提示することのできる能

なろうとすれば第三の力が加えられなければ

力がありません。それゆえに、創造を無視す

なりませんが、自分が創造しながら大きくな

ることはできない伝統的な内容があることを

りますか、他人の力を受けて大きくなります

知らなければなりません。直線上の点にはそ

か。創造することができなければ、力を受け

のようなものはないのです。

たという論理を否定することはできません。
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また、そして、無条件に骨が同じだからとい

動機が最初であり、原因が最初であり、そ

って進化するのですか。そのような狂った者

の次が方向です。それでは、なぜ方向が出て

たちは、いてはいけないというのです。精神

きたのかというのです。存在それ自体が、

病者です。

「私はこのように行くべきだ」ということを

アメーバから猿まで行くときには、数千種

意識していきますか。目はなぜ開かれるので

の階級があるということを知らなければなり

すか。目を開ければ、開けるや否や中を見つ

ません。種の区別があるということです。そ

めますか、外を見通しますか。なぜそのよう

れは何かというと、すべての種は、男性と女

に見なければならないのかというのです。そ

性、雄と雌の愛の門を通じてのみ出てくるよ

のような方向性がどこから出てくるのですか。

うになっているというのです。ところが、数

どのようにしてそのようになるのかというの

千種の愛の門を通過するということを忘れて

です。存在するものは、方向に従っていくた

しまって、骨が同じだ、似ているといって進

めに存在するということを私たちは知ること

化したということができますか。その数千の

ができます。

門の、階級の愛の峠をすべて越えていって発
私たちは、目一つにしても答えることがで

展したのかという話です。

きないのです。今日の弁証法や進化論をもっ
生まれる時に、目を閉じて生まれますか、

てこのことを話すことはできないというので

目を開いて生まれますか。では、私がいつ目

す。皆さんは、今後共産主義者と闘わなけれ

を開けると思って開けましたか、自然に開け

ばなりません。今から進化論と弁証法を壊さ

ましたか。また、お母さんのおっぱいを飲む

なければなりません。進化論さえ壊してしま

という教育を受けましたか、受けませんでし

えば弁証法は壊れるというのです。今の闘い

たか。ところが、どのようにしてそのように

は何ですか。意識が先か、物質が先かという

なりましたか。そこには見えない磁石のひも

問題です。共産世界は「物質が第一である、

があります。作用するすべてのものに、原則

物質が最初である」と言い、民主世界では

的な道があるというのです。このように思う

「意識が先だ」と言います。目がどのように

とき、すべての作用というものは、偶然に展

生まれたのかという時、目がただ生まれたい

開するのではないということを私たちはここ

と思って生まれた、と考える者は狂った者で

で知らなければなりません。今日、進化論者

す。鼻はじっとしているのに、なぜ目は動く

たちは、「宇宙が発展した、自然発生だ」と

のですか。「なぜ目が動くのですか」と言う

このように言うのです。ところが、どのよう

時に、「動きたいから動く」と言うのが進化

に自然発生するのかというのです。どのよう

論式であり、弁証法式です。

にしてそのまま自然発生することができるの

目の目的は見ることです。見ることに目的

かというのです。原因もなく、動機もなく、

があるので動くのです。目的を達成するため

過程もなく、結果もなく発生することができ

に動くのです。鼻はほこりがくっついてもじ

るのかというのです。

っとしているのに、目はなぜこのように絶え
ずぱちぱち瞬きするのかというのです。なぜ
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ですか。なぜそうなのかというと、水分が蒸

進化論が先ですか、雄雌の概念が先ですか。

発して乾くので、水蒸気をまいてあげるため

どちらが先ですか。実在が先ですか、愛に対

にそのようにするのです。まゆ毛はなぜ生え

するコンセプトが先ですか。これは深刻な問

ているのですか。ほこりを防ぐために生えて

題です。共産党を押し倒すためには、進化論

います。「なぜそのようになっているのか」

を克服することができる論理をはっきりと知

と言う時、「そのようになってみたいと思う

らなければなりません。アメーバが現象世界

からそのようになるのだ」と言うのが進化論

以前にいたでしょうか、その以後にいたでし

式であり、弁証法式なのです。それは、その

ょうか。アメーバから人間までの発展の連結

ように簡単ではありません。それが「ただそ

体制を成すにおいては、どのようになってい

のようになった」と言う者がいれば、「この

るのですか。愛によって実体が発展するとい

者たち、狂った者め！ たわ言を言うな！」

う概念は無視して、そのまま進化によってア

と、このように言うのです。

メーバから人になったという、そのようなば
かな論理が世の中のどこにありますか。

(3) 愛の論理から見るとき、進化論は間違
中世時代から今まで、歴史を経てきたキリ

っている

スト教文化圏が最も混乱したものとは何かと
進化論を解決しなければなりません。進化

いうと、人本主義思想です。人本主義思想を

論が問題です。進化論のコンセプトと実在は、

中心として出てきたチャールズ・ダーウィン

共産主義が問題とするのです。見えないもの

の進化論が、キリスト教を滅ぼすことにおい

が貴いのです。神様が見えますか。良心が見

て、首を締めてつるし上げるのに主導的な役

えますか。愛が見えますか。人間に最も貴い

割をしたのです。「神様はいない」と言った

のはこの三つです。見えない三つの貴重なも

のです。環境圏内において、主体と対象にな

のが神様、良心、愛です。良心があることは

るのが雄と雌の相対概念です。雄と雌、人で

みな知っているでしょう？ 「良心はない」

いえば男性と女性のコンセプトですが、この

と言う人がいますか。「愛はない」と言う人

コンセプトが先でしょうか、進化論が先でし

がいますか。しかし、目には見えません。見

ょうか。環境には主体と対象があるのですが、

えないのでどのようにするのですか。どこに

そこには進化がありません。環境の中には必

でも入っていくことができて、どこにも一つ

ず主体と対象があります。鉱物世界でも電子

になることができるのです。見えたら入って

が陽子を中心として回っているのです。分子

いくことができますか。見えないので細胞の

なら、プラスイオンとマイナスイオンが一つ

中にも入っていくことができるのです。通じ

になって運動しているのですが、それらが進

ない所がないということです。それは論理の

化論よりも先にあったでしょうか、あとにあ

根源を探すことができます。愛だけは誰も制

ったでしょうか。先です。先にあったという

止できないのです。真の愛は、宇宙が制止で

のです。

きず、妨げることができないのです。
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進化論が先ですか、宇宙の雄、雌の概念が

進化論では、アメーバから人まで発展した

先ですか。主体と対象が先ですか。鉱物世界

と見ます。発展がどれほど複雑ですか。一段

にもプラスイオンとマイナスイオンがあり、

階より高い生物がそのまま環境に適応して発

主体と対象によってすべてペア・システムに

展してくるのではありません。一段階高い存

なっているでしょう？ 植物世界もそうでし

在の位置に上がっていくためには、必ず雄と

ょう？ 雌しべと雄しべがあり、主体と対象

雌、プラスとマイナスの愛の過程を通してこ

の相対的関係です。動物世界はどうですか。

そ成されるのです。ところが、進化論では、

雄と雌になっています。宇宙の天理です。不

このような問題を無視しているというのです。

変の天理です。これを人間の力、ある自為的

雄から雄に行って再び雌に行き、また雌に行

な力をもって種別に対する雄、雌を変更させ

って、このように生きることができるのかと

ることができるものは、この地上に永遠に誰

いうのです。その方向性を見れば、必ず愛の

もいません。いれば大変なことになるのです。

門を通じて次元の高い存在になるのです。と

進化論を片づけてしまいなさいというので

ころが、進化論者たちはそれを知らずにいる

す。進化論がある前に、そのような雄、雌の

というのです。進化するためには愛の門を通

思想があったということを知らなければなり

過しなければなりません。

ません。宇宙の神秘な秘密の中に隠された秘
密、そのような秘密であり、今まで人間が知

進化して男性と女性になったという言葉が

らずにいたのが雄、雌の概念であり、この概

問題です。愛という観念が進化する前にあっ

念が宇宙を形成したという、主体・対象関係

たのでしょうか、進化したあとに生じたので

で宇宙を形成したということを知らなければ

しょうか。どうですか。前ですか、あとです

なりません。進化論が先ですか、雄、雌の概

か。前です。今では、細菌までも夫婦がある

念が先ですか。雄、雌の概念です。イエス様

というでしょう？ アメーバではなく細菌で

がこの地に来て雄、雌の概念を革命しようと

す。何十万倍、何百万倍に拡大して見ること

言いましたか、言いませんでしたか。

ができる細菌の世界にも夫婦というものがあ
るというのです。その細菌は、アメーバがい

進化論を中心として見るとき、どのように

る前にいたのでしょうか。どうですか。おも

進化したのですか。自分だけがいて、アメー

しろいでしょう？ 万物がペア・システム、

バだけで進化したというのはでたらめです。

相対になっているということ自体は、愛を中

あなたがなければ発展がないというのですか。

心として成されたものです。このことを考え

自分だけがいれば発展するのですか。あなた

てみれば、愛の感性とは進化する前からあっ

と私とで喜ぶことができるその内容を中心と

たという話になります。それならば、アメー

して発展するのです。発展は、あなたと私の

バから人間まで進化するのに、何億段階の雄

間の相関関係において、理想的な授受をする

雌交流の等級をどのようにして越えることが

ことによってより次元の高い発展が展開され

できるのですか。これは、既に理論に合わな

るのです。

いのです。そのような理論は、今ではもう古
くなりました。進化論は大変なことをしでか
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しているのです。これは、歴史上「神様はい

ればなりません。雄、雌はなぜ生じましたか。

ない！」といって神様を否定する共産主義が

愛ゆえにです。愛、これが公式です。

発展した基台になったのです。
すべての存在物は、すべてペア・システム
宇宙は、どの方向に向かっていますか。そ

になっているというのです。進化論者に「雄

の方向性をつかむことができなければ目的観

がなぜ生まれましたか」と尋ねれば、何と言

が出てこないのです。共産主義者たちは、進

うのですか。「自然に生まれたのでしょう」

化論を語るので目的観がありません。しかし、

と、また「雌がなぜ生まれましたか」と言え

すべての存在物は、既に主体と対象になって

ば、「自然に生まれたのでしょう」と言うの

いれば、必ず愛というものを中心として作用

ですが、それは狂った人です。自然に生まれ

します。ですから、それを連結させていく道

たのですか。すべての雄、雌は、自分の系列

が愛の道です。愛の道を訪ねていくのです。

を存続させるために生まれたのです。他の系
列ではありません。猿が人になって、蛇がか

今日、進化論もこのような原則で発展する

えるになるのではありません。それは正しい

ものとして説明しなければなりません。二つ

ですか、正しくありませんか。雄、雌が愛の

の心が合って、お互いにより大きな目的によ

門を通るという事実を知らずにいる、全く無

って刺激を受けなければなりません。刺激を

知な人々がその人々です。そうです、あなた

起こし、その目的を中心として二つが追求し

方は雄、雌を知っているでしょう？ それが

てこそ、より高い所に行くことができるとい

ただ生まれたのですか。

うのです。ですから、必ず主体と対象がなけ
ればなりません。その二つの間に起きる刺激
とは何かといえば、愛だというのです。

主体と対象の相対圏は宇宙が保護します。
このような理知で進化論を見れば、どのよう
になりますか。アメーバからそのまま行くこ

進化論に愛の論理がありますか。なぜ凹凸

とはできません。必ずプラスとマイナスが一

が生まれたのかという理論的な根拠を語って

つにならなければなりません。この一つにな

いるのかというのです。それでは、進化論が

ったものは、また一つの大きなプラスになる

先ですか、雄、雌の概念が先ですか。どちら

かマイナスになるのです。このようになり、

ですか。雄、雌が先です。雄、雌が先ですか、

ある存在は上に上がっていって、ある存在は

愛の概念が先ですか。どちらですか。愛ゆえ

下に下りていくのです。このようにしてその

に雄、雌が生まれたのです。

全体的な一つの主体的性格の基準の前に、自
分に合う相対的主体性に該当するプラス的対

宇宙の根本がどこから始まったのですか。

象存在ならばプラスに行ってくっつき、その

進化論ではありません。それを知らなければ

大きい主体に対してマイナス的対象存在なら

なりません。進化よりも先に、創造の概念が

ばマイナスに行ってくっついて、もう一つの

ある前に雄と雌がいたということを知らなけ

大きなプラスになるかマイナスになるかして、
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より大きな世界に向かって発展していくとい

一つ知らなければならないことは何ですか。
進化論よりも愛というものを中心として雄、

うのです。

雌が先にあったのでしょう？ この進化論が
進化論をどのように撃破しますか。学者を

問題です。進化して雄、雌が生じましたか、

中心としてその進化論が問題です。進化する

進化する前に雄、雌が生じましたか。愛とい

前、猿の雄、雌も進化してそのようになりま

う内容を中心として実体が生まれたのです。

したか。どうですか。雄、雌は進化してでき

愛ゆえに生まれました。男性と女性、雄と雌

ましたか。すべてのものが、鉱物世界はプラ

が一つになるのは愛のためです。進化という

スイオンとマイナスイオンであり、植物世界

ものはあり得ないというのです。進化する前

は雄しべと雌しべであり、あの昆虫世界の小

に愛のコンセプトがあって実体が生まれたの

さな虫もすべて雄、雌ですが、この雄、雌は、

で、進化という言葉は、男性と女性、雄と雌

進化して生まれたのですか。

にはふさわしくないというのです。愛ゆえに

進化論者に雄、雌が生まれた起源とは何か

生まれました。

と尋ねてみてください。それを何だと答えま
すか。繁殖するためであり、愛するためだと

進化論を主張する前に雄、雌、愛の概念が
最初にありました。それは、進化論以前にあ

いうことを否定できません。

りました。男性と女性は、愛ゆえに結婚して
進化は、どこから始まったのですか。これ

一つにならなければなりません。一つになる

が問題です。今日の若い知性人たちは、この

のは何のためですか。それは愛の目的を得る

問題に引っ掛かり、このわなから抜け出すこ

ためなのです。ここには進化論の内容も何も

とができずに、すべて地獄に行っているので

ないのです。

す。進化はどこから始まったのかといえば、

創造の公式的な一致観を認めることはでき

アメーバから始まったというのです。進化な

ますが、進化して雄自身がどのようにして雌

のか、神様が創造した調和なのか、この二大

になるのかという観念、また雌自体が、女性

論理が文総裁によってきれいに整理されます。

である私が男性になるという観念をどのよう

進化論は、神様を否定する共産党の無神論が

にもつのかというのです。そのようにはなら

作り出したものです。進化論は、科学世界に

ないというのです。自分自体ではなりません

途方もない被害をもたらした怪物です。それ

が、そのようになった結果論から見れば、そ

は処断しなければなりません。進化がアメー

の動機は愛という観念であるということを否

バから始まったとするなら、それより何十万

定できません。雄、雌を考える時、進化論は

倍、何百万倍も小さなそのような世界を顕微

絶対に成立しません。結局、雄、雌は何のた

鏡で見ることができますが、そこにいる菌の

めに生まれたのでしょうか。愛ゆえに生まれ

雄、雌は、アメーバがいる前にいたのでしょ

たというのです。

うか、あとにいたのでしょうか。
宇宙には進化という観念がなかったという
のです。増加するという観念は、本来愛を中
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心にして始まったのです。愛の観念から進展

二) 進化論は既に時代後れの思想

の編成を展開させるのが神様の創造理想です。
進化論に先立つ愛の観念を考えてみても、そ

今、世界の主流思想から見るとき、概念と

こに連結する雄、雌の内容をどのように進化

実在が哲学世界の二大主流になり、有神論と

論によって理解させることができますか。愛

唯物論、左翼と右翼の闘争によって世界に及

の感情は進化する前からありました。それは

ぼしたその被害は莫大なものです。左翼思想

自分とは関係ないのです。男性と女性が生ま

というものは、進化論によって世界的に覇権

れる前から、存在前からあったのです。した

をもつようになりました。男性と女性という

がって、観念が先だというのです。愛の本宮

概念が先ですか、愛が先ですか。男性と女性

とは何ですか。本宮が何か分かりますか。

がいる前に、愛という概念が先にありました。
愛が先にあったので、男性と女性もそこに準

進化論という言葉が出てきたので、一言話

備してその愛の概念に一致するようになって

して次に行きましょう。鉱物世界にプラス・

いるというのです。それゆえに、概念と実在

マイナスの概念があります。動物世界にも雄

は分かれるものではありません。このように、

と雌がいて、植物世界は雄しべと雌しべがあ

概念と実在が愛によって一つになることがで

ります。すべて雌雄関係です。それから人間

きる、ということを共産主義は分かりません

世界は男性と女性です。

でした。

ところが、男性と女性がいたずらに生まれ
たのですか。それは、何のために生まれたの

今まで世の中の学者において進化論が先か、

でしょうか。これは、すべて主体・対象関係

神様の創造が先かということが問題でした。

です。授け受けするために、運動するためだ

愛の概念がある前に、先に進化の概念があり

というのです。それ自体の愛を中心としてこ

ましたか。どちらが先ですか。進化論が先で

のようになったのです。

はなく、この愛の概念が先にあったあとにそ
れがあったというのです。ペア・システムの

進化論がキリスト教を破壊させるのに、ど

宇宙が先に生じて、その中で形体的な構造が

れほど貢献したか分かりません。しかし、今、

合うものが進化論形態として合うだけであっ

進化論を私の手で握りつぶすことのできる時

て、それで根本がそのようになったのではな

代が来たというのです。進化論を信じますか、

いということを知らなければなりません。

信じませんか。文総裁の話を信じますか、進

すべての鳥の種類は、形態がすべて同じで

化論を信じますか。今、整理して越えていか

す。しかし、種の区別は違います。すずめと

なければなりません。これはうそだというの

ほおしろが夫婦になって子を産むことができ

です。愛の力は何千万代を経るのに、アメー

ますか。それはできないというのです。アメ

バがそのまま何千段階の愛の門を通って人に

ーバから人までは何千段階の種の区別がある

なることができますか。アメーバ自体がその

のですが、これを無視して一度にさっと人が

ような能力、飛翔天することができるそのよ

出てくることができますか。とんでもありま

うな資質をもつことができますか。

せん。種の区分は絶対的です。
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共産主義も「神様がいる」と言って帰るこ

ですか。自分が決定するのですか。発展する

とができる、そのような思想的概念をどこで

その物質が決定することができますか。また

取り戻すのかというのです。絶対的に唯物論

問題は、それ自体が理想圏と関係を結ぶこと

を、絶対的に進化論を否定することができる

ができる力をどのように育てることができる

ように確定しなければならず、心と体が一つ

か、もっと抱くことができるか、プラスさせ

になることができるように確定しなければな

ることができるかということが問題です。

らず、理想的出発を自分から始めなければな

それは神様によって可能なのです。そのよ

らないという、このような基準をどのように

うな問題は、科学も解明することができませ

してつくるのか、統一するのかという問題が

ん。それゆえに、物質にもやはり人の欲望の

世界史的問題です。

ようなものがあるのですが、その欲望的方向

共産ブロックが進化論を主張して、創造論

は神様と一つになることです。それが目的で

は宗教圏が主張して、この二つが闘いました。

す。同じです。ここにおいて宇宙のすべての

それで、世界的ブロックが主張したことが、

元素の総合的代表、この物質世界の代表が人

すべて失敗しました。ですから、どこからこ

間だというのです。

れが出発しなければならないのかといえば、
世界的基準ではないのです。個人に入ってい

思考の根拠地はどこですか。ある人は頭に

かなければなりません。個人で誤ってこのよ

あるといい、ある人は胸にあるといいます。

うな結果になったのですから、個人から唯心、

それでは、自分が胸にいるのですか、頭にい

唯物を中心として判定しなければなりません。

るのですか。それだけではないのです。この

進化論を取り除いてしまい、絶対的神様を

ように見ると、自分が存在するのは結果的な

中心とした創造論を中心として、絶対的神様

ことなので、どのようにして生まれたのでし

を中心とした絶対価値の核を立てなくては、

ょうか。すなわち、起源がどのようになって

世の中が行ったり来たりするというのです。

いるのでしょうか。これが問題です。自分は
どこから始まったのですか。

今日、進化論や唯物弁証法、認識論、唯心

一般的に人々は、人間が動物界から進化し

論、唯物論等によって、世界の思想界は矛盾

たと考えます。それは、仕方なく作った方便

と混乱に陥ってしまったので、絶対真理を樹

的な理論です。論理的に連結させるために仕

立してこそ絶対的価値世界の形成が可能なの

方なく方便的にくっつけたものであって、本

です。絶対価値的存在は、永遠、不変、唯一

当に進化したかということは知ることができ

の存在です。それでは、宇宙の中で永遠、不

ないというのです。私たちの精神的底辺がア

変、絶対の原理が何かというと、原因と結果、

メーバから始まったのですか。精神的先祖が

主体と対象の関係だという結論になります。

アメーバなのかというのです。進化論では、
アメーバから出発してすべて発展したという

今日、進化論が事実か、調和の創造が事実

のです。

か、ということが大きな問題になっているの
です。その進化論の方向性は誰が決定するの
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今日の哲学思想、その哲学思想とは何かと

に作用が先だという事実を知らずにいます。

いうのです。これは、すべて一番下から探求

作用があるがゆえに主体と対象があるという

していくのです。ところが、これが、「どの

事実を知らないので、混乱が生じるのです。

ようになっているか」と理論的な追求をして

主体・対象の概念によって事物を判断すると

きましたが、「人間とは何か。真の人間とは

きには、進化論が根本的に壊れていくのです。

何か」ということに対してまだ結論が出てい
ません。すべての学者、すべての有名な哲学

最近、進化論のようなものは、アメリカの

者が人間の問題を中心として考えましたが、

大きな大学では講義しない所が多くなったと

この結論がまだ出ていないのです。「人間と

いいます。それは当然のことです。「自然に

は何か。人間の起源とは何か」ということに

できた！」と言いますが、皆さんが自然にで

対して、進化論や創造説による様々な学説を

きたと考えれば、それはどれほどむなしいで

通しても、まだ解決されていないというので

しょうか！ 「自然にできるのですか。自然

す。「こうだ」と言える決定が出ていないと

も主体的な自然がありますか」と言えば、

いうのです。

「それは私には分かりません」と言います。
このような話がどこにありますか。どのよ

すべての経典を見れば、孔子もあいまいで

うにして主体的な自然があるのですか。「そ

す。人格的神を知らなかったのです。お父様

れはそのようになっている。生理作用がその

を知らなかったのです。生まれた私たち人間

ように、発展現象はそうなるようになってい

の根本であるお父様がいるはずですが、お父

る」と言うというのです。「そのようにです

様を知らなかったのです。また仏教も万象帰

か？ なぜそのようになるのですか」と言え

一の法を論じますが、人格的神を知らないの

ば、「それは誰も分かりません。それはその

です。

ようになったのでそうなのです」と言うので

もしも誤れば、唯物論に陥りやすいのです。

す。そのような論法は、あり得ないのです。

進化論に陥りやすいのです。進化論的見地の

原因がない結果は、あり得ません。因果法則

発展的信仰基準に立つために、これは唯物論

を否定する科学論理というものは、あり得な

に接近しやすいのです。

いのです。

フランス革命以後、人本主義思想を中心と

今、進化論は、流れていった一つの歴史的

して啓蒙思想を経て、今の共産主義まで出て

遺物になっていますが、進化して発展すると

くるその過程において、このチャールズ・ダ

いうでしょう？ 進化すれば、なぜ逆にはな

ーウィンの進化論を中心として共産主義が一

らなかったのですか。逆さまになることもあ

つにつづられ、今までキリスト教を完全に破

り得るのではないかというのです。東にも行

壊のくぼみに陥れたのです。

くことができて、西にも行くことができて。
進化することができる方向を誰が定めてあげ

今日の科学者たちは、「この宇宙は力でで

たのですか。自分で育ちながら方向を定める

きている」と言います。しかし、力がある前

のですか。アメーバから発展して人になる時
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まで、数多くの高次元の段階を経ていくのに、

の教理は、愛の門を通るという論理、またこ

その方向を、高次元に向かって発展すること

こには第三者の介入が不可能だという天理を

ができる方向を誰が定めてあげたのかという

考える時、進化論はあり得ないという結論が

のです。なぜそのように高次元に向かうのか

出てくるのです。

というのです。
第二章 人間創造と愛の理想の完成
各宗教の経典の欠点とは何かといえば、創
造説がないというのです。神様が創造された

一、愛の絶対価値
一) 人間の男性と女性

プログラムがないというのです。それで、あ
らゆる論理を中心として論告を書くのです。

宇宙の根本を考える時、何を考えて造った

創造説がないので、創造の方向と創造目的を

のかといえば、男性と女性の概念を通じて、

知らないのです。これだから世の中が自分勝

それに合うように相対的理想として造ったと

手になり、進化論だ、何論だというものを掲

いうのです。今まで、これが分かりませんで

げてきて自分の思いどおりにやってしまい、

した。

自分の思いどおりに行動してきたというので
宇宙の根本とは何かというのです。人間だ

す。
ですから、創造説がどうだということをは

とすれば、男性と女性がいます。その人間は

っきり知らなければなりません。その次には、

なぜ生まれたのかというのです。人間はなぜ

方向性と目的性があって、これがこうなので

生まれましたか。これが問題です。宇宙の最

すが、なぜこのような悪なる世界になってい

も根本になる中心とは何かという問題、宇宙

るのかという、その理由を糾明しなければな

の最も貴いものは何かという問題を、私たち

りません。

は扱わなければならないというのです。

その原因を糾明し、聖書とか歴史的な過程
において、人類歴史の中で滅びた国がなぜ滅

宇宙の根本を探し求めていくと、主体と対

びたのかという、そのすべての起源を解決し

象の概念が生まれてきます。ここにいる小柄

ていかなければなりません。一般常識的な立

な女性たちも、力をもっているでしょう？

場で、誰でも妥当性があると公認することが

では、この小さい女性の力が願うものは、小

できる論理的体制を整えた歴史観がなければ

さい男性の弱い力ですか、大きい男性の強い

ならないというのです。

力ですか。男性も同じです。男性も小さい男
性ならば、大きい女性の力を願うのです。そ

絶対的な愛の前には、第三の相対者を絶対

れは、なぜそうなっているのでしょうか。バ

に付与しません。このような論理が本物なら

ランスをとるためです。バランスが問題です。

ば進化論はあり得ないのです。アメーバも、

水平、または垂直にならなければならないの

それだけでは発展できません。陽性、陰性の

です。それゆえに、相対的理想というものが

内容を通して、愛の門を通じて新しい次元を

そこから出てきます。そこから、相対的理想

経ていかなければなりません。すべての宗教

が出てくるというのです。
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人間の中には何がいますか。男性と女性が

が問題です。女性は、女性に生まれたことを

います。それでは、男性と女性とは何ですか。

嘆いたことがあるでしょう？ なぜ女性に生

種の中の種、焦点は、男性と女性を中心とし

まれたのかというのです。簡単です。

て、誰が焦点となるのかということが問題で

哲学の最も根本となるこのことを知らなか

す。この男性と女性も、プラス・マイナスで

ったので、そのように思うのですが、簡単な

できているというのです。

のです。男性のために生まれたのです。簡単

必ず、プラス・マイナスがあるというので

です。宇宙の真理です。

す。何かの種を見ても、二つのかけらがぴた
っと一つにかぶせられています。一つの殻の

根本問題において、この宇宙は、ペア・シ

中に、二つが入っています。これは宇宙の根

ステムでできていますが、それは共鳴するた

本を表しているのです。宇宙の根本が、すべ

めです。何を中心として共鳴が起きるのかと

てこのようになっているというのです。

いえば、愛というものを中心として起きるの
です。それゆえに、神様が創造される時、男

宇宙の根本は、どのようになっていますか。

性と女性を先に考えて愛を立てられたでしょ

原因なくして生まれたものはありません。必

うか、それとも、愛を中心として男性と女性

ず原因があって、初めて結果が現れます。こ

を立てられたでしょうか。どちらが先でしょ

のように見るとき、男性と女性が生まれた原

うか。

因とは何かというのです。女性が生まれたの

「男性と女性がこうなっているから愛がこ

は男性を捕まえて食べるためですか。男性が

うなるべきだ」と思われたでしょうか、「愛

生まれたのは女性を捕まえて食べるためです

がこうなっているから男性と女性がこうなる

か。愛のためです。愛のために生まれたとす

べきだ」と思われたでしょうか。ですから、

れば、女性も愛のために生まれ、男性も愛の

見えないものが貴いのです。

ために生まれたというのです。愛が原因なの
人はなぜ生まれたのでしょうか。生まれる

です。

ときに、自分のために生まれた人はいないと
女性はなぜ生まれたのでしょうか。愛のた

いうのです。人がこのように生まれたとすれ

めに生まれたのですが、男性のために生まれ

ば、生きるのも自分のために生きる人は、生

たというのです。男性のために生まれました。

まれてきた本来の根本原則に背くのです。そ

男性はなぜ生まれたのですか。女性のためで

のような人は、脱線者であり、落伍者であり、

す。宇宙の根本は簡単です。それが天理であ

堕落者であり、破壊者だというのです。学校

り、真理です。これを変えることができる他

でこのようなことを習いましたか。「自分の

のものはありません。この簡単な真理が今ま

ために生まれた」と言う人は、この宇宙が要

で分からなかったのです。

求しないのです。

女性は、生まれてどこへ行きますか。いっ

女性のものは、女性のためのものではあり

たい女性がなぜ生まれたのでしょうか。これ

ません。男性のためです。そうではないと否
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定できる人がいますか。それゆえに、何もも

本を打つことと同じです。神様を打つことで

っているものがありません。「な（名）」し

あり、神様の体を否定することです。それを

かない「おんな（御名＝女）」だからといっ

知らなければなりません。

て、それが恥ずかしいことではないというの

それゆえに、すべての真の愛が安着し得る

です。どこでも調和が可能です。おばあさん

ところは、男性だけではなく、女性だけでは

とも、お母さんとも、おじいさんとも、親戚

なく、二人が、男性と女性が一つになるとこ

のおばさん、おじさんとも調和することがで

ろにあるということを知らなければなりませ

きます。女性という中心性を大きくしないの

ん。このような観点から、夫婦を中心として

で、その相対圏の幅がどんどん広くなるので

自分の家庭を中心に、「宇宙は、私に似てい

す。これは、宇宙の創造原則に根本をおいた

る」というのです。

公式的な基盤に連結されるものなので、それ
男性と女性が、全く同じでもよいでしょう

は確定されていくのです。

か。男性と女性は違うのです。根本的に違い
種が一度一つになれば、その二つが一つと

ます。男性が東側ならば女性は西側であり、

なった種は、その二つ自体に他の種がありま

男性が南側ならば女性は北側です。女性が

せん。それを壊すことは、宇宙を根本的に破

「なぜ男性は、私と同じではないのか」と言

綻させる立場、再創造過程をすべて破綻させ

ってはいけません。女性が弱ければ男性が強

る立場に立つのです。それはサタンです。そ

くなければならず、女性がおとなしければ男

れゆえに、自分の妻は自分の妹です。そして、

性は大胆でなければなりません。また、男性

神様の子女として見れば双子です。生まれた

は肩を振って進み、女性はおしりを振って進

のは、男性のために生まれて、女性のために

まなければなりません。このように違います。

生まれたのです。女性は、女性のために生ま

肩を振ることは、すべてを揺さぶることです。

れたのではありません。女性は男性のために、

それが宇宙のトーン（tone）です。宇宙に拍

男性は女性のために生まれたのです。ですか

子を合わせるのです。

ら、人が生まれたのは、自分自ら生まれたの
ではありません。それゆえに、男性のような

男性は女性のために生まれて、女性は男性

人を好むのは男性ではないのです。女性です。

のために生まれました。では、男性と女性は

女性のような人を好むのは、女性ではなく男

なぜ生まれたのですか。これは根本問題です。

性だというのです。そうでしょう？

なぜ男性と女性が生まれたのですか。神様の
愛のためです。これが問題だというのです。

真の愛を中心として私が完成するには、相

男性と女性、二人がなぜ一つにならなければ

対がいなくてはならないのです。相対がどれ

ならず、お互いに出会って何をしようとする

ほど貴いかということを知らなければなりま

のかということです。水平となって球形の中

せん。皆さん、真の愛がある前に相対が先で

央に到着するためです。宇宙は、すべて球形

す。相対が先であることを知らなければなり

に似ています。地球も丸くて、ぷかぷか浮い

ません。それを打つということは、宇宙の根
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ているでしょう？ 宇宙も、太陽もすべて浮

ちもそうです。蝶々たちも、雄花と雌花が開

いているのです。

いて香りを振りまく所を好むでしょう？ 雄
と雌が愛する運動圏内に行って、動き、暮ら

なぜ男性が生まれたのですか。男性が生ま

し、食べようとするのです。

れた目的は簡単です。女性のために生まれま
した。女性はなぜ生まれたのですか。男性の

堕落せずに本来どおりになっていれば、教

ために生まれました。女性は男性がいなけれ

えられなくても分かります。では、男性と女

ばならず、男性は女性がいなければなりませ

性はなぜ生まれたのですか。それが問題です。

ん。アダムとエバは何のために生まれたので

愛のためです。その愛は、なぜ必要なのです

すか。愛のためです。人間は何のために生ま

か。愛で何をするのですか。愛のために死ぬ

れたのですか。愛のために生まれたのです。

とか生きるとか言うでしょう？ そうではな

それはなぜですか。神様が愛を必要とされる

いですか。なぜ命を懸けて死ぬとか生きると

からです。愛のスープを飲んでこそ神様が喜

か大騒ぎするのですか。それが命の根源だか

ばれます。朝食、昼食、夕食を食べながらも、

らです。根本が絶対的愛、一つの愛を訪ねて

「ああ、気分がいいなあ！」と言われます。

いこうとするのであって、二つの愛を訪ねて

神様がお金のふろしき包みをもらったとすれ

いこうとはしません。宇宙の大道、天理です。

ば、喜ばれますか。知識のふろしき包み、権

億千万世がたっても、この法はなくなりませ

力のふろしき包みを必要とされますか。しか

ん。天上世界に行っても、この法が審判の基

し、人間が最も貴いと思う愛のふろしき包み

準になっています。

には、神様も一目でとりこになってしまうの
母親の生命、父親の生命を何によって血筋

です。「家和万事成（いえわしてばんじな
る）」とはよく言ったものです。「家和万事

に連結させることができますか。愛を中心と

成」という言葉は、宇宙の根本をいっている

して血筋が連結されるのです。宇宙の根本に

のです。それがなぜそうなのかということは、

踏み込んで入っていくと、このようになりま

統一教会に来てみれば明らかでしょう？

す。私たちのような人は、深刻な人です。深
刻な人です。宇宙の根本とは何かという問題、
これは深刻な問題です。

女性はなぜ生まれましたか。男性はなぜ生

宇宙の根本は、愛、生命、そして血統です。

まれましたか。自分が生きるために生まれた
のではないのです。この宇宙と共に、神様の

それが「私」として結実しているというので

本性の根本と結果のすべてを保護して、その

す。それで、私は、愛の中心をもっているの

ような価値的存在として生きるために生まれ

です。生命の保護体です。それで、血統によ

たのです。それゆえに、万物のすべての特性

り歴史性、伝統性を連結するのです。皆さん、

を、捕まえて食べようとするなら自分と似た

この三つが必要です。皆さんもこの三つをも

ものを捕まえて食べ、愛することができなけ

っているでしょう？ 愛をもっているでしょ

ればなりません。昆虫たちも雄と雌で喜んで

う？ 生命ももっているでしょう？ 血統も

いるでしょう。それを知っていますか。虫た
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もっているでしょう？ この三つを一つに合

二人が一つになるには、何を中心として一
つになるのですか。神様を中心として一つに

わせて、新しい人が誕生します。

なるのではありません、男性を中心として一
神様の愛と人間の愛がいつ一つになるのか

つになるのではなく、女性を中心として一つ

ということが問題です。これが歴史的な問題

になるのではありません。神様とアダムとエ

であり、宇宙創造以降の重大な問題です。こ

バが真の愛を、絶対的愛を中心として統一が

れが解決されない限り、宇宙の根本が解決さ

展開するのです。これが宇宙の根本です。簡

れない限り、絶対に結果が解けないのです。

単です。神様も、愛がなければ孤独な神様で

真の愛を中心としては、神様は核の位置に立

す。

たなければなりません。それでは、アダムと
エバは何でしょうか。アダムとエバは、核を

かぼちゃの葉は、何のために呼吸しますか。

包み込む二つのかけらと同じです。皆さん、

生命を維持するためですか。生命は、何のた

くりのようなものを見れば、二つのかけらに

めに生きているのですか。愛のためです。女

なって胚芽を包んでいるでしょう？ それと

性は、何のために生きているのですか。男性

同じように、神様を核として、男性と女性が

は、何のために生きているのですか。お金の

愛を中心として完全に一つになるのです。

ために生きているのでしょうか。愛のために
生きているというのです。

男性と女性の二人が出会うのはなぜかとい
えば、愛のために会うのです。男性がなぜ生

愛する妻を百億、千億のお金と取り替えま

まれたのかといえば、愛のために生まれ、女

すか。深刻な問題です。本物の愛が貴いとい

性がなぜ生まれたのかといえば、愛のために

うことを知れば…‥。この愛は、宇宙の根本

生まれたのです。その愛を行って何をするの

と通じるのです。これがなければ、すべての

かといえば、神様を占領するためなのです。

根源が損傷するということをはっきり知って

神様を占領して、宇宙の根本を占領するため

いる立場にいるとすれば、これを何と取り替

なのです。原因と結果が一体となって和合す

えますか。国と取り替えますか。

るのです。結実というものは、原因と結果が
一つになった位置で、すべてのものを一致化、

共産党を支持しますか、民主世界を支持し

合致化させたものです。実がなったので、こ

ますか。民主世界は有神論です。「精神が先

こから芽が出てくるのです。子が出てきて広

だ」と言います。私たち統一教会は、「精神

がっていくのです。それゆえに、二人の父母

と物質は一つだ」と言うのです。これが統一

の血肉を受けて生まれるのです。

論です。主体と対象を論じています。宇宙の
根本は、原則として一人で存続できないとい

「私」が生まれたのは、愛のために生まれ

うのです、二つの存在ですが、それが愛を中

たというのです。愛です！ このことが分か

心として、絶対に一つに帰結されるのです。

りますか。宇宙の根本がこれです。愛、真の

男性と女性、プラスとマイナスなら二つです

愛です！ 男性も女性も同じです。

が、一つになることができなければ唯一論に
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なりません。すべて二元論になるので、二つ

性において、違うものとは何ですか。何が違

の世界が生じて闘争の世界が展開するという

いますか。手が違い、目が違い、鼻が違い、

論理が形成されるのです。ですから、男性と

口が違うのですか。何が違いますか。一つだ

女性は二人ですが、一つにならなければなら

け違うものは何ですか。一つは凹で、一つは

ないのです。真の愛を中心として一つになる

凸です。それが生殖器です。

ようになっているのが原則だというのです。
男性に絶対必要なものは、女性の真理です。
二) 男性と女性を完成させるものは生殖器

女性に絶対必要なものは、男性の真理です。
男性の真理とは何ですか。女性の真理とは何

宇宙の根本は何かというと、男性と女性で

ですか。それは生殖器ではないですか。そう

す。プラスとマイナス、男性と女性の愛を中

です、生殖器を合わせるために男性と女性が

心として成り立っているのです。それが生殖

生まれました。その生殖器をなぜ合わせるの

器原論です。すべてそのようになっているで

ですか。何のためにですか。愛のためです。

しょう？

生命を結合して、血筋を結合するためです。

カンガルーなど、何の動物であれ、

三元素をすべて混ぜるためです。

見てみれば、産まれるとすぐに、まずおっぱ
いを探していきます。生殖器を見てみても、

男性と女性を完成させるものは生殖器です。

羽の付け根の中にあるものもいて、ありとあ

考えてみてください。皆さんもそうではない

らゆるものがいるのですが、それをどうやっ

ですか。目は一つですか、二つですか。なぜ

て探していきますか。それは、超音波のよう

二つですか。鼻の穴は二つですか、一つです

なものがあるのです。それを連結させる宇宙

か。なぜ二つですか。唇は二つですか、一つ

の根源が万有原力です。万有原力は、神様の

ですか。なぜ二つですか。耳は一つですか、

本質的力をいうのです。

二つですか。なぜ二つですか。手は一つです
か、二つですか。なぜ二つですか。足は一つ

男性と女性は、何ゆえに違うのですか。目

ですか、二つですか。なぜ二つですか。女性

が違うから違うのではありません。五官が違

の生殖器と男性の生殖器も二つですか。それ

うから違うのではないのです。何が違うため

も同じですか。違います。それは別個になっ

に男性と女性は違うというのですか。生殖器

ています。

が違うために違うのです。それ一つのために
この違うものをどのようにすれば良いのか

違うようになったのです。

ということが問題です。すべてが相対的にな
男性と女性は、なぜ生まれたのですか。男

っているのに、男性のそれと女性のそれは別

性という言葉は、女性のために生じたのです。

個でしょう？ 生殖器というのは、いったい

男性という言葉は、先有条件として女性を認

何をするものですか。それが何をするのです

めるのです。男性は体が大きいのですが、体

か。その目的は何ですか。生殖器というのは、

の小さな女性のために生まれたのです。女性

いったい何をするものですか。それで何をす

は何のために生まれましたか。その男性と女

るのですか。その目的は何ですか。おなかが
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すいた時に御飯を食べるためにそれがあるの

平和の基地もそうであり、地上天国・天上

ですか。その使用目的は、いったいどこにあ

天国、すべてのものが愛から生じてくるので

るのかというのです。自分一人では使用目的

す。どのような愛ですか。男性の愛です。女

を絶対に果たすことができません。男性と女

性の愛です。男性と女性が一つとなった愛で

性が一つにならなければ、永遠に無用の長物

す。その男女の愛がどこで一つになりますか。

になるというのです。考えてみてください。

顔で一つになりますか、指先で一つになりま

それが何のためにあるのですか。誰が女性を

すか。凹凸で一つになるのです。

呼びますか。目が呼びますか、頭が呼びます
か、体が呼びますか、心情が呼びますか。誰

心と体は、何を中心として統一するのです

が呼びますか。また、女性は何のために男性

か。お金でもなく、知識でもなく、権力でも

を呼びますか。誰が、どちらが呼びますか。

なく、真の愛だけが心と体を統一するのです。

口が呼びますか。使用目的を成し遂げるため

それは何を見て知ることができますか。存在

に、生殖器は相対が必要なのです。それで、

世界をすべて知ってみると、男性と女性に生

女性は、絶対的に男性を呼ばないといけない

まれたのですが、哲学に入門する人々にとっ

というのです。また、男性は、絶対的に女性

て、なぜ人が生まれたのかということが疑問

を呼ばないといけません。これが絶対的です

でしょう？ それは簡単なのです。この世に

か、相対的ですか。絶対的です。歴史を超越

人がなぜ生まれたのですか。人といえば男性

し、環境を超越します。それゆえに、いかな

と女性です。この男性と女性がなぜ生まれた

ることがあっても、いかなる出来事があって

のかという問題を見るときに、女性という動

も、これは成し遂げなければなりません。

物と男性という動物がいるのに、生殖器がそ
のようにできているのは一つになるためのも

男性と女性は、お互いに何が違いますか。

のです。

性器官を含んだその体がまず違います。それ

何を中心としてですか。愛を中心としてそ

では、男性の性器官は誰に絶対必要なのです

のように生まれました。本来の神様が愛であ

か。男性の性器官は、女性のためにあるので

るという概念を考えた時、愛のために男性と

す。人間の性器官は、一つは凹で一つは凸で

女性が生まれたということは否定できません。

すが、なぜそのようになっていますか。二つ

これが、何を中心として一つになるのですか。

ともとがっているものにするか、二つとも平

愛のために一つになるので、愛を中心として

たくすることもできるのに、なぜそのように

造ったということを否定できないのです。そ

できていますか。すべて相対のためです。男

れゆえに、宇宙の最大の神秘、最大の興味、

性のものは女性が絶対に願い、女性のものは

最大の趣味、最大の関心、最大の魅惑、すべ

男性が絶対に願います。女性のものが絶対に

て最大が入ります。それから何がありますか。

男性のものであり、男性のものが女性のもの

最大の滅びる運命。反対もあります。いくら

だという事実を知らなかったのです。それを

でもそのようなことを思いのままにこうする

占領することによって愛を知るというのです。

こともでき、ああすることもできる内容をも
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った化け物のようなもの、それが何かという

官が、宇宙創造の先祖だったという事実を知

と愛です。愛の化け物だというのです。

らなければならず、男性の生殖器が創造の先
祖だったという事実を知らなければなりませ

生殖器は神聖なものです。それは正しいで

ん。これを知らなかったのです。

すか、正しくありませんか。なぜおかしな目

生殖器が人間創造の先祖だったのです。第

で見るのですか。「統一教会の教主が生殖器

一の先祖が生殖器だというのです。この生殖

の話をする」という目で見ていますか。牧師

器から男性と女性が現れたのです。事実です。

がそのような生殖器の話をすることができま

生殖器から男性と女性に分かれました。分か

すか。皆、つばを吐きます。生殖器に対して

れるという概念は、本来の概念の次だという

つばを吐く男性、女性がいますか。男性が女

のです。本来の概念から分かれて、男性、女

性の生殖器につばを吐き、女性が男性の生殖

性と呼ぶようになったのです。はっきり分か

器につばを吐きますか。

りますか。

生殖器は神聖なものです。それは神聖で、

雌と雄が生まれる時に、体が先に生まれた

神聖で、神聖な生殖器です。神聖なものです。

でしょうか、生殖器というものが先に考えら

堕落していない、完成したアダムの位置です。

れて生まれ始めたでしょうか。途中で雌、雄

神聖な場所であり、神聖な宮殿です。最高の

が決定しますか、雌、雄が決定されてから育

宮殿です。生命の本神殿が生殖器であり、愛

ち始めますか。どうですか、尹博士？ 決定

の本神殿が生殖器です。

されてから育ち始めるのでしょう？ そうだ
というのです。その雌、雄を誰が決定しまし

男性と女性の生殖器は、何をするためのも

たか。アメーバが、「私が雄になる」と思っ

のですか。愛するためのものでしょう？ そ

て雄になれますか。雌のアメーバは絶対的に

れゆえに、その愛が現れるためには、男性と

雌のアメーバであり、雄のアメーバは絶対的

女性が必要なのです。男性と女性は真の愛の

に雄のアメーバです。行ったり来たりできな

ために生まれたのです。それは否定できない

いのです。
文総裁がお母様のように「女性になる」と

ことです。

思ってなることができますか。既に、生まれ
いくら凸があっても、凹がなければ大変な

る時に決定されるのです。精子と卵子が一つ

ことになるのです。それでは、神様が人を造

になる時、既に決定されているのです。男性、

られる時、凹凸、男性と女性の概念が先だっ

女性が現れる前に、生殖器が決定されるので

たでしょうか、人という概念が先だったでし

す。男性になるところだったのに女性になっ

ょうか。それを考えて、はっきり答えてみて

たのではありません。男性は男性として絶対

ください。男性と女性、人の概念が先ですか、

的であり、女性は女性として絶対的です。

男性の性、女性の性の概念が先ですか。根本
はそれです。いかなるものよりも重要だとい

結論として、神様が人間を造られる時、最

うのです。女性としてもっているその生殖器

も苦労してつくられたところはどこでしょう
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か。目ですか、口ですか、鼻ですか、手です

男性は、男性の生殖器を千年、万年きちん

か。人間たちは、そのことを考えてもいない

と守る主人にならなければならず、女性は、

というのです。それが愛の本拠地です、愛の

その生殖器を千年、万年きちんと守る女性に

本拠地。愛の本拠地とはどこですか。男性と

なりなさいと教えるのが文総裁です。そのよ

女性のそれをいうのです。それが愛の本宮だ

うにこれを間違いなく守るようにして、その

ったというのです。そこから、男性の愛を知

ようにさせる責任を負った人が、「真の父

り、女性の愛を知るようになるのです。それ

母」の名前をもった父母だというのです。真

がなければ愛が分かりません。愛の主人が現

の父母は簡単です。浮気者の女性と男性を連

れることができません。男性の愛の主人は女

れてきて、浮気をせず絶対的に節操を守る男

性であり、女性の愛の主人は男性です。愛の

性と女性にすることができる力をもった人が

主人になることができる資格をつくるのが愛

真の父母です。希望がありますか、ありませ

の器官です。

んか。

純金という二十四金は、韓国の地から出て

三) 生殖器は根本問題解決の出発点と終着点

きたものも、景色の良い所から出てきたもの
も、水中から出てきたものも、どこかの山の

皆さん、勝手におしりを汚してはいけませ

谷間、人とかかわりのない地から出てきたも

ん！ 女性のものは誰が主人なのですか。笑

のも、価値は同じです。自分が愛そうとする

うなというのです、宇宙の根本を明らかにし

相対に対して、生殖器の愛というものが、

ているのです。そうか、そうでないか、考え

「ああ、あなたは顔が悪いから私は嫌だ」と

てみなさい。私がこれを知るために、骨髄が

言いますか。愛の関係を結べば、そのあばた

溶け出すくらい、それほど苦労したのを知っ

がかわいくなるのです。白人と黒人の夫婦が

ていますか。言葉は簡単だというのです。し

愛するようになれば、その白人女性は、黒人

かし、内容がどれほど途方もないか知ってい

男性を黒人と考えることはできません。その

るのですか。天下が分かれて、世界が二つに

ようなことが展開するのです。

分かれて、悪なる人、善なる人がここで分か
れるのです。

自分勝手にまゆ毛が生えてきたり、勝手に
涙が出てきたりしますか。狂ったことを言う

愛の王宮はどこですか。このような話をす

なというのです。この宇宙の根本となる主人

るからといって、おかしく思わないでくださ

が存在し、その考えがなければなりません。

い。それを正すことができなければ、世の中

私たちのこの体がどれほど神秘的ですか。こ

がすべてずれていくのです。前後関係が合わ

の体は、ただ生まれたのですか。生殖器がど

なければ、全天下によこしまなものが生じて

れほど神秘的でしょうか。それは想像できな

くるのです。文総裁が今まで苦心して宇宙の

いくらい神秘的なのに、それがただそのよう

根本を追求した結果、ぴたっと到着したとこ

になっているのですか。生命が連結されてい

ろが生殖器でした。生殖器に至ってじっと考

るものは、簡単ではないというのです。
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えてみると、天地の調和がここで渦を巻いて

敷いた場所が人参畑だった」というのです。

いたというのです。驚くべき事実です。

分からなかったのです。帰ってくる途中で、
出発した時、小便をしてタバコの吸殻を捨て

先生がすべての複雑な世界の真理を探求し
たでしょう？

すべて知り尽くそうとすると、

た所に行って、またそれを拾って吸おうとし
て見ると、なんと人参畑だったというのです。

神様がすべて許してくださいました。そのよ

そのようなことがあるのです。そのような時

うに苦労して、苦労してきてみると、座って

は、タバコの吸殻を探して吸うことも「幸福

いるその場で自分がもっていて、知っている

だ」と言うことができるというのです。

ものだったというのです。ですから、もちろ
ん驚き、感謝しましたが、むなしいことこの

文総裁は、与太者式ではありません。宇宙
の根本を追求してみると、それです。これを

上なかったのです。

すべて知って見てみると、全くこんなにも苦
今まで人間が悩んだ根本問題がこれほど簡

労をして、一生の間どれほど苦労をしました

単で、これほど易しいとは、私は本当に分か

か。あぜんとします。すべてもっていました。

りませんでした。ひどく苦労しました。全く、

すべてもっていたというのです。それゆえに、

このようになっていることを知らずに、私が

霊界の神霊な場所に入っていくようになり、

泣いたりわめいたり、霊界に入っていって、

「神様、どこにいますか」と尋ねる時には、

ろくでなしまでひっくり返してみて、ありと

神様が私の中で、「どうした、ここにいる」

あらゆることをすべてしました。ところが、

と言われるのです。それで、「人すなわち

気づいてみると、私がすべてもっていたので

天」という言葉が出てきたのです。

す。「ああ、これを知らなかったのだな
あ！」と思いました。私にすべてあります。

宇宙の根本が何であり、どのようになって

宇宙がすべて私の中にあります。宇宙がすべ

いるのかという問題を解くために、千辛万苦、

て私に入ってきています。気分が良いでしょ

苦労したその背後を皆さんは知りません。
それは、通りすがりに何かの笛の音を聞く

う？

ようにして、歌の調べによって探し出したの
先生は、宇宙の根本が何かという問題をお

ではありません。血涙ですべての五感神経の

いて九年間も苦闘して解決しました。明らか

感覚を一つの焦点に集めて、身もだえしなが

になってみると簡単な道理でした。「やあ、

ら奪ってきたのです。それを奪ってきても保

こんなに簡単なことを知らなかったのだなあ。

管できる能力がなければ、天が許諾しないの

すべてもっていたのに、分からなかったのだ

です。

なあ！」と思いました。そうではないですか。
山人参を掘るおじいさんが、太白山のよう

今までこのように生き残ったのは、誰が保

な深い山中に入っていき、山人参を掘ろうと

護したから生き残ったのだと思いますか。文

歩き回っていたのですが、「あ、ここは朝出

総裁が保護したからですか。滅びたい人がど

てきて、小便をして一休みした場所、しりに

こにいて、栄えたくない人がどこにいますか。
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しかし、天運の保護を受けようとするなら、

先生の話を聞いて、どう思いますか。不幸だ

栄えない道を行かなければなりません。その

と思いますか、幸せだと思いますか。どの程

道は、どのような道ですか。この地上に、自

度幸せだと思いますか。

分のために生きなさいという歴史の教訓を広
げておいたのが悪魔ですが、これを越えて本

この宇宙の存続、歴史の存続、国家の存続

然郷においての、神様の思想的基盤において

や理想の継承等、すべては何を中心としてい

の、根本思想においての「ため」に生きる創

るのですか。様々な関係世界を支えることの

造の遺業を通して、「ため」に生きつつ理想

できる、その根源的な根本要素は何か、全体

を求めていこうとしていた創造主の本意に一

を代表することができるその中心要素は何か

致することができる行動をする人は、この宇

というのです。これが、重要な問題です。私

宙が保護します。「宇宙が保護する」という

たち統一教会の食口関係において、統一教会

ことを実感できるように一言話しましょう。

に入ってくる時と、今まで十年、数十年たっ
た時と比べると、だんだん習慣化されていっ

私が、誰も知らないこの道を探すために、

て、昔、教会に入ってくる時に情熱を尽くし

どれほど大変だったでしょうか。人生問題の

て全体を考えていた、そのようなすべての関

根本を解決するためには歴史を解決しなけれ

係はだんだん消えて、あとからは自分の利益

ばならず、宇宙を解決しなければならず、神

だけを取ろうとして悪魔の網に包まれ始める

様の苦衷まで解決しなければ解決できないと

のです。それは滅び始めるということです。

いうことを知った時の、暗中模索していたそ
の若い時期の苦痛を皆さんは知らないでしょ

なぜ原理ですか。根本の理論だというので

う。しかし、そのようなことができる組織を

す。原理というのは、根源の道理、理論を言

すべてつくって、言葉だけでなく実践途上に

うのです。人生の根本問題、宇宙の根本問題、

おいて、それが証された世界の版図をすべて

そういったものが、原理を解きほぐすことに

得ました。これからは、誰でも走ってきて旗

よってすべて明らかにされるので、地上に行

を受け取って後ろにつけば、すべて天国に入

っても天上に行っても、その原理の行く道を

ることのできる時代が来たというのです。

妨げるものは何もないのです。それで、平和、
安定、安息の生涯路程が見いだされるのです。

最も根本の問題は、心と体が闘うことから
始まって、宇宙的な宝石を埋蔵した基地を失

一つになれば感じないというのは重大なので
す。

ってしまったということを知らなかったので
す。内的な面において自分を統一する道は、

宇宙の根本とは何かというこの問題に対し

自分を完成させる愛を発見する道であること

て、祈祷して、神様にすがって大騒ぎをして

を誰も知りませんでした。それを発見するた

も、教えてあげることができないのです。誰

めには、宇宙すべてを解読してから、それを

にも教えてあげることができない内容である

知ることができなければならないのです。そ

ことを知らなければなりません。それはおか

れが分からない以上、答えは出てきません。

しいでしょう？ 神様が教えてあげれば、天
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下に一日統一が起きるはずですが、人間が誤

神様の愛のパートナーが倒れますか。打て

ったので、人間自体が罪を犯したので、罪を

ば、それが壊れるようになっていますか。神

清算しなければなりません。未知の立場に落

様はどうですか。「神様、あなたは、あなた

ちたので、この未知の立場を克服して、この

の愛の対象が御自身より劣っていることを願

線を越えた人でなければなりません。病気が

いますか、優れていることを願いますか」と

治った人でなければ病院から退院できないの

尋ねれば、「お前たちと同じだ！」という答

と同じです。

えです。

根本に入っていけば、神様と人間との関係

この驚くべき事実、この宇宙の根本がこの

は何かという問題が台頭しますが、答えは簡

ようになっているという驚くべき事実です！

単です。「宇宙の根本は何ですか」という問

その次には「あなたも息子、娘がいれば、息

題を中心として、誰よりも苦心した人がここ

子、娘が御自身より立派であることを願うで

にいる、この人です。そのような問題を解決

しょう？」と尋ねれば、「同じだ」と言われ

したので、「統一教会」という言葉を掲げて

るのです。人間がもつべき権威的価値、これ

きたのです。それは、人間世界ではできませ

を失ってしまいました。

ん。霊界に行って、すべて、公判廷に入って

文総裁がすべての真理を探究して、霊界、

いって競売の入札をするようにしなければな

肉界を探査し、すべての経典を探査しても、

りません。このような話は、初めて聞いたで

これを解決する道がないのです。神様がいる

しょう？

か、いないか。神様がいらっしゃるならば、
世界をこのように造られた神様を私が抱えて

万一、宇宙の根本であられる神様がいらっ
しゃらないとするなら、この世に絶対価値の
基準はあり得ないのです。そうなれば、人間

放しません。勝負を決定するための闘いをし
たのです。
人間が生まれた根本原則は何であり、なぜ

の道徳と倫理の基準が成立せず、その社会は、

生まれたのですか。男性は女性のためです。

人間が万物の霊長になることができる、いか

それが全体真理の中の最高の真理です。女性

なる哲学的根拠ももてないのです。

の前に理想的な男性は、最高の真理です。宇
宙全体が完成した理想の真理の本体だという

私は科学を勉強した人です。このような理

ことを知らなければなりません。男性の前に

論的な基準で、宇宙のすべての根本を洗い出

そのような女性も、宇宙の真理の本体の中の

して、間違いないという自信があるがゆえに

本体です。絶対的な真理体です。

出発したのであって、一生の間、監獄を出入
りし、むち打たれ、悪口を言われて、あらゆ
ることをすべてしながら、一言も反対できず、

二、生殖器は三大本宮、天の至聖所
一) 愛と生命と血統の本宮

このように黙って世界を征服してきたのです。
真の愛の中心である神様、すべての力の根本
である神様が倒れますか。

男性と女性はなぜ生まれたのですか。男性
と女性の違うものは何ですか。男性と女性が
どのように一つになるのですか。男性と女性
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が何を中心として一つになるのですか。生殖

ために生殖器ができましたか、生殖器のため

器を中心として一つになるのです。これは調

に子宮ができましたか。深刻な話です。笑う

和の箱です。この場で、愛の完成が展開する

話ではありません。男性がいるために子宮が

のです。真の愛が初めて完成するのです。そ

できたのです。女性のそれは、男性のために

れから、男性と女性の生命が一つになる所も、

できたのです。なぜおかしな表情をするので

その場です。男性と女性の血筋が交流して植

すか。男性と女性の生殖器は、愛の王宮です。

えつけられる所も、その場です。その場が理

それがなくては愛がありません。愛を探せま

想的な愛の本宮であり、血統の本宮なのです。

せん。それを通らなくては、生命が連結され

絶対的な本然の所を本宮といいますが、誰も

ません。男性と女性がいても、何になります

その価値を変えることはできません。

か。生命が連結されないのです。それを通ら
なくては、歴史を連結させる血統が連結され

アダムとエバの生殖器、その場所が偉大だ

ないのです。

というのです。それゆえに、その生殖器は愛
の本宮といいます。驚くべき言葉です。天地

生殖器とは何ですか。それは、真の愛を中

創造のすべてを、神様まで完成させて安息さ

心とした王宮であり、真の生命を中心とした

せることができる王宮であり、本宮です。天

王宮であり、真の血統を中心とした王宮です。

国も一番目ではなく、地上国も一番目ではあ

最も貴いものです。これがなくなれば天地が

りません。家庭から始まるのです。これが本

なくなり、これがなければ神様の理想、神様

宮です。驚くべき言葉です。またその場は、

の家庭、神様のみ旨を成し遂げることができ

真の愛を中心とした本宮ですが、真の生命を

ないのです。これは、全体の完成を成すこと

中心とした本宮でもあります。その次には、

ができる一つの起源です。

血統を中心とした本宮であり、地上天国の出
発地であり、天上天国の出発地なのです。

女性の生殖器が宇宙的な本源です。愛の関
係をするその位置が愛の本宮になっています。

人間の生殖器が真の愛の場所です。そこで

本然の宮中だというのです。愛はそこから始

愛の行為が連結されるでしょう？ ほかの所

まります。結婚初夜の愛が愛の本宮の出発で

でそのようになるのではありません。そこが

す。女性の生命、男性の生命が初めて一つに

男性と女性の生命が連結され、一つになる宮

なるのです。それゆえに、理想的な生命の本

殿です。そして、男性と女性が一つになれば、

宮がその場所であり、血統がそこから始まる

その血統から息子、娘が出てくるのです。で

ので、血統の本宮がその場所だというのです。

すから、血統の宮殿です。それほど重要なの

そして、天国がそこから始まるので、そこが

です。

地上天国の本宮であり、天上天国の本宮であ
り、人間完成の本宮であり、神様完成の本宮

男性と女性の生殖器は、愛の宮です。愛の

です。

王宮です。子宮が貴いですか、男性と女性の
それが貴いですか。言ってみなさい。子宮の
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男性完成、女性完成、神様まで完成させる

のです。生命の根もそこにあります。血統も

ことができる、その本拠地はどこですか。ど

同じです。人間の体だけでなく、人間世界と

こで神様の愛を完成させることができ、どこ

人類歴史を通じて最も貴いところです。それ

で男性と女性を完成させることができるので

がなければ人類の繁殖が不可能です。

すか。その中心定着地はどこですか。これが
問題です。これが分からなければ、地上に愛

私の生殖器は愛の本宮です。「私の生殖器

の理想天国を拡張、拡大できません。それは、

は生命の本宮だ、王宮だ」というのです。私

目ですか、鼻ですか、手ですか、足ですか、

の生殖器は血統の王宮です。このようになっ

どこですか。凹凸です。

てこそ、神様が臨在なさることができる王宮
になることができるのです。神様は、王の王

生命が出発する本拠地とはどこですか。愛

でいらっしゃるので、本宮を訪ねていってお

の本郷の地とはどこですか。血統の本郷の地

住みになる方なのです。それゆえに、神様に

とはどこですか。男女の生殖器です。男性と

侍るために愛の本宮になり、生命の本宮にな

女性が何によって一つになるのですか。愛を

り、血統の本宮になり、良心の本宮にならな

中心として一つになります。それを中心とし

ければなりません。

て始まるのです。生命がそこから出発します。
血統もそこから連結されます。その貴重な三

生殖器は、愛の王宮です。今、その愛の王

大基地を失ってしまってはいけません。天下

宮は、どのようになっていますか。愛の王宮

をもらっても取り替えることはできません。

であり、生命の王宮であり、血統の王宮であ
るもの、そのように貴いものが人間の生殖器

愛の本宮が生殖器であり、生命の本宮が生

です。神聖なのです。最も貴いのです。生命、

殖器であり、血統の本宮が生殖器です。神様

愛、血統がここに連結されています。このよ

が最高に探し求めていた真の愛の起源地であ

うに神聖なものをサタンが汚しました。

り定着地は、男性と女性の生殖器です。そこ
から男女の生命が結合するのです。そこから

男性と女性が愛する本宮、生殖器とは何で

血筋が受け継がれ、歴史性をもった人類とい

すか。愛の王宮であり、生命の王宮であり、

うものは、すべての血族が関係をもっている

血統の王宮です。おじいさん、おばあさんも

のです。それゆえに、最も貴いのです。

それを中心として生き、父と母もそれを中心
として生き、自分たち夫婦もそれを中心とし

頭よりも、それがもっと重要です。頭には

て生き、将来生まれる息子、娘もみなそれを

真の愛の起源がありません。頭には真の生命

中心として生きるのでしょう？ それを中心

の起源がありません。頭には真の血統の起源

としないで生きる女性がいて、男性がいます

がありません。その起源は生殖器にあります。

か。種がありません。ところが、それがなぜ

それは間違いないでしょう？ 生殖器にすべ

悪いものになりましたか。下品な言葉だとい

てのものがあります。そこに生命があり、愛

うでしょう？ なぜ下品な言葉なのですか。

があり、血統があります。そこが愛の本宮な

神聖な言葉です。神聖な言葉として受け止め
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なければなりません。ここで永遠の愛が連結

人間が堕落していなければ、男性の生殖器

され、永遠の生命、永遠の血統が出てきます。

が愛の王宮です。愛の王宮なのです！ それ

最も貴いのです。

をいい加減には使用できません。そして、生
命の王宮です。そこから生命が生まれるでし

女性、男性の生殖器は、生命の王宮です。

ょう？ 生命がどこから出てきますか。生命

生命の最初の出発地です。永遠に変わらない

の王宮です。血統の王宮です。そこから、自

本然地です。生命の王宮であり、変わらない

分の命が血統を受け継いで生まれるのです。

愛の王宮です。良心が理想を中心として定着

私の生命の根源地であり、私の血統の根源地

することができる基地です。血統の基地です。

であり、私の愛の根源地です。それゆえに、

そこから生命が芽生えるのです。そこから愛

先祖がそれを通じ、貴く思い、「ため」に生

が一つになります。そこから男性と女性が一

きなければならなかったのです。

体になるのです。そのような生殖器が堕落し
て天地を破綻させた怪物になってしまったの

神様が、どれほど喜んでつくられたでしょ

で、今日これを悪いものとして扱っているの

うか。最も喜んでつくられ、最も精誠を尽く

です。

してつくられたものが、男性と女性の体の中

神様が精誠を尽くしてつくられたものがそ

のどこだろうか、何だろうかを考えてみてく

れです。すべての被造万物の核心的な骨髄を

ださい。それが生殖器だというのです。生食

絞り出して連結させたのです。ここに愛の本

する米を入れる器（生食器）ではありません。

質が一〇〇パーセント連結され、生命の本質

生殖器といえば、「生きるものを植えること

が一〇〇パーセント、歴史の本質がここから

ができる器だ（生植器）」だというのです。

芽生えるのです。そこから初めて希望があり、

生命の生殖です。生命を植えることができる

そこから初めて幸福があり、そこから初めて

器だというのです。その場がなければ、千年、

愛を中心とした自由圏が始まるのです。

万年たっても生命が生まれないので、国もな
く、世の中は暗黒天地、砂漠天地になるので

生命の根源地、愛の根源地、血統の根源地

す。それを知らなければなりません。

はどこですか。それはどこですか。生殖器で
す。それをひっくり返して打ち込んだので、

真の愛がどこから生まれるのかといえば、

世の中で最も下品な言葉になったのです。そ

息子、娘、神様の息子、娘を生むその局面か

れが誤らなければ、下品な言葉ではなく王の

ら生まれるのです。それが生殖器です。これ

言葉です。神聖な言葉です。「下品な言葉」

が最も冷遇されました。天地がひっくり返っ

の反対語は「神聖な言葉」でしょう？ 「真

たために最も卑しいものとして扱われました

の言葉」よりもう少し高いものは何ですか。

が、復帰された天下では、これが愛の本宮で

「真の言葉」というのは相対的関係で成され

あり、生命の本宮であり、血統の本宮であり、

ますが、「神聖な言葉」は縦的、球形的圏を

良心の本宮だというのです。これがなければ

いうのです。

国も生まれず、理想世界の発展も、起源もな
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くなるという事実を知らなかったというので

生殖器は生命の王宮です。王宮とは、第一
に全体を代表した根源的な家です。王とは何

す。

でしょうか。蘇生、長成、完成の中心です。
生殖器がなぜできたのかというのです。愛

三段階の中心が王です。それを見れば、漢字

のために、生命のために、血統のために、良

も啓示を受けて作ったと考えるのです。愛の

心のためにできました。そこを通らなければ、

王宮をもっていますか。男性と女性、愛の王

愛もなく、生命もなく、血統もなく、良心も

宮をもっていますか。それなのに、愛の王宮

ありません。神様が人を造られる時、目や鼻

をもっている人たちがなぜ心配するのですか。

等、五官をつくるのが大変だったでしょうか、

不幸という言葉がどこにありますか。簡単な

生殖器をつくるのが大変だったでしょうか。

のです。

五官が愛をアピールするところですか。それ
が、愛と生命と血統と良心が集まっていると

なぜ皆さんは、歴史的伝統と関係を結ばな

ころですか。違います。絶対に違います！

ければならないのですか。愛と生命と血統、

ただ一つ、そのような箇所があるならば、生

この三つが最高の伝統であり核心だからです。

殖器です。そこで愛、生命、血統、良心の第

そうです。生殖器官は、その三つを同時に連

二の実が結実するのですが、それを私たちは、

結させてくれるものです。接ぎ木をするとこ

息子、娘というのです。

ろです。愛を接ぎ木し、生命を接ぎ木し、血

それがなければ何も存在できません。すべ

統を接ぎ木するところです。

ての被造世界がストップするのです。今まで
人類はこのように貴い生殖器を知らなかった

愛する夫婦二人が関係を結ぶ生殖器は、愛

のです。「私が世界で一番だ！」と誇らしく

の王宮だというのです。そこから愛が始まる

思ったかもしれませんが、生殖器がなければ

のです。真の愛の王宮です。最初の出発をす

なんでもないのです。その生殖器は、真の生

る場所なのです。そうか、そうでないか考え

殖器をいうのです。

てみてください。生殖器は、愛の王宮です。
堕落する前の観念で見るならば、生殖器は、

生命の王宮とは、どこだといいましたか。

愛の王宮だというのです。生命の王宮、血統

愛の王宮とは、どこだといいましたか。血統

の王宮です。愛を中心として男性と女性が一

の王宮とは、どこだといいましたか。家庭で

つになる、そこに生命が連結して血統が受け

しょう？ 夫婦でしょう？ 夫婦の愛の基地

継がれるのです。

ではないですか。男性の生殖器、女性の生殖
器がそれをしなければなりません。皆さん、

皆さん、男性と女性が、堕落していない復

王孫を生まなければなりません。神様の愛を

帰された神様の息子、娘を生むことができる

中心として、天国の真の王子、王女を生まな

生殖器に向かって、全存在世界は、自らの生

ければなりません。それが真の生命でしょう。

命全体を投入して自分より高い次元に吸収さ

真の血統を残さなければなりません。後世を

れるのです。鉱物は植物に、植物は動物に、

残さなければなりません。

動物はより大きい動物に、大きい動物を経て、
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人間は、すべてのものを吸収して消化するこ

何がそのようにならなければならないので

とができる主人の資格を備えなければならな

すか。「私の生殖器は愛の本宮である！」。

いというのです。

一度、言ってみてください。「私の生殖器は

それゆえに、愛して食べなければならない

生命の本宮である」と言ってみてください。

のです。愛しましたか。そこがどのようなと

私の生殖器は、血統の王宮であるというので

ころですか。生殖器だというのです。生殖器

す。このようになってこそ、神様が臨在なさ

は、生きた食器です。生命を食べる食器だと

ることができる王の基地に、王宮になること

いうのです。それが愛の王宮です。それがな

ができるのです。

いのに男性と女性が愛を感じることができま
本然の人間の先祖がどこから始まったので

すか。できないというのです。

しょうか。目ではなく、鼻ではなく、口では
全万物世界の最終理想的吸収の終着点がど

なく、手でもありません。どこからですか。

こかといえば、男性と女性の生殖器だという

その神聖なところとはどこですか。皆さんの

のです。それは事実です。なぜですか。どう

生殖器です。そうではありませんか。そこに

してですか。神様の愛と人間の愛と宇宙の愛

血統が連結されているのです。それゆえに、

が結合するのです。愛と生命が一つになる位

救援するということは容易ではないのです。

置がその場です。
そして、血統を通じて縦的に後孫が連結す

るつぼという言葉があるでしょう？ 溶鉱

る位置がその場です。そのように縦的に引き

炉とは何ですか。男性と女性の血がるつぼで

継がれて、横的に数え切れないほど多くの民

溶けて混ざる場所はどこですか。生殖器です。

族が連結されるのです。それによって地上天

生命を載せる器を生殖器というのです。それ

国が形成されるというのです。そのような価

は愛の本宮です。神様の愛が芽生えることが

値をもつのが生殖器です。どれほど重要です

できる出発の園であることを知らなければな

か。

りません。

自分がもっている生殖器は、生命の本宮で

皆さんの生殖器もそうです。「やあ、この

す。愛の本宮です。皆さんが父母だとして、

生殖器を通して子供が創造される」、このこ

皆さんを中心とした一代の一族を中心として、

とを考えてみましたか。重大な内容です。

愛の本宮が偽りとならず、皆さんの息子、娘
が純潔な本宮から周辺三六〇度になる王宮の

生殖器は、生じるの「生」の字に、食事の

場所を築き、神様が夜も昼もいつもここに来

「食」の字でも、植えるの「植」の字でも良

られ、自分の家を中心として周辺に関係して

いのです。生命を植える器だというのです。

いる一族の前に自由自在に来臨され、いつも

その次には、繁殖するの「殖」の字でもかま

苦楽を共にすることができる環境的宮殿にな

いません。生殖器が生植器だというのです。

らなければならない、ということを知らなけ

そのように解釈します。分かりますか。生命

ればなりません。
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を植える器です。それを知らなければなりま

も悪いものになりました。ですから、これを

せん。

ひっくり返して打ち込まなければなりません。

創造主と被造物が何を中心として一つにな

男性と女性にある生殖器官とは、愛の器官

るのですか。愛です。これを知らなければな

であり、生命の器官であり、歴史的血統の器

りません。ですから、先ほど話した、神様が

官です。これが分からなかったというのです。

愛をもって創造されたという答えがどうして

それは、最も貴いものです。神様と共に、私

出てくるのでしょうか。生殖器を中心として

たちの模範的で理想的な先祖と共に、理想の

創造されたという事実は、愛という表題を中

国と共に、理想の文化と共に共存することが

心として創造されたという事実を証するので

できるものであるにもかかわらず、これをす

す。

べて世俗的な人本主義によって破綻させてし
まったというのです。悪魔は、神様がこのよ

歴史上のすべての人がそれに従っていった

うな国を取り戻しに来られることを知って、

のです。とてつもない力をもっています。文

これを完全に破綻させるための計略の形態と

化や経済を超越します。堕落した世界でもそ

して成しておいたもの、それが現在のアメリ

うならば、堕落以前の世界ではどうだったで

カの世俗的人本主義だというのです。

しょうか。考えてみれば、それが最も貴いも

それは動物的な世界です。生殖器とは何か

のです。それが宮殿です。宮殿の中でも本宮

というと、愛の王宮であり、永生の生命が誕

です。また生命の宮殿にもなり、血統の宮殿

生する王宮であり、永遠に変わらない天の伝

にもなるのです。この三宮殿の基礎が生殖器

統を受け継ぎ、血統を受け継ぐ王宮だという

です。一番重要なところです。神様もそれを

のです。真の生命の王宮であり、真の愛の王

訪ねてこられるのです。神様がこの三大王宮

宮であり、真の血統の王宮なのです。最も貴

を占領したならば、この世は神様の一族にな

いところです。好き勝手にはできません。神

っていたでしょう。

様の公認がなければ、開くことができないの
です。神様と宇宙に公認された自分の夫、自

人間世界において最も貴いものが愛の本宮
です。愛の根源地、生命の根源地、血統の根

分の妻以外にはタッチできないのです。とこ
ろが、アメリカの愛はそうですか。

源地です。それがどこですか。堕落していな
ければ、これが神聖な至聖所です。男性の生

神様が理想とした本然の、アダム以降、堕

殖器と女性の生殖器は、愛の王宮の根源的本

落していないその生殖器が、真の愛を中心と

宮です。このことを知らなければなりません。

して神様と共に一つになり、血統と生命を連

堕落したために汚れたものになったのであっ

結させるべき本拠地となって本宮にならなけ

て、本来は生命の根源地であり、血統の根源

ればなりません。これは、本然の愛の王宮で

地です。ところが、私たち全体の最も貴い根

す。愛の本宮です。分かりますか。

源地を破綻させてしまいました。これが、最
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統一教会の教主が性教主になった、という

ありますか。心もすべて似ます。ですから、

話が出てくるかもしれません。性というもの

その器官にすべて集約して、すべての神経器

が堕落していなければ、それが愛の本宮です。

官、血統器官全体がそこにかかっているとい

いつも王が定住することのできる、生活する

うのです。根です。それが根っこです。人間

ことのできる本宮だというのです。愛の本宮

の根は頭ではありません。根がそこにあると

であることを知らなければなりません。生殖

いうのです。

器が本部であり愛の宮殿だというのです。
宇宙は、愛から始まりました。それはどの
ような愛ですか。縦的な愛と横的な愛です。

二) 神様の創造目的を完成させる器官

それは球形の愛をいうのです。上下、左右、
皆さんの生殖器は、愛のための器官です。

前後を連結する中心は家庭です。神様に、

いかなる独裁者が現れてその愛の器官を革命

「神様、どこにいらっしゃいますか」と尋ね

したいと思っても、不可能だというのです。

れば、「愛の中心にいる」と言われるのです。

歴史上に数多くの変化がありましたが、生殖

「愛の中心とはどこですか」と尋ねれば、

器だけは永遠に変わらないのです。全宇宙を

「愛の定着地だ」と言われるのです。「愛の

与えても取り替えることができません。人間

定着地とはどこですか」と尋ねれば、「生殖

がそのようなコンセプトをもっていないとい

器だ！」と言われるのです。

うことが問題になるのです。人間のすべての
諸問題は、男性と女性から発生します。男性

男性にとって最も刺激的で、神経的で、敏

と女性が完全に一つになれば、すぐに平和の

感なところとはどこですか。舌ですか。味を

世界が目の前に展開するのです。

見るのにいくら敏感だとしても、生殖器以上
に敏感なものはありません。それでは、舌を

人間において、生理学的に神経と血管が最

満足させるために、一度食べればその翌日ま

も集中しているのが生殖器です。それゆえに、

た食べたいと思いますが、生殖器を満足させ

自分と同じ者を再創造することができる器官

られる相対がいれば、考えただけでもその満

になるのです。最も苦労してつくったもので

足を感じることができる世界になるというの

す。そうですか、そうではありませんか。そ

です。味を見るのは食べなければ感じること

れが肥おけになってしまっているのです。

ができませんが、愛の相対は考えるだけで感
じることができるのです。千里、万里、無限

神様が創造される時、男性と女性の生殖器

空間世界を超えて喜びを感じることができる

を中心として造られたのですが、そこには霊

のは、死んでもまた生き返って愛したいのは、

的な要素、肉身的な要素、血の要素、すべて

愛する妻、夫の愛しかない、そうですか、そ

の要素が連結できる、連合器官になっている

うではありませんか。

のです。皆さんの目の要素もそこにすべてか
かっているでしょう？ 歯の要素もすべて父

人間世界において、愛の起源地はどこです

母に似るでしょう？ 似ないところがどこか

か。生命の起源地はどこですか。血統の起源
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地はどこですか。口ですか、頭ですか。どこ

が動きますか。生殖器なのです。悪いものだ

ですか。生殖器です。生殖器を汚した、天地

と考えるなというのです。堕落したために悪

を破壊した堕落によって、これが凶悪な宮殿

いものとして扱われているのです。

になりました。本源地になりました。ここに

サタンがこの世を滅亡させる本宮にしてい

偽りの愛を植え、ここに偽りの生命を植え、

ます。それが愛の本宮であり、生命の本宮で

ここに偽りの血統を植えました。そのように

しょう？ 生命がどこから出てきますか。そ

天地を掘り返した一番の悪党なので、それが

こから出てくるでしょう？ その次に、血統

下品なのです。その話をするのは下品な話に

がどこで連結されますか。頭で連結されます

なるのです。

か、手の甲で連結されますか。

生殖器という器官は、何か魔法を使う器官

すべての物質の元素が願う本宮とは何です

かというのです。愛というものを連結させる

か。人間において最高に精密な、理想的感覚

器官であり、男性の生命と女性の生命を連結

を備えた男女の生殖器官が最高の希望峰だと

させる器官であり、男性の血と女性の血を混

いうのです。このような話、初めて聞いたで

ぜ合わせて連結させる器官が自分の体の中に

しょう？ それゆえに、それを訪ねていくた

あり、それが生殖器です。そのとおりですか。

めにはお互いが投入しようとするのです。生

この根本を追求してみれば、神様がなぜ創造

命を捨てながらも行くことができる道は、愛

されたのかという問題に入っていきます。

の道しかありません。虫の世界から鉱物の世

なぜ創造されたのですか。何を中心として
創造されましたか。今日、そのようなことを

界、植物の世界、動物の世界、宇宙のすべて
のものがそうだというのです。

考える人はいません。これは、世界の図書館
に行ってみても、文先生が最初に提唱したこ

主流に従っていくべきなのに、主流に従う

とです。それが貴いものです。知ってみると、

ことができずに中間でとどまって退化するも

それがすべての結末です。なぜ創造されたの

のもあるかもしれませんが、最高の目的とは

でしょうか。愛によってされたのだというこ

何ですか。すべての万物の願いは何ですか。

とを何で証明するのかといえば、生殖器を中

神様を愛することができる、その場を訪ねて

心として男性と女性が一つになることです。

いくことです。神様の立場で、創造物の中で

それは、神様の理想的な愛の根源になってい

最も精誠を尽くしてつくったものとは何です

ます。

か。男性と女性の生殖器官だというのです。
全精力をすべて尽くして創造されたのが人間

男性と女性が九〇度で一つになるところは

の生殖器です。人間のすべての要素を合わせ

どこだといいましたか。生殖器です。笑うこ

て、再度つくることができる起源としてつく

とではありません。神聖なことです。そこが

ったのです。そこは細胞の王宮です。細胞は

愛の本宮です。目でもなく、頭でもありませ

元素で構成されているのです。

ん。男性と女性が愛する時は、どこが動きま
すか。目が動きますか。頭が動きますか。何
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男性と女性の生殖器が一つになるところに
おいて、愛の本宮が生まれます。歴史的な愛

ません。そこを完全に合わせることによって
完全に一体化するのです。

の宮殿が生まれます。安息の場になります。
これは、誰も移すことができないのです。永

神様も愛を中心として天地万物を創造され

遠です。絶対的なのです。その愛のすみかで、

ました。それを何によって証すのですか。そ

男性の生命と女性の生命が同化するのです。

の宿題が重要です。愛のために創造されたと

同化して沸きたって爆発するのです。その中

いうことを何によって証すのですか。男性と

から新しい生命が発生します。発生する爆発

女性ではありません。それでは何でしょうか。

力によって、新しい生命が続いて出てくるの

露骨な話をするようですが、男性の生殖器、

です。ですから、愛し合う時は、はともクウ

女性の生殖器を見れば分かるというのです。

クウ鳴いて爆発するのです！ 男性と女性が

神様が何を標準として人を造られたのか、

愛し合う時、姑、舅がいたとしても、大声を

男性は何を標準として造られたのかという時、

あげて叫ぶのは恥ずかしいことではないとい

「男性の顔を中心として造り始めた」と言わ

うのです。

れれば、理にかなった話ですか。女性を造る
のに、「女性はこうあるべきなので、女性の

左右の中心になるものとは何ですか。女性

顔を見て造った。ひげが生えず、このように

の生殖器と男性の生殖器です。これが一つに

すべすべしていて、身長が小さく、そのよう

出会って天宙が回り、宇宙が回るのです。そ

に造った」と言われるとき、そうなのでしょ

のように貴重なものです。男性と女性自体が

うか。違います。生殖器を中心として造られ

貴重なのではありません。

たということを知らなければなりません。男
性がそのようになっているのは、生殖器に似

愛という観念があり、その愛と一つになる

てそのようになったのです。女性がそのよう

ことができるように分立されて生まれたのが、

になったのは、生殖器に似てそのようになっ

女性であり男性だというのです。その男性と

たのです。このような言葉は文総裁から始ま

女性が、何を中心として一つになりますか。

るのです。誰もそのような話をしませんでし

愛を中心として一つになるというのです。男

た。図書館にはありません。人類歴史にない

性と女性の生殖器は、愛を中心に一体化させ

新しい言葉です。

る武器なのです。
それゆえに、凹凸になっているというので

神様が創造される時に、生殖器をかたどっ

す。形がそのようになっているのは、一つに

て男性と女性を造り始めました。それゆえに、

なるためなのです。それは恥ずかしいことで

生殖器を動かすところには、人間全体のすべ

はありません。それを中心として合体し、一

ての構成要素が入っているというのです。そ

つになるのです。愛を中心に一つの体になる

れで、男性と女性が愛し合って、その二人が

のです。心身一体になるのです。男性と女性

一つになり、赤ん坊を生むようになるのです。

の心身一体は、何によって成されるのですか。

一つになって生めば何ですか。女性に似て生

キスではありません。手を結ぶことでもあり

まれ、男性に似て生まれるのですが、何に似
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るのですか。神経系統がすべてつながってい

らずに生きていたというのです。それは本当

るので、つながってきます。根がないのに、

でしょうか、うそでしょうか。

枝が出てくることができますか。それは否定
できません。それゆえに、愛が激動する時は、

愛を成し遂げることができる器官とはどこ

心と体が一つになるのが原則です。それは理

かという問題が、今まで重要な問題だったの

論的です。

ですが、これが分からずに、これを最も悪い

それでは、愛を連続的に連結させることが

ものとして扱ったというのです。それが何で

できるところ、その生命を連続的に連結させ

すか。今まで生殖器を悪者扱いしました。愛

ることができるところ、自らの血代を自分の

をなす器官はどこですか。生殖器とは何です

子供に連続的に連結させることができる器官

か。凹凸、それではないですか。凹は何をす

とは何ですか。頭ですか。それは男性と女性

るところですか。凸は何をするところですか。

の生殖器官です。

それを合わせることによって、愛が連結され

それでは、愛が先か、生命が先か、これが

るのです。それを合わせなければ愛が分かり

問題になります。最近、心が先か体が先か、

ません。完全な愛が現れて、絶対的に一つに

唯物理論の哲学思潮が入っていき、世界で問

なるところが生殖器です。他の道はありませ

題になっているのと同じように、愛が貴いか、

ん。

生命が貴いか、これが問題です。どちらが先
でしょうか。これは先後を分けなければなり

男性、女性の相対として必要な器官とは何

ません。愛が先です。神様が創造理想を立て

ですか。キスするところですか。体を触るこ

られる時、神様を中心として立てたのではあ

とですか。何の器官ですか。生殖器です。こ

りません。愛を中心として立てたので、相対

れは韓国語で言えば、「生命を植えておいた

世界を創造し始めたというのです。これは理

器」という意味です。
それが正に生殖器です。女性の生殖器は、

論的に正しい話です。

男性を占領することができる武器です。それ
生殖器、それは何をしようというのですか。

は、愛を求めるために使用することができる

愛を探し出そうというのです。女性を探し出

武器ですが、その武器の主人は自分ではあり

すことによって愛が生じ、男性を探し出すこ

ません。その武器を通して自分が愛の主人の

とによって愛が生じるのです。それが結婚で

資格をもつのです。女性も男性も同じです。

す。これは、宇宙の何をもらっても取り替え
ることができないのです。男性がこのように

存在するものは、すべて愛のために生まれ

生まれたのは、自分の生殖器に似てこのよう

たので、愛のための存在は、自分のために生

に生まれたというのです。女性は、女性の生

殖器をもっていてはいけないのです。相対の

殖器に似てそのように生まれました。女性が

ためにもっているのです。相対と連結しなく

女性になり、男性が男性になったのは、生殖

ては真の愛を完成することができません。こ

器によってそのようになったということを知

れが天法です。絶対、唯一、不変、永遠の主
人になるのです。男性一人で愛の主人になる
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ことはできないのです。生殖器を中心として

男性と女性が統一されるところとはどこです

相対と連結される時に完成が展開するのです。

か。生殖器です。そこでは、直接男性と女性

真の愛に連結してこそ女性が完成するのです

が一つになり、神様と一つになることができ

が、男性の生殖器を完全に占領するその場で、

るところです。堕落したために、それが最も

完成が展開するというのです。男性も同じで

悪いものになりましたが、本来は限りなく神

す。それで、そこを中心として暮らすのです。

聖なものです。男性と女性がその門を開けた
時、世界が開き、門が閉まれば世界が閉めら

女性は、耳と口が王にならなければなりま
せん。それは、聖人の「聖」なのです。誰か

れて、それが幸福な時、世界が幸福であり全
宇宙が幸福なのです。

が「聖女になりたいか、悪女になりたいか」

神様の息子になろうとすれば、その器官を

と尋ねれば、「聖女になりたい」と言うのが

通じて一つになった、その場から生まれなけ

すべての女性の返事です。それが「聖」の字

ればなりません。その場でなければ、神様の

です。男女間の性欲の性ではありません。そ

息子、娘がどこから生まれますか。それゆえ

れも性の字ですが、この聖の字は耳と口が王

に、男性と女性が愛する時はもちろん、すべ

だというのです。それを女性の生殖器だと考

ての細胞の願いが生殖器の細胞になることな

えればよいのです。事実です。これが王では

のですが、愛の場所に入っていくようになれ

ないですか。それを守れば聖人になるのです。

ば全身が同感するのです。体全体が一つにな

いいことを学ぶでしょう？ そのようなこと

るのです。

は辞典にも、どこにもありません。日本の教
愛のすべてのものがバランスよく完成して

科書でも見たことがないでしょう？

成熟したのちに、そこから成されなければな
神様の愛の世界、神様の愛の根源地を訪ね

りません。世の中で最も高いアンテナとは何

ていくのです。万物は、男性と女性の生殖器

でしょうか。何が最も高いアンテナですか。

をもつために行くのです。人間は、神様の愛

それは、愛のアンテナです。人間において愛

の相対になるために行くのです。それは間違

のアンテナとは何でしょうか。男性と女性の

いない原理観でしょう？ 先生が勝手に立て

生殖器官です。電波はただアンテナを通して

た理論ではありません。天地の大道の原則な

流れるようになっています。それで円形を成

のです。

すのです。アンテナを通して円形を成します。
人間が神様のアンテナです。神様を中心とし
たアンテナです。人間世界のアンテナに神様

三) 生殖器は天が臨在する至聖所

の垂直愛がつながる日には、世界を包括し、
男性、女性の愛の器官の細胞が最も精密で

全宇宙を包括して余りある圏に入っていくよ

す。心と体が一つになり、すべての愛の道が

うになるのです。それは、人間世界と霊界に

通じるその細胞の感情、その世界に元素とし

雷鳴がして稲妻が走るようにする装置のよう

てどのように入っていくのかということが、

なものです。

万物、被造世界の目的だというのです。では、
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神様は、その中心に住みたいと思われるの
です。理想的な家庭、国家、世界は、その根

庭歴史の柱であり、私の一族歴史の柱であり、
私の血筋歴史の柱だというのです。

に連結されたいと思うのです。ところが、堕
落によってすべてのものを失ってしまいまし

神様と人間がどこで出会うのですか。男性

た。悲惨な立場です。男性の生殖器とは何で

と女性が一つになって愛する時間、生殖器を

すか。永遠の愛の王国です。皆さん一代にお

中心として一つになる時間に会うのです。こ

いてだけそうなのですか。違います！ 永遠

れが堕落したために、世の中を滅ぼし、天地

です。永遠の王宮の位置、永遠の生命の王宮

を滅ぼしたのです。それゆえに悪いものにな

です。そこから、愛を中心として、男性の生

りました。男性と女性が愛する時、神様を迎

命と女性の生命を初めて一つに結ぶのです。

えにいくのだと考えなければならないという

生殖器とは何でしょうか。第一に愛の王宮、

のです。下半身を見る時、「どうやってこの

第二に生命の王宮です。第三に血統の王国で

器官を、愛を中心として連結させようか。ど

す。これが最も貴いものです。皆さん、それ

のように奉仕して歓迎しようか。どうすれば

をもって、「幸福だ」と言うでしょう？

真の愛を中心とした夫婦生活をすることがで
きるだろうか」と毎日考えなさいというので

夫婦の愛と父母の愛が永遠に定着する時は、

す。私の体がそのような位置にいるのです。

結婚して愛する時です。愛する時、どこで愛
しますか。口、目、耳でもって愛しますか。

神様のように永遠不変でなければなりませ

私は分かりませんが、皆さんはよく知ってい

ん。神様のように、絶対的にユニークで永遠

るでしょう。どのようなものですか。今まで

不変の内容をもって愛が定着するところは、

人間は、生殖器を悪いものだと思ってきたの

生殖器です。今まで誰もそれを知りませんで

ですが、今レバレンド・ムーンがそれを神聖

した。それほど貴い生殖器だというのです。

な本宮だと教えています。どれほど驚くべき

祖父母、父母、夫婦、将来の皆さんの息子、

男性と女性の生殖器でしょうか。生殖器がな

娘もみな、生殖器が一つになるところで幸福

ければ、真の愛、真の生命、真の血統、真の

な家庭が成されるのです。それが壊れれば、

良心を連結できないのです。それなくして天

家庭全体が壊れるのです。おばあさんもおじ

国が出発できますか。できません！ そこを

いさんの生殖器をつかんで永遠に放そうとせ

通ってこそ、自由、幸福、平和の統一世界が

ず、おじいさんもおばあさんの生殖器を占領

可能なのです。そうではありませんか。

して永遠に失うまいとするのです。生殖器か
ら愛、幸福、自由等、すべてのものが出発し

絶対信仰、絶対愛、絶対服従、それは何で

ます。それは否定できません。

すか。それは、生殖器をおいていう言葉です。
神様と人間の生殖器が一つになることができ

アダムとエバの位置は、本宮です。そのア

なかったのです。合徳ができなかったのです。

ダムとエバの子孫はそのまま宮になるはずで

それを絶対信じなければなりません。私の家

すが、本宮の基台を失ってしまいました。男
性と女性の生殖器は、そのように驚くべきも
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のです。三大愛の王宮であり、生命の王宮で

自分にとって最も貴いものとは何ですか。

あり、血統の王宮であると同時に、その場か

自分の国よりも、自分の理想的家庭よりもこ

ら地上天国、天上天国が出発する基地になっ

れが貴いのです。これがなければ、自らの家

ているという事実を知らなければなりません。

庭も成立せず、民族も成立せず、国も成立し

驚くべき事実です。

ないのです。これが一つにならなくては、絶
対に永遠の生命にならないのです。地上世界

地球世界の被造物は、男性と女性の生殖器

の版図を越えていける、天上世界、無限な世

の細胞になるために総動員されるようになっ

界へ越えていける生命圏は、生まれることが

ているのです。なぜですか。このような価値

できないのです。地上にも天国がなく、天上

があるので犠牲になる価値があるのです。そ

にも天国がないというのです。

れは何かというと、アダムとエバが愛の相対
になれば、神様が臨在され、縦的愛と横的愛

「教主の先生があのようなことを教えるな

がここで竜巻のようになるので、地を削るこ

んて、統一教会は下品なやつらだ」と悪口を

ともでき、山を造ることもできるのです。愛

言っているでしょう？ 下品なやつだと言っ

だけが世の中の悪なるものを占領することが

てもいいのです。偽物のメダルをもらうより、

でき、愛だけが気高い神様を占領することが

本物の金メダルをもらうほうが良いではない

できるのです。

ですか。それで、男性と女性の愛というもの
を中心として、男女の生殖器官は、創造主か

皆さんは、男性と女性の生殖器を最も汚ら

ら受け継ぎ、先祖から受け継いだ、変わらな

わしいものだと思っています。しかし、そう

い、ただそのまま連結された礼物です。神様

ではありません。最も神聖なものです。神様

も侵犯しない、貴い礼物です。先代たちもこ

が真の愛を中心として、そこから理想天国を

れに背けない、貴い礼物です。これを侵犯す

拡大させようとされたのです。限りなく神聖

る時は、天理の大道の中心となる愛の本宮を

な聖所です。それゆえに、愛の対象は絶対的

破綻させる悪魔の血肉となるのです。純粋な

です。一度結婚するようになっているのであ

本質として、永遠の真の愛を中心とした、そ

って、二度結婚するようにはなっていません。

の基台から生まれたのが生命の本宮です。そ
して、新しい血統の本源地です。

女性の愛の生殖器、男性の愛の生殖器が正

この者たち、しっかりしなければなりませ

にそれです。女性のものは愛の女性の宮殿で

ん。私が教主の先生ですが、しっかりしなけ

あり、男性のものは愛の男性の宮殿だという

ればならないというのです。どこがですか。

のです。それらが出会うことが、最高のクイ

生殖器です！ その生殖器は、何のために生

ーン、キングになる理想です。それを愛とい

まれたのですか。金なにがしのために生まれ

います。そのように愛を行った人は、神様の

たのではありません。天地の大道のために、

ように、神様の息子、娘となって、一つの同

天地の大摂理的経綸のために私に下さったの

等な理想的生活圏に同参することができます。

です。

そのような価値ある人間として造られました。
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将来、人間世界に、理想世界がどのように

になるでしょうか、ならないでしょうか。神

して訪れるのでしょうか。生殖器官を正しく

様は、どこで一つになるのですか。愛のため

使うことができる道理を明らかにしてあげな

に造られたのなら、神様がどこで人間と共に

い限り、世の中は滅びます。平和の世界を取

結合されるのですか。その場はどこですか。

り戻すことはできません。ローマを見てみな

愛の場所だというのです。

さい。アメリカを見てみなさい。アメリカは、
お金がなくて滅びるのではありません。

統一教会の「原理」では、神様は無形の絶

今までサタンのために生殖器官の主人が誰

対的主体として、二性性相の中和的主体とし

かを知らず、どのような由来で創造されたの

ていらっしゃる方だといいます。二性性相で

かということを知らなかったのですが、それ

いらっしゃる神様御自身の分性的実体として

を明らかにするために、天地の邪悪でよこし

アダムとエバを造っておかれ、彼らが成人し

まなサタンの乱闘場をすべて掃除するために、

て愛を中心として横的に連結するようになる

私が旗を掲げて立ち上がったのです。

時、縦的な立場で中心になろうとされたので
す。それは何の話かといえば、アダムとエバ
が成熟すれば、神様の男性性稟はアダムの心

三、神人一体と愛の理想完成
一) 神様と人間が出会う愛の決着点

の中に、神様の女性性稟はエバの心の中に入
っていくというのです。かといって、神様が

宇宙の愛の根本はどこでしょうか。神様で

分かれるのではありません。そのような二性

す。神様の愛がどこに行って結合するかとい

性相の主体としていらっしゃる神様なので、

うときには、ここで論理的整理をどのように

アダムとエバの心の中に臨在することができ

するのかが問題です。神様がアダムとエバを

るというのです。

造られて、二性性相を分立し、中和的存在に
なろうとするなら、何を中心として中和的存

成熟したアダムとエバが、お互いに愛の因

在になるのでしょうか。愛を中心として中和

縁を結ぶことができるその時になれば、神様

的存在になるのです。格位においては、男性

は二性性相になっているために、男性性相は

的主体格をもったというのです。何を中心と

アダムに臨在し、女性性相はエバに臨在する

してですか。愛を中心としてです。それを知

のです。神様が私たちの心と体の中に臨まれ、

らなければなりません。

神様が結婚式をするのです。

それでは、神様はどのようになっています
か。アダムとエバは、二性性相の主体なので、

中央線は、その距離がすべて同じであり、

体は蘇生であり、心は長成です。そして、こ

角度がすべて同じです。長さがすべて同じで

の心の中に神様が臨在しようとされます。そ

す。そのようになれる中央の水平線は一つし

れでは、アダムとエバの体と体が一つになり、

かないのです。二つではありません。垂直も

心と心が一つになり、そうなれば心の一番底

一つであり、垂直の中心点も一つであり、水

にあるものが一つになるでしょうか、ならな

平線が交差する中心点も一つです。その一つ

いでしょうか。それは何ですか。神様が一つ
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の位置に初めて神様の愛、軸の愛が連結する

三・一六）とあります。私たちの体は「神の

のです。

宮」と言っています。私たちの体は神様が臨

そこで一つになってぶつかる日には、三六

在することのできる「神の宮」だと言ったの

〇度、四方に行くすべての力の作用がこの点

です。その「神の宮」という言葉は正しいと

を経るのです。このような愛の力が爆発すれ

いうのです。神様が二性性相の主体としてい

ば、男性と女性は完全に一つとなり、その中

らっしゃるために、アダムは神様の男性性格、

に神様が入っていかれるのです。神様は二性

見えない性格を見える性格として現した存在

性相になっているでしょう？ 「原理」で論

です。ですから、アダムは実体として現れた

じている二性性相の主体としていらっしゃる

神様の体です。無形の実体が有形に実体化し

神様は、どのような方ですか。二性性相の神

て、人類の父として立っているアダムの背後

様であると同時に、二性性相の中和的主体と

で、内的な父の立場に立つべき方が神様でし

していらっしゃいます。その主体の本質は何

た。何の話か分かりますか。

ですか。愛だというのです。絶対的愛だとい
本来、堕落していなければ、神様はアダム

うのです。

とエバの中に臨在することができたのです。
二性性相の実体圏は、真の愛により、神様

二性性相の形状と性相の本体であられる神様

の相対として立って神様に帰るのです。正、

は、その性相と形状の相対がアダムとエバな

分、合です。一つだった性相と形状が分かれ

ので、その心の中に入っていくようになって

たのち、実体として再び会う、それがアダム

いたのです。入っていって、神様とアダムと

とエバの祝福です。ここに神様も来て一つと

エバが心身一体圏を成すのです。神様が、堕

なり、男性と女性も一つとなって、ここです

落せずに完成した人間の心のような立場にな

べて統一されるのです。これが先生の偉大な

り、人間は神様の完成した体のような立場に

み言です。

なって心身一体圏に立ち、アダムとエバと共

神様がこのように近いというのです。自分

に結婚式をするのです。その結婚式は、実体

の心の底にいた神様を知るようになった、そ

的、平面的で、横的にはアダムとエバの結婚

れ以上のことはありません。何の話か分かり

式ですが、それが縦的には神様の結婚式にな

ますか。神様のその命令に従って、生涯、間

るのです。

違いない勝利の道を行かなければなりません。
アダムとエバは、いったい誰ですか。その
神様は、二性性相なので、神様の男性性相

位置が私たち人類の横的な理想の愛を中心と

がアダムの心に入ってくるのです。それで、

して和合する位置であり、九〇度を合わせる

神様が内的な父になられるのです。神様が内

位置であり、焦点を設定する位置です。その

的な父の位置に入ってこられるのです。コリ

位置もまた、この前後、左右、上下、どこに

ント人への手紙を見れば、「あなたがたは神

合わせても合います。そのことは何を意味す

の宮であって、神の御霊が自分のうちに宿っ

るのでしょうか。神様は、二性性相の主体で

ていることを知らないのか」（コリントⅠ

あられるので、その愛の焦点を合わせたアダ
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ムとエバの心の中に神様が入ってこられ、堕

それは避けられないのです。彼らが統合する

落していない人間の先祖の結婚式が神様の結

という事実は、この宇宙に神様の愛が結合で

婚式になるのです。

きる中心軸が生まれるということです。

アダムとエバは、見えない神様の二性性相

神様を発見できるところとはどこでしょう

として来たのです。見えないお二人が、一人

か。今日、祈祷をして修行に励み、いくら宗

の方のような位置に立っているのです。真の

教を信じてみたところで、神様を発見するこ

愛を中心として一つになっているというので

とはできません。真の神様の愛を発見できな

す。そのようになっているものが男性格位と

いというのです。神様なら神様も、男性なら

同じようになっているので、その男性格位に

男性も二性性相になっています。内的・外的、

対して相対的立場に立った息子、娘を再現さ

二性性相だというのです。プラス・マイナス

せて、彼らが成長し、愛を中心として夫婦に

になっているのです。そのような意味で、こ

なる時、上にいらっしゃった神様がその位置

こには完成した男性と神様が関係しているの

に共に降りてこられるのです。それは、一つ

であって、それ以外には、息子もなく、何も

は見えない父母の位置に立ち、一つは見える

ないというのです。

父母の位置に立って、愛して一つになるため
エバは、霊的な面において神様の妻です。

なのです。

アダムの中に入っていき、エバの中に入って
神様は何をもっているかといえば、男性的

いって神様が愛そうとされるというのです。

性稟と女性的性稟をもっていらっしゃるとい

二性性相に分立し、愛を中心として一つにし

うのです。二性性相の主体という言葉が出て

て、四方をすべて愛だけが連結させることが

くるのです。それで、統一教会は、「二性性

できるのです。神様と人間関係は、そのよう

相の主体が神様である」という素晴らしい結

になっています。神様は、内的な私です。と

論を下すのです。見えないものがプラスであ

ころが、二性性相の分立的な立場にいるため

り、見えるものがマイナス的父母です。見え

に別々の存在だというのです。それは、なぜ

ない父母が原因的であり、見える父母は結果

分立したのでしょうか。愛をより刺激的に感

的です。ゆえに、愛を中心として一つになる

じるためなのです。刺激的でありながら、位

のが父母の位置ですが、神様は見えない父母

置を移動するためであり、また環境を変更さ

であり、これは見える父母です。これは何か

せるためなのです。位置を変化させるので、

というと横的父母であり、これは縦的父母で

繁殖が展開するのです。縦的な神様だけでは

す。

繁殖することができません。縦的な位置は一
箇所であって、二箇所あり得るでしょうか。

一つになった男性と女性は、神様の愛と和
して一つになった統一的な立場であり、一つ

女性をよく見れば、そこに新郎が一緒に存

は東方、一つは西方です。この宇宙を代表し

在します。一体となるというのです。神様が

た一人の男性と女性は、二性性相の総性です。

そうでしょう？ すべてのものは、二性性相
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をもっているのと同様に、二性性相が成され

でしょう？ この二つが一つの根を中心とし

るのと同じように、結局は神様に帰るのです。

て入っていって打ち込まれるのです。そして、

真の愛を中心に一体になれば、神様の友達に

息子、娘で連結されるのです。愛で連結して、

なります。神様が彼らの中へ入っていくので

心と体を中心として、霊を中心として根を合

す。女性の中心は男性です。女性は男性の相

わせて、ここから生まれた愛の息子、娘が地

対圏に立っているために、男性を中心に回る

獄に行くでしょうか。誰かが勝手にできませ

のです。女性が男性を中心に回るというので

ん。絶対的な体、絶対的な心、絶対的な霊、

す。女性を中心に回るのではありません。男

絶対的な男性、絶対的な女性が、絶対的な神

性が中心に立つようになれば、女性は自然に

様の愛を中心として、生命の起源であり、愛

男性を中心とするようになるのです。

の起源であり、血筋の起源である生殖器を中
心として統一が展開するのです。

神様が父になるためには、血筋が関係しな
ければならず、生命が関係しなければならず、

神様とアダムとエバは、いったい何でしょ

愛が関係しなければなりません。二性性相の

うか。アダムは何であり、エバは何でしょう

神様が、愛を中心として一人で心で喜んでい

か。堕落せずにアダムが完成すれば、神様が

たことを別々に分け、東西南北、自然全体が

アダムの中に入られ、エバが完成すれば、神

ペアで和動する世界において中心的主人の形

様がエバの中に入られ、神様の二性性相が分

態を備えるために展開したものがこの世界で

立された分立実体相に入っていかれて、分か

す。それで統一教会では、「正反合」ではな

れたものを再び一つにするのです。何を中心

く「正分合」だというのです。

として一つになりますか。力をもって一つに
なるのではありません。愛をもって一つにな

神様は二性性相になっているでしょう？

るのです。そこから刺激が起き、そこから繁

結婚式をすればどのようになるのかといえば、

殖が展開されるのです。理想世界の繁殖が展

神様の女性性相はエバに入ってき、男性性相

開されるのです。

はアダムに入っていって一つになるのです。
別の言い方をすれば、アダムとエバは実体を

はっきりと知らなければなりません。この

もった神様の体であるということを知らなけ

ようなことは図書館にもない話です。これは、

ればなりません。そのようになれば、神様は、

初めて文総裁によって天国の図書館に記録さ

アダムとエバの内的な二性性相に入っていか

れて保管されるというのです。うそではあり

れて愛で一つになるのです。そのようになれ

ません。妄想的な話ではありません。神様は

ば、そこから神様の血統を受けるようになり

誰かといえば、縦的な父です。堕落していな

ます。

いアダムとエバは横的な父母です。神様は、
二性性相で存在するすべてのものの縦的な父

神様は、どこに入っていかれるのですか。

母です。そして、アダムとエバは横的な父母

神様は、アダムの心の中に入っていき、エバ

になるのです。それでは、彼らはどこで出会

の心の中に入っていかれるのです。二性性相
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うべきでしょうか。真の愛は直短距離を通る

結婚は、なぜするのですか。愛を完成する
ためにするのです。横的に左右、東側と西側

のです。

を男性と女性だとすれば、その男性と女性の
真の理想というものは直短距離を通るので、

二) 神人愛理想の根本原理
(1) 神人一体をどのように解明するのか

直面に対して横的な愛の直短距離というもの
は中央に一点しかありません。これは、九〇

先生が最も苦心したこととは何でしょうか。

度以外にはありません。これがこのように横

神人一体をどのように形成するのかという問

になれば、楕円形になるのでいけません。す

題です。理論的にどのように説明するのかと

べて同じではありません。平等な位置にすべ

いうのです。これが解明されなければ、理論

てが同じ基準として立つのは、九〇度以外に

的体制が定着できません。人間の愛の根本的

はありません。神人一体にする愛の結集場所

位置が設定されなければ、すべてのものがず

というものは、九〇度以外にはないのです。

れていくのです。
「神様は縦的な父」という言葉が出てきま
神様の愛と人間の愛が問題になります。神

す。真の愛を中心として神様は縦的な父であ

様の愛と人間の愛は、色が同じか違うかとい

り、アダムとエバは真の愛を中心として横的

う問題です。大きな問題です。神様の愛と人

な父母です。縦横が九〇度で定着するのです。

間の愛がどこで結びつくのでしょうか。これ

これが宇宙の根本です。結局は、神様が結婚

が結びつかなければ、神人愛一体の拠点を見

式をするために人間を造られたというのです。

いださなければ、神様も人間も共に定着でき

神様の愛のために創造されたというのです。

ないのです。神様が喜ばれるので人間も愛を

このように解明することによって、すべての

通じて喜ぶ、そのような場が異なる場合には

根本的な難問題が解決されるのです。

大変なことになるというのです。
文総裁が宇宙の根本を追求していくときに
先生が根本問題を追及する時、神人一体圏

最も苦心したのは、愛がどのように動き、ど

はいったいどこなのかを、ずーっと考えまし

のように定着するのか、という問題でした。

た。これは重大な問題です。これを解決せず

愛は直短距離を通るという、この一点を解明

には、出発点と終結点が合わないのです。そ

することによって、すべてのことが解決され

のような中で、雷のようにぴかっと悟りがあ

るのです。愛が上から来るとすれば、天が高

りました。真の愛は直短距離を通るというの

くて地が低いので、真の愛が天から地に訪ね

です。その一声がすべてを解決しました。天

てくる時にどのような道を通ってくるでしょ

地が真の愛で連結するならば、直短距離を通

うか。最大の直短距離なので垂直です。これ

るというのです。言い換えれば、垂直は一つ

は垂直一つしかありません。直短距離です。

です。水平に対して九〇度以外にはありませ

愛が一番早く、直短距離を通るという時に、

ん。これは最高の直短距離です。

天上世界と地上世界の接着地は、完全水平の
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中の一点しかないというのです。二つではあ

もまた、この前後、左右、上下、どこに合わ

りません。絶対的に一つです。

せても合います。それは何を意味するのでし
ょうか。神様は、二性性相の主体であられる

アダムとエバは、見えない神様の二性性相

ので、その愛の焦点を合わせたアダムとエバ

として来たのです。見えない二人が一人の方

の心の中に神様が入ってこられ、堕落してい

のような位置に立っているのです。真の愛を

ない人間の先祖の結婚式は、神様の結婚式に

中心として一つになっているというのです。

なるのです。

そのようになっているものが男性格位と同じ
ようになっているので、その男性格位に対し

人間完成の出発点はどこですか。これは、

て相対的立場に立った息子、娘を再現させて、

神様にも最も貴く、人間にも最も貴く、この

彼らが成長し、愛を中心として夫婦になる時、

宇宙のすべての存続の根源になることができ

上にいらっしゃった神様がその位置に共に降

るのです。創造当時のあらゆる要因の根本に

りてこられるのです。それは、一つは見えな

なることができるのです。それは愛です。愛

い父母の位置に立ち、一つは見える父母の位

のために生まれたというのです。その愛はど

置に立って、愛して一つになるためなのです。

のような愛ですか。真の愛です。その真の愛
には、目や口や五官が離れることはできない

人間が完成すれば神性をなして、天のお父

のです。それを中心として回るようになって

様が完全なように完全で、神様的価値をもつ

いて、それに従って往来し、上がっていくに

のです。神様は絶対者ですが、真の愛の理想

もそれに従って上がっていき、降りてくるに

は一人で成し遂げることはできません。愛の

もそれに続いて降りてくるようになっている

理想は必ず相対を要求するためです。

というのです。

私たちはここで、神様の真の愛と人間の真

それゆえに、私たちの五官を一つの焦点に

の愛の出発と完成が、お互いにどのような関

結びつけることができるのです。その力とは

連をもっているのかを知らなければなりませ

何ですか。お金でもなく、知識でもなく、権

ん。万一、神様が真の愛の絶対的な対象体と

力でもないのです。それはただ愛しかありま

して人間を立てず、ほかの方法を通じて御自

せん。そうではないですか。

分の真の愛の出発と完成をなそうとされたな
ら、どうなるでしょうか。神様と人間の真の

縦横がどこで一つにならなければなりませ

愛の理想は、各々動機が異なるようになり、

んか。天地合徳がどこで展開するのでしょう

二つの愛の方向と目的は異ならざるを得なく

か。縦的な基準の前で展開するのです。愛が

なります。

行く道は直短距離を通ります。これがどこで
定着するのかという問題が、非常に苦心した

アダムとエバは、いったい誰ですか。その

問題でした。宇宙の根本を解明するときに、

位置は、人類の横的な理想の愛を中心として

縦的な愛と横的な愛があるということを知り

和合する位置であり、九〇度を合わせる位置

ました。

であり、焦点を設定する位置です。その位置
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なぜ知ったのでしょうか。垂直にさっと上

神様の結婚式なのです。霊界に行ってみれば、

がっていくことができません。そのようにな

それをはっきりと知ることができます。知る

れば、私が全く身動きせずにぴたっとここに

ことができないこのような理論が、すべてあ

立たなければなりません。そこを離れて縦的

てはまるのです。それゆえに、皆さんが神様

に愛すれば、私がぴたっとこのようにならな

の愛を占領してこそ、その欲心がいっぱいに

ければなりません。これがどこに行って回る

満たされ、「もう、いっぱいだ」と言うので

のかというのです。回ることができないので

す。

す。このような問題、どのように連結させる
のかという問題、天地の愛があれば、その愛

神様は、愛の根であり、生命の根であり、

はどのように合徳するのかという問題が、大

血統の根であり、地上天国と天上天国の根で

きな問題でした。しかし、一つ知ったことと

す。アダムとエバが結婚する時には、神様が

は何かというと、愛は直短距離を通るという

アダムとエバの心に入っていって一体的愛を

ことでした。

なすのです。神様は縦的な真の父母であり、
アダムとエバは横的な真の父母です。そのよ

神様が願われることも、真の愛による神人

うな二つの父母の血肉を受けて生まれたので、

一体です。神人一体、神様と人との一体圏で

心は縦的な私になり、体は横的な私になるの

す。神様が喜ばれる理想の基準と人間が願う

です。

基準がずれれば、大変なことになるのです。

このようにして神人愛一体圏を形成するの

真正面で一体にならなければなりません。水

で、心身一体愛を完成した者は、神様の息子、

平に一体になり、垂直に一体にならなければ

娘になるのです。神様の王子、王女になれば、

なりません。これを前後左右九〇度に合わせ

神様と父子の関係になって、神様のすべてを

れば、上弦と下弦と右弦と左弦、十二箇所を

相続することができるのです。このような子

すべて九〇度の角度で、どこに合わせてもぴ

女が真の愛を中心とした夫婦一体を完成すれ

ったり合うのです。

ば、神様に侍って暮らす家庭になることがで
き、その家庭は、平和と理想の基地になるの

神様の愛と人間の愛がどこで一つになるの

です。半分である男性と女性は、一体となり、

かという論理を、今まで誰も分かりませんで

神様の相対として神様の理想の愛を完成させ

した。これが分からなくては、天のお父様と

るようになるのです。すなわち神様は、真の

いう言葉は荒唐無稽です。関係ない言葉です。

愛を中心として、人間を無限の価値者として

アダムとエバは神様の何ですか。体です。そ

完成させることによって、神様も真の愛の完

れゆえに、アダムとエバが名づけるとおりに

成をなし、永遠の理想の愛が宿る創造理想世

なるというのは、どのような意味ですか。そ

界を完成されるのです。

の体に神様が入っていってつけられるのです。
完成すれば、男性の心の中には神様の性相が

真の愛の主体者であられる神様は、その真

入り、女性の心の中には神様の形状が入って

の愛の相対者として人間を立てました。神様

いくのです。アダムとエバの実体結婚式は、

の愛の理想は、人間を通じてのみ完成するの
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です。神様の創造目的は、神人愛一体の絶対

女性の生命が連結されるところです。男性と

的愛の理想世界です。

女性の血統、血が交差するところです。神様

人間は、神様の最高、最善の愛の対象とし

の生命、神様の愛、神様の血統、そして男性

て造られました。それゆえに、人間は、創造

と女性の生命、男性と女性の愛、男性と女性

物の中で唯一神様の実体をもった対象です。

の血統が、この一点を中心として連結される

無形の神様の前に見える体として生まれまし

のです。これを中心として子孫が生まれるの

た。人間は、完成すれば神様の聖殿になりま

です。

す。神様が自由に、また安らかに、いつでも
入ってきてお住みになることができる有形の

神様の絶対愛と人間の絶対愛が出会う点と

実体です。神様の絶対的な真の愛の全体的理

はどこでしょうか。一点です。それはどこで

想は、人間を通じた父母と子女の縦的関係に

すか。結婚して初夜、生殖器が一つになる場

よって実現し、完成します。

です。そうです、神様に会うと考えてみまし
たか。どこで一つになるのかというのです。

神様はどこに入っていかれるのですか。神

絶対的な神様が定着できる一つの起点と、人

様は、アダムの心の中に入っていき、エバの

間のアダムとエバが理想として願う愛の起点

心の中に入っていかれるのです。二性性相で

が、一つになることのできる点が、一点では

しょう？ この二つが一つの根を中心として

なく二つの点になる時には、愛の方向と目的

入っていって打ち込まれるのです。そして、

が二つになり、永遠に神様の絶対愛とは関係

息子、娘で連結されるのです。愛で連結して、

を結べない人間になるので、愛のために造ら

心と体を中心として、霊を中心として根を合

れたというのは偽りだということになります。

わせて、ここから生まれた愛の息子、娘が地

そこから私が生まれるのではないですか。

獄に行くでしょうか。誰かが勝手にできませ

男性と女性がそこから生まれるのであって、

ん。絶対的な体、絶対的な心、絶対的な霊、

キスするところから生まれるのですか。そこ

絶対的な男性、絶対的な女性が、絶対的な神

から男性と女性の生殖器が絶対的に一つにな

様の愛を中心として、生命の起源であり、愛

ることを願うでしょう？ 夫婦間で絶対的に

の起源であり、血筋の起源である生殖器を中

一つになってみたいですか、適当に一つにな

心として統一が展開するのです。

ってみたいですか。その場は何かというと、
女性が愛を受けるためには、夫だけではなく、

(2) 神人一体の拠点

霊的に神様に侍る位置に立たなければならな
いのです。見えるアダムの生殖器は、内的に

神様の愛と人間の愛がどこで会うのですか。

は見えない神様の生殖器だというのです。女

その結着点は、愛の結着点、生命の結着点、

性の生殖器も、見えない神様の生殖器であり、

血統の結着点になるのです。そこでなければ、

見える生殖器はエバの生殖器です。見えない

愛と生命と血統を連結できる道がないのです。

ものは縦的であり、見えるものは横的に一つ

その場所はいったいどこですか。どのような

になるのです。それで、縦的な父母、横的な

生殖器で、どこに使う生殖器ですか。男性と

父母が一つになるのです。
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アダムとエバの結婚式の日が、その場を中

神様の愛の王宮になるのです。愛の本宮に

心として神様の結婚式の日になるのです。一

なるのです。そうです、家庭は王宮だという

つの縦的な結婚式であり、一つの横的な結婚

のです。これが愛の本宮です。一般家庭は王

式になるというのです。すべて生殖器を中心

宮であり、これは縦的な愛の本宮です。どれ

として、男性と女性が絶対愛に着地すると同

ほど貴いところなのかというのです。

時に着地の中心に来るので、神様の愛を中心
として一つになるのです。そのようになった

アダムとは何でしょうか。堕落しないで完

ならば、神様のように心を中心として統一が

成していたならば、神様の体になるのです。

なされたはずです。

エバも、やはり神様の体になるのです。神様
の体になるのですが、男性はプラス側の体に

絶対的に変わらない、そのような愛の位置

なり、女性はマイナス側の体になるのです。

に神様が臨在されるのです。神様が生殖器に

そして、二人が何を中心として結ばれますか。

臨在されるのです。神様が愛の根源であり、

愛を中心として、生殖器を中心として結ばれ

生命の起源です。男性の生命、女性の生命、

るのです。内的な心の中に神様が入ってきて

血統の起源ですが、神様と人間は、どこで愛

いるアダムとエバは神様の実体ですが、彼ら

と生命と血統が結集しますか。この場所しか

が生殖器を中心として愛するようになれば、

ないのです。

どのようになりますか。神様は誰を通じて愛
するのですか。心は何を通じて愛しますか。

アダムとエバの結婚式は、内的には神様の

体を通じて愛するでしょう？ 同じように、

結婚式です。二重の結婚式の場だというので

神様が堕落していない完成したアダムに入ら

す。それを結束させるものが、男性と女性の

れ、神様の家のようになったところで、神様

生殖器です。それがなければ、自分の生命も

が主人となった中で、二人が愛するのです。

生まれないというのです。それによって一族

分かりますか。

も、人類の歴史も続いてきたというのです。
神様の理想世界も、その門を通過した子供た

神様とは、いったい誰ですか。神様は創造

ちが、愛された子供たちが連結させていくの

主でありながら、縦的な真の愛の父母です。

です。そのようにして神様の国もつくられて

真の愛を中心とした、縦的な父母だというの

いくのです。

です。完成したアダムとエバは、真の愛を中
心として横的な父母です。その二つの父母が

アダムとエバの結婚式とは何ですか。誰の

一体となるのです。愛するその場所で、縦横

結婚式なのですか。神様の結婚式です。もし、

が一体になるのです。そこは愛の本宮であり、

そのようにしていればどのようになりますか。

生命の本宮であり、血統の本宮です。それが

そうなれば、どのような結果になったでしょ

男女の生殖器です。

うか。そのセクシュアル・オーガン（生殖
器）が第一に何になるのかということです。

それによって、神様御自身が神様の息子、
娘を生むのです。神様の子女です。皆さんは、
二つの父母から生まれたのです。その縦的な
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父母の相対的な立場に立ったのが良心です。

アダムとエバの結婚式は、神様の結婚式だ

そのような面から見るとき、良心は縦的な自

というのです。そうあるべきではないですか。

分自身です。肉身は横的な自分自身です。縦

愛の対象を自分より高く造ろうとされた神様

横が何によって一つになりますか。真の父母

が、どこに行ってお会いになるのでしょうか。

の愛、創造主の真の愛によって一つになれば、

どこに行って一つになられるのでしょうか。

心と体は絶対に闘わずに一つになるのです。

鼻で一つになるのでしょうか。どこでしょう
か。問題が大きいというのです。ですから、

神様を「お父様」と言う、それはいったい

女性がもっていて、男性たちがもっている生

何のことかというのです。創造理想の根源を

殖器というものは、神様が臨在できる本然の

知らなければなりません。神様は誰ですか。

園です。神様の愛が初めてそこで完成すると

お父様です。皆さんは誰ですか。子女です。

いうのです。凹凸が一つになるその場で人間

皆さんは子女ですが、それでは、皆さんは神

完成、すなわち女性完成、男性完成と神様完

様に似ましたか、誰に似ましたか。神様に似

成が、愛を中心として展開するというのです。

ました。神様には目がありますか、ありませ
んか。鼻がありますか、ありませんか。口が

心と体が一つになって、その生殖器を中心

ありますか、ありませんか。耳がありますか、

として一つにならなければなりません。出発

ありませんか。あります。その次には体があ

地は一点であるべきであって、二点になれば

りますか、ありませんか。神様に生殖器があ

方向も二つになります。人間の愛と神様の愛

りますか、ありませんか。そのようなことが

が接触して定着することができる寄着地（経

すべて問題になるのです。このようなことを、

由地）はどこかといえば、内的夫と外的夫が

すべて理論的に解決しておかなければなりま

愛によって結ばれる生殖器だというのです。

せん。

あの凹凸で結ばれるのです。

夫婦が愛する器官とは、どのようなもので

人間が成熟して結婚するということは、神

すか。神様の愛と人間の愛がどこで一つにな

様の愛と人間の愛が関係を結ぶことを意味す

るのですか。この一つになる出発点が二つに

るのです。何を中心としてですか。愛の器官

なれば、方向も二つであり、目的も二つなの

を中心としてです。霊的に見るとき、アダム

で、神様と人間は喜ぶことができないという

の生殖器は神様の内的な生殖器であり、エバ

結論に到達します。神様が人間を愛の対象と

の生殖器も神様の内的な生殖器です。そして、

して造られたならば、神様の愛と人間の愛が

相対的に女性の生殖器と一つになるのです。

接触できる出発点が同じでなければなりませ
ん。その同じ点とは、どこですか。心情では

神様の結婚式が、アダムとエバの結婚式で

ありません。女性や男性に一番重要な器官と

す。それゆえに、地上天国と天上天国が同時

は何ですか。生殖器です。神様が創造される

に生まれるのです。愛のすみかから出発する

時、最も精誠を尽くしてつくられた器官です。

のです。男性と女性の生殖器を中心として、
堕落しないで出会うその時間が、地上天国と
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天上天国出発の起源地です。三大王権を樹立

がないのに結果が現れることはできません。

すべき基地がそこです。その場でなければ、

人間は結果的存在なので、結果がそのように

愛のすみかを成すことができません。

なるためには、動機的内容がなくてはならな
いのです。理論的です。

アダムの結婚式は、神様の結婚式です。こ

神様も生殖器があります。その生殖器がど

れが天の最大の秘密です。気がついてみると、

こかに行って、二重的人格である神様も二重

統一教会の文教主が生殖器解剖学の代表者に

的なものが必要なので、内的人格の神様の位

なりました。生殖器ですべて一つになるので

置、外的人格の体の位置が必要です。体の立

す。それなくしては愛が分からないのです。

場は誰ですか。完成したアダムです。心の立

それ以外には、男性の生命と女性の生命が結

場は誰ですか。神様です。結婚式をして二人

ばれる場所がありません。そこで女性の血と

が一つの家で爆発するのです。

男性の血が出会います。そこから歴史が連結

初愛のアダムとエバが生殖器を合わせる初

します。そこから良心が出発します。そのよ

夜に、精子と卵子が泳いでキスし始めるとき

うになっているのです。

は、神様とアダムとエバは別々でしょうか、
同一でしょうか。

神様が御覧になるときに、女性は本来誰で
しょうか。女性は、神様とどのような関係で

神様と真の父母を中心とした愛の伝統が、

すか。神様は、愛のために人を造られたので

すべての出発点であることを知らなければな

す。愛のために造られたのに、その神様の愛

りません。神様の愛と人間の愛のトゥルー・

と人間の愛が相反しなければならないでしょ

ラブが、どこで一つになって出発するのでし

うか、一つにならなければならないでしょう

ょうか。生殖器です。どのような種類の生殖

か。それでは、一つになるとすれば、どこで

器ですか。真の生殖器です。神様が願われる

一つにならなければなりませんか。どこです

生殖器です。そのような結論が出てきます。

か、考えてみましたか。それを考えなければ
なりません。セクシュアル・パート（sexual
part）だというのです。

神様と人間の愛が連結されるところを本郷
の地にして帰ろうとするのです。そこがどこ
かといえば、男性と女性の生殖器です。神様

「絶対セックス」です！ 絶対的に心と体

の愛と人間の愛がどこで始まるのでしょうか。

が一つになっていない人が、絶対セックスに

アダムとエバの生命と愛と良心と血統の根で

なれますか。生殖器も二重です。絶対セック

ある神様は、間違いなく縦的な立場から横的

スなので、私の生殖器は神様の生殖器であり、

な位置のアダムとエバ、彼らの性相と形状が

完成したアダムの生殖器です。神様に生殖器

一つになったその中にすっと入っていかれる

があるでしょうか、ないでしょうか。なぜ笑

のです。ですから、アダムとエバの結婚式は、

うのですか！ 分からなければ「分からな

神様の結婚式なのです。男性と女性がもって

い」と言い、あれば「ある」と言ってみなさ

いる生殖器は、神様を解放して神様を完成さ

い。あるでしょうか、ないでしょうか。動機

せる器官です。ですから、神様がお父様にな
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るのです。縦的なお父様、横的なお父様は完

真の愛は直短距離を通るために、横的な人
間、アダムとエバの愛も直短距離を通る道は、

成したアダムです。

九〇度の道しかないのです。そして、ここで
皆さんがその長い棒をいい加減に扱っては

一つにならなければなりません。ここで爆発

いけません。それに侍って生きなければなり

して、アダムとエバが神様と生命一体、愛一

ません。それが最も貴いのです。神様が見下

体、血統一体、このように和合した喜びとと

ろしているのです。神様がそこに臨むのです。

もに爆発して、蘇生するところから生まれる

そして、皆さんの妻のものは神様の夫人、女

べきなのが私たち人類です。これがアダムと

王のものであり、皆さんの夫のものは神様の

エバの子女になることであり、神様の孫にな

スティック（棒）と言いましょうか。神様と

ることです。そうなっていれば、なぜ地獄に

一緒にぶらさがっていると考えなければなら

行くのですか。宗教に何の必要性があります

ないのです。それは二重ではありません。心

か。そのままそのように生きれば、すべて天

と体のように、神様が心ならば、皆さんは体

国に行くのです。

になるのです。神様は見えませんが、その生
殖器と一緒にいらっしゃるのです。私たちの

神様は縦的な位置、中央なので縦的であり、

体にそれがぶらさがっていますが、それは二

アダムとエバは横的なので、二人がどこで一

つが一つになってぶらさがっているのだと考

つになるのかといえば、生殖器という基準を

えなければなりません。

中心として一つになるのです。それゆえに、
愛の源泉である神様がその場に臨むことがで

夫の生殖器が神様の生殖器だと考えてみま

き、生命の源泉である神様がその場に臨むこ

したか。どれほど近づきますか。神様をどこ

とができ、血統的根源が神様なので、その場

か天のてっぺんに置いて信じるのではありま

からすべてのものが始まるのです。

せん。自分の心の中に入ってきているのです。
一つになっているから分からないのです。

それゆえに、生命の根源地であり、愛の根
源地であり、血筋の根源地である、これをつ

堕落することによって、男女の生殖器がこ

かんで引っ張れば、すなわち血筋をつかんで

のよこしまな死亡の波、死亡の法、滅亡の地

引っ張れば、先祖の血筋がすべて出てくるの

獄を開門させた本宮になったために、天道を

です。ここで生命をつかんで引っ張れば、先

破綻させた魔物になったために悪いものにな

祖の生命がつられて出てきますか、出てきま

りました。これが今まで歴史に隠された秘密

せんか。また、愛のひもをつかんで引っ張れ

でした。堕落していなければ、男性と女性の

ば、つられて出てきますか、出てきませんか。

生殖器は、愛の根本であり、愛の本宮であり、

そのように造化を集約させて、それを連結さ

生命の本宮であり、血統の本宮になるのです。

せることができる本部とはどこかといえば、

そこで縦的な神様の愛、横的な真の父母の愛

最も貴いところだというのです。男性になれ

が一つにならなければなりません。

る性格、女性になれる性格、何がそれを分け
るのかといえば、生殖器です。
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それでは、男性の生殖器と女性の生殖器を、

(3) 真の血統の根は神様

誰が先にこれと因縁を結ぶためにつくったの
でしょうか。アダムでもなく、エバでもあり

人間が堕落していなければ、神様は内的な

ません。神様です。聖書に、悪魔は淫乱の神

父と母になり、アダムとエバは外的な父と母

だとあります。なぜ神様がそこまで嫌ったの

になります。内的な父母の息子、娘として愛

ですか。自らの理想的本基台を完全に破壊さ

の種を受けて生まれた人間になるはずだった

せてしまったからです。ですから、これは全

のですが、悪魔の愛を中心として堕落するこ

宇宙からの追放を予告しているのです。

とによって、悪魔の血筋を受け継ぎ、悪魔の
愛、悪魔の生命、悪魔の血筋を受けた人間に

男性と女性の生殖器は、どれほど貴いでし

なりました。

ょうか。これで堕落したために、この人類の
全体の理想を破綻させてしまいました。その

神様は、見えない内的なアダムの位置にい

主人は二人ではありません。絶対的に一人で

らっしゃり、また見えない内的なエバの位置

す。女性が結婚して一人の夫に三角地帯を許

にいらっしゃいます。アダムは、人類の前に

すようになれば永遠です。それゆえに、男性

おいて、内的なお父様に侍る実体の父として

の生殖器、女性の生殖器は貴いのです。神様

立とうというのであり、またエバは、内的な

の愛と人間の愛は、どこで会うのですか。

母の神様に侍る実体の母として立とうという

神様が創造理想の愛のために天地を造られ
たのですが、その愛の対象が人間です。皆さ

のです。このようにして縦的な基準から横的
基盤へ拡大させようというのです。

んは、愛の対象が自分より優れていることを
願うでしょう？ そう願うでしょう？ 何千

エバは、未来における神様の愛の夫人です。

倍ですか。「千倍を願うか、万倍を願うか」

神様自体は縦的ですが、横的な相対がいませ

と尋ねれば、「万倍を願います」と言うので

ん。縦横を結んで、もたなくては生産できな

す。「万倍、十万倍か」と尋ねれば、「十万

いのです。神様は縦的にいらっしゃいます。

倍です。億万倍です」と答えるのです。

縦は垂直で、垂直は一つしかありません。垂
直の世界は生産できません。生産できる環境

神様も、被造世界の誰が愛のパートナーに

は横的な基盤です。ここには四方、三六〇度

なると思いますか。そのパートナーとは何で

があるので、面積があって生産圏が展開され

すか。男性一人だけでパートナーになります

るのです。神様は、一人でいてはいけないの

か。女性一人だけでパートナーになりますか。

で、天国を成す民族を生産するためにアダム

神様は何のパートナーを願われるのでしょう

とエバという体を造られたのです。

か。お金のパートナーではなく、知識のパー
トナーではなく、権力のパートナーではあり

本来、堕落していなければ、エバは神様の

ません。愛のパートナーを願われるので、男

夫人になり、アダムは神様の体になるのです。

性と女性の生殖器が一つになったその場を中

神様の体になったアダムと神様の体になった

心として神様に会うことができるのです。

エバが愛することによって、神様と人の天地
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合徳が展開し、男性と女性、陰陽の合徳が展

起源は神様です。私たちの愛の主体も神様で、

開して初めて縦横に結びつき、愛によって新

私たち一切の生活的な標準も神様です。

しい生命、新しい血筋が絡み合わなければな
アダムとエバの結婚は、神様と人間が結婚

りませんでした。

することです。同じように、皆さんも人間と
アダムとは誰ですか。神様が根ならば、ア

して神様と結婚するようになっています。そ

ダムは新しく出てくる枝と同じであり、芽と

れでは、神様はどこにいらっしゃるのでしょ

同じです。神様とアダムは一つの体です。生

うか。私の中にいらっしゃいます。

命の根も神様であり、愛の根も神様であり、
血統の根も神様であり、良心の根も神様なの

アダムとエバの結婚式は、神様の結婚式で

で、神様が先に愛を感じなければなりません。

す。アダムは誰ですか。神様の長男です。平

根が先に感じて、幹が愛を感じなければなら

面の中の平面で横的です。神様は縦的です。

ないのが原理です。

その一家で横的に発展することができるのは、

アダムとエバは相対的愛の位置にいて、主

長男から始まります。神様とアダムは、愛を

体は神様です。神様の愛は、アダムとエバが

中心として父子一身です。それでは、愛はど

結婚して初日に愛するその時間、出発地から

こで一つになるのでしょうか。縦的なアダム

一つになっています。ところが、一つになる

とエバの結婚式で一つになります。成熟して

と感じられないのです。一つになっているた

お互いに思い慕うのは、縦的なものを取り戻

めに感じられないだけであって、既に神様は、

すためなのです。

愛と生命と血統の因縁を中心として、創造理
想の喜びを感じるというのです。その喜びに

愛を中心として、アダムとエバに神様が入

反応して男性と女性が愛しながら喜ぶのです。

ってこられて内的な父になり、アダムとエバ

これは、アダムとエバが結婚して夫婦が合徳

は神様の体になって内外の神様になるのです。

することをいうのです。

神様は、宇宙を創造された内的な神様であり、
人間は外的な神様になるのです。彼らが夫婦

神様は、愛の源泉であり、生命の源泉であ

になって天国の王宮を創設することが創造の

り、血筋の源泉です。このように思うとき、

遺業です。宇宙の王権を中心とした王宮を設

男性の愛と女性の愛が合徳し、男性の生命と

定して、アダムとエバを中心とした皇族編成

女性の生命が合徳し、男性の血と女性の血が

がなされれば、地獄はあり得ないのです。

合徳するところとはどこでしょうか。男性と
女性の秘密の場所、生殖器です。それで、人

神様とアダムが内外に一つになれば、神様

間世界における大礼の中の大礼が結婚です。

は内的な神様であり、アダムは外的な神様に
なります。内にいる神様は内的な神様であり、

神様と私たち人類の始祖であるアダムとエ

外にいるアダムは外的な神様になるのです。

バの関係について考えれば、私たちの生命の
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神様は創造主でありながら、縦的な真の愛

既成教会と統一教会が違うのは、統一教会

の父母です。真の愛を中心とした縦的な父母

は、愛を中心として神人一体を定着させると

だというのです。そして完成したアダムとエ

いうことです。既成神学では、神様は神聖な

バは、真の愛を中心とした横的な父母です。

もので人間は俗なるもの、罪なるものとして

この二つの父母が一体になるのです。愛する

定義しています。そうであるなら、神様の愛

その場所で縦横が一体になるのです。そこは

と人間の愛がどのようにして一つになること

愛の本宮であり、生命の本宮であり、血統の

ができるでしょうか。それは話にならないと

本宮です。そこが男性と女性の生殖器です。

いうのです。絶対的な神様は何でもできると

そのようにすることによって、神様自体が神

考えているのが問題です。したがってキリス

様の息子、娘を生むのです。

ト教の行く所には、たくさんの血が流れてき

皆さんは二つの父母から生まれました。そ

ました。神様の命令を名目に侵略し、奪取し

の縦的な父母の相対的な立場に立ったものが

たのです。独裁者を出したのです。世界はそ

良心です。そのような面から見るとき、良心

のようにはなりません。神様の本性から見る

は縦的な自分自身であり、肉身は横的な自分

とき、そのようにはならないのです。

自身です。それでは、縦横が何によって一つ
になるのでしょうか。真の父母の愛、創造主

三) なぜ結婚が重要なのか

の真の愛によってです。真の父母の愛、創造

(1) 結婚の目的は神様に似ること

主の真の愛によって一つになれば、心と体は
宇宙の根本がそうです。神様の完成も、や

絶対に闘いません。

はり同じです。アダムとエバが二性性相にな
神様が創造当時、理想として願われた真の

って縦的に一つになるのです。それで、神様

愛、偉大な真の愛を中心として、人間との真

を完成させて解放させるのが人間だというの

の愛の関係を結んで一つになることのできる、

です。また、人間を完成させて解放させるの

このような神人愛一体の家庭を築いたならば、

が神様だというのです。離れることができま

今日私たちは、天国だ、地獄だと心配するこ

せん。その場で生きなければなりません。

ともなく、そのまま天国にみな入っていくよ
うになるのです。ここで問題になることは、

アダムとエバは、神様の二性性相がそのま

神様の真の愛と真の人間の真の愛が、主体的

ま出てきたので、一つのふろしきから出てき

真の愛と相対的真の愛で一つになって一点か

たのと同じです。双子で生まれた兄と妹のよ

ら出発しなくては、神様の真の愛と人間の真

うなものです。その兄妹の双子がおっぱいを

の愛が異なった二つの愛の出発になってしま

片方ずつ分けて飲み、お互いに触って、母親

うので、二つの愛の方向と目的地になるとい

のおっぱいを飲む愛を中心として考えるので

うことです。このようになる時は、神様と人

す。すべて母の懐に抱かれて愛するのです。

間が願う絶対的理想世界は探し出すことがで
きないのです。

神様が二性性相に分立されるので、その本
性がそのように分立されるのではないですか。
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男性は何ですか。男性は性相的な神様であり、

に行くといっても、南極と北極の方向を探し

女性は形象的な神様です。この二人が一つに

当てるように正しく行くというのです。

なり、分立されたもの一つになることによっ
て、愛を中心として愛の軸が生じるのです。

私が結婚をするのは、私だけのためではな

愛の軸は誰もタッチできません。神様も愛の

く、相対のためでもあります。結婚が自分自

軸の前に絶対服従するという論理がここから

身より相対のために行われるということはど

展開するのです。すべて理論的です。

ういうことでしょうか。天地間のすべての道
理が主体と対象で成り立っているように、男

統一的基準の内容があるところとはどこで
しょうか。垂直線です。人間が堕落していな

性と女性が結婚するのも天地間の道理です。
男性が右側ならば女性は左側になりますが、

ければ、神様と人間はどこで会いますか。な

それは、宇宙間の横的な関係をなすためであ

ぜ結婚するのですか。神様に会おうとするの

り、男性が主体ならば女性はその対象になり

です。神様の愛の前に接ぎ木をするためなの

ますが、それは、神様との縦的な上下関係を

です。愛のために生まれたので、その愛は宇

なすためなのです。したがって、結婚とは男

宙と同参して、神様のような愛の理想相対を

性だけのためではなく、また女性だけのため

探さなければならないのです。それは一人で

でもない、天理の法度を合わせるためにする

はできません。神様が二性性相に分立したの

のです。それゆえに、男性と女性がお互いに

です。

異なる形を備えています。天理法度に合わせ
られるようにできているのです。

なぜ結婚するのですか。神様の姿に似るた
めです。神様は二性性相でいらっしゃる方と

なぜ結婚するのですか。神様を愛するため

して、各々の一性が合体化した一律的な存在

です。神様を愛して何をするのですか。神様

であられ、その神様の分性的人格自体が男性

の軸と一致するためです。一致して何をしよ

と女性なので、彼らが合性一体化して種のよ

うとするのですか。一致すればどのようにな

うになり、神様の本性の位置に帰らなければ

るのですか。なぜ一致しようとしますか。絶

ならないのです。その種を連結させるために

対的な神様の愛を中心として、永遠であられ

は、愛の道理の道を通らなければならないの

る愛を中心として、永生が展開するのです。

で、生まれるときも愛を受け、育つときも愛

それだけではありません。そのように接触し

を目標として育ち、生きるにも愛を中心とし

たところから宇宙の相続権が伝授される、と

て生きて、逝くときも愛に帰るために逝かな

いうことを知らなければなりません。愛を中

ければならないのです。その道は、「ため」

心として造られた被造世界は神様のものです

に生きる目標を中心として訪ねていかなけれ

が、私のものとして相続権を与えられるので

ば、方向がずれるという事実を皆さんは知ら

す。

なければなりません。「ため」に生きて愛す
るという心を先頭に立てれば、いくらこっち

なぜ結婚するのですか。アダムとエバが自
らの愛を求めていくためではありません。縦
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的な神様の愛を核として、その核を中心とし

同じです。結婚して神秘的な男性・女性世界

て、客体として一つのバランスをなすためな

をお互いに占領して二つとも備えることによ

のです。それが理想です、

って、神様の二性性相の主体の前に一つにな

神様の創造理想もそのような愛を中心とし
て結びつくことであり、人間の男性と女性も

る、その姿を備えるのです。このようにして
神様と一つになるのです。

成熟してそこで愛の結着点が展開して、生命
が連結されるのです。ですから、生命によっ

男性は女性のために生まれて、女性は男性

て連結されるのではありません。愛によって

のために生まれたのです。結婚は何かという

連結されるのです。縦的な父の愛と横的な夫

と、片側の身分が完成することです。男性半

婦の愛を中心として、本然の愛の種が初めて

分、女性半分が一つになることであり、その

連結されるというのです。

次には神様を占領するためです。二性性相の
男性と女性が二性性相になったので、愛で一

結婚とは何かといえば、創造理想完成の場
です。神様の子女完成の場であり、兄弟完成

つになることによって、正から分かれたもの
が合わさっていくのです。

の場であり、男性と女性の理想的完成の場で
す。男性と女性が理想の場で一つになること

アダムとエバの結婚は誰の結婚かといえば、

は、創造前にアダムとエバが二性性相の性相

神様の結婚式です。愛の根、生命の根、血統

と形状でいたものが実体として一つになるこ

の根、良心の根であるその根が、先に愛を体

とです。

恤しなければならないのです。結婚するその
場には、神様をお迎えしておいて夫を迎えな

神様の無形の二性性相がアダムとエバの実

ければなりません。神様の二性性相がアダム

体として分かれたのですが、これが再び縦的

の心とエバの心に入っていかなければなりま

に会うのが結婚式です。結婚して一つになる

せん。正から分立して入っていくのです。こ

瞬間は、未完成の半分が完成する瞬間であり、

れで正分合になるのです。したがって、プラ

完成品として合格する瞬間であり、相対の世

スとマイナスがすべて一つになるのです。

界を抱く瞬間です。愛の力以外にはそのよう

結婚はなぜするのですか。神様の姿に似る

にできるものがありません。それだけではな

ためです。神様は、二性性相でいらっしゃる

く、神様を占領するのです。結婚は、相対を

方として各一性が合体化した一体的な存在で

占領して神様を占領するのです。それが正に

あられ、その神様の分性的な人格自体が男性

結婚です。でたらめにするのではありません

と女性なので、彼らが合性一体化して種のよ
うになり、神様の本性の位置に帰らなければ

結婚とは何ですか。男性は女性の世界を占
領しようというのです。女性の世界を知りま

ならないのです。結婚は、神様と一つになる
ことができる位置に行くということです。

せん。また、女性は男性の世界を占領しよう
というのです。結婚する前は、女性は男性が
神秘的です。男性には女性が神秘的なのです。

結婚とは何ですか。男性を通じて愛を結ぶ
ことによって、半品存在である女性が完品存
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在になることです。男性も同じです。結婚を

女性が男性を訪ねていく時は、「神様より

通じて完成するのです。何によってですか。

もっと貴いものを訪ねていきます。一生を大

愛で一つになることによってです。ですから、

切に装って貴く思い、何よりも貴いものをも

男性と女性の生殖器は絶対に必要なのです。

ってあなたを訪ねていきます。あなたを愛し

ですから、男性の生殖器は女性のためにでき

ます」こうでなければなりません。そのよう

たのであり、女性の生殖器は男性のためにで

に女性が男性を慕えば、生殖器が息をします。

きたのです。自分のものではありません。
結婚して男女が初めて愛する瞬間、関係す
結婚初夜の愛というのは偉大なものです。

る時間は、子女の愛の完成なのです。兄弟の

初愛です。皆さんが女性として生まれて一生

心情の完成場、夫婦の心情の完成場、未来の

保護してきた自分の体、その一身を男性に捧

父母の心情の完成の出発点です。それで、女

げるのです。

性の生殖器というのは愛の本宮です。愛の根

男性もそうです。自分一身を備えて純潔な

源です。そこから愛が始まるのです。空中か

体を女性に一〇〇パーセント捧げるのです。

ら始まるのではありません。何ですか。愛の

そのためのものが男性としての結婚前の生活

本宮です。

です。
男性と女性が完成するのは何ですか。それ
男性と女性が出会って愛が芽生えれば、絶

が結婚生活です。男性と女性の凹凸、これを

対的に一つにならなければならないといいま

一つにするのです。何を中心として一つにす

すか、絶対的に分立されなければならないと

るのかというのです。男性と女性の凹凸が何

いいますか。絶対的に一つにするとは、どう

のためにそのようになったのかといえば、愛

なることですか。男性と女性がキスすること

のためにそのようになりました。愛で一つに

ですか。どこが一つになりますか。何のため

することを知らなければなりません。人間の

に結婚するのかと言えば、生殖器理想の完成

すべてを構造的に見るとき、この生殖器のよ

のためです。結婚とは何かといえば、生殖器

うに全体の核的な内容をもって生まれたもの

官の理想を満たすためのものが結婚だという

はありません。神様が創造されたなら、ここ

のです。それは間違っていますか、合ってい

にすべての精力を込めてつくられたという話

ますか。俗的な結論のようですが、俗的な結

になることを知らなければなりません。

論ではないというのです。俗的な人間の世の
中で話すので俗的なのであって、神様の創造

結婚とは何かといえば、半分の男性と女性

本然の世界では神聖なのです。神様が願われ

が生殖器を一つにすることによってお互いに

る至聖所はどこかというのです。愛が永遠に

完成するのです。男性は、女性の愛を中心と

宿ることができるところが至聖所だというの

して完成するのです。男性は女性を完成させ、

です。そのとおりでしょう？

女性は男性を完成させるのです。それは、真
の愛を中心として完成させるのであり、真の
生命の結合が展開するのです。真の愛で一つ
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になるのです。愛が中心になって生命が活性

です。そのわなに引っ掛かれば死に、サタン

化され、二つが一つになる位置がその場です。

の支配を受けてえじきになるしかないのです。

男性の血、女性の血が一つのるつぼで一つに

今日、西欧社会、特にアメリカは、自由結婚

なることのできる位置がその場だというので

が盛んに行われることによって、真なる家庭

す。その場から息子、娘が生まれます。その

を築くことができなくなっており、家庭生活

場は、息子、娘より貴いということを知らな

に失敗した人々が日増しに多くなって、いく

ければなりません。夫よりも、神様よりも貴

らもたたないうちに家庭をもたない人が多数

いということを知らなければなりません。

を占めるようになるでしょう。
そのようになれば、アメリカ社会は愛が干

男性と女性がお互いに愛して抱擁する、そ

からびた社会になり、不信によって不安と恐

れ自体が、宇宙が一体をなす場になります。

怖が支配する地獄のような社会になるだろう

神様の理想の中でなされる創造本然の姿は、

と、自信をもって確言することができるので

そうです。

す。このような時点に立っている皆さんには、
このような社会風潮を一掃して、アメリカ社

福の中で最も貴い福は、神様の愛です。そ

会に愛が満ちあふれ、神様の願われる社会を

の次には、神様の創造の権限を引き継ぐこと

建設しなければならない義務と使命が賦与さ

です。神様がアダムとエバを創造されたよう

れていることを知らなければなりません。

に、創造的権限を与えられるのが子女なので
す。皆さんは、なぜ子女を愛するのでしょう
か。神様の創造の業績を横的に実体圏で受け

私たち統一教会は、結婚観が違います。結
婚というのは根本に帰るためのものです。

継いだのと同じなので、アダムとエバを造っ
て神様が喜ばれた、その喜びを代わりに感じ

(2) 夫婦の愛と絶対性

るためです。
その次には、神様が天地万物を主管された

夫婦が、神様を愛して人類を愛する心の基

ように、万物を主管するために私たちに主管

台の上で爆発するようにお互いに愛するなら

権を賦与されました。したがって、結婚する

ば、その家庭によって神様が酔い、宇宙が酔

その時間には、神様の愛を相続して、再創造

うことができるようになるのです。その愛は、

の権限と主管権を完成圏に立って受け継ぐよ

神様のための愛であり、人類のための愛です。

うになる、ということを皆さんは知らなけれ

その愛の根は、自分にあるのではありません。

ばなりません。それゆえに、結婚式というも

神様が愛の根源であり、人類の愛が根源なの

のは、愛の顕現を意味すると同時に、創造権

です。

と主管権を賦与されることです。
結婚したなら、既に平面的ではありません。
世間で盛んに行っている自由結婚は、サタ

平面的な基盤しかありませんが、高いものが

ンが人々を堕落させて神様の前に出ていけな

低いものと連結される時には、垂直的概念が

いようにするためにつくっておいたわななの

生じます。平面的な歴史は宇宙を収拾し、天
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宙を収拾することができません。垂直と水平

神様が生きていらっしゃいます。三大主体思

が出会って九〇度をなす時、それは天を地に

想がどこで結合して根を打ち込むのですか。

しても、地を天にしても、前を後ろにしても、

愛です。神様の愛と人間の愛が生殖器を中心

後ろを前にしても、右弦左弦、上弦下弦、前

として…‥。結婚は、神様の縦的な愛に接ぎ

弦後弦、どの面をくっつけてもぴったり合う

木をするためのものです。

のです。地上完成基準は、霊界のすべての完

曇った日に陰電気と陽電気が合わさって雷
が鳴ったり稲光がするのは、宇宙結婚の象徴

成へ続くのです。

です。大声で叫ぶでしょう？ はとも愛する
結婚して夫婦が真の愛をなす位置は、神様

時、大声で叫ぶでしょう？ 皆さんも愛する

と人間の愛と生命と血統の根源である王宮の

時、大声で叫びますか。声が出てきそうなの

位置であり、理想のための地上天国・天上天

に両親に聞こえるかもしれないと思って、た

国の出発地なのです。このような真の愛によ

だもう死ぬほど心配でしょう。率直であるべ

って結実した子女が真の愛を中心とした夫婦

きです。なにもそのようなことを隠す必要は

一体を完成し、神様に侍って暮らす家庭とな

ありません。これからは、窓ガラスが一度に

り、平和と理想の出発基地になるのであり、

ガッシャーンと音がするくらい叫んでも罪で

半分である男性と女性は、一体となって、神

はありません。雷鳴がとどろき、稲光がする

様の相対として神の理想愛を完成させるよう

かのように、火が出なければなりません。聖

になるのです。

女に侍って生き、聖男に侍って生き、神様に
侍って生きる境地に入っていかなければなら

男性と女性が祝福を受けて、完全な愛を授

ないのです。そのような愛の世界があります。

け受けして喜びを享受する時、神様が地上に

ですから僧侶たちには、いくら修行に励んで

咲いた花のように御覧になるというのです。

もその世界を知るすべがないのです。

また、彼らの愛によってなされるすべての調
和万象は、神様にとって良い香りと同じです。

皆さんが夫婦関係をするのを神様が見ない

このような美しい香りの中で神様は暮らして

と思いますか。公開的なのです。これは宇宙

みたいと思って訪ねてこられるというのです。

的に公開するのです。それを知らないという

神様の愛が訪ねてくることのできる基台が、

ことは大きな間違いです。皆さんの先祖がす

すなわち夫婦の愛の場です。その場は、万物

べて見ているというのです。霊界でも、すぐ

と宇宙が和動する場になるはずです。

目の前に見えます。手のひらに立ってするか
のように、すべて見えるのです。ですから、

男性と女性の生殖器の主人とは誰ですか。
縦的な神様です。どこで神様の理想的愛と人

それを恥ずかしいと考えれば大きな間違いで
す。

間の理想的愛が一つになりますか。生殖器で
す。神様に出会うために結婚するのです。驚

愛は永遠です。そのような愛は二つではな

くべき話です。神様がほかにいるのではあり

くて一つです。男性と女性の間が愛によって

ません。その場に入っていくようになれば、

結ばれれば、地上で偕老（共に年を取るこ
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と）しなければならず、死んでも永遠に共に

造以降に人間をどれほど愛されたのか、その

生きていくようになっています。体は二つで

内縁を体恤させるのです。

すが、一つになって回ることによって一体に
なるのです。二つの体が一つになれば、神様

このように、夫婦が息子、娘を生んで父母

と回るようになって愛の四位基台を成し遂げ

の立場に上がっていくことで、神様の立場で

るようになりますが、それが正に理想世界な

神様が人間を創造される時、どれほど喜ばれ

のです。そこには偽りの愛が侵犯できず、た

たかを体恤するようになるのです。天地の大

だ真の愛だけが臨在するようになるのです。

主体であられる神様のすべての権限を相続で
きる立場に入っていくことができる体恤的環

理想的夫婦とは、どのような夫婦ですか。

境において、体恤的内容として伝授させてあ

最高の芸術を実体として展開させることがで

げるのが息子、娘の生産です。息子、娘を生

きる夫婦、最高の文学を展開させることがで

産して大切に育てて結婚させるまでが父母の

きる夫婦なのです。最高の理想、最高の文化

責任です。神様がアダムとエバを育てて結婚

世界に接する前に、最高の愛によって夫婦が

させるはずでしたが、できなかったのです。

授け受けする、その甘い愛が世界最高の芸術

アダムとエバも、息子、娘を生んで結婚させ

作品にならなければならないのです。夫婦生

ることができませんでした。この恨を解かな

活自体が最高の文学作品であり、それ自体が

ければなりません。これが教育の原論になる

文学の実体にならなければならないのです。

のです。結論は簡単です。

家庭を芸術化させなければなりません。お

夫婦が一つになって息子、娘を生むことに

もしろい夫、芸術的な夫にならなければなり

よって永続することができます。それで、創

ません。何かの雑誌などに良いものがあれば、

造した創造主の位置に上がっていき、息子、

さっととっておいて、寝ようとする夫人の前

娘を生んでみることによって、神様が創造さ

で素晴らしい声で読んであげるのです。感動

れた喜びを平面世界で感じることができるの

して寝る妻の姿を夢に描けば、それが再現さ

です。それゆえに、自分の妻は、息子、娘と

れるのです。霊界と連結するのです。それは

同じでなければなりません。息子、娘と兄弟

どれほど素晴らしいことでしょうか。そのよ

の位置を合わせたものです。ですから、別れ

うに暮らしたいですか。でなければ、そのま

ることができないというのです。愛はいい加

ま野暮な夫婦同士で暮らしたいですか。素晴

減になっていません。息子、娘を生もうとす

らしく生きたければ、素晴らしくなれる姿勢

るなら、このようなすべての伝統を踏まえて

から、素晴らしくなれる方向をとらなければ

経ていったのちに息子、娘を生んでこそ、神

なりません。それが第一条件です。

様が本来創造理想として願われた本然的基準
に到達するのです。それゆえに、家庭が天国

赤ん坊を生む位置は、神様の上弦世界を占

基盤です。

領するのです。神様の位置に上がっていくこ
とによって、子女を愛することで、神様が創
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神様を中心として一つになる時、千態万状

その次には夫婦関係です。これを中心とし

に回るようになるのです。したがって、兄弟

て四方に広がっていきます。そのようにして、

間で愛するのも、父母が子女を愛するのを見

前後を中心として初めて家庭が定着するので

習って兄は弟を愛さなければならないのです。

す。前後関係は兄弟です。兄弟をもたないと

そのように愛しながら一元化した家庭は、家

いけません。上下関係、左右関係、前後関係

庭愛が花開くことができます。これはまた、

です。その器官を完全に定着させなければな

社会愛になることができます。これがさらに

りません。

は、民族を愛する民族愛になります。このよ

それゆえに、唯一私にあるものは何ですか。

うに愛すれば世界になるのです。ところが、

男性には妻一人しかいません。財産でも何で

今日これが漠然としているというのです。

も、全部捨てるとしても、これは取り替える

神様は、真の愛の本体なので、真の愛と連
結すればすべてが同じ体になります。父母は、

ことができないのです。ただ一つの宝物は妻
だというのです。

神様を身代わりした生きている神様であり、
夫と妻は、お互いがもう片方の神様であり、
息子、娘はもう一人の小さな神様です。
このように、三代が真の愛を中心として成

四、生殖器は最高の神秘、最大の関心事
一) 生殖器は最も精誠を尽くしてつくった
ところ

された家庭組織が天国の基盤です。そのよう
な基盤を築かなければ、天国を成すことはで

宇宙は、なぜペア・システムになっている

きないのです。家庭とは宇宙の中心です。家

のでしょうか。独りでになっているのでしょ

庭完成は宇宙完成の基礎になるために、家庭

うか。今日、進化論もいいのですが、進化論

で愛して宇宙を愛すれば、どこでも無事通過

に先立って広がっている事実は何でしょうか。

です。このような場合、神様は、全体宇宙の

男性と女性の生殖器、繁殖器官があります。

父母として愛の複合的な中心の位置にいらっ

そこに進化がありますか。進化があるなら、

しゃいます。

男性と女性の愛する方法が変わらなければな
りません。昔の人と今日の人と、それが発展

平和の立て札、碑石を立てるのが、女性の

していなければならないないというのです。

節操と男性の志操です。そのようになれば、

昆虫世界においても、虫が愛するそれが、昔

男性でも女性でも絶対に信じます。これが水

と今日と変わらなければなりません。鳥もみ

平にならなければなりません。永遠に水平に

な、変わらなければならないというのです。

なるのです。そうなれば幸福でしょう？ な

そのような内容を中心として論じることがで

ぜですか。自分たちの宝物の中の宝物が何か

きるのです。生命の起源である愛の器官を中

といえば、半分のかけらだった女性が夫を占

心として、その本拠地が進化的内容で発展す

領することです。夫も占領しましたが、天地

るようになっていますか。それが、ただその

が半分のかけらだったものが一つになるので

まままゆ毛が生えたり、勝手に涙が出てきた

す。上弦の神様側に下弦の息子、娘が生まれ

りしますか。狂ったことを言うなというので

るのです。上下関係が生じるのです。

す。
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この宇宙の根本になる主人がいて、考えが

ければなりません。堕落したために、その基

なければなりません。私たちのこの体は、ど

準に至らないというのです。動物が愛する時、

れほど神秘的ですか。この体が理由もなくで

どのようにしますか。きょう、さっき映画を

きましたか。生殖器がどれほど神秘的ですか。

見たでしょう？ 江原道の東江にいるオルム

それは、想像できないほど神秘的なのに、そ

チという魚を見れば、魚たちは生殖器があり

れがただそうなっているのですか。生命が連

ません。魚がこのような形をしているとすれ

結しているものは簡単ではないのです。

ば、ここにひもがあります。これが生殖器で
す。雌が発情すれば、そこに行ってこするの

男性と女性の生殖器の細胞が、物質世界が

です。電気が通じて精液を放射するのです。

最高に願う希望の終着地だというのです。そ

本当に真の神秘です。水中でどのように卵を

こに行くことによって、神様の愛に接するこ

かえすのかというのです。そのように、みな

とができる高貴なものになるというのです。

愛するのです。

それゆえに、男性と女性の生殖器は、宇宙の

進化論から考えれば、男性と女性の性を誰

すべての精髄の核が、細胞が作動し、集まっ

が区別しましたか。アメーバがしたのですか。

ているというのです。その力は、宇宙を動か

このダーウィン、こいつめ、私が胸ぐらをつ

すことのできる力が通過する愛だというので

かまえて、首根っこを押さえつけておかなく

す。したがって、愛する人のためには自分が

てはいけません。「男性と女性の生殖器の構

犠牲になろうとするのです。

造が、私たちの骨格の構造よりも何次元もさ
らに神秘的で複雑だということを知っている

生理的感覚の集結地が生殖器です。神様が

のか」と尋ねるとしたら、尹博士はどのよう

創造される時、最も精誠を尽くされたところ

に答えるつもりですか。さあ、どのように答

です。それゆえに、歴史を連結して、生命を

えますか。骨格の構造よりももっと複雑なも

再び創造する器官になっています。皆さんは

のが生殖器の構造であるという時、これは正

何も知らずに夫婦関係をして、息子、娘を生

しいですか。生殖器の構造がより複雑ですか。

みますが、そのようになっていません。その

私はよく分かりません。もっと複雑なのが生

ようにすることができるように造られた神様

殖器の構造です。

は、全体の要素がそこに連結されるようにさ
れたのです。それゆえに、それが活動するよ

二) 生殖器の主人がお互いに入れ替わった

うになれば、生命の根本要素がすべてそこに
連結して、発電所のように爆発するのです。

男性の宝物は、男性自身はもっていません。
男性の宝物は女性がもっていて、女性の宝物

それを愛というのです。

は男性がもっているというのです。取り替え
結婚しましたか。新郎がいますか。恋しい

てもっているのです。女性のセクシュアル・

時は、動物が発情する時に見ないでにおいを

オーガン（生殖器）は女性のものではありま

かいで自分の相対を訪ねていくのと同じよう

せん。男性のものだということを知らなけれ

に、皆さんにも、生理的な大革命が起こらな

ばなりません。自分のものではありません。
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男性も同じです。したがって、自分の思いど

すべて破壊してしまうのです。男性がいなけ

おりにできないのです。米国の女性たちは、

れば、それを何に使いますか。何に使うのか

自分がもっている生理的五官が自分のものだ

というのです。重要な問題です。今まで、そ

と思って自由に行動して、ありとあらゆるこ

れが分からなかったのです。

とをします。男性たちもありとあらゆる行動
をします。皆さんは管理人です。管理人が主
人のように振る舞っているというのです。

男性の愛の主人は女性です。女性がもって
います。女性の愛の主人は男性です。男性が

女性に尋ねますが、皆さんがいつ、その主

もっています。男性たちはみな知っている話

人に出会いましたか。主人は夫です。また、

です。男性たちがぶらさげているのは誰のも

男性は、男性のものが自分のものですか。そ

のですか。今までは、このことを知りません

れでは、結婚とは何でしょうか。お互いに主

でした。自分のものだと考えたのが罪です。

人を訪ね求めていくためのものが結婚だとい

女性がもっている生殖器を自分のものだと思

うのです。陰電気と陽電気とが飛び交って、

ったことが、大きな罪です。

雷を落とすのが愛です。それと同じだという
のです。女性が結婚するのは、男性の顔より

男性は何をもっていて、女性は何をもって

も、それのためです。男性が結婚するのは女

いますか。早く答えてみなさい。生殖器で

性の手ではなく、それのために結婚するので

す！ その男性の生殖器は男性に絶対必要で

す。男性や女性同士で結婚する男性同性愛者

すか、女性に絶対必要ですか。どのように思

や女性同性愛者など、そのようなものがどこ

いますか。この時間に私たちは明確に定めな

にありますか。それはなくなるのです。百年

ければなりません。生殖器は女性のためにあ

も続かず、一代ですべて終わるのです。この

るのです。人間の生殖器の一つは凹で、一つ

ように見る時、結婚をすべきですか、すべき

は凸ですが、何をしようとそのようになって

ではありませんか。結婚はなぜするのですか。

いるのですか。二つともとがらせたり、二つ

このようになっているので、結婚をしなけれ

とも平らにしないで、それはなぜそのような

ばならないのです。絶対に結婚しなければな

かたちをしているのですか。それを知らなか

りません。

ったのです。

女性の生殖器は、自分のものではありませ

真の男性は変わってはなりません。真の女

ん。男性のものです。夫のものです。今まで

性は変わりません。真の愛を中心として、絶

自分のものだと思っていました、自分のもの

対的に変わらない男性と絶対的に変わらない

ではありません。女性には必要ありません。

女性をどこで探し出すのですか。そのような

これを必要とするのは男性です。男性のもの

人々が出てきたとすれば、宇宙全体がその前

をもっている、ということを知らなければな

にすべてひざまずくようになります。そのよ

りません。男性のものです。夫のものだとい

うになるのです。神様は知恵の王であられる

うのです。夫のものなのに、自分のものだと

ために、男性の宝物は女性がすべて大事に保

思っているので、世の中の万事をよこしまに

管するようにし、女性の宝物は男性がすべて
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大事に保管するようにしました。生殖器官が

答えてみてください。男性のものの主人は誰

そうです。

ですか。女性のものです。あの人もたくさん
浮気しましたね。どろぼうです！ 主人の許

人間が生まれた目的とは何ですか。愛の道

しをもらう前に、他人のものをつかって自分

を訪ねていくためです。それで、男性と女性

のもののように振る舞う人はどろぼうです。

がもっている生殖器官は自分のものではあり

どろぼうは、万国において存続できないので

ません。男性についているものは男性のもの

す。

ではありません。ところが、これを自分のも
のだと思っていました。女性についている生

男性がいるのは、男性の相対である女性の

殖器官の主人は女性ではありません。その主

ためにいるのです。それゆえに、神様は知恵

人は男性です。そして、男性についている生

の王なので、けんかして離れることがないよ

殖器の主人は誰かといえば、女性だというの

うにするために、最も貴いものの主人をお互

です。このように、愛の主人を取り換えて配

いに入れ替えて装着したのが男性の生殖器と

置したという驚くべき事実を知らなければな

女性の生殖器です。これが貴いのです。これ

りません。

が愛の至聖所です。モーセの契約の箱のため
に建てたのが至聖所だと言ったでしょう？

女性と男性で違うものが一つあります。そ

これに触れば、雷に打たれるようになってい

れは何ですか。生殖器でしょう？ 女性の生

ます。一代、万代に滅亡が訪れてくるのです。

殖器が自分のものですか。結婚したのちには

その主人である祭司長は、唯一夫です。

自分のものですか。夫のものです。また、夫
にぶらさがっているものは何ですか。それは

神様が創造される時、男性と女性をでたら

誰のものですか。女性の万年所有です。真の

めに造ったのではありません。生殖器を中心

愛を中心として、絶対的な愛の所有権が決定

として造られました。なぜでしょうか。神様

されます。サタン世界で夫が浮気をし、刃物

は愛の先祖であり、生命の起源であり、血統

を持って自分でこれを切るといって大騒ぎを

の起源であるからです。ここで男性が理想的

しても、妻が駄目だといって手で阻むことで、

愛を伝達するのです。女性の生殖器は男性の

「切ることができなかった」となってこそ許

もので、男性の生殖器は女性のものです。自

しを受けます。そうでなければなりません。

分が主人ではないのです。それを開くことが
できるのは自分ではありません。女性が自分

男性と女性を統一するには、キスすること

のものを開くことはできません。男性のもの

によって統一されますか。お互いに抱擁する

を男性が開くことはできません。女性だけが

ことで統一されますか。完全統一は、男性と

男性のものを開くことができ、女性のものは

女性が主人をお互いに取り換えて、主人を取

男性が開くことができるのです。愛の焦点が

り戻してあげる結婚生活から統一が展開する

そこに結実するのです。そうですか、そうで

のです。ですから、男性の陰部は誰のもので

はありませんか。言ってみてください。そう

すか。女性のものですか。あそこの男、一度

ですか、そうではありませんか。
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男性は女性のために生まれ、女性は男性の

女性のおっぱいは誰のためにあるのですか。

ために生まれました。それゆえに、男性の生

自分自身のためのものですか。息子、娘のた

殖器と女性の生殖器は自分のものではありま

めのものです。自分自身のためのものではあ

せん。神様は知恵深い方です。主人がお互い

りません。ヒップが大きいのも誰のためです

に入れ替わっているのです。この男性たちは

か。それも息子、娘のためです。そのおっぱ

浮気するでしょう？ この雷に打たれる者た

いの主人は息子、娘です。生殖器はどうです

ち！ 統一教会では絶対に許せません。

か。相対のためのものです。なぜですか。相
対のためにすべてのものが地上に現れるので

女性のへこんでいる生殖器は誰のものです

す。女性の生殖器は誰のものですか。夫のも

か。それが女性に必要ですか、男性に必要で

のです。誰が主人ですか。夫が主人であって、

すか。女性に絶対必要ですか、男性に絶対必

女性が主人ではありません。男性のそれは誰

要ですか。男性に絶対必要なのです。また男

が主人ですか。女性が主人です。神様は素晴

性のものは女性に絶対必要なのです。その鍵

らしい方です。主人をお互いに入れ替えて、

を誰がもっているのかといえば、女性のもの

どこにも逃げられないようにしておいたので

は男性が、男性のものは女性がもっています。

す。

それゆえに、それを開くことができる人は、
ただ一人です。真の愛は一つなので、一つの

女性のその顔は、自分のものではありませ

真の愛を主管することができる人は、真の男

ん。夫が好む顔です。女性のものはありませ

性であり、真の女性だというのです。

ん。自分の正面の下にある生殖器は自分のも
のではありません。夫のものです。女性は、

女性の生殖器は、誰が主人ですか。男性で

自分のために造られたものが一つもありませ

す。男性のものは女性に必要であり、女性の

ん。夫と息子、娘のためのものしかありませ

ものは男性に必要になっています。そのよう

ん。その道を行くのです。二つの世界を一人

に相対的になっています。主体が交差するの

で抱くことができるのです。手を取り合わせ

です。

なければなりません。縦横の地上世界を抱く
ことができる、そのような愛の器になること

愛は絶対的であることを願うというのです。

ができるのが女性です。

絶対というのは一つです。二つではありませ
ん。絶対的だというのは永遠に一つだという

女性の体を見れば、胸とおしりは赤ん坊の

意味です。愛のパートナーは、一人の男性と

ために、顔とその隠すものは夫のために生ま

一人の女性だけを許容するというのです。そ

れたというのです。上下左右がすべてそうで

れゆえに、神様がアダムとエバを一人ずつ造

す。自分のものは一つもありません。その主

られたのです。それをどのようにして否定す

人は誰ですか。何の主人ですか。女性の生殖

ることができますか。誰もそれを変えること

器の主人をいうのです。それは自分のもので

はできません。

はありません。男性のものです。男性のもの
を自分勝手にできないというのです。これだ
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け知っていても、世の中はこのようにみだら

先に電話をしなければなりません。そのよう

になりません。フリーセックスがどこにあり

な手順を踏んでから行くことができるという

ますか。ホモがどこにいますか。他人のもの

のです。考えてみてください。愛する間柄で

を自分の思いどおりに使うのはどろぼうでは

も「今夜、愛しましょう」と許しを受けます

ないですか。どろぼうたちは地獄に行けば、

か。妻であれ、夫であれ、「私たち愛しまし

逆さまに差し込まれます。

ょう」と言えば、いつでもＯＫしなければな
りません。これが夫婦の道理なのです。そう

きょう、ここに十カ国以上の大統領が来て

です。「私は疲れています。嫌です」と答え

いますが、その国の放送を通じて、これを通

ることはできないというのです。自分の器官

告してみてください。男性が男性のために生

は自分のものではありません。女性の生殖器

殖器をもったのか、女性のためにもったのか

の主人は男性であり、男性の生殖器は女性が

と尋ねてみてください。それが自分のものだ

主人です。誰がそれを否定することができま

という人は、どろぼうです。自分のものだと

すか。

考える盗賊だというのです。笑うことではあ
りません。歴史的な宣言です。このように生

女性たち、そのように胸が大きいのは、自

きれば、平和の世界が目の前に来ます。神様

分のために大きいのですか。ヒップが大きい

のみ旨の中の重要なみ旨が愛のみ旨です。こ

のは、自分のためですか。自分のものは一つ

の愛のみ旨を人間の前に伝授してあげるため

もありません。女性がもっているすべてのも

に、最も貴重な器官をつくられた、それが生

のは、自分のものではありません。「ため」

殖器ですが、男性の生殖器は女性のものであ

にあるのです。子供のために、夫のためにあ

り、女性の生殖器は男性のものなのです！

るのです。すべての生理生殖器官は自分のも

アーメン！

のではありません。男性のものの主人は誰で

「そうではない」と言いますか。

すか。主人は女性です。誰が鍵をもっている

それが間違っていると思いますか。

かといえば、夫人がもっているというのです。
男性と女性の生殖器官は、神様の愛を所有

これを間違って使うことによって天罰を受け

することができる極です。プラス極とマイナ

るのです。ソドムとゴモラがなぜ滅亡しまし

ス極です。電池の充電点です。これがなけれ

たか。アメリカがなぜ滅びるのですか。麻薬

ば、神様の愛が充電できません。人間のその

と淫乱を通して滅びるのです。

器官を通じて愛を満たそうとすれば、人間は
毎日のように愛を満たすことができます。し

男性が男性になり、女性が女性になるよう

かし、動物はそれができません。一年に一度

にするものが何か分からなかったというので

だけです。

す。それが正に生殖器です。それを嫌う人が
いますか。好きだというなら、どれほど好き

アメリカの家族制度は、いくらおじいさん、

ですか。今まではそれが良くないものだと思

おばあさんがいても、孫の家に思いのままに

っていたとしても、これからは貴く思わなけ

訪問することができません。訪問したければ、

ればなりません。未来の世界はどのような世
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界でしょうか。生殖器を絶対的に貴く思う世

ようとしても離れることがないようにするた

界になるならば、その世界は良い世界でしょ

めです。離れたとしても、再び戻ってきてそ

うか、悪い世界でしょうか。栄える世界でし

れを探さない限り、どこにも行く所がないと

ょうか、滅びる世界でしょうか。冗談ではあ

いうのです。どこかに行って安息する所がな

りません。神様が人間を創造される時、最も

いというのです。それをもっていってこそ、

大切に精誠を尽くして造られたところがどこ

天下のどこに行ってもみな和合して、歓迎す

でしょうか。目ですか。鼻ですか。心臓でし

るようになっています。

ょうか。でなければ頭脳でしょうか。これら
はすべて死んでなくなります。事実がそうで

三) 真の愛は汚いものも消化

はないですか。「世界平和家庭連合」の目的
は何でしょうか。道徳と宗教等、あらゆる分

皆さん、神様が最も重要視して、最も精誠

野を完全に超越して、生殖器が一つになって

を尽くしてつくられたところがどこか知って

神様までも拍手で歓迎できる人が生きる世界

いますか。生殖器です。生殖器は生殖する機

があれば、どのような世の中になるでしょう

械ではありません。それが最も貴いものなの

か。

に、最も汚いものとくっついています。それ

男性と女性が生まれる時、彼らの生殖器の

を知っていますか。小便の穴は、同じですか、

主人は誰ですか。夫の生殖器の主人は妻であ

違いますか。場所は同じです。男性も女性も

り、妻のものの主人は夫です。生殖器の主人

同じです。なぜ、そのようにつくりましたか。

がお互いに入れ替わっていることを知りませ

いくら良い種でも、肥やしをかぶせて植えて

んでした。簡単な真理です。これを否定でき

こそよく育ちます。貴いものであるほど、良

ないというのです。千年、万年、歴史がいく

い肥やしをたくさん継続的に与えてあげなく

ら流れても、この真理は変わりません。

てはならないというのです。
人は継続的に育っています。神様を占領す

地上世界で神様の愛が宿るところはどこで

るように育ち続けているのに、肥やしも一生

しょうか。男性と女性の生殖器だということ

の間、共に降り注いでいます。それが汚いで

を知らなければなりません。堕落していない

すか、有り難いですか。それを考えれば、す

本然の愛、これが、至聖所だったということ

ごいことでしょう？ それがなぜ、そこにく

を知らなければなりません。堕落したために、

っついているのかというのです。毎朝、生殖

最も貴い天国の皇子の系統を受け継ぐべきこ

器はそのにおいを必ずかがなければならず、

のような王宮が、神様の怨讐であるサタンの

小便をしてそこに毎日のように水をまかなけ

一族の血統を受け継いだ、という驚くべき事

ればならないというのですから、これはどう

実を知らなかったのです。

いうことでしょうか。天地の道理がそうです。

男性と女性が愛することができる生殖器な

じっと考えてみれば、宝物は天国にあるも

のです。ところが、神様は、知恵があるので、

のだと思っていました。ところが、気がつい

この愛の器官を入れ替えておきました。離れ

てみると、自分の体にもって歩いているもの
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だったというのです。本宮がそこだというこ

あるというのです。そうではありませんか。

とを知ったからです。神様に侍ることができ

汚くてにおいがする同じ場所で、永遠の生命

る本宮は、愛ではないですか。愛の真の壺が

が芽生えるのです。これは明確な概念です。

どこにありますか。指にありますか。どこで

いつでもトイレに行けば、それを考えなけれ

すか。男性の何ですか。女性の何ですか。男

ばなりません。お父様のみ言を考えて、「真

性の生殖器、女性の生殖器ですが、そこと同

の愛と連結された神聖なところだ。すべての

じところに最も悪いものがあります。小便が

ものが神聖だ」と思わなければならないので

どこから出てきますか。生殖器から出てきま

す。いつも忘れずに覚えていなければなりま

す。女性も同じであり、男性も同じです。そ

せん。

のように出てくる汚い小便が愛と和するよう
になる時、汚いものになるでしょうか、きれ

最も貴い生殖器が汚いところに連結されて

いなものになるでしょうか。それでは、小便

います。おしっこがどこから出てきますか。

を真の愛にひたして冷茶を飲むように飲むな

誰もこのように重要なことを一度も考えてみ

らば、どれほど素晴らしいでしょうか。

たことがありません。そのようなことを知ら
なければ完成は不可能です。春に種を蒔く時、

愛は調和も多いのです。においも、悪いも

その種を水で洗いますか、肥やしで覆います

のでも香水だと思わせます。ですから、愛に

か。肥やしで覆います。汚くてにおいがする

は汚いものがありません。それゆえに、神様

肥料で覆います。地に埋めて踏むというので

は真の知恵の王です。私たちの生殖器のよう

す。

なものも、最も汚いところの近くにあります。
これが和合する調和だと宣布して、配置した

生殖器と小便や大便をするところとは、最

のが男性と女性の生殖器です。最も良くない、

も遠いですか、最も近いですか。偉大な人は、

汚い部分に装置したのです。

汚いところに行って尊敬されなければなりま
せん。生命の場には肥やしが必要です。きれ

皆さん、男性と女性の生殖器がどこにあり

いなところはありません。砂浜にはないとい

ますか。そこは最も安全地域、最も安全地で

うのです。男性は、においがぷうーんと、何

あると同時に、最も汚いところです。それを

と言うのでしょうか。みそ汁の味がしなけれ

見れば、神様は真の知恵の王です。人間世界

ばなりません。女性は清潔でもかまいません

に、「愛はそのような汚いものも支配するの

が、男性は少し不潔でなければなりません。

だ」ということを教えてくれているのです。

出掛けて帰ってくれば、足のにおいがぷうー

肛門に近い位置にあります。小便が出てくる

んとしなければなりません。あまりにも清潔

道と、もう一つの道と全く同じです。

だったら、はえも来ません。はえさえも訪問
しません。そこにありの子がくっつきますか、

関係する時、男性の生殖器が入ってくるこ

何か鳥の子がくっつきますか。

とを願うでしょう？ それは、考えればどれ
ほど汚いですか。神聖な穴と汚い穴が一緒に
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結婚とは何ですか。生殖器を合わせるため
の運動ではないですか。そうですか、そうで

というのです。あぜんとします。それが何だ
というのですか。

はありませんか。これは下品な話ではありま
せん、神聖な話です。人間の最も高貴なもの

愛は人間にとって貴いものです。人間の愛

が生殖器です。そこから生命が引き継がれ、

が貴いものなのに、その貴い愛の器官の前に、

理想が引き継がれるのです。限りなく貴いも

最も嫌っているのに近くにあるものとは何で

のなのに、便所に近いところにあります。男

すか。それは何ですか。小便をどこでします

性と女性の生殖器は、毎日のように便座に座

か。女性も男性も、それが生殖器と連結して

る時、どうなりますか。肛門だけが座るので

いますか、していませんか。気分が悪くあり

すか。すべてが座るのでしょう？ 私は男性

ませんか。

ですから、女性のことは分かりませんね。女
性もすべてが座りますか。答えてみなさい。

最も良いものは何ですか，指が良いですか、
頭が良いですか。何が良いのですか。男性に

人間にとって最も貴いものとは何だと言い

とって何が良いのですか。男性と女性におい

ましたか。生殖器です。生殖器は最も神聖な

て最も責いものとは、どこですか。生殖器で

ものでありながらも、生殖器に最も近いもの

はないですか。どれほど貴くて、サムサルバ

が最も汚いものでもあります。男性の生殖器

ン（三つの災いが重なった不吉な方向）の侵

からは小便も出てきます。それは、なぜそう

犯を受けず、保護するようにきちんとつくっ

なのでしょうか。それが宇宙の神秘です。ま

ておいたのでしょうか。通るたびにこれに触

た女性の生殖器から最も近いものが何ですか。

れるようになれば大変なことになるので、さ

肛門があります。それは毎朝使用するでしょ

っと保護してあげるのです。男性と女性、み

う？ 小便もそうです。でも、おかしなとこ

なそうです。私が神様でも、ほかには取り付

ろにあると考えてはいけません。それを讒訴

けるところがありません。それをつくって組

する言葉を聞いたことがありますか。何も言

み立てる時、これをどこにもっていって取り

わず、何でもないというのです。霊界に行け

付けたでしょうか。ここにつけますか。ここ

ば高い位置に行きたいと思うのと同じように、

にしておいたら、男性と女性が二人で歩く時、

最も卑しい所へも行って住みたいと思わなけ

どうなりますか。

ればなりません。
四) 生殖器を中心に縦横のバランスをとらせ
女性の生殖器から何が出てきますか。生命

なければならない

が出てきて、その次に、何が出てきますか。
小便が出てきます。糞のいとこです。私もそ

建築する人たちは、三角定規一つで、すべ

れが不思議なのです。全く、それがなぜ好き

て設計するでしょう？ さっさっさっとすべ

なのですか。おじいさんとおばあさんも、神

て設計するでしょう？ それと同じです。人

様もそれをつかまえることができなかったと

を見てみれば、重要なものがどこにあるでし

嘆息しています。気がついてみると、そうだ

ょうか。真ん中の垂直線形態に沿ってあるも
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のが一番重要です。それが何ですか。生理的

なもの、二つがついているのです。それが宇

体の形態、この体においてそれは何ですか。

宙を代表するのです。それゆえに、生命の種

鼻です。鼻をふさいでみてください。この鼻

は男性から、生命の根源は男性から出てくる

を通じて、生命の要素が通るのです。それか

のです。米国の女性がいくら誇っても、赤ん

らどこに下りていきますか。へそに下りてい

坊の種はもてないでしょう？ いくら有名な

って、どこに行きますか。生殖器です。女性

米国の女性だとしても、赤ん坊の種をもつこ

の生殖器は逆さまになっていますか。横的に

とはできません。

なっていますか。私には分かりません。女性
がよく知っているでしょう。男性の生殖器は

皆さん、このように垂直にまっすぐにして、

縦的になっていますか。それを知らなければ

これがどこに通じるのですか。生殖器と通じ

なりません。縦的な基準を備えたすべてのも

るのです。それが垂直の通過点です。それゆ

のは神聖だというのです。生命の問題と直結

えに、神様の希望の場所です。体は、ここに

されているのです。

九〇度で一つにならなければなりません。今
まで人間は、心と体が正しくありませんでし

皆さんの顔で、この水平（口の線）とこの

た。心は垂直的私です。体は水平的私です。

垂直（鼻の線）がまっすぐな人々は、良心が

どこからですか。垂直的父母、水平的父母、

正しいのです。これが九〇度になる人々は、

垂直的父母と水平的父母が一緒に私をつくっ

良心が正しいのです。一番重要なところです。

たのです。彼らから真の愛、真の生命、さら

へそが左によってもいけなくて、ぴたっとセ

には真の血統を受け継ぐようになったのです。

ンターラインになって、あごまでこのように

自分がそのようになっているのです。真の愛

なり、唇がここにありますが、この鼻がこの

で一つになって生まれたのが私です。私は宇

ようになって、血管があるところまでこのよ

宙の中心であり、愛を代表した存在だという

うになっている人は、出世する人です。これ

のです。水平的愛と垂直的愛が合わさって一

が、おしりともぴたっと合わなければなりま

つとなった真の愛の中心存在です。それが正

せん。このようにして腰も九〇度、おしりも

に私なのです。

九〇度が合わなければなりません。このよう
人は、縦的なことを考えるので立っていま

に考えるのです。

す。頭がここにあり、生殖器が中心です。皆
目は横的になっていて、鼻は縦的になって

さんが脱いで鏡を見れば、男性たちは下の生

いるでしょう？ この縦的な鼻を通じて口と

殖器まで毛が生えているのですぐに分かりま

食道を通じ、胃腸まで縦的に通じるのです。

す。これがゆがんではいけません。女性もお

縦と横が調和をなさなければなりません。縦

っぱいがありますが、これがすーっと合わな

的な口や横的な目がゆがんでいたりすれば、

ければなりません。おしりが大きくてもいけ

既に人の性格が変わるのです。男性と女性の

なくて、すべてが合わなければなりません。

生殖器も、縦的な面に拍子を合わせているの

ああ、笑うことはありません。このようなこ

です。男性たちの生殖器は縦的なものと横的

とに感動することができなければなりません。
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なぜ私たちの体は相対的になっているので

三十二本の歯は、四掛ける八で三十二（４×

すか。焦点を合わせるためにそのようになっ

８＝３２）、すべて万物世界の表示的象徴で

ているのです。耳も目も、すべて焦点を合わ

す。このような視覚的なすべてのものが、ど

せるのです。また、口も神経を中心に焦点を

こに行って実を結ぶのかというと、頭ではあ

合わせているのです。そして、これが真ん中

りません。生殖器です。様々な神経の王宮が

から下には、へそと生殖器が直線になってい

生殖器です。それは生理学を研究すれば分か

るというのです。それを恥ずかしく思うのは

ります。

間違いです。
男性は、なぜそれがとがっているのですか。
目の焦点も中心を中心として一直線上にあ

女性も突き出るようになります。それは、山

ります。これとこれが合っているでしょう？

脈が途絶えるような形になっています。明堂

へそから生殖器まで、ぴったり合わなければ

地（ミョンダンチ：風水で墓地として使うの

なりません。それで、二つをくっつけました。

に非常に良いとされる所）はそうでなければ

それゆえに、共鳴するのです。なぜ、そこに

なりません。左の青龍、右の白虎という言葉

くっつけたかといえば、共鳴しなければなら

もすべてそのように展開されるのです。それ

ないからです。共鳴してこそ意識をするので

ゆえに、愛のひもを通じて父母の愛から連結

す。

され、愛の生殖器と共に垂直にならなければ
ならないのです。

唇も焦点が合わなければならず、手と手も
合わなければなりません。これがずれれば事

すべてのものは球形に似ています。すべて

故が起きます。口がいくら大きくても、すっ

のものは運動をしなければなりません。体の

と突き出て鼻筋と合い、へその緒と合い、あ

中で、人間の中で最も球形に似ているのが顔

の下の重要な生殖器と合わなければなりませ

です。顔の中で最も球形に似ているのは目で

ん。鏡を見て、自分自体が合っているかを見

す。それから、男性においては生殖器の周囲

て、私はどのように生きるべきかということ

にあるものです。私がそのことまで話をしな

もすべて知らなければなりません。子供の時

かったので、話さなくてもよいのです。それ

から、こうなっているからこのようなことに

から、体の中に入っていって何がありますか。

注意すべきだ、と教育しなければなりません。

腎臓、それから膀胱、それはすべて重要な器

それを教育できる教材がありません。そのよ

官です。そのようなことを考えてみましたか。

うな話をすれば、きりがありません。
すべて種が流れ、これが結実できる、それ
目を見る時、目がただあるのではありませ

が生殖器です。そこにすべて集まるようにな

ん。垂直に沿ってあるのです。人の目がゆが

っています。悪いもの、良いものがそこにす

めば良くありません。垂直にならなければな

べて集まるようになっています。ですから、

りません。鼻は、アダムとエバを象徴します。

これを正しく使えば良い人になり、使えなけ

目は神様の象徴です。歯は万物を象徴します。

れば最も悪い人になります。
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鼻先とこれが合わない人は、良心的な人に

おっぱいが一つになっていますか、垂直に

なれません。これは常識的に知っておかなけ

なっていますか。へそは中央にあるのですが、

ればならない問題です。これがへそを通って

円形のへそになっていますか。その次に、こ

生殖器まで、ずーっと直線にならなければな

れが生殖器までずーっと連結されているので

りません。男性たちを見れば、毛があります。

す。水が流れればどこに行きますか。低い所

女性は毛がないでしょう？ 女性たちの胸に

を通ってどこに行くのですか。座って仕事を

毛がありますか。男性の毛はこのように二つ

する時、一番たくさんぬれるのが下部の中央

の側がつながっているのです。それも主体と

です。汗が途方もなくたくさん出ます。それ

対象です。二つが一つにならなければなりま

で、毛がたくさんはえているのです。ここは

せん。

みなそうでしょう？ 水がそこにすべて集ま
るというのです。

鼻先と中央がすべて合わなければならず、
へそと生殖器とすべて中心が合わなければな

鼻が良い形であれば、金持ちになります。

りません。それがゆがんでいれば、その人は

それが分かりますか。さっと見る時、あては

星回りが悪いのです。人生は平坦ではありま

まらなければなりません。ここがすべて生殖

せん。人をぱっと見れば、これを合わせてみ

器まで、へそまで線が合わなければなりませ

て、目が平等になっているかをすべて見るの

ん。これがずれれば相対が揺れます。結婚す

です。肩からすべてのものがどのようになっ

る時は、丸裸になってへそを合わせてみて、

ているかを見るのです。歩く時、このように

胸を合わせてみて、すべていったんぴったり

歩く人はみな良くありません。ここに数百人

合えば、夫婦間が理想的になるのです。生殖

が集まっていますが、この人たちの歩き方は、

器もゆがんだ人がいるというのです。女性も

同じではありません。すべて違います。自分

どちらか片方に偏って、垂直にならなければ

の性格を表すのです。ある人は、このように

遊び人になるのです。未亡人になって死ぬよ

歩く人もいます。そのような人々は、すべて

うになるのです。創造の原則がすべてそうで

変えなければなりません。いつも定着するこ

す。

とができないのです。
人体で最も貴いものが目です。目が最も貴
頭が立っているのを見れば、まっすぐでは

いのです。それから心臓です。心臓も丸いの

ないですか。ずーっとまっすぐです。人の重

です。また、女性は子宮が丸いのです。男性

要な部分は頭と生殖器です。ここから直接下

は何ですか。男性の生殖器も丸くなっている

りてくるのです。ここで分かれました。頭で

でしょう？ 丸いものは貴いものです。女性

考えるすべてのことは、夫は妻を考え、妻は

たちは骨ばっていません。肉体が丸いので、

夫を考えます。愛を中心として考えますが、

美術家たちは女性の裸体を描くのが好きなの

それが生殖器、そこで一つになるのです。

です。
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顔を中心として、へそから生殖器まで、ぴ

人を見る時、頭からすーっと下りてくれば、

ったり合わなければなりません。一度、自分

鼻があるでしょう？ その鼻を過ぎて、唇を

の体を病院に行って調べてみてください。そ

過ぎて、へそと生殖器に通じるのです。この

して、歩く時は、ぴたっと中央に伝達される

縦的な線を中心として、目ですべてどのよう

重さが同じなので、くつ底が一定に擦り減ら

になっているか、横的によく合わさっている

なければなりません。そうです、くつを見て

かということを見るのです。耳も見て、肩も

ゆがんでいる人は間違っています。正しい人

見て、歩くのも正しいか、すべて見るのです。

は道人になるのです。そのようなことを考え

それゆえに、歩くのもいい加減に歩いてはい

てもみなかったでしょう？

けません。歩く姿は、その人の一生を象徴す
るのです。

人の人相を見ようと思うなら、ここからど
のように下りてくるかを見るのです。これが

人間について考えてみるとき、人間の体の

ずーっと生殖器とぴたりと垂直になってこそ、

中で最も貴いものは何ですか。円形によく似

良心的な人です。それがずれれば困るという

たものが貴いのです。そのように見るとき、

のです。胸が片方に寄っていても駄目で、へ

人の目と心臓、その次には、男性の生殖器で

そが寄っていても良くないというのです。き

す。男性の生殖器には、目のようなものが二

ょう、そのような話を聞いて帰って、夕方鏡

つあります。男性にはありますが、女性には

を見て、「私はこのようになっているからこ

そのようなものがありません。貴いものです。

うしなければならない」と言って引っ張るか

目が本当に貴いでしょう？ 目は神様を象徴

もしれませんね。そのような運動はしなくて

するのです。心臓は生命を象徴するものであ

もかまいません。

り、生殖器は愛を象徴するものです。頭は神
様を中心とした監視器官です。

座るのも、まっすぐに座らなければなりま
せん。歩くのも、まっすぐに歩かなければな

座って、ぴたっと広げて、このように力を

りません。歩くのを見れば、ありとあらゆる

入れるのです。空気を吸い込んで、目の玉が

人がたくさんいます。何千人がいたとしても、

飛び出るように力を入れるのです。こうすれ

みな歩く姿が違います。それで、歩く時は、

ば、疲れがすべて吹き飛びます。ふさがって

いつでもこのてっぺんとここ、生殖器をぴた

いた鼻の穴がすべて開くのです。これを一日

っと垂直に合わせて歩かなければならないの

に四回するのです。四回以上はしません。簡

です。縦的なものを中心として、すべての器

単でしょう？ トイレに行ってするのです。

官が動かなければなりません。そうすれば、

トイレに行ってあとを見なければならないで

神様がそれを見て、「やあ！ 男性と女性が

しょう？ あとを見る時、力を入れるのが呼

私の願ったとおりに歩いているなあ」と関心

吸です。それに合わせて、血管と共にすべて

をもち、霊界が関心をもつのです。

のものを授受作用させるのです。そうすれば、
女性は生殖器が飛び出してきそうな気分にな
ります。肛門が出てきそうな気分になるので
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す。鼻をぴたっとつまんで「フン！」とすれ

体を引っ張っていって合わせるというのです。

ば、ぽんと飛び出てくるのです。一日に四回

愛のために引かれていくのです。それは、強

ずつ、してみてください。

制的に引かれていくのですか、好きで引かれ
ていくのですか。好きで引かれていくのです。
自動的に天国に入っていくようになっている

五) 愛は学んで知るものではない

のです。
愛の表示を教えてくれないものはないとい
うのです。動物を見ても、よく見えない昆虫

すべての動物たちの雄、雌の生殖器は、羽

のようなもの、手でつかまえればぴたっとく

の付け根にあったり、ありとあらゆるところ

っついて消えそうなほど小さいものも、そこ

にあるのですが、それをどのようにして合わ

に目があり五官があります。ありますか。見

せますか。教育が必要ですか。合わせるため

たのですか。何を見たというのですか。この

の教育が必要ですか。教育を受けなくても、

ようなことを考える時、なければならないと

擦り合わせているうちに、すべて合うように

いうのです。それにも生殖器がありますか、

なっています。それを教育するといって性教

ありませんか。雄と雌がいるというのです。

育するのですが、それはサタンがつくったも

その雄と雌が何をもって一つになりますか。

のです。教育は必要ありません。

焦点が何ですか。愛でしょう？ それは否定
最近では、病原菌までもが夫婦で相対にな

できないのです。

っているといいます。顕微鏡で三百万倍に拡
教育は必要ありません。フリーセックスだ

大して見るのですが、その雄の中にも目があ

の、性教育だのと言っていますが、この狂っ

るでしょうか、ないでしょうか。鼻は？ 耳

た者たち、やめなさいというのです。動物世

は？ 口は？ 生殖器は？ そのような小さ

界で性教育をしますか。そばにさえ行けば、

なものも、生殖器を合わせることができます

自動的に合わせます。あるものは生殖器が羽

か。いったい誰が教えてあげたのですか。皆

の付け根の中にあるのですが、かかとでそれ

さんが嫁に行く時、「おいおい、生殖器はこ

に合わせます。自然に合うようになっていま

のように合わせなさい！」と心配しながら嫁

す。磁石が南北に通じるのは、「合わせろ」

がせる父母がいますか。自然に動かせば合わ

と言うから合うのですか、自動的に合うので

さるようになっています。自然合徳です。強

すか。自動的に合うのです。神様の愛があり、

制合徳ではありません。人は和合して和動が

真の愛に一致することができる心と体になれ

展開されるのです。一つになるのです。

ば、ほっておいても、自分で東西南北の方向
を正しく探し当て、自動的に行って合わせる

神様は、男性と女性の生殖器をなぜそのよ
うにつくられたのでしょうか。天地がすべて

というのです。
動物たちが愛する時、どのように生殖器を

その教材です。動物たちは、どのように愛す

合わせますか。体よりも大きいのが生殖器で

るのかを見せてくれる愛の教材です。動物の

すか、小さいのが生殖器ですか。小さくても、

中には人間が尊敬すべき動物が多いのです。
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学校に行ってみれば、最近は先生と学生と

かりましたね？ はっきり分かりましたか。

が闘うでしょう？ それは「ため」に生きる

すべての女性と男性たちが家へ帰って、「今、

愛を知らないからです。天理の根本を教えて

真理が分かった。今から実践してみよう！

あげることができませんでした。より「た

これが、私たち家庭の希望の本拠地だ」と言

め」に生きる人が偉大な愛を占領することが

うことができるようになれば、すべての解放

できるのです。愛には相続権があり、同参権、

が展開されるのです。結論は、宇宙的宣布と

同居権があるのです。愛はそうでしょう？

共に私たちは宇宙的宣布の内容を知って、生

愛する妻の前に金の塊を置いておいて、「そ

殖器を保護しなければならないということで

れは私のものだ」と言い、体だけゆだねてあ

す。母が、エバが堕落しました。その次にカ

げながら、「あなたが好むのは愛なので、私

インが滅ぼしました。破壊しました。アベル

の生殖器だけを受けなさい」と言うのですか。

がそれを助けて滅びました。それで、統一教

それが愛ですか。そうではありません。万物

会では、母の世界団体をつくったのです。

を捧げ、息子、娘をすべて捧げて、自分の体、
自分自身まですべて捧げようとするのが愛で

地獄と天国がどこから出発したのか、それ
を考えてみてください。どこから出発しまし

す。

たか。空中ですか。どこですか。生殖器です。
五、生殖器を通して天国と地獄が分かれる

深刻でなければなりません。ここが天地をひ
っくり返して打ち込みました。それを否定す

生殖器が貴い生殖器になる時、天国に連結

ることができますか。レバレンド・ムーンの

されることができるのです。間違いありませ

「原理」の本にある堕落論理を否定する道は

ん。小学校からそのような重要性を教えなけ

ありません。神様に尋ねてみてください。み

ればなりません。男性と女性が追求する目的

な調べてみてください。そのような答えをも

は、愛の生殖器だというのです。凹と凸にで

らえずに、自分たちは夢でも、聞くことも、

きているのは愛のためだというのです。それ

知ることもできなかったことを、レバレン

は事実ですか。なぜ、この生殖器が異なって

ド・ムーンが理論的体系をつくっておいたの

いるのですか。愛のためです。どのような愛

で、反対する道、反対する道理がないのです。

のためですか。真の愛のためだというのです。
永遠の愛、不変の神様の愛のためにあるので

最も恐ろしい地獄に行くこととは何ですか。
天理で決めた生殖器の反対の道を行けば地獄

す。

へ直行であり、これと反対に、正当な神様の
生殖器が地獄と天国に分けてしまった、と
いうことを知らなければなりません。これを

絶対愛の道を行けば天国の高い所に行くとい
うのです。すっきりとした結論です。

間違って使えば地獄と連結し、正しく使えば
自然に天国に至るのです。出発地は一つであ

堕落することによって、男女の生殖器がこ

って、二つではありません。愛の行為がどれ

のよこしまな死亡の波、死亡の法、滅亡の地

ほど重要かというのです。もう、皆さんも分

獄を開門させた本宮になり、天道を破綻させ
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た魔物になったがゆえに悪いものになりまし

くるのです。絶対、唯一、不変、永遠のセッ

た。これが、今まで歴史に隠された秘密でし

クス完成のために来るのです。

た。
女性は男性の体を見る時、目を見ますか、
生殖器が解放されなければならないという

どこを見ますか。手を見ますか、どこを見ま

のです。それで、今フリーセックスの反対に

すか。男性を見る時、どこを見るかというの

なるものが絶対セックスです。絶対セックス、

です。目ですか。その次はどこですか。顔、

唯一セックス、不変セックス、永遠セックス

その次はどこですか。下りていってすべての

です。その四つのコンセプトがどれほど誇ら

五官がとどまる場所とはどこですか。どの器

しく、貴いでしょうか！ その二人がただそ

官が最も悪いものですか。歴史を通じて、生

のままでいれば、どのような変化もあり得ま

殖器が最も悪いものになりました。それを考

せん。これが真の愛の根です。ここから真の

えてみてください。地獄が出発したポイント

愛が出発するのです。

と一八〇度異なる方向だというのです。真の
生殖器は天国に入っていくものであり、偽り

今、サタン世界では完全に生殖器がすべて

の生殖器は地獄に入っていく出発点だという

壊れてしまいました。フリーセックス、レズ

ことを今まで知らなかったというのです。そ

ビアン、麻薬がはびこっています。麻薬は精

の基盤が生殖器だというのです。生殖器を誤

神を失わせるのです。人ではなく、動物と同

って使用することは地獄に連結されることで

じにさせるのです。動物のような考えしかで

あり、愛を正しく行うことは天国に行くこと

きないのです。しかし、天国はこれと一八〇

です。簡単です。

度正反対です。フリーセックスではなく、絶
対愛のコンセプトなのです。永遠の愛のコン

絶対愛はどこから探すことができますか。

セプトなのです。不変、唯一の愛のコンセプ

キスからですか。絶対愛をどこから探すこと

トです。これは、一気に天国に連結されます。

ができるかということです。絶対生殖器から

地上でそのような基盤を築けば、地上天国に

絶対愛がつくられるのです。それがなければ、

なるのです。否定できない理論的な結論です。

絶対愛を探すことができません。どこで絶対

皆さんの愛の基盤に気をつけなければなりま

愛を探すことができますか。キスすること、

せん。

見ること、聞くこと、触ることですか。性的
な関係からしか探すことができません。これ

生殖器を誤って使いました。それを革命し

を知らずにいるのです。永遠の愛、永遠のセ

なければなりません。ですから父母です。母

ックス、セックスが定着するところがどこな

を立てて女性を動員するのです。「女性連

のか知りませんでした。どこから出発するの

合」を動員して、母の位置の定着です。そこ

かを知りませんでした。生殖器をもっていな

に再臨主が来るのではないですか。メシヤは

い人、手を挙げてみてください。皆もってい

何をもってきますか。絶対セックスをもって

ます。それは、何をするためにそのようにな
っているのですか。それを尋ねると、生殖器
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が答えて、「私は二つの生殖器が共にしっか

熟すれば、神様を中心としてアダムのものは

りと結ばれて、絶対愛を成し遂げるのが最後

エバのものであり、エバのものはアダムのも

の願いだ！」と言うのです。「ワンダフ

のとなって、永遠なる神様と絶対的な愛の基

ル！」と言いながら永遠に「ハハハ！」と笑

台をつくるためのものだったのですが、それ

うというのです。

を不信して自分のものにしたということです。

どのように思いますか。その言葉が好きで

それで、これが破壊されてしまったのです。

すか、嫌いですか。私は分かりません。米国

自分のために生きる人は地獄に行くのであり、

の女性たちが、私よりもっとよく知っている

相対のために生きる人は天国に行くのです。

はずです。嫌いですか、好きですか。それで

ここから分かれるのです。この生殖器が地獄

は、絶対生殖器を願いますか。唯一の生殖器

と天国の境界線です。それを知らなければな

を願いますか。不変の生殖器を願いますか。

りません。

永遠の生殖器を願いますか。そのようなもの
をもっているかということが問題です。

神様の創造理想は絶対夫婦を立てることで
す。絶対生殖器を中心として、自分のために

その生殖器は誰のものですか。自分のもの

生きるのではなく、相対のために生きるとこ

ですか。夫のものです。これを知りませんで

ろから立てられるのです。生まれたのは「た

した、簡単な真理です。この宇宙のすべての

め」に生まれたのです。「ため」に生まれた

陰陽の道理は、雄、雌です。鉱物世界も主

のであって、「ため」に生きなさいとして生

体・対象関係、最近ではバクテリアまでも雄、

まれたのではありません。生殖器を与えたの

雌になっているといいます。宇宙がペア・シ

は、男性は女性のためです。女性の生殖器は

ステムになっているというのです。

男性のためです。男性のために生まれました。

愛という概念をもって、主体は対象のため

その生殖器をサタンが願うとおりに使うよう

に、対象は主体のために、「ため」に生まれ

になり、勝手に原則的な道を行かなければ、

たというのです。「ため」に生まれたのです

地獄に行くのです。絶対愛を中心として「た

が、何のためにですか。愛のためです。愛を

め」に生きれば、神様の系列に入っていくの

完成させるためだというのです。神様がアダ

です。天国の皇族になることができるという

ムとエバ、二人の男性と女性を造って成熟し

のです。

結婚させようとされる時、その結婚式を中心
として関係が結ばれる生殖器が絶対的な器官

どこで天国と地獄が分かれるのか、調べて

になっていて、その器官が絶対的な生命、絶

みましょう。空中ですか。どこでしょうか。

対的な愛、絶対的な血統を植えるための本部

正に皆さんの生殖器です！

だったということを知らなければなりません。

これが、天地をひっくり返してしまいました。

深刻なことです。

いったい誰が否定することができますか。文
堕落とは何ですか。根本問題、根本は何で

先生が発表した『原理講論』の堕落論に説明

すか。アダムとエバが生殖器を自分のものだ

されています。疑わしければ、神様に尋ねて

と思って自由行動をしたということです。成

もいいのです。皆さんとしては夢にも想像で
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きない内容と理論をもって、体系を立ててお

ヤコブが母方のおじ、ラバンの家で二十一

いた文先生の『原理講論』に反対することは

年間生活して帰ってくる時、ラバン家庭で最

できないはずです。目の不自由な人のように、

も愛する偶像を盗み出してきました。それが

方向を失ったまま生殖器を使用すれば地獄行

見つかれば雷が落ちます。それを砕いて飲み

きであり、反対にこれを神様の絶対愛の基準

干しました。そのようなことを知っています

に合わせて使うようになれば、天国の高い所

か。そうです、宗教圏は独身生活をしなさい

に行くのです。すっきりとした結論です。

といったでしょう？ 男性と女性の生殖器を
料理してしまったのと同様になれということ

悪なる先祖がいて、善の先祖がいますが、

です。同じことです。はっきり分かりました

堕落することによって善の先祖が血族をもて

か。ですから、堕落をすることができますか。

ませんでした。しかし、この天地の大主宰者

その一瞬間の行動が、億千万世の天地大王陛

であられる神様をサタンも無視することがで

下をフック（かぎ）に引っ掛けて、解放の日

きません。自分の業を実行するためには、必

を迎えられないようにしました。それを逆に

ず善の神様の決裁を受けたのちに行動をする

ひっくり返して打ち込むための統一教会の食

のです。その悪なることで神様の理想世界を

口（シック）が、祝福を受けて堕落をします

破綻させるのです。愛の世界を破綻させる仕

か。あり得ますか、あり得ませんか。

業をするのです。終わりの日には、神様の愛
の理想のその本拠地である生殖器を完全に破

南米に行って、十万教徒を率いた教団の道
主に、生殖器に対する話を二時間しました。

壊させる仕業をするのです。

そして、目がこのように回ったと思ったら、
サタンの血統は、どの部分から連結された

結論として「生殖器の専門家ですね」と言い

のでしょうか。キスを通じてですか。愛を通

ました。皆さん、おじいさんが生殖器の専門

じてです。それがどこですか。その起点がど

家になれなかったために痛哭が起きるのです。

こですか。生殖器です。神様の視点から見る

おばあさんが生殖器の専門家になれなかった

とき、この生殖器が恐ろしい器官だというの

ために家庭が破綻するのです。父母が専門家

です。それを知らなければなりません。

になれなかったために家庭がめちゃくちゃに
なって、夫婦がその専門家になれなかったた

神様は、男性と女性の生殖器をなぜ凹凸に

めにめちゃくちゃになるのです。専門家にな

つくられましたか。凸凸同士で結んで結婚し

れば、天地をそのポケットにすべて入れるこ

ますか。凹凹同士で合わせて結婚しますか。

とができるというのです。

全く、狂った者たちです。そんな者たちは一
代も行かずにすべて滅亡するのです。独身生

皆さんの目は、絶対的なものを願うでしょ

活を強調する人は、あの世に行けば、天国と

う？ 唯一的なものを願うでしょう？ 鼻も

反対の方向に立っています。

唯一的なものをすべて願うでしょう？ 他人
の鼻と違うというのです。体も絶対、唯一、
不変、永遠の体だというのです。生殖器も同
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じです。絶対的生殖器、唯一的生殖器、不変

個、もちたいですか。門を開け、主人がいな

の生殖器、永遠の生殖器です。皆さんは、そ

い家のように、過ぎゆく人が全員出たり入っ

のような生殖器をもっていますか。なぜ笑う

たりする、廃墟の家のようになりたいですか。

のですか。深刻な瞬間に「ひひ」と笑うので、
それを誰が信じるでしょうか。絶対家庭が必

生殖器を神様に侍るよりもっとよく侍って、

要です。絶対家庭、唯一家庭、不変家庭、永

神様よりもっと愛さなければなりません。そ

遠家庭であってこそ、天国に行くのです。

れでこそ神様が喜ばれます。全く、そのよう
な話がどこにありますか。宗教界で聞けば、

愛の器官をいい加減に扱えば、罰を受ける

びっくりして飛び上がってひっくり返るかも

ようになっています。それが愛の王宮であり、

しれませんが、これは明らかな事実です。神

愛の先祖の園です。愛は、そこから出発しま

様の理想の愛に侍ってこそ、神様が定着する

した。地上天国の起源であり、天上天国の起

ことのできる足場が生まれるのです。生命よ

源であり、神様の幸福の出発の起源がそこか

り大切であり、世の中を与え、天地を与え、

ら形成されるというのです。神様の笑いの基

神様まで与えても取り替えることができない

台がそこから出発するのです。愛を探し当て

ものです。創造物全体を合わせた以上に妻の

て、神様が踊ることのできる場がその場です。

生殖器を崇拝して、それ以上に愛してその価

その場を尋ね求めていかなければなりません。

値を認めてこそ、神様が自分の家に訪ねてこ

それは正しいですか、正しくありませんか。

られるというのです。

このように貴いのです。
第三章 人間堕落と復帰
愛が中心となって、二人が生命の合一体と
なって合わさる場、男性の血と女性の血が一

一、人間堕落の内的意味
一) 人間堕落は愛の事故だった

つのるつぼで一つになる、その場が生殖器で
す。その場は、息子、娘より貴く、夫より、

私が糾明した原罪と堕落の曲折は、人間の

神様よりも貴いということを知らなければな

最初の家庭で起こった天使長との不倫の事件

りません。子女より貴く、夫より貴く、父母

でした。「統一原理」におけるサタンは、観

より貴い位置だというのです。それがなけれ

念的存在や仮想の存在ではなく、霊的実体で

ば父母も無価値であり、夫婦も無価値であり、

す。神様の愛の理想を破壊し、神様の血統を

息子、娘も無価値なのです。

サタンを中心とした血統に変えた元凶です。

そのように貴いために、宝の中の宝として、

イエス様も、ヨハネによる福音書第八章で、

世の中の誰にも見えないように一生の間、錠

人類の父が悪魔であると明確に語られました。

前を掛けてもっているのです。そして、その

神様が、御自分の外的体であるアダムとエバ

鍵は男性のものは女性がもち、女性のものは

を通して実現しようとされた愛の理想を剥奪

男性がもっていますが、それぞれ一つしかあ

した愛の姦夫が、すなわち悪魔サタンです。

りません。一つのキーだけもたなければなり

皆さんには聞き慣れない話かもしれませんが、

ません。フリーセックスのように十個、二十

私が霊界を開拓し、宇宙の根本の曲折を究明
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しようと血の涙の闘争をした結果として得た

宇宙の大道の原則となり得る根本基準が壊れ

結論が、まさしくこれです。皆さんも真剣に

てしまったのです。結局、その悪魔とは何で

祈祷してみれば、解答を得られるはずです。

すか。愛の天国の王宮を根本的に破綻させた
親玉です。

宇宙の根本には脱線があり得ません。しか
し、この悪魔…‥。完全に成長する前の未成

なぜ、蕩減や父母権復帰や王権復帰という

年の時、十五、十六歳の時に…‥。女性たち

ものが必要なのでしょうか。サタンの愛とサ

を見れば、十代の時に堕落するでしょう？

タンの生命とサタンの血統が問題なのです。

ちょうどその時です。その時に、天使長ルー

本来は神様から出発しなければならないのに、

シェルをよくよく見れば、その語ることは、

悪魔から出発したというのです。ところで、

天地の道理をすべて知っているかのようだっ

悪魔は、愛という途方もないものを中心とし

たのです。神様の使いもし、天地創造に対し

て出発しました。愛ゆえに宇宙が生まれまし

ても話すことができたのです。アダムは無口

た。創造は、愛ゆえに始まったのでしょう？

でむすっとしていて…‥。

すべての存在の起源となる愛を中心として、

アダムのほうは鳥のひなを捕まえようと歩

創造はなされてきたのです。その根本をサタ

き回っていた時期です。子供の時には、みな

ンがひっくり返してしまったのです。ですか

そうでしょう？ 鳥のひなでも捕まえに歩い

ら、そのひっくり返った根本を、再びひっく

たり、棒を持って蛇でも捕まえに歩いたり、

り返してしまわなければなりません。

かえるを捕まえに歩いたりして、このように
しながら自然から学んだすべてのものをもっ

人類は闘争の歴史を経てきたのですが、な

て、これから主管し、管理し、それらと親し

ぜ闘争の歴史ですか。善悪の闘争歴史だとい

くなろうとし、完全にそれらと同化した者に

うのです。悪なる悪魔が神様の理想世界の全

なろうとしていたので、エバに対して関心な

権を奪い取っていきました。奪い取ったもの

どありますか。

はほかでもありません。この全宇宙の中心と
なる女性と息子、娘を強奪したのです。です

堕落とは何でしょうか。天理大道の基準、

から、神様には女性がいません。女性を通し

愛の元軸、天地の軸となるべき中心ポイント

て生んだ息子、娘がいません。本来、そのよ

が、堕落によって破壊されました。女性が目

うなことはあり得ません。本来の女性は、神

覚め、天使長が自分に目覚めて因縁を結ぶこ

様の女性であり、女性を通して生んだ息子、

とによって宇宙の根本を撃破し、恨みの地獄

娘は、神様の息子、娘にならなければならな

が生じたというこの悔しい事実を、人類は知

いのですが、悪魔がこれを奪っていったので

らなかったのです。サタンが人類の血統的先

す。未成年の時に堕落することによって、こ

祖になったということに対するこの恨を、誰

のようになったのです。このような論理がな

が解いてあげなければならないのでしょうか。

ければ、人間の根本を悟らせることはできま

それは何かというと、王妃となり得る人を、

せん。

その僕が支配したということです。ですから、
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愛ゆえに生まれたのですが、その価値をど

女性の生殖器です。それを正しく使えば国が

のようにして失ってしまったのでしょうか。

発展し、間違って使えば国が滅びるのです。

愛の反対行動以外には、それを失うことはあ

それが善悪の実です。国王であっても、正し

りません。堕落の結果は何でしょうか。女性

く使う時には国が発展するのですが、間違っ

が男性のために生まれ、男性が女性のために

て使えば国が滅びるのです。それによって家

生まれてお互いの愛を完成してあげるのでは

庭が崩壊し、社会が崩壊し、すべてのものが

なく、その反対になったのです。私のために

地獄と天国に分かれます。善の実を結ばなけ

決着させたすべてのものが、堕落の結果をも

ればならない場所に、悪の実を結んだのです。

たらしたというのです。一八〇度反対の方向

善悪の実とは何ですか。それが善悪の実で
はないのですか。みな善悪の実をもっていま

に行ったのです。
聖書には、善悪の実を取って食べて堕落し

すか、いませんか。男性の生殖器と女性の生

たとあるのですが、根本的に愛ゆえに生まれ

殖器が善悪の実なのです。毒蛇の頭です。イ

た立場において、善悪の実を取って食べたと

エス様は、なぜサタンを「毒蛇」と言いまし

いうその事実だけでは、「ため」に生きる愛

たか。なぜサタンを「蛇」と言ったのですか。

の基盤を破壊させることはできません。愛ゆ

それが蛇の頭です。毒蛇の頭です。女性も男

えに生まれた根源を否定することはできない

性もすべてそれをねらっているでしょう？

のです。男性と女性が引っ掛かるべき「た

女性も男性も、みなそうではないですか。

め」に生きる愛ではなく、「自分のために生
きろ」という愛に二人とも引っ掛かったこと

人間にとって最も貴い場所とはどこですか。

が堕落です。神様が創造されたすべてのもの

男性や女性にとって、最も貴いものとは何で

はペア・システムになっていて、お互いが

すか。女性が女性になったのは、一つのもの

「ため」に生まれました。

を中心として女性となりました。一つのもの
のゆえに、女性が女性になったのです。その

人間もこのような価値の世界へ入っていく

一つの場所とは、どの場所ですか。愛の器官

ようになっていたのですが、自分を中心とし

である生殖器です。それは何かというと、生

て一八〇度反対になったことが堕落です。そ

命を植える器官です。それは何と良い名前で

れは、何を中心としてなったのでしょうか。

しょうか！ 生殖器ではないですか。「愛の

女性が一番重要に思い、男性が一番重要に思

器官」と言うよりも実感がわくのです。説明

う、その愛の器官を中心として破壊の行動が

がなされました。生命を植える道具、それが

起きたのです。

生殖器です。生殖器を恥ずかしく思ってはい
けません。生殖器を韓国語で何と言いますか。

神様とは誰であり、悪魔とは誰ですか。悪

韓国語で何と言うのですか。性器を韓国語で

魔は神様の怨讐です。愛の姦夫です。「女」

何と言うのですか。それを言うのが恥ずかし

という字が三つ集まれば「姦」です。これが

ければ、自分が恥ずかしさをもって生きてい

文総裁によって明らかになりました。人類始

るということです。韓国語自体が恥ずかしけ

祖の堕落の根源となった善悪の実は、男性と
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れば、韓国人としての資格はありません。誇

愛する相対が変わりました。ですから、根本

らなければなりません！

的な堕落です。これを犯すことによって、宇
宙のどこにおいても、動物世界や植物世界や

創造主である神様が、御自身の対象が御自

鉱物世界や人間世界のどこにおいても、ねず

身より何千万倍も立派になることを願ったの

みの世界や何かの虫の世界においても、これ

であれば、なぜ堕落するように人間を造られ

を前面に立てることができないほど誤ったの

たのでしょうか。これが問題になるのです。

で、この宇宙から追い出してしまわなければ

神様が堕落するように造られたのではありま

ならないのです。それで、エデンから追放し

せん。堕落してはいけないと警告をしました。

たのです。

「善悪の実を取って食べるな」と警告したの
です。その善悪の実とは何ですか。善悪の実

アダムとエバの堕落も、知ってみれば、こ

とは女性の生殖器のことです。女性は弱いの

の鉄則に背いたことに由来しているのです。

です。私たちの先祖がエデンの園で暮らす時

アダムとエバは、自分の生殖器が、自分のも

は、裸になって暮らしたのです。

のだと錯覚したのです。考えてみてください。
善悪の実を取って食べたからといって、アダ

神様は「善悪の実を取って食べるな！」と

ムとエバを追い出したりしますか。神様は、

命令されました。その善悪の実が何であるか

それほどでたらめな神様ではありません。根

知っていますか。それは女性の生殖器のこと

本的な問題において誤り、宇宙のどこにおい

です。「全く、そのような話がどこにある

ても公認することができなくなったので追放

か」と言うかもしれませんが、エバはいつも

してしまったのです。鉱物界、植物界、動物

「お兄さん、どこへ行ったの？ 私は寂し

界の雄や雌においても、すべて愛の相対のた

い！」と言っていたのですが、このようなエ

めに自らの性器を保管しているということを、

バを天使長が犯したのです。天使長には、彼

アダムとエバは分からなかったのです。

らが結婚する時まで保護し、育成すべき責任
戒めに背いたのです。絶対生殖器をもって、

があるのです。
それで、天使も裸になって暮らすのです。

絶対的に「ため」に生き、絶対服従しなけれ

服というものは、堕落したのちに生まれたの

ばなりません。「ため」に生きる愛の基台を

です。動物が服を着て暮らしますか。生殖器

神様は願われたのですが、自分を中心として

に何をかぶせるのですか。夫婦間で、お互い

自分勝手に行動してしまったのです。それゆ

に恥ずかしく思うのですか。一緒に暮らして

えに、宇宙が「ぺっ！」とつばを吐いてしま

いる夫婦が裸になることが恥ずかしいことで

ったのです。これを再び回復しなければなり

すか、恥ずかしくないことですか。

ません。それを回復しようとすれば、偽りの
父母によって失ってしまったことなので、真

堕落とは何ですか。生殖器を誤って使用し

の父母が来て回復しなければなりません。

たことです。誤って使用することによってど
のようになったのかというと、新郎が変わり、
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男性にとって最も恐ろしい恩讐は、女性で

うこと、それがすべて堕落によって否定され

す。開いた蛇の口のようになって「男性の生

たので、これを再現し、理論的にぶつかって

殖器が入ってくればかみついてやろう」と、

「そうだ」と認定させることができる個人解

このようにしているのです。このようなもの

放、家庭解放、氏族解放、民族解放、国家解

が至る所に散在していて、これが次の世代に

放、天宙解放をなし、神様までも解放しなけ

引き継がれているのです。ですから、最も恐

ればならないのです。この途方もない問題が

ろしいものが生殖器です。

アダム家庭における愛の問題であり、男性と
女性の二人が生殖器を誤って合わせたことが

エデンにおいて愛を失ってしまいました。

この天宙を爆破させたのです。

悔い改めなければなりません。エデンにおい

生殖器というものは何かというと、愛の本

て、涙を流しながら神様とアダムとエバが惜

宮であり、王宮です。それがなければ愛は起

別したその何十倍、何百倍の痛哭をしなけれ

こりません。それがなければ生命は生まれま

ばなりません。涙と鼻水とよだれの三つが流

せん。それがなければ血統の歴史性は生まれ

れ、これがへその線を通じ、あの生殖器を経

ません。それを否定すれば、あらゆるものは

て落ちなければなりません。これが罪を犯し

一代ですべてなくなります。なくなるのを神

たのです。

様は認めることができないので、これを存在

アダムにエバを造ってあげたのは、何を造

する立場に立てておき、私が創造に責任をも

ってあげたということですか。寂しいという

ち、サタンまでも屈服させるのです。たたい

ことで女性を造ってあげて良しとされたので

て屈服させるのではありません。自然屈服さ

すが、何を中心として良しとされたのでしょ

せるのです。自然屈服です。

うか。女性の何ですか。生殖器です！ 凸の
前における凹です。凹をつくってあげたので

先生のアダム完成の責任は、堕落のない解

す。アダムはアダムなのですが、エバを何の

放された天宙的な愛の王の位置を復帰しなけ

ために造ってあげたのですか。目、鼻、顔で

ればならないということです。サタンの血統

すか。何をつくりましたか。アダムのために、

のすべてに責任をもつのです。恥ずかしさや

エバの何をつくったのかというのです。凸の

自分の威信や体面が問題ではありません。自

ために凹をつくったのです。アダムとエバの

分が最も愛する生殖器を犬の糞の上にも突っ

その場所には愛の源泉があるので、それをつ

込まなければならないのです。千年、万年、

くったのです。凸のために凹をつくりました。

そのような想像もできないことをしなくては、

最も価値があるもの、愛の根本だということ

女性を生かすことはできません。それを見た

を知らなければなりません。

くないので、「新しい天地を造ろう」と言う
ことができます。神様を迎えて新しい宇宙を

今は、根本が出てこなければなりません。

造ることができるのです。そのような神様は、

神様はどうで、天地創造はどうで、人間の始

サタンである天使長の前に、愛の秩序を破壊

祖はどうだということや、人間が家庭から始

させたことに対して着手することができない

めて社会、国家、世界がこのようになるとい

ので、それはどれほど悲惨なことでしょうか。
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女性の生殖器を見れば、「これが、何千万

できていたはずの私たちの人生行路が、堕落

年、神様までも監獄にほうり込んできた穴な

によってこのように悲惨になってしまったの

のだなあ」と思わなければなりません。男性

です。このような事実を知らなければなりま

を見るときも、そうでなければなりません。

せん。堕落を知らなければなりません。

男性の生殖器が、エバが「そうしよう」と言
ったからといって、そのように天国をひっく

二) 善悪の実はエバの生殖器

り返してしまったという事実、そのことを思
っただけでも、背筋が寒くならなければなり

エバは女性ですが、女性の根本とは何です
か。「目には美しい」その存在の核心とは何

ません。

かというのです。目ですか。顔ですか。手で
男性五人の中に女性が一人でいる場合、神

すか。体ですか。違います。生殖器です。女

様は安心されたでしょうか、不安だったでし

性は凹であり、男性は凸です。神様は、凸で

ょうか。皆さんが神様ならばどうですか。そ

あるアダムを造られ、アダムの前に凹のもの

れならば、誰に警戒させるでしょうか。

を造ってくださったのですが、それが女性で

女性一人が最も近いのです。将来の神様の

す。なぜアダムの前にエバを造られて「良

相対となり、御自身の体です。最も近い愛の

し！」と言われたのでしょうか。神様の愛を

相対です。戒めを与えるときは、近い人に与

中心として見るとき、その愛を完成させるこ

えるのです。家を出るとき、自分と最も近い

とができる道が生まれたのです。それゆえに、

人と最も遠い人がいれば、自分とは遠い人に

神様も良く、アダムも良く、エバも良いとい

命令しますか、近い人に命令しますか。近い

うのです。愛を中心として、そのように言わ

人に命令をするので、エバに「善悪の実を取

れたのです。それは何を中心とした言葉です

って食べてはならない！」と言われたのです。

か。生殖器を中心として言われた言葉です。

善悪の実とは何ですか。それは、女性の生殖

おかしな話だと思ってはなりません。

器のことをいうのです。女性が善の男性と出
会えば善の息子、娘を生むのであり、マフィ

エデンの園において、神様は、アダムとエ

アと出会えばマフィアの息子、娘を生むので

バに戒めを与えられました。「善悪の実を取

す。結実がそこにあるのです。

って食べてはならない！」と言われたのです。
その善悪の実とは、女性の生殖器のことです。

神様が愛を中心として投入して、投入して

女性が王と出会えば王子を生むのであり、マ

みると、この宇宙を包括しても余りあるほど

フィアと出会えばマフィアの息子、娘を生む

になったのです。愛の動機である神様を中心

のです。善悪の実を結ぶことができるのが女

として、この核を中心として、この宇宙の存

性です。女性は、夫が立つ位置に一緒に立つ

在世界の末端まで愛の雰囲気で包括してしま

ことができるのです。小学校すら出ていなく

うというのです。ですから、霊界に行っても

ても大統領の夫人になって、愛の関係さえ結

愛の雰囲気であり、地上でもペア・システム

べば同じ位置に立つことができるのです。

を中心として、愛を歌いながら暮らすことが

1466 * 千四百六十六

천성경

天聖經
Cheon Seong Gyeong
「取って食べてはならない」と言われたの

っていくことができますか。できません！

ですが、何を「取って食べてはならない」と

そのような論理は通じないというのです。

言われたのですか。エデンの園の命の木と善
悪を知る木は、アダムとエバのことをいうの

エデンの園にいる者たちを見れば、女性は

です。命の木とはアダムのことではないです

一人しかいないのです。女性は一人ですが、

か。アダムの生殖器が命の木です。それは正

天使長は三人いて、アダムがいて、神様も男

しいですか、正しくないですか。善悪を知る

性的です。神様以外に四人の男性が一人の女

木とは何ですか。エバの愛のことをいうので

性を取り囲んでいるので、警戒すべき問題は

す。マフィアと愛をなせば、マフィアの息子、

正にそれです。善悪の実は、女性の生殖器の

娘が実を結ぶのと同じです。王と愛をなせば、

ことをいうのです。

王の息子、娘が実を結ぶのです。ですから、
血統的に悪魔の血統を受け継いだというので

人間の堕落はどこから始まりましたか。生
殖器です。この生殖器とは何かというと、愛

す。

の王宮です。生命の王宮です。そうではない
聖書を見ると、「あなたは園のどの木から

ですか。王の血統を相続するものが生殖器で

でも心のままに取って食べてよろしい。しか

す。最も貴重なものです。それが、堕落して

し善悪を知る木からは取って食べてはならな

しまうことによって最も不潔な所になったの

い」とあります。兄弟の関係なので、手を握

です。どの国でも同じです。そのような状況

ったり、キスしたりしても構わず、すべての

です。それが、神様を中心として神聖なもの

木の実を取って食べても構わないのですが、

でしょうか、罪悪である卑しいものでしょう

善悪の実と命の木、男性の生殖器と女性の生

か。モーセが造った契約の箱ではありません。

殖器は、触れることができないようにしたの

神様がつくられた至聖所です。
神様が最高の至聖所としてつくられた場所

です。そのように警告したのです。

が生殖器です。堕落する前は、その位置がそ
神様は、何ゆえに創造されたのでしょうか。

の場所でした。人々は、堕落論に対してすべ

「ペア・システムだ」と言ったでしょう？

てを知ることはできません。それが原理では

何ゆえにですか。愛ゆえにです。神様の愛は、

ないですか。

何の愛ですか。真の愛に対して知らなければ
なりません。真の愛とは何ですか。神様が天

エデンの園のアダムとエバに、「善悪の実

地を創造されるようになった動機は何ですか。

を取って食べてはならない」という戒めを与

善悪の実ゆえに堕落したのです。そのような

えられたのです。善悪の実とは何ですか。そ

狂ったたわごとはやめなさいというのです。

れは誰の生殖器ですか。善悪を知る木です。

善悪の実とは何ですか。善悪の実が何なのか

女性の生殖器を意味するのです。女性がマフ

を知りません。根源を知らず、罪の根が何な

ィアと一つになればマフィアの息子を生み、

のか知らないのです。分からないで、どのよ

王と一つになれば王の王子を生みます。善の

うにして病気を治しますか。病人が天国に入

実も結ぶことができ、悪の実も結ぶことがで
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きるというのです。善悪の実です。それは、

堕落した愛を中心として一つになったので、

女性の生殖器について言っている言葉です。

「亡国の嘆き」になりました。最も下品な言

「善悪の実を取って食べてはならない」とい

葉になったのです。神様が最も精誠を尽くし

うのは、何のことか分かりますか。将来神様

てつくられた場所が生殖器です。最も精誠を

は、エバを愛の相対にしようとされたのです

尽くされた場所です。生命の根源がすべて集

が、男性がたくさんいたのです。男性は何人

まった場所であり、理想的、感性的なすべて

いますか。御自身以外に四人います。

のものの総合地です。そして、愛の本宮です。
愛の出発がそこから展開するはずだったので

ですから、どのような警告をしましたか。

す。堕落していなければ、生命の起源地です。

「愛してはならない！」とおっしゃったので

真の愛の本宮であり、真の生命の本宮であり、

す。「善悪の実を取って食べなさい」と言わ

真の血統の本宮だというのです。王宮です。

れたでしょうか、「取って食べてはならな

「子宮」という言葉があるでしょう？ どこ

い」と言われたでしょうか。それは何ですか。

を通して子宮が生じたのですか。その場所を

女性の生殖器です。警告するようなものがど

通してではありませんか。愛を通して、男性

こにありますか。戒め、訓示するようなもの

と女性の血肉が混ざり合うのです。男性の生

がどこにありますか。善悪の実という果実が

命と女性の生命が、愛を通して一つになるの

あったのですか。園の中で関心をもつのは、

です。

善悪の実という果実でしょうか、それとも女
性でしょうか。私には分かりません。皆さん

堕落したのちに、すべて壊れたのです。最

は、私よりももっとよく知っているはずです。

も悪いものに変わりました。神様の懐の中で

そうではありませんか。

はありません。それを否定する人がいますか。
最高の貴い王宮が、汚い愛の宮、汚い生命の

堕落したのですが、何ゆえに堕落しました
か。愛ゆえに堕落したのです。誤った愛が堕

宮、汚い血統の宮になってしまいました。私
たちの生殖器の話です。

落です。ですから、誤った愛がどこから出発
したのかというと、誤った生殖器の行動を通

人間堕落の根本が愛によって成立したので、

してなされたのです。これは公式です。アダ

人類は真の愛を失ってしまいました。神様は、

ムとエバに生殖器がなかったとすれば、人類

アダムとエバが赤ん坊を生む前に追い出され

が生まれることができますか。生殖器がなけ

たので、それは神様と関係がありません。私

れば、地上天国が出発することができますか。

たち人類の堕落の始祖が生じたのです。その

完全な、真なる、善の生殖器を通して、真な

過ちを私たちは知らなければなりません。

る善の地上・天上天国が生まれるのです。こ
のようになっているのです。真実でない生殖

女性がどのような男性に抱かれるかによっ

器を通しては、どのようになりますか。地獄

て、善にもなり、悪にもなります。どろぼう

が生まれるのです。

に抱かれればどろぼうの子女を生むのです。
ですから、善悪を知る木だというのです。善
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にもなり、悪にもなるということを知るよう

す。女性の生殖器は、善の人を迎えれば善の

になっている木だというのです。聖書は、人

実が出てくるのであり、悪の男性を迎えれば

間を木に例えているのです。女性はみな、そ

悪の実が出てくるのです。善悪の実とは、女

のような性質をもっているでしょう？ 注意

性の生殖器について語っている言葉です。男

しなければなりません。エデンの園で警告し

性にそのようなことがありますか。男性には

ましたが、今も同じです。

そのようなことはありません。

善悪の実は、エバの生殖器のことをいうの

善悪の実とは何ですか。善悪の実は、善の

です。女性は、対する夫によって種が変わる

男性と関係すれば善の実となり、王と結婚す

のです。そのような意味です。善の男性に対

れば王子を生み、マフィアのボスと結婚すれ

すれば善の実を結び、悪の男性に対すれば悪

ばマフィアのボスを生むのです。善悪の実で

の実を結ぶのです。そのようにすることので

す。善と悪の実を結ぶことができるものとは

きる本宮が女性の生殖器です。女性は畑でし

何かというと、女性の生殖器です。女性の生

ょう？ 盗賊が来て種を蒔けば、盗賊の子供

殖器を犯してはならないというのです。韓国

が出てくるのであり、王子が来て蒔けば、王

でも、若い女性を犯す場合、「取って食べ

孫が出てくるのです。

る」と言うでしょう？ 啓示的です。取って
食べてはならないというのです。

人間が罪を犯した場所は、男性と女性の生
殖器です。男性と女性の生殖器というものは、

堕落がどこでなされたのでしょうか。目で
すか、鼻ですか、口ですか。それとも、手で

本来、愛が出発する場所です。

すか、耳ですか。違います。生殖器で堕落し
善悪の実とは何ですか。女性が良い夫と出

たのです。偽りの愛によって、偽りの愛と連

会えば、良い赤ん坊を生みます。悪い夫と出

結して偽りの父母となり、偽りの父母によっ

会えば、悪い赤ん坊を生みます。私が知って

て偽りの生命、偽りの愛、偽りの血統、偽り

みると、善悪の実とは、女性のそれについて

の良心が生まれました。すべてがサタンと一

いう言葉でした。女性のそれとは何ですか。

つとなっています。神様と一つになりません

若い娘の時期は、「それ」と言えば胸です。

でした。絶対的な神様と一つになりませんで

胸がどんどん大きくなっていくのを見て…‥。

した。神様の反対側と一つになったのです。

それは女性の生殖器についていう言葉です。
しかし、男性においては、悪の女性が相対に

善悪の実とは何ですか。愛を誤れば、永遠

なっても悪になりません。善の女性が相対に

の悪の実を継承するのであり、愛を正しく行

なれば、より一層善になるでしょう？

えば、永遠の善の実を継承するのです。その
善悪の実は、何かの果物ですか。狂った者た

男性よりも女性のほうが先に成長して堕落
する素質が多いので、神様が「善悪の実を取

ち！ 善悪の実というのは、男性と女性の生
殖器のことをいうのです。

って食べてはいけない！」と警告されたので

1469 * 千四百六十九

천성경

天聖經
Cheon Seong Gyeong
堕落の根本は愛によって成立したので、失
ってしまった真の愛をどのようにして復帰し

させることができる「宮」とはどこですか。
生殖器官です。

なければならないかという問題は、淫乱によ
って堕落して真の愛を失い、生殖器を中心と

三) 悪魔サタンは淫乱によって堕落した

して誤ったがゆえに、その反対にまっすぐに
サタンとは、いったいいかなる存在ですか。

行かなければならないのです。

特にイエス様を信じる人々は、神様の前にサ
アダムとエバの堕落とは何かというと、そ

タンの正体をはっきりと明らかにしなければ

れが自分のことだということが分かりまし

なりません。サタンとは何ですか。姦夫です。

た！ 自分のことだということが分かったの

愛の姦夫です。そのサタンが父をたたき殺し、

です。今回、来て学んだはずです。愛を中心

母を強奪して生んだ子女がまさしく皆さんで

として誤ったというのです。なぜアダムとエ

す。気分が悪いでしょう？ 本当だと信じる

バを追い出したのでしょうか。善悪の実を取

ことができなければ、先生のみ言が本当かう

って食べたからといって追い出したりするで

そか、命を懸けて神様の前に一度談判祈祷を

しょうか。そのような無価値な神様ではあり

してみてください。

ません。根本的な問題において誤り、宇宙の
どこにおいても公認を受けることができない

サタンとは誰ですか。神様の夫人となるエ

ので、追放してしまわなければならないので

バを強奪した姦夫です。エバは、アダムの夫

す。

人であると同時に、神様の夫人です。神様の
夫人となるエバを強奪した姦夫です。サタン

宇宙の根本はどこにありますか。堕落して

は愛の怨讐です。それゆえに、神様は怨讐を

いない宇宙の根本は、そこにあります。これ

愛するのですが、愛するにおいては、姦夫で

が天地を破綻させた邪悪な根拠地になったと

あるサタンまで「愛しなさい」とはおっしゃ

いうことを知りました。ですから、自らの生

いませんでした。サタンは許すことができま

活をいい加減にすることはできません。恐ろ

せん。サタンに属した人は愛するのですが、

しくも、一日の失敗が千万年の歴史をひっく

サタンは許すことができません。それは原理

り返し、神様と真の父母と理想世界を完全に

なので、皆さんはそれを知らなければなりま

下敷きにしてしまったのです。そのように恐

せん。

ろしい器官です。おしっこをするたびに、そ
れを考えなければなりません。「こいつ、お

私たちの先祖がサタンに讒訴され、蹂躙さ

しっこも正しく出さなければならない！」と

れ、虐殺の祭物となってきた恨を解かなけれ

いうことです。

ばならないのがキリスト教信徒であり、修養
の道を行く人であるからには、このサタンの

高貴な価値をもたなければならない人間の

正体を解明しなければならず、歴史的な神様

本然の姿が、堕落することによって逆さまに

の心情と時代的な神様の心情、そして未来を

なりました。このようなすべての基準を連結

心配される神様の心情を知らなければなりま
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せん。そのようにして、神様が涙を流しなが

神様は、希望にあふれた大業を夢見ながら、

ら「おお！ 私の息子、娘」とおっしゃるこ

あらゆる最善を尽くして宇宙を創造されたの

とができてこそ、この世の中は戻っていくの

ですが、その大業と生命と理念のすべての条

です。

件が一時に破綻して駄目になった時、天地が
真っ暗になったというのです。ここに怨讐と

本来の主人を追い出し、その妻を奪い、そ

して登場したものが天使長ルーシェルでした。

の息子、娘まですべて死の位置に引きずり込

このルーシェルを打倒しなければなりません

んでいく悪党の親玉の立場が悪魔サタンだと

か、打倒してはなりませんか。神様が最も愛

いうのです。このように見るとき、神様の怨

された骨の中の骨であり、肉の中の肉である

讐であり、人類の怨讐である悪魔サタンを許

息子、娘を、ルーシェルが自分の息子、娘に

す道がありますか。結局、悪魔サタンは、愛

したのです。このような怨讐の首を切らなけ

を中心として神様と姦夫の関係になってしま

ればなりませんか、そのままにしておかなけ

ったのです。

ればなりませんか。このような問題について、

ですから、許すことができますか。そのよ
うなサタンを許せば、世の中をすべて破綻さ

歴史始まって以来、初めて苦心されたお方が
神様です。

せてしまうのです。ですから、皆さんがただ
そのまま神様の息子、娘となることができる

神様が願われた王子、王女の資格を破綻さ

と考えることができますか。それゆえに、こ

せ、王子、王女の家庭的愛を破綻させ、王子、

れを変える日まで、神様と人類は、呻吟と苦

王女以後の王孫を破綻させ、神様が理想とさ

痛の道を避けることができない立場で歴史を

れる家庭と天国を破綻させた元凶が、悪魔サ

つづっていくということを知らなければなり

タンだということを知らなければなりません。

ません。

この元凶は、神様の怨讐であるだけでなく、
私たち人類の怨讐です。その怨讐の敵将にそ

皆さんの愛の関係は、どこから始まりまし

の国の王宮にいる王族、王族の王子、王女が

たか。どこから出発しましたか。悪から始ま

捕らわれていき、僕の生活をしながら、その

りました。この悪の親玉が悪魔サタンです。

僕の世界の子供を繁殖させたというのと同じ

どのような因縁をもった悪魔かというと、愛

です。王子、王女を中心として、王権のもと

の姦夫だというのです。その姦夫の血肉を受

で繁殖していかなければならなかったにもか

け継いで人間が生まれたのです。そうである

かわらず、悪なる悪魔の王権のもとで繁殖し

ならば、私たちが受けようとする愛は、姦夫

た群れのようなもの、それが堕落した人類だ

の愛ですか。姦夫の血統を通して受け継がれ

というのです。

てきた不正な血統の愛を受けようとしました
か。違います。ですから、これが問題なので
す。

聖書の内容を観察してみれば、人類始祖が
不倫な愛をなすことによって、悪魔サタンを
中心として父子の関係を結んだという事実を
否定することができません。神様の血筋を受
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け、神様の絶対的な愛の中で神様の直系の息

堕落によって、人間は偽りの父であるサタ

子、娘として生まれなければならない価値的

ンに屈服せざるを得なくなりました。人間は、

な人間が、悪魔サタンの血統を受け、サタン

自分たちの父を取り替えてしまったのです。

の息子、娘として生まれたのです。

私たちは、真の父である神様を捨て、偽りの
父である悪魔サタンと一つになったのです。

ローマ人への手紙第八章に、「御霊の最初
の実を持っているわたしたち自身も、心の内

このようにして、最初の男性と女性はサタン
の息子、娘となってしまいました。

でうめきながら、子たる身分（実子でなく養
子として）を授けられること、すなわち、か

本来、サタンとはどのような存在ですか。

らだのあがなわれることを待ち望んでいる」

悪魔という存在がどのような存在かというと、

（二三節）と記録されています。養子は血統

神様の僕です。しかし、この僕が主人の娘を

が異なるのです。これが、私たち人間の実情

強奪したのです。これが堕落です。聖書に出

です。

てくるその堕落とは何かというと、エバが善
悪の実を取って食べたことが堕落だというの

ローマ人への手紙第八章を見ると「御霊の

ですが、善悪の実は果物ではありません。僕

最初の実を持っているわたしたち自身も、心

が主人の娘を強奪したことです。将来、代を

の内でうめきながら、子たる身分（養子）を

継ぐ息子と娘を生んで育て、神様の理想を成

授けられること、すなわち、からだのあがな

し遂げようとしたのですが、僕としてつくら

われることを待ち望んでいる」（二三節）と

れた天使長という輩が、主人の娘を強奪した

あり、「あなたがたは再び恐れをいだかせる

のです。それが人類の堕落の起源になりまし

奴隷の霊を受けたのではなく、子たる身分

た。天地がそのようになったのです。このよ

（養子）を授ける霊を受けたのである。その

うに複雑に絡んだ内容は、皆さんが「原理」

霊によって、わたしたちは『アバ、父よ』と

を聞けば大概分かるはずです。

呼ぶのである」（一五節）とあります。養子
聖書を見ると、善悪の実を取って食べて堕

にしかなることができないのです。
今、キリスト教徒たちは養子です。養子は

落したとあるのですが、下部を覆ったという

血統が異なります。ヨハネによる福音書第八

ことはどういうことですか。既成教会におい

章四十四節を見ると「あなたがたは自分の父、

て聖書をもう少し知性的に解析しようとする

すなわち、悪魔から出てきた者であって、そ

思いさえあれば、すぐに堕落の起源が分かる

の父の欲望どおりを行おうと思っている」と

のです。なぜ下部が恥ずかしいのですか。口

イエス様が語られました。ここで「父」と言

を覆い、手を覆わなければならないはずなの

っているので、血統、先祖は悪魔なのではな

に、なぜ下部を覆ったのですか。下部だから

いですか。それゆえに、割礼とは何ですか。

といって科（とが）になるのではありません。

陽部を裂くことです。このようになっていま

しかし、下部で堕落することによって、そこ

す。善悪の実とは、何かの実のことですか。

が天の愛を蹂躙した恥ずかしい宮殿となった
のです。真の愛の泉がわいてこなければなら
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なかったのに、悪魔の愛を中心とした偽りの

らば、首をくくって四十日間祈祷してみなさ

愛の泉が噴き出てきたというのです。ですか

い。そうすれば、統一教会の文先生がうそを

ら、これが愛の基台の中で、最も悪い愛の基

言ったかどうかが分かるはずです。皆さんは、

台になったのです。

正常な血統を受けて生まれたのではありませ
ん。ですから、独身生活を強調してきたので

アダムを追い出す時、息子、娘を生んだの

す。子女を繁殖しては困るのです。

ちに追い出したのでしょうか、生む前に追い
出したのでしょうか。見ることはできません

神様は淫乱を憎悪します。なぜでしょうか。

でしたが、息子、娘を連れていれば追い出す

人間が不法な愛によって天地をひっくり返し

ことができますか。涙をもっとたくさん見な

てしまったからです。この悪の血はどうする

ければならないのです。「おばあさん、おじ

こともできません。ですから、修養の世界で

いさん、なぜこのように追い出すのですか」

は独身生活を主張するのです。もし男性が神

と、しがみついて痛哭するはずです。四人が

霊的祈祷の境地に入っていけば、必ず女性が

両手両足にしがみついて大騒ぎすれば、それ

現れて試験をします。必ずこのようなことが

をすべて包丁で切って追い出してしまわなけ

起こります。修養の道を妨げるのです。なぜ

ればならないのではありませんか。罪を犯し

そのようになっているのでしょうか。不法な

たアダムとエバは分かりませんが、罪を犯し

愛によって歴史が結ばれたからです。善悪の

ていないアダムとエバの息子、娘はそれを見

実を取って食べて堕落したという教理をもっ

抜くのです。それを知っている神様は、息子、

て、二〇〇〇年まで残ったということはすご

娘を生む前に追い出したのです。

いことです。

彼らは、追い出されたのちに任意で結婚し
て子供を生んだのでしょうか、神様が追い出

アダムとエバが堕落していなければ、神様

される時、「あなた方は出ていって結婚し、

を中心としたアダムの直系の初孫が生まれて

息子、娘を生みなさい」と訓示して送り出し

いたはずです。アダムは初孫であり、真の父

たのでしょうか、それとも、そのような話は

であり、王です。地上の国と天上世界の王で

せずに追い出してしまったのでしょうか。答

す。また、真の父母であり、真の長子です。

えてみてください。いずれにせよ、彼らは追

それゆえに、アダム家庭は天国の王室です。

い出されたのちに息子、娘を生んだのではな

それでは、アダム家庭のおじいさんは誰で
すか。神様がおじいさんです。それから、お

いですか。

父さんとお母さんはアダムとエバです。そし
終わりの日になれば、再びそれを編成して

て、過去の立場を身代わりした観点から見る

神様の恨を解き、天倫の恨を解くと同時に、

と、おじいさんとおばあさんは神様の代身で

人類の恨を解かなければなりません。このよ

あり、また神様は父母の代身です。縦的に見

うになるのですが、これを知らないで「善悪

ると、神様が一代圏、二代圏、三代圏を中心

の実を取って食べてどうで」と…‥。ここで

として家庭に着陸がなされるのですが、一代

言っている人の言葉が間違っていると思うな

圏が横的に展開したのがおじいさんであり、
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二代圏がお父さんであり、三代圏が私です。

ってくるしかありません。アダムとエバの堕

それで、息子、娘を中心として、万世一系の

落はアダムとエバだけの堕落ではなく、全般

皇室の代を継ぐのです。

的な人類歴史を総合した立場における堕落で
す。言い換えれば、アダムとエバが堕落した

なぜ神様がアダムとエバを造られたのか分

ということは、善の父母になることができず

かりますか。神様も、父母の立場で息子、娘

に悪の父母になったということを意味します。

を愛する愛を一度もちたいと思われたのです。

悪の父母によって悪の子女が生まれたのであ

それから、アダムとエバと共に、新郎と新婦

り、悪の子女が生まれることによって悪の氏

が愛し合っている愛を一度体験してみたいと

族、悪の国家、悪の世界が形成され、この世

思われたのです。おじいさんの愛、それから

界圏内で五十億人類が存続しているのです。

国を愛することを一度してみたいと思われた

このような堕落圏内にいる今日の人類歴史は、

のであり、すべてもちたいと思われたのです。

喜びの歴史ではなく悲しみの歴史であり、人

すべてもちたいと思われたものを私たち人間

類も、喜びの人類ではなく悲しみの人類であ

世界に伝授され、それを受け継いだのが皆さ

るということに間違いありません。

んの一族であり、皆さんの民族であり、皆さ

このような話を、お金を払って聞くことが

んの国であり、この世界であり、この地であ

できますか。自分の家を売り、財産を売って、

り、あの世の霊界であるということを知らな

千年、万年、祭祀を捧げても教えてくれる人

ければなりません。

はいません。統一教会の文先生以外にはいま
せん。これは宇宙の秘密です。聖書にもこの

堕落せずに完成の位置まで行っていれば、

ような内容はないでしょう？ 聖書では、

アダムとエバは個人完成だけではなく、宇宙

「善悪の実を取って食べて堕落した」と言っ

史的な完成をしていたはずです。また、神様

ています。善悪の実とは何かの果実ですか。

の愛を中心とした新しい家庭が出発していた

そのような幼稚園児にも及ばない実力をもっ

はずです。このようにして、家庭から氏族、

て博士学位を検証し、博士学位の総会長にな

民族、国家、世界ができていれば、神様に侍

った文総裁を「異端である」と言うことがで

る一つの大家族社会となっていたはずです。

きますか。「異端」という言葉は、端が異な

このような大家族社会の中心は、神様とアダ

っているということではなく、端が見えない

ムです。そして、その世界においては、神様

という意味です。私の言っていることは正し

を中心としたアダム家庭の生活や一生の路程

いですか、正しくないですか。正しいのです。

が歴史的伝統として残されます。その生活様
式、風習、慣習、そして生活的な背景が歴史

この世においても、自分の罪の実相を知っ

的伝統になるのです。それは、神様の愛によ

ている人がいない場合は、罪を犯した者でも、

って絡み合った伝統とならざるを得ません。

どこに行っても罪を犯していない人として

神様の愛は生命の根源であり、すべての理

堂々と振る舞うことができるのです。しかし、

想の源泉なので、その懐を離れようとしても

とても幼い少年がその人の「罪を犯した現場

離れることができず、離れたとしても再び戻

を見た」と指摘するようになれば、その犯罪
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者はそこで屈服するのです。したがって、悪

ことです。誤った愛によって堕落したという

魔サタンを屈服させようとすれば、サタンの

論理を立てても理にかなっています。

正体を暴き、罪状を暴露し、天上と地上にお

それゆえに、統一教会で愛によって堕落した

いて追放運動をすれば良いのです。

と主張している話を否定する道理がありませ
ん。聖書を見ると、善悪の実を取って食べて

神様は永遠の公法の主人公であられるので、

堕落したとなっているでしょう？ 善悪の実

神様の前にサタンを引っ張ってきて讒訴しな

が何なのか分かりますか。善悪の実が木の果

ければなりません。サタンを告訴しなければ

実ですか。風が吹けば、落ちて、ころころ転

ならないのです。サタンが弁護するのを見て、

がる木の果実ですか。違います。

検事の立場で論告し、どうすることもできな
いように厳しく締め上げてしまわなければな

アダムとエバの心にサタンが入っていき、

りません。そのようにして、堕落した天使長

一つになったので、サタンの血統を受け継い

ではなく、堕落していない天使長たちが「正

だのです。愛の多い神様が、なぜサタンを許

しい！ やはり正しい！ 正しい！」と言わ

すことができないのですか。殺人者や強盗も

なければなりません。

許し「すべて許す」と言われ、イエス様を信
じれば「許しを受ける」と言われたのに、な

四) 堕落によってサタンの血統を受けた

ぜサタンを許してあげることができないので
しょうか。それは、人類の血統を汚したから

アダムとエバは、堕落ゆえに血統が変わっ

です。それはどういうことですか。神様の立

たのです。誰の愛によってですか。神様の怨

場から見るとき、サタンは姦夫です。愛の姦

讐であり、姦夫であるサタンの愛によって、

夫です。何の話か分かりますか。

サタンの生命体になったのです。男性の生命
体と女性の生命体が、サタンの愛と混ざり合

アダムとエバはサタンを中心として結婚式

って一つになり、その二つによって結実した

をしたので、サタンを中心とした愛、サタン

ものが息子、娘です。したがって、その息子、

を中心とした生命、サタンを中心とした血統

娘は、サタンの愛、サタンの生命、サタンの

を受けなかったと否定することはできません。

血統を継承しているのです。

もし善悪の実を取って食べずに堕落していな
ければ、神様を中心として結婚式をしていた

堕落人間は偽物になったので、接ぎ木しな

のです。統一教会の真の御父母様が皆さんを

ければなりません。血統的に見れば、皆さん

祝福してあげたように、アダムとエバが成熟

は先祖が違うというのです。なぜ養子にしか

したのちには、神様が彼らを呼んで、神様を

なることができなかったのかというと、父と

中心として祝福してあげたはずなのです。

母が違うからです。それゆえに、堕落が血統

なぜ体を打つのですか。サタンの血、神様

的になされたという論理が生まれたのです。

の怨讐の血を受けたからです。神様の怨讐が

堕落とは何ですか。血統を誤って受け継いだ

誰かというと姦夫です。神様の愛の怨讐です。
姦夫です。姦夫の血を受けたというのです。
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天国の王権を受け継いで王妃になることがで

悪魔が堕落させたものとは何ですか。善悪

きたエバが、悪魔の配偶者となって僕の相対

の実を食べてどこを覆いましたか。口を覆い

になったのです。これは天地の秘密ですが、

ましたか、手を覆いましたか。下部を覆った

先生の時代になって初めて暴露されたので、

のでしょう？ これが悪をまいた種になりま

サタン世界は退かなければなりません。

した。ティーン・エイジャー時代、成熟して
いない時期に堕落したのです。この歴史的な

なぜ神様は悪魔を憎むのですか。キリスト

人間世界の血統がそこから広がっていったの

教の論理で言えば、キリスト教は「怨讐を愛

で、それが人間の終末時代において盛んにな

しなさい」と言ったのですが、神様は怨讐で

るのです。

あるサタンをなぜ愛することができないので

全世界的に、青少年たちがアダムとエバの

すか。愛の怨讐を愛すれば、天地がなくなる

ように、陰で独自的に愛の倫理を破壊させ、

というのです。統治法がなくなります。存在

天地を恐ろしいとも思わない時になれば、サ

法がなくなるというのです。

タンの全権時代が地上に到来するということ
を知らなければなりません。その時は、神様

サタンが神様の理想的愛を破壊し、理想的

の撤退が目前に迫ってくるのです。

生命、理想的血統を蹂躙したのです。そのよ
うにして子供を生んだのですが、それが人間

血統を転換しなければなりません。その理

たちです。サタンの愛の表示、生命の表示、

由は、サタンの血統を受けて継承したからで

血統の表示であるその息子、娘を、神様は干

す。皆さんは、これをはっきりと知らなけれ

渉することができません。

ばなりません。

なぜサタンが、今までの人類歴史で修養の

堕落とは、神様を中心としてアダムとエバ

道を行こうとする人々に間違いなく来て、う

が一つになるべきだったのに、神様の僕であ

んざりするほどその首を押さえ、背中に乗っ

る天使長と一つになったことをいうのです。

て、犠牲にさせようとしたのでしょうか。そ

神様の血統を受け継がなければならない人間

のサタンが何なのかというと、神様にとって

が、僕の血統を受け継いだというのです。で

は、神様の家族を強奪していった姦夫だとい

すから、堕落した人間がいくら神様を「父」

うのです。本来、私たちの母が神様に侍り、

と呼んでも、実感がわきません。

平和の王国を成し、平和の天地を成し遂げな

これは、神様であろうと何であろうと構う

ければならなかったのですが、父

ことなく、すべてのことを自己中心的に転結

と私たちを追い出してしまったのです。サタ

させて考える堕落的本性が遺伝されているか

ンが入ってきて、今日、人間をこのような姿

らです。それで、すべてが相克的な存在とな

にしてしまったのです。何かほかの罪を犯し

って氏族と民族を形成しているので、少した

たのではありません。

てば、すべて分かれるようになるのです。こ
のようにして立てられたものがサタン文化圏
です。二つに分かれ、三つに分かれ、すべて
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分かれるものは、サタン圏に属しているので

るのですか。とんでもないことです。でたら

す。

めな者たち。そのように信じて救われるので
あれば、私たちのような人は、既にみな救わ

血統的に曲折が結ばれたので六千年かかる
のであって、そうでなければすべて一日で復

れて余りあるというのです。このような苦労
はしません。

帰しています。能力多き神様が、血統的にこ
れが持病となっているので、こいつを一遍に

先生の時代になって「堕落は愛によっても

すべて取り除くと死んでしまうのです。それ

たらされた結果だ」という事実を明らかにし

ゆえに、六千年かけてこられたのです。善悪

たということは、驚くべきことです。これは、

の木の実を取って食べて堕落したのではあり

歴史的背景を通して理論的に体系化されたも

ません。もしそうであったのならば、どれほ

のであり、否定することができない内容です。

ど良いでしょうか。
五) 蛇が誘惑したということの意味
罪の基盤、堕落の基盤、悪の基盤、地獄の
基盤、このようなものが、具体的にどのよう

男性と女性のそれは何ですか。それは毒蛇

にして生じるようになったのかということが

です。毒蛇のわなです。「蛇が欺いた」と言

問題です。アダムとエバに立ち戻って考えて

うでしょう？ 蛇が誘惑したということはど

みなければなりません。アダムとエバがなぜ

ういうことですか。それは正に生殖器のこと

堕落したのかという根源を掘り起こしてみれ

を言ったのです。女性の生殖器です。毒蛇よ

ば、アダムとエバは、神様が命令した「善悪

りも恐ろしい生殖器がどれほど多いですか。

の実を取って食べてはならない」という言葉

同様に男性の生殖器です。その毒蛇のような

を不信して堕落しました。二番目は、自己中

生殖器で誘惑して強奪しようとします。それ

心的ということです。

を誤ってかみつけば、大変なことになるので

三番目は、自分を中心として愛そうとした

す。国が滅び、世界が滅びます。天国、永生

ことです。これが、堕落した中心骨子の内容

の道がふさがるのです。何の話か分かります

なので、この内容と同じようにすることはサ

か。

タン側だという結論が出てきます。
堕落した人々は、みな不信の愛と自己中心

地球上に生存する男性と女性は、すべてサ

的愛を行った人々です。結局、自己中心的愛

タンの生きた毒蛇です。女性の生殖器は、男

を主張しているのが、この世界の人だと思う

性のそれに毒を吹き出す毒蛇です。失う日に

のです。

は一族が滅びるのです。それゆえに、蛇で比
喩したのです。分かりますか。皆さんは生殖

無知には完成はあり得ません。サタンとは

器をもっていますか、もっていませんか。怒

誰ですか。神様の姦夫です。このような問題

った毒蛇が口を開いているのですが、そこに

を整理してあげたのに、これにすべてふたを

手を押し込みますか。その愛の生殖器を入れ

して天国に行くのですか。ふたをして救われ

ますか。
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血統を誤って使えば、大変なことになりま

蛇は何だと言いましたか。天使長の生殖器

す。血統を使うというのはどういうことです

です。実感がわくでしょう？ 終わりの日が

か。愛するということです。ですから、男性

来たので、今回そのような面のことをすべて

と女性は、それを誤って使えば大変なことに

教えてあげるのです。女性のそれは何ですか。

なるのです。正しい種を植えなければなりま

口を開くというのです。男性が興奮し、お互

せん。皆さん、エデンの園の毒蛇とは、何だ

いが興奮すれば、それが開くでしょう？ そ

と思いますか。男性の生殖器です。それを意

れがじっとしていますか。妻をめとるという

味しているのです。女性のそれは、毒蛇の口

ことは、それを合わせるということではあり

です。口を広げた毒蛇です。毒をもっている

ませんか。それを誤って合わせれば、国が滅

というのです。一度連結されれば、すべての

びるのです。千年、万年、毒が抜けないので

ものが終わるのです。天国が一度に破壊され

す。

ます。生殖器は蛇の口であり、毒を含んだ開
男性と女性は、みなとても素晴らしい人た

かれた口です。
それゆえに、化粧品でよく整えた女性は、

ちを願っています。人それぞれ多様に願って

美しい蛇だというのです。蛇は、周りで静か

いるのですが、それをこのような観念から一

に見ていて、近くに来れば、突然攻撃するの

度考えてみれば、それは毒をもった蛇です。

です。女性は、あまりにも恐ろしい存在です。

エイズよりもっと悪いのです。一度ここに連

蛇の口と、蛇の棒をもっているのです。それ

結されれば、すべてのものが滅亡するのです。

が生殖器です。本来は、そのような毒をもつ

生殖器を誤って使えば、すべてのものがきれ

悪い血統ではなく、毒をもつそのような器官

いに滅亡するのです。繁栄するのではありま

ではありません。しかし、それを誤って使え

せん。そこが最も悪い場所になってしまいま

ば国も滅び、家庭も滅び、権威も何もすべて

した。そして、最も恐ろしいものがそれです。

滅びるのです。それはどれほど悪い毒でしょ

とらよりも、ライオンよりも、もっと恐ろし

うか。毒を含んだ蛇の開いた口だというので

いのです。一度でも誤って使えば滅亡です。

す。

地獄に落ちるのです。これは深刻な話です。

蛇とは何ですか。男性の生殖器です。男性

蛇とは何かというと、男性の生殖器のこと

の生殖器が最も好むものとは何ですか。女性

を言っているのです。男性の生殖器は、毒蛇

のそれです。そうですか、そうではありませ

の頭と似ているでしょう？ 常に穴を求めて

んか。ですから、危険千万なのです。火薬の

歩き回っているのです。女性の生殖器は、ち

導火線に火を付け、ガソリンまでまいて、少

ょうど口を広げた毒蛇の洞窟とも似ています。

したてば爆発するので警告したのです。男性

一度かんだり、かまれたりすれば、その毒が

の生殖器は蛇と同じです。妻たちは、行って

全身の血管に広がって永遠に死ぬのです。淫

夫のものを静かにのぞいて見てください。な

乱とは、個人はもちろん、家庭、氏族、国家

ぜ笑いますか。露骨な話のほうが理解しやす

が破綻する道です。蛇が善悪の実を取って食

いので、このように話すのです。

べたからです。そのことを意味しています。
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男性たちは、それをもって女性を誘い込もう

れは恐ろしい器官です。それが天使長、蛇の

とします。

頭のような男性の生殖器なのです。

人類がこのように滅びるとは、誰も知りま

根本はどこかというと、女性と男性の生殖

せんでした。最も恐ろしいものです。火薬の

器です。生殖器自体が毒蛇の歯と同じです。

筒とすれば、それほどの火薬の筒はありませ

一度かまれれば、一つの家庭が崩壊していく

ん。それゆえに、三時間に一度トイレに行く

のです。どれほど名門の家系であっても、そ

とすれば、二十四時間なら、一日に八回はト

れを誤って使えば、あっという間に崩壊して

イレに行くということができます。そのたび

しまうのです。たとえ王族であったとしても、

に「おい、蛇の頭、出てこい！」とそのよう

めちゃくちゃになってしまうのです。今日の

に言いなさいというのです。それが、自分の

エイズというものは、終わりの日における神

本当の生殖器ならば、神聖な生殖器です。

様の審判です。

美人が来てありとあらゆる誘惑をしたとし
ても、そこに動じることなく越えていくこと
ができるように、崇拝をしなさいというので
す。敬拝ではありません。崇拝というのは、

二、堕落の結果
一) 堕落人間と堕落した世界の姿
(1) 青少年問題とフリーセックス

敬拝より以上のものです。服従より以上のも
のです。先生はそのような訓練を受けました。

アダムとエバが青少年、ティーン・エイジ

誰が誘惑してきても動じません。人に会って

ャーの時代に、木陰でそのように堕落したの

一時間見て、三時間ずっと見つめて、目をぱ

と同じように、世界史的に実を結ぶ審判の終

ちぱちさせて…‥。そうでなくては神様の息

わりの日が来ることによって、今日、全世界

子、娘になることは難しいのです。ですから、

の青少年がフリーセックスに陥ってしまった

「宇宙主管を願う前に自己主管せよ」という

のです。フリーセックスとは何ですか。悪魔

言葉は、すなわち生殖器を主管しなさいとい

のソドムとゴモラのわなです。末梢神経を刺

うことです。

激し、そこでおしまいになるのです。すべて
崖の下に落ちるのです。ディスコでどのよう

男性の生殖器は、堕落前の天使長と同じで

な踊りを踊りますか。ツイストは蛇の踊りで

す。二つの舌をもって欺き、誘惑して、完全

す。蛇は体をねじるでしょう？ ツイストと

に地獄にほうり込んだように、そのような蛇

は、ねじるという意味です。悪魔がまいたと

の頭のようなものを中心として、再び堕落さ

おりに、世界でこれを流行させて、人類を誘

せる行為をしているのです。蛇がかむという

惑するのです。

のです。蛇に取って食べさせたというのです。
男性にとって、女性を取って食べるというこ

淫行によって堕落したので、終わりの日に

とは、そのこと以外に何かありますか。食べ

はそのとおりになります。青少年がすべて堕

るということは、それしかないでしょう。そ

落してしまうのです。先祖がそのように種を
蒔いたので、収穫期には、そのように青少年
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が世界をカバーし、世界を滅亡させるのです。

東西四方から押し寄せてくるこのフリーセ

それが今日です。それを否定できません。フ

ックス、淫乱の波を、誰が防ぐのですか。享

リーセックス、フリーセックスというものが

楽主義、末梢神経の享楽を求めていくこの波

どこにありますか。誰がフリーセックスを主

を、誰が防ぐのでしょうか。麻薬でも満足さ

張しましたか。アダムとエバです。そうです

せることができません。愛も不足し、麻薬、

か。そうではないですか。堕落したので、フ

幻覚剤を求めていく「人種の末」になりまし

リーセックスの先祖はアダムとエバです。

た。それが体です。

エデンにおいて、フリーセックスによって

今、アメリカにおいて皮肉なことは、青少

堕落したのでしょう？ アダムとエバがフリ

年の間でフリーセックスが蔓延していても、

ーセックスしたのではないですか。終わりの

自分の家を離れるということです。これは、

日にもフリーセックスです。これを救わなけ

一方では天側です。家を出るので、血族から

れば、すべて滅びなければなりません。それ

抜け出すことができ、国から抜け出すことが

を救うためのものが、先生の生涯です。それ

できるのです。アメリカの青少年には、世界

を収拾し、渡っていくことができる橋を造っ

がなく、国がなく、家庭がなく、父母がいま

ておかなければなりません。それをしなけれ

せん。フリーセックスを中心として「ホモセ

ば、すべて落ちます。男性と女性がすべてそ

クシュアルだ」「レズビアンだ」と言って、

こに落ちて死にました。ですから、太平洋を

男性と女性を否定しているのです。このよう

渡っていくこの橋を架けなければなりません。

になれば、人類は一世紀以内ですべてなくな

先生でなければ、橋を架けることはできませ

るのです。悪魔の魔法に引っ掛かってうめい

ん。そして、川を渡っていったのちには、そ

ているこの人類の惨状を御覧になる神様の心

の橋は必要ありません。蕩減というそのよう

は、どれほど痛むだろうかというのです。

なものは必要ないのです。絶対セックス、絶
ヒッピー、イッピーの運動や現実における

対愛の時代に移っていくのです。

淪落問題、麻薬問題等は、すべて共産主義者
ディスコダンス、酒、タバコ、それらはす

たちの世界戦略のある一面として現れた事実

べて関係ありません。フリーセックスも関係

であるということを、私たちは知らなければ

ありません。ホモセクシュアル、レズビアン、

なりません。フリーセックスやホモセクシュ

独身主義者たちも必要ありません。いかなる

アル、レズビアン・ムーブメントなどのすべ

風が吹こうと、泰然と自分自身の位置を守っ

てのものは、人間の権利と人間の権威を破綻

ていくのです。風が吹き、台風が吹き、地球

させる一つの行動にすぎません。このように

星がどれほど移動したとしても、東西南北が

見るとき、家庭基準を中心とした破綻、社会

変わらないのと同じように、統一教会の行く

基盤と教会基盤を中心とした現在の破綻形態

方向が変わることはないのです。ですから、

は、既に極に達し、誰も、いかなる神学者も、

ここで一度統一をしておけば、これが最後で

また国家のいかなる力をもっても防御するこ

す。

とができない段階に達したと思うのです。
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私は、アメリカをよく知っています。この

れは何かというと、生きた若い青年たちを破

アメリカは「フリーセックスだ」「何だ」と

壊させることです。道義や秩序というものを

言って、一晩楽しんでグッバイする愛を行っ

破壊させることです。

ています。すべて個人主義であり、自己弁解
主義であり、自分が中心でなければ嫌だとい

今日、「性解放だ」、「フリーセックス

うのです。あいさつするのも外交的あいさつ

だ」と言って醜悪になったこの世界を、文総

であり、目を合わせながらも心は別の所に行

裁の手ですべて直して定着させようというの

っている外交的あいさつです。すべて適当主

です。文総裁は、そのようにすることができ

義による感情、生活風習です。

る医者としての特許をもっている人です。そ
れは、私しか直す人がいません。真の愛を教

サタンは、どのような武器を利用しました

えてあげることによって直すことができるの

か。空気の武器を利用しました。それがタバ

です。今後、統一教会を信じざるを得なくな

コです。次に液体の武器は酒です。それから

る時が来るはずです。皆さんが信じることが

個体の武器は何ですか。麻薬です。このよう

できなくても、皆さんの息子、娘は間違いな

にして、精神まですべて腐らせるのです。体

くそのような道を行くことができるように、

を腐らせ、精神を腐らせ、鼻の穴から肺をす

むちで追い立ててでも案内してあげるべき責

べて腐らせるのです。ですから、私たちは酒

任があるということを通告します。既成教会

を飲まないのです。タバコを吸わないのです。

にそのような能力がありますか。注射する薬

人類を滅亡させるためのサタンの武器です。

がありますか。

神様と通じることができる精神を妨害する要
素であるこの三つは、怨讐の最高の武器です。

神様に対して恥ずかしい愛を行ってはなら

その次には何ですか。愛です。フリーセック

ず、人類に対して恥ずかしい愛を行ってはな

スです。愛の秩序を破綻させるのです。その

らず、この土の塊に対して恥ずかしい愛を行

ようなものを私の手ですべて整備するのです。

ってはなりません。今まで、ヒッピーやイッ
ピーだというフリーセックスの輩には、すべ

フリーセックス、ホモセクシュアル、レズ

てそのような過去の経験があり、ありとあら

ビアン、このようなものはあり得ないのです。

ゆることを行っているのですが、それは自分

終末となり、人類の歴史上になかったものが、

のためのことですか。それが愛というもので

あからさまに太陽世界に現れるようになった

すか。人類を破綻させ、神様の顔に泥を塗り、

のです。この宇宙においてあり得ないものが

地球星に愛の血を吐くことだということを知

あからさまに現れるようになったのです。愛

らなければなりません。それは、地の塊に血

の秩序もすべて完全に破滅です。ですから、

を吐くことと、人間本然の血をまくことと同

アメリカは地獄のどん底になっているという

じです。そこで踊りを踊って何かをして大騒

ことを知らなければなりません。愛の秩序を

ぎするのです。分かりましたか。

完全に破壊し、麻薬を中心として、男性と女
性の生理的秩序を完全に破壊したのです。そ
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終わりの日に神様が地上天国を形成し、収

性を交換しているのです。毎晩自分の友人の

拾して天上天国に入っていこうとすることを

妻と寝て、一週間あれば、すべての友人の妻

サタンは知っているので、神様とは反対にな

と寝ているのです。

るものを主張するのです。代表的には、フリ
ーセックスを中心として一つしかない初愛を

夫のいない女性が化粧しても良いのですか、

めちゃめちゃにしてしまいました。初愛は永

良くないのですか。それは、街角の売春婦で

遠なものです。それを全く価値のない愛にし

す。街角の売春婦たちはそうでしょう？ 結

てしまったのです。このような価値のない愛

婚していない若い娘がルージュを塗って歩い

の天地になってしまったのです。

ていますが、ルージュがどれほど汚いか知っ

サタンはそれを知っているので、男性は男

ていますか。若い人々の本然の自然色が美し

性同士で結婚し、女性は女性同士で結婚する

いのです。千年見ても醜くなく、美しいので

フリーセックスの世の中をつくってしまった

す。その色がどれほど美しいことでしょう

のです。麻薬によってめちゃくちゃになり、

か！

歓楽だけを追求するのです。肉体的満足に酔

ルージュではその色を出すことはできないの

っていれば、地獄直結の判決を受けるように

です。

それ以上の色を出すことはできません。

なります。これを誰が清算するのですか。ほ
かならない文総裁です。真の父母が清算しな

家庭が滅べば、根本的に滅ぶのです。青少
年問題、家庭破綻です。完全な家庭が一つも

ければならないのです。

ないというのです。終わりの日においては、
すべての被造物は、愛を中心としてペアと

女性たちは二人の男性に対するのです。です

なって連結しています。その愛を除いてしま

から、性解放という言葉も出てくるのです。

えば、砂粒のように散り散りばらばらになる

それをすべて繕い、ぼろきれを繕って、絹の

のです。皆さんはどのような愛を願いますか。

服以上にして神様に着せてさしあげなければ

愛の世界には、個人主義の概念はありません。

ならないのが真の父母の責任です。どれほど

ペアの概念です。昆虫の世界においてもプラ

息が詰まることでしょうか。

スとマイナス、主体と対象がなければなりま
せん。これがすべての被造物の存在様相です。

シカゴもロサンゼルスも、ニューヨークと
同じです。アメリカの大都市は、すべて同じ

はっきりと分かりましたか。

です。サタンは性紊乱、性解放を中心として、
(2) 性道徳の紊乱

キリスト教の中心となる家庭を完全に破綻さ
せてしまえば、今まで世界的に基盤を築いて

アメリカでは、どのようなことが起きてい

おいたものがすべて崩れると考えるのです。

るのかというと、高位層の人々が性解放とい

それで、すべてにフリーセックスという注射

うこのような命題のもとで、弁護士ならば弁

をするのです。そのようになれば、完全にサ

護士協会に集まった人々が、会議したのちに

タンになるのです。

どこかのホテルに入っていって、お互いに女
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現在のアメリカにおける青少年の淪落問題

これ自体を壊すことを世の中がそっとしてお

を、アメリカ政府が解決することはできます

きますか。その種子が絶滅するのです。天運

か。それは、軍事力でも、経済の力でも、科

の保護を受けたその位置を破綻させる離婚を

学技術でもできません。最近では「性解放

することができますか。浮気をすることがで

だ」と言って、ありとあらゆる邪悪なことが

きますか。今日、性解放を主張しているこの

起こっているでしょう？ 愛とはそのような

世界を、私の手ですべて整理しなければなり

ものですか。永遠の生命をもつことができる

ません。きれいに整理しなければなりません。

真の愛がこのようになってしまっているので、

今までそのようなことを整理してきたのであ

ここに何の希望がありますか。絶望です。男

り、アメリカ社会も「文総裁以外にはそれを

性と出会っても絶望であり、息子と出会って

治めることができる博士はいない」と言って

も絶望であり、父母と会っても絶望であり、

いるのです。ドクター、医者がいないという

どこに行こうと、会えば絶望です。

のです。

世の中が修羅場となったので、エイズとい

子女が父母を殺したといううわさや、父母

う病気が生じました。「性解放だ」と言って、

が子女を殺したといううわさが聞こえてきま

混乱が広がっています。真の愛を見つけるこ

す。甚だしきに至っては、どのようなうわさ

とができません。人間の本心はそれを探して

まで聞こえてくるでしょうか。子供が母と暮

訴えているのですが、それを探すすべがあり

らすといううわさまで聞こえてくるのです。

ません。世の中は、行けば行くほど傷だらけ

最後だというのです。そのようなうわさを聞

になるのです。外的世界の愛というものは、

いたことはないでしょう？ 聞いたことがあ

すべてたたきつぶすのです。

りますか、ありませんか。たくさんあるので
すが、ここまでうわさは立ちませんでした。

アダム一人から始まったことが、現在にな

今、そのような時が来たというのです。これ

ると「性解放だ」「何だ」と言って、男性の

を性解放というのです。共産党の世界では、

混乱状態が起こるようになったのです。親族

人間を動物と等しく扱っているので、このよ

の相姦関係まで起きているのです。これは、

うなことは問題にもなりません。最後の時だ

動物世界でも見ることができない悲惨な現象

というのです。いとこ、叔父、母を区別しま

です。このような家庭破壊と愛の現象は、天

すか。犬は、子と母が交尾してまた子を産み

の前では許せないことであり、見ることもで

ますか、産みませんか。人間世界にそのよう

きない世の中になったというのです。

な時が来れば、終わりになるのです。

夫婦が完全に一つになる時は、天運が保護

最近では、独身生活を強調し、またホモセ

するのです。滅ぼうとしても、滅ぶことがで

クシュアル（男性同性愛）やレズビアン（女

きません。家庭の運、社会の運、国家の運、

性同性愛者）のようなものが問題になってい

世界の運、天地の運、神様の愛の運勢が幾重

ますが、ホモとか何とかいうものは、どうし

にも重なり合って保護するのです。ところで、

てそのようになるのでしょうか。そのように
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ならざるを得ない内容とは何かというのです。

ず者の巣窟、悪党、テロ、マフィアなどを私

近親相姦関係によってそのようになったので

が消化します。世界で最も難しい問題に私が

す。おじいさんが孫娘を蹂躙するのです。自

責任をもちます。それから、共産党を私が消

ら進んで蹂躙するのです。父親が自分の娘を

化します。それはすてきなことですか、息が

蹂躙するのです。なぜそのように近親相姦関

詰まることですか、絶望ですか。すてきなこ

係になるのかというと、結局性解放という時

とですか。きまりの悪いことですか、すてき

代、フリーセックスの時代が来たので、思い

なことですか。誤れば、きまりの悪いものに

のままに接触しているのです。接触するので

なります。それを知るには知りました。はっ

すが、それが遠くの町の知らない人ではあり

きりと知りましたか。

ません。最も近い親戚関係において起きてい
アメリカでは、ゲイ・ムーブメントが多い

るのです。

でしょう？ ホモセクシュアルが多いでしょ
皆さんが知らなければならないことがあり

う？ そのような者たちは、みな創造原理を

ます。今、ニューヨークはどのようになって

知らないからです。しかし、創造原理を知っ

いるのかというと、最高の裕福な人と最下級

ている統一教会の食口たちは、「結婚しなけ

の人々だけが残っているのであって、背骨の

ればならない」と絶対的に教育を受けたので、

ような中流階級の人々は完全に荷物をまとめ

ゲイ・ムーブメントは完全に壊れました。皆

て逃げていきました。昨年一年だけでも六十

さんのお母さん、お父さんは、出ていって踊

万人が逃げていったのです。下流階級はすべ

ってフリーセックスをして、すべて分解され、

てサタンの基盤になっているので、売春婦で

粉々に壊れて、家庭がすべて崩壊したのです

あり、性解放といって乱れています。ですか

が、皆さんは、いくら踊ったりしても堕落論

ら、「混乱したニューヨークで子女を教育さ

を知っているので、フリーセックスになり得

せることはできない」と考えている人は、す

ますか。

べて逃げざるを得ないのです。今まで、ホテ
ルというホテルは、すべて娼婦たちが売春を
する市場になっていたというのです。

ホモセクシュアルをすることができる法を
定めるというのですか。法を定めるのですか。
それは、太陽を見ることも恥ずかしく、木を

(3) 同性愛

見ることも恥ずかしく、草木を見ることも恥
ずかしく、犬を見ることも恥ずかしい話です。

私たち統一教会の人たちは、サタンが喜ぶ

そのようなことをして、どうして人間と同じ

世界の悪事をすべて消化しようと思っていま

ように服を着て暮らすことができますか。御

す。アメリカにおいて、ゲイ・ムーブメント

飯を食べて暮らすことができますか。「ホモ

（同性愛運動）といって「ホモセクシュアル

セクシュアリティーをする者たちはすべて異

だ」「何だ」という問題が起きていることを、

端者だ」と反対するようになっているのです。

私が消化します。フリーセックスというもの
を私が消化します。淪落問題、あらゆるなら
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それで、今、アメリカでは何ですか。ホモ

かそれをする人がいますか。アメリカの教会

セクシュアリティーやレズビアン、すべてこ

の牧師の中に誰かいますか。それから、共産

のようなものです。相対を否定する文化世界

党を誰が防ぐのですか。レバレンド・ムーン

がアメリカで膨張しています。天使に相対が

が防ぐのです。

いますか。男性は、昔、神様を裏切ったエバ
に従っていきましたが、今からは、神様を支

アメリカのホモセクシュアルやレズビアン

持するエバに従っていかなければなりません。

のような人々はどうですか。これは自分勝手

それで、日本の女性とたくさん結婚させるの

な愛です。すればするほど破壊されていくの

です。アメリカ人は女性の話をよく聞くよう

です。破壊をもたらすのです。人間破綻、家

になっているのです。アメリカ人にとっては、

庭破綻、子女破綻、国家破綻、世界破綻、宇

女性は女王なのです。

宙破綻をもたらすというのです。破壊されれ
ば自然になくなります。人間がそうなる時は、

一人で暮らす女性が幸福でしょうか。ここ

この人類が滅亡するのです。

にレズビアンの女性とホモセクシュアルの男
性が集まったとすれば、先生のみ言を聞いて

今、アメリカで、レズビアンやホモセクシ

それを継続しなければならないと考えますか、

ュアルやゲイのようなものが起きています。

直さなければならないと考えますか。「それ

それは罪です。罰を受けなければなりません。

は間違っている」と、レバレンド・ムーンに

彼らがもっている病気は、普通の男性と女性、

反対できるのかというのです。全世界の若者

正常な男性と女性が暮らす所にはないもので

たちは、そのようなものがあるということを

す。彼らには、普通の夫婦にはない病気が蔓

知りませんでした。神様に会おうとすれば、

延しているのです。愛の原則を破壊させるそ

永遠の属性をもった、唯一、不変の属性をも

のような性病は、罰です。それで、センタ

った愛をもたなければなりません。それをも

ー・ラブが必要なのです。皆さんは、センタ

たなければ、真の愛の主体に会うことはでき

ー・ラブから生まれたのです。センター・ラ

ず、真の愛の道に同参することはできないと

ブとは何ですか。父母の愛です。これは永遠

いう事実をはっきりと知らなければなりませ

に否定することができません。絶対に否定す

ん。

ることができません。（板書されながら）こ
れ自体を否定して補強することはできても、

ホモセクシュアル、レズビアンを誰の手に

これは否定することができません。

よって？ レバレンド・ムーン、私の手によ
ってです。生きる屍となっていき、麻薬で病

最近は、「ホモセクシュアルだ」「レズビ

んで死んでいくこの若者たちを誰の手によっ

アンだ」と言って大騒ぎだというのです。そ

て解放するのですか。私の手で解放するとい

のようなことをすれば滅びるのです。一世紀

うのです。それから、フリーセックスを主張

ももちません。いくらももちません。そのよ

し、賭博場を好んでいる人々を、誰が解放し

うに生きていれば、すべて滅びるのです。ア

てあげますか。アメリカのキリスト教に、誰

メリカの文化が何を根拠にしているのかとい
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うと、破壊的で、滅亡するサタンの愛の文化

が救ってあげますか。これをしなければ、ア

圏に立っているのです。サタンの愛の文化圏

メリカはありません。

にあるので、それをほうり出さなければなり
ません。アメリカの文化は、サタンの愛の文

男性と女性は横的です。水平です。縦的な

化圏に立っています。統一文化は何ですか。

愛という基盤を中心として、永遠の愛を中心

これは神様の愛の文化圏に立っています。簡

として、一生の愛を中心として接ぎ木をする

単です。ここでは、フリーセックス絶対反対

ためのものが、男性と女性の結合です。東方

です。ホモセクシュアル絶対反対です。麻薬

の人、西方の人が中央線を失ってしまったの

も絶対反対です。すべて反対です。

で、訪ねて入っていってこれを接ぎ木しよう
とするので、結婚は絶対的にしなければなり

アメリカの女性たちは、｢私たちには老い

ません。結婚に反対する人がアメリカには多

た父母は必要ありません｣と言います。老い

いでしょう？ ホモセクシュアルやレズビア

た父母とは誰ですか。父母、祖父母のことで

ンのような者たちが多いというのです。息子、

しょう？ 終わりの日において、サタンがそ

娘を生むことを嫌がっているのです。息子、

のようにしたのです。なぜですか。サタンは、

娘をもつことができなかった人は、霊界に行

神様の目的を知っているからです。神様がこ

けば不合格者です。それは宇宙の公式です。

の公式をつくりたいと思っていらっしゃるの
で、サタンはその基盤を壊そうとするのです。

今に見ていなさい。邪悪なフリーセックス

誰が攻撃しますか。サタンです。それを知ら

は一日でなくなります。ホモセクシュアルも

なければなりません。また、その次には「私

一日でなくなります。レズビアン、女性が女

たちは、夫は必要ない！ 妻も必要ない！」

性と結婚しているのです。全くそのようなこ

と、このように言うのです。それは本当にお

とがどこにありますか！ 動物世界の昆虫も

かしな制度でしょう？ 誰がこのようにした

そのようなことはしません。これが人間がで

のですか。サタンです。それがサタンの目標

すか。また、「神様はいない」と言う邪悪な

です。ホモセクシュアリティー、レズビアン、

者たちも、すべて消えてしまわなければなり

これらはすべてサタンによるものです。その

ません。唯物史観がすべて消えていくのです。

次に、「私たちには、赤ん坊は必要ない！」
男性は女性に疲れ、女性は男性に疲れて、

と言うのです。

毎日のように愛に飢えて回っているので、い
麻薬を吸い、ホモセクシュアルやレズビア

つも孤独で、みなホモセクシュアルやレズビ

ンといったそのようなことを体験した人々が、

アンになって、ごみ箱に入っていくようにな

そこから抜け出すことは、どれほど大変なこ

ってしまうというのです。アヘンを吸って、

とでしょうか。人間の地獄です。そのような

すべて自滅の窮地に陥っていくのです。それ

網に引っ掛かり、サタンのえじきとなってい

に誰が責任をもつのでしょうか。アメリカの

くアメリカの若者たちを失ってしまうことは

国務省や国防総省が責任をもちますか。大統

できないというのです。ムーニー以外に、誰
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領が責任をもちますか。皆さんが責任をもた

今日、世界の問題は深刻です。アメリカの
ような所に行けば、男性が男性同士で結婚し、

なければなりません。

女性が女性同士で結婚する同性愛者がたくさ
アメリカは、終末に天使長の立場となり、

んいるのです。全くそのような道理がどこに

天使長国家なので、女性が女性としての資格

ありますか。生理的に、そのようにならない

をもつことができないのです。それで、ホモ

ようになっています。それは一代で全滅して

セクシュアルやレズビアンが出てきて「女性

しまいます。すべてなくなるというのです。

同士で結婚しよう、男性同士で結婚しよ

天運が追放してしまいます。そうだからとい

う！」と言うのです。天使長はパートナーシ

って、彼らの心に幸福があるわけでもありま

ップ（相対関係）を認めません。所有権を認

せん。苦痛は苦痛として受け、より複雑な問

めません。女性を認めません。それゆえに、

題が起きるというのです。それゆえに、環境

すべてそのようになっているのです。一方で

には、必ず何があるのですか。主体と対象が

は反対しながらも、一方では自らの道を率直

あるのです。皆さんは、これを知って社会生

に神様の前に提示しなければならないのが、

活をしなければなりません。

今のアメリカの現実です。レズビアンやホモ
セクシュアル、家庭破壊というものをきれい

フリーセックスこそ、この地球星から完全
に根絶させなければならない邪悪な風潮です。

に清算しなければなりません。

このフリーセックスと関連した要素は、麻薬、
アメリカ統計局の資料によると、急増する
離婚率は、一九七〇年から一九九〇年までで

暴力、同性愛、エイズなどのような人類を破
滅に追い込む因子ばかりなのです。

三倍も跳ね上がり、六家庭に一家庭は離婚す
るという結論が出てきています。そして、全

今日、ホモセクシュアルやゲイのような者

国的に三〇パーセントの子女が片親のもとで

たちが出てきて父母を否定し、夫たちもあり

育っているという実情です。さらにその上、

とあらゆることを行い、妻たちもありとあら

同性愛夫婦という世紀末的な奇現象まで広が

ゆることを行っているのですが、これは宇宙

っているのです。

の天法に背くことなので、宇宙の刑法による
裁きをあの世に行って受けるのです。

不道徳と淫乱、そして退廃風潮は、享楽主
義とともに家庭を組織的に破綻させています。

(4) 近親相姦

一部の現代人の間では、「伝統的な家庭以外
に、同性愛の人々もまた別の類型の家庭を築

近親相姦関係を中心としたフリーセックス、

くことができ、彼らは養子や人工受精を通じ

ホモセクシュアル、レズビアンを中心として

て子女をもつことができる」と考えるまでに

「亡国の種」となって滅亡の世界に至るので、

至っているのです。

これに対して、神様が最後の鉄槌を下したも
のがエイズです。エイズは、一年から八年の
間、潜伏するのです。毎日のように病院に行
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っても分かりません。ですから、あなた方に

それが近親相姦でしょう？ 近親相姦と関

は、二世である息子、娘の嫁や婿を正しくも

係するのです。ですから、離婚するのも、本

らう自信がありますか。しっかりしていなけ

妻が伝統を継承できなかったので、妾が継承

ればなりません。一家一族がすべて滅びるの

することができる時になったということです。

です。このようなものが韓国にまで押し寄せ

その妾たちが被害を受けないようにするため

てきているのですが、無知蒙昧な韓国の青年

に、神様が離婚制度を許可されたのです。第

たちが「それは良いな！」と言うようになれ

二次大戦以後、女権運動とともに分裂が起き

ば、滅亡の底無し地獄へ真っ逆さまに落ちる

たのです。離婚もすることができる自由環境

ようになるということを知らなければなりま

になったので、天国に帰っていくのに支障が

せん。なぜ近親相姦関係をさせて家庭を破綻

ないようになったのです。まさしくそのよう

させ、国を滅ぼし、世界を滅ぼすようにした

な時代相が現れたのです。

のでしょうか。来られる再臨主は永遠不変の
血族をつくるために、数千万代をすべて神様

近親相姦関係が来るということは、絶対的

が創造される時に理想とされたその血族をつ

に近親相姦関係を否定する神様のみ旨の世界

くるために来られるのですが、サタンがそれ

が来るということを意味します。なぜでしょ

を完全に台無しにしてしまったのです。台無

うか。サタン世界は、神様のみ旨の時が来る

しにしてしまったのですが、レバレンド・ム

のを台無しにするための世界なので、み旨に

ーンがこれに着手したのです。それは、統一

近い時が来れば来るほど、世の中にはそれと

教会の文先生でなければ分からないことです。

反対になる現象が現れるのです。

統一教会は、天のための主流です。主流の

終わりの日に離婚時代が到来し、アメリカ

位置にいるので、汚された罪悪世界のすべて

は新婦国家であるにもかかわらず、このよう

のものを追い出さなければなりません。です

な混乱した立場に置かれるのです。近親相姦

から、フリーセックスやホモセクシュアルを

関係がここにあるのです。これは、イエス様

してめちゃくちゃになったものをすべて追い

の家庭で成されて解決するはずでしたが、イ

出さなければなりません。アメリカは四十年

エス様の家庭、再臨主を追放してしまうこと

の間で、どうして近親相姦、フリーセックス

によって、アメリカ、エバ国家、自由世界が

の世の中になったのでしょうか。フリーセッ

中心存在を追放したので、フリーセックス圏

クスを防御することができる専門家は誰です

内に巻き込まれ、地獄に完全に落ちて滅びて

か。これを防御することができる人は、来ら

しまうのです。再臨主が来てこの道を変えて

れる再臨主です。再臨主を中心として、この

おきさえすれば解決するはずでしたが、再臨

終わりにすべてが転換されなければならない

主を追放したので、そのまま地獄に落ちて近

のですが、来られる主人公を追放してしまい

親相姦関係、フリーセックス、ホモセクシュ

ました。再び戻ってくることをサタンは知っ

アル、レズビアン、麻薬時代となり、地獄膨

ているので、サタンが四十年間でアメリカを

張世界になってしまったということを知らな

めちゃくちゃにしたのです。
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ければなりません。歴史はそのように蕩減を

とが、蕩減現象として近親相姦関係というか

負っていくのです。

たちで現れる環境になるのですが、それが今、
本妻の位置に立ったということが事実ならば、

終わりの日にはどのような時代が来ますか。

そのままではくっついたまま落ちてしまうの

近親相姦関係が起きるのです。なぜそのよう

で、命令してあげなければなりません。ここ

になるのでしょうか。イエス様の父親は誰で

で誰かが来られる再臨主を中心として、そこ

すか。ザカリヤです。キリスト教では「聖霊

から逃避しなければなりません。しかし、真

によって身ごもった」と言いますが、うそで

の御父母様を中心として元に戻っていけるよ

す。無精卵を知っていますか。種がない卵で

うに入れ替えることができなかったので、そ

す。卵は同じなのですが、種が入っていない

のまま地獄のどん底に落ちたのです。

のです。今日、堕落した人間は無精卵です。
神様とは関係ないというのです。ですから、

ですから、母親も自分の姉の夫を奪ったの
であり、また息子は自分の妹と結婚をするの

永生がありません。

です。その家庭に破綻が起きるのです。雷に
マリヤは自分のお姉さんの夫を盗んだので

打たれるのです。これは何ですか。このよう

あり、その息子のイエス様は腹違いの妹と結

なことから近親相姦関係が起きるのです。乱

婚するのです。これは近親相姦です。これが

交事件やフリーセックスという観念がここに

明らかになる日には、道人たちが刺激を受け

あるのです。

る内容です。朝起きると、死ぬほど驚くよう
になっていたというのです。自分の妹を強奪

マリヤがエバの使命を果たすことができな

するというのですから、死ぬほど驚くように

かったのです。復帰解放です！ そのような

なっています。

ことも分からないキリスト教は、終わりの日

ザカリヤ家庭は、うんうん苦しみながらも

には秋風に散る木の葉です。審判の時には、

そのことを話すことができないというのです。

秋風に散る木の葉のように落ちます。世の中

終わりの日に現れるこのような現象は何です

に不信の愛をすべて審判するための風が吹く

か。近親相姦です。それが、新婦となったキ

ので、すべて落ちるのです。そして、全世界

リスト教の運命です。来られる主の前に、世

ではフリーセックスや近親相姦が展開するの

界的家庭を中心として、新婦となったキリス

です。近親相姦とは何ですか。父が娘と暮ら

ト教を中心として、このような環境が展開す

し、息子が母と暮らすことです。おじいさん

るのです。分かりますか。入れ替えなければ

が孫娘を連れて暮らし、母が息子と暮らすの

なりません。それゆえに、キリスト教では、

です。ですから、動物よりも劣るのです。完

妾が正妻になり、正妻が妾になる運動が起き

全に勝手気ままです。

るのです。
このようなすべての問題を解決することが

父子関係、夫婦関係という最も近い愛の関

できる秘密を知る人は、来られる再臨主以外

係から混乱が起こるのです。サタン世界、悪

にはいません。正妻から盗んでくるというこ

のその世界の愛の痕跡で、残すことができる

1489 * 千四百八十九

천성경

天聖經
Cheon Seong Gyeong
ものは一つもありません。ですから、神様が

分のお姉さんの夫を奪ったのです。これは何

すべて整理してしまうのです。近親相姦が起

かというと近親相姦関係です。これが明らか

きるのです。おじいさんが孫娘と暮らすので

になれば、完全にザカリヤ家庭は滅亡するの

す。父親が、妻がいるにもかかわらず、娘と

です。

愛を交わすのです。全くそのようなことがあ
り得ますか。お兄さんと妹と、兄弟同士で暮

なぜ四十年間で、このようにめちゃくちゃ

らしているというのです。そこまで下りてい

になったのですか。再臨主でなければ分かり

きます。

ません。近親相姦関係の解除方法、解決方法

サタンは、神様が最も貴く思っているもの

を教えてあげなければならないのであり、そ

を破綻させようとするのです。神様が最も貴

れは再臨主でなければ分からないのですが、

く思っているものは、近親相姦関係の相手で

そのお方を追い出してしまいました。それに

はありません。絶対理想的相対関係を近親相

より、近親相姦関係がこの地上における普通

姦関係にしてしまったのです。サタンはそれ

のことだと思うようになり、皆がそれに染ま

を知っているので、神様が立つことができる

り、サタンと共に地獄拡張世界をつくってし

足場を完全に破壊するために行動したのです。

まったのです。キリスト教文化も、本来は導
いて回っていかなければならないのですが、

近親相姦は、神様と関係ありません。完全

キリスト教文化さえも排斥し、何もない貧し

にサタンとペアになったのです。どのアメリ

い統一教会を中心として回らなければならな

カ人もそれを否認できないはずです。これは

いのです。

摂理観です。分かりますか。すべて人生観を

なぜこのような時代になったのでしょうか。

一八〇度転換しなければなりません。そのよ

離婚問題や近親相姦関係の問題は、このよう

うにしなければ希望がありません。そこには

な蕩減復帰原則によって起こらざるを得なか

世界、国家、民族、氏族、家庭、個人、すべ

ったものだというのです。このような内容を

てありません。すべて堕落し、サタンとペア

はっきりと教えることによって、堂々と神様

になってしまったのです。サタンが動けば、

の所に戻っていくことができるようにするの

人類がすべて堕落と滅亡の地獄に落ちるので

です。はっきりと分かりましたか。そのよう

す。これがサタンの観点です。

な原則を中心として、早く日本の地に帰って
この内容を教え、復帰を早めることがエバの

洗礼ヨハネも、イエス様がマリヤを通じて、
その非法的な妾を通じて生まれたということ

使命です。エバが門を開かなければなりませ
ん。

をすべて知っていました。それで、ヨルダン
川で「神様の息子だ」と証したのですが、よ

イエス様の当時、洗礼ヨハネの妹はイエス

くよく考えてみると「全く、神様が伝統的メ

様の妹です。マリヤとエリサベツは姉妹、い

シヤを送るのに、妾の子供を送るとは！」と

とこの間柄です。お姉さんの夫であるザカリ

思ったのです。ここで見ると、イエス様は

ヤがマリヤを奪ったのです。このようなこと

「自分の妹と結婚する」と言い、マリヤは自
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が近親関係です。このような内容を知ってい

いれば、一族が滅亡するのです。全く、この

る再臨主です。

ような家があるかというのです。ですから、
マリヤは口を開くことができませんでした。

マリヤ自身が、自分のお姉さんの夫と関係

「聖霊によって妊娠しました」としか言えな

を結びました。そして、イエス様は妹と関係

かったのです。その当時、未婚の女性が赤ん

しようとしたのです。このような近親相姦関

坊をみごもれば、石で打ち殺したのでしょ

係の基準を中心として結末、蕩減原則の結末

う？ これは近親相姦関係です。一族が一気

を見なければならないという原則があるので

に処分されるのです。そのような立場をマリ

すが、それを知っている人は誰もいません。

ヤも、エリサベツも、ザカリヤも、洗礼ヨハ

唯一再臨主、真の父母しか知らないのです。

ネも、みな知っていたのです。

しかし、そのお方を追い出してしまったので、

そのような関係をもって生まれたイエス様

それがそのまま伝統としてつながれることに

だということを、洗礼ヨハネが知らなかった

よって、アメリカは四十年間で、その近親相

でしょうか。問題になるのです。「近親相姦

姦関係をサタン的に拡張して地獄世界をつく

関係によって余計なものとして生まれたイエ

ってしまったのです。分かりますか。それは

ス様がメシヤなのですか」と言ったのです。

神様が承諾なさったからなのです。

それは、あり得ないというのです。ヨルダン
川の川岸で、天の門を開きながら、そのよう

エリサベツとマリヤが完全に一つになって

にはっきりと教えてあげたとしても、それを

いれば、イエス様と洗礼ヨハネが一つになら

すべて疑うことのできる内容が豊富にあるの

なくても、ザカリヤは反対できずにどうする

です。

こともできなかったのです。ザカリヤが反対
していれば、あのような事件は起こり得ませ

蕩減復帰原則からそのようなことを知って

ん。マリヤが自分の姉の夫とくっついて赤ん

いれば、イエス様は洗礼ヨハネの妹を嫁にす

坊を生むということがあり得ますか。それに

ると考えなければならないでしょうか、考え

同調することができますか。近親相姦関係と

てはならないでしょうか。このように見ると

いうものがここから出てきたのです。この世

き、洗礼ヨハネの妹はイエス様にとっては誰

の終わりの日には、必ずこのようなことが起

ですか。自分の妹です。腹違いの妹です。で

こります。近親相姦関係が出てきたのですが、

すから、復帰していかなければならない家庭

ここにおいて、これを知って復帰していくこ

において、最後に残された近親相姦関係をそ

とができる人はほかにはいません。来られる

のまま経なくては復帰することができないの

主しか分かりません。アメリカが先生に侍っ

です。

ていれば、あのようにはなっていません。

今日、新婦国家であるアメリカと自由世界
が、キリスト教を中心として新婦の基台を備

ヨセフは、マリヤに対してどれほど疑った

え、来られる再臨主を迎えていれば、ここで

ことでしょうか。おなかの中にいる赤ん坊が

復帰するすべが分かるのです。来られる新郎

誰々の赤ん坊だということをその時に話して

を追い出してしまったので、悪魔はこれに乗
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じて近親相姦関係を拡大したのです。それが

の立場にいるアメリカが再臨主を迎えていれ

フリーセックスになってしまいました。近親

ば、天に帰っていく道が分かったはずなので

相姦関係になってしまったのでしょう？ 近

すが、再臨主を追い出したので、サタンが主

親相姦関係の位置に行って、すべて転換しな

人となって全く反対の方向に行くようになる

ければならないのです。再臨主に侍り、新郎

ので、近親相姦やフリーセックスでめちゃく

と一つになっていれば、天国へ戻っていく道

ちゃになってしまったのです。

が分かったのですが、来られる主を追い出し、
神様を追い出したので、悪魔は自分の側を中

マリヤは、イエス様の父親が誰かというこ

心として、神様が理想とする家庭と国家と世

とを知っていました。ザカリヤとエリサベツ

界を滅亡のるつぼへ掃き捨ててしまいました。

も知っていました。洗礼ヨハネも、イエス様

最近、全人類がエイズによって滅亡を予告さ

が自分と同じ父親から生まれた兄弟だという

れた位置に来ているということを知らなけれ

ことを知っていたのです。これが問題です。

ばなりません。先生がその責任をもたなけれ

イスラエルの法では、そのような関係は許す

ばなりません。

ことができないようになっています。それは、
近親相姦によって不倫したことです。マリヤ

エリサベツが、自分の夫にいとこのマリヤ
を紹介してあげたというこのような問題があ

は、ザカリヤの家庭でお姉さんの夫と性関係
を結んだというのです。

るので、近親相姦関係が生まれるのです。先
進国であるアメリカは、このような過程を最

今日、終わりの日において、近親相姦を中

後まで行き、そこで転換しなければなりませ

心としてアメリカの家庭が破綻するというこ

ん。神様が承諾したのでこれが生じたのであ

とを知っていますか。このような中心存在を

って、ただ生じたのではありません。近親相

中心として、歴史がこれを軸として、すべて

姦関係がなぜ出てくるのでしょうか。自分の

が別の世界へ戻っていかなければならないの

お姉さんの夫を、妹が強奪するのです。それ

ですが、本妻を追放してなくしてしまいまし

を近親相姦関係というのです。ヤコブ家庭で

た。ただそのまま流れていくので、すべて敗

レアを入れたのはなぜかというと、蕩減法に

亡する「亡国の種」になってしまいました。

おいて、堕落したエバがいなくては復帰時代

近親相姦、フリーセックス、ホモセクシュア

がなくなるからです。女性世界においてもカ

ル、アヘン王国時代となり、すべて腐ってし

インがいなくてはならないのです。同じ道理

まいました。近親相姦関係によって、イエス

です。

様の根源的血族基準をこのように入れ替えな
ければならない運命があったということを、

エリサベツが、聖霊や天の指示によって、

誰も知りませんでした。

自分の夫と自分の妹を関係させたのです。そ

もしこれができていれば、ここで直系のイ

れは、普通のイスラエルの法ではすることが

エス様を中心として、これが長子権のプラス

できないことです。これが近親相姦です。こ

となり、これはマイナスとなって、これらが

のようなことがあるので、キリスト教の新婦

一つになって天国に入っていくのです。神様
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の懐へ戻っていくのです。それができなかっ

を愛するように、投入して忘れてしまうこと

たというのです。このようなことが国家的基

です。それが天国のコンセプトです。

準においてできなかったので、世界的終末時
代にはそのような世界が展開するのです。

これが根源なので、サタンがこれを完全に
破綻させたのです。フリーセックスからホモ

二) 誤った性解放文化をどのように収拾すべ

セクシュアル、近親相姦関係によって、すべ

きか

て滅ぼしてしまったのです。私たちは、これ

(1) 愛の秩序が乱れる終わりの日

を完全に克服しなければなりません。地上地
獄になっているので、一八〇度反対の道へ行

真の愛は貴いものなので、真の愛を蹂躙す

かなければなりません。私たちはこのような

るということは宇宙的な犯罪になるのです。

理想をもっているので、問題なく、一八〇度

不倫、青少年たちの淪落、家庭破綻、近親相

を中心として理想的家庭の土台の上に理想的

姦、同性愛、形容し難い性犯罪など、今日の

国家ができ、理想的世界を成し遂げることが

現実は神様を悲しませています。創造理想は

できるのです。

崇高で、永遠の愛を中心とした家庭理想の成
就にあるのですが、なぜこのような結果を招

フリーセックスは悪魔です。神様の理想が

来したのでしょうか。それは終末を迎え、人

この地上から跡形もなくなるようにさせ、足

間始祖の堕落した結果がそのまま結実するこ

を踏み入れることができなくなるようにする

とによって、すなわち蒔いたとおりに収める

破壊的な作戦です。そして、麻薬を通して精

世紀末的様相を呈するからだ、と言うことが

神異常者をつくっておきました。このような

できます。

所では、正常な立場の天理大道の原則、愛の
花、愛の夫婦の理念を探し出すことはできま

アメリカの人々はこれを知りません。アメ

せん。このような状態で、神様の復帰の理想

リカには真の愛の基盤がないというのです。

を成し遂げることができますか。四十年で、

最終的には愛によって滅亡するのです。カッ

なぜアメリカがこのようになったのかという

プルが破壊され、兄弟関係が破壊され、父子

のです。先日、なぜフリーセックスになった

関係が破壊されるのです。近親相姦が繰り広

のかということを話しましたね？ 話しまし

げられ、地獄に落ちていくのです。すべて破

たか、話しませんでしたか。どうして近親相

壊されたというのです。完全にゼロポイント

姦関係が起きたのか、そのような話をすべて

（零点）となり、新しくつくり直さなければ

したでしょう？

なりません。「ワン・ワールド・アンダー・
ゴッド！」です。そこには、いかなるカラー

フリーセックスと近親相姦関係が勝手気ま

もなく、いかなる障壁もなく、いかなる習慣

まに勢力を振るう世の中になりました。これ

も、伝統もあってはなりません。家庭の父母

は、どうしてこのようになったのでしょうか。

主義だけが残るのです。それは、父母が子女

イエス様の時に、このようなことを解決しな
ければならなかったのです。再び再臨主が来
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て、必ず近親相姦関係を解決しなければなり

暮らしながら、テレビに出てきてインタビュ

ません。しかし、来られる主を追い出してし

ーまでしています。アメリカには、このよう

まったので、自由世界がそれを知らず、今、

な近親相姦関係が二〇パーセント以上あると

地獄に落ちていっているのです。みな列をつ

いうのです。

くって、がけから落ちていくのです。ここで
転換するすべが分からないのです。私がいれ

神様は、堕落した人類を干渉することがで

ば、あのようになりませんでした。自由世界

きません。自分の愛していた恋人を奪って子

が先生を追い出し、四十年間でめちゃくちゃ

供を生んだのです。そのような所に訪ねてい

になったのです。これを私が、四十年の間で

き、その悪魔の隣で愛することができますか。

地獄から再び上がってくる時まで…‥。その

これは空言ではありません。それゆえにロー

ようなことをすべて詳しく話そうとすれば、

マも淫乱によって滅びたのであり、アメリカ

きりがありません。

も今、淫乱によって滅びるのです。ポンペイ
のような所に行けば、今も淫乱の痕跡が残っ

女性一人で完成することができますか。で

ています。三代で近親相姦が起きた痕跡です。

きません。アメリカの女性は、「私は嫌だ。

アメリカのような所は二〇パーセントがそう

私は結婚しない、結婚したくない、でも子供

です。これは滅びるようになっているのです。

はもちたい！」とそのように言うでしょう？
どうしてそのようになったのですか。「祖父

アメリカが、なぜ滅びつつあるのか分かり

母も必要なく、父母も必要なく、夫婦も必要

ますか。私が以前警告しました。近親相姦関

なく、兄弟も必要なく、すべて必要ない」と

係がどれほど多いか知っていますか。二〇パ

言うのです。そして、一人では生きられない

ーセントです。この国がです！ おじいさん

ので男性同士くっつき、女性同士くっついて、

が孫娘を連れて暮らし、父親は、その妻がい

それで慰労するのですか。それが慰労の方法

るのに娘を連れて暮らしているのです。終末

ですか。どこから近親相姦が出発しましたか。

的滅びの徴兆がすべて現れ、天から原子爆弾

その背後はフリーセックスです。

が投下され、直撃爆弾を受けかねない時代に
入っているという、この恐ろしさを知らない

この地上で暮らしている男性や女性は、動

先進国家です。そこに私と統一教会が必要な

物的人間に転落してしまうのです。言い換え

のです。統一教会がなければ、収拾すること

れば、性問題においては動物と同じだという

ができません。絶対にできません。

のです。これがどのようになってしまったの
かというと、おじいさんが孫娘を連れて暮ら

男性は天使長の立場です。それゆえに、ア

し、叔父が姪を連れて暮らすのです。このよ

メリカでは、自分の娘と自分の母親までも犯

うに、理想的愛の圏内では想像もできない破

す事件が起きています。親族による近親相姦

滅的環境を中心として、世の中は崩れていく

問題が二〇パーセントを越えています。サタ

というのです。母親と一つの家で暮らしなが

ンがおばあさんから、自分の母、自分の弟、

ら、娘が父親と愛を行うのです。そのように

自らの娘まで攪乱しているのです。それゆえ
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に先生は、そのようなサタン圏を全滅させる

一つの伝統と純粋な血族を保ち続けるために、

ために、地獄全体を包囲する作戦を立ててい

神様が摂理の中で残された民族だというので

るのです。

す。ですから、そのような不倫の輩が出てこ
ないように、早く整備をしなければなりませ

イエス様が十字架で亡くなることによって、

ん。今、アメリカのような所では近親相姦が

左側であるサタン世界が勝ちました。ローマ

問題になっています。おじいさんが孫娘を連

教皇庁が責任を果たすことができなかったこ

れて暮らし、父親が娘と暮らし、兄が妹と暮

とによって、フランス革命、人本主義を経て、

らし、ありとあらゆる事件が起きています。

無神論的物本主義に落ちていったのです。神

今、そのような風潮が生じており、八親等同

様を追放し、人間を追放し、物まで追放して

士で結婚するようなことが起きているのです。

哀れな存在になりました。食べるものがなく

これをなくして処断してしまうのです。それ

て苦しんでいるのです。誰がそのようにさせ

を整備しなければならない私たちの使命は大

たのでしょうか。

きいのです。清い氏族を継承する伝統を守り、

神様がそのようにさせたのです。この民主
世界において黄金万能を誇り、キリスト教文

民族の道徳観念を継承、養育させなければな
らない責任があるというのです。

化圏の恩賜を知らず、それを天の前に返すす
べを知らず、人間的責任を果たすことができ

(2) 絶対純潔、血代を汚してはならない

ずに、動物的人間になってしまったのです。
キリスト教文化の背景を中心とした家庭にお

千代、万代純潔を守る血代に神様はついて

いて、どうして近親相姦というものがあるの

こられるというのです。千代、万代、直系の

ですか。悪魔の祭物となって腐ってしまった

血統をいかにして残すかということが、私た

のです。

ち人間の願いであり、人類始祖アダムとエバ
の願いだったという事実を知らなければなり

アダムは、十代で堕落しました。父母の承

ません。その伝統的な思想は、今でもなくな

諾なく木陰で堕落してしまったのです。その

っていません。なぜですか。神様が計画され

ように蒔いたので、そのように出てくるので

たことは絶対的だからです。そのみ旨は、い

す。なぜこの時代において、十代が世の中の

つか必ず成し遂げられなければなりません。

問題になり、誰も手をつけることができない

成し遂げることができなければ、神様になる

全権時代になったのですか。これは避けるこ

ことはできません。これは変わることがあり

とができません。これを料理することができ

ません。数多くの宗派の争い、数多くの宗教

る唯一の道は、来られる真の父母の道理を知

の争い、数多くの国家の争いは、神様のみ旨

ることです。真の父母の道理を知らなければ

ではありません。神様のみ旨はそのようには

なりません。分かりましたか。

なっていません。それは、すべて壊れていく
のです。

韓国の歴史において世界的に誇れるものと
は何かというと氏族圏です。先祖を崇拝して
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真の父母は、アダムとエバが失敗したすべ

でしょうか。血統です。血筋のことを言って

てのものに責任を負い、それを解決してあげ

いるのです。サタン世界はすべて淫乱の世界、

なければなりません。解決しなければ、真の

悪魔の世界です。

父母の位置に戻っていく道がありません。父
母が蒔いたので、父母となる者が収穫し、悪

清い血統、純潔な血統を維持しなければな

いものは火で燃やし、良いものは倉庫に入れ、

りません。神様が堕落したアダムとエバを追

万民が要求する種を分配してあげなければな

放したのと同じように、血統が汚されれば完

りません。それが原理のみ言です。真の愛の

全に自分を除去してしまい、堕落した人と同

み言です。純潔の血統のみ言です。理想夫婦

じように、再び人類の後ろに回って入ってこ

の愛のみ言です。それ以外に人間として訪ね

なければなりません。今後、責任者には、こ

求めていく道はありません。それ以外はすべ

のような純潔を守っていく人だけがなること

て消えていくのですが、これは、人間の生命

ができます。この人たちが主流の伝統思想を

と共に、永遠の生涯と共に行くのです。それ

受け継いで相続していくはずです。祝福を受

ほど貴重なものです。

けた家庭が再堕落することは、許すことがで
きません。この西洋社会は、めちゃくちゃで

本然の血統を失ってしまった所では、心情

す。

文化は生まれません。文化というものは、歴
史性を通じて連結されるものです。家庭を中

麻薬中毒になれば、どのようになるか知っ

心とし、社会を中心とし、国家と世界を中心

ていますか。愛の中毒は、麻薬中毒よりもも

として、これが連結されなければなりません。

っと強いということを知りませんか。偽りの

「本然の血統と連結された心情文化世界を完

愛の中毒に引っ掛かって、人間がこのように

成することをお誓い致します」、純潔な血統

滅びるようになったのです。気分が良いです

を残すことが問題です。それができなければ、

か、悪いですか。顔は厚かましく、よく整っ

自分たちと心情文化世界が断ち切れてしまう

ていますね。女性もそうです。女性が二つの

のです。あの膨大な天国は、私が暮らすこと

心をもったのです。夫と愛する時、「神様が

のできる心情的基盤となっているのですが、

訪ねてこられる」と思わなければなりません。

心情文化世界ができなければ、その世界が断

自分の夫に「神様が降臨された」と思わなけ

絶されるのです。それゆえに、心情文化圏を

ればなりません。「寝る場所を今晩きれいに

中心とした生活をしなければなりません。

整えなければならない」と言って、あらゆる
精誠を赤ん坊の種の時から動員しなければな

堕落は何によってなされたかというと、淫

りません。赤ん坊の時に動員し、兄弟の時に

乱によって堕落したという結論を私たちは話

動員し、夫婦の時に動員し、母の時に動員し

すことができます。堕落論を語る前に、この

て、四大心情圏を動員したそのような純潔な

ような話をすべてしなければなりません。サ

夫と妻が愛するというのです。そのように考

タンは淫乱の神でした。淫乱の神です。神様

えてみましたか。

は何ですか。純潔の神です。これは何のこと
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女性というものが、どれほど恐ろしい存在

純潔を守らなければなりません。結婚前は純

でしょうか。女性一人を誤って扱えば、国も

潔を守り、真の人と結婚したのちには貞節を

滅び、一族も台無しになるのです。また、女

守らなければなりません。分かりますか、こ

性も同じです。夫一人誤れば、国も滅び、自

の女性たち。

分の一族も滅び、先祖から残してきた純潔の
一代がすべて傷つくのです。深刻です。それ

エデンの園で青少年問題をまき、誤って結

ゆえに、女性の前における最高の真理の真の

婚したので、ひっくり返して再び天の側にお

本体は何かというと夫です。夫に対して初愛

いて結婚式をしなければならず、血統を転換

を与えたというのです。初愛は交換すること

しなければならないという論理を理論的に肯

ができません。神様を与えても交換すること

定しなければなりません。それで、青少年の

ができず、アダムを与えても交換することが

絶対性、純潔を主張するのです。絶対性です。

できません。完成した神様とアダムの二人を

絶対的です。何ゆえにですか。絶対的愛ゆえ

あげて、初めて交換するようになっています。

にです。唯一不変の永遠の愛ゆえにです。永

このように途方もないものだというのです。

遠の愛ゆえだというのです。愛ゆえにこのよ
うになったのであり、偽りの愛ゆえにこのよ

神様も干渉することができず、サタンも、
つくっておいたのちに「おい、おい！ 間違

うになったので、真の愛にひっくり返さなけ
ればなりません。

っていた。もう自分もついていくことができ
ない」、このようになりました。ですから、

生殖器を保全しなさいというのです。オリ

喜ぶ人がいません。それで、自殺する人がま

ジナル生殖器を保存する運動をしなければな

すます増えていきます。自分の体にとって最

りません。神様は、純潔な愛の器官を創造さ

も貴いものとして守らなければならず、この

れたのです。皆さんは、それを守らなければ

ような価値的な愛の本拠地として守ってきた

なりません。絶対的器官です。絶対一つの方

純潔を四方から蹂躙するのです。お父さんと

向です。絶対一つの方向に連結した愛の道に

お母さんが保護することができる環境になら

永遠に従わなければなりません。神様が本来

なければならないのに、おじいさんから、お

願われた生殖器だというのです。人々は、そ

父さん、お兄さんへと、このように蹂躙して

れが愛の宮殿であるということを知りません。

きたのです。ですから、夢でも男性は見たく

愛の宮殿、生命の宮殿、血統の宮殿、良心の

ないのです。死んでも嫌だというのです。

宮殿だというのです。四つの宮殿が一箇所に
集まったのです。最高に神聖な場所です。永

体を占領しなければなりません！ 体と連

遠に清く守っていかなければなりません。

結した五官を占領しなければなりません！
肉的な愛についていくのですか、精神的な愛

絶対純潔の伝統をいかに残すかということ

についていくのですか。千万回死ぬようなこ

が問題です。これを汚せば、イスラエル民族

とがあったとしても、貞節を守らなければな

は石で打ち殺しましたが、今は違います。そ

りません。結婚する女性と息子、娘たちは、

れよりももっと恐ろしいのです。アダムとエ
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バという独り息子、独り娘を追放した神様の

くことができないのです。どうすることもで

その心情の前に再び堕落するということは、

きません。

夢にも考えることができないというのです。
それで、限界線を宣布しなければなりません。

未来の世界は、家庭の純潔を保全し、家庭

限界線を宣布するその日となる時に残された

の価値を守護するという道徳律が定着するか

者たちは、すべてサタン側に残された長子の

しないかによって、天国と地獄の分かれ目に

中の悪の長子たちです。

置かれるようになるはずです。世界各国が一
様に悩んでいる青少年の退廃と絶え間ない麻

カナン復帰路程において、モーセに従い、

薬による犯罪、増加する家庭破壊と離婚、エ

今こそカナンの地に入城しなければなりませ

イズの蔓延、性犯罪などを、政治権力によっ

ん。今こそ王権を取り戻さなければなりませ

て解決することができますか。現在の学校教

ん。エジプトでの四百三十年の受難の道にお

育や宗教的教えでも解決することができずに

いて、神様の四千年歴史の悲惨な、それ以上

います。

に悲惨であっても耐え、すべてのことを越え、
天の前に慰労して、謝罪することによって天

今後、先生が祝福する時は、浮気をして貞

国に行くのではありません。悔い改めたから

節を蹂躙した人はしてあげません。純潔な男

といって天国に行くのではありません。峠を

性、女性でなくては結婚させてあげません。

越えて悔い改めたのちに天を慰労し、真の父

エデンの園のアダムとエバが定着して天下の

母を慰労し、その息子の新しい血筋をもって、

公的な位置に立つようになるとき、堕落した

永遠に純潔的血統を残そうと誓って約束した

息子、娘を集めて祝福してあげるでしょうか。

基台の上において、相続権が展開するのです。

そのようなことはあり得ません。それゆえに、

はっきりと知らなければなりません。

浮気をして男女関係がある人は、どのような
男性や女性であっても、今後、統一教会の祝

神様の前に誓約をしなければなりません。

福を受けることができないということを知ら

今まで、自分が純潔を中心として生きること

なければなりません。純潔な未婚の男女でな

ができなかったことを、すべて振り返って否

ければならないのです。そうだとすれば、

定し、新しい真の純潔と貞操を誓うのです。

「祝福を受けて生まれた息子、娘しかいない

統一教会は、嫁に行くまでは純潔を守り、嫁

だろう」ということが先生のみ旨です。それ

に行ってからは貞操を守らなければなりませ

で、祝福家庭の子女だけを結婚させてあげる

ん。それは、誰のためでしょうか。自分のた

のです。

めではありません。夫と家庭と国と世界のた
めです。そうでなければ、永遠の世界である

ここから、女性はすべて貞節を守るのです。

天国に入っていくにおいて、個人的な天国、

純潔な宗教は、性問題を絶対に拒否する宗教

家庭的な天国、民族、国家、天宙的な天国、

とならなければなりません。それで、キリス

神様の愛に定着することができる位置まで行

ト教が「すべての罪は骨の外の罪だが、淫乱
は骨の中の罪だ」と言ったのです。サタン圏
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内の世界とはこのようなものです。このよう

ける活動舞台は、広く、高く、大きくなるの

にして、すべて妨げているのです。数多くの

です。自分のことだけを考えれば、どんどん

人々は、サタン世界の愛に反対してきました。

狭くなっていくのです。

すべてサタン世界になってしまうところを、
神様は、イスラエルの宗教とキリスト教を中

祝福を受ける夫婦は、自分の家庭と夫婦の

心として、世界を革新し、新婦の貞節の道理

結合を神様の前に誓約し、配偶者に対して永

を立ててきたのです。ここから新郎新婦が一

遠の信頼と純潔を誓い、そして子女に対して

つになれば、この二つの世界は道が開けるの

は、高い道徳と純潔を教えながら養育するこ

です。

とを約束するはずです。この夫婦たちは、言

それで、歴史的な伝統世界の純潔な新婦、

語と人種と国家と宗教の背景が様々です。し

純潔な新郎が来て愛し、一回りするようにな

かし、彼らは神様の愛、そして世界平和の出

れば、これがすべて崩れます。それゆえに、

発は神様を中心とした完全な家庭から来ると

歴史始まって以来、キリスト教文化圏を開門

いう信仰ゆえに、この祝福式に同参しました。

するために、大勢の女性が犠牲になってきた

私は、皆さんがこの歴史的な式典において、

のです。捕まえられていって強姦され、主権

見物するだけでなく、皆さん、または関係の

者たちからあらゆる辱めを受けたのです。

ある周囲の人々と共に神様の前に出て、自ら
の結婚誓約を更新するように招待します。

もしイエス様が結婚して、自分が愛する以
上に愛してくれる女性と愛を成していれば、
そこから生まれた息子、娘を、悪魔は引っ張
っていくことができるでしょうか。神様が連

三、真の父母と根本復帰
一) 根本問題解決のためには、堕落論を知
らなければならない

れていくのです。キリスト教徒たちは、「何
だかんだ」と言って大騒ぎするでしょう？

世界の問題を解決し、人類の道徳問題をす

純潔なイエス様が、善の男性として善の女性

べて解消するためには、堕落原理がなければ

を迎え、神様が保護することができる家庭を

なりません。堕落原理がなくては、人間の問

もっていれば、どのようになっていたと思い

題は是正することができません。これは、サ

ますか。そこで善の息子、娘が生まれていれ

タンが天を裏切り、歴史を引っ張ってきた最

ば、二千年が過ぎたのちには、既に世界は統

後の絶望的終末現象だというのです。これは、

一されていたはずです。一族なのです。七百

人類を破綻、滅亡させるためのサタンの戦略

年もかからないというのです。そのようにな

です。これを解消しなければ歴史が解かれま

っていれば、イスラム教やイスラム教徒は現

せん。歴史が解かれなければ、歴史を清算す

れていません。

ることはできません。そこに代案を中心とし
て、神様の創造と理想の代案を中心として、

純潔な高次元的な良心、高く、広く、深い

私たちは「神主義」に帰ろう、真の愛主義に

良心世界の活動舞台を追求し、そのような愛

帰ろうというのです。それは自分自身のため

の基台を願う人であればあるほど、霊界にお

ではなく、利他的なことです。愛の相対を創
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世界の難しい問題の原因は何かというと、

造しなければなりません。そのような内容で

男性と女性の二人の人間にあります。男性と

なければ、収拾する道がありません。

女性がもつれたことが国家、世界の問題にな
人類歴史の堕落の起源は、結婚を誤ったと

りました。天地における問題となりました。

いうことです。偽りの父母を中心として結婚

この男性と女性における問題とは何ですか。

式を誤りました。どの時期ですか。青少年の

愛です。愛の問題において誤ったというので

時です。ですから、青少年の淪落はエデンの

す。それゆえに、エデンにおいて偽りの父母

園で始まったのです。青少年の淪落を植えた

によって青少年が淪落し、アダム家庭を粉々

というのです。それによって、アダム家庭を

に破綻させたことを、真の御父母様が来られ

中心とした全体の神様の理想は完全に壊れて

て収拾しなければなりません。真の御父母様

しまいました。

が来られてしなければならないのです。

そのように植えたものが、ただそのまま植

神様の愛の血統を伝授し、愛を中心とした

えたものが、次第に大きくなり、終わりの日

生命体、偽りのオリーブの木ではなく真のオ

になれば、このように結実する時が来ます。

リーブの木になるのです。血筋が変わるので

世界的に青少年の淪落を防ぐ者がいません。

す。文総裁は、神様の血筋を連結させること

アメリカが防ぐことができますか。できませ

ができるすべての理論的な体系をもっている

ん。これがフリーセックスの様相を呈し、ホ

人です。その道を行けばそうです。それは証

モ、レズビアンの様相を呈しています。めち

拠的事実です。

ゃくちゃになったというのです。アメリカの

それで、今、文総裁がしていることとは何

教育やアメリカの宗教が防ぐことができます

ですか。青少年問題を中心として、アメリカ、

か。アメリカの政治や経済の力で防ぐことが

ロシア、中国はもちろん、先進国家の世界の

できますか。できません。軍事力で防ぐこと

代表的国家は、すべて手を挙げました。宗教

ができますか。できません。完全にお手上げ

世界まで手を挙げました。それを解決するこ

だというのです。

とができる特権を受けた者は誰かというと、

それでは、誰が解決することができるので

文総裁だというのです。文総裁しかいません。

しょうか。神様だけが解決することができま
「蒔いたとおりに収める」と言ったので、

す。偽りの父母が植えたのです。その罪を犯
した動機は人間だというのです。偽りの父母、

エデンの園でアダムとエバが青少年の時に淪

アダムが誤ってこのようにしたのであり、ア

落することによって、世界的に家庭というも

ダムが無知の中で堕落したので、アダムがこ

のが一つもなくなるように完全に破綻させて

の地で完全に知らなければならないのです。

きました。その時が終わりの日です。その時

神様の秘密と神様の完成基準の目的がどのよ

が、正に今の現実です。
アメリカの人々に世界観がありますか。あ

うになっていて、悪魔がどのような失敗をし
たのかということを詳細に知ることによって、

りません。国家観がありますか。ありません。

サタンを屈服させることができるのです。

社会観はもちろん、氏族観、民族観、家庭観
もありません。自らの父母をすべて否定して
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います。個人主義です！ 個人主義は何かと

のです。それなのに、それに反対することに

いうと、悪魔である天使長のその位置に戻る

よって、この文総裁を荒野に追い出してしま

ことです。男性が女性を否定し、女性が男性

ったのです。

を否定するのです。終わりの日になったので、

人類始祖の堕落によって恨に満ちた神様を

最後にはサタンはその正体を現さなくてはな

慰労しなければなりません。堕落したアダム

りません。

とエバによって、大きな悲しみのくぎが刺さ

そのようにして完全に家庭を破綻させまし

っている神様を慰労することができる立場で

た。青少年問題、家庭破綻を収拾するすべが

出発しなければなりません。そのようにしよ

ありません。サタンも収拾するすべがなく、

うとすれば、悲しみの神様を慰労することが

神様も収拾するすべがありません。神様が収

できる孝子とならなければなりません。家庭

拾することができるならば、エデンの園のア

を代表した孝子、国家を代表した忠臣、世界

ダム家庭の時に収拾していたはずです。エデ

を代表した聖人、天地を代表した聖子の道理

ンの園で手をつけることができなかった神様

をすべてなすことによって、慰労してさしあ

が、今、滅んでいくこの世に手をつけること

げなければなりません。それだけではありま

ができますか。

せん。私が間違いなく新しい青少年を動員し、

これは、誰が責任を負わなければなりませ
んか。未知で堕落させられることによって、

新しい祝福をなして、アダムが破綻させたす
べての要素を根絶しなければなりません。

偽りの父母がこのように滅ぼしたので、真の
父母が完全に神様の秘密、サタンの秘密を知

人類の願いは何かというと、堕落の仮面を

って、サタンの秘密を神様の前に告訴してし

脱ぐことです。堕落の仮面とは何でしょうか。

まわなければなりません。「お前、よくよく

血統が変わったというのです。血統の堕落と

知ってみると殺人魔だな、こいつ！」と言う

は何でしょうか。男性と女性が性関係を誤っ

のです。いくら隠れて生きてきた殺人犯であ

たということです。誰を中心としてですか。

っても、その証拠を出されれば、自分の罪状

サタンを中心としてです。

をありのままに告げて判定を受け、永遠の人

アダムとエバが息子、娘を生んだ時が堕落

間世界から流れていってしまうではないです

する前かあとかというとき、「堕落する前

か。同じことです。今の現実が、これとちょ

だ」と言う人はいません。その息子、娘を生

うど同じだというのです。

むことができるように、誰が結婚式に責任を
もったのでしょうか。神様は、追い出した

文総裁は、悪魔サタンを讒訴することがで

人々に対して責任をもつことができません。

きるのです。讒訴しようとすれば、その基盤、

間違いなく悪魔サタンを中心として結婚式を

家庭基盤が半分以上を超えなければなりませ

したのです。

ん。それゆえに、もしキリスト教が歓迎して
いれば、三年半で世界の人類を祝福し、天の

ですから、神様がアダムの心に入っていき、

眷属にし、神様を解放していたはずです。四

夫婦を完成しなければならなかったその位置

十年前に、これをなしても余りあったという

をサタンが占領し、サタンの血統を植えつけ
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たというのです。堕落することによって下部

ので、これをいかにして再び本然の種として

を覆ったでしょう？ 取って口で食べたとす

受けるようにするのかというのです。

れば、口と手を覆わなければならないのに、

この問題を考えるとき、真の父母がいなけ

口と手を覆ったのではないのです。その場所

れば受けることができないので、この地上に

が血統的恨みの根拠地となりました。

メシヤが来られ、そのメシヤの種、真の父母
の新しい生命の種を再度注入し、接ぎ木しな

そのようなことを考えるとき、文総裁が

ければなりません。これを通して、本然の真

「契約の箱の中の二つの石板は、アダムとエ

のオリーブの木の位置に戻っていくのです。

バのことをいいます」と言ったのですが、そ

簡単なことです。ですから、神様は、私たち

れを象徴しているのです。至聖所とは、その

の本当の父母です。ですから、どれほど近い

場所です。誰も触ることができません。触っ

でしょうか。縦的な父母が神様であり、真の

てすべて滅びたのではないですか。至聖所は、

父母は横的な父母として、理想の愛を成すの

その場所です。それから、芽を出したアロン

です。

の杖です！ この杖は何でしょうか。永遠に
死なないということです。死んだ杖から芽が

なぜ真の父母が必要でしょうか。サタンの

出てくるので、永遠に死なないということで

愛、生命、血統基盤を清算するために必要で

す。何を中心としてでしょうか。本然の愛で

す。なぜ男性と女性がそのような位置に落ち

す！ 愛がなければ死にます。それで、芽を

ましたか。生殖器ゆえにです。本来、生殖器

出したアロンの杖が出てくるのです。そのよ

は愛の王宮です。

うな意義があるので、聖殿に置いて侍ったの

今、その愛の王宮がどのようになっていま

です。ですから、神様の体を象徴したものが

すか。愛の王宮であり、生命の王宮であり、

幕屋です。体は聖所であり、至聖所はその場

血統の王宮であるという、そのように貴いも

所です。

のが人間の生殖器です。これは汚いものです
か。神聖なものです。それが堕落によって汚
いものになってしまいました。

二) なぜ真の父母が必要なのか

本然の神様の観点から見れば、それは汚い
私たちに必要なものとは何かというと、真

ものではなく、神聖なものです。最も貴いも

の父母です。偽りの父母から出発したことを、

のです。生命、愛、そして血統がここに連結

真の父母から出発させなければなりません。

されています。そのように神聖なものをサタ

偽りの父母とは何かというと、偽りの愛、偽

ンが汚しました。

りの生命、偽りの血統を受けたものです。こ
れをひっくり返さなければなりません。です

本来、アダムは皆さんの先祖となる父母だ

から、真の父母の愛を中心として、いかにし

ったのですが、神様の愛を連結させることが

て真の生命と真の血統を受け継ぐのでしょう

できませんでした。それを連結させることが

か。言い換えれば、生命の種を誤って受けた

できなかったのです。それゆえに、皆さんの
父母は、皆さんを神様の愛に連結させること
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ができないのです。真の父母が違うのは、神

したがって、私に真の父母の愛が宿り、神

様の愛を連結させることができる特権をもっ

様の愛が宿るのです。その愛は、私を完成さ

てきたという点です。皆さんが父母の言葉を

せることができる調和の根本です。言い換え

聞かずに統一教会の文先生の話を聞くので、

れば、それは、私に愛があり、生命があり、

これは社会の正義ですか、悪ですか。正義で

血統があるということです。三位一体です。

す。天宙の原則がそのようになっているから
真の父母を中心としたところから理想的な

です。

歴史の出発、新しい文化の出発、新しい愛の
どのようにすれば真の父母になるのでしょ

出発がなされ、新しい人生の出発、新しい家

うか。人類始祖の堕落によってふさがった垣

庭の出発、新しい国家の出発、新しい世界の

根を壊すことができる責任的な条件を立てる

出発がなされ、天国と神様の愛の出発がなさ

ことができてこそ、真の父母になるのです。

れるのです。

私たち統一教会を見れば、ここにはプロテス

この真の父母という言葉は、今まで知って

タント、カトリック、仏教、儒教、イスラム

いたそのような内容の言葉ではないというこ

教徒がすべて入っています。仏教もここに入

とを、皆さんは知らなければなりません。こ

っているのです。そのことを知っていました

のような後世と関係を結ぶために国も滅び、

か。知らなければ恥をかくのです。ここに入

個人も滅び、家庭も…‥。したがってこの位

ってくれば、宗教が一つになることができま

置は、数多くの、数千億万の犠牲となった祭

す。それから人種問題ですが、五色人種が一

物の血が訴えている位置だということを、皆

つになることができるのです。

さんは知らなければなりません。
聖書には、アベルがカインに殺害されて血

メシヤは、本然の愛、真の父母の愛を完成

を流すことによって、天に讒訴したと書かれ

した男性として来られるお方です。本然の理

ています。そのような歴史をすべて解怨成就

想的な代身者として来られるのです。「私」

することができる位置は、この位置しかあり

という話をするたびに、これを考えなければ

ません。

なりません。ですから、解放されるのでしょ

そのような使命を受け継ぎ、そのような驚

う？ そのようになっています。サタンから

くべき蕩減の道をまっすぐにするために集ま

解放、生活圏において解放、血統圏から解放

った群れが正に皆さんです。それが本当に分

されればすべて終わるのです。

かれば、自分の命がどうで、私がどうだとい

それでは、解放されて何をするのですか。
悪魔ではなく神様に侍り、文化圏を形成しな

う不平は、夢にも、千回死んでも言うことが
できません。

ければなりません。真の父母の生活圏を形成
しなければならないのです。完成したアダム

本来、神様の創造理想は何かというと、真

の位置に立つので、生まれた目的を完成する

の父母の名を通じて天国の王国と地上の王国

のです。

を完成することです。これを知らなければな
りません。真の父母の名をもたずには、地上
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天国と天上天国は生じません。今日、キリス

ようにしたのではありません。地上世界、天

ト教徒たちに「イエス様は神様の愛する長子

上世界、神様を解放するためです。このよう

であり、息子であるにもかかわらず、どうし

な人は、歴史時代において文総裁以外にはい

て天国に行くことができず、楽園に行ってい

ません。真の父母以外にはいないのです。

るのですか」と聞いてみれば、答えることが

そのような背後の歴史をもっています。そ
れは観念だけではありません。実践舞台にお

できません。
天上天国と地上天国は、真の父母の完成と

いて実際圏を形成するために、その理想基盤

愛の基盤を通してのみ成し遂げることができ

を築いてきたので、世界万国が粛然と頭を下

るものです。霊界に行って王国を統一すると

げることができる段階にまで来たというので

いうことは真の父母の使命であって、ほかの

す。

人の使命ではありません。イエス様は真の父
母になることができなかったので、楽園に行

三) 血統復帰は祝福を通して成される

っているのです。
堕落した世界においては、今まで真の父母

すべての天の秘密は、文総裁が明らかにし

の愛を受けたことがある物もなく、受けた人

た内容でなければ解決する道がありません。

もなく、そのような痕跡もありません。です

ここにいる二人の人が私を紹介する時、「真

から、霊界にそのような基盤ができても必要

の父母になった」と言いましたが、真の父母

がないのです。縦的で横的な原理基準、完全

とはいったい何ですか。真の父母はどこにい

に公式となっているのです。公式になってい

るのですか。天にいます。神様が真の父母で

るということを知らなければなりません。自

す。今日の人類、堕落した世界のすべての宗

分勝手にしてはいけないのです。

教は、神様のことを「父」と言います。天地
を創造されたその主人が正に父です。誰の父

すべての出発は、真の父母からです。あら

ですか。私の父です。私の父なのですが、父

ゆるものの出発、最初は、皆さんではなく真

の内容の中で、何を中心として父子関係にな

の父母です。生きるのも、行動するのも、愛

りましたか。神様の愛です。そして、神様を

の家庭を連結するのも同様です。最初は真の

中心として、堕落していないアダムとエバの

父母です。これは先生の話ではなく、私たち

生命が愛に連結されるのです。

の最初の先祖に対する神様の公式的な概念で

神様の本然の愛を中心として、私たちの本

す。いかにして私たちの家庭を真の御父母様

然の先祖である堕落していないアダムとエバ

の御家庭のようにすることができるか、それ

が、神様の愛に燃えて一体となるのですが、

を考えなければなりません。

男性と女性を一つにすることができるのは、
男性でもなく、女性でもありません。男性と

先生は、世界のためにどれほどたくさん投

女性を必ず一つにすることができるのは、絶

入したでしょうか。どれほど血の涙を流し、

対的に必要な愛だけです。これが一つになっ

どれほど汗を流し、どれほどため息をついた

てこそ一つになるのです。神様は、絶対、唯

でしょうか。私は、御飯や出世のためにその
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一、永遠、不変であられるお方です。絶対的

婚を通して生んだ血統が連結された息子、娘

な神様の愛は、二つではありません。

なので、地獄に行くのです。神様と関係があ

男性がもった愛と女性がもった愛は、二つ

りません。

ではありません。一つです。それを知らなけ
ればなりません。しかし、それを知らずに生

根本を知らなければなりません。それでは、
滅びることがない道とは何でしょうか。万代

きてきたというのです。

を越えて、今日の六十億人類と未来の世界ま
堕落とは何ですか。神様が創造理想によっ

で真の愛の血統を連結させなければなりませ

て願われた血筋が神様の血統と直結した血筋

ん。変わらない血統となり、大きな木の中心

を残し、家庭の出発から氏族、民族、国家の

の根、幹から芽まで、四方八方に伸びたすべ

形成と世界の平和、地上天国をつくり、天上

ての枝が、すべて一つの体のように感じるこ

天国をつくるのです。地上天国と天上天国と

とができる血族的連結体とならなければなり

は何ですか。神様が私の体の中で生き、家庭

ません。このように連結したものが国ならば、

で生き、国で生き、世界で生き、不可能なこ

国の天国であり、世界ならば世界の天国であ

とがない無限な霊界という環境において暮ら

り、天地ならば天地の天国になるのです。

すことができる愛の家がなければなりません。

真の父母になることができず、このような

私個人というものは、個人の真の愛を中心と

ことをすべて失ってしまったので、真の父母

して、神様が入ってきて暮らすことができる

になることができなかった堕落した父母は偽

家です。家庭というものは、夫婦同士におい

りの父母であり、偽りの愛であり、偽りの家

て、二人の男性と女性は異なります。極で

庭、偽りの氏族、偽りの国、偽りの世界です。

す！ エデンにおいて、神様が愛で一つにな

ですから、滅びる運命です。世界は、どのよ

ったその家に入ってきて暮らすためのものが

うにすべきか分からないのです。ですから、

家庭です。その父母は、万代の神様の血統に

神様の救援摂理は何かというと、本然へ帰ろ

よって連結した種として結実を結ぶための神

うということです。ですから復帰です。病気

様の孫だというのです。

になったので、病気にならなかった本然の世

堕落とは何ですか。神様が一代ならば、ア

界に帰らなければなりません。神様の血統的

ダムは二代です。三代となる血筋の孫をもつ

因縁をどのようにして回復するのでしょうか。

ことができなかったことが堕落です。孫をも

ですから、滅びなければならないこのような

つことができなかったことが堕落です。堕落

人々を捨てておくことはできません。偽りの

したのちに息子、娘を生んだのですか、堕落

オリーブの木と真のオリーブの木の比喩があ

する前に息子、娘を生んだのですか。堕落し

ります。

たのちに息子、娘を生んだのです。それは、
誰が結婚式をしてあげましたか。神様と関係

真の父母とは何ですか。神様の愛を中心と

なく、追い出され、結婚して生んでサタンの

して、生命圏を中心として、血統圏を中心と

子になったというのです。今日、六十億の人

して、良心圏を中心として、すべて一体とな

類は、神様の前に追放され、隠れて誤った結

ることができるのです。真の父母が定着する
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ことができるそのような位置です。これが芽

木しようとすれば、皆さん自身が残された蕩

となり、ここから育って世界へ枝が伸びれば、

減路程をすべて清算しなければなりません。

国家、世界、天地にすべて連結されるのです。

それは父母から始めたので、父母を通して清

それは移動するものではありません。

算されなければなりません。ですから、真の

神様は、絶対、唯一、不変、永遠なので、

父母に接ぎ木しなければならないのです。ア

定着する基準も、絶対、唯一、不変、永遠で

ダムは、真の父母になることができず、偽り

なければなりません。何をもってですか。政

の父母となったので、今まで神様は、真の父

治力ではありません。手段をもってはできま

母を探し求めてこられたのです。再臨時代に

せん。力をもってもできません。真の愛をも

おける「新郎新婦」や「小羊の婚宴」という

って「ため」に生きて投入すれば、より価値

ものも、すべて父母を取り戻すためです。

があるものになるのです。
真の愛を中心として「ため」に投入すれば、

皆さんが血統転換式をしたのちには完全に

それは絶対になくなることがありません。発

変わらなければなりません。もし真の父母が

展するのです。入力よりも出力が大きいので

現れていなければ、このことが可能だったで

す。なぜですか。宇宙がそのようになってい

しょうか。創世以後、いかに困難な道を歩ん

るのです。現れれば、絶えず宇宙が来てくっ

できたでしょうか。真の父母が現れただけで

つきます。真の愛も、核が現れれば、来てく

も有り難いのですが、真の父母から祝福され

っつくようになっています。磁石も、鉄分が

たということは、もっと驚くべきことなので

あれば、鉄分の配合の度合いによって引き寄

す。このようにして伝統、その伝統とは何か

せる力が違うでしょう？ 同じです。真の愛

というと血統の伝統です。真の愛と真の生命

が宇宙を引き寄せるのです。

と真の血統を植えた伝統になっているのです。
これを常に考えなければなりません。

血統の同一性が必要なので、神様の心情圏
に従わざるを得ません。なぜそうなのかとい

血統的転換は誰がすることでしょうか。そ

うと、根が違うのです。幹が違います。しか

れは、誰でもできることではありません。先

し、根が同じでなければならず、幹が同じで

生がこのことをするために、涙ぐましい十字

なければならず、芽が同じでなければなりま

架の道を歩んだということを知らなければな

せん。そこには、絶対的に血統転換という途

りません。このような基準があるので、皆さ

方もない問題が展開するのです。それは一人

んは、何の功労もなく、祝福という新しい伝

ではなすことができません。真の父母がいな

統を継ぐようになったのです。転換の勝利圏

ければなりません。

を立てるにおいては、数千年に及ぶ神様の御
苦労と実体を中心とした先生の苦難の生涯が

皆さん各自の血統的内容が違い、背後が違

ありました。これを基盤として立ったところ

っているとしても、父母と似るためには接ぎ

が、正に皆さんが立っている位置です。祝福

木する役事を行わなければなりません。身も

されるということは、悪の血統を切ってしま

だえして接ぎ木しなければなりません。接ぎ
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い、新しく接ぎ木をすることです。接ぎ木を

れゆえに、真の愛は、すべてのものを抱くよ

することによって血統が変わるのです。

うになります。真の愛は、私個人の所有ばか
りにしてはいられません。真の愛は相続され

祝福家庭は、どのような意味をもつのでし
ょうか。祝福家庭を中心として見るとき、サ
タンは祝福家庭を支配することができません。

て、私なら私のものと同時に、万民のもので
あり、宇宙の公認のものになるのです。
神様の希望は、真の愛を人間と共に成し遂

先生を完全に信じ、真の御父母様に属したと

げることです。神様は、御自身の息子であり、

いう信念をもって、いかなる国であっても立

最高の被造物である人間と、心情世界で真の

つようになるとき、サタンはそれを侵犯する

愛の喜悦と幸福を永遠に共にしたいと思われ

ことができません。なぜでしょうか。父母様

ます。人間世界で真の愛を完成するならば、

の心情圏を中心として、血統転換した心情圏

政治的にも、経済的にも、文化的にも、環境

に連結しているからです。それゆえに、ここ

的にも、何の問題がありますか。真の愛の世

からは、サタンが帰らなければなりません。

界では、解決できない問題がありません。真

帰るには帰るのですが、どこに帰るのでし

の愛の世界は、すなわち歓喜と理想が充満し

ょうか。原点へ帰らなければなりません。偽

た、自由と、平和と、幸福が無限に、そして

りの父母から始まったので、原点へ帰り、真

永遠に広がる世界になります。今日、世界人

の父母から再び始めなくてはなりません。で

類が抱いている難問題は、真の愛によっての

すから、どれほど深刻でしょうか。私が、神

み根本的な解決が可能なのです。

様の愛と神様の生命と神様の血統を再び継が
なくてはなりません。それで、皆さんが祝福

真の愛の真の家庭は、人類の願いと同時に、

を受ける時、血統転換式をしたでしょう？

神様の創造目的の根本になります。このよう

それを自分の命よりもっと信じなければなり

な真の家庭で輩出する、真の愛の真の人格に

ません。統一教会の一つの儀式だといって、

よってのみ、真の社会、国家、世界の完成が

それを一般宗教の儀式と同じように思っては

あり、すべての環境圏の創造理想が具現でき

いけません。これは死んだ人をよみがえらせ

るのです。私が、常に地上における真なる家

る注射と同じです。解毒注射です。解毒注射

庭天国を強調する理由もここにあります。真

なのです！

なる家庭天国がなされて、地上天国がなされ
るのです。真なる家庭天国で完成した真の愛
の人格は、社会、国家、世界へ拡大され、不

四) 最後の目標は真の家庭理想実現

義と妥協せず、いつも「ため」に生きる真の
人間において、最も神聖で貴いものが真の
愛です。真の愛は自分一人だけでは生じませ

家庭によって調和一体を成し遂げる真の人に
なるのです。

ん。自分中心的なところでは生じません。真
の愛は相対のために生きて、与えてまた与え

人間の先祖を通した神様の理想は、男性と

て、与えたことをすべて忘れて、また与えて

女性が結合して、理想的な家庭を築くことで

与えながら、一つになろうというのです。そ

した。ですから、理想的な家庭の中心は、男
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性でもなく、女性でもありません。家庭とい

母が一体を完成するのかというと、神様を中

うものは、父母と子女、夫婦の結合によって

心として、人間が結婚して初愛を結ぶ位置が、

成された一つの束ですが、その結ばれた中心

すべての完成の結実点であり、中心になるの

が正に神様の愛です。神様の愛を中心として、

です。したがって、結婚は天地人の合徳であ

家庭を完成させることが神様のみ旨であると

り、縦横、左右、前後、全体を完成するので

いう結論が出てきます。家庭は、神様の理想

す。結婚は、真の子女、兄弟、夫婦、父母の

が顕現することができる起点であり、人類幸

理想の、そして真の愛の完成地なのです。

福の顕現の起点になるのです。人間としての
仕事がすべて終わる位置であり、神様もすべ

この宇宙の中心はどこにありますか。家庭

てのことを完成される位置です。家庭がなぜ

にあります。真の愛が定着することができる

良いのですか。それは父母様の愛を中心とし

基地はどこですか。皆さんが生きている皆さ

て、自由活動の基地になるためです。

んの家庭だというのです。したがって、本来
の家庭は、宇宙愛を掌握して、宇宙の保護様

家庭には必ず父母がいて、妻子がいなけれ

相を体得しながら宇宙愛圏を拡大させ、家庭

ばなりません。それでこそ、その家庭が幸福

を越えて国家を愛する、愛国の道を行かなけ

の基台になるのです。神様が人類を尋ね求め

ればならず、ひいては民族と国家を越えて世

てくる目的も、神様御自身の幸福を模索する

界を愛する道に行かなければなりません。家

ためだということは間違いありません。ゆえ

庭を愛する人を孝子または烈女といい、国を

に、神様御自身が幸福の基台を尋ね求めてい

愛する人を愛国者というならば、世界を愛す

くためには、人間を離れた位置ではそのよう

る人を何といいますか。その人を正に聖人と

な理想があり得ないというのです。人間と共

いうのです。

に関係を結んでこそ、その一致点をもたらす
ことができるのです。私たちが、家庭におい

神様の愛圏の中で、理想的な家庭を築いて

て、情緒的なすべての内容を備えた位置で幸

氏族をなし、民族と国家を形成してさらに拡

福を感じるのと同じように、神様もやはりそ

大し、アダムの理想が実現される一つの理想

のような位置で幸福を感じられるというので

的世界を成し遂げたのです。木の根、幹、葉

す。

が一つの生命に連結されているように、愛を
中心として、上には神様を父として侍り、下

父子関係の真の愛は縦的であり、夫婦の真

には万民を兄弟と共に一つの生命体、愛の生

の愛の関係は横的であり、兄弟の真の愛は前

命体と化して、神様を中心とした永遠の理想

後の立場として、球形の真の愛理想を願われ

世界を成し遂げなければならないということ

たのです。すなわち縦には上弦下弦、横には

が、正に神様のみ旨から見た世界観です。こ

左弦右弦、前後には前弦後弦、それをすべて

のような世界の人間たちには、救援が必要な

連結した一つの中心点で統一がなされるので

く、メシヤも必要ありません。なぜなら、そ

す。その点が球形体の中心点になるのです。

の世界で暮らす人間は、神様の善の息子、娘

いつ四大心情圏である子女、兄弟、夫婦、父

だからです。
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Book 十二: 環太平洋摂理

このために、誰よりも精誠を積まれながら
「私が霊界に行く前にみ言をたくさん話して

The Pacific Rim Providence

おかなければなりません。話しておいてから
霊界に行けば、後世にそのすべてが成就され
るはずです」と語られています。真の御父母
様は、このように復帰摂理のことを考えられ、
未来世界を先導する牽引役をしていらっしゃ

はじめに

います。アラスカで水産基地をつくられ、ア
真の御父母様は、早くから二十一世紀は海

ラバマに造船所を建設され、また南米におい

洋の時代、海の世紀になるということを見通

ては、エデン大建設の役事と神様の創造のみ

されていました。また、二十一世紀は、海洋

手が残されているパンタナールを中心として、

で人類の生活を開拓する時代になり、今日の

人類愛と万物愛の思想を展開されながら海洋

人類の難題である飢餓問題や資源の枯渇問題

摂理を開拓していらっしゃいます。

も、海を開拓することによって解決すること
ができるとおっしゃいました。海は、食糧資

今や、本格的な海洋時代、太平洋時代を迎

源と鉱物質エネルギーなど、無限な資源の根

えました。神様の摂理の成就として太平洋文

源地であり、人類の未来に残された最後の宝

化が花開くためには、私たちが大覚醒をして

庫です。

希望のみ旨を支え従っていかなければなりま
せん。それがこの時代における私たちの役割

真の御父母様は、地球の七三パーセントを

だと思います。

海が占めているので、今後の世界は必ず海洋
を中心とした新しい文明の時代になるという

この本は、真の御父母様がなしてこられた

ことを予見されながら「先生が海で精誠を尽

摂理の中で、海洋摂理に関する部分のみ言を

くすのは、大洋の時代に対して準備している

抜粋して一冊の本にまとめたものです。真の

からです」とおっしゃいました。

御父母様の摂理の全般を理解するためには、
この本が必ず必要なものになると思います。

また、人類の未来は、海上と海底に海洋都

真の神様の摂理の方向を理解するにおいて、

市が建設される水中生活時代となり、未曽有

この本が大きな助けとなることを切に望みま

の水中時代文化が開花し、海から水素エネル

す。

ギーが無限に開発されれば、北極や南極に氷
中都市が建設され、シベリアのツンドラ地域

二〇〇一年三月

や砂漠にまでも大文化都市が建設されて地球
の至る所が楽園化されるというのが真の御父
母様の摂理的見解です。
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りません。ですから、アラスカを重要視して

第一章 二十一世紀は海洋の時代
一

いるのです。

海は未来の人類の宝庫
一) 海は人類の食糧難の解決策

アメリカ人は、海の食べ物がどれほど多い
今後、私たちは世界的な基盤を築いていか

かを知りません。新鮮なもの、ぴちぴちと跳

なければなりません。私は、地球の七三パー

ねるものがどれほど多いかを知らないのです。

セントが海だということについて考えていま

人々は牛の肉を好んで食べますが、「死にた

す。三分の二は海です。将来、地上から食べ

くない」と言っている牛を殺せば、血が結集

物がすべてなくなってしまえばどうしますか。

して凝固した肉を食べることになるのです。

海から何かを獲って食べなければなりません。

ですから、その肉の中には悪性の要素がたく

海を中心として生きる道を模索しなければな

さんしみ込んでいるのです。

りません。ゆえに、今からは海域を多くもっ
た国ほど水産事業に有利で、それが少ない国
ほど不利になるという結論が出てきます。

陸地の原資材には限界がありますが、海の
原資材は無限です。一匹の魚が何百万個の卵
を産みます。ゆえに、海の原資材は無限です。

今後、世界の大洋の資源を産業的に開発す

これを人工的に孵化すれば、百パーセント孵

る必要があります。私は、大型漁船の製造か

化することができます。餌や飼料などをしっ

ら漁場の建設に至るまで、漁業のあらゆる方

かり調節さえすれば、無限の原資材を補給す

面で様々な事業体をつくってきました。未来

ることができます。そのような所は海しかな

の海は、世界の数多くの民族に食糧を供給す

いので、統一教会の文先生は海洋問題につい

ることでしょう。ゆえに、海の開拓こそ世界

て考えているのです。

人類の飢餓を終息させる望ましい方法となる
一年に二千万の人が飢えて死んでいます。

はずです。

一日で六万名です。このことにアメリカの大
未来の資源は、すべて海底に埋まっていま

統領が責任をもちますか。ソ連のゴルバチョ

す。地上の資源は、既にほとんど掘り尽くさ

フが責任をもちますか。誰が責任をもちます

れていて長くはもちません。何年ももちませ

か。世界の誰が責任をもつのでしょうか。真

ん。ですから、海底に埋もれている資源を発

の父母と、真の父母の兄弟が責任をもたなけ

掘することが重要です。

ればなりません。ゆえに、海に関するものは

今後はツンドラ平原に関心をもって、それ

二十年間計画して、すべて準備したのです。

を研究していかなければなりません。今私が
関心をもっているのは、そのような未来の世

海には原資材が無限にあります。魚一匹が

界です。今後五十年ももちません。何十年後

何百万個の卵を産むのです。これらの魚を世

には、そのような現実が目の前に迫ってきま

界中から獲って食べているのですが、これを

す。ゆえに、それに対して準備しなければな

人工的に保護すれば、原資材は常に無制限で
す。今は、山頂までパイプで海水を連結させ、
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また都市でも高層ビルにタンクを造って、い

をたくさん育てれば、食糧が増えるのです。

くらでも養殖をすることができる時代です。

一つの町に大きな池を一つ造れば、その町の

人類が食糧問題を解決し得る道はこれしかな

人がすべてそれを食べて生活することができ

いと思っているので、先生は二十年間、お金

るのです。

を投入してこのようなことをしてきているの
太平洋の水を何百マイルでも引いてきて養

です。

殖することができる時代が来ました。そのよ
今、水産事業をするのもそのためです。海

うにして、生きた魚を移していくのです。人

には資源が無限にあります。小魚が海にいれ

はそれほど必要ありません。全自動システム

ば、すべて大きな魚に捕まって食べられます

の魚のビルを造り、ボタン一つ押せば、自動

が、養殖をすれば九〇パーセントは育てるこ

的に餌も与え、また魚が大きくなれば自動的

とができます。それは無限の資源になります。

に選別してトラックに積んで輸送できるよう

今後、食糧問題を解決する方法は養殖しかあ

にするのです。そのようにして食べれば、良

りません。

い時代が来るのです。

鮭は海で暮らしていますが、淡水に上がっ

養殖をすれば、数十万坪の牧場で牛を育て

てきて子を産むでしょう？ 養殖場をつくっ

て売ったり、あるいは牛乳を搾って売ったり

て淡水魚を海水で育て、海水魚を淡水で育て

するよりも、何十倍の利益を残すことができ

ることが必要です。なぜでしょうか。寄生虫

ます。今は良い時代になったので、海水をど

のようなものをいちいち取ることはできない

こへでも引いていくことができます。何百里、

からです。寄生虫を殺そうと思えば、海水に

何千里でも引いていくことができる時代が来

暮らしていたものを淡水に移して一カ月間そ

ました。ＰＶＣ（ポリ塩化ビニール）パイプ

のままにしておけば、すべて死んでしまうの

さえ敷けば、水はどこにでも引いていくこと

です。それは簡単なことです。二週間で取り

ができるのです。お金も多くはかかりません。

替えれば、いくらでもできます。その調整は

太平洋の水を引いていけば、大陸の奥地に養

可能です。淡水魚と海水魚を取り替える方式

殖ビルを造って、どんな魚でも養殖すること

で行うのです。ですから、陸地を中心とした

ができるのです。

牧場から得る収入とは比較になりません。ゆ
えに、これからの私たちの版図は無尽蔵です。

数十階のビルを造って養殖をしたとしても、
人はそこを上がっていく必要はありません。
座ったままですべてを見えるようにするので

今後、養殖は海岸においてのみするのでは

す。そして、ボタン一つ押せば自動的に餌も

なく、海から海水をパイプで引いてきてする

与え、大きくなったものは自動的に選別され

のです。アラスカから本土まで油を引いてき

て降りてくるようにするのです。何でもする

ているでしょう？ 何千里でもパイプで引い

ことができるようになりました。

てきて海水の池を造れば、いくらでも魚を養
殖することができます。卵は無尽蔵です。魚
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ツナ（tuna：まぐろ）、ストライプト・バ
ス（striped bass：しまのあるすずき）、サー

つの動きによって全体が連結しているという
結論が出てくるのです。

モン（salmon：鮭）、クロウカー（croaker：
にべ）、フラウンダー（flounder：かれい）

私はアメリカで世界的な水産事業をしてい

などの高価な魚の品目を季節別に知っておけ

ますが、漁船を造る工場としては、私たちの

ば、海の魚が西から南に、また南から北へと

工場がアメリカで最も有名です。

行ったり来たりする、その季節に合わせてそ

今後、陸地の資源が必要な時代は過ぎ去っ

れらの魚を一年十二カ月獲って、生計を立て

ていきます。今からは、水中資源を誰が世界

ていくことができます。今回、ひらめとにべ

的に管理するか、そのような技術を誰がもつ

を五十四匹釣りましたが、先生がその半分を

か、この海洋世界を主管する者が世界を主管

釣り、残りの半分は十数人の人で釣りました。

していく新しい時代が来ます。海は無限の原

ですから、どのように釣るのか、その秘訣を

料の根源地です。今後、海の魚を獲って食べ

教えてあげるのです。

る時代は過ぎ去ります。海の農業、海の牧場、

今後、栄えるか滅びるかという運命を左右

海の養殖をしなければなりません。

する世界の経済基盤は水産事業にある、と思
っているのです。ゆえに、趣味や遊びでこの

文総裁は七十歳を越えましたが、アラスカ

ことをするのではありません。私がそれを教

に行ってキング・サーモン（king salmon）に

えてあげると、みなおもしろがってするので

ついて研究しています。キング・サーモンは

す。「先生のおっしゃったとおりだ」と言っ

鮭科ですが、五つの種類があります。魚の中

ているのです。そのように言わざるを得ませ

の最高の魚です。ところで、これは卵を産め

ん。

ばそのまま死にます。もちろん子孫のために
神様がそのようにしたのでしょうが、今は人

陸地で暮らす生き物と、海で暮らす生き物

工的に餌を与えて、その稚魚が死なないよう

を比較した場合、その数はどちらが多いでし

にすることができる時代になりました。これ

ょうか。地球には約四十億の人類が暮らして

が死なずに、毎年海に行って戻ってきてから

いますが、海には数百億の生き物が暮らして

卵を産むようになれば、鮭が人類を生かすこ

いるのです。また、海はどのようなものでし

とができる食糧の中の食糧になるはずです。

ょうか。東洋の太平洋の水が大西洋へ行き、

このように便利な食糧はありません。ツナ

大西洋の水がまた北海へ行くのです。五大洋

（tuna：まぐろ）の刺身など問題になりませ

が互いに連結しています。そのように見れば、

ん。それほどキング・サーモンはおいしいの

私たちが暮らしているこの陸地も連結してい

です。

ます。陸地は平面的に連結していますが、海
は円形的に連結しているのです。太平洋の水

先生はツナに着眼し、今後人類の食糧問題

が大西洋にも行き、地中海にも行き、どこに

に対処しようとしています。ツナを大量に育

でも行きます。このように躍動しながら、一

てて海に送り返すのです。二カ月だけ育てて
放せば、ツナは速いので絶対に捕まえられて
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食べられることはありません。普通、ツナの

魚を養殖すれば、一つの家庭の暮らしは簡

平均速度は三十五マイルです。速く泳ぐ場合

単です。二百坪あれば、一つの家庭が食べて

は百二十マイルで泳ぎます。海で最も速い魚

暮らすことができます。魚をたくさん育てれ

です。これがいかに格好がいいかというと、

ば食糧になります。また、魚にはどれくらい

泳いでいく時には背びれをぐっとたたみます。

多くの栄養があるでしょうか。蛋白質が優れ

腹びれをさっとやれば、ほかの魚がぱっと引

ているのです。ですから、すべての食糧問題

っ掛かります。魚雷のようになっています。

を解決することができるのです。海でぴちぴ

爆弾のようになっています。

ち跳ねていた魚が私たちの工場に入れば、十

ツナは、五大洋を舞台にして生きている魚

分以内でパウダーになります。十分を越える

です。これを無尽蔵に産卵させて海に送り返

と温度差によって腐ってしまいます。バクテ

せば、人類の食糧問題が解決し、公害問題が

リアによって腐っていくのです。ですから、

解決すると考えています。それで、私はこれ

短時間のうちに処理できるようにするのが技

を開発しているのです。

術です。
これ（フィッシュ・パウダー）は上質の蛋

地球の三分の一は陸地で、三分の二は海だ
ということを知っているでしょう？

人間は、

白質です。八六パーセントから九四パーセン
トが蛋白質です。完全な上質蛋白質です。ま

海に生息するすべてのものを食べることがで

た、そのパーセントを加減すれば、飼料のよ

きます。草も、海の草（海草）は大概のもの

うなものをいくらでもつくることができます。

が食べられます。しかし陸地の草や木は、す

魚を飼料として無尽蔵に育て上げることがで

べてを食べることはできません。海には陸地

きるのです。

にいるものがすべています。海の牛もいるし、
海の馬もいます。また、海のライオンや、海

海は、原料市場の中で三分の二を占める世

の虎や、海の蛇など、あらゆるものがいます。

界の宝庫です。間違いないでしょう？ 海の

また、魚の種類はどれほど多いでしょうか。

中にはダイヤモンドの鉱山があるでしょうか、

白人は陸地の肉を食べ、海の魚は「臭いがす

ないでしょうか。陸地の二倍以上はあります。

る」と言って食べようとはしません。

神様のみ旨の中で、私が神様の復帰摂理をし

最近になってアメリカ人は「いやあ、フィ
ッシュ（fish：魚）が良いそうだ。魚はすべ

ているので、二倍以上はあると思っています。
それから、海には海草があり、魚がいます。

ての蛋白質をもっているので肉より良いそう

これらがすべて食糧になります。海草が生え

だ」と言っているのです。「自然食品が良い。

ている面積は、この陸地面積の二倍ほどにな

長生きしよう」と言っているのです。また、

ります。そこにまた無数の魚がいます。この

海はいかに豊かでしょうか。いかに富にあふ

ようなことを考えている人が、そこに関心を

れた所でしょうか。女性がツナを一匹釣れば、

もたないでしょうか。陸地よりももっと多く

一年食べて暮らしても余ることでしょう。

の関心をもつはずです。魚を獲って売るでし
ょうし、原料をすべて運搬しなければなりま
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せん。ですから、陸・海・空の運搬路を掌握

することができます。ゆえに、海を誰がつか

するつもりです。

むのか、これが問題です。

二) 海底開発、無限な資源がそこにある

「海洋鉱山を掘らなくてはならない」。私
はそのようなことを考えています。皆さんが

海は本当に神秘的で、無限の宝庫の内容を

できなければ、私が先頭に立ってしようと思

もっているということを知らなければなりま

っています。私が連れていって掘るのです。

せん。
海に行ってみると、海は単調です。しかし、
海を好きにならなければなりません。開拓

その内容はどれほど複雑か分かりません。ま

しなければなりません。陸地の三倍もある海

た、資源的に見ても、陸地よりも多くの資源

を無視することはできません。今後、誰が海

をもっています。そこには無尽蔵の宝があり

底に眠っている水産資源を開発するのでしょ

ます。そこには人間の好きなあらゆる宝物が

うか。地上には金銀、石油があるといいます

沈んでいます。このような海を所有しようと

が、海は陸地の三倍なので、その三倍が埋ま

すれば何が必要でしょうか。アメリカの開拓

っているのです。今からその開発に着手しな

時代に、西部の鉱山を見つけるために危険を

ければなりません。ゆえに、統一教会員は家

顧みずに冒険したことを考えてみてください。

を売ろうと何をしようと、どのようなことを

その時、冒険的で勇猛だった人にそれを所有

してでも水域を確保しなさいというのです。

することができる特権があったように、冒険

海岸の土地は安いのです。島のような、その

の山を何度も越えていかなくては宝物を手に

まま主人として振る舞うことができる所がい

入れることはできません。今までは、船が行

くらでもあるのです。そこに水産事業の基地

ったり来たりするための航路を手に入れる争

をつくれば、その基地に数百隻の船が来るの

いをしてきました。海の中のものを所有する

です。国の検問所をつくれば、魚にも税金を

ための闘争はしなかったのです。

かけることができるし、いくらでも生きてい
く方法を見つけることができます。そのよう

今後、海の主人になる人は誰でしょうか。
地球に大変動が発生すれば、海の中に陸地が

な希望があるのです。

発生し、陸地が海になるかもしれません。太
地球の金銀財宝の多くは海底にあります。

平洋の真ん中にアメリカよりも大きな陸地が

海の中にたくさんあるのです。先生はそこに

生まれれば、その土地は誰の土地になるので

関心があります。ほかの人が手をつけたもの

しょうか。そのようにならないとは言い切れ

は欲しくありません。海底のすべての金銀財

ません。いつそのようになるかは誰も知りま

宝をいくらでも掘り出すことができるのです。

せん。海の底だからといって火山脈がないわ

最近は科学が発達したので、島から海の底に

けではありません。それで「世界の二百海里

何十里もの穴を開けて、どのようなことでも

以内はどこも私のものだ」と主張する人がい
ればいいのですが、そのような人はいません。
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しかし、間違いなくその時が来るはずです。

わりまで、広く大きな高速道路を築くことは

海を中心として闘う時代が来るのです。その

できなくても、小道だけでも築いておかなけ

時に海を所有することができる人は、勇猛で

ればならないと思っているので、一人、海で

あり開拓精神がなければなりません。そうで

その訓練をしているのです。

なくては海の主人になることはできません。
一つ学び、二つ学び、三つ学び、四つ学び、
既に陸地は人でいっぱいなので、船を造っ

五つ学び、六つ学んだとしても、もっと学ぼ

て海に出ていくのです。将来、遠からず海で

うとしなければなりません。それが公式です。

暮らす時代がやって来ます。では、私たちは

一つのことは一つの公式を中心として編成さ

海で何をしなければならないのでしょうか。

れているので、多くの公式を知っている人は、

世界の海洋基地で統一教会の男性ムーニーた

闘いにおいて勝利するのです。海に行って釣

ちが暮らすのです。これさえつかめば、現在

りをしても、ほかの人よりもたくさん釣りま

の世界のすべての文化を思いどおりにするこ

すが、それは魚がどこにいるのかを知ってい

とができます。男性ムーニーたちが海岸に集

るからです。多くの経験があるからです。ゆ

まって、世界の海岸をすべて買うのです。私

えに、経験を積んだ人には負けます。経験の

たちが所有するのです。

ある人には負けるのです。
今、先生は一人でどこへ行ったとしても心

これからの世界を指導することができる人

配がありません。釣りの道具がなければ、釣

は、海を守ることができる人です。人類が海

りの道具も作ることができます。そのような

底の宝物に対して、自分たちのあらゆる権力

自信をもとうとすれば経験が必要です。今後、

と文化的背景、そして伝統と国力を投入して

海に関心をもつようになる舞台において、海

開発をしていく時代が来ます。それを開発す

に対する関心をもっている人と、もっていな

るためには、誰が先に海洋地域を占領するの

い人を見れば、もっていない人は必ず後退し

かという問題が鍵となります。このような問

ます。完全に負けるのです。

題に直面する中で、統一教会の教主として、
あるいは真の父母の名をもった歴史的な責任

三) 未来は水中時代、海の空間を開拓する

者として、今後統一教会がとどまることがで
きる基地として、どのような場所を残してあ

先生は未来世界を準備しています。私は海

げるのでしょうか。それは都心地ではなくて

が好きでそのようにするのではありません。

海岸です。海岸において、あえて誰も考えも

海にいるのは大変です。最初は一週間も行っ

しないようなことをするのです。

てくれば、ひざの後ろがいつもずきずき痛ん

アメリカは、すべての水産事業から手を引

で大変でした。それでも、胸の内では「すべ

きました。しかし私は、今後世界がどのよう

きことがたくさんあるので、年のことを嘆か

に展開していくのかということを知っている

ずに行かなければならない。ヒマラヤを越え

ので、困難であってもそのことを続けていく

ていく子馬のようにならなければならない」

のです。歴史が進んでいく方向の始めから終

と思いました。そうであるのに、どうして休
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むことができますか。私がなぜ海に関心をも

スに従ってそのまま進んでいくのです。です

っているのかが分かりますか。将来、私たち

から、昼寝をしてもいいし、夜に寝てもいい

人類が行くべき平和の道を開くための鍵がそ

し、妻を抱いて、何か騒いでもかまいません。

こにあるのです。幸せに暮らそうというので

船は、人がするよりも正確に目的地に向かっ

す。

ていきます。ですから、操縦する人は必要あ

何をして幸せに暮らすのでしょうか。どの

りません。電子装置がすべて手落ちなくして

ようにすることが幸せに暮らすことでしょう

くれるのです。美しい海の底を見ながら「い

か。一日に三食、御飯をおいしく食べれば、

やあ、魚がいる！ これはさめだ。さめが通

それが幸せに暮らすことでしょうか。何が幸

り過ぎる」と言いながら、写真で見る以上に

せに暮らすことですか。健康な食事をして、

大小すべてのものを、はっきり観察しながら

健康な生活をして、健康な一生を送ることが

航海するのです。

幸せに暮らすことです。そして、世界を舞台
にして自分の望むとおりに暮らすことです。

皆さんはどのように思っていますか。海の

そのような基盤をすべて先生が築いたのでは

底にも行きたいし、高い山にも行きたいし、

ありませんか。

宇宙にも自由に往来したいと思っているでし
ょう？ 境界線がありません。皆さん、統一

今後、誰が海洋世界を所有するのかが問題

教会員の中には「霊界はない」と信じている

です。これからは宇宙時代です。空中の世界

人はいないでしょう？ 信じているのでしょ

も海の世界も同じです。そのような海を所有

うか、知っているのでしょうか。知って体験

し、冒険することができる人は、宇宙時代に

までしているのです。ですから、否定するこ

入って大移動を起こすのです。もうそのよう

とはできません。

な時代に入ってきました。さっと服だけ着て、
酸素だけで一カ月間生活することができる時

今後、海に入っていって生活することもで

代に入っていきます。そのようになれば、そ

きます。それで、五人乗りの潜水艦について

こで食事を作って食べますか。生活が便利に

研究をさせています。便利でしょう？ 風が

なるので、おいしい魚を用意して荷物一つを

吹かない穏やかな時の波は、何と表現すれば

持っていけば、半年は暮らすことができます。

いいでしょうか。そこでは億万長者の主人に

そこに何の水を持っていきますか、唐辛子み

なることができます。どれほど神秘的で気分

そを持っていきますか、キムチの瓶を持って

がいいか分かりません。

いきますか。将来、そのような時代が来ます。

風が吹かない時、ガラス玉のような海で、
大洋に夢をのせた夫婦が座り、昔の夢、ある

すべてのことを機械がします。人がするの

いは未来の夢を語り合いながら愛の巣をつく

ではありません。ボタン一つ押せば自動的に

っていくことを想像してみてください。それ

どこへでも進んでいくので、何の問題もあり

も問題ありません。もし台風が吹いても、三

ません。飛行機と全く同じです。コンピュー

十メートル以上、下に入っていけばいいので

ターだけ作動しておけば、以前航海したコー

す。水中で思いのままに暮らせる時代が来ま
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す。ですから、大韓民国の国土が狭いといっ

のがありません。昼だろうと夜だろうと、ど

て心配をしなくてもいいのです。

こへでも行くことができます。
そのようにしながら暮らすことがどれほど

人間は、どこでも自由です。国境もなく自

気楽でしょうか。霊界に行く前に、そのよう

由に、どこへでも行くことができます。海に

な所で一度暮らしてみたいですか。すてきで

行こうとすれば海に行き、山に行こうとすれ

しょう？ 皆さんのためにするのであって、

ば山に行き、また水中で暮らすこともできる

私一人のためにするのではありません。全体

のです。潜水艇を造って深度を調節すれば、

のためにしているのです。それで、様々な研

いくらでも海中で暮らすことができる時代に

究をしているのです。海においても、私は誰

なります。そのようにしなければ人類の生き

の世話にもならないようにしています。

る場所がありません。タンクに水を入れて、
沈む重さになれば沈むのです。ボタンで操作

海で遊べば、陸地で遊ぶよりももっと楽し

して水を抜いたり満たしたりすれば、浮かん

いことがいくらでも起きます。ですから、私

だり沈んだりするので、水中で暮らすことが

は潜水艦を造ろうとしたのです。今後、その

できるのです。

ような時代が来ます。誰もがみなヨットをも

海面から十メートル下の世界ほど良い場所

って、海の中を往来するのです。水中を見学

は、ほかにありません。三十メートル下りて

しながら回るのです。それはどれほど楽しい

いけば、風が何でしょうか。とても静かな世

ことでしょうか。海の中を行き来しながら魚

界が現れるのです。海底王国です。海の上に

の群れ、さめの群れ、鯨の群れと共に生活す

上がっていけば風も多く、変化が多いので騒

る時代へ発展していくのです。その準備をす

ぎが起きるのです。気流が変わり、空気が変

れば、世界的な経済圏を掌握することができ

わり、雨が降って大変です。ですから、海に

ると思っています。

行って暮らすのが理想的な生活だと考えるの
人々はどこへ行くのでしょうか。山岳地帯

です。

へ自然を訪ねて行きます。しかし、山岳地帯
みな良い所で暮らしたいと思うので、今先

にだけいれば生活に飽きてしまいます。ゆえ

生は、潜水艦を研究しているのです。どこが

に、海に行くのです。今後は海を中心として、

最もすてきな場所でしょうか。アパートが良

水中に入っていって生活をしなければなりま

いのではないでしょう？ 海の真ん中の奥深

せん。今、私は学者たちを通してそのような

く、そこでどのように暮らすのでしょうか。

潜水艦を研究させています。既に、ほとんど

その時に必要なものが潜水艦です。ボタン一

できあがってきています。

つ押せば涼しい所に下りていくのです。エア

これを研究して水中三十メートルの中に入

コンは必要ありません。そこには、ありとあ

っていくのです。そのようにすれば台風が吹

らゆる魚が多彩な踊りをしていて、数限りな

いても静かです。風が吹こうと、どれほど波

い色の美しい光景があります。そこは遮るも

風が立とうと、三十メートル以下に入ってい
けば波風はありません。三十メートル以下に
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は波風がないのです。ですから、三十メート

私は、船も設計して、世界で一番のものを

ル以下、百メートル以下というボタンだけ押

造りました。潜水艦においても、どこの海に

せば、自動的に入っていって反射器で海の風

行っても暮らせるような五人乗りのものを造

景を見ながら暮らせるようにするのです。

ろうと思っています。今後は海の中に入って
いって生活をしなければなりません。ですか

将来、どのような時代になるのでしょうか。

ら、それを開発しています。一度、統一教会

何をしに飛行機に乗って何時間も行くのです

の者たちに、良い暮らしができるようにして

か。太平洋の真ん中に鉄の柱を打ち込んでホ

あげなければなりません。

テルも造るのです。ヘリコプターがどれほど
多様な機能をもっていますか。ピッとボタン

きれいな水は、どこにありますか。海水は、

一つ押せば、思いのままに飛び回ることがで

すべて公害で汚染されています。北極には八

きるのです。三時間くらい飛べば退屈してし

百メートルの雪が積もっています。それはき

まいます。大体二時間ぐらいずつ飛んでいけ

れいな水です。千年前に積もった清らかな水

ば、海上ホテルに行って、そこで寝たりする

です。公害がありません。その水は、一万年

のです。そのようになれば、どれほどいいで

後にも美しい水です。南極も同じです。そし

しょうか！ 太平洋上にホテルを建てるので

て、その氷の下に氷の文化都市、ニューヨー

す。そのようになれば、二時間か三時間くら

クのような都市を人工的につくったとすれば、

い行けば、そこで昼食を食べ、家族と船に乗

多くの人々は観光に行くでしょうか、行かな

って釣りもするのです。どれほどすてきなこ

いでしょうか。それを建てることは問題あり

とでしょうか！

ません。考えただけでも気分がいいでしょ
う？ トンネルを一度造っておけば、万年ト

海に膨大な資源があると見ているので、今

ンネルとなって崩れることはありません。一

後、海洋事業場を全世界的に準備するのです。

年に一度、冷水をまいておけば、こちこちに

フランスにもつくり、ドイツにもつくり、命

凍るのでますます頑丈になります。ますます

令一下で数十カ国につくることができる準備

強くなるのです。

をしなければなりません。そのようにしてこ
そ、世界的な時代に必要とされる船や潜水遊

氷の下で農業をすることができる時代が来

覧船などを造ることができ、その分野の経済

ました。何の話か分かりますか。花が咲くの

圏を主管することができると思っているので

です。アラスカのような所に行くと、高い山

す。数十カ国に準備すれば、私たちがその分

中には万年雪があり、その中間には草が生え

野において全世界的に力をもつようになるの

ていて、その下には花が咲き、その下では釣

です。その想像がつきますか。可能性がある

りをしているのです。それは、どれほど美し

と思いますか。ですから、統一教会の教会員

い仙境か分かりません。水は澄んで美しく、

はみな学んでおきなさいというのです。

空気はきれいで、すべての生態的条件をくま
なく備えた環境です。一度、趣味だと思って
行って味を占めてしまうと、そこで暮らした
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くなるのです。そのようになれば、そこから

す。雨が降るか降らないか、天気が良いか悪

出てきたくなくなります。今、私がこのよう

いかといって見るのです。雲がかかったり、

なすべてのものを投入して努力するのも、そ

暗くなったりすればそこを見るし、今年が豊

のようなものがあるからです。

作になるかならないかを知ろうとしても高い
所を眺めて測定をするのです。深い所は見え

今後、水素を開発すれば、電力のようなも

ません。深い所を見てはいけません。ですか

のは問題ありません。あの寒いシベリアのよ

ら、海水で覆ってあるのです。しかし、深い

うな所にも地下都市をつくり、いくらでも良

からといって悪いのではありません。そこに

い都市で暮らすことができる時代が来るので

は神秘があります。女性にも神秘的な何かが

す。

あるので、男性が関心をもつのです。男性が
神秘を感じて訪ね求めていくのです。

今後、シベリアのツンドラ地域やアメリカ
四) エネルギー補給源は海にしかない

の平原地帯を開発するためには、アラスカを
開発しなければなりません。北極の氷で覆わ
れた世界を先に所有する者が世界を主管する

海の資源がどれほど膨大かといえば、この

ことができます。海を所有する者が世界を主

陸地は問題になりません。今後の燃料問題を

管するのです。ゆえに、水産事業を始め、北

考えるとき、油類燃料や石炭燃料、電気燃料

極に関心をもつのです。

を中心とした時代は過ぎ去ります。電気も限
界があります。今やエネルギーの補給源は海

太平洋にはヒマラヤ山脈が連結しています。
大小様々な山脈が果てしなく連結しています。

にしかありません。水素を開発する道しかな
いのです。

太平洋には怖いシャーク（shark）、それを
日本語では「さめ」と言いますが、そのよう

今後、食糧は科学的に無尽蔵につくること

なものがいくらでもいます。そのような所を

ができます。今はなぜそれをつくることがで

泳いで渡らなければなりません。危険が幾重

きないかというと、原価が多くかかるからで

にもあるのです。人類歴史において、誰も行

す。燃料費が多くかかります。

くことができなかった道です。そのような路

今後、水素エネルギーを解決すれば、エネ

程をたどって越えていかなければなりません。

ルギーは無尽蔵です。エネルギーがあまりに

そのように越えて向こうの世界にまで行くの

も多くて処理しきれないほどになります。で

です。そのようなものが人生路程です。

すから、食べ物も、いくらでも、食べきれな
いほどつくることができるようになるのです。

深い所が中心であり、高い所が中心です。

そのようになれば、独りで食べるのはつまら

深い所は見えません。海の底が見えますか。

ないので、通りがかりの人に「ちょっと食べ

最も深い所が海の底ではありませんか。エベ

ていきなさい。そして、ちょっと話をしまし

レストは、万物が見たくなくても、朝になる

ょう」と言う時が来るかもしれません。です

たびに見て、夕方にも見るようになっていま

から、今から準備しようというのです。その
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時まで私たちは、そうなるようにつくりあげ

海底にはどれほど多くの石油があるでしょ

なければなりません。私たちの後孫が豊かに

うか。ボタン一つ押せば、パイプがさっと出

暮らせるようにするのです。

ていって油が出てくるならばどれほど素晴ら
しいでしょうか。皆さんが指導者であるなら

海の管理を誤れば戦争が起きます。戦争を

ば、未来においてそのように暮らすことがで

すれば、しまいには水素爆弾が炸裂するよう

きる計画を立てなければならないのではあり

になります。この水素爆弾は地球を破壊しか

ませんか。

ねないのです。ですから、統一教会は水域の

それでは、海の中でどのようにして酸素を

二十キロを中心として、二十数を中心として

供給するのでしょうか。水中にはどれほど多

世界中のすべての場所を占領しようというの

くの酸素があるでしょうか。ですから、水中

です。そのようにすれば、世界はその懐に抱

で酸素をつくって自動的に供給するのです。

かれるのです。

海水中の酸素の比率はどれくらいでしょうか。
それをどのように活用するのですか。それは

ある人が「今後、水素原料が解決すれば、

問題ありません。したがって、近い将来、海

世界はすぐに暮らしやすい文化世界になるは

の世界を主管することができる時代がやって

ずだ。しかし、独裁者がこのような膨大な原

来るのです。

料をもてば世界をすべて滅ぼしてしまうだろ
う。世界をそのようにさせない人は文先生し

今まで、先生の生涯における一次の四十年

かいないので、文先生にそのことを任せなけ

の生活は、北半球にある先進国家を中心とし

ればならない」と言ったのです。

た、すなわち陸地を中心とした受難時代でし
た。それで、二十年前から南米における海洋
文明圏を準備してきたのです。熱帯地方圏内

五) 海洋強国が世界を支配する

にあるすべての国を救うために海洋時代を築
未来において、私たちは海を主管しなけれ
ばなりません。海にあるすべての金銀財宝を

いてきたのです。そこで受難の道を経てきた
のが先生の二十年路程です。

私の手で開発するつもりです。そのようなこ
とを考えていると、トンネルをたくさん掘ら

今後は海、水を主管しなければなりません。

なければならないという結論になったので、

そのような思想をもてば世界を主管するよう

ハイウェイ・プロジェクトも出てきたのです。

になるのです。水が一番重要です。ですから、

海の底に道を通し、そこに門を造っておけば、

私が霊界に行く前に、大きな地域を中心とし

その門を開けて出ていって魚を獲ることもで

て水を主管する事業に着手しておかなければ

きるので、それはどれほど楽しいことでしょ

なりません。それで、せっせと多くのみ言も

うか。海にある油も、船にパイプで直接供給

語っているのです。私が話しておけば、後孫

すれば、それはどれほど素晴らしいことでし

たちが成し遂げるだろうと思っているのです。

ょうか。
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海の世界は誰のものですか。今後、海洋の

目的で先生が海に関心をもつのだということ

世界はとても高価になることでしょう。明洞

を知り、皆さんも海に関心をもたなければな

よりも高くなるのです。早いうちに海洋地域

りません。

をすべてつかまなければなりません。ここか
ら三キロ以内の水のある所を握る人が、世界

先生は海の中を進む潜水艦を研究していま

をリードするだろうと思っています。そのよ

す。また、宇宙への関心も高いのです。現代

うな時代が来ると思っています。

の宗教指導者であり、現代の世界的な思想家
として、そして、あらゆる世界に驚くべき基

海を占領しなければなりません。海は誰の

盤をもっている国のない代表者として、国家

ものですか。神様のものです。その次には真

以上の力をもっているレバレンド・ムーンが、

の御父母様のものです。その次には私のもの

どうして海洋に関心をもつのでしょうか。今

です。すべてが私のものです。「自分のもの

後、人類の食糧問題や飢餓問題のようなもの

だ」と言ってこそ、よりうれしいのではあり

を解決できる所は海しかないと思っているか

ませんか。海と川の水がこの世界の生命圏を

らです。

左右しています。海は、雲を生成して陸地に
雨を降らせるので、生命を左右しているので

多くの人は、海水魚は淡水で生きることが
できず、淡水魚は海水で生きることができな

す。

いと思っていますが、そうではありません。
若い人たちは海に関心をもたなければなり

鮭のような魚は、海で暮らしてから淡水に上

ません。ここにいる皆さんの中から、海で事

がってきて卵を産むのです。ですから、三週

業をすることができる責任者も出てこなけれ

間で完全に変わるのは問題ありません。三週

ばなりません。先生が大西洋に行って二十四

間、十日間で変わります。これは空想的な話

時間そのことをするのも、海を愛したという

ですか、それとも実質性のある話ですか。コ

伝統を立てるためです。船乗りは海に出てい

ンピューターがポケットに入れられるくらい

くと、六カ月から一年は帰ってこないので、

に小さくなるでしょうか、ならないでしょう

女性たちはみなマドロス（船乗り）を嫌いま

か。その世界へ行くのです。ですから、海の

す。そのために、マドロスが次第に少なくな

主人になるのですか、陸地の主人になるので

っていくのが世界的な傾向です。ですから、

すか。どちらに、よりなりたいですか。

これを私たちが引き継がなければなりません。
統一教会の女性は、夫が海に行って半年間

北極に行って鉱山を掘り、南極の海の深い

帰ってこなくても不平は言わないでしょう？

所でダイヤモンド鉱を掘り、黄金鉱を掘るの

ゆえに、今後の世界の海上権を私たちが掌握

です。水中のダイヤモンド・ラインに行って

しなければなりません。今後、陸地よりも海

掘るのです。男性だけが掘るのではなく、女

に力を注ぐ時代が来るということを皆さんは

性も掘るのです。その中に入っていって真の

知らなければなりません。それゆえに、先生

愛をなすことができるならば、素晴らしい愛

は海に関心をもっているのです。そのような

になるのではありませんか。千尋の海底に入
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っていって愛する時は、行く道が険しいがゆ

営むので、国と協力して世界のために進んで

えに、その愛も素晴らしい愛になるのではあ

いくのです。国家の支援のもとで、いくらで

りませんか。

も発展することができるのです。

衝撃を受け、苦痛も受けるのですが、それ
以上の愛を求めてそこまで来るからです。そ

今、海洋都市がすべて廃虚になっています。

こで愛する場合は、すてきな愛になるでしょ

若者が海に出ていって何カ月も戻ってこなけ

うか、不完全な愛になるでしょうか。海の底

れば、彼らの妻はあちらこちらを踊り回って、

に入っていって愛し合いたくはありませんか。

そのうち浮気をして荷物をまとめて逃げてい

老いれば誰もがみな死にますが、海の底で二

ってしまうのです。ですから、若者は船で出

人で愛し合いながら暮らしたのちに死ねば、

ていかなくなるのです。このようにして完全

それは幸福です。

に廃虚になりました。私にお金が少しあれば、
東部から南部を経て、西部までの埠頭を完全

先生は海への関心を生涯もち続けてきまし
た。大洋的運勢が来るからです。ですから、

に買ってしまわなければなりません。それは
良いですか。

皆さんも海に関心をもたなければなりません。
その次に大陸に関心をもたなければなりませ

現在、アメリカにおける産業分野はすべて
軌道に乗っています。すべて定着しています。

ん。

唯一アメリカに残っているものは、陸地のす
海洋事業は有望性があります。私には明確

べての資源よりももっと膨大な基盤である海

な概念が定立しています。ゆえに、私は「人

洋分野、すなわち水産業の分野です。それが

類のために海へ行きなさい」と宣言するので

アメリカでは完全に没落状態に入っています。

す。

それがどれほど膨大な資源か考えてみてくだ
さい。海洋事業をする人は、大洋の中に隠さ

二 真の御父母様がなされた海洋摂理

れたすべての資源を掌握することができる後

一) 北米を中心とした海洋摂理

継者です。三分の一は陸地で、三分の二は海

(1)アメリカの水産業

洋なので、三分の二の資源が海洋に埋もれて
いるのです。ですから、このようなことを計

アメリカが豊かに暮らそうとすれば、若者

画し、将来これを管理して主管することがで

は海へ行くべきだという風潮をつくらなけれ

きる運動とは、どのような運動でしょうか。

ばなりません。そのようになれば、国家の新

それは、海洋事業を行って世界的組織をもっ

しい未来像が開拓されます。その時は、皆さ

た基盤と、思想的に世界的組織をもった基盤、

んが責任者になって、陸地にあるすべての工

この二つしかないと思うのです。

場を逆に引き継ぐのです。陸地にある生産工
場は、門に錠が掛かるようになっています。

海洋都市が疲弊すれば、その国の経済も疲

個人の利益を追求してきた工場は滅びるので

弊するようになっています。アメリカは、資

す。私たちは、国家の利益を追求する工場を

源をもってその海洋都市を世界と連結させる
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ことができる基盤をもっているにもかかわら

の責任者が一日に四百ドル分の魚を獲る方法

ず、それをなすことができなかったので、ア

を教えてあげれば、永遠に持続するのです。

メリカ政府は緊急措置を取らなければならな
い段階に入ってきているのです。海洋都市の

「ニュー・ホープ」という私たちの船の名

責任者も若い人を探しているのですが、若い

前は、アメリカの東部ではツナ釣りで有名で

人がいないので、私たちがこれに責任をもつ

あり、南米にまでうわさが立ちました。私が

のです。また、妻が逃げていくことはないと

そのようなことをするのも、水産事業を開発

いう、そのような思想をもった若い夫婦が必

する要員を養成するためでした。私が二十四

要です。それはムーニーしかいません。

時間船に乗って回りながら、私たちの若者に

このようにして、その都市にしっかり定着

「船に乗りなさい」と言うと、逃げていって

すれば、海洋都市は復興し始めるのです。三

話も聞きませんでした。ところが、私が時間

年から五年以内であれば、政府から支援を受

さえあれば話をして四年、五年が過ぎ、七年

けて五十人が船を造ることができます。五十

もすると、女性までもが「私がキャプテンに

人ずつ三十箇所ならば千五百隻です。そうで

なる」と言うようになったのです。そのよう

しょう？ 千五百隻ほどの船を造ることがで

に言うことができる雰囲気をつくりあげまし

きます。アメリカの港をすべて合計すると三

た。

千数箇所あると認識しています。ですから、

そのようにしながら造船所を造り、その次

三千数箇所の港に五十名ずつ行けば十五万人

には加工工場を造って販売することができる

でしょう？ そのようになれば、アメリカの

訓練をさせました。商店を造り、移動バン

海域を完全に消化することができるはずです。

（van：大型トラック）を中心とした販売訓
練をさせたのです。一年の間で船を造り、網

海に関心のある優秀な人々を中心として、

を編んで魚を獲り、その次には魚を販売する

フィッシング・ボートをもつように組織しま

仕事までしました。シー・フード・レストラ

す。ですから、一つのセンターでは、五十名

ンまで造り、そのようなことを中心として七

の青年男女を集めて海洋へ行く基地運動、教

年間基盤を築き、今では水産業界に問題を起

育運動をするのです。そのようにして募集を

こすことができる段階にまで入ってきました。

するのです。現在、アメリカの海岸都市がど

これが軌道に乗れば、相当な資本が動くよう

のような傾向になっているのかというと、海

になります。

洋都市が疲弊しているので、みな引っ越した
りして解体してきているのです。ゆえに、有

皆さんの中で、船に乗るのが好きな人は手

力者やあらゆる所の責任者は、これを防いで

を挙げてみてください。皆さんがいなければ、

海洋都市が復興することを願っています。

これからのアメリカ世界は海で成功すること

それで、私は行くや否や、すぐにこのよう

はできません。海での成功はありません。ア

な計画を立てて、地方の有力者を中心とした

メリカで海上、海底における成功はないので

後援会を組織しました。そのようにしたので

す。そのようになれば、アメリカはいくら大

問題はありません。そのようにして、私たち

きなことを言っても後退しなければなりませ
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ん。そのようにならざるを得ません。どれほ

何でもすることができるというのです。ニュ

ど大変でも、皆さんは海に出ていかなければ

ーヨークのすぐ前にある干潟地でも、かにか

なりません。海を突き抜けていくのです。そ

らどんな魚も、すべて養殖することができま

のようにしてこそ、海に希望が連結するとい

す。それを研究しなければなりません。その

う事実を知らなければなりません。

事業がどれほど膨大なものでしょうか、どれ
ほど膨大な事業になるかを考えてみてくださ

海に出ていけば、二カ月から六カ月の間は

い。

船に乗っているので、最近の妻は、「ディス
コだ、ツイストだ」と言って踊りでも踊って

女性は船乗りを好まないでしょう？ 私が

浮気をして回り、彼らが帰ってくるころには

どうしてこの水産業をしようとするのかとい

荷物をまとめて逃げていってしまっているの

うと、今アメリカではこの水産業が完全に全

です。子供は孤児院に入れてしまい、一家四

滅状態にあるからです。なぜそうなのでしょ

散するケースが八〇パーセントにもなるので、

うか。男性が船に乗って出ていき、一カ月も

誰があえて海に出ていこうとするでしょうか。

二カ月も帰ってこなければ、女性たちはみな

また、海に行って魚を獲ったとしても、その

浮気をして離婚して逃げてしまうのです。ま

販路がありません。アメリカ人は魚を食べま

た、近ごろのアメリカの若者は、何回か大き

せん。ですから、この水産事業に手をつけれ

な波に出遭って苦労すれば、それでもう海に

ば、莫大な力の消耗が伴うのです。けれども、

出ていくのが嫌になるのです。そして、金持

仕方がありません。水産事業に手をつけて成

ちも、全くここに投資をしようとはしません。

功できる基盤をつくらなければ、今後世界に

ですから、アメリカを生かすためには仕方

対する作戦を経済的に支援することはできな

なく、統一教会の青年がこの事業を引き継ぐ

いと思っているのです。

しかないのです。統一教会の青年や統一教会
の女性は、離婚をすることができますか。絶

アメリカで有望な事業は、水産運輸事業と

対に離婚できません。離婚して逃げようとは

漁業です。水産運輸事業と漁業しかないとい

考えないで、一緒に船に乗って出ていく訓練

う結論を出したのです。それで、私は「三年

をしなければなりません。先生が命令さえす

後にはこの事業を始めなければならない」と

れば、船乗りたちはどこからでも集まってき

思い、三年前に船を購入し、今年からその事

ます。そのようにして訓練されて出ていくの

業を始めているのです。「ここニューヨーク

です。

の海はどのようになっていて、魚はどこにい
るか」などといった東部海岸地域に関する大

私が手をつけなければ、アメリカの水産業

抵のことは、この三年間ですべて調査を済ま

は復興させることができません。絶対に復興

せておきました。今後、私は国家と交渉して

させることはできません。そのような意味で

養魚場をつくることを考えています。

「アメリカに私は多大な貢献をなすだろう」

海水魚の養魚場、淡水魚の養魚場など、ど

と思っています。それで現在、約四千トンの

のような養魚場でもつくることができます。
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船を買うために交渉しています。そのような

のような訓練をして、アフリカなどの重要な

種類の船は世界に一つしかありません。

港を一つずつ受け持っていけば、そこでは世
界的な基盤が一遍に築かれるのです。五十カ

一昨日ベリータウンに行って、こいを数千

国に基盤が築かれるのです。

匹獲りました。また、池をすくうと亀が六匹
出てきました。それで、これくらいの大きな

今まで、漁夫たちは一日に八時間仕事をし

亀をハドソン川に放してあげ、また、最初に

ましたが、これからは「八時間以上は仕事を

獲ったこいを放してあげました。そして、

しない」という話は出てこなくなります。完

「お前は愛を通して生まれ、愛のために死ぬ

全にひっくり返るのです。アメリカ水産業界

のが道理なので、愛する人々のために生きる

の生きる道ができるでしょうか、できないで

ことはうれしいか、死ぬことはうれしいか」

しょうか。これは、黄金の門が開くのと同じ

という、このような問題を中心として考えて

です。黄金の鍵をもって黄金の倉庫の門を開

みました。

けるのと一緒だということを知らなければな

「このように見れば、お前は犠牲になるの

りません。ですから、統一神学校を出た女性

だが、将来のアメリカの水産業を発展させ、

はみな、この次に嫁に行く時は、船長のとこ

今後統一教会の人たちがお前たちを通して神

ろに嫁に行くのだと思ったらいいでしょう。

様の前にもっと忠誠を尽くし、人類をもっと
愛することができるようになるだろう。その

アメリカの水産業界は、私たちでなければ

ような愛の力になり、エネルギーになり、肉

できない段階に入ってきました。膨大で無限

になると思っている。お前たちは魚に生まれ

な資源が私たちを呼んでいます。ゆえに今後、

たが、私の息子、娘のごとくに思ってあげよ

世界を主管するための経済基盤として、これ

う。そして、アメリカのどの国民よりも愛し、

を活用しようと思っています。

アメリカ国民以上に思ってあげよう。そのよ
うな肉となり、心となり得る一部分として愛

アフリカ人が食堂のような所に行って食べ

してあげるが、それでも嫌か」とこいに向か

る場合、自分が食べていた魚、自分が食べ慣

って言いました。「こいよ、お前たちは愛す

れている魚を探します。しかし、その魚が食

る息子の血となり肉となり、息子、娘の身代

堂になければ、そのお客さんは帰ってしまう

わりとなって、愛するアメリカ国民の肉とな

のです。ですから、五大洋で獲った魚を食堂

るのだ」と言いました。

に補給する運動をしようというのです。アメ
リカ人は、一日に八時間以上仕事をしないの

「宗教指導者であるレバレンド・ムーンが、

で、五時になれば店を閉めてしまいますが、

どうしてあのような漁夫になって水産業をす

私たちは二十四時間店を開けておくのです。

るのか。それは卑しい者のすることだろう」

また、私たちと関係している食堂が品切れに

と、人は言うことでしょう。私はそれを知っ

なれば、私たちと関係しているほかの食堂か

ています。しかし、私たちは小さな目的をも

ら補給してあげるのです。ですから、誰もダ

ってしているのではありません。皆さんがそ

メージを受けることはありません。それで、
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今水産業界においては、「レバレンド・ムー

ながら暮らすことができるのです。今の時代

ン」と言えば知らない人がいません。このよ

は科学が非常に発達しているので、何十里、

うになっていることを知らなければなりませ

何百里、何千里も離れた所から海水を引いて

ん。

くることができます。山の中に養殖ビルをい
くらでも建てることができるのです。そのよ

食口はこのオーシャン・チャーチ（ocean

うにしなくては人類の食糧問題を解決するこ

church：海洋教会）が好きではありません。

とはできません。ですから、私は深刻なので

「水産業をしなさい」と言うと逃げていって

す。

しまうのです。それで、今先生は、早く全米
に一千軒の日本食堂をつくることを計画して

統一教会の若い勇士は、いつかは遠洋漁船

います。それが今の計画です。そして、五百

に乗ってみる経験をしなければなりません。

三十五箇所の海洋教会をつくるのが次の計画

先生は、水産業の経験が素晴らしい訓練にな

です。今、二つの準備をしなければなりませ

ると思っています。先生がさせることなので、

ん。

皆さんはしなければなりません。いくら東大
出身だからといっても、それを逃れることは

今後、各州に私たちの水産業基地ができれ

できません。

ば、そこにコンドミニアムを一つずつ造ろう
と思います。これを造って日本人、韓国人、

レバレンド・ムーンには、食糧問題のゆえ

アメリカ人、そしてドイツ人を中心としたヨ

に死んでいく人々を生かすために、今まで二

ーロッパ人、これらの四カ国の人を一緒に住

十年間活動した実績があります。水産業の世

まわせるのです。出勤は別々にしても、帰っ

界には、原料が無尽蔵にあります。今では、

てくれば一緒に食事をして、そのほかのこと

アメリカでもレバレンド・ムーンのことを信

も共にするのです。このようにして、一つの

じるようになっています。今まで私は、網を

家族生活の形態を整えて訓練をしなければな

編んだり船を造ったり、様々なことをしなが

りません。ここをパスできない人は、今後地

ら世界における基盤を築いてきました。その

上天国の理想圏に入っていくことはできませ

ようにして築かれた基盤は、誰も無視するこ

ん。天国に入る資格をもてないのです。それ

とができない段階に入ってきています。それ

で、今私は、その生活基盤を築く仕事をする

は水産事業界において、すべての人が知って

ためにこの事業をしているのです。

いることです。

なぜ水産業をするのでしょうか。今後、人

テキサスの農場に行ったことがある人は、

類の食糧問題を解決する方策は、養殖以外に

手を挙げてみてください。アメリカ人は全員

はありません。皆さん、将来は海岸に数十階、

行ってみたことがあると思います。皆さんも

数百階のビルを造り、ボタン一つですべての

一度招待しましょうか。ここで、今、うずら

養殖ができるようになるのです。百坪もあれ

やきじ、また鹿のようなものをハンティング

ば、一つの世帯が子供たちを大学で勉強させ

しようと思っています。そこには、自然の生
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きた七面鳥がたくさんいます。それから生き

経済活動の組織面において、いかにして全

た猪やおおかみ、そして虎のような姿をした

国の販売市場を掌握するかという闘いが最後

獣までいるのです。あらゆる獣がいます。今

に残された障壁です。セイロという世界的な

からここに関心をもち、自分たちで農場をつ

機械販売組織を通じてアメリカで力をもち、

くり、ハンティングや釣りなど、すべてのこ

また水産事業でも力をもち、これらが一つに

とが管理できるように開拓しなければなりま

なって動くようになれば、アメリカや自由世

せん。

界に対する影響圏は自動的にできてきます。
ここで経済基盤を築くと同時に、もう一つ準

今後、第三次産業が発展することができる

備することは、言論界における世界基盤を確

基地ができてきます。それで私たちは、三十

保するための「ワシントン・タイムズ」と、

箇所に船を十隻ずつ浮かべて訓練をしている

「インサイト」という週刊誌です。現在、こ

のです。それを三百箇所まで拡大しようと思

れらを通じて世界に影響を及ぼすことができ

っています。どこの町に行っても、釣りがで

る版図をつくっています。

きるようにしようと思っているのです。今後、

有り難いのは、水産事業において、アメリ

世界にルートをつくろうと思っています。フ

カは膨大な資源をもっているにもかかわらず、

ランスからヨーロッパ、ここをすべて観光コ

そこには主人がいないということです。既に、

ースにするのです。そのようなことができる、

「レバレンド・ムーンと統一教会が主体にな

釣りに関する専門家を育成しなければなりま

らざるを得ない」という評価を受けるまでに

せん。船の運転をしながら観光案内役まです

上がってきたということは驚くべき事実です。

るのです。これは大きなビジネスです。この

科学技術を中心とした製品の販売市場におい

ようにすれば、その貴重なお客さんを中心と

て、レバレンド・ムーンがアメリカで力をも

して、今後私たちは世界的な大事業をするこ

ったといえる基盤を築くために「セイロ組織

とができるのです。世界的な国際会社をつく

を五十州に編成しなさい」と指示しました。

り、膨大な資源を採取することができる基盤

セイロ・システム自体が国境を超越したので

が自然に築かれるのです。

す。今まで、国境を超越した展示場、販売市
場はありませんでした。

(2)セイロ流通組織
今、皆さんがなすべきことは、アメリカに
先生がアメリカで計画したことは二大事業

おいて経済基盤を築くことです。それが先生

です。水産事業とセイロ販売組織です。先日

の選択した、セイロ組織の全国化運動と、水

「ムーニーが水産事業分野を完全に占領す

産事業の販路の世界的基盤を築く運動です。

る」と言って、水産業界でとても問題になり

これをどのように成し遂げるのかということ

ました。その事実を皆さんは知らないでいま

が現実的な問題として登場しました。それが

す。このことは知らないといけません。

結論です。現在、機械工業が西欧文明の中心
だとすれば、その一方で水産事業には主人が
いません。ですから私は、損害を被りながら
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も水産事業に投資しているのです。そして、

いという結論が出てきます。お金もないのに、

セイロの発展のために投資しているのです。

どうしてそれぞれが一つずつもっているのか

そのような結論が出てきます。

というのです。この機会にすべて一つにする

ここに投資をして基盤をつくる努力をしな

のです。多くの責任者は必要ありません。一

ければなりません。このように見ればセイロ

人の責任者を中心として命令すれば、天下が

は、世界の販売組織とアメリカ水産事業に力

動くような組織にしなければなりません。

をもつための基盤です。ですから、「ここに
(3)アラスカ水産業

拍車をかけなければならない」というのは妥
当な結論です。

アメリカは、その国土を中心として三つの
アメリカにおいて、セイロ組織によって機

海域に世界四大漁場うちの三大漁場をもって

械工業と水産事業に力をもてば、アメリカ経

います。そこにノルウェーの漁場を合わせれ

済を動かすことができる強大な勢力になりま

ば四大漁場になります。メキシコからアラス

す。それで今、南米連合機構をつくっていま

カ、そして、カナダにあるノバスコシア地域

す。そのようになれば、アメリカは困ること

が世界四大漁場のうちの三大漁場として連結

でしょう。四十年間、先生がこのような頭と

していますが、それは世界の魚のほとんどす

能力をもって苦労し、開拓のためにそのよう

べてがそこにいるということです。しかし、

なことをしてきたのは、それが歴史に残る先

その魚を獲る人がいません。二百海里を策定

覚者の行くべき道だったからです。そのよう

しておいて、完全に主人のいない荒れ地のよ

にして伝統を立てることが貴いことなので耐

うになっているのです。

えてきたのです。
先生が縦的な伝統を立てたならば、皆さん

アラスカは、海を中心としてすべてのもの

には横的な伝統を立てなければならない責任

が連結しています。海のすべての資源、すな

があるということを知らなければなりません。

わち魚類と原資材が集中している場所がアラ

横的基準まで先生が立てなければならないの

スカです。世界の水産資源のうちの八〇パー

ですか。それは皆さんの責任です。今後、セ

セントがアメリカにありますが、そのアメリ

イロ組織を通じて、いかにして急進的発展を

カの水産資源の七一パーセントに相当する魚

するかを考えなければなりません。

がアラスカにいるのです。水産資源において、
アラスカは中心です。残された資源の獲得地

「水産事業がセイロと何の関係があるの

は、このツンドラ平原しかありません。

か」。このように思ってはいけません。今後、
セイロの人を水産事業分野に入れ、水産事業

先日、アラスカに行った時、長さが六十マ

の人をセイロに入れるかもしれません。いつ

イルにもなる真っ黒なカープ（carp：こい）

でも自由に交替させることができるのです。

の大群が押し寄せてきました。幅が十マイル

それを知らなければなりません。ですから事

で、深さはどれくらいになるか分かりません。

務室も、一つの事務室を使わなければならな

それを考えてみてください。その群れを見れ
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ば主人がいません。主人がいないのです。レ

ももっていなかったでしょう？ 私は十年間

バレンド・ムーンは大洋上にそのような富が

で、すべてを準備したのです。

浮いていることを知りました。ですから皆さ
んは、未来の所有者にならなければなりませ

アラスカの西部地方、南部地方、東部地方
に加工工場を造り、様々なことをしなければ

ん。

なりません。魚がたくさんあっても、その処
水産事業にどれくらいの発展をもたらした

理ができないので製粉工場、すなわちフィッ

でしょうか。今では船におけるすべての機械

シュ・パウダー（fish powder）工場を造ろう

は、私たちが研究し、私たちの手で作ったも

と思います。なぜ粉を作らなければならない

のが最高の位置に立つことができるようにな

のでしょうか。貯蔵問題が解決されるからで

りました。この驚くべき事実を知らなければ

す。いくら良い魚でも、八カ月以上はもちま

なりません。私たちがアラスカで魚を釣って

せん。冷凍魚であっても八カ月以上たてば、

いれば、どこで魚が多く獲れるかということ

再度水を供給しなければなりません。氷が凍

が分かるようになります。ゆえに、それをコ

っていても温度差によって、その氷の間に風

ンピューターに入力しておくのです。コンピ

が入っていくのです。風が入れば、魚から水

ューターに入力しておけば、ボタン一つでい

蒸気が氷の間を通って出ていくのです。です

つでもそこに行くことができるのです。コン

から、全体に水をかけて再度冷凍し直さなけ

ピューターにテープを入れてボタンを一つ押

ればならないのですが、それができません。

せば、十年後にもその場所に行くことができ

何度か取り出して冷凍していると、一定の温

るのです。

度を維持できません。したがって、その品物

そのようになれば、いつでもたくさんの魚

は廃物となるのです。

を釣ることができます。漁夫が誰にも秘密に
しておいて死ぬ時になって、初めてその息子

えびをどのように処理するかについて先生

に遺言として教えてあげるような材料を、世

は考えました。パウダー、すなわち粉を作る

界五大洋において無数にもつことができるの

のです。えびは一年で死にます。それは、神

です。ボタン一つ押せばいいのです。五大洋

様が魚の餌としてつくられたものです。しか

にそのような根拠地を記録しておけば、季節

し、すべてを獲って食べることはできないの

に従っていつでも漁業を続けることができる

で、みな死んでいきます。毎年、そのような

のです。それは、水産事業において莫大な利

量の魚が海に流れていくのです。また、それ

益をもたらすことができるものです。

は公害と直結します。この問題をどのように
解決するのかということを先生が長年の間研

アラスカに工場を造りました。その次には、
東部のグロスターの埠頭も買おうと思ってい

究し、パウダーを生産するようになったので
す。

ます。また、南方のアラバマにも、私たちの
船の工場があるでしょう？ 基地がすべてあ

飢え死にする人は、世界的に見て一年に約

ります。皆さんは、船や海について関心さえ

二千万人ほどです。この人々を中心とした食
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糧問題の解決のために、二十数年前から海洋

カナダやソ連もそうだし、アメリカや日本、

産業に関心をもったのです。魚の粉、フィッ

ドイツも、私たちが現在行っている事業に関

シュ・パウダーが問題です。それは上質の蛋

心をもっています。本来この海で獲れる魚の

白質であり、どの動物にもない栄養分です。

二〇パーセント以上を、人は食べることがで

これを粉にすることによって保管と運搬が楽

きません。残りはすべて捨てるのです。です

になります。私たちがこのフィッシュ・パウ

から、捨てるものを集めて粉にして人が食べ

ダーを一トン生産すれば、それを三十倍、五

ることができる栄養剤を作り、それを低開発

十倍に増やすことができます。それは九八パ

国に送ろうと思っています。そのようなうわ

ーセントが蛋白質です。先進国家がそのよう

さが立ったので、全世界の低開発国家の人々

なことを解決しなければならなかったのに、

が統一教会に対して多くの関心を寄せている

それを解決することができなかったのです。

のです。

ものすごく大きな魚がいるとともに、また、

日本政府は「自分たちには海洋資源が必要

魚の種類がどれほど多いか知れません。様々

だ」と思っています。海洋資源とは魚のこと

な魚がいるのです。私はそれを見て「いやー、

をいうのです。ですから、日本人は魚を欲し

アラスカから海に出ていって魚を獲るよりも、

がっているのです。しかし、その魚がいませ

投網の上手な人が三、四人もいれば、一日で

ん。一方でアメリカはアラスカの魚を加工し

船一杯の魚を獲ることは問題ないなあ」と思

て売ることを願っています。ですから、アメ

いました。それで、「賃金を与えて魚を獲り、

リカの魚を獲って日本にあげようというので

フィッシュ・パウダーを作って売らなければ

す。それで、アメリカ政府は日本人と、また、

ならない」と思い、すべて調査をしました。

日本人はアメリカ政府と交渉するのです。日
本はアメリカの魚が必要であり、アメリカは

今後は、魚を粉にして調合すれば、パンも
作ることができます。何でも作ることができ

日本の技術が必要なので、互いに合作投資し
ようというのです。

ます。すてきなパンを作ることができるので
す。海の魚を食べることは肉食よりも優れて

アメリカという国で最も有名な海洋基地、

いるのです。体に良いということもすべての

水産業基地がアラスカです。このアラスカと

人が知っています。しかし、これが未開拓で

ノバスコシア地域、そしてメキシコ湾、それ

す。アメリカが手をつけていないのはこれし

からノルウェー、これが世界の四大漁場です。

かありません。ですから、私たちがこれをし

そして、その中の三大漁場をもっているのが

なければなりません。これがとても有望だと

アメリカです。その中で最も代表的な場所が

いうことは、先生がはっきり知っています。

アラスカです。

お金は先生が用意しますが、そのような意欲
をもった人をいかに育てるかということが問
題です。

今後、ソ連が政治的に主張してくるかもし
れず、日本とドイツが連合して主張してくる
かもしれません。このように、未来の世界的
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な政治問題が引き起こされる可能性がある基

したものもいて、様々な種類があります。淡

地です。ところが、アメリカ人は二百海里を

水で卵を孵化して何カ月してから送り出せば、

策定しておきながら、ここを中心とした水産

それは海に出ていくのですが、四千マイル、

物に対して主人になる能力をもった人が全く

五千マイルの五大洋を経て戻ってくるのです。

いません。

そのように泳ぎ回るのです。そのように泳ぎ

アメリカ人は魚を食べません。皆さんの中

回って四年がたつと、卵を産むくらいになり

で外国によく行かれる方は御存じでしょうが、

ます。成熟した雄と雌の鮭になるのです。そ

食べてもロブスター（lobster：大きいえび）

のようにして卵を産む時になれば、どこに行

と、それから、きょう釣ろうとするハリバッ

って真の愛の対象と出会うのでしょうか。自

ト（halibut：北方海洋産の大きなひらめ）、

分の生まれた所を訪ねていき、そこで出会お

それからサーモン（salmon：鮭）、その次に

うという条約ができているのです。そのよう

はトラウト（trout：ます）、このようにいく

な法度になっています。誰がそれを立てたの

つかのものしか食べません。そのような魚は

でしょうか。その鮭が立てたのでしょうか。

大概どこで獲れるかというと、寒帯地方の寒

これは神秘的な問題です。

流で獲れます。ですから、脂がのっていてお
いしいのです。アメリカ人が食べるその何種

アラスカの鮭を見れば、七月に小さい稚魚

類にしかならない魚がどこで育つのかという

を孵化して海に送り出せば、四千マイルから

と、このアラスカで育つのです。

五千マイルを四年間泳ぎ回ったのちに、昔自
分が離れた故郷の匂いをかいで、再び戻って

イエス様はペテロたちに「あなたがたを、

くるのです。今日、その神秘は、科学でも解

人間をとる漁師にしてあげよう」とおっしゃ

析することができません。人間がいくら研究

いましたが、それはどういうことかというと、

しても分かりません。それが何かのアンテナ

魚で人を象徴したのです。魚を獲って海洋圏

やレーダーをもっているので帰ってくるので

を握れば、陸地圏まで握ることができるよう

すか。四年たてば、自らその故郷を訪ねてい

になるというのが摂理観です。また、アラス

って卵を産み、卵を産んだのちはすべて死ん

カを占領すれば、すべての海洋圏が占領され

で、自分の体をその稚魚に与えるのです。そ

るのです。なぜなら、世界の水産輸入の八五

のようにしながら、その稚魚が大きくなるよ

パーセントがアラスカから出てくるからです。

うにしているのです。魚でもこのようにして

それ以外の五パーセントは大西洋から出てき

いるのです。それなのに、万物の中で最も貴

て、それから一〇パーセントは太平洋から出

いという人間のこの姿は何ですか。人間は自

てくるのです。それで一〇〇パーセントにな

分の故郷に戻ることを知りません。どのよう

るのです。

に行くべきかを知らないでいます。

アラスカに行けば鮭がいます。鮭を知って

私はサーモンを見て「サーモンは統一教会

いるでしょう？ 鮭には五つの種類がありま

の人たちとそっくりだ」と思いました。故郷

す。ピンク色をしたものもいれば、赤い色を

を訪ねていく群れが統一教会の群れだからで
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す。そして、ペア・システムを求めるのは

となるのです。父母が愛するのと同じです。

「神主義」であり、それがぴったり一致して

統一教会は、サーモン以上のカップルになら

いるのです。雄と雌がペアになって四年から

なければなりません。そのような映画のよう

六年の間、海で一緒に泳ぎ回るのではありま

なことを見ながら、人々が学ぶことはたくさ

せん。時になれば、先に雄が上がってきて、

んあります。死んで子供たちの餌になって子

その次に雌が上がってきて、そこで初めて出

孫を残そうとするのがサーモンです。動物の

会うのです。そして、水がたまっている所に

本能世界の伝統を代表する存在として生きて

雄と雌が集まって、統一教会で行う婚約式の

いるのがサーモンです。

ようにしてペアを形成するのです。ところで、
本当に不思議なのは、海にいる時には、雄と

世界四大漁場のうちの三大漁場はアメリカ

雌は大きさが少し違うだけで見た目は全く同

がもっています。カナダのノバスコシア地方

じであるのに、これが相手と結ばれると、雄

とアラスカ州とメキシコ湾地方です。皆さん

は二週間で別の姿になるのです。それは「そ

は、知らないのでそのようにしているのです

こまで変われるものか」というほどです。

が、水源資材の豊富さを知れば熱狂するはず

淡水に上がってきてペアを組めば、雄の姿

です。黄金脈は何十年も掘れば終わりですが、

は雄ライオンのようになるのです。口がこの

これは永遠です。ところで、その主人がいま

ようになって、歯もこのように出てきて、見

せん。それで、私は水産業に関して二十年の

れば怖いのです。頭が出てきて背中が出てく

計画を立て、今十五年目に来ているのです。

るのです。雄ライオンの姿のようにです。サ

アメリカの水産業界では「文総裁は異端者

ーモンのようなものも、優秀な種を残すため

だ」と言ってデモをしています。「文総裁、

にそのようになっているのです。四千マイル、

出ていけ！」と言っているのです。このよう

五千マイルの海を泳ぎ回りながら、どのよう

に大騒ぎをしています。しかし、いくらやっ

にして故郷を訪ねていくのでしょうか。それ

てみたところで、問題は実力です。

は神秘のなぞであり、今まで解析ができずに
います。いかにしてその小さい魚、すなわち

海に行けば魚釣りもします。私はあらゆる

故郷の地で約六カ月たったわずか十五センチ

魚を釣ってみました。太平洋、大西洋、地中

の稚魚たちが海に出ていって、そのように大

海の魚をすべて釣ってみました。釣ってみた

きくなって上がってくるのかというのです。

ことのない魚がありません。アラスカでも釣

物心がついた時には、既に自分の子供をもつ

りました。何も持たず、パンツだけはいて主

時を知るのです。

人として振る舞ったのです。漁夫の世界に入
っていって三十分も話してあげれば、「あー、

サーモンは、海に出ていって自由気ままに

私の家に行きましょう！」と言うようになる

泳ぎ回ってから、雄と雌が来てマッチングを

のです。そのようにして、金持ちの家に招待

します。そして、マッチングをしたのちには、

され、良い部屋を与えられて食べていれば

お互いが「ため」に生きるのです。これは、

「家に帰らないで一緒に暮らしましょう！

統一教会の夫婦が愛する時の、正にその手本

一年間一緒に暮らしましょう！」と言ってく
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るようになるのです。船に乗って三日も一緒

全世界の漁獲量の七五パーセントをもって

に回れば友人になるので、いくらでもそのよ

いるアメリカの中で、その八五パーセントの

うにすることができるのです。

漁獲量をもっている場所がアラスカです。と
ころで、アラスカは韓国式発音では「知って

世界の漁獲量の七五パーセントをアメリカ

いましたか（アラッスムニカ）」と言ってい

がもっていますが、その漁獲量の八五パーセ

るように聞こえます。「知っていましたか」

ントはアラスカから出てきます。ゆえに、ア

というのは、「風がたくさん吹いて死が交差

ラスカは水産の宝庫です。誰がそこの主人に

する危険な所であることを知っていました

なるのでしょうか。そこの主人になるという

か」ということです。

ことは、今後海洋産業の王権を掌握すること
ができるということを意味しています。そこ

魚は、なぜ寒いアラスカ地方を訪ねていく

はそのようなことができる基地ですが、環境

のでしょうか。暑い所にいた魚が寒帯地方を

的条件が良くありません。条件が良ければ、

訪ねていくのです。それは陰陽の調和です。

ブルジョアがすべてやってしまいます。そこ

主体と対象が和合する所に行って繁殖しよう

では、船が難破して人が死ぬこともあり得ま

とするので、すべて流動していくのです。ま

す。そのようなことを覚悟しなければなりま

た淡水にいたものは塩辛い海水を飲んで繁殖

せん。

するのです。しなもくずがにのようなものが
そうです。理想的な繁殖をするためには、プ

今回、アラスカで風が吹いて十メートル以

ラスとマイナスが和合しなければなりません。

上の波が立ったのですが、そのまま走ってい

レバレンド・ムーンは、そのようなことをし

くのです。ですから、アラスカ海洋警察本部

ているのです。

でＵＤＴ（水中破壊部隊）の訓練をしている
人々が感嘆したのです。その時「海に出てい

今まで、先生はアラスカでもどこでも、昼

ってはいけない」という警報が下りました。

夜の別なく先頭に立って今日の統一の伝統を

少しでも出ていけば、警察が追い回しながら

立ててきました。今後、人類と国と世界は、

「戻りなさい」と放送して大騒ぎするのです。

真の御父母様の前に負債を返す道がありませ

「私たちの船は沈まない」といくら説明して

ん。永遠に侍り、永遠に従っていかなければ

も信じませんでした。そうして、私たちの船

ならない立場にいるのです。

は小さくても勇敢に荒波に乗って出ていくの
で、彼らが驚くのです。しかし、これを信じ

ここは暖流と寒流が交差する所なので、各

させたので、台風が吹く日に出ていっても、

種の魚がすべて集まってきます。また、ここ

「彼らはそのような人々だ」となるのです。

で産卵しようと、魚が集まってくるのです。

「ＵＤＴ訓練、特戦訓練と一緒なので、雨の

そのようなことで、ここは有名な場所ですが、

降る日だろうと風の吹く日だろうと、生死を

ここに来て釣りをするという事実は、何と表

いとわずに出ていくのが原則だ」。このよう

現すればいいのでしょうか。幻想的です。さ

になっているのです。

らに、韓国の教授たちがここに来て、アラス
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カの海で釣りをするということは歴史的事件

海ととても親密な関係をもった鹿や熊のよう

です。

な獣がたくさんいるのです。

アラスカは、観光客を誘致すれば世界的な

アラスカに行くと、四月でも寒いので毛糸

名所になります。今年、韓国は暑かったでし

の下着を着なければなりません。前方の山に

ょう？ そのような時に、お金があればアラ

雪があります。ところで、海に行けば無尽蔵

スカへ行くのです。ここからアラスカまで、

に魚がいます。どこでも無制限に魚が泳いで

約六時間かかります。行く時に逆風が吹くと

いるのです。釣り糸を投げれば「ワー」とエ

七時間かかりますが、普通五時間から六時間

キサイトするのです。このような経験をした

かかるのです。夕方出発し、飛行機で寝てか

人は、必ずまた来るようになっています。

ら朝降りてくれば、これは一日活動圏内に入

「来るな」と言っても来るのです。一度魚を

っていくのです。金曜日の晩に出発し、土曜

釣る刺激的な経験をすれば、忘れることがで

日と日曜日に釣りをして、夕方飛行機に乗っ

きません。

て帰るのです。そのようにすれば、その翌朝

暮らすにも良い所です。すべてのものが備
わっています。景観も素晴らしいのです。三

には出勤することができます。
ここは、どこに行っても遠くの山を見れば、

分の二が雪で覆われた山で、暮らす場所は青

その山頂は雪で覆われています。周辺の近い

い地域の中心です。海は青く、空には鷲が飛

山もすべて雪で覆われています。雪で覆われ

び回っています。

た園の下に青い地帯があり、その青い地帯に
は花園があります。花が咲いているその下に

アラスカから飛行機で行くと、モスクワに

は美しい湖のような青い海があって、そこで

は八時間かかり、ロンドンには六時間かかり、

釣りをするのです。それは、どれほどの仙境

ニューヨークには十時間かかります。ですか

であるか想像してみてください。四方を見れ

ら、ここは交通の要地でもあります。今後、

ば、高い山によって屏風のように囲まれてい

人間の力をもって、アラスカの平原で農作物

ます。また、アラスカの木は、ピアノの鍵盤

を耕作することは問題ありません。今も温床

を作る、とてもまっすぐな木で、そのような

栽培をしています。そこでバナナもできるの

山林が茂っています。その下の森の中には、

です。熱帯地方から来るのではありません。

見たこともないような花がたくさんあります。
食べて暮らすすべての産物がアラスカから

それが湖の近くにあります。
そこにはまた、鹿もいます。獣たちがたく

出てくるようになれば、どのようになるかを

さんいます。水辺を中心にたくさん住んでい

考えてみてください。アラスカは韓国の何倍

ます。食べ物が多くないので、水を飲まなけ

にもなります。カリフォルニアの四倍だとい

ればなりません。冬になれば、海草がすべて

います。カリフォルニアがアメリカで最も大

死にます。雪が積もるので食べ物がありませ

きな州なので、それだけ膨大な地域だという

ん。海草をかじって食べて生きているので、

ことです。そこには無尽蔵の原資材が埋まっ
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ています。そこの主人はソ連でもなく、アメ

う魚が住んでいるということを研究したもの

リカでもありません。

があれば、皆さんは、彼らの研究したものが

そこに、誰も関心がありません。自分たち

正しく合っているかをテストして、しっかり

の経済問題、政治問題、体制問題でめちゃめ

記録をして、それを本にしなければなりませ

ちゃになっていて、原資材の消耗だというこ

ん。五十州の海を調べて、その情報をすべて

とは考えもしないのです。今後は、誰が原資

一箇所に集め、どこへでも出ていって魚を獲

材を支配するのかということが問題です。先

る計画を立てるのです。海に沿った州の全体

生は、それを準備しています。それで、誰が

の海域、漁業をする地域全体の深さと温度を

北極を主管するかということが重要です。北

すべて測り、その海域に何という魚が棲んで

極を主管すれば、世界を主管できるのです。

いるかをすべて調べ、それを本にしなければ

極がそうなのではありませんか。北極を主管

なりません。そのようにすれば、ボートを買

して主体的立場に立てば、南極の主管は自動

ってあげるのです。三十数州、すなわち海に

的になされるのです。

沿っているすべての州は、漁場を中心として
本を作り、もし、海がなければ湖を中心とし

アラスカ精神という言葉を聞きましたか。
アラスカ精神とは何でしょうか。朝五時に起

てそのようにさせるつもりです。そして、今
後私は、養魚をコーチしようと思っています。

きて御飯を食べて海に出ていけば、夜の十二
時にならなければ帰らず、一時や二時に帰っ

先日、私はフロリダに行きましたが、そこ
にはわにが暮らす湿地がありました。私は、

てくるときもあるのです。
責任量を果たすことができなければ帰って

国家と交渉して養魚場をつくることを考えて

くることはできません。事情をくんであげる

います。海水魚の養魚場、淡水魚の養魚場な

のではありません。修練過程では、責任を果

ど、どのような養魚場でもつくることができ

たすことができなければならないのです。

ます。何でもすることができるというのです。

ですから、魚を釣るのを見物するのではあ

ニューヨークのすぐ前にある干潟地でも、か

りません。魚釣りの訓練をするのは、今後世

にからどんな魚も、すべて養殖することがで

界中どこへでも行ける指導者を育て上げるた

きます。それを研究しなければなりません。

めです。誰もが魚を釣ることができるのでは

その事業がどれほど膨大なものでしょうか、

ありません。専門的にならなければなりませ

どれほど膨大な事業になるかを考えてみてく

ん。多くの経験を通して学んでこそ魚を釣る

ださい。海水魚の骨で動物の飼料をつくるこ

ことができるのです。

ともできます。飼料のようなものは、雑魚を
捕まえて、それでつくることもできるし、そ

(4)養殖業

れから調合をしてもつくることができます。
相当な事業になるだろうと思っています。そ

その地方に水産大学の教授がいるとして、

の世界的な組織網をもって、それぞれの国で

それらの教授が、その地方の水域にはどのよ

事業をすることを考えてみてください。そし

うな魚が住んでいて、どこの水域には何とい
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て、缶詰め工場をすれば相当な事業になりま

も魚は健康に良いのです。消化吸収が良いの

す。

です。ですから、今後「牛肉などの肉類を食
べなさい」と言っても食べない時代が来るの

南米のような所には山がないので、水を完

です。

全にコントロールすることができます。井戸
はそこでだけ掘るのであって、ほかの所はい

南米にあるアルゼンチン、ブラジル、ウル

くら掘っても水は出てきません。ですから、

グアイに湖がどれほど多いでしょうか。何千

水の商売だけをしても暮らすことができます。

万になるはずです。アラスカにあるのが三百

海水を水蒸気にして、水をいくらでもつくる

万箇所とすれば、何千万箇所になるはずです。

ことができます。今の科学的な力をもってト

そこに多くの水は必要ありません。何百坪だ

ンネルを掘り、十里、百里、千里の遠くにま

けつくって、そこに水を入れて何種類かの魚

でフィッシング・ファーム（fishing farm：養

だけを育てれば、それを食べて暮らすことが

魚場）・ビルを造ることができます。ニュー

できます。人工的につくって、それをモデル

ヨークの貿易センターよりも高いビルが造ら

形態として教育し、運営させれば、食べて暮

れることでしょう。

らすことができます。食糧問題が解決します。

パンタナールで魚の種類に従ってビルで養

水と土地がある場所では、食べて生きる問題

殖をし、コンピューターにその資料を入れて

は解決されるのです。ゆえに、海に対する関

おくのです。そのようにして、ボタン一つ押

心をもって釣りの訓練をしなければなりませ

せば、昼食時にはそこを通っていく人がその

ん。

中から魚を選んで買って食べることができる
ようにするのです。ぴちぴちはねている魚を

先生がなぜツナに関心をもつのでしょうか。

刺身にして食べることができる場所をつくる

ツナ一匹がどれくらい卵を産むかというと、

のです。

二百万個産みます。それがどれくらい孵化す
るかというと、〇・八パーセントしか孵化し

現在、世界には水の多い湖がたくさんあり

ません。なぜでしょうか。卵を産めば、小さ

ますが、アラスカだけでも二万坪以上の湖が

な魚がすべてそれをのみ込んでしまうからで

三百万箇所あります。二万坪を中心として魚

す。ですから、先生はツナの養殖場をつくろ

を養殖すれば、二百世帯、三百世帯が暮らす

うと思っています。卵を一〇〇パーセント孵

ことができます。では、三百万箇所ならばど

化することができる技術さえもてば、人類の

れくらいですか。二万坪ずつとすれば、六億

食糧問題は一瞬のうちに解決されると思うの

という人が暮らすことができるのです。二×

です。

三は六ですから、六億です。ですから、アフ
リカの湖畔に養殖場をつくってあげれば、六

皆さんの好きな魚がナンバーワンとするな

億五千万のアフリカ人を食べさせてあげるこ

らば「ナンバーワン」と呼ぶように、魚の番

とができるのです。ですから、人類の食糧は

号が世界的に統一されるようになります。百

問題になりません。牛肉などの陸地の肉より

何番ならば百何番、あるいは五十何番ならば
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五十何番というように、その種類の中に好き

した。気候が合い、温度が合う場所で養殖場

な魚がいれば、電話一本で注文するのです。

をつくって養殖をすれば、どこでも、どのよ

「何時何分に養殖場に行きますから、何番と

うな魚でも釣り場に入れることができます。

何番の魚を準備しておいてください」と注文

船で運搬して放してあげ、それを釣ることが

するのです。その時は、刺身にする包丁が一

できるのです。また、獣でも、虎のハンティ

本あればいいのです。その包丁で刺身にして、

ングまですることができる時代が来ます。お

おいしく食べればいいのです。そのような時

おかみを育てて猟場に放ってハンティングを

代が来ます。

することもできます。熊のハンティングもす
ることができ、どのような動物でも飼育して

今後は世界的に大きな湖をつくって、そこ

ハンティングすることができるのです。

に魚を養殖して釣りをさせる事業が最も魅力
的な事業になるだろうと思っています。です

私は養殖場を運営しようと思っています。

から、今からそれを準備しなければなりませ

今、日本で活魚の料理が可能なのも私がコー

ん。養殖場をつくって魚を捕まえて、どんど

チしたからです。私のアイディアです。ろ過

ん釣り堀に入れるのです。そのようにすれば、

装置を使って水槽の水を長時間使うことがで

一年十二カ月釣りをすることができるのです。

きるようにしたのも、私たちが研究したこと
です。養殖場がなぜ必要なのでしょうか。

牧場のようなものを大きく営んで生活する

人々が活魚を欲しがるからです。海で獲るも

よりも、養殖をすれば、五十坪くらいでも、

のだけでは、需要を満たすだけの供給をする

一つの家庭が暮らすのに問題はありません。

ことができません。釣ったものを生きたまま

高い山でも、海水をいくらでも引いてきて養

で供給することもできますが、養殖をして活

殖をすることができるのです。海水が全くな

魚を補給しなければなりません。「各州でも

ければ、塩水を入れて塩度を調節すればいい

養殖場をつくる計画を立てて釣りができるよ

のです。いくらでもできます。そして、山に

うに訓練しなさい」と言ってワン・ホープ号

も養殖場をつくり、そこを一人で管理しても、

をそれぞれに分けてあげたのですが、それを

数十万、数百万の人が食べて暮らすことがで

しているのかどうか分かりません。それをす

きるようになるのです。そのような養殖をす

れば、今後船だけ三十隻から五十隻売っても

ることができます。それで、今回私がアメリ

暮らすことができるのです。それは世界的で

カに行った時も、海に出ていってそのことを

す。

したのです。良い種類の魚を捕まえて養殖を

ワン・ホープ号にしても、十年前から「買
いたい」と言ってくる人はたくさんいたので

するのです。

す。しかし、海兵隊から七十二隻の注文が入
釣り場に魚がいなければ、養殖場をつくっ

ってきた時も売りませんでした。なぜ売らな

て魚を養殖し、その養殖した魚で釣りをする

かったのでしょうか。この船がどれほど素晴

のです。魚を養殖して、それをどこへでも運

らしいか分かりません。今ではうわさが立っ

搬して釣りをすることができる時代になりま

たので、みな「あの船は釣りをするには最も
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良い船だ」ということを知っています。です

りません。おじいさんも行かなければならず、

から、みな「買いたい」と言ってくるのです。

お父さんもお母さんも行かなければならず、

ですから、今は公開して売ろうと思っていま

子々孫々、何千代の子孫も、それと全く同じ

す。釣りをする人たちは、この船がどれほど

ように行かなければならないのが原理の道で

良い船かを知っているのです。ですから、買

す。ですから、蕩減の道です。

いたがるのです。本当に素晴らしい船です。
(5)オーシャン・チャーチと海洋訓練
今、大学を卒業しても、十五万人くらいの
人は就職できずにいるでしょう？ それで、

レバレンド・ムーンを中心とした統一教会

私は水産事業をして養殖場をつくっているの

は世界的です。西洋人は、レバレンド・ムー

です。スペインでもしています。ツナを閉じ

ンは韓国人でも、韓国のためだけに仕事をし

込めて育てているのです。金もうけも上手に

ているとは思っていません。世界のために仕

するのです。私は化け物みたいに何でもして

事をしているという観念が強いのです。それ

いるのです。

で、陸地でも海でも、迫害を受けながらも
雄々しく勇敢に世界的な協会をつくっている

今後、荒廃した土地を沃土にして、飢えて

のです。そのような意味で、一般の思想を中

死んでいく人々を救わなければなりません。

心としてしているのではなく、宗教という背

それは、土地と水があればできるのです。水

景を中心としてこのような体制を整え、「海

のある所では養魚をするのです。養殖場をつ

洋教会」というタイトルを掲げたということ

くるのです。土地がある所では五色の穀物を

は恐ろしい宣言です。これはレバレンド・ム

植えるのです。西洋人はアフリカ人に農業を

ーンの恐ろしい課題設定です。

教えてあげませんでした。ですから、滅びる

今後、オーシャン・チャーチをして何をす

のです。これを蕩減してあげなければなりま

るのでしょうか。海に出ていって訓練すると

せん。

いう、その程度のものではありません。海を
主管し、海を愛するのです。海を主管するか

全世界で飢え死にしていく何千万の人々の

らといって何をどのようにするというのでは

ために、先生は養殖場をつくったのです。公

ありません。創造主の本意に合うように海を

害によるオゾン層の破壊問題を人類の代表と

管理し、海を愛する意味から、海を中心とし

して解決できる人は、先生しかいません。そ

て世界を結束することができる舞台をつくろ

のように、各方面に関心をもって進んでいか

うというのです。

なければなりません。先生が行くことができ
なければ、皆さんが涙を流し、汗を流しなが

船に乗って荒波を切っていくのは男たちの

らでも行かなければなりません。「先生の足

する仕事です。女性にはできないことです。

跡の上に自分も足跡を残そう」という心をも

それはどれほど魅力的でしょうか。それで、

たなければなりません。原理の道は、そのま

私は船に乗るのです。皆さんにそれを教えて

ま踏襲していく道です。越えていく道ではあ

あげようとして船に乗るのです。今後、その

1538 * 千五百三十八

천성경

天聖經
Cheon Seong Gyeong
ような海を開拓しなければならない責任を担

す。そのようになれば、小さな船も三万ドル

っているのです。ですから、先生に従い、先

で売ることになります。現在、水産都市の開

生が好きになれば、船が好きにならざるを得

発のための計画もしています。

なくなるのです。大きなツナは何ポンドにな
りますか。千ポンドを超えます。千ポンドの

一箇所に六十名の要員を集めて教育するた

ものが山ほどいます。普通の人の体重が百二

めの対策を立てています。今回、私は三十箇

十ポンドとすれば、ほとんどその八倍です。

所に配置してきました。三十箇所の基準が完

そのような魚を釣る時の気分はどのようなも

成すれば、三百箇所に拡大し、統一神学校を

のか想像してみてください。商売の中でその

出た人たちを責任者として立たせて海洋教会

ような商売がありません。それを一匹釣れば、

をつくろうと思っています。これは歴史上に

一年食べることができます。皆さんが一日に

なかった教会です。「海洋教会」という名前

三ポンド食べるとすれば、一年で一匹を食べ

をもって船に乗り、そこで聖日礼拝も行うの

るということです。

です。今、この運動を展開するために準備し
ています。このようになれば、どのようにな

アメリカ海域には無限の水産資源があるの

るのでしょうか。私たちの要員は二年だけ船

で、アメリカ水産庁ではそれを開発するため

に乗ればいいのです。大きな漁船をもってい

に全力投球をしています。しかし、人がいま

るので、それに交代で乗るのです。

せん。それで、国家で計画を立てたのです。

そうすることによって、その都市の市長や

誰でも二年半船に乗れば、その人が「船を買

海洋警察署長がサインだけしてくれれば、い

いたい」と言う時には、一〇パーセントのお

くらでも国家で船を造ってくれるのです。こ

金だけ出せば、二百万ドルに相当する船を造

のようにすれば、数千隻の船ができます。そ

ってあげるというのです。二百万ドルならば、

れを実際に消化することができる基盤を拡大

百二十トンの船に相当します。百二十トンな

するために世界的な組織を計画しています。

らば大変なものです。それで、三百箇所の港

すなわち販売組織を計画し、ヨーロッパ、日

を中心としてこの事業をしています。また、

本でもそれを準備しています。このような膨

特別に考案して船を造りました。

大なことを準備しているのです。

小さな釣り船から訓練をするのに良い船ま
で、特別に考案して造りました。それは、レ

皆さんはホーム・チャーチをしていますが、

バレンド・ムーンが考案したのです。人にた

三百隻のボートは何かというとホーム・チャ

とえれば、とにかくハンサムな船です。その

ーチです。オーシャン・チャーチ（ocean

ようにしてフィッシングの訓練をさせるため

church：海洋教会）です。皆さんがどこかへ

に、一隻の大きな船が中心となって十隻の船

行って困ったときは、そこが港町であれば

をまとめて出ていくのです。ですから、一人

「ワン・ホープという船がある所はどこです

が十隻の船をまとめて行くことになるのです。

か」と尋ねなさい。港の人であれば、誰でも

そして、「五名だけ編成すれば、三万ドルに

知っているはずです。アメリカの海岸にいる

相当する船をあげる」と言って宣伝するので

人は、みな知っているはずです。そこに私た
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ちが集まって歌を歌い、祈祷しているのです。

けません。やってみれば、夜の十二時になっ

お昼を食べる時にも祈祷するのです。

ているのです。アラスカでは十二時になって
も明るいのです。夜中の一時でも明るいです。

南米には、えび獲り船が三十隻あり、ツナ
獲り船が五隻あります。ですから、今後の私

朝五時に起きて夜十二時までやれば何時間で
すか。十九時間、釣りをするのです。

たちの中心メンバーは、誰もがみな一年六カ
月は海洋訓練をしなければならないというの

海と陸地の境界線は海岸線です。今後、海

が先生の考えです。そして、統一教会の責任

は陸地を連結しなければならず、陸地は海を

者は、一年に二週間は、誰もがみな動員され

連結しなければなりません。このような二つ

て海洋教会の活動をしなければなりません。

の目的が重複している境界線は海岸線しかあ

そして、その海洋教会の活動をする時は、ど

りません。今後「陸地も必要だし、海も必要

こどこの教会の責任者などという、そのよう

だ」となる時には、海岸線が最も重要になり

なものは関係ありません。すべて同じように

ます。このように見れば、今後、海岸線が陸

仕事をさせるのです。それで、先生が「お前、

地のどこの土地よりも高価になる時代が来る

どこどこに行って釣りをしてきなさい！」と

だろうと思っています。

指令を出すのです。それはいつ行くか分かり
水産業をなぜするのでしょうか。なぜアラ

ません。

バマで船を造るのでしょうか。神学生たちが
今年に入って、四月から今まで、私は五時

「オーシャン・チャーチ（oceanchurch：海

に起きて夜十一時まで船に乗って海に出てき

洋教会）に行かない」と言えば、女性を船長

ました。ある人が「若い者たちも逃げ回って

にして、彼らを連れて行かせるつもりです。

隠れて寝ようとするのに、七十を越えたおじ

そして、その女性船長が男性のほっぺたをひ

いさんが船に乗って釣りをするのか」と言っ

っぱたいて「こいつ！ 私もこのような仕事

て舌を巻きました。それを見ながら「私は大

をしているのに男性が何をしているのだ」と

きな罪を犯したものだ。なぜ若者を捕まえて

言わせようと思います。男性たちを連れてい

あのように苦労させるのだろう」と思ったの

って海洋教会を指導するのですが、男性が

です。しかし、そのようなことに勝つことが

「船に乗らない」と言えば、ほっぺたをひっ

できなければ脱落するのです。世界の頂上に

ぱたきなさいというのです。男性が「行かな

上がっていくことができないので、そのよう

い」と言えば、女性を船長にしてそのように

にするのです。

するつもりです。

皆さんを訓練させるのです。ここで先生を

二) 南米を中心とした海洋摂理
(1)ジャルジンの新エデン建設

追い越すことができる者は何人いますか。そ
れは過激な重労働と同じです。重労働の中で
も、そのような重労働はありません。一日中
立って釣りをするのです。十日間座ってはい

ジャルジンはどれほど不便な所でしょうか。
二度と行きたくないジャルジンを、どこのい
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かなる場所よりももっと慕い、行きたくて泣

タ）」、そのような意味にもなります。サタ

き、月を見ながらも慕わなければならず、太

ンが人類先祖の位置に入ったので「ジャルジ

陽を見ながらも慕わなければなりません。そ

ン」です。エデンの園で堕落の位置に入った

のようにして、その太陽の支配下にある生命

人類先祖をサタンが「パンタナール」、すな

体とあらゆる万物を見て、自らの心情を吐露

わち「お前を売る（ノルゥル、パンタ）」と

し、恨の神様の祭物的な条件となることをす

いうことです。お前を売って「サロブラ」で

べて心で洗ってしまわなければなりません。

す。これは「生かしてみろ（サルリョバ

ジャルジンは源焦地です。創造物自体が一

ラ）」ということです。「サロブラ」は「復

つの博物館のように総合的に集まっている源

活しよう」という意味です。韓国語にすれば、

焦地です。それゆえに焦点地域です。万物創

そのような意味が入っています。

造の焦点です。その源焦物が生息している所
に行き、三年以上血の汗を流さなければなり

ブラジルで最も良い水は黄土水です。黄土

ません。三年間労働をしなければなりません。

水の流れる川を、黄金の川といいます。一方、

なぜでしょうか。祖国光復のためにです。水

澄んだ水の流れる川を水晶、銀の川といいま

の中でそれをするのです。水は世の中を象徴

す。そのような二種類の川が合流する三角地

しているので、水の中に天国を建設しなけれ

帯に、私たちは土地を買ってジャルジン基地

ばなりません。真の御父母様が立てたように

をつくりました。

皆さんがそれをしなければなりません。
ここで養魚場をしても、とても良いのです。
人間の堕落によって破壊されたものを早く

パラグアイでも、電気が余って困っているく

復帰して管理し、昔絶滅した種をここから再

らいなのです。湖のような所の温度を調節す

び世界に拡大させなければなりません。ゆえ

れば、南方の魚でも、北方でいくらでも養殖

に、新しい博物館を造らなければなりません。

をすることができます。

鳥も千五百種類の鳥がいます。その博物館を

ジャルジンを中心として、このミランダに

造り、また昆虫博物館を造らなければなりま

生息している魚を北方地帯にもっていき、そ

せん。それを造っておけば、そこは摂理のみ

こでそのまま温度を調節して棲ませれば、南

旨の中で登場した所なので、世界中の人々が

方の人も来て見物し、北方の人も来て見物す

息子、娘の教育場所として訪問するようにな

るようになっているのです。「私はアラスカ

るのです。神様が造られたものを見て喜ぶこ

だけが良い」と言うのは南方では落第です。

とができる環境をつくるために、ジャルジン

「アラスカも良いが南方も良い」と言ってこ

を開発するのです。ジャルジンはエデンです。

そ合格です。「朝はアラスカで生活し、夕方

その場所を通じて多くの人々が「再臨主が来

は南米で生活しなさい」と言う時、一生の間

られる」と言ったのです。

そのように暮らすことができ、また「それ以
上でもします」と言う人は、アラスカや南方

「ジャルジン」という言葉は何でしょうか。

世界をすべて統治する主人になることができ

堕落の「位置に入った（ジャリエ、ドゥロッ
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ます。神様はそのような人に会いたいと思っ

すが、その泥水の渦の中に澄んだ水がためら

ていらっしゃるのです。

うこともなく巻かれていくのです。自らの姿
勢を備え、泥水と和合してその色も変わって

イグアスの滝は一つですが、観光地として

いくのですが、流れ流れて日がたてばたつほ

それ以上に良い所はありません。水泳もでき

ど、再び自らの光りを取り戻して、澄んでい

ます。そこにはドラドもいるし、魚もたくさ

くことができる力をもっているのです。

んいます。そうでなくても、釣りをすれば魚
がよく食いついてくるのです。ですから、餌

水はいくら汚れていても水平を取ることが

をあげれば飛ぶように集まってきて捕まえる

できます。人も水平を取ることができなけれ

ことができます。子供たちが一度来れば「こ

ばなりません。私がここジャルジンに来たか

こで暮らそう」と言って大騒ぎになるでしょ

らといって、ブラジルとは関係ありません。

う。周囲の人々が「レバレンド・ムーンはな

ここには五色人種が生活していますが、言葉

ぜジャルジンに関心があるのか」と言いなが

が通じなくても私は別の種とは思いません。

らも、来て見てみれば「いやあ！ ここは天

自分の親戚であり、自分の弟であり、みな六

国のようだ。州はそれも知らず……。ああ、

千年間離れて暮らしたのちに再び出会った

レバレンド・ムーンに奪われた！」とそのよ

人々です。ですから、言葉が通じない事情を

うに言っているのです。ですから、その州で

乗り越え、習慣と風習が通じなくても自然の

は私を援助せざるを得ないのです。

中で懐かしがり、受け入れているのです。

ジャルジンの農場では、たくさんの種類の

今後、この場所は貴い場所になることでし

おうむを飼っています。おうむも自然の人々

ょう。パンタナールは先生が訪ねてきて、こ

と一緒に暮らすことができるし、だちょうも

のようなことをしている所です。それくらい

餌をあげれば、どんどん寄ってくるのです。

ここは貴い場所なので、この地をすべて私た

人に慣れて、人が行って餌をあげても逃げて

ちが買わなければならないと思っています。

いきません。神様が創造されてそれを見て喜

サロブラも、ジャルジンの地もすべて買おう

んだように、アダムのように遊んだ世界をつ

と思っています。ここを中心として連結する

くってみようというのです。今、その仕事を

ことができるものがパンタナールです。パン

しているのです。

タナールを連結するのです。今後、ここは世
界的な観光の名所になります。霊界と肉界が

先生は水を愛しています。水はすべての生

連合できる内容をここで決定するのです。水

命の根源です。水はすべてのものを抱いて消

陸、すなわち水と陸地が連結する場所です。

化します。ジャルジンにはミランダ川とラプ

おもしろいのは水の上に草があるのです。こ

ラタ川がありますが、その二つは陰陽です。

のような水と陸地が連結しているこの場所に

ラプラタ川は澄んだ水ですが、ミランダ川は

おいて、すべてのことを決定し、摂理を成し

泥水です。きのうも見ると、泥水があれば、

遂げていくのです。

人の世であれば逃げていってしまうところで
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統一教会にはジャルジン宣言があります。
第二次四十年路程を発表したのです。エデン

カ都市の大部分には中学、高校の施設を造る
つもりです。

復帰です。エデンに帰ってきたのです。エデ

今、このジャルジン本部では、小学校から

ンに帰っていって神様の絶対信仰、絶対愛、

中学、高校、大学までのシステムをもって、

絶対服従の平衡基準に立たなければなりませ

その地方の優秀な人々を教育して、今後全国

ん。それで、ジャルジンで「絶対信仰、絶対

に広げることができるすべての準備を整える

愛、絶対服従」の宣布をしたのです。それを

のです。それゆえに、ここには二千五百名以

宣布することによって堕落のなかった万物全

上が収容できるようになり、講堂は一万名ま

体、すなわち絶対信仰、絶対愛、絶対服従の

で入ることができるように造っています。今

上に造られたこの世界をすべて管理し、同一

後、ここはこの州の三十三カ都市のすべての

圏において接触することができるようになる

和動の主体になるはずです。政府にはそのよ

のです。

うなことはできません。

それで、先生はジャルジンで教育をしてい
るのです。祝福を受けた家庭は縦的には上が

ジャルジンの教育計画は、水産事業と山林、

ってきましたが、横的には基準に立っていま

そして農業方法、それから工業方法に関する

せん。ですから、今からは横的基準において

ものです。その全般的なことが分かるので、

神様と共に暮らすことができる家庭をつくら

各市を中心として、ここが本部のような仕事

なければなりません。そのために、世界平和

をするのです。ジャルジンに建てたものと同

に向けた理想家庭教育センターをつくって、

じものを拡大し、そのようなシステムをもっ

今まで祝福を受けた家庭をジャルジンで新た

て単科大学を中心として総合大学を造る計画

に教育してきているのです。神様の絶対栄光

をもっています。

の家庭に同参できる内容を、再び訓練し直さ

また、本当におもしろいのです。ウルグア

なければなりません。それがジャルジン家庭

イも三十三名の独立軍があり、韓国にも三・

訓練です。

一独立運動の有功者が三十三名いました。ま
た、南米の国は、三十三カ国です。本当に不

ジャルジンで小学校から中学、高校まで造

思議なのは、このジャルジンがある州には三

ろうとすれば八つの教室が必要ですが、十二

十三の市があるのです。それは摂理的です。

教室になる小学校、中学、高校を建てるプロ

三十三名を中心として摂理していくすべて

グラムを組みました。ジャルジンに、二千名

の内容が、そのように完全に自動的に一致し

以上の人々がいつでも生活することができる

たということは摂理的です。ですから、ジャ

基盤を築くのです。講堂を中心として血と汗

ルジンには「東洋人が来てジャルジンで拠点

をもって教育基盤を準備するのです。そこに

を構え、その名前が知れわたるようになれば、

小学校から中学、高校、そして大学まで建て

その方が来られるメシヤだ」という預言があ

る準備をしています。小学校から本格的に出

ります。インディアンたちが既に知っていた

発するのです。ジャルジンを中心として周辺

のです。「ジャルジンに韓国人が来て、思想

には三十三の都市がありますが、その三十三

的にすべてのことを革新する運動を行えば、
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その方がメシヤだ！」。それを知っているの

ス、イタリア、ドイツ、アメリカ、日本など、

です。インディアン全体が巻き込まれてくる

先進国家が研究して失敗したものを私たちが

傾向を見せているのです。

開発して成功しました。全世界がパウダーを
作り、食糧を補給する道を解決しようという

本当に、神様が生きていらっしゃるという

のです。輸送が問題ですが、国連と赤十字社

ことを実感します。韓国の独立万歳運動の指

が「我々と共に世界の難民を救いましょ

導者は三十三名でした。韓国の裏側がウルグ

う！」と言っているのです。それで、ジャル

アイですが、そのウルグアイの独立軍も三十

ジンの四百キロ以内の農村に豆を植え、とう

三名です。南米の国も三十三カ国だし、今私

もろこしを植え、マンジョーカを植え、いか

はジャルジンに来て仕事をしていますが、そ

なる穀物でも植えるのです。そして、収穫さ

こも都市が三十三です。本当に不思議です。

れたものをすべて粉にして二十倍に拡大した

その周辺にある主要都市が三十三カ都市です。

食糧を作り、それで難民を救ってあげるので

これは本当に不思議です。

す。
それでは、魚はどこで獲るのでしょうか。

私は、ジャルジンから四百キロ内外の場所

魚の粉はどこで作るのですか。ここには川が

を中心として、そこにどのような魚が棲んで

たくさんあります。湖をつくり、釣り場をつ

いるのかを調査しました。蚊に刺されながら

くって魚を釣るのです。これを私たちがすべ

調査したのです。お金が必要だから、そのよ

て買ってあげるのです。ぴちぴち跳ねている

うなことをするのでしょうか。名誉が必要だ

魚が十分以内で粉になって出てきます。です

からでしょうか。政治的背景が必要だからで

から、これはジャルジンで歓迎できる内容で

しょうか。死んでいく人を助けてあげるため

すか、歓迎できない内容ですか。

です。彼らは兄弟です。私がこのような考え
をもたなければ、誰が万民を救ってあげるの

第三世界の難民は、レバレンド・ムーンが

ですか。どこの政治家や、どこの国の主権が

自分たちを生かすために苦労しているという

そのようなことを考えますか。このような基

ことを知っています。うわさが立ったので知

盤をもって、私はその地ですべての原資材を

っているのです。魚でフィッシュ・パウダー

掘って輸出するのです。彼らがしようと思っ

を作り、それをするためにジャルジンに農場

ているとおりにしてあげるのです。工場が必

をつくって、粉工場を造るための準備をして

要ならば、工場を造ってあげるでしょうし、

いるということをすべての人が知っているの

「何かが必要だ」と言えば、それを援助して

です。

あげるのです。私はそのような実力をもった

今後、全世界の人々が統一教会の信者にな
ることを考えたとき、その人々がジャルジン

人です。

を訪ねてくるでしょうか、来ないでしょうか。
ジャルジンで四百キロメートルの土地を取

先生の行った場所、名のある場所はすべて訪

得すれば、フィッシュ・パウダー（fish

ねていこうとするのです。そこが聖地になる

powder：魚粉）工場を建てるのです。フラン

のです。魚を養殖して人類を生かすために苦
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労したその公的な基盤を中心として、万民が

す。そして、五色人種が共に暮らすのです。

口をそろえて称賛し、足を速めて「天国を建

郷土を開発すれば、プラスが相対を再創造す

設しよう！」という喚声が世界に響きわたる

る役事が起きるのです。関心がありますか。

のです。

そのようにすれば、本当に良いでしょう。そ
こで釣りもして、ハンティングもして、世界

ブラジルやウルグアイには、牧場をつくっ

的なことを準備しているのです。

て自給自足することができる豊富な内容があ
ります。アフリカで果物の農業をする人にも、

広大な草原地帯に無数の果物があり、無数

ここで模範的農場をつくり、木を植えてあり

の鳥がいて、無数の動物がいます。ありとあ

とあらゆることをして教育しようと思ってい

らゆる動物がいます。釣り糸を垂れれば、水

ます。それで、彼らが帰っていく時には、三

のある所には魚がいくらでもいます。女性が

百頭の牛を与え、その国で牧場を寄付しても

夕食を作る時、おかずがなければ、川の流れ

らうようにしてから送り出そうと思っていま

ている裏口の外で釣りをして、その釣った魚

す。それは百六十カ国で競争するようになっ

をてんぷらにすることもできます。ブラジル

ています。ここで育てた子牛をもって行くの

は、そのような国です。世界にそのような所

です。お金は使えばなくなりますが、牛は使

はありません。そこしかありません。投網を

えば使うほどどんどん増えていきます。皆さ

一度投げれば、ひとかますもの魚がかかって

んも今はみなかわいそうに暮らしている人々

くるのです。

ですが、世界的な牧場の主人になり、農場の
主人になり、また、水産業もでき、釣りもし

今後、牧場と合わせて養魚場もつくり、猟

て、どこでも楽しむことができる世界版図が

場もつくるのです。春になれば数多くの魚が

完全にできるのです。

川を上がってきます。ここにミランダ川があ
りますが、この川を中心として運河を掘るの

私たちがここに来た時、千ヘクタールの土

です。そのようにすれば、この川は十個以上

地が七十万ドルでした。その七十万ドルで、

の川と同じ面積になりますが、これをせき止

七百頭の牛までくれたのです。そのような所

めて、春になってここに入ってくる魚を帰る

がパラグアイです。そこでは鶏も飼っていま

ことができないようにすれば、春夏秋冬、季

す。そこにはトラクターなどの農作業に必要

節を超越した釣り場にすることができるので

な器具がすべてあります。理想的な故郷や国

す。ここでは季節を超越して養殖をすること

をつくることができるように私がコーチをし

ができます。そのようになれば、魚を養殖し

ようと思っています。皆さんがもっている土

て釣り場に供給できる世界的な場所になるの

地を売り、その費用で私がここを買うのです

です。私が関心をもっていることは、パンタ

が、皆さんにここの土地をそのままあげるの

ナールに棲む三千六百種類の魚を捕まえて養

です。すべて開発し、飢え死にすることはあ

殖場で養殖し、三千六百箇所の釣り場をつく

りません。その農場の中に幼稚園を造り、中

ることです。その魚を養殖する方法を開発し

学、高校を造り、大学まで造ることができま
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て、世界の各地にこれと同じ場所をつくって

日本の二倍もある湖がパンタナールです。
パンタナールには三千六百種類の魚がいます。

広げていくのです。

三千六百種類の魚がそこに棲んでいるのです。
アメリカが上にあり南米が下にあるとすれ

それならば、そこの水温や、立地条件や、環

ば、上にあるアメリカが嫌っている南米、そ

境など、それらのすべてが同じ条件の湖は、

の南米の中でもアメリカが最も嫌っているブ

世界的にどれほどたくさんあるでしょうか。

ラジル、そしてブラジルの中でも最も嫌って

そのような水がどれほどたくさんあるでしょ

いる山奥に私が行ったのです。私はジャルジ

うか。これを分科別に研究して、養殖ができ

ンという所に行って蚊に食われながら鳥を友

る所をつくるのです。そのようにすれば、世

とし、蛇とも友達になり、魚を友として暮ら

界的にできるのです。

しているのです。教主がはだしになって歩き
回っているのです。皆さんが見れば「あれは

パンタナールには、神様が創造された原初

私たち統一教会の先生ではない」と言うよう

的な自然がそのままたくさん残されています。

な生活をしています。「彼は本当に農夫か漁

ほかの場所は、種の基準が残らずに絶滅して

夫だ」と言われるような生活をしているので

いる所が多いのですが、唯一残っている所が

す。アメリカで二十四年の間に築き上げた基

パンタナールを中心としたこの地域と、アマ

盤を、一年六カ月間で一度にさーっと築き上

ゾンの流域です。自然の存在がそのまま残さ

げたのです。

れていて、神様が創造した原初的なすべての
万物が集約している場所です。どうして私が

ブリッジポート大学と鮮文大を造り、今は

ここに来たのでしょうか。私だけが来たので

南米に大学を造っています。ジャルジンに大

はありません。神様が共に来られて歴史的に

学を造っています。幼稚園から中学、高校、

犠牲になったすべての万物を愛するのです。

大学まで造っています。大学に行くことがで

ノアの時代に、魚は審判を受けませんでした。

きるようにすべて準備しています。今後、そ

審判を受けなかった魚と因縁を結ぶことによ

こを通過しなければなりません。

って、万物が蕩減して戻ることができる道を

この世の大学は必要ありません。そこに行

築こうとパンタナールに来たのです。神様が

って何をするのですか。それは、すべてがら

造った万物を愛さなければなりません。先生

くたです。ホモ、レズビアンのような道徳的

にはこれを保護する責任があります。種をも

根本を破壊する砦になっているのです。神様

っと繁殖させなければなりません。神様が創

の怨讐の基地です。軍隊基地と同じようにサ

造した時よりも、種を絶滅させてはいけない

タンの基地となっているのです。そこからす

のです。

べての影響を及ぼしています。それはサタン
の場所です。それを壊さなければなりません。
彼らは「神様が死んだ」と言ったのです。

パンタナールには草や魚の種類がたくさん
あります。魚の種類も三千六百種です。アマ
ゾン川には三千種がいますが、パンタナール

(2)パンタナール聖地

には三千六百種がいます。その種類を考えて
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みてください。ですから、草や穀物や木など、

種に増える。三百六十種は何年で終わる。三

万物には数多くの種類があるのですが、神様

千六百種は何年で終わる」と宣伝してみてく

は洪吉童（注：李朝時代に、魔法を使って金

ださい。魚に関心のある人はここに来るでし

持ちから財を奪い貧民に分け与えたという小

ょうか、来ないでしょうか。

説の主人公）のように「このようになれ」と
言ってそれらを造ったのではありません。す

パンタナールのような所には魚がどれほど

べて考えがあって造ったのです。構造的なす

多いか分かりません。何かを投げると、いつ

べての内容が自然世界の法度と気候の条件に

の間にかきれいになくなっているのです。稲

合うように、それに合わせて造ったのです。

妻のように素早くきれいに片づけてしまうの
です。汚いものでも、いつきれいにしたのか

パンタナールは、動物や植物など、本来神

分からないうちに、きれいになっているので

様が創造された原初的な宝庫となる場所です。

す。様々な種類、ありとあらゆるものがいま

私は、それを守って保護するための世界的な

すが、種類によって食べるものが異なります。

運動を起こしています。協助しますか、しま

そのようなものが混ざり合って、休むことな

せんか。エバゆえに堕落しました。ゆえに、

く海の清掃作業をしているのです。食べると

日本の国家メシヤをパンタナールの先頭に立

いう行為自体が清掃作業だということを知ら

たせ、すべてのことを進行するように命令を

なければなりません。

しました。それは有り難いことですか、それ

彼らは自分の目的のために生きているので

とも悪いことですか。子供は、母の肉を売っ

はなく、環境を整理しながら、周辺をすべて

たとしても育てなければなりません。植物や

きれいにしながら、互いに助け合いながら生

動物を育てることができるように後援をしな

きているのです。それが自然協助体制です。

ければなりません。日本がこのように世界の

また、パンタナールにはブレオクチャムとい

地に血統を連結させれば、そこは自然に日本

う草があります。その草の葉っぱの裏を見る

の所有になるのです。

と、それをかじって食べる虫がたくさんつい
ています。その虫は、すべて魚の餌です。そ

アマゾン流域、パンタナールの奥地には三

の虫がいれば葉っぱをすべてかじって食べて

千六百種がいます。三千六百種ですが、そこ

しまうのですが、それを捕って食べる魚がい

には神様の創造された本然的なすべての創造

るので、その草が生存できるのです。

物が残されています。アマゾン流域がそうで
あり、パラグアイ川の流域がそうです。三千

スルビ。スルビとは何かというと、海にい

六百種を中心として、そこに養殖場をつくる

るなまずのような魚です。一番底に棲んでい

のです。魚に関心のある人は「来るな」と言

る魚です。そして、ボガは水が流れている所

っても来るようになっています。私たちの新

を好みます。ドラドも水の流れが速い場所に

聞社があるので、そこで「三千六百種を育て

棲んでいる魚です。このボガは釣りの餌を入

ている養殖場だ」と書いて評判を立てるので

れれば、餌だけ食べていなくなってしまいま

す。「三十六種になった。もうすぐ三百六十

す。ドラドは餌に食いつけば離れることがで
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きません。しかしボガは、ぱっとやるとその

パンタナールに行けば、そのようなものを

まま食べてしまいます。ですから、このボガ

たくさん見るはずです。パクがわにの子を捕

は釣りやすい魚ですか、釣りにくい魚ですか。

って食べることもあります。そして、捕って

（釣りにくい魚です）。皆さんに釣りにくい

食べる時「やいっ、お前は腹の中に糞をもっ

ものから教えてあげなければなりませんか、

ているだろう？」と言いながら食べたりはし

それとも釣りやすいものから教えてあげなけ

ません。虫を捕って食べる時、その虫の羽に

ればなりませんか。スルビを釣ろうとすれば、

は糞がついています。人糞や犬の糞など、汚

夜釣らなければなりません。

いものがすべてくっついているのです。しか
し、それをすべて洗い落としてから食べるの

草食性の魚がいます。このドラドは、ドラ

ですか、それとも丸ごとのみ込むのですか。

ドドラド（回っても回っても）どこに行って

丸ごとのみ込むことができない人は、天下を

も勇猛です。こいつが餌を食べるとひゅっと

統一することはできません。丸ごと食べるこ

出てきます。五人が船から釣り糸を遠くに投

とができなければなりません。良いものも食

げた場合、こいつが動けば、どの釣り竿か区

べるし、悪いものも食べることができなけれ

別できません。誰の釣り糸にかかったのか分

ばならないのです。堕落した人間は、悪いも

からないのです。「誰のだ、誰のだ」と言っ

のは投げ捨てて良いものだけを食べようとす

て、すっと自分の竿を振り返ると「あっ、自

るでしょう？ 愛はそうではありません。愛

分のだ！」。このように驚くのです。三度、

は地獄まで中に入れて消化するのです。

四度、五度、六度、徹底してするのです。そ
の味が、またとても良いのです。夕日の光、

パンタナールの魚は、大きい魚が小さい魚

その黄金に光る魚、そのまばゆい光景という

をのみ込みます。大便があり、小便があり、

ものは、ドラドを釣る所以外では決して味わ

内臓があり、汚物があるのですが、それをそ

うことができない光景です。人として生まれ

のまま丸ごとのみ込んでしまうのです。頭も、

れば、一度は味わってみるだけの価値をもつ、

臭いのするしっぽの箇所も、すべて丸ごとの

趣のある光景です。そのような光景を自ら迎

み込んでしまうのです。「そのように丸ごと

えてみたいと思うのが人情です。

のみ込む者が解放圏の世界における王子では
ないか」。そのように思うのです。

パンタナールは、海と陸地、水と植物が共
に暮らしている所です。本当に不思議です。

パンタナールに行って「丸ごとのみ込もう。

パンタナールを中心としてアマゾン川の流域

丸ごとのみ込もう！」。魚の世界に行って丸

には、創造本然の生物がすべて残っています。

ごとのみ込もうというのです。それで、この

創造以後、被害を受けることなく自然に生息

地において、丸ごとのみ込むことができる教

しながら種別の鎖がそのままつながってきて

育をしているのです。自分の一族、家庭、先

いるのです。ですから、パンタナールは世界

祖、親族を丸ごとのみ込むことができない弱

の聖地になるのです。

者になってはいけません。強者にならなけれ
ばなりません。
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パンタナールに行ってみてください。そこ

ません。のみ込むのです。パンタナールの魚

では、少しだけ大きければ、小さいものをす

世界では、大きいものが小さいものをのみ込

べてのみ込んでしまいます。さめの子も、た

んでしまいます。そこに何かの汚いものがあ

らより小さければ、それにぺろっとのみ込ま

ろうとなかろうと関係なく、すべてのみ込む

れてしまいます。躊躇しません。自分より小

のです。内臓の糞だろうと何だろうと丸ごと

さければ、どんなものでもすべてのみ込んで

のみ込んでしまうのです。

しまいます。それは素晴らしいことでしょ
う？ 大きい種類が小さい種類だけのみ込ん

パンタナール精神とは何かというと、のみ

でしまえば、小さいものが「神様、なぜ私た

込んでしまうことです。食べる時、糞がつい

ちは食べられてばかりいるのでしょうか」と

ていようと菌がついていようと気にしません。

言って神様に抗議することでしょう。しかし、

菌がついているからといって、それを取って

水からすべての天地を創造される時、大きい

きれいに洗って食べたりしますか。そのよう

ものも小さいものも、どのような種類でも、

なことをすれば食べる物がありません。逃げ

少しだけ大きければすべてのみ込んでしまう

ていってしまわなければなりません。糞どこ

ことができるようにしたのです。ゆえに、自

ろか毒薬を食べたとしても、それが自分の腹

分も大きくなれば小さいものを捕って食べる

に入っていけば「体と一つになって体は死ん

ことができるので、不平を言わないのです。

だとしても、私は消化することができる」と
いう精神をもたなければなりません。それが

丸ごとのみ込む関係世界がパンタナールで
す。「パンタナール」とは何かというと「ナ

偉大なことです。
昆虫を殺すことができる毒薬を食べたとし

ルゥル、パンタ（私を売る）」、すなわち

ても、また毒薬を食べた魚を食べたとしても

「売ってしまう」ということです。目的のた

「私は毒薬を消化することができる」という

めには関係ないということです。ゆえに、パ

精神をもたなければなりません。パンタナー

ンタナール精神とは、良いものも悪いものも

ルを中心として、そのようなことをするので

そのままのみ込んで消化し、自分が生きるこ

す。宇宙的メシヤである神様、そして世界的

とができるように影響を及ぼしながら、互い

メシヤである再臨主、国家的メシヤであるそ

に大きくなっていくことです。神様のみ旨と

の国のアベルの王、氏族的メシヤであるアベ

は、サタン世界も善の世界もそのままのみ込

ル氏族の王、家庭的メシヤであるアベル家庭

んでしまうことではありませんか。

の王、これがアダムの理想圏です。
それで、このすべて、すなわち神様、再臨

神様が人間を堕落のなかった世界に回復さ

主、国家メシヤ、氏族的メシヤ、家庭的メシ

せるということは必然的なことです。神様は、

ヤがいるのですが、ここで氏族的メシヤが病

堕落のなかった完成したアダム世界のために、

気になれば家庭的に代わって立つことができ、

すべての怨讐を収拾しなければなりません。

国家的メシヤが病気になれば代わって立つこ

そこには怨讐がありません。すべてが兄弟で

とができ、世界的メシヤが病気になれば代わ

あり、一つの家庭であるという概念しかあり

って立つことができるのです。神様が病気に
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なるはずはありませんが、病気になれば代わ

タナールを保存しているのです。日本人は、

って立つことができるすべてのものを備えて

そのことを知らないでしょう？ 先生は、万

おいてこそ、主体と対象が循環運動をするこ

物の嘆息圏を解放するために万物を愛してい

とができる相対圏をもつのです。

るのです。ローマ人への手紙の第八章を見れ
ば「被造物全体が、今に至るまで、共にうめ

先生がパンタナールを好きなのは、パンタ

き共に産みの苦しみを続けている」と書かれ

ナールにはあらゆる魚が棲んでいるからです。

ています。万物のその嘆息圏は、人類の嘆息

そこで学んだこととは何でしょうか。パンタ

圏です。人類の嘆息圏とは何でしょうか。神

ナールで一つ学んだことは、すべてのもの、

様を中心として祝福を受けられなかったこと

すなわちこれものみ込み、あれものみ込むと

以上の嘆息はありません。

いうことです。例えば、わにがいるとすれば、
大きいわには人をのみ込んでしまいます。そ

ニューヨークやワシントンＤ・Ｃのような

して、パラグアイには、そのわにを捕って食

文明をすべて壊してしまわなければなりませ

べる二十五メートルにもなる蛇がいます。箸

ん。そして、原始時代に帰っていかなければ

で豆をつまんで食べるように、人一人をのみ

なりません。自然に帰るのです。それで、先

込んでしまう蛇がいるのです。その蛇にも、

生は自然に帰り、パンタナールで自然を愛し

小さなものから大きいものまですべているは

ながら暮らしているのです。

ずです。そのようなものが至る所に棲んでい

大洋はきれいな場所です。そこは、どれほ
ど水が澄んでいるでしょうか。きれいな水、

ます。
見てみると、それらはすべて丸ごとのみ込
むのです。小さい魚も、自分よりも小さけれ

きれいな空気があります。きれいな自然があ
ります。どれほど良いでしょうか。

ば、それがたとえ鯨の子であったとしてもの
み込むのです。口に入っていくものはすべて

み旨を知ったその日から霊界を愛し、人類

のみ込んでしまいます。素晴らしいことでは

を愛しました。人類を愛するにおいては、自

ありませんか。文総裁も口の中に入ってきさ

分の家庭や自分の国以上に愛さなければなり

えすれば何だろうとのみ込む専門家にならな

ません。人類を愛し、その次には万物を愛さ

ければなりません。それを一つ学びました。

なければなりません。この陸地にあるすべて

ここで生きようとすれば、のみ込めなければ

の物を愛し、その次には水中の世界を愛さな

生きていくことができません。ほこりを払い、

ければなりません。再創造過程です。神様の

汚れたものを払ったりする女性たちは生きて

愛から人類を連結し、人類の愛から地球星を

いくことはできません。

連結し、地球星を連結して水の世界まで連結
しなければなりません。パンタナールを中心

パンタナールでは、日本人のお金の十分の
一、百分の一、一万分の一だけで暮らすこと

として、先生があらゆる精誠を尽くすのはそ
のためです。

ができます。日本のために、すなわち島国の
人々が万物をもつことができるようにとパン
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私はこのパンタナールを忘れることができ

ゆえに、今回パンタナールで国家メシヤを

ません。ここは、霊界の相軒氏を通じて、朴

教育したのも、その背後の国々に対してあら

マリヤ家庭に対する神様の願いを受けて深刻

かじめ宣伝しようということでした。今回の

になった場所です。どうして神様がそのよう

大会や、今までになされたすべてのものを中

になったのかというのです。悔しくて恨めし

心として環境保護要員となり、早くその百八

いのです。そのようなことを考えれば、はら

十箇所に警戒所をつくらなければなりません。

わたが煮えくり返って骨がしみ出てこなけれ

その次にはそこに関心のある学者を中心とし

ばなりません。

て、世界各国の大学総長たちを中心として動
かすのです。このようにして彼らが動くよう

私がパンタナールに来て、今までにしたこ

になれば、その国の幹部要員や、どこの行政

ととは何でしょうか。「統一教会の食口、南

部署においても、その中心人脈を動かすこと

北にいる人々は来なさい」と言ったのです。

ができるのです。

祝福家庭はすべて行かなければなりません。
ありとあらゆる口実を並べ立てますが、お金

パンタナールがもっている水の世界と関係

がなくて飛行機に乗ることができなければ、

しているものがフィッシュ・パウダー（fish

歩いて来なさい。父親が病気になれば、その

powder：魚粉）です。今までは、魚を釣って

妻と息子が背負ってでも来るのです。そのよ

も食糧にできませんでした。しかし、先生を

うにして非常な苦労をしながら行ったからと

中心としてコディアックで研究したことは、

いって「ああ、滅びる！」と言いますか。

魚を食糧資源化することです。イギリスや日

「ああ、もう駄目だ。みんな死のう！」と言

本をはじめとして、ソ連やドイツなどの先進

いますか。そのようにして帰ろうとするので

国がいかにしてフィッシュ・パウダーを食糧

す。そのように、行く道が大変だったならば、

にするかという問題を中心として競って研究

帰る道はもっと大変になるのです。ですから、

しましたが、すべて失敗しました。すべて手

行くことを嫌がる人は、帰っていく時には百

を引いてしまったのです。

発百中落伍者になるのです。それは理論的で
韓国から見れば、パンタナールは極と極で

す。

す。日本から見るときもそうです。パンタナ
結論的に、パンタナールの影響は、今後世

ールは地球の果てです。そこには源焦聖地が

界の歴史においても大きな問題になるはずで

あり、根源聖地があり、勝利聖地があります。

す。これをどのように定着させるかというこ

これはとても大きなことです。根源聖地は、

とが問題です。戦場になる可能性があります。

パンタナールにあるホテルに設置されている

人類が誤れば、滅亡の淵に入っていく可能性

のですが、そこは、水があろうと何があろう

をもっている危険な場所なのです。どのよう

と何の問題もありません。水上宮殿が造られ

なことをしてでも、ここの整地作業をしなけ

ているのです。

ればなりません。
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パンタナールに聖地ができれば、統一教会

母の周りを父が回るのですか、それとも父の

の教会員は訪ねていかなければなりません。

周りを母が回るのですか。父の周りを母が回

家庭を率いて訪ねていかなければならず、ま

るのです。聖地を守り、聖地の名をより高め

た天国に向かうことができる出発の起源地と

ることは、日本が国家的にしなければなりま

なっているので、自分の一族全体が訪ねてい

せん。それで、すべてのパンタナールの管理

かなければなりません。自分の一族を連れて

は、日本の国家メシヤが責任を負っているの

いき、先祖が統一教会で祝福を受けた日を記

です。

念するのです。そして、自分たちによって未
来の後孫と天上の先祖と自分の国の民にまで

先生は、パンタナールでどれほど多くの蚊

天の祝福の因縁が続くように精誠を尽くさな

と闘ったことか、体には蚊に食われた跡でい

ければなりません。それが、祝福を受けた家

っぱいです。蚊の世界では「誰が真の父母の

庭が地上天国を完了する時まで続けなければ

血を味わうかを競争しよう！」と言っている

ならない義務です。そのような観点から、自

のです。それで、蚊が最も多く私に飛んでく

分の生活を再度批判しなければなりません。

るのだと思っているのです。釣り糸を垂らし

批判しなければ行くことはできません。そし

ても、大きな魚は私の釣り糸に先に食いつい

て、すべてのものは真の御父母様が責任を負

てくるのです。多くの魚が食いつくようにな

わなければなりません。

っています。不思議です。神様も「ミステリ
ーだ」と言うのです。

パンタナールは焦点、根本です。根源地に
(3)動物博物館

なります。ゆえに、統一教会の家庭は、四年
に一度ずつ訪ねてこなければなりません。大
移動できる準備をしておかなければなりませ

人間には、神様が創造された種の絶滅を防

ん。今でも観光客が三倍、五倍と増えてきて

止すべき責任があります。今まで、人間はい

います。パンタナール大会をしたので世界的

かに多くの種を絶滅させたことでしょうか。

に有名になりました。もう二回、三回もすれ

パンタナールには魚だけでも三千六百種類が

ば、大変なものになることでしょう。ゆえに、

います。ゆえに、それらが常に繁殖すること

来年までに先生が計画したとおりに土地を買

ができるように、世界で土質の同じ場所に養

わなければ、その土地の値は十倍以上に跳ね

殖場をつくって永遠に絶滅しないようにする

上がるのです。

のです。そのようなことを中心として仕事を

人間は、たとえどれほど苦労をしたとして
も、世界から永遠に称賛を受けることができ

するのです。今、そのような膨大なことを始
めようとしています。

る聖地を準備しておかなければなりません。
そうすれば、その努力の結果が現れるのです。

三千六百種類の魚の養殖場をつくれば、皆

ゆえに、その努力を誰が最初に始めるかとい

さんの息子、娘がその中の一つを中心として

うことが問題です。父から始めるべきですか、

研究したとしても、三千六百種類の博士が生

母から始めるべきですか。父が立ち上がれば、

まれるのです。ゆえに皆さんは、そのように
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後孫が出世することができる準備をしている

土地の高度によって気温が異なります。同

ことを有り難く思わなければなりません。博

様に、海に棲んでいる魚も、水の温度によっ

士論文を書けば、三千六百名の博士が出てく

てそこに棲む種類が異なります。川の魚も、

るのです。その仕事は、休まずに続けなけれ

自分たちの棲んでいる温度に相当する地域を

ばなりませんか、それとも続けてはいけませ

訪ねていってそこで生息し、卵を産むのです。

んか。それはどうしてでしょうか。神様が万

ゆえに、地域が異なっていても、そこに温度

物をどれだけ愛して造られたのかということ

差がなければ同じ種類のものがいるのです。

を知りたいからです。

数多くの種類の魚がいます。パラグアイから
南米を縦に流れる川がありますが、その川の

先生は博物館を造ってあらゆる種類のもの

深い所は七十メートルから百メートルを越え

を展示しようと思っています。標本をつくっ

ます。ゆえに、大きな輸送船などがそこを上

て展示するのです。ここで見る自然に接触す

っていくことができるのです。

るのと同じ養殖場をつくるのです。動物を愛

その周辺の魚の多い所に、小さな川が連結

することができる表示として、村で博物館を

しています。私たちは、そのコーナーに冷凍

造る運動を展開するのです。それで、その種

工場を造って、捕まえた魚をすべてそこに貯

のものを最も多く集めた村が世界的な観光村

蔵するのです。そこで必要なものは電気です

になっていくのです。また、草と木の種も、

が、電気は無尽蔵にあります。現在、どこに

そのように集めて展示するのです。

も売ることができないでいる状態です。

船の下で数千種類の魚が遊んでいるのに、

魚をどんどん獲れば、なくなってしまいま

そこに関心が行きませんか。パンタナールだ

す。ですから、養殖をしなければなりません。

けでも三千六百種類の魚がいます。その三千

育てなければなりません。そして、南米のパ

六百種類の養殖場のビルを造れば、世界中の

ンタナールやアマゾン川流域に棲んでいる動

人々がその養殖博物館を訪ねてくるでしょう

物で動物園を造ろうと思っています。昆虫を

か、訪ねてこないでしょうか。小学生まで来

育てる都市が出てこなければなりません。昆

て、人の波ができるようになっているのです。

虫を育て、それを食べる鳥たちが飛んできて

アマゾン流域、パンタナールの奥地に三千六

食べることができるようにするのです。鳥の

百種類の魚がいます。神様が創造された三千

餌となる昆虫を育てる都市が出てこなければ

六百種の本然的な創造物が残っているのです。

なりません。昆虫がいなくて死ぬようになっ

アマゾン流域がそうで、パラグアイ川の流域

ているのです。昆虫を育てる町、鳥を育てる

がそうです。ですから、その三千六百種を中

町、動物を育てる町が出てこなければなりま

心として、そこに養殖場をつくるのです。そ

せん。

のようにすれば、魚に関心のある人は「来る
な」と言っても来るようになっているのです。

パンタナールには三千六百種類の魚がいま
す。韓国には何種類の魚がいますか。三十六
種にもなるでしょうか。そのようなものは相
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手にもなりません。では、今後この三千六百

三) 韓国を中心とした海洋摂理
(1)天勝号

種類の魚の養殖のために、都市ビルよりもも
っと大きな養殖場ができてこなければなりま
せん。魚の種類別にコンピューターで温度を

先生が海に対する関心をもったのは、一九

調節し、海洋の魚や淡水魚、寒帯地方の魚や

六〇年代からです。二十二年間、海洋産業を

熱帯地方の魚を養殖するのです。このように

してきました。一九六三年に天勝号を造り、

一つのビルの中で全世界の三千六百種の魚が

五大洋に出ていくことができるように劉孝敏

養殖されることを想像してみてください。都

氏と劉孝永氏に海で仕事をするようにさせた

市ビルなど問題ではありません。

のです。しかし、彼らは海を嫌いました。

アルゼンチンもブラジルも、山がたくさん

天勝号を造ったのが一九六三年です。劉孝

あって水がきれいなので、動植物を育てるの

永氏も船を嫌いました。水を嫌うのです。波

に適しています。一千三百メートルの高地ま

を嫌うのです。海で台風が吹けば、家のよう

で連結した山があるので、そこではどのよう

に大きな波を越えることを楽しいと思わなけ

な動物でも育てることができます。魚も育て

ればなりません。そのために死んだとしても

るのです。先生は、そこに関心をもっていま

いいというやり甲斐を、そこに感じることが

す。三千六百種類の魚を捕まえて展示場を造

できる男にならなければなりません。それな

り、入場券を高くして売るのです。博物館を

のに「水が怖い」と言って海を嫌いました。

造って観光地にするのです。そのようにすれ

もし、その時からアラスカに出ていったとす

ば、魚に関心をもっている人は、一度はここ

れば、世界的にどれほど大きく発展していた

に来てみないわけにはいかなくなります。魚

ことでしょうか。

が三千六百種類です。そのような博物館を造
先生は「ために生きる心」をもって神様の

ることを考えています。

ために生き、人類のために生き、世界のため
訪ねてくる人を教育するのです。そのよう

に生き、万物のために生きているのです。万

にしながら自然とともに暮らすことは、どれ

物まで解放したのでしょう？ それで、海の

ほど素晴らしいことでしょうか。現代文明の

ために生きているのです。一九六〇年代には、

都市生活と連結することができる村をつくる

韓国にあるすべての山に登りました。そして、

ために、このような膨大な地域に三千万種類

一九六三年からは船を造りました。それが天

の昆虫博物館を造ろうと思っています。昆虫

勝号です。この世に、船に「天勝号」とつけ

学者はみなここに来なければなりません。ま

る人がどこにいますか。それはすべて意味が

た、三千六百種類の魚を養殖できる養殖場を

あるのです。

つくろうと思っています。それから、鳥類園
も造り、植物園も造ろうと思っています。

天が勝利したという基準を立てるために、
今まで船を造ってきたのです。アメリカに来
てから船造りを始めたのではありません。一
九六三年から船造りを始め、今まで船に乗っ
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てきたのです。一九七三年、一九八三年、一

に移さなければなりません。世の中のすべて

九九三年、二十四年間船に乗ってきました。

のことがそうなのです。祝福をしてあげよう

朝から夜の十二時まで、ある時はアラスカで

とする時、受け入れ態勢ができていなければ

明け方の三時まで、昼でも夜でも船に乗りま

天も離れていくのです。

した。一片丹心で船に乗ったのです。
今まで、私は一興水産をつくって「どんど
韓国で船を造りましたが、その船の名前は

ん基盤を築きなさい」と言って投入しました。

「天勝号」です。それは何が勝利するという
ことでしょうか。天勝号とは、天が勝利する

韓国に一興水産があります。今回、先生は

ということですが、それは神様のみ旨を成し

十一万数千名の日本女性と韓国の女性を教育

遂げるという意味です。既にその時から始め

して姉妹結縁をします。今は、末端部署にも、

たのです。天勝号を造り、その時に「世界の

すべて私たちの組織の人間、すなわち私たち

海を主管しよう」という話をしたのです。

の要員がいるのです。それで全国に、慶尚

劉孝永氏が「船、船」と言っていたのです

南・北道の代表、全羅南・北道の代表、忠清

が、実際にこの船を造ってあげると、年を取

南・北道の代表、京畿道の代表、そしてソウ

ったせいか船に乗ることを嫌がりました。

ル地域の代表、このように五人の副社長を立

「先生、このように波が荒い時には、私は海

てました。その人たちはすべて女性です。二

に出ていくことはできません」と言うのです。

人を任命したのですが、あと三名を任命しな

漁夫がそのように言うことができますか。死

ければなりません。

ぬまでには出ていかなければならないのです。
(3)造船所
(2)一興水産
木浦の人は哀れです。先生は全羅道の人を
きのう、私は済州島から帰ってきました。

気の毒に思っています。ここにいる全羅道の

そこに一興水産という会社がありますが、私

人は気分が良いと思います。全羅道だという

はその社長に「あなたは、今から一興水産教

ことで国も同情せずにほっておくのです。し

会をつくりなさい。そして、済州島にいる海

かし、私は全羅道の人が哀れで木浦に造船所

女を自分の母親以上、自分の妻以上に侍るこ

を造ることにしたのです。ところが、日数が

とができる準備をしなさい」と言って指示を

多くかかるので造船所を一つ買いました。そ

してきました。

の造船所が木浦で一番大きいということで、
どれくらい大きいかを見るために行ってみま

済州島に造船所を造ったのですが、それを
見て「これではいけない」と思いました。そ

した。私はアメリカの造船所をすべて見て回
ったことがあります。

れで、造船所を木浦に移してみたのですが、
そこでも「ああ、これではいけない」と思い

木浦に造船所を造ったでしょう？ それは

ました。一興水産の本社も済州島からソウル

お金をもうけるために造ったのではありませ

1555 * 千五百五十五

천성경

天聖經
Cheon Seong Gyeong
ん。教えてあげるために造ったのです。良い

術を確保しました。そして、魚を獲ろうとす

船を造らなければなりません。今は最初なの

れば、網をつくらなければなりません。網づ

で反対しているでしょう？ 反対をしていま

くりから、何から何までできる訓練がすべて

すが、良い船を造って東海（日本海）や釜山

できています。

の船を独占しなければなりません。そのよう
になれば、どんどん注文が殺到してくるので

実績が良い人には、木浦にある私たちの造

す。その次には、私が一つずつ注文を分けて

船所の技術を教えてあげようと思っています。

あげるのです。今はこのような状態ですが、

木浦にある私たちの造船所は、本格的な造船

それが生きる道です。そのようなことをしよ

所です。タンカーから化学船まで造ることが

うというのです。そのようにすれば絶対に滅

できます。何でも造ることができる技術を教

びません。「滅びろ」と言っていくら祭祀を

えてあげようと思っています。その技術をも

しても滅びることはありません。天運が保護

って、六大州を中心として、アフリカならば

するのです。

アフリカの代表的な国においてそのような工
場を造らなければなりません。

福を受けることを誰しも望みますが、福を
受けようとすれば受ける準備が必要です。準

先生は恐ろしい人です。造船事業をすれば、

備ができていない人は流れていくのです。道

自分たちの隠しているものを一発で摘発しま

でも自分たちの計画どおりにしてくれること

す。このポール・ワーナーが私たちの造船所

を願ったのです。城山浦においても、それを

であるマリン・マスター造船所の責任者にな

早くやっていれば、私が冷凍会社を造り、船

ったとき、あちらこちら自慢して回りました

も、八千トンから一万トン規模のものをすぐ

が、隠しておいたものをすべて暴いて攻撃し

に造ってあげることができたのです。道でも、

ました。

私たちが土地を買うことに支援もしなかった

最も恐るべき先生です。船のデザインも、

のです。自分たちの間では「売ってはならな

先生が指示するのです。新聞の記事のレイア

い」と言ってありとあらゆることをしたり、

ウトも、先生が指示をしてアメリカの新聞オ

「高く売りなさい」と言って操作をしたので

リンピック大会で一等を取りました。そのよ

す。

うに早いのです。以前のように考えてはなり
ません。そのような何かがあるので、サタン

魚を獲り始めれば、魚を運ぶ船が必要にな
ってくるので、運輸事業と自然に連結するの

世界のいかなる政府ももち得ない基盤を築い
たのです。

です。そして、中東の石油を運搬する何十万
トンにもなる遠距離タンカーまで造らなけれ

私が造船所に行けば、船がどのように造ら

ばなりません。世界的な造船所に発展してい

れたのかをすぐに探り出し、間違っていると

こうとすれば、一番下のものまですべてのも

ころがあれば、すぐに命令するのです。「こ

のを備えておかなければなりません。今は、

こをどうしてこのようにしたのか」と言うの

図面さえあれば何でもつくることができる技

です。アラバマの造船所でも、私が訪問する
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ことを最も恐れています。隠しておいたもの

たちの船は沈みません。私がそれを開発した

をすべて摘発するので「先生は化け物のよう

ので、ツナ釣りにおいて世界的な基盤を築い

だ」と言っているのです。私はそのような人

たのです。どこへでも行くことができるよう

です。

に、それを活用しなければなりません。

今後、事業する責任者が主体になれば、そ

本来、私はここで日本と中国を相手にしよ

の対象をつくらなければなりません。発展さ

うとしました。ここに中国の船が来たでしょ

せて、造船所ならば造船所の社長を中心とし

う？ 中国船のために造船所に修理工場も造

て、社長と職員が主体と対象となって一つに

りました。修理してあげなさいということで

ならなければなりません。職員と一つになる

す。船が故障すれば、原価で直してあげるの

目的は、国を復興させるためです。そして南

です。日本人にも、地歸島につくった釣り場

米を復興させ、世界を復興させるためです。

を案内してあげるのです。そのようにすれば、
高官たちが飛んできます。それで、慕瑟浦に

二十五年の間、毎日先生は船に乗ってきま

飛行場も築いたのです。中国の飛行機と日本

した。私の手で海洋産業を育てていかなけれ

の飛行機が自由に往来しなさいということで

ばなりません。それで、きょうも玉浦造船所

す。ほかの国には使わせないで、中国の飛行

に行ってきました。「この造船所を私が買う

機と、ソ連の飛行機と、日本の飛行機の専用

か、それとも北朝鮮に行き、ソ連と満州の三

飛行場にするのです。

角地帯にこれ以上のものを造らなければなら
(4)済州島を国際釣り場として開発

ない」。そのようなことを考えながら視察し
たのです。そのようなことを私一人で考えて
いるのです。そのようにすれば北朝鮮の人々

先生は、十年前から済州島に対して関心を
もってきました。済州島は軍事要塞地域とし

が生きるのです。

て、今後アジアで重要な地域となります。こ
私たちは船を早く造らなければなりません。

のようなことをずっと考えてきたので、済州

木浦造船所で造って、ここでもはえなわのよ

島に多くの関心をもってきたのです。開発問

うなことをするのです。あかあまだいのよう

題、もちろん観光開発も開発ですが、今後国

な魚を釣る場合は、船はかなり速くなければ

の運命において、海と接しているこの済州島

なりません。現在よりも二倍は速くなければ

が重要です。

なりません。三時間かかる所に、一時間半で
行かなければなりません。私たちが新しく造

済州島は、昔蒋介石が「軍港として貸して

ったワン・ホープ号は沈まない船なので、六

くれれば、自分がアジアを占領する」と言っ

人で乗ってどこへでも行くことができます。

た、そのような重要な所です。韓国において

台風が吹いても錨綱さえ切れなければ生き残

軍事基地として重要な場所です。あれこれ勘

ることができるのです。台風が吹いても問題

案してみれば、今後済州島は、香港のように、

ではありません。大きい船は沈みますが、私

国際自由都市としての機能を発揮することが
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できる場所になるでしょう。金利が自由体制

ます。しかし、一周できる観光案内所があり

になれば、スパイ活動ができる基地として最

ません。山に登っていく施設もなく、海に出

も適した所です。そのような面からも軍事的

て一周することができる施設もありません。

に重要な要塞です。そのようなことをよくよ

せいぜい車で一周するくらいのものです。車

く考えると、済州島で事業をすることは簡単

で一周するのは全然おもしろくありません。

なことではありません。それで、仕方なく事

ですから、ここで必要なのがケーブルカーで

業基盤を築いて何から始めたのでしょうか。

す。ケーブルカーを造らなければなりません。

釣り場です。
漢拏山を誇らなければなりません。済州島
済州島は、我が国において海洋関門として

は何をもって誇るのでしょうか。漢拏山をい

重要なアジアの要所となっています。東シナ

かにして誇るのでしょうか。それで、私が海

海や日本海を経て太平洋まで連結することが

軍基地をつくろうと思ったのです。漢拏山の

できる位置にあるので、軍事要塞として最も

中腹に飛行場もつくるのです。Ｂ│29 のよ

重要な場所です。そして、慕瑟浦の横にある

うなものも、ここから北済州に飛べば、四方

港は、世界的に有名な軍事港となり得る水深

に目を通すことができるようになります。そ

をもっています。

して、空母も、海から済州島を貫いていくよ
うにするのです。それは、漢拏山の東西南北

先生は世界中を回ってみましたが、韓国ほ

に穴を開ければできることではありませんか。

ど良い所はありません。気候から見ても、山

人間は何でもすることができるのです。その

水の美しさを見ても、韓国は本当に世界にな

ようにすれば格納庫になり、戦闘機のような

い国です。私はいつだったか、韓国のような

ものもエレベーター式に数万台を貯蔵するこ

風景をフランスのある田舎に行って感じたこ

とができるのです。油タンクのようなものも

とがあります。しかし、それ以外は全く異な

山の中につくることができるのです。

ります。ここは山々を見ても、老年期の山な
ので、すべて花のつぼみのようになっていて

済州島の「済」という字は「渡る」という

美しいのです。ほかの所に行ってみれば、例

意味です。「渡っていって主人として振る舞

えば日本の山を見ても青年期の山なので、で

う所」という意味です。また「済州島」と言

こぼこしていて見栄えが良くありません。山

えば祭司長（注：祭祀を捧げる主が祭司長だ

の姿から見ても、韓国は美しい国です。また、

から）の国です。地歸島という島はおもしろ

三面が海に囲まれた半島なので、自然の恩恵

いのです。ここは、海を中心として何百メー

を受けており、景色においてはより一層の恩

トルもの柱を打ち込んで釣り場をつくること

恵を受けている国です。

ができます。そして、大陸とガラスパイプの
ようなもので連結すれば、自動車で行ったり

晴れた日に漢拏山に登ると、すべてを見下

来たりすることができるのです。そのような

ろすことができます。そこから見ると「ああ、

ものを造って流されないように埋めておき、

一度一回りしてみたい」という気持ちになり
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車で行き来できるようにするのです。そのよ

るではありませんか。ところで、これを丸ご

うな時代がやって来ました。

とざくざくと切ってみると、その骨がとても

ここ済州島ですべきことはほかでもありま

固いのです。もっとも砂利の海に棲んでいる

せん。釣りです。そしてゴルフとハンティン

魚なので、固くなければ生きていくことがで

グ、それからカジノです。その次には販売市

きません。そうでなければ骨が折れてしまう

場を形成しなければなりません。良い物を売

ではないですか。そして、それを食べてみる

る販売市場がなければなりません。その次に

と、その魚の肉が本当に香ばしいのです。

はおもしろいものがなければなりません。山
にヘリコプターに乗って上がっていくよりも、

地歸島も、一周ぐるっと回ってみれば気分

エレベーターやケーブルカーで上がっていき、

はどうですか。韓国で、冬でも釣りをするこ

また海では、快速艇で済州島を巡回すること

とができる場所はここ済州島しかありません。

ができればおもしろいのです。日本にも一時

また、ここは火山脈なので、海中にある石も

間で行ったり来たりするのです。

火山石であり、そこには小さな魚や虫がたく
さん生息しているのです。魚も、網よりも釣

山にも登り、海も一周すれば、その次に考

りで獲るほうが良いのです。それで、釣りで

えることは何でしょうか。釣りをすることを

有名なのです。日本でもそのように知られて

考えるのです。釣りは、済州島で紹介すれば、

います。

必ずするようになっています。「済州島で有
名なものは何ですか」と聞けば、もちろん

済州島を見れば、そこで釣りに関係してい

「石も多く、女性も多い（注：済州島は風と

る人が三千三百人だということです。商店だ

石と女性が多い三多島と言われている）」と

け見ても、とてもたくさんあります。全国的

言いますが、一番多いものは魚です。済州島

には何万人にもなるのです。それらの人々は

の全域に釣り場の許可を出さなければなりま

すべて中流以上の人です。趣味産業に力を入

せん。地歸島も開発すれば、それを中心とし

れることができる人は、中流以上の人だとい

て七つの島があります。七つの島をすべて開

うことです。趣味産業関連のスポーツ店、そ

発しなければなりません。今後、済州島をど

こには銃器も含まれています。釣りに使われ

のようにするのかというと、三時間以内の場

るプライ（ply：釣り糸）のようなものは消

所では魚を獲ることができないようにしなけ

耗品です。どれくらい工場が必要か分かりま

ればなりません。観光の釣りはできても、網

せん。これをすれば、大した産業になるので

で獲ることはできないようにするのです。そ

す。
プライのようなものは一年しか使うことは

れは、法的にも可能です。

できません。ですから、その工場を造って人
「済州島の魚は小さい」と言って悪口を言

件費の安い多くのアフリカ人を採用し、その

ってはいけません。アラスカの魚だけが良い

人たちが御飯を食べることができるようにす

のではありません。済州島の魚を刺身にした

るのです。先生は、済州島に来てそのような

のですが、刺身というのは片方を下ろして作

面も考えたので、九日と十日に釣り大会とハ
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ンティング大会をしようとしているのです。

す。飛び回りやすく、糞をしてひなを孵化す

それは世界平和のためにするのです。

る所です。かもめも島で卵を産むのでしょ
う？ 島は、すべての海の動物が子を産む所

アラスカは、サーモン（鮭）以外には適当

です。四つ足動物のような姿をしたものは、

な魚がいませんが、済州島には様々な種類の

陸地に行って子を産まなければなりません。

魚がいます。魚の種類が多様なので、釣りの

亀もそうでしょう？ 海中に棲んでいるも

趣向も多様になるのです。近ごろは狩猟でも

のも、魚以外はすべてそのようになっていま

有名です。また、「みずだこ」という済州島

す。魚には生殖器がありません。海の魚には

特産のたこがいます。頭の大きな、とても変

必ずこのような点があります。すべて線があ

わった済州島特産のみずだこがいます。済州

ります。雄と雌がそれをこすり合わせて関係

島は、コディアックに代わって船釣りで趣味

を結ぶのです。子を産む時は、すべて陸地に

を満喫することができる場所であり、日本人

来て子を産みます。済州島はそのような面で

が釣りをするのに良い場所です。観光客を誘

必要な所です。

致することができる良い場所です。
白頭山は男性であり、漢拏山は女性と同じ
済州島に行けば、すずめだいという魚を釣

です。二つは相対的になっているのです。白

って食べるでしょう？ すずめだいを知って

頭山は夫の山であり、漢拏山は妻の山です。

いますか。最近、私が済州島に行った時のこ

海の中にあるので女性の山です。そうでしょ

とです。この魚を釣り上げて、そのままその

う？ 済州島の人が飢え死にしたという話を

しっぽをつかんで酢を入れたコチュヂャンに

聞いたことがありますか。海に行けば、どこ

つけて、丸ごとむしゃむしゃ食べたところ、

でも食べられる海草があるのです。済州島

「やー、あの人たちは糞も分けずに食べてい

（チェヂュド）、すなわち祭祀（チェサ）を

る！」と言われました。そのようにして食べ

捧げる主人（ヂュイン）が住んでいる所なの

ても病気にはなりません。魚が食べるものは

で、夜明けに海辺に行けば、御飯やリンゴの

自分が消化できるものです。

ようなものがはいて捨てるほどあるのです。

ですから、自分の体に合った魚を食べれば

女性が息子、娘を連れて白い御飯やリンゴの

病気にはなりません。おいしく食べさえすれ

ようなもので祭祀を捧げるので、夜明けに行

ば、体に入っていったその糞のいとこのゆえ

けばそのようなものがたくさんあるのです。

に、どうして病気になるのかというのです。

祭祀は人が見る前にするので、朝行くとその

おいしく食べれば、理想的な材料が入ってい

ようなものがたくさんあります。

きキムチのように熟しておいしくなるので、
病気にはなりません。それで、生きているの

海を平地にしようとどのようにしようと、
国を生かすことができれば良いのであって、

です。

漢拏山が問題ではありません。たとえ漢拏山
済州島は、陸地から取れた陸地のひとかけ

を売ったとしても、国を生かさなければなり

らではありませんか。かもめが糞をする所で

ません。そうでしょう？ だからといって漢
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拏山がなくなりますか。海に入っていって生

のです。それから朝食も、外で食べることが

きているのです。この山が千年万年立ち尽く

できるようにして、あらゆることができるよ

しているので「漢拏山が一度平地に来ること

うにしてあげるのです。

が万民の願いだ」という記念塔を立て、万民
がここに来て各国の王が出入することができ

済州島に猟場と釣り場をつくって訓練しよ

る基地をつくってみてください。大統領、世

うと思っています。ここに来る時、一つの国

界の官吏たちが来てそのようなことをするの

から百名ならば百名を連れてくるのです。そ

です。漢拏山が問題ではありません。南米に

のようにして、世界平和観光釣り協会の会員

行ってみれば、漢拏山は何でもなかったとい

がますます多くなれば、その目標のために毎

うのです。

月、月極め金を出して援助してあげることは
いくらでも可能です。中流以上の人々がそれ

今回、私は済州島に行って「虎を二組ほど

をするのです。

寄付すれば良い」と言いました。虎が漢拏山

今後、皆さんはそのような任務を負い、ア

の頂上に登っていって「うぉーん」と鳴いて

フリカに行って援助してあげられるようにそ

海の波の音と調和しなければなりません。

の国に影響を及ぼし、毎年このような仕事を

では、そのようなことが良いですか。「あ

するのです。各国に猟場と釣り場がなければ

あ、波の音は騒がしくて嫌だが、山の音は静

なりません。それで、養魚場と猟場をつくり、

かだ」。これが良いですか。それでは調和し

そこでハンティングした獣や釣った魚は、殺

ません。「ざぶーん、ざぶーん」と波の音が

さないで再び投入するのです。季節ごとに、

すれば、山でも「うぉーん」と鳴いてそれに

ほかの場所でできるようにするのです。

調子を合わせなければなりません。そのよう
に思います。ゆえに、そのような話をしたこ

済州島は気候が良いのです。アラスカは冬

とは悪いことではありません。天地が和動す

に釣りをすることはできませんが、済州島に

ることです。

行けば、今は釣りをするのにちょうど良い時
期です。皆さんは、一年春夏秋冬の四季を中

今後、済州島が観光地になれば、どのよう

心として、釣りができる二百名を確保しなけ

になるのでしょうか。今は、どのような人々

ればなりません。あまりに多すぎても困りま

が済州島に多く行くかというと、新郎新婦が

す。五十名、すなわちバス一台ずつの人を連

たくさん行きます。ところで、私たちが宣伝

れてくることができるように、帰ったらすぐ

さえ良くしておけば「ああ、どうしてホテル

に二百名を確保しなければなりません。

に入って寝ていられるだろうか」。このよう

私たちの組織がそのようになれば、夜は、

になるのです。これは夢中になってしまう遊

私たちの世界的な活動やその地方の釣りに関

びです。海で釣りをしながら新婚夫婦同士が

する紹介をするのです。このようにしながら

楽しく過ごすことができるようにするのです。

最終的にみ言を語ってあげるのです。世界の

すべてのものを供給してあげるのです。釣り

頂上に対する問題や世界の政治問題、外交問

の道具もそろえてあげ、餌もそろえてあげる

題、経済問題等、全般的な問題に対する教育

1561 * 千五百六十一

천성경

天聖經
Cheon Seong Gyeong
をするのです。教育することができる材料は

先生は自然が好きです。海が好きです。海

いくらでもあるので、高次元的な教育をして

がどれほど神秘的か分かりません。水滴はす

統一教会に関心をもつようにさせて食口化す

べてダイヤモンドの玉です。これがきらきら

る運動をするのです。そのようにすれば、三

しながら「私は文総裁のものです。ダイヤモ

年以内で食口になります。

ンドよりもっと高価な価値をもっているのが、
私たち水です」と言って誇るのです。どうし

先生は、世界的に多くの団体をつくりまし

て水が誇るのでしょうか。「私がなければ、

た。数十年前からつくってきましたが、そこ

この世に生命は形成されません。また、私が

にはすべて「平和」という文字が入っていま

いるので、深かったり低かったりするものも、

す。「世界平和教授アカデミー」、「世界平

すべて水平にすることができるのです」と言

和サミットクラブ」、「世界平和新聞協会」、

っているのです。

「世界平和宗教連合」、「世界平和女性連

海がどれくらいでこぼこしているのか知っ

合」など、すべて「平和」という文字が入っ

ていますか。しかし、水がそれを水平にして

ています。先日、済州島で釣り協会とハンテ

いるので、どれほど気分が良いでしょうか。

ィング協会をつくりましたが、それも「世界

気分が良く、見ても千年万年飽きることがな

平和釣り協会」と「世界平和ハンティング協

いように青い光を放っているのです。青い光

会」です。すべて「平和」です。

は慰労の光です。なぜ神様は青い光をつくっ
たのでしょうか。この光はいくら見ても疲れ
ません。それは、慰労の色です。万物はすべ

三 海には学ぶものが多い
一) 海のように天下を抱いて生きなけれ

てそうです。空も青く、海も青いのです。そ
れはどれほど理想的でしょうか。神様の愛に

ばならない

浸るようになれば、すべてが友になります。
海を回ってみれば、本当に学ぶものがたく

人間も友達になるかもしれませんが、自然

さんあります。海は一日の間にも何度も変化

界がすべて友達です。一度その性格を知って

します。世の中では「人心は朝夕に変わる

おけば絶対に変わることはありません。しか

（注：人の心は頼りにならないということわ

し、人間の性格は千態万状です。きょうはこ

ざ）」と言いますが、海は朝夕ではなく時間

のようであっても、あすになれば変わってい

ごとです。時間ごとに変わるのです。よくよ

ます。それで「人心は朝夕に変わり、山色は

く見ると、いくら天候が良い時でも、ある場

古今変わらず」という言葉があるのではない

所に行けば波が穏やかなのですが、ある場所

ですか。人の心は朝夕に変わります。そのよ

に行くと風が吹くのです。強い風ではありま

うな人間に使い道がありますか。ですから、

せんが、そのようにすべて異なっています。

動物にも劣るのです。

人の顔が異なっているように、水があり山が
あれば、山の高低に従って気候も変わるので
す。海は千態万状の妙味をもっています。

海は天下を抱いて生きています。一箇所に
集まって雲になり、山を覆ってその友となり、
高い所から雨を降らせて四方に広がっていく
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のです。驚嘆に値するものは水です。水は休

海が穏やかな時は神秘的です。魅惑的な神

みません。千年万年動いていれば、どれほど

秘の女王のような美女になってすべての人々

疲れるでしょうか。文総裁は海を愛していま

を引き込む力があります。海は銀色にも見え

す。自然にはいんちきなものがありません。

ますが、翡翠色にも見えます。そうかと思え

高ければ高く、低ければ低いのです。そして、

ば、また千態万状です。そこにそよ風が吹け

高い所にいれば、異議なく供給してあげるの

ば、その波の美しさというものは何と言った

です。文総裁はそれを学び、異議なく供給し

ら良いのでしょうか。舞姫がどれほど上手に

てあげるのです。異国の地に行っても、私よ

踊りを踊ったとしても、そこについていくこ

りも貧しく暮らしていれば、私の倉庫を開い

とはできません。皆さん、ダンサーを見よう

てすべてを分けてあげるのです。たとえ私の

とすれば小さいステージ（Stage：舞台）で

米がなくなったとしても、すべてを分けてあ

踊っているのを見物しますが、それはあまり

げるのです。水平になるようにするのです。

にも狭いのです。

それはすべて水から学んだことです。それで、

反対に海のステージは無限です。海の舞台
がどれほど広いでしょうか。美女や舞姫のよ

水が好きなのです。

うな性質があるかと思うと、一度怒れば荒野
空も青く、海も青く、草も青く、すべて青

で飛びかかってくる虎やライオンよりも恐ろ

ければどのようになりますか。本来ならば窒

しいのが海です。それを考えてみてください。

息するはずです。それが自分の好きなイエロ

何十メートルもの波が押し寄せてきて引いて

ー（yellow：黄色）であったならばどうだろ

いく時は、かもめが鳴いても相手になりませ

うか、一度想像してみてください。すぐに嫌

ん。「お前がいくら歌を上手に歌おうと、お

気がさすはずです。また、別の色をもってき

前がいくら素晴らしい喜劇俳優であっても、

たとしても、いくらもせずに嫌気がさすはず

雄壮な私の気勢の前にはかなわない！」と言

です。けれども、グリーン（green）は慰労

うのです。威勢が堂々としています。波が穏

の色です。これは常に青いのです。

やかな時は、快速ボートが気分良くさーっと

それでは、人はなぜグリーンを好むのでし

進みますが、ここでは動きをとることはでき

ょうか。存在世界はグリーンとともに調和し

ません。しっぽを振り、頭を振って、このよ

ています。それゆえに、土にはグリーン・カ

うにしているのです。波に乗り、波のなすが

ラーが多くあると考えるのです。土は主にグ

ままにするようになっているのであって、そ

リーン・カラーと近いのです。ですから、土

こには自らの勢いというものはありません。

でつくられた私自身がグリーン・カラーを好
むというのは理論的な話です。そのように考

自然の力は偉大です。ゆえに、海を愛する

えることができます。神様もそれを知ってい

人は驕慢になることができません。海にはそ

たので、空も青くし、海も青くしたのです。

のような偉大さがあります。海の門を開いて

すべて人を中心として、このグリーン・カラ

のぞいてみれば、そこには無尽蔵の魚がいま

ーと調和するようにしたのです。それは、ど

す。黄金色から金色、青色と、ない色がない

れほど素晴らしいことでしょうか。

ほど多くの魚族が暮らしています。陸地と海
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の中を比較してみれば、どちらがより美しい

るのです。海と空が一つになっているそこに

でしょうか。陸地も美しいでしょう？ しか

私一人がいれば、本当に気分が良いのです。

し、陸地には花と蝶と、それ以外に何があり

先生は、なぜしきりに海に出ていくのでし

ますか。それから美しい鳥もいるでしょう。

ょうか。霊的に、すべての面において利益が

しかし、それらのものは単調です。花は動き

多いのです。私が一日中家にいれば気が散漫

ません。海にいる豪華絢爛な色をもった美し

になって、世界宣教師や教会問題など、考え

いすべての生き物は、踊りながら活動してい

なければならないことの何分の一しか考える

るのです。ですから、どちらがより美しいで

ことができません。しかし、海に出ていけば

すか。陸地が美しいですか、海が美しいです

全体的な考えが浮かぶのです。そのような面

か。海が美しいのです。

において、海はとても良いのです。それで

神様は、どうして水をつくったのでしょう
か。「神様が鑑賞するための特別装置が水

「『釣り道』という言葉が出てきたのだな
あ」と感じるのです。

だ」。このようにも言うことができます。ぱ
っと隠しておいて公開しなかったということ

静かな海で一双のカップルが愛し合ってい

です。このようなことを見れば、神様は、陸

る姿を想像してみてください。海が「こいつ、

地よりも海により多くの関心をもっているは

私は耐えられない」と言うでしょうか。その

ずです。また、未来を考える人は、陸地より

ようになれば、魚の群れが来て尾を振って見

も海に関心をもつのです。神様は、まだ見ぬ

物しながら喜ぶのです。万物はそのような愛

未来の理想家庭に関心をもっています。それ

を願っているのです。自然のすべての存在が

ゆえに、地球の歴史始まって以来、今まで地

「頼むから来てください！ してくださ

上に現れたものに関心をもつよりも、まだ見

い！」と言って、そこに来て愛し合ってくれ

ぬ未来観をもっている海の世界に関心をもつ

ることを望むのです。皆さんも、それを推し

ということは必然的なことです。これは理論

量り、感じることができる心をもたなければ

的です。そのような立場から、海を考える人、

なりません。主人が白い雪の積もった山の頂

すなわち未来像を憧憬する人が増えてくるよ

上に行って愛し合えば、「私たちの主人がこ

うになるという話が出てくるのです。

のように美しく愛し合っている！」と言って
喜ぶのです。それを願っているのです。

釣り糸を垂らして座っている時の退屈さは、
到底言葉で言い表すことができません。そこ

二) 海の生活は素晴らしく、神秘的だ

で散歩することができますか。このくらいの
ところで動いて、そこで料理をしなければな

太平洋を中心として、「黒潮」は四千マイ

りません。そこから映画を見に行くことがで

ルを回っています。一年に四千マイル回りま

きますか。また、友人の所に遊びに行くこと

す。その回る力によって五大洋が回るのです。

ができますか。静かにしていなければならな

もし黒潮がなければ海は回りません。この黒

いので音楽を聞くこともできないのです。で

潮によって大西洋と太平洋は五大洋と通じて

すから、海を見つめながら海と空と対話をす
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いるのです。このような環境条件を通じて五

ば「おっとっとっと！」と言いますか。太平

大洋がすべて死なずに生きているのです。

洋には四千マイルの黒潮が流れています。そ
こに先進国や後進国がありますか。国家間の

いくら川が大きくてもそれは海に入ってい

境界線がありますか。それなのに、人間世界

き、海がいくら広く流れているといってもそ

のこの姿は何ですか。自然運動に反するもの

れは黒潮に従っていくのです。黒潮というも

はすべて壊れていくのです。

のを知っていますか。黒潮というのは、太平
洋地域を中心として四千マイルの円を描きな

愛の世界は、どこに行こうとすべて通じる

がら回っている海流のことです。力強く回る

のです。太平洋の水が「私は太平洋の水だ。

水の流れによって、五大洋のすべての水の流

アジアの水はすべて汚染されているので嫌

れが生きて作動するのです。それに乗って回

だ！」と考えるでしょうか。水がどこから流

ることができてこそ海水の資格をもつのです。

れ出ようと、すべて連れていくのです。そこ

人間が生きていくのも同じです。

に悪いものがあれば、それを混ぜて早く解消
させて同じ道を行こうと努力するのです。ゆ

川がいくら大きくても、大小すべての川は

えに、太平洋の水はいくら公害が激しかろう

いずれ大海に入っていくのです。大海に入っ

と、たとえ人類がいなくなることがあろうと、

ていけば、すべて混ざり合うようになってい

変わらず青いままでいることは間違いありま

ます。五大洋を中心として見れば、太平洋に

せん。いくら試練を受けて紆余曲折の過程を

は黒潮というものがあって四千マイルを回っ

経たとしても、海水の青い色が占領されない

ています。もちろん月の引力によるというこ

のと同じように、愛の権威と、愛の内容と、

ともありますが、このように回る黒潮がある

愛の力は常に青いのです。

ので、五大洋全体を動かすことができるので
す。それは海の柱の役割をしているのです。

統一教会は世界の主流の海流となり、太平

汚いものでも、何であっても、入っていけば

洋の黒潮のようにならなければなりません。

それをすべて混ぜ合わせて一つの姿勢になろ

太平洋で四千五百マイルの黒潮が回り、五大

うとするのが海の目的です。いくら大きな川

洋の水が回るようになっているのです。世界

が何万年も継続的に淡水を投入したとしても、

の生命力をすべて宇宙で勃発させるためには、

それをすべて吸収して余りある余裕をもって

深い所を回っていって動かすことができる源

いるのです。ですから、海に権威があるので

泉をつくらなければなりません。そして、汚

す。海は、いくら入っていこうと変わらない

い世の中をきれいにしなければなりません。

姿勢を備えているので偉大なのです。
台風が吹けば、どれほど波が憎く、風が恐
日本の雲が太平洋を渡ってアメリカの雲と

ろしいか分かりますか。しかし、その風も自

一つになる時、「私はアメリカの雲は嫌

分の使命を果たしているのです。もし風が吹

だ！」と言いますか。日本の水が黒潮を通じ

かず、海に波がなければ、魚が生きていくこ

て太平洋に行き、そこにアメリカの水が来れ

とはできません。風が吹くのは海に酸素を供
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給するためです。波というものは酸素を供給

遠洋漁労作業をしようとすれば、飲み水を

するためのものです。ゆえに、波が激怒しよ

船にたくさん積み込んでいきます。一年半の

うと、どれほど風が吹いてこようと、それを

間その水を飲まなければなりません。塩水を

味わいながら「お前は味を失っていない

飲むことができないからです。水は動かせば、

な！」と思わなければなりません。海は塩辛

何十年たとうと腐ることはありません。水は

い味をもっています。先生も「レバレンド・

動かさなければなりません。ゆえに、み言も

ムーンの味は失っていない」と、このように

動かさなければなりません。

思っています。そのように思えば、押し寄せ
水は、なぜ流れるのでしょうか。水平にな

る波も憎くはなりません。
海には哲学がどれほど多いか分かりません。

っていないので流れるのです。水は、流れて

陸地だけで生活した人間は、あの世に行って

どこを訪ねていくのでしょうか。水平線を訪

理想的活動をしようとすれば、とても多くの

ねていくのです。水は、海に行かなければな

支障があるはずです。霊界に行けば鯨にも乗

りません。水平を訪ねていかなければなりま

り、魚と一緒に泳ぐことができるのです。し

せん。

かし、海が好きでなければそのようなことを
水は、常に水平にならなければなりません。

することはできません。

それが特徴です。海は、いくら大きな波が立
海に出ていけば、台風というものは恐ろし

とうと水平線を描いています。水平線を見れ

いのです。その波は本当に恐ろしいのです。

ば、寝ころんでみたくなるのです。「いやー、

しかし、いくら恐ろしくても愛の力を帆にか

一度寝ころんでみよう」となるのです。その

けていく場合は、それも越えていくことがで

ようなことができないので船に乗って寝ころ

きるのです。

ぶのです。そのようなことを考えてみました
か。水平線では何をしても、ひっくり返った

海は、そのままじっとしていてはいけませ

としても頭や足が先にぶつかりません。水平

ん。水が動けば死にません。器に汲んでおい

にぴたっとぶつかるのです。そのようなこと

た水も、動かしてさえおけば永遠に死ぬこと

ができるのが水平線です。人間には水平線が

はありません。運動すれば死なないのです。

必要です。

遠洋漁業をする船は、一度出港すれば一年六
カ月から二年分の水を一度に積んでいきます

空気や水は、愛と同じです。空気は、真空

が、海水に揺られるので、その水は何百年置

が生じさえすれば世界の空気を動員してさっ

いたとしても腐ることはありません。動かせ

とそこを満たしてしまいます。海の水もくぼ

ば腐らず、停止すれば腐るのです。ですから、

みが生じれば、さっと押し寄せて水平になろ

水は本当に特殊でしょう？ 水はそのように

うとするのです。空気も水も愛も、常に水平

なっています。

になろうとするのがその生き方です。
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私たちが海に行けば、水を見ます。水は循

海や陸地も、すべて人間一人を教育するた

環しています。水のある所では、朝、霧がか

めに造られたものだということを考えれば、

かります。水蒸気になり、これは低気圧なの

創造主の有り難さを実感することができます。

で上がっていくことができません。水が水蒸

海を見ても、それをただ海として見るのであ

気になって集まったものが霧です。この水が

りません。「天の父が私に下さった贈り物

霧になるのです。そして、蒸発して雲になっ

だ」と、このように考えるのです。再創造す

て世界を回るのです。海に水がなければどの

る過程ですべてのものを再度調べてみるとい

ようになりますか。大変なことになります。

う事実、ここで偉大な革命が起きるのです。

生物が存続できません。水がどれほど偉大な

偉大な勝利の旗印がここから芽生えてくるの

ものであるかを考えてみてください。

です。

皆さんが知っているように、先生は時間さ

三) 海は偉大な自然の力をもっている

えあれば海に出ます。海に行ってもまれるの
です。もまれるのですが、それは精神を整え

先生は刺激的なことが好きです。変動の多

て大きな闘いをするための試練であり、準備

いところから切り開いていくのです。そのよ

だと考えるのです。睡眠も取らず本当に疲れ

うにしようとすれば、陸地よりも海のほうが

ますが、精神をまっすぐ正し、自らそのよう

優れているのです。海は風も吹き、穏やかで

な標準を定めて、水平線から他の方に傾かな

もあり、波風が何度も起こったりしながら変

いようにしているのです。

化するのです。ですから、陸地の旅行よりも、
海の旅行が楽しいのです。陸地は、旅行して

空気も動き、水も千年万年動いているでし

回っても朝の考えはそのままで、変動はあり

ょう？ 千年万年動いているのですが、全く

ません。陸地は、いくら回っても修正するこ

同じ公式です。海を見てください。水はどれ

となく穏やかに行くことができますが、海は

ほど疲れるでしょうか！ しかし、一度も疲

そうではありません。自分がこのように行こ

れると思ったりはしません。それが存続する

うと思っても、あっちに行ったりこっちに行

ことができる公式です。

ったりするのです。そのように変わります。
変化する時には、本当に刺激的な変化が起き

海の世界を知らない人は、それだけ幸福の

るのです。

領域が制限されるという結論になります。創

穏やかな時は陸地が顔負けするほどです。

造主がいらっしゃるとすれば、陸地を知り、

本当に不思議なほどの穏やかさです。ある時

海をよく知って、海の神秘性を思い、陸地の

は、海面がガラスに思える時があります。あ

美しさに思いを馳せながら称賛するのを喜ぶ

まりにも美しくて触ったり食べたりしたくな

のであって、一面だけをもって喜ぶことはな

る時があります。ですから、海は限りなく変

いはずだと考えるのが至極理論的な話です。

化しますが「私は行く」という一念で前進し
ていくのです。そのような刺激がなくては、
大きな仕事をすることはできません。
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海の底を見れば、鯨のようなものもいます

死ぬほど暑い所があるから行こう」。このよ

が、ハリバット（halibut：ひらめ）のような

うにして冷たい海の空気がそこに行くのです。

魚もいるし、キャットフィッシュ（catfish：

その風が雲を乗せて通り過ぎながら水をまい

なまず）のような姿をした魚がくっついて生

てあげるのです。

きています。このキャットフィッシュのよう

この宇宙が、いかに共同協助体制になって

な魚は、体よりも頭が大きく、口も大きいの

いるかを考えてみてください。風がなければ

です。これで何をするのでしょうか。それは、

どうなりますか。大変なことになるでしょ

大きいもの、腐るものが流れ込んでくれば、

う？ 皆さんが食べる御飯やパンなどという

かじって食べるのです。いっぱいのみ込んで、

ものもそうです。水蒸気が海から空に上がっ

かじって食べるのです。それでも足りなけれ

て風に乗り、真夏の暑い太陽の光に乗って訪

ば、虫を吸い込んで食べるのです。このよう

れ、そこで雨を降らせれば、その水分を吸い

に休まず浄化作業をしています。清掃作業を

込んでそれらが作られるのです。土の中の水

しているのです。

分や空気の水分が合わさって、御飯ならば御

パンタナールに生息している魚は三千六百

飯になり、パンならばパンになるのです。そ

種です。三千六百種の魚がいます。それらが

れを考えてみれば、どれほど苦労したかとい

食べる餌はすべて異なります。そのようなも

うのです。それはどれほど貴いものでしょう

のが混ざり合って、休むことなく海の清掃作

か。そこに宇宙が動きます。宇宙が動いて協

業をしているのです。食べるという行為自体

助してパンになるのです。そのパンのひとか

が清掃作業だということを知らなければなり

けらは、簡単にできたものではありません。

ません。彼らは自分の目的のために生きてい
るのではなく、環境を整理しながら、周辺を

海で一番塩辛い所は、深い所だと思います

きれいにしながら、互いに助け合いながら生

か、浅い所だと思いますか。深い所です。な

きているのです。それが自然協助体制です。

ぜでしょうか。塩水は重いからです。ですか

彼らは海の水をきれいにする運動をしてい

ら、深い所ほどより塩辛いのです。それでは、

るのです。海は塩辛いだけでもいけません。

天国の最高の宮中はどこにあるのでしょうか。

魚がいて、汚いものも食べたりしなければな

塩水で比喩するならば、一番底にあります。

りません。魚の糞はどのようにするのですか。

そこに王宮があります。一番下に行くのです。

それをまた食べる魚がいるのです。

私がこのように話している概念を知らなけれ
ばなりません。レバレンド・ムーンが言おう

海をきれいにするのは魚だけではありませ

とすることは、天国の一番最高の位置が最も

ん。水鳥もそうです。かりやかもめのような

深い海、最も塩辛い水のある底にあるのです

水鳥たちは、休むことなく探索しているので

が、反対に最も清い人は一番上にいるという

す。もしこの海の表面ではなく、中間を流れ

ことです。最も良心的で、より世界のために

ていくものがあれば、水の中に入っていき、

生き、より全体のために生き、より高い心を

探し出してそれを食べて生きているのです。

もつ所に神様はいらっしゃるのです。

また、風が「おい、雲よ、今向こうに乾いて
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主流から流れるきれいな水が公害で汚れた

皆さんは、水泳をしながら「ねえ、のどが

水を見て、「私はお前と混ざり合うのは嫌

渇いた。コーラかメッコールを持ってき

だ！」と言って避けることはできません。自

て！」と言いますか。水に入っていれば、一

然の場合はそのようになっています。自然の

日中水を飲まなくてもよいのです。水に入っ

調和と総合関係というものは不思議です。水

ていれば細胞が水を飲みます。先日、先生は

の性質は、汚いものがあって自らの本質がそ

十六時間半も話をしました。「そのように長

れによって汚れたとしても、それを包容し、

い時間、おしっこをどうやって我慢するので

自らの周辺のものまで吸収してこれを同一化

すか」と言うかもしれません。しかし、おし

させるのです。そのようにして、流れ流れて

っことして出ていくものがすべて汗になって

いく間に、汚いものは沈んで、きれいなもの

出ていきます。暑くて水蒸気になって出てき

は浮かんでくるのです。そのようにしながら

て、汗としてすべて出ていくのです。

流れていく中で、きれいな水になって海に流

ですから、海に一日中入っていれば、水の

れ込んでいくのです。歴史の流れもそのよう

ようなものを持っていく必要はありません。

になっています。

そこで一時間でも、何時間でも鯨のように水
泳をしてみてください。その時でも、のどが

海の波がいくら流れていても、魚は寝るの

乾きますか。砂浜にうつ伏せになっているの

です。水が流れていても、魚のひれは流れる

で、暑くて水を飲むのです。人にとって水は

水に逆らって一箇所にとどまるように運動し

貴重です。それから空気です！ 水の行く所

ます。しかし、体は寝ているのです。おもし

には空気も行きます。海の中にも空気があり

ろいでしょう？ 皆さんのすべての血管が運

ますか、ありませんか。

動していても、皆さんの体が寝ているのと同
じです。魚の生命がその拍子を合わせるのは、

世界の海は常に動いています。風が動いた

血が巡るのと同じように寝るのです。このよ

りするのも、すべて繁栄し生きるためです。

うに考える時、誰が主人となり、誰がより高

このようなことを考える時、台風が吹いて波

いものになるのでしょうか。より投入する人、

が数十メートルも立ったりしますが、そのよ

より「ため」に生きる人が主人になるのです。

うにならなければ海に空気がなくなります。
それでは、魚はどのように生きるのでしょう

いくら海の波が荒々しく波打ったとしても、

か。このようなことを考える時、「いやー、

その流れは必ず主流に従っていきます。主流

台風が吹いているので海底の魚が喜ぶだろう

に方向を合わせてくることによって、全世界

なあ。私は大変だが、魚が喜んでいるのでう

が反対し、迫害しても生き残ることができた

れしい！」と、このように考えることができ

のです。また、神様は、主流を中心として、

ます。

完全な主体としての主流的な立場に立てば、
主体と対象の関係を中心として保護するので
被害を受けることはありません。

生命の祖先のようなものが水です。ですか
ら、神様の代わりに水を愛しますか。そのよ
うな考えをもちながら海を愛さなければなり
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ません。景色の良いところには水がなければ

を思い、人類を思い、後孫に生命を引き継ぐ

ならず、樹林がなければなりません。それが

ことができる食糧問題をここで解決するの

水の調和です。このような問題を中心として

だ」と、このような考えをもっています。す

見るとき、水を愛そうというのです。水を愛

てきでしょう？ 私はそのような男が好きで

することは、万物を愛することになります。

す。

これは原則的な考えです。水を愛するのです

今後、残される生きた映画がそこから出て

が、湖の水を愛するのですか、海の水を愛す

くることでしょうし、歴史の渦がそこから解

るのですか。毎日のように海に行かなければ

かれることでしょう。それ以上に不思議なな

なりませんか、それとも行ってはなりません

ぞはありません。悲喜劇が交差する道であり、

か。風が吹いて波が立つのですが、船に乗れ

素晴らしい男たちが憧憬しながら行くべき道

ば血が揺れるので血が腐ることはありません。

です。ジャンピングすることができ、そこか

すべて浄化されます。本当です。いつも船に

ら世界に越えていくことができる基地がある

乗っている人は健康です。

のです。このようにすることによって海に出
ていく数多くの若者に希望を与えることがで

私は月給をもらいません。私は、私の力で

きるのです。あすの海の世界に対する夢を描

かせいで暮らすのです。今でもどこへ行こう

くことができる源泉、泉がそこから爆発する

と、たとえヘリコプターでアフリカの奥地に

のです。それはどれほど素晴らしいことでし

降ろされたとしても、そこに動物しかいなか

ょうか。

ったとしても、私は生き残ることができます。
山に行けば山で食べて生きることを学び、海

私は、そのように熱心に海に出掛けていく

に行けば海で食べて生きることを学びました。

のですが、その心を忘れてしまったら問題が

ゆえに、私は乞食街に入っていっても、これ

生じます。その心が続かなければなりません。

を天国につくりあげます。皆さんが従ってこ

精誠というものは、千年万年続かなければな

なくても、乞食の群れを通してでもみ旨を成

りません。海に出ていって精誠を尽くすのを

すことができるように訓練をした人です。ゆ

楽に座ってするならば、蕩減できる条件が立

えに、今私が皆さんに「乞食街に行きなさ

ちません。きのうよりもきょうが良く、きょ

い」と言えば行きますか、行きませんか。そ

うよりもあしたが良くなければなりません。

のようにしようとすれば訓練が必要です。

すべての川の水は大西洋に集まり、大西洋の
水は太平洋へ行くのです。今後私が、飢え死

自分たちは「ふろしき包みを抱いて、座っ

にする人々を救ってあげる時までその精誠を

て食べて楽に暮らそう」と言いますが、今ま

込めるならば、私が死んだとしても、そのみ

で私は開拓者でした。開拓して私が先頭に立

旨はこの地上に成し遂げられるだろうと思っ

ってきました。今回も、私たちの会社で船を

ています。

造りましたが、船長がいなければ私が連れて
海に出ていくのです。「風よ吹け。波よ打て。
男の行く道をふさぐことができるものか。天

真っ黒な顔をしたハドソン川の漁夫のよう
な男、千年を待てば何もかも消えてなくなっ
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てしまうような男ですが、まさかそのような

いうと、この「鮮」という字は「魚」という

方がこのようなことをするとは思いもしない

字と「羊」という字なので、陸地と海を統一

でしょう？ なぜそのようなことをするので

するということです。「明」は空の「日」と

しょうか。二千万の飢え死にする人類を解放

「月」、すなわち空を表しています。「文」

するためです。汗を流したハドソン川を忘れ

という字は早く書くと、このように「父」と

てはならないということです。五大洋六大州

いう字になります。「父」という字のいとこ

を通して息をし、考えるその見えない波紋、

になっているのです。真理を通じて説明する

電波のようなものが、そこで生きている魚世

ことができる真の父という言葉が「文」とい

界を通じて未来の人類解放の道に連結するの

う字の最も近いところにあったのです。私は、

です。地と海があれば飢え死にすることはあ

そのことも知りませんでした。このように話

りません。先生が教えてあげれば、飢え死に

してみたので学べたのです。

する人々を救うことができるのです。
第二章 海洋レジャー産業と趣味産業
神様が絶対愛のために創造した物を見れば
楽しいのです。未来の福地天国を中心とした
家庭で十分に生活必須要件を備えることがで

一

海洋レジャー産業の開発
一) レジャー産業には釣りとハンティン

グが適格

きるように、すべてつくっておいたのです。
ですから、どれほど喜びを感じるだろうかと

将来は、レジャー産業が発展するはずです。

いうのです。流れる水も天地が機能するため

なぜなら、人々が都市生活をするためにスト

のものです。海から水蒸気になって循環しな

レスが多くたまるので、それを解消するには

がら万物を蘇生させるのです。すべてが協同

刺激的な運動が必要だからです。何によって

圏内で協力し、人間の理想を完成することが

ストレスを解くのですか。私は三種類あると

できるようになっているのです。神様の生活

思います。一つはハンティング、一つは乗馬、

的な舞台として、神様の息子、娘をこの地上

そして釣りです。ハンティングや乗馬をする

で育てて天国に移譲しようというのです。

には多くの制約があります。乗馬は、特定の
階層の人だけができます。たくさんのお金が

夜が過ぎれば朝になるように、反対の世界

かかるからです。それゆえに、誰でもできる

になりました。統一教会には春が来てサタン

わけではありません。またハンティングも、

世界には夜に向かっていく時が来ました。サ

四十歳前後の人ができるのであって、五十歳

タン世界には希望がありません。サタン世界

を越えては難しくてできません。ですから、

は真っ暗な希望のない絶望の世界であり、統

これも特定の階層の人だけです。しかし釣り

一教会は絶望だと思っていたら、黎明時代を

は、少年時代から老いて死ぬ時まですること

過ぎて新しい朝が来ることによって鮮明時代

ができます。それゆえに、今後釣り事業は世

がやって来るのです。

界的なものになるはずです。

「文鮮明」とは、真理の王国になるという
ことです。名前が良いのです。これは何かと
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趣味産業とは何ですか。カジノとスポーツ、

する期間を広めるためには、趣味産業である

ハンティング、フィッシングではないですか。

釣りとハンティングが絶対に必要だというの

それを準備しているのです。今後、趣味産業

です。ハンティングは寒い時にするものであ

を主管する者が世界を主管します。これは強

り、釣りは暑い時にするものなので、趣味の

大な力になるのです。私が数十年間準備して

基盤を拡大できるのです。冬でも夏でも、春

きたのは、すべて人類のためです。釣りをし

夏秋冬いつでも趣味としてこれを活用できる

ても、魚を釣って売り飛ばそうというのでは

のです。そのようにすれば、世界のお金持ち

ありません。趣味です。御飯は食べることが

の人々は、一年中趣味を楽しむことができる

できます。ですから、それは趣味でするので、

のです。

釣ってみて、小さな魚は放してあげ、大きい
魚は食べるのです。食べるとしても、一人で

釣りとハンティングは趣味です。高位層、

食べるのではありません。分けて食べるので

豊かに暮らす人々の趣味分野です。ですから、

す。そのような時代が来ます。

趣味産業をするのです。観光組織をつくって
先生が直接リードするつもりです。

今カナダでは、「政府でお金を八〇パーセ
ント以上出すので、早く鹿の農場を拡張しよ

趣味の中にはハンティングがあり、釣りが

う」と言っています。見てみると、国家の収

あり、その次には冒険すること、飛行機に乗

入がとても多いというのです。現代文化人の

ること、自動車競技のようなハイスピードの

病気治療はストレスを解決することですが、

ものがあります。その次にはスポーツです。

それを解決できる最も良い方法は、レジャー

南米を中心として、数千の飛行機がアクロバ

産業を中心としたハンティングと釣りしかあ

ット飛行をする、そのようなエア・ショーを

りません。ハンティングをする人々は、みな

行えば、全世界の人々が南米に集まるという

度胸のある人々です。女性のような男性には

のです。一万メートルの高い所から地上へと、

できません。概して、ちょっとしたけんかは

何秒間か垂直に降りてきて、そして、地上十

する将軍のような人たちです。ですから、活

メートルで再び上がっていくのです。それゆ

動半径が広く、お金をもうけるのもものすご

えに、自動的にストレスが解けるのです。目

く、使うときもものすごいのです。

を開けてみると、別天地が展開されるのです。

釣りは主に夏にするのですが、冬は制限さ

皆さんは、釣りが初めてなので分かりませ

れます。これをすべての季節で行えるように

んが、これを一度、二度続ければ、どんどん

するにはどうすればいいかということが問題

魅力を感じるようになります。ハンティング

です。それで、コディアックにいる人々を連

も、初めは小さい鳥を捕まえ、それがおもし

れてきて試してみようと思います。釣りは夏

ろければもう少し大きいものを捕まえて、ま

に行い、ハンティングは冬に行うのです。夏

たより大きいものを捕まえようと猟銃を買い、

と冬なので、互いに交替してできるというの

それからまたもっと大きいものを買って捕ま

です。それゆえに、私たちの観光事業を拡大

えようとするのです。限界がありません。止
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められないというのです。ひっきりなしに高

のようにつくるのです。このようにして、趣

まっていくのです。人間生活にすべて関連す

味産業をしながら世界をリードしようと考え

るというのです。ですから、これは全世界的

るのです。その準備をするために、今飛行機

に発展できる可能性があります。

会社をつくっているのです。中型、小型飛行

大使たちが一年に何度も訪ねてくることを

機に乗れば、どこにでも飛んで行けます。今、

願います。このようにすれば、大使を通じて

大型飛行機で行くことができる名のある休養

その国にいるすべての人々に、皆さんがいく

地は、すべて行ってみたというのです。

らでも講義して教えてあげることができるの

今からは、田舎の村まで行くことができる

です。集まって釣りとハンティングをしなが

飛行場を築き、世界的な観光基地をつくろう

ら、祝宴もできるのです。その国に来ている

と考えているのです。小型飛行機を世界化さ

自分の国の人々とクラブもつくり、事業もし

せるというのです。百六十カ国に飛行場をつ

て、すべてのことができるのです。

くろうと、現在飛行機会社をつくっているの
です。大きい飛行機が行く所はすべて休養地

馬に乗ることも制限があり、ハンティング

域なので、そこにはすべて行ってみたという

も年を取った人々はできません。しかし、釣

のです。それで、湖をつくり、ハンティング

りは年齢を超越します。これは無制限です。

場をつくろうと思うのです。

船に乗って餌を海にまき散らして、小さい魚
一匹を釣り上げても釣ったことになります。

観光事業で中流以上の人を連結するのです。

そのような意味で考えてみるとき、今後釣り

観光をする人は中流以上です。そして、ビジ

観光は、無限に発展させることができるので

ネスのためのハンティング場、その次には釣

す。そのようなことができる最適な所がアラ

りのための養殖場を世界にたくさんつくるの

スカです。

です。それが事業です。大西洋まで運河をつ
くって休養施設をつくり、狩猟場と釣り場を

皆さんに国をすべて任せてあげたので、今

つくれば本当に良いのです。水と土地がある

から先生は、世界のトップクラスの人たちを

所では、どのような国であろうと飢え死にし

連れて、釣りをしたり、ハンティングをして

ないように私が教育するというのです。

回りながら、酒は飲みませんが、歌って踊っ
て暮らすことのできる時代に入っていくとい

二) 沈まない船、ワン・ホープ

うのです。彼らを通して世界の趣味事業を発
展させようと、百六十カ国に船を分け与えて、

ワン・ホープとは何かというと、「海の一
番の希望」という意味です。最初、他の船は、

その準備をしているのです。
コンドミニアムを造って、家がなくても暮

「三十フィートだ、五十フィートだ」と言い

らすことができる体制をつくり、年を取った

ながら豪華船だと誇っていましたが、私たち

人々を世界の公園に連れていきながら教育し

の船は小さくても速いのです。シュッ、シュ

ようと思います。船があり、狩猟場があり、

ッ、シュッと走っていくと、皆「小さい船が

その次には飛行場があり、ホテルがあり、そ

来る」とあざ笑いながら、「危険なのに、あ
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れは死ぬために来た」と言うのです。どうし

フィートも造り、九十八フィートも造り、百

て死にますか。沈まない船だということを知

八フィートまで造ったのです。百八フィート

らなかったというのです。

のボートは、アラスカの荒れた海の中で、底
引き網を引いて魚を獲るのです。

海と関係を結ぶために最も重要なものとは、
海に浮かべる船です。世界的に見るとき、い

海で船に乗って行こうとすれば、位置を探

かなる会社が造ったものよりも、私たちの会

知して方向をつかんで行かなければなりませ

社が造った船は永遠に称賛できます。歴史が

ん。それを知らなければ、霧と闘っても絶対

過ぎれば過ぎるほど称賛できる伝統をもった

に動くことはできません。ですから、どれほ

船を造らなければならないというのです。

ど不便ですか。その計器は十何種類にもなり
ます。これをどのようにすれば一つの計器に

小さい船で何をするのですか。釣りをする

入れたシステムをつくることができるのか、

のです。大部分の人が釣りには関心がありま

ということを研究しなさいと指示しました。

すが、網をもって魚を獲る漁業には関心がな

それで、いろいろな計器をコンピューター装

いのです。未来は、大きい船で網を使って魚

置に入れて、方向から今の位置、海の深さと

を獲ることには関心がなくなるというのです。

魚の動きまで、すべて一つのシステムで知る

それで造ったのがこのニュー・ホープです。

ことができる機械を研究開発して、今製作で

これは、川にも行くことができて、海にも行

きる段階に入ってきています。そのうわさを

くことができる船を考案しなければならない、

聞いて、世界各国で競争が起き、「自分の国

といって造ったのです。

で工場を造ってあげるので、私たちの所で製

今、私たちのニュー・ホープが有名です。

作しなさい」と大騒ぎです。

釣りをして案内するたびに有名になっている

私たちは、「それは統一産業がしなければ

のです。海だけ走るボートではありません。

ならない」と言っています。海の深さ、魚の

車でどこにでも移動が可能です。ここからフ

動き、これらがすべて問題になっています。

ロリダに行こうとすれば、車で引っ張ってい

海が神秘なのは、網で魚をたくさん獲った所

くのです。ここから海路でフロリダまで行こ

に再び訪ねていくのが難しいということです。

うとすれば何日もかかります。ところが、車

網を引いて魚を獲る時、どのようなコースを

で行けば一日で行くのです。西部から東部ま

行けばたくさん獲ることができるのですか。

で車で行けば三日です。海路を行こうとすれ

わずか十メートルの差で、三倍も獲ることが

ば一カ月かけなければなりません。そして、

できる所もあります。それはどういうことか

海に出れば波に乗って行けるように、波をか

というと、魚の脈があるというのです。その

き分けて行くことができるように建造しまし

ような所を再び訪ねていって魚を獲るという

た。それで、二十八フィート以上に造ったの

ことが難しいので、一度魚がよく獲れた所を

です。それ以下ではいけないので、そのよう

コンピューターに入れれば、百回でもその場

にしたのです。その二十八フィートを中心と

に行って自動的に網を下ろすことができ、そ

して三十八フィートも造り、それから五十二

のコースへ行けるように案内できるシステム
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を開発したのです。それは、本当に素晴らし

上で希望をもっていた人々も、さめにやられ

いのです。

て瞬く間に絶望の境地に陥ってしまいます。

私は、この手でこのような基盤をすべて築

大きい魚が食らいつけば、海の底から振動

きました。船が必要ならば、どのような船で

がそのまま波及してきます。これに対し船で

も造ることができます。最近では潜水艦まで、

「ドーン、ドーン、ドーン、ドーン」と音を

小型潜水艦まで造ることができるように研究

鳴らせば、頭をハンマーでたたくのと同じで

させています。ノルウェーから日本まで、そ

す。海で数十年間あらゆる風霜の中で生き残

のような研究をしています。今後は、海の各

ってきたものなので、どれほど荒波をたくさ

階層で生活できる家庭的小型潜水艦を造り、

ん経たでしょうか。そこで生き残ってきたの

そこを住宅として、海の中に入っていって暮

で、どのようなことが起きたのか、すぐに分

らすのです。

かります。状況を見て、人が何メートルの所
にいるということまで測定している局面なの

私たちにはバン家庭、潜水艦家庭、宇宙船
家庭があります。一週間はここで暮らし、一

で、てっぺんで「かん、かん」と音を鳴らし
てはいけないのです。

週間は海で暮らしてまた行く、このようにす
るのです。そのような最高の技術を先生はも

ツナ獲りのようなものは釣りではありませ

っています。バンを造ることができ、潜水艦

ん。海のハンティングです。海のハンティン

を造ることができ、今宇宙船も造ることがで

グという言葉は初めて聞いたでしょう。それ

きるのです。

を捕まえるのは、大きい牛を一頭捕まえるよ
りも難しいのです。一匹、千ポンド以上です。

三) 脚光を浴びる未来レジャー産業・・釣り
(1)海釣りの醍醐味と味

五百キロ、六百キロ、七百キロのものもいま
す。それは雄牛よりも大きいのです。
そのようなものを捕まえれば楽しくなりま

海の中には、スウォッド・フィッシュ（め

す。捕まえて長くおけば魚が腐るので、すべ

かじき）とか黄色いひれのツナもいます。大

て血を抜くのですが、床が瞬く間に血の海に

きいものは三百ポンドにもなります。百五十

なります。その時は私も「私は本当に無慈悲

キログラムにもなるほど大きいのです。先生

な心をもったな！」という気がします。私は、

の一・五倍です。そのようなものが群れをつ

そのような時、いつも「神様も、私たちを人

くって泳いでいるので、一度網に引っ掛かれ

類解放のための祭物と考えるので、やむを得

ば、数百匹が引っ掛かります。それがさめの

ずそのようにされるのではないか」と考える

攻撃対象になります。さめが入り込めば血が

のです。また「自然世界から捕まえたものは

広がるようになります。そのようになれば、

精誠を尽くしたものではないので、私が育て

周囲にいたさめが寄ってきて、三分の二はさ

て祭物を差し上げます」と心に誓うと、気分

めの餌になります。それは衝撃的です。船の

が晴れました。それで養殖事業をし、水産業
をするのです。
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魚がどれほど大きいかといえば、このよう
に大きい私たちが二人立っても、隠れて見え
ません。そのようなものが小さい一ミリメー

ら生きるのです。サタンと全く同じです。サ
タンの王です。
「天下の私を誰が触るか！」といいます。

トルの釣り糸に引っ掛かってくるのですから、

これが釣られて引き上げられながらも「私を

どれほど興味がわくか分かりません。簡単に

誰が触るのか！」と、このようにしながら少

は何と言えばいいのでしょうか。雄牛のよう

しも動かないのですが、あとで釣られたこと

なものが引っ掛かってくるのです。釣り糸は

が分かって「ああ、大変なことになった」と、

細いのに、これがすごいのです。女性で生ま

このようになるのです。文総裁によってアラ

れて、釣りをすることはできなくても、見物

スカのハリバットが初めて雷に打たれるので

だけでも一度したくはないですか。

す。コディアックで八十ポンド以上のものを
捕まえた人がいないのです。文先生が現れて

きのうもブラックタング・フィッシュを一
匹釣ったのですが、これがどれほど強いか分

初めて二百ポンド、三百ポンドのハリバット
を捕まえるようになったのです。

かりません。貝をかみ砕くのです。釣りの中
で、最も神経を使う釣りがブラックタング・

釣りがなぜ刺激的かといえば、血を見るか

フィッシュ釣りです。皆さん、かにがいるで

らです。どれほどストレスが解消されるか分

しょう、これを二つに切って釣り針につけて

かりません。ハンティングも同じです。そう

入れれば、さっとちぎって食べます。いつの

でなければ、現代人のストレスをどのように

間にか来て、ちぎって食べてしまいます。本

解くのですか。血を見るということは衝撃的

当に不思議です。この釣り針にかにの足をつ

です。昔ローマの人々がなぜ残忍だったのか

けておけば、いつ来て奪い取っていくか分か

知っていますか。引き裂かれて死ぬ人々の血

りません。

を見てストレスを解くことができたので、そ
れを喜んだのです。血を流すのを見れば「ワ

ペテロは漁夫だったでしょう。皆さんは漁

ッ！」と細胞が一度にひっくり返ります。そ

夫の子孫ではないですか。ですから海を知ら

れで、ストレスがいる所がなくなって逃げる

なくてはなりません。何を捕まえようとして

のです。男性として生まれた者が釣りをする

アラスカまで来たのですか。海の底にうつ伏

ことができず、ハンティングをすることがで

せになって王のように振る舞うのがハリバッ

きなければ女性と同じです。そのような男性

トです。それは、うつ伏せになって生きるの

とは、絶対に一緒に暮らすなというのです。

です。目がアンテナのように飛び出していて、
海の底で暮らす姿は、ちょうどこけが生えた

人間が文化生活をすればストレスがたまり

岩の塊のようです。うつ伏せになってそこか

ます。これをどのように解くのですか。説明

ら匂いを出すので、小さい魚が集まるのです。

するだけではできません。刺激です！ 刺激

小さい魚が集まってくると、体をひねって捕

は、血を見る以上のものでなければなりませ

まえ、のみ込むのです。うつ伏せになりなが

ん。血がはねて小さな肉片がくねくねするの
を見る瞬間、ストレスのようなものはたまっ
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ていることができないのです。逃げ始めるの

今から、北極に行って氷の上で捕まえるの
です。あしかを氷上で捕まえてくることが残

です。
ハンティングもそうです。ツナのようなも

っています。そして、オーストラリアに行け

のは、大きさが雄牛の三倍にもなります。そ

ば、ブラック・マーリン（白かじき）という

のようなものがのこぎりでひかれれば、血が

ものがいます。その重さが三千ポンドです。

飛び散るのです。その時、海を見れば真っ赤

私は二百ポンドなので、私の体重の十五倍で

に変わります。そのような時には、詩人のよ

す。十五倍もある大きい魚がいます。三千ポ

うになるのです。女性が見れば、「ああ、神

ンドです。鯨でも、釣り針を垂らせば引っ掛

様！ ああ、ああ……」と言いながら気絶す

かるはずです。そのようなものが食いつけば

るかもしれないのです。それくらいぞっとし

釣り糸が切れるので、捕まえて、また元に戻

ます。そのような所ではストレスがたまる余

してあげたこともあります。

裕がありません。完全に除去されるのです。

それを捕まえていれば、博物館にもってい
ったでしょう。その力がどれほど強いか、そ

それだけ刺激的です。

れを捕まえようとすれば五時間以上苦労しな
今後、日本人を動員する観光事業では、ア

ければならなかっただろうというのです。そ

メリカは希望的です。アメリカでは、一年中

れで、「ええい！ 使うこともできないもの

釣りができます。その中でも最もおもしろい

を捕まえてどうするのか」という気がして放

ものとは、はえなわですが、釣り糸をどれく

してあげたのです。ですから、捕まえてみた

らい長くするのかといえば、六十マイルにも

いものは、すべて捕まえてみました。

なります。六十マイルといえば、ソウルから
天安まで行く距離です。それがどれほど深い

先ほどのアルバムでハリバットの写真を見

海なのかといえば、千メートル、八百メート

れば分かりますが、これがその魚釣りです。

ル、五百メートル以上です。その色を見れば

グロスター、ボストン海域には、ジャイアン

正にインク色です。その中で六十マイルの長

ト・ツナ、ブルーフィン・ツナ（黒まぐろ）

さがあるので、魚が食いつけば相当な量です。

がいるのですが、私がもっている記録は千二

さめの中には、人をそのままのみ込んでもの

百七十二ポンドです。長さが十八フィート以

どに引っ掛からないほど大きいものもいます。

上です。ですから、五メートルを越えます。

スウォッド・フィッシュ（めかじき）という

きょう私が捕まえたのは十四・九フィートに

ものも、三メートル、四メートル近くになり

なるのですが、それは雄牛より大きいのです。

ます。そのようなものを、そのまま頭だけ除

虎で大きいものは七百ポンドくらいで、雄牛

いて、すべてのみ込んでしまうのです。それ

は千ポンドです。ですから、雄牛より大きい

は戦争です。そのようなものに出会えば、あ

のです。

いさつもなくのみ込んで、ゆうゆうと王子の
ように泳いでいくのです。

きょう私たちは約二百ポンドのものを捕ま
えましたが、私の記録はその六倍です。そこ
まであれば、それはすごいことでしょう。第
二次大戦の時に、何かの将軍になって勝利す
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ることよりもっと素晴らしいのです。それこ

です。そのように素晴らしく暮らすことので

そ、男として生まれて釣りをするのは王子の

きる道が明白なのに、それを知りません。

ような立場です。一度その味を味わえば、
(2)海釣りをする時の要領

「妻を売ったとしても参加する」と言うはず
です。してみなければ分かりません。

海の魚を見れば本当におもしろいのです。
ストライプト・バス（striped bass：すず

一番浅い所に小さい魚がいます。深い所に入

き）というすてきな魚もいます。それはツナ

っていくと、だんだんと大きい魚がいます。

よりもっとおいしいのです。刺身にすれば、

小さい魚は少し大きい魚に捕まり、また、少

肉に弾力があって、とてもおいしいのです。

し大きい魚はそれよりももっと大きい魚に捕

日本人は、とろ（注：ツナの腹肉の脂肪が多

まるのです。おもしろいのは、鯨の子やツナ

い部分）が一番と言いますが、この味を知れ

の子を見れば、子供はみな同じです。すけそ

ば飛びつくはずです。それは、最初蛇の肉を

うだらの子やツナの子など、子供はみな同じ

かむような感じです。かんでも、このように

だというのです。

はじいたりするというのです。お母様は、す
しのようなものは好みませんが、この魚の味

先生はよく海に行きます。海には無限の宝

を知ると、「刺身、刺身！ ストライプト・

物が埋まっています。そこには、ずーっと系

バスの刺身」と言うようになったのです。先

列的に餌が置かれています。それを見ればお

生が釣りに行くとき、お母様に「準備しなさ

もしろいのです。すべて「ため」に生きてい

い」と言えば、ストライプト・バスを釣りに

るでしょう。連帯関係をもって「ため」に生

行くものと思って「ああ、そうですか」と言

きて存在しています。もし大きいものが小さ

いながら、すぐについてきます。ですから、

なものを食べてあげなければ、大変なことに

おもしろいのです。それで、魚釣りは刺激的

なるのです。海が魚でぎっしり埋まってしま

だというのです。

うのです。食べてくれることによってバラン
スがとれるのです。

魚を刺身にして食べれば、食べられない魚
はありません。血があるので気分は悪いので

海の魚を見れば、小さい魚から段階的に食

すが、皮をはがしてすっすっすっとすれば、

べられて生きていくのですが、これがどうし

唐辛子みそなどをつけて食べる必要がないの

て神様の愛ですか。彼らは人間を標榜し、神

です。単純ながらも栄養が十分で、食べるに

様の愛を受けることのできる人間の細胞に吸

もどれほど良いか分かりません。生きた細胞

収されることが最高の理想です。そのように

を食べるのであって、死んだ細胞ではありま

しようとするので、鉱物は植物に吸収される

せん。ごくごくのみ込んで、一日船で休むよ

のです。神様の愛を受けることができる細胞

うにすれば、どうしておなかをこわすのです

圏に占領されるのです。植物は動物に、高級

か。食べることができないから下痢をするの

動物は人間に占領されるのです。おいしくて
立派なものは、すべて人間に吸収されること
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を希望するのです。最高の細胞が躍動し、神

時はこのように引っ張り、左に行く時は反対

様の息子、娘の愛の実体として連結したい、

に引っ張るのです。初心者は、いつもこのよ

愛の本宮に向かって帰ろうという願いをもっ

うに引っ張るのですが、違うというのです。

てその主人に吸収されるのです。

反対に引っ張ってこそ早く引っ掛かるのです。
いくらも時間がかかりません。

海に行けば、水が深ければ深いほど階層が

海釣りに行くとしても、ただ水平線だけが

多いのです。温度の差が大きいのです。温度

ある海に行くのではないのです。必ず石があ

一度、二度の差によって魚の種類がすべて変

る所に行かなければなりません。石があって

わります。本当に不思議です。人間には分か

隠れることができ、そこに食べられる虫がく

りませんが、魚の世界では、一度の差による

っついている所に魚がいます。水が流れるの

階層と、その面に沿って五大洋を訪ね回るの

を見れば、魚たちがいる所は必ず波打つので

です。本当に神秘的です。きのうまで魚が無

す。三メートル、五メートルの波が立つとい

尽蔵にいて、魚が半分、水が半分だったので

うのです。そのような所に行けば魚がいます。

すが、きょう行ってみると一匹もいません。

そのような所の近くに行って魚を釣らなけれ

それはなぜかというと、温度差のためです。

ばなりません。

〇・五度、一度変われば完全にいなくなるの
です。人は、一度、二度の差は問題ありませ
んが、魚たちはそうだというのです。

釣り糸を垂らせば魚が釣れると思っている
のですが、とんでもないことです！ 魚が戯

人は、寒帯地方に行っても暮らすことがで

れる水温が違います。大小によって水温が変

き、熱帯地方に行っても暮らすことができ、

わります。夏は表面に近いほど水温が高いの

温帯地方に行っても暮らすことができますが、

です。それゆえに、小さな魚は水面で暮らす

動物たちはそうではありません。ライオンが

のです。海水の温度によって自然に移動する

韓国で暮らせますか。韓国にライオンがいま

のです。魚は、縦に動くことを最も嫌います。

すか。ライオンはアフリカにいます。韓国に

いつも横に移動しようとします。釣りをしよ

は、ライオンではなく虎がいます。

うとすれば、そのようなことを知らなければ
なりません。魚がとどまる所、サーモンでも、

魚の食いつき方も、魚の性格によってすべ

どこで釣りをしなければならないのかという

て違います。千種類の魚がいれば、食いつき

ことを知らなければなりません。ですから、

方も千種類です。新しい所に行って釣りをす

専門家にならなければなりません。勉強が必

る時は、一匹、二匹、三匹と捕まえながらど

要です。専門家にならなければ釣ることはで

のように食いつくのか、きちんと公式化させ

きません。

るのです。それが常識です。魚がこのように

先生は、温度に合わせて釣りをします。温

食いつくのに、このように引けば引っ掛から

度がどの程度ではどのような魚がいるのか、

ないのです。引くほうに釣り糸が行くので、

すぐに分かります。釣り糸を何度か垂らせば、

いくらでも魚が逃げるのです。このように食

すぐに魚が餌をつつきます。釣り糸を早く巻

いつけば、反対に引っ張るのです。前に行く

けば上に上がっていき、ゆっくり巻けば沈む
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のです。ゆっくり巻きながら、今水面から何

も水の中に残るのです。そのようにして倒れ

分の一の所を流れているのかを知らなければ

れば、水の上にひっくり返って、さっとこの

なりません。今のこの気温では、キング・サ

ようにしながら浮上するのです。どれほどシ

ーモンはどのレベルに来るのかということを

ョーを楽しんでいるか分かりません。それで

知っているのです。サーモンは、普通底にい

私は、「風が吹けば鯨があのように喜ぶのだ

ます。なぜですか。底に餌が多いからです。

ろうか」と、このように考えました。また一

虫やかにのようなものたちがいるので、底に

度か二度見れば、「そうだ！」という結論を

寄ってくるというのです。

下すことができると思います。

いくらアラスカで魚をたくさん釣ったとし

釣りをしようと海に行くのではありません。

ても、他の所に行けば、また学ばなければな

アラスカ精神とは何かというと、鮭の精神で

りません。どれほどこれがおもしろいか分か

す。鮭は子を産むために四千マイル、五千マ

りません。また往来することもできます。ニ

イルの大海を渡って、離れた自分の故郷を訪

ュージーランドの人々も、コディアックに来

ねてきます。人間の復帰路程を見ても同じで

れば学ばなければなりません。ニュージーラ

す。何億千万里離れたとしても、再び訪ねて

ンドではうまく釣ることができるとしても、

いくことができなければなりません。釣りを

コディアックでは通じません。コディアック

するにおいても、それ以上興奮する釣りはあ

に来てまた学ばなければならないので、お互

りません。それがどれほど強いか分かりませ

いに一つになることができるのです。多様な

ん。他の魚が食いついたときは、何度か巻け

釣り方法、多様な顔、多様な環境があるとい

ば出てくるのですが、これは数十回巻かなけ

うのです。どこに行っても、釣りをする所に

ればなりません。私たちが天の伝統をもった

よって違います。

人を捕まえるのが難しいことと同じです。
それは死ぬまで、終わりまでジャンピング

おもしろいことがあります。海を見れば、

します。このようにジャンピングを三度すれ

台風が吹いて船も出てこないので、すべて魚

ば釣り針が外れます。それがアラスカの伝統

の世界です。普通の時は、人々がやって来て、

です。海は死亡の世界、サタン世界を象徴し、

音楽をかけながらざわついて「ガンガン」と

魚は人を象徴するのです。魚の中で最も勇猛

音がするので、棒で何かをたたくような大き

な魚は、サーモンです。

い振動を感じるのですが、台風の時は静かだ
というのです。ですから、鯨たちが集まって

ある日、海に行ったのですが、台風が吹い

ジャンピングしたり、ショーをしたり、その

ているのに船が多かったのです。ツナ

日は本当に歴史的でした。どこかにその時の

（tuna：まぐろ）の季節になって海へ行けば、

写真があるはずです。

五百隻ほど集まった船がすべて怨讐のように

大きい魚も、小さい魚もいたのですが、鯨

感じられます。「一度私一人で釣りができれ

は大きいのでしっぽのつけ根までしか跳ねる

ばいい」と考えたのですが、そのような日が

ことができませんでした。しっぽだけはいつ

ありません。ある時、台風警報が出たのです
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が、私は行こうとしました。しかし、みな出

は、間違いなく平らな所に出てきて遊びます。

ていくなというのです。それでも船長に「こ

午前はそうです。午後にはまた食べるために

の者たち、私の言うことを聞きなさい！ 死

出てくるので、その海の底を見て「ああ、こ

にはしない」と言って、無理やり行くように

こは魚がいる！」とすぐに分かるのです。

なりました。
近い道のりではありません。二時間以上か

自分の釣り針が、今水面からどのくらいの

かるので、夜一時に出発します。四時に到着

所にあるのかということを知らなければなり

しようとすれば、一時に出発しなければなり

ません。魚は海底から一フィート、餌を捕ま

ません。風が吹いているので、倍もかかりま

えやすい所にいます。餌を食べて生きなけれ

す。それで、十二時に出港しました。生涯路

ばならないので、二フィート以上離れられな

程においてそのようなことがたくさんありま

いというのです。季節になれば、それが海底

すが、その材料は億千万のお金を与えても買

を覆うのです。釣りをしてそれを引っ掛けよ

うことはできません。

うとすれば、何度でも引っ掛けることができ

そして、そのような天気なので船は一隻も

ます。ささささっと、このようにしながら、

ありません。そのような所に行って釣り糸を

少しでも引きがあれば激しく引っ張らなけれ

下ろすので、下ろすや否や、「がばっ」と食

ばなりません。それが技術です。まぐろは、

いつくのです。そうではないですか。数多く

海の天下で自分が一番であるかのように自由

の船の中で数十匹が食いついていたのが、今

に生きているので、小さな餌には引っ掛かり

は一隻しかいないので、十里も見通す目をも

ません。ですから、引っ掛かるようにしなけ

つ飢えた魚の群れが押し寄せて、食いつくよ

ればなりません。それを研究しなければなら

うになっています。そして、釣り糸を下ろす

ないのです。

と「がばっ」と食いつくというのです。台風
が吹いても吹かなくても、それは私が気にす

大きい魚を釣ろうとすれば、底に行かなけ

ることではありません。ただ汗を流しながら

ればなりません。魚の中で泳ぎ回るものは小

釣りをしました。捕まえようと四時間走りま

さな魚です。大きいものは泳ぎ回りません。

した。それで、そこから二十マイルをエンジ

「泳ぎ回って何をするのか」と、このように

ンで引っ張っていくのです。

しているのです。釣り糸を垂らせば、そのよ
うなものが引っ掛かるのです。底に一指尺程

私たちのような人は、釣りに行けばすぐに

度浮かして匂いを漂わせておけば、ゆっくり

魚のいる所が分かります。朝と夕方には、す

と寄ってきて……。魚が泳ごうとすれば、ひ

べて餌を求めて訪ね回るのです。それから、

れを動かさなければなりません。それゆえに、

昼食の時間は、食べたので遊び回るのです。

魚が水平へ行くので、引っ掛からないように

そのようにするとき、海の底が深いだけでは

一指尺以上浮かしておかなければなりません。

いけません。海の底は、ある所は深く、ある

それを計算して釣り糸を投げれば、間違いな

所は平らでなければなりません。魚は隠れる

く大きいものが引っ掛かるのです。

ために深い所に逃げます。出てきて遊ぶとき
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今回、私が最後に捕まえた魚がどれほど大
きいかといえば、十五ポンド三十でした。今

おいしい。釣りをする主人は狂ったようだ」
と思いながら、食べて帰るのです。

まで、私たちが捕まえた鮭の中で最も大きい
ものです。最後にそれを引っ掛けました。こ

ハンティングは、動物が通る道で待ち伏せ

れがどれほど力が強いか、網でこれをすくい

して撃つので野蛮です。飛んでいくものを撃

あげなければならないのですが、夕日に照ら

つのは、道義的ではないのです。釣りはそう

されて魚が見えないのです。網の中に体の三

ではありません。自分で来て食いついてくれ

分の二が入っていて、頭だけが出ていても飛

るのです。ですから、それは捕まえてもかま

び出してくるのです。ですから、勇ましいの

いません。そして釣りは、五歳から死ぬ日ま

です。その時、まかり間違えば網が切れてし

で、百歳になったおばあさんやおじいさんで

まうのです。

も、寝床から釣り糸を垂らして釣りができる
のです。いくら釣りのチャンピオンで有名で

釣り糸には、千里にもなるもの、十里にも

も、他の地方に行けば、そこでは釣る方法が

なるもの、一寸のもの等、多種のものがあり

違います。それゆえに、その地方のやり方で

ます。数多くの釣り糸がかかわっています。

やらずに自分一人のやり方でやれば、食いつ

ところが、この一寸ほどのものが水に入って

きません。そのやり方に従わなければならな

いくや否や引っ掛かる魚もいます。だからと

いので、どこに行っても学ぶようになり、ま

いって、これを引き始めたら大変なことにな

たどこへ行っても教えてくれるのです。

るのです。糸が長くて遠ければ遠いほど、深

誰でも先生になり、学生になることができ

い大洋なのです。しかし、本当の釣り師なら

ます。これが平等です。同じ種類でも場所に

ば、小さい魚が食いついても、それに対して

よって食べるものが変わり、釣りをする人が

神経を使ってはいけないのです。「お前が食

どのような餌を与えるのかによって変わると

いついたのか。お前たちの群れがどんどん集

いうのです。それゆえに、その地方に行って

まりなさい」このようにしてこそ、そのあと

すべて学ばなければなりません。万国すべて

に最も大きい魚が何百、何千里の遠くから来

違います。そのように多様なので、趣味は多

るのです。何千里も遠くにいる、その一匹を

様だというのです。

捕まえなければならないというのです。
(3)釣りを学べば飢え死にしない

先生も釣りを好んでします。四十日以上、
一日中してみました。私が釣ろうとする魚は、
最初に食いついてくるものではないのです。

皆さんは、農作業をすることができますか。

「食いつけ。めだかの群れよ、集まりなさ

先生は、農作業のやり方をすべて知っていま

い」と言いながら、最後に貫禄のあるものが

す。それを教えてあげなければなりません。

食いついてくることができるように待ってい

統一教会員たちは、農作業をすることができ、

なければなりません。めだかの群れは、ただ

ハンティングもすることができ、釣りもする

来て行ってしまうものが多いのです。「ああ

ことができなければなりません。この三種類
をすることができなければならないのです。
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それで、単身アフリカの部落に入っていき、

四匹捕まえれば父親まで食べさせて生かすこ

一週間で彼らを食べさせてあげて、それが自

とができるのです。

分の生きる基盤になるのです。一年食べさせ

釣り場に行けば、一時間以内に十匹も捕ま

てあげれば、一年後には彼らが稼いで食べさ

えることができ、数十匹でも捕まえることが

せてくれるのです。

できるのです。一つの町に百軒の家があれば、
百人の女性を中心としてクラブを編成し、

熱帯地方には獣がたくさんいます。釣りと

「きょうは百匹捕まえてこよう」と言えば百

ハンティングは、統一教会員ならできなけれ

匹捕まえ、「二百匹捕まえる」と言えば二百

ばいけないというのです。なぜですか。飢え

匹捕まえることは問題ではありません。何人

死にする人々を生かしてあげるためには、魚

かを動員すればいいのであって、全体動員す

釣りを教えてあげなければならず、ハンティ

る必要もないのです。一カ月に一回ずつ動員

ングして生き残る道を教えてあげなければな

して用いても、食べさせて生かすことができ

りません。ですから、レバレンド・ムーンは、

るというのです。

血を見ても堂々としているのです。昔、祭司
長たちが祭物を捕まえました。私が動物を捕

釣りは簡単です。アフリカの奥地でも、女

まえるのは、統一教会員を祭司長にするため

性はみな針をもっています。ろうそくのあか

なのです。これは神聖なことです。釣りとハ

りをつけて、針を熱して釣り針を作ることが

ンティングを学んだならば、今から班をつく

できるというのです。昔は、私がすべて作り

り、アフリカに行って協助するのです。アフ

ました。釣り糸も買う必要がないのです。ナ

リカにハンティング宣教師を送り、釣り宣教

イロンひもはいくらでもあります。この釣り

師を送って手助けする仕事をして、それから

糸は、昔の絹糸が問題ではありません。そし

全世界にまき散らさなければなりません。ど

て、おもりは鉛の塊を切ってつるし、浮きは

こに行っても、釣りをして、ハンティングを

とうきびの管を切ってぶら下げればいいので

して生かすことができる道もあります。

す。このようにして餌をはさんで手を釣り竿
にして投げれば、いくらでも釣ることができ

一つの湖で、何千何万の家族が食べていく
ことができる時が来ます。釣りをすることが
できれば、その魚は私たちの魚です。釣りは、

るのです。無尽蔵なのが魚です。魚はどこに
でもいるので問題ないのです。
夫人たちが釣りをすることができないのが

誰がしなければなりませんか。女性がしなけ

問題なのです。そのような指導者はいません

ればなりません。なぜですか。女性は、おし

でした。ですから、先生が釣りをせざるを得

りが座布団のように大きいので、楽です。長

ず、ハンティングをせざるを得ません。村と

い時間座っていることができます。男性は、

村を連合させて、人々を何人かずつ結んで分

三時間だけ座っていても痛いのです。それゆ

配し、獣を捕まえて食べさせて生かすことが

えに、一人の女性が魚を三匹だけ捕まえれば、

できるのです。そのようなことを教えてあげ

三人の赤ん坊を食べさせて生かすことができ、

る人がいなかったというのです。
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飢えて死ぬアフリカの人々や第三世界の

きたのです。飢え死にする世界の人々を、真

人々は、釣りをすることができないから死ぬ

の父母が責任をもたなければなりません。全

のです。母親が釣りさえできれば、絶対に飢

世界の人類は兄弟なので、あきらめることが

え死にしません。どこにでも水があり、湖が

できないのです。

あります。魚は無尽蔵です。ですから、釣り

毎年二千万が統一教会の食口になると考え

を教えてあげ、養殖のやり方を教えてあげる

てみてください。このようなことを統一教会

のです。このようなことを既に先生がしてい

が主導して世界的にすれば、どれほど多くの

ます。釣りは、糸さえあればできるのです。

人を救えますか。農作業の方法、釣りの方法

針はどこにでもあります。ろうそくのあかり

を一刻も早く学びなさいというのです。なぜ

をつけておいて、針を熱して曲げればいくら

これをしなければなりませんか。飢え死にす

でも魚を釣ることができるのです。そして、

る人々を生かすためなのです。それで、ここ

餌はどこにでもあります。一人で一日に十人

でその方法を伝授されて帰りなさいというの

の赤ん坊を食べさせることは問題ではありま

です。

せん。身長ほどの魚たちが食いつくのです。
そのような環境的条件なのにもかかわらず、

母親たちが釣りさえすることができれば、

指導者がいないのでそのようになってしまう

息子、娘を飢えて死なせたりはしません。水

のです。

がどれほど多く、魚たちがどれほど多く、獣
がどれほど多いですか。どこにでも川があり

ビジネス・センスがなければなりません。

ます。魚一匹だけでも捕まえれば、大きいも

一年に二千万名が死んでいくのですが、その

のなら一週間も食べることができます。わに

生命を助けてあげることができなければなり

を捕まえれば、一カ月も食べることができる

ません。土地がある所には農作業の方法、水

のです。河馬は乾燥させて、一年も食べるこ

がある所には養魚のやり方を教えてあげて、

とができます。それから、ハンティングをし

飢え死にしないようにしなければならないと

ても食べていくことができます。世界平和観

いうのです。夫人たちと子供が釣りをするこ

光ハンティング連合会と釣り連合会をつくり

とができるのに、なぜ飢え死にするでしょう

ました。釣り大会を開いて米国の女性たちを

か。水があって魚がいくらでもいるのに、な

連れていき、釣りを教えてあげるのです。母

ぜ死ぬのかというのです。ですから、釣りを

親に釣りを教えてあげれば、どこに行ったと

するのです。皆さんが釣りを教えてあげなけ

しても絶対に飢え死にしません。
水と土地があればいいのです。土地では農

ればなりません。
また、ハンティングも教えてあげるのです。

作業をすればいいのです。白人たちがそれを

そこにわにであれ何であれ、獣がどれほどた

教えてあげなかったというのです。農作業の

くさんいますか。世界平和観光狩猟協会も、

やり方を教えてあげずに、搾取ばかりしたと

すべて世界平和のためなのです。なぜこのよ

いうのです。ですから、刃物で刺されて追い

うなことをするのでしょうか。今まで私は二

出されたのです。私たちの宣教師はそうでは

十年間赤字を出しながら、この基盤を築いて

ありません。すべて歓迎するというのです。

1584 * 千五百八十四

천성경

天聖經
Cheon Seong Gyeong
(4)海釣りは精神的なもの

なぜそうなのでしょうか。「ため」に生きる
からです。それゆえに、テキサス農場をつく
り、釣り場をつくって、農作業の方法もすべ

先生は釣りに行けば、どこでも考え事をた

て訓練させるのです。猪のようなものも、わ

くさんします。釣りを長くした人は、釣り糸

なだけつくっておけば、一日に十頭、百頭も

を十回垂らせば十回考え、百回垂らせば百回

捕まえることができます。

考えるのです。ですから、十回垂らしながら
百回考えるならば、先を越すことができるの

第三世界で暮らしている女性が釣りのやり

です。先生はさっと行けば、釣り場に砂があ

方さえ知っていれば、はえなわのやり方さえ

る所なのかどうか、すぐに分かるのです。専

知っていれば、絶対に飢え死にしません。湖

門家には分かります。このように鉛のおもり

があり、川がある所には魚がたくさんいるの

をつるして引いてみれば、砂場ならぶつぶつ

です。それを教えてあげる人がいなかったの

ぶつといい、泥ならすーっと引けるのです。

で飢え死にしているのです。また部落に一丁
の銃さえあれば、ハンティングをして飢え死

見てみれば、大概釣り竿を一つだけおいて、

にする人々を生かすことができる道がいくら

釣りはしないのです。釣りをする人は、二つ

でもあります。このような教育を、今全世界

の竿を併せて使います。なぜ二つなのかとい

的に始めています。水があれば魚を育て、土

えば、男性完成、女性完成、すなわち主体と

地があれば農作業をする方法を教えてあげる

対象の完成を意味するのです。

ための訓練場所として、現在テキサスに農場
を準備しているのです。そこに多くの人を配

ハンティングは、肉体運動として肉体の健

置しておかなければなりません。この白人た

康のためのもので、釣りは精神の健康のため

ちは、アフリカの人々に農作業も教えてあげ

のものです。座って釣りをする時は、自分の

ませんでした。

一生を回想して、本当にたくさんのことを考
えるのです。そのような時間をもつことがで

山に行けば食べ物がたくさんあります。う

きるというのは驚くべきことです。自らの過

さぎも食べて生きていけるのに、人が食べて

去を分析して、未来の生活に対して設計でき

生きていくことができないでしょうか。皆さ

ます。自分たちにとって最も重要な時間にな

んが田舎に行けば、海もあり、川もあります。

るのです。威厳を備えて自分自身を静かに省

その川や海には魚がたくさんいるのに、捕ま

みることができます。それが絶対に必要です。

える方法を知りません。それをすべて教えて

これを東洋では釣り道といいます。

あげるのです。ハンティングの季節になれば、

母親の魚が捕まえられて上がってくる時、

ハンティングをしてもかまいません。銃を撃

子魚たちが続いて上がってきます。このよう

つことができますか。ハンティングをしても、

なことを見ながら、自分の生活を中心として

生きていくことができるのです。熊一頭だけ

「あ、釣ってはいけないな！」と考えます。

捕まえれば、一年は食べていけます。そのよ

自分の息子、娘を中心として考え、自分の民

うなことをなぜ研究しないのですか。

族のことを考えるようになります。釣りを何
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年かしただけでも、釣ったものは放してあげ

様を中心とすればそのようになるというので

たいのであって、釣った魚を食べたいという

す。特別な光がぴかぴか光るのです。皆さん

考えは一つもなくなります。それが本当の道

から普通の光が出るならば、先生からは特別

です。食べたいという考えがなくなるという

な光が出てくるというのです。その光を魚た

のです。

ちが見るのです。それで、いくら「来るな」
と言っても押し寄せてくるのです。

人々が船に乗って釣りに行こうとすれば、
気候が良くて、気分が良い時に行こうとしま

先生が釣りに行って、最初に釣った魚は放

す。それは、普通の人が考えることです。特

してあげます。神様が造って解き放ってあげ

別な人になるためには、夕立が来て雷が落ち

たのと同じ心をもって、放してあげるのです。

る環境で釣りをしなければなりません。そし

そして今まで、先生が釣った魚は食べません

て、雨が降る時、環境的変化、周辺のすべて

でした。二千万の神様の息子、娘が飢え死に

の水がどのように違い、その水が動くことに

しているのに、魚が自然死することは許諾で

よって魚にどのような影響を与えるのかとい

きないというのです。「お前を釣って二千万

うことは、どしゃ降りの雨が降る所で釣りを

の神様の息子、娘を助けてあげなければなら

してみなければ分かりません。

ない」と言うのです。動物、あるいは生物た
ちが生まれた原則がそのようになっているの

歴史は新しい世界をつくっています。です

で、それに対しては有り難く考えなければな

から、先生を指さして「間違っている」と口

りません。そのような意味で、釣り大会に行

に出して言うことはできません。私は、恥ず

けば、先生はよく釣れ、一般の人はよく釣れ

かしくないというのです。魚の顔を見て言う

ません。精誠です。「やー、神様がつくった

のです。一日中座って釣りをしながら、「あ

水の博物館に潜水して入っていくことはでき

なた方は私のような男性に初めて会っただろ

ないので、一度水の中から飛び出してきて、

う。あなた方を捕まえることが目的ではない。

私を通して神様が解き放ってくださる喜びを

あなた方を連結させ、漁場を中心として人類

鑑賞するようにしなさい」と言えば、自分か

を飢饉から解放するためだ。それが、あなた

ら釣られてくるのです。

方が創造された本然の目的ではないか。その
ようになれば、あなた方の肉を食べる者は悪

船に乗って青い海で魚を釣るというのは、

いことをしなくなるだろう」と言うのです。

神様の復帰摂理、救援摂理と同じです。堕落
した人間が魚だとすれば、それと同じです。

先生が釣りをする時「私は主人だ。みな来

良い餌を入れなければならず、そして丈夫な

なさい！」と言えば、魚たちがみな集まりま

糸を結ばなければならず、釣り竿も良いもの

す。そして、餌を与えるのです。それゆえに、

でなければならず、すべてのものをそろえて

釣りをすればいつも周囲の人々よりもたくさ

釣らなければならないのであって、糸も弱く、

ん釣ります。不思議だというのです。どうし

餌も悪く、釣り竿も悪く、釣る技術も悪けれ

てそうなのか理解できないのです。縦的な神

ば、釣ることはできないというのです。同じ
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ことです。世の中で暮らすことも、魚を釣る

せずに、男性のように立ってしてもいいとい

こととぴったり同じです。自分がこの世で成

うのです。

功しようとすれば、自分自身が釣り竿のよう
な立場で釣りをし、良い糸を結び、良い餌で

アラスカで魚を釣る時、私たちが明け方に

釣らなければなりません。ただそのままでは

出ていくのを見て海岸警備隊が訪ねてきて、

釣ることができません。相対的な条件が合っ

「魚釣りを何かの訓練のようにしている」と

て、そこに収獲が生まれるのであって、相対

言いながら「人がどうしてそのように暮らし

的条件を合わせなければ収獲をもたらすこと

ているのか！」と敬服しながら称賛していき

はできないのです。

ました。ですから、海に行っても、釣りは私
が一番上手でしょう？ めだかの群れとか、

皆さんが先生と海に行けば、先生の釣り竿

釣ってみなかった魚はありません。今、「鯨

に魚がよく食いつくと思うでしょう？ 釣り

を捕まえなさい」と言えば、一日に何頭かは

をする時は、すべて相対のように思います。

捕まえるのです。ツナから始めて、釣ること

完全な主体は完全な相対を成すのです。釣り

ができなかった魚はどこにいますか。東海岸、

をする時は「ここには必ず魚が食らいつかな

西海岸、太平洋、大西洋、地中海、あらゆる

ければならない」と思うのです。原理がそう

所を巡りながら、釣ってみなかった魚はあり

です。私が一度このように出せば、すぐにさ

ません。ですから、世情に精通しています。

っと相対的価値が生じるというのです。普通
の人が魚に対するのとは違うというのです。

大きい松を見れば「患難を受けた過去の歴
史時代の私を知り、出ていったのを見たお前

一日中、一箇所に座っているのです。小便

は、今日どのように考えているのか」と、問

もそこで解決します。あき缶を置いておいて

うことができなければなりません。また、過

「小便をする。見てはならない！」と言って、

ぎた日、庭を見つめながら友人を呪ったその

おしりを反対にしてするのです。一人そこで

庭を、今では愛の友人として抱き、流れてい

小便をし、食べ、終日そのようにするのです。

く水も忘れまいとしたが、今からは、主人の

二十五年間そのようにしました。缶を使用す

位置ですべて忘れてその水辺で泳ぎもし、そ

ればとても便利です。海で真っ裸になって水

こに暮らす魚も釣ってあげようと考えなけれ

泳もし、あらゆることをするのですが、その

ばなりません。それでこそ主人です。エデン

ようにしたからといって誰が悪口を言います

の園のアダムが川に入っていき、王権の代表

か。動物たちは見て笑うかもしれませんが、

者として魚を釣って食べることができなかっ

人は何人もいないというのです。しかし、鳥

たことを初めて蕩減復帰する、という心をも

も動物も、すべての万物も全く同じ状態なの

って釣りをします。魚を釣って食べてもよく、

ですから、誰が悪口を言いますか。それは自

山にいるうさぎやきじも、そのような心をも

然なのです。ですから、恥ずかしく思う必要

って捕まえ、「父母を奉養し、神様の前に祭

がありません。女性も、その時は座って小便

物とし、生活のための食べ物として、生活の
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材料として消耗する」と言うことのできる歴

け！」といいます。それで、船に十二人が乗

史を残さなければなりません。

れば、三分の一は私が釣ります。

今まで先生は、最も悲惨な世界からすべて

世界の人々が先生のことを神秘的な男だと

のものを乗り越えてきました。ですから先生

思っているでしょう？ ですから、神秘的な

は、知らないことがありません。できないこ

言葉もよく話すのです。また、神秘的な行動

ともありません。何であっても、すべてする

もよくします。私は統一教会の教主ですが、

ことができます。農村に行けば農夫の王にな

船に乗って海に行けば漁夫の中の漁夫です。

るのです。このような地には何を植えなけれ

「あの人は統一教会の教主なのに、何が分か

ばならないのか明確に知っています。また、

るか」と言いますが、現場に行って監督すれ

海に行けば釣りの王です。ツナ（tuna：まぐ

ば、十年、二十年していた人々も感嘆します。

ろ）を捕まえることにおいても「レバレン

農場に行けば、農場の仕事も上手にします。

ド・ムーン・システム」と言って、既に有名

学者は、自分たちが自ら神秘的な人々だと考

になりました。また、万民が万歳をする時は、

えているのですが、先生に会えばもっと神秘

写真を撮ってあげるカメラマンにもなり、御

的な人がレバレンド・ムーンだと思うのです。

飯を炊く炊事場に入っていけば、料理をする

何が神秘的にさせるのですか。真の愛がそう

コック長にもなります。主人はそうでしょう。

させるのです。

すべての後始末をするのです。そのような背
後をつづってきた人が真の父母だという事実

先生は、徹底した三食主義者です。デザー
トのようなものは食べません。テーブルの上

を忘れてしまってはいけません。

にあっても食べません。なぜなら、彼らのこ
真の愛をもてば、何であっても統一が可能

とを考えなければならないからです。服もこ

だというのです。動物世界、植物世界、毒蛇

のようなものです。ネクタイのようなものは

までもすべて保護してくれるというのです。

結びません。人々がネクタイを結ぶお金をす

私が釣りをする時は「魚たちよ！ 私がお前

べて集めて、世界を救うことに使いたいと思

を釣るのは私のために釣るのではない。世界

うのです。先生は、トイレに行ってもちり紙

で飢えて死ぬあのかわいそうな人、神様が涙

を二枚以上使いません。可能ならば一枚です。

を流しながら食べさせたいと思う、その心情

原理的に見るとき、浪費は罪です。私たちは、

を身代わりして釣るのだ。私のためではなく、

生まれる時から一定量の消耗品を使うように

子孫と万民のために釣るのだから、お前たち

なっています。それ以上使えば罪です。私た

は許さなければならない」と言うのです。そ

ちは、残していかなければなりません。そう

れで、最初に釣ったものは食べずに放してあ

でなければ、私たちの子孫がそれを負債とし

げるのです。祭物として放してあげるのです。

て相続します。誰が話して教育してあげるの

愛を受ければ、その前に生命を捧げようとし

ですか！ 教育以前に、原理が先生です。自

ます。ですから、周囲で魚たちが調べてみて

然が先生であり、海が先生です。

「先生の釣り餌にだけ、どんどん食いつ
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山に行けば、山菜のようなものもはっきり

にいたいと思い、酒宴に行けば匂いだけでも

と分かります。これは何であり、どのように

かぎます。匂いをかぐ人もいなければなりま

して食べるか、どれが悪いか、毒きのこのよ

せん。一人ではいけません。友人が必要です。

うなものもすべて知っています。それゆえに、

同僚が必要です。一人では嫌だというのです。

山に行って暮らす法度をすべて知っていて、

「仲間同士」という言葉があるでしょう？

海に行けば、釣りはどのようにするのかとい

いくら文先生が立派だとしても、一人では退

うことをすべて知っています。水に魚さえい

屈で生きていけません。

れば、間違いなく一人ででもそこに家を建て
て暮らせます。魚は、釣って塩だけで、生き

結婚することは主人を訪ね求めることです。

たままで食べるのがおいしいのです。本当で

二人がぴたっと一つになれば、愛はどこから

す。一人でどこでも暮らすことができる準備

来るのかといえば、あの垂直の天から来ると

をすべてしました。

いうのです。これが一つになれば、垂直にす
ーっと降りてきます。頭に行った血が下に行

皆さんが誰も知らない間に、先生が一人ア

きますか、行きませんか。足のつま先に行き

メリカで苦労して、ここまで来ました。その

ます。「農民の匂いがするつま先、指先を経

背後の苦労を皆さんは知りません。毎日海に

てきた血は捨てなければならない！」と、そ

行くというのは、その一部分にすぎません。

のようにしたらどうなりますか。死にます。

先生は、してみなかったことがありません。

それが天地の道理です。

学者世界から文化世界、芸術世界、教育世界

高かったものは低い所に行かなければなら

など、手を出さなかったところがありません。

ず、低い所にあったものは高い所に行かなけ

思想世界までも手をつけました。その基準で

ればなりません。それゆえに、文先生も成功

皆さんもここで教育を受けて活動しています。

して、み旨をすべて成し遂げたあとは、あの

なぜ先生がここに行ったり来たりするのです

低い所に、朝野に埋もれて暮らしながら、釣

か。四十年近く先生に従ってきた人でも、先

りをし、農民の友人になり、漁夫の友人にな

生がどのような人なのか分かりません。いつ

るはずです。私は今そのような訓練をしてい

も新しいのです。自分勝手に考えればできま

ます。

せん。自分が立っている位置がどのような位
置なのかをはっきり知っている場合でも、世

神様も愛の釣りで引っ張り回されても幸せ

界を復帰するまでは無駄口を言ってはならな

だというのです。そこから愛の芸術が生まれ

いのです。

るはずです。愛の喜劇、悲劇が、愛のすべて
の文化が創造されるはずです。そのような世

私も一人は嫌いです。一人でいることは嫌
いだというのです。海辺で仕事をすれば、釣

界を創造する独立軍になってみたいとは思い
ませんか。

りをする人、一等の漁夫と一緒にいたいと思
い、山に行けば山登りをする人と一緒にいた

最高の餌、釣りの餌に相当するものは何で

いと思い、土俵に行けば相撲をとる人と一緒

すか。愛です。万民を釣ることができる一つ

1589 * 千五百八十九

천성경

天聖經
Cheon Seong Gyeong
の餌は何ですか。それは愛です。歴史を釣り、

人々は、金剛山よりも韓国を先に見ていくは

神様を釣ることができる餌は何ですか。神様

ずであり、韓国の釜山や済州島に行き、外回

を釣ることができる餌があるなら一度準備し

りして金剛山に行くはずです。金剛山を見て

てみたいでしょう？ それは愛の餌です。歴

からほかの所に行くことはできないのです。

史を釣ることができ、天地を釣ることができ

行ってみたところでおもしろくないのです。

る餌があるとすれば、それは何でしょうか。

行くことは行ってみるでしょうが、行けばみ

それが愛だというのです。

な気落ちするというのです。お客さんを誘致
するとき、釜山から済州島に行き、ぐるぐる
回りながら白頭山を経てくると考えてみてく

二 人間と趣味生活

ださい。

一) 未来世界は趣味生活の時代

これからの世界は、新しい国際経済機構お

今はどのような時かといえば、社長が会社

よび秩序の誕生によって飛躍的な経済発展が

に出勤して仕事をする時は過ぎました。コン

可能になり、人類は充足した経済生活に伴う

ピューター時代が来たので、人工衛星によっ

時間的余裕をレジャーに利用できるのです。

て日本の事務室ですることと同じことを、外

これを通じて人類は、大自然を理解し、学び、

国でいくらでもできるのです。そのような時

その中で神様に感謝し、人種と国籍を超越し

が来ました。船で釣りをして刺身を食べなが

てお互いに愛し、「ため」に生きて、正しい

ら「理事は何をして、常務理事は何をして、

生活を楽しむ理想世界が、必ず来るというこ

課長は何をして……」このように指示できる

とを本人は確信しています。

時が来ました。一年十二カ月、責任者は会社
に出勤しなくても、趣味生活をしながらスト

今後事業は、レジャー産業になります。技
術事業時代は、自動技術によって人間が仕事

レスを解消する、そのような解放された位置
で経営できる時代に入っていくのです。

をしない時代です。そのような時が来ます。
今でもそのようになりつつあります。人がボ

趣味生活をしようとすれば、夫婦で、ある

タンさえ押せば機械が仕事をします。何千名

いは一族が車に乗って、全世界を旅行しなが

が作業していた工場が、三、四人だけで昼夜

ら暮らすのです。自分の家族と息子、娘を連

生産品をつくることができる時代が来るとい

れて趣味生活をしながら暮らすのです。今、

うのです。それでは、今からどのような産業

女性が恨めしいと思うのは、それではないで

が展開するのでしょうか。それは、興行産業、

すか。夫が出歩くときに、ついていくことが

流行産業、このようなレジャー産業です。

できないのです。

今後、皆さんが経済的基盤を築くことので

自然の近くで暮らす農民たち、都市から遠

きる良い時が来ます。レジャー産業時代、三

い人々は、自然や農業を開発して指導し、都

次産業時代が来ます。レジャー産業、観光産

市の人々は、科学的最高技術を通して両面に

業が発展するのです。金剛山を訪ねていく

支援できる体制を準備するために、今大きな
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研究所と大きな実験場が必要です。農作業実

です。ですから、精誠を尽くして先生のよう

験場、漁業実験場、ハンティング実験場、釣

に農村に行って埋ずもれて、農村を指導する

り実験場が必要なので、これを総合して神様

責任を果たさなければなりません。ですから、

の創造の喜びを感じる趣味産業を開発してい

趣味産業、趣味生活を終えて霊界に行ってこ

くのです。趣味産業、趣味生活をするのです。

そ高い霊界に行くことができ、情緒的な人に
なって霊界の舞台を活用できる皆さんになる

趣味生活、神様はそれを喜びます。皆さん

のです。

の趣味が創造と連結するのです。すべての趣
味が私を待っています。疲れません。趣味生

今後は趣味産業を開発しなければなりませ

活を重ねていくことによって自動的に神様の

ん。レジャー産業ではありません。趣味産業

世界と近づくのです。これが、人間が願う最

です。レジャー産業といえば、利権が介在し

高の生活です。

た概念です。魚を釣ることも、ハンティング
をすることも、すべて利権を考えるというの

二) 趣味産業は平和世界へ導いていく近道

です。それは、趣味とは違うというのです。
これを趣味産業として展開すれば、部落に

趣味生活をしなければなりません。神様が

まで広げることができます。部落でもシーズ

創造される時、無理やりに造ったのではあり

ンを決めてするのです。各自していることが

ません。喜びを感じるように造ったというの

違います。工場に行く人、会社に行く人など、

です。創造される時の神様の立場を、私たち

あらゆる職場がありますが、職場別に百から

は再び感じなければなりません。誰かが「し

三百六十のクラブをつくるのです。そして毎

なさい」と言うからするのではなく、せざる

日、どれかのクラブがこのことをするのです。

を得ないのです。眠る時間にも眠らずにそれ

できます。このように編成して春夏秋冬、一

をしなければいけないというのです。そこに

年中このようにすれば、お金を失いません。

どうしてお金が介在し、環境が介在しますか。

五〇パーセントは返還されてきます。ですか

それゆえに、趣味生活、趣味産業、趣味研究

ら趣味産業、これ以上良いものはないと思う

などが、神様と共に喜ぶ中で一つになってな

のです。

されたものであってこそ、神様に所有される
ものとなり、神様が愛する息子、娘たちが愛

趣味産業は、レジャー産業とは違います。

用できるものになるのです。そうでなければ、

レジャーは利益を目標とするのですが、これ

サタンのものだというのです。お金を目的に

は趣味を目標とします。「お金のある人がす

これをするのではありません。私は、お金を

べきであって、お金のない人はどうするの

与えながらこのことをしているのです。

か」と言うかもしれませんが、そうではあり
ません。今、全員休暇があるではないですか。

六十を越えれば、故郷の農村に帰って土地

一年に一度でも二度でもそれができるのです。

を耕しながら、霊界に行く準備をしなければ

趣味産業とはどういうものか分かりますか。

ならないのです。霊界に行く準備が忙しいの

これに対する世界的な組織をつくって先取権
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を握ることが、今後世界の金融界などの人的

趣味産業にはカジノも入っていて、スポー

資源をはじめとして、あらゆる分野を平和に

ツも入っていて、ハンティング、釣りも入っ

導いていく一つの近道だと考えるのです。そ

ています。それで世界文化体育大典でも、そ

れで、今まで二十年間、海に対して準備して

れらをしたのです。世界的な観光事業を繰り

きたのです。来年の四月で二十年になります。

広げるのです。今、先生が世界的な観光事業

そして、このような趣味産業とともに、今後

を準備しています。このアメリカでバス会社

農作業も趣味農作業にしなければならないと

「ゴー・ツアー（Go Tour）」をつくったの

考えるのです。今後、遊ぶ時間が多くなれば

も、そのための一環であり準備でした。今後

遊ぶことも心配です。ですから、庭園のよう

は、観光レジャー産業が世界的に発展するの

なところに千二百坪程度の空間をつくり、自

です。私は、これを趣味産業と名づけます。

ら趣味農業をして食べて生きることができる
今後、全世界の観光地で、私たちのボート

ようにリードするのです。

に乗らざるを得ない環境になるだろうと思う
今、成約時代において、私たちがしなけれ

のです。どのようにしてそのようにするので

ばならないことは、このような大人員を動員

すか。私たちは、世界的組織をもっているの

することです。大人員が必要です。国境を超

で、どのような国でも観光客を誘致でき、お

越し、文化背景を越えて世界の人々を連結さ

金持ちの人々や、どのような人でも案内でき

せることができる産業とは何ですか。もちろ

るというのです。その人々は観光をしなけれ

ん、教会活動も必要ですが、対内と対外の活

ばなりません。休暇シーズンには観光に行か

動を兼ねて連結させることができる事業は、

なければなりません。それを趣味産業と名づ

趣味産業しかないというのです。

けたのです。ホビー・インダストリー、趣味
です。見物しながら物を運んでいこうという

三) 趣味産業時代のために準備しなけれ

のです。

ばならない
観光地をつくるのです。土地があれば、環
先生は、趣味産業、ホビー・ビジネス

境をよく整えて釣り場もつくるのです。そこ

（hobby business：趣味事業）という言葉を今、

にタバコの吸い殻、あき缶、ごみは一切捨て

新しく使っているのです。それは利権のため

ることができないようにして、清潔にして、

にするのではありません。それゆえに、都市

無公害で保護することのできる地域をつくり、

集中時代は間もなく終わって、すべて分散し

趣味は趣味で、観光は観光で楽しめるように

ます。分散させる方法は、これしかないので

つくるのです。一度見て回れば、誰もがみな

す。趣味産業を開発しなければなりません。

行ってみざるを得なくするというのです。五

先生が今、「趣味産業」と叫んでいるのです。

十億人類がすべて競争するので、そうにして

人は趣味を中心として生きるようになってい

おけば行ってみざるを得ないのです。

ます。
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今まで統一教会に休暇がありましたか、あ

けば船に乗り、水上世界でダイビングして、

りませんでしたか。今からは、先生が築いた

魚や友達と遊ぶのです。そのように趣味的生

釣り場、狩猟場、水泳場が、どこに行っても

活が残っているのです。それで今、私は「趣

きちんとできています。寒ければ暑い地方へ

味産業」という言葉を作り出したのです。

行って、暑ければ寒い地方を歩きながら、そ
れこそ休暇を楽しむことができる基盤を築い

統一教会では「カジノをしなさい」とは言

ておいたのです。それを「趣味産業」と言い

いません。クラブを編成するのです。趣味産

ます。今そのような時が来ました。先生は、

業を一カ月間訪問する時は、カジノの時間は

迫害を受けながら上がってきましたが、皆さ

二日しかないのです。そこを経ていくのです。

んは迫害を受けません。今は、先生が南米に

カジノをすれば、若者たちがすべて狂うので

基盤を築いたのですから、責任をもって氏族

す。それも趣味産業です。それで、もし一万

を連れていって訓練すれば、その氏族基盤を

ドルを失ったならば、その失った人に対して

中心として、霊界にいる先祖と国にいるすべ

は三〇パーセントを返してあげなさいという

ての一族が一つになることができる基地にな

のです。ラスベガスとかアトランタで、先生

ります。

はその背後の暗黒街をすべて調べました。そ
れで、十万ドルを失ったならば、十万ドルの

アラスカに基盤を築き、テキサスに基盤を

三〇パーセントに該当する宝くじを分けてあ

築き、百六十カ国に釣り場や狩猟場をつくっ

げるのです。その代わり、そこに参加して三

ておくのです。釣りとハンティングは趣味で

時間以上になる人は、必ず一時間の思想教育

す。高位層、豊かに暮らしている人々の趣味

を受けなさいというのです。

分野です。それゆえに、趣味産業をするので

カジノが歴史的にどれほど汚いでしょうか。

す。観光組織をつくって先生が直接リードし

人々は賭博で指を切っても、またするのです。

ます。

しないと決心しても、また賭博をするのです。
それを真の御父母様が趣味産業として、私た

観光事業の基盤を世界的に連結させて、お

ち人間が理想的な夢を描くことができる機構

互いに和合できる世界をつくるのです。その

として特別に作り変えるというのです。趣味

人々を動かしてこそ世界を動かせるのです。

産業にならなければなりません。

それで、今から皆さんは、お互いに額を合わ
せて暮らす生活をするよりも、そのような名

教育は精神を代表して、スポーツは体を代

のある人々を中心として外交世界のチャンピ

表するので、このような世界的大学連盟を通

オンにならなければなりません。

して今後円熟した方向に、真の御父母様を中
心として天国の愛の理想に合うようにするの

人には趣味がなければなりません。これか

です。そのために趣味産業というものをする

らは、御飯を食べることや生きることは問題

のです。今後は楽しく生きなければならない

ないのです。そのあとは、けんかして暮らし

ので、理想家庭の世界は趣味産業世界へ越え

ますか。喜びがなければなりません。川に行

ていくというのです。
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すべてのものが趣味です。目新しい所に行

喜びというものは、主体と対象がいる所に

けば、山が違い、岩が違い、木が違います。

おいて、芸術という美しさや貴さ、価値が存

それがすべて関心事です。それは誰のために

続するのです。それで、趣味産業は外的です。

つくったのですか。神様、主人が抱くために

家庭は、趣味家庭ではありません。喜びの家

つくったのです。息子、娘が、地上のどこに

庭にならなければなりません。喜びといって

行っても暮らすことができる適切な環境をつ

も、アメリカに来て暮らす人ではないのです

くっておいたというのです。

（韓国語で「楽しみ、喜び」と「在米」は同
じ発音）。アメリカは喜びますが、そうでは

先生は、今まで「趣味産業」のことを言い

ありません。アメリカの天地よりもっと喜ぶ

ました。それは、世の中が科学世界であり最

ことができる家庭で、私たちの父母が暮らす

高の技術を通し動いているので、生産するこ

というのです。鼻唄を歌うというでしょう？

とを重視しているのでそのように言うのであ

そこで鼻唄だけ歌いますか。

って、本来それは、「趣味産業」ではなく
「趣味生活」と言わなければなりません。そ

暮らすことがすべて喜びです。趣味という

れが分かりますか。目の趣味、鼻の趣味、口

ものは環境的条件を言い、喜びは主体と対象

の趣味、耳の趣味、感触の趣味、体の趣味、

の愛の理想に根を下ろすことができるのです。

心の趣味、愛の趣味、様々な種類の趣味があ

一人で楽しいですか。それでは狂ったことに

ります。

なります。愛の相対がいなければなりません。
神様は、未来の理想的宇宙よりももっと大き

安息圏とは海ではありません。陸地の安息

い愛の相対のために燃料として供給するため

圏を連結させなければなりません。今では山

の立場に万物を立てたので、愛の圏内に因縁

なら山、景色の良い所を訪ねていくはずです。

をもっていないものがないというのです。で

そこに行って何をするのですか。そのまま行

すから、万物を愛さなければなりません。

くことはできません。狩猟場をつくるのです。
これは自然の動物を殺すのではなく、育てる

公害で汚染された農作物を食べる必要はな

というのです。これを趣味産業にすべて連結

いのです。自分のあらゆる精誠をすべて尽く

させるのです。

して食べて生きることができるようにするの

神様の息子の血となり、体となり、骨とな

です。五人の食口なら、五人の食口が農作業

るはずなのに、盗賊が盗んで盗賊の血肉にな

をしたものを食べるのです。他の所から買っ

っています。これをなくすために、歴史の大

てくるなというのです。野菜も自分が栽培し

転換期として三百六十万双を迎え、その頂上

て食べ、米も自分が栽培して食べなさいとい

の転換点を中心として今まで本然的愛と一つ

うのです。これを私たち統一教会に任せれば、

になることのできる趣味産業を準備してきた

ウルグアイ・ラウンドを心配する必要もない

のです。

のです。そのようにならなくては、世界は公
害ゆえに滅びます。
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今から世界は、観光産業の覇権を誰が握る

嶼文明に、ついには韓半島文明に集結するた

のかということが最も問題になるはずです。

め、アジアに連結しているのです。ここで結

そのような時代が来ます。経済流通構造は、

束された文化は、高次元的文化として新世界

他の産業基盤を通して定着します。しかし、

を創造することでしょう。

観光産業の流通構造は、いつも早く回るので

日本は島国として、アジアでは初めて西洋

す。回るのでその活用能力が膨大だというの

文明を定着させました。次は半島文明時代で

です。どこにも通じないところがありません。

す。韓半島は東洋と西洋の文明が一致する場

その基盤を築こうと水安堡や、釜谷ハワイに

所です。歴史学者シュペングラーが指摘した

コンドミニアムも建てて準備するのです。す

ように、文明は、一年に春夏秋冬があるよう

べて遠い将来に対備するためにそのようにす

に興亡を繰り返してきました。今、時は大西

るのですが、内部にいる人々の中には、その

洋文明時代が過ぎて、太平洋文明の時代です。

ような考え方をもった人がいないのです。
キリスト教は霊的に世界の救いに責任をも
第三章 環太平洋時代と「島嶼国家連合」創

ちましたが、肉的基盤を吸収しなければ立つ

設

所がありません。今、世界の人々は「太平洋

一

文明圏時代が来る」と言っていますが、それ

今は環太平洋時代

はなぜでしょうか。歴史の起源がここにある

一) なぜ太平洋時代が来るのか

からです。イエス様の体を失ってしまったが
今、「時は太平洋時代だ」と言っています。

ゆえに、アメリカが、霊的キリスト教が太平

アメリカがいくら何と言おうとも、ヨーロッ

洋を渡ってアジアに行かなければならない歴

パ第一主義を叫んできたものが、今では太平

史的な使命があります。それゆえに、このよ

洋を中心とした貿易圏がヨーロッパを凌駕し

うな時代が来ざるを得ない、というのが結論

て発展してきています。あらゆる面において、

です。原因がここにあることを知らなければ

アメリカが太平洋地域を捨てることができな

なりません。

い段階に来ているというのです。商売は誰が
うまいかといえば、アジアの人がうまいので

アメリカは、どこに行かなければならない

す。アメリカ人は、お金があればやたらに使

のでしょうか。アジアに帰らなければなりま

うでしょう。しかし、アジアの人は使いませ

せん。イエス様の体を失ったアジア大陸を訪

ん。中国人の死体を扱うと、お金のない死体

ねていかなければならないというのです。今

がないというのです。

後は太平洋文明圏の時代が来ますが、どうし
てアジア太平洋文化圏の時代が来るのでしょ

世界文明の方向は、世界を一周しながら発

うか。学者もそれを知りませんでした。それ

達していきます。すなわちエジプトの大陸文

はレバレンド・ムーンの「原理」で解かなけ

明、ローマとギリシャの半島文明、イギリス

れば、解けないのです。アジアを訪ねていか

の島嶼文明、アメリカの大陸文明のほうに、

ざるを得ません。今、アメリカは霊的基準だ

再び文明は西に進み、太平洋を渡り日本の島
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けをもっているので、体をかぶるためにアジ

す。それで、文総裁が行って、余りある万全

アに帰らなければならないのです。

の準備を備えました。今からはアジアに帰っ
てきて、東西を結合させ、インドまで収拾し

イエス様が体を失ってしまったので、その

なければならず、シベリアも収拾しなければ

本舞台の基台がなくなり、アジアの基盤を失

なりません。二箇所を収拾しなければなりま

ってしまいました。ですから、反対方向に行

せん。

くのです。ローマに反対に引っ張られてしま
ったのです。アジアから西洋に向かわなけれ

主は、どこに来なければなりませんか。ア

ばならないのに、西洋から反対に回っていく

ジアに来なければなりません。イエス様が肉

ので、蕩減の道と一致して、血を流し犠牲に

身をアジアで失ってしまったので、アジアで

なりながら行ったのです。そのようにして一

取り戻さなければならないのです。太平洋文

周し、ローマを中心としてイギリス、アメリ

明圏が来るのは、なぜでしょうか。イエス様

カを経て再び太平洋文明圏に帰ってくるので

の失ってしまった肉身が、アジア文化圏統一

す。なぜ太平洋文明圏に帰ってくるのかとい

時代に向けて帰りつつあるのです。すべての

えば、イエス様の体を世界的に失ってしまっ

ものをこのように解いてこそ、歴史がきれい

た所がアジアだからです。ここで霊と肉が分

に解かれます。

かれてしまいました。ですから、西洋文明と
物質文明とが反対にさっと向きを直して、こ
のようにアジアに帰ってくるのです。

日本は、サタン側のエバ国家です。サタン
側のエバ国家は、天の側のエバ国家のすべて
の恵みを対等に分かち合うことができます。

旧約時代から延長してきたものを、新約時

キリスト教がアジアで成功できずに死ぬこと

代のイギリス、アメリカ、フランスを中心と

で、反対にヨーロッパに向かい、ローマを経

して、新婦圏すべてを蕩減復帰した時代にな

て、イギリスを経てきたのです。このように

ったので、第二次大戦直後に統一的世界に出

反対に来るのです。ローマのような半島が韓

発することができるのです。それで、母とカ

半島に匹敵し、地中海のような海と島が日本

イン、アベルが一つになってアジアに入り、

に匹敵し、ヨーロッパ大陸に匹敵するのがア

太平洋文明圏時代が到来するのです。なぜな

ジア大陸です。相対的に反対に一周してくる

ら、イエス様の体をアジアで失ってしまった

のです。これが、互いに出会う時となったの

ので、体である世界的政治版図まで、アジア

で、学者や政治家たちは「太平洋文明圏時代

を中心として統一しなければならないのです。

が来る」と言っているのです。

それゆえに、今からアジア文明圏時代が到来
なぜ第二次大戦が起こらなければならない

するのです。

のでしょうか。イエス様の体を失ってしまっ
西欧文明、東洋文明、アジア文明、太平洋

たのを、世界的に取り戻さなければならない

文明圏へと世界でつながれてきましたが、太

からです。来られる再臨主を追い出したがゆ

平洋文明圏はアメリカとは遠い距離にありま

えに、統一圏を失ってしまうことで、今、ア
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メリカが再び太平洋文化圏を通して、イエス

つにならざるを得ないというのです。これら

様の体を失ったアジア地域と統一世界を求め

が一つになってこそ統一天下の時代が来るの

てくるのです。反対に求めてくる時代が来る

です。それで、韓国を「アダム国家」と言い、

のです。太平洋文明圏の時代は、それで来る

日本を「エバ国家」と言うのです。

ということを知らなければなりません。
イエス様の体をアジアで失ってしまったが

今後、世界文明は間違いなくアジアを訪ね

ゆえに、アジアで復帰し、再臨主の理想を中

てきます。太平洋文明圏の時代が到来すると

心としてこの世界を統一しなければならない

いうのです。今日、社会科学を研究する著名

という内容と一致します。このような過程を

な学者はもちろん、何も知らない科学界の学

経ることによって、太平洋文明圏時代が来ざ

者までも「太平洋文明圏の時代が来なければ

るを得ないのです。それは体を復帰して一つ

ならない。歴史的帰趨はそのようになる」と

にするためですが、再臨主には霊肉を中心と

主張します。それはなぜそうでなければなら

して既にこれを受け入れることのできる基盤

ないのでしょうか。その根本を知っている人

があるので、文化圏も内外で統一された基準

が私ではないでしょうか。既に四十年前から

でもって、主体の前に対象的な基準で連結さ

「太平洋文明圏時代が来る」と教えたでしょ

れることにより、真の父母を中心として統一

う。それがどの国に行くかということは、誰

世界が成され得るのです。

も知りません。それは私だけが知っているの
です。それを知っている文総裁という男は、

なぜ太平洋文明時代が来るのかといえば、
西洋文明と東洋文明は、失った父の体を取り

大韓民国がそれを主導しなければならないと
見るのです。

戻さなければならないからです。イエス様が
父として来たのに、父の体を殺してしまいま

西洋文明と東洋文明がいつ一つにならなけ

した。これを取り戻して霊的救いとキリスト

ればならないでしょうか。一つになるには、

教圏内で一つにしなければならないので、東

どこで一つになるべきでしょうか。島国で一

洋を訪ねてくるのです。来られる主を中心と

つになるのではありません。半島で一つにな

して、韓半島がイタリアと同じです。イタリ

るのです。このように見るとき、アジアで半

アは今まで滅びたことがありません。千年を

島国家として最も微妙な立場にあるのが韓国

越えるほどに強大国としてあり続けています。

です。韓国周辺を見れば、ソ連、中共、日本、

それはなぜかというと、今後、主が来られる

アメリカまであります。太平洋沿岸を中心と

相対国だからです。

して見るとき、アメリカまで連結されている

そのような基準を中心として帰ってくるの

と見ます。「歴史は今、太平洋文化圏時代に

が、この半島を中心とした太平洋時代です。

移る」と、あらゆる学者が言っています。政

地中海より太平洋時代です。膨大な環境を中

治、経済、歴史学者が「そのような時代が来

心としてアジアに帰ってきて連結されますが、

る」と言います。アメリカではそれを結論的

それが韓半島です。韓半島が男性の生殖器な

な基準で見ています。

らば、日本は女性の生殖器です。これらは一
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では、どの国が主役になるのでしょうか。
日本がなるのでしょうか、中国がなるのでし

和合し、南・北米を和合できるのは、キリス
ト教文明圏以外にはありません。

ょうか。日本と中国は怨讐です。四十年前に

ところが、西洋のキリスト教文明圏がアジ

怨讐でした。韓国と日本も怨讐です。すべて

アに越えてきつつあります。そうなれば、キ

が怨讐です。アジアで日本は中国とも争い、

リスト教思想を通して神様が統一的な方案を

ソ連とも争い、韓国を占領しました。みな日

収拾してくるものを、アジアはどこで合わせ

本を怨讐の国だと考えます。イギリスに対峙

るべきでしょうか。日本は異教をあがめてい

し得る、サタン側のエバ国家だったというの

て、中国とソ連は共産化されていて、ただ一

です。

つ残っている韓国は、教派争いはしていても、
キリスト教という垣根の圏内にあります。種

西欧文明とアジア文明圏をそのまま連結す

を取る木としては植えられなくても、火をた

ることはできないのです。行く方向を失って

く木としては必要です。言い換えれば、太平

しまった西欧文明に、夕暮れ時に傾く太陽の

洋文明圏が目の前に迫る環境を直視しながら、

ように、地ぐもが巣くう西欧文明に、新しい

アジア帝国において、キリスト教文化の背景

朝の光明、太陽の光のような東洋文明を連結

を民族を挙げて備え、受け入れ態勢を備える

してあげたこのレバレンド・ムーンに対して、

ことができる国があるとするなら、それは日

感謝しなくては滅びるということを知らなけ

本でもなく、中国でもなく、ソ連でもなく、

ればなりません。滅びていく、大西洋に流れ

ただ韓国だけです。

ていく文化の背景をもった西洋社会は、レバ
レンド・ムーンによって新しいアジア文明を

「ＩＣＵＳ」（科学の統一に関する国際会

通して神様の摂理圏に連結させることができ

議）や「ＰＷＰＡ」（世界平和教授アカデミ

るという、驚くべき事実を知らなければなり

ー）を命懸けでつくりました。これを前面に

ません。

出せば、通じない所がありません。その時、

西欧の人たちは、今までレバレンド・ムー

アメリカを動かさなければ、中国首脳部の今

ンに反対だけしたのであって、それを知りま

後二十年以内の政策方向を知ることができま

せんでした。レバレンド・ムーンによって神

せん。共産主義が変遷するのは明らかなのに、

様の摂理と通じることができ、再度神様の摂

その変遷方向を知ることができないというの

理を受け入れることができる世界に越えてい

です。私が話しても信じないというのです。

ったというのです。再度、神様の摂理が伸び

ですから軍の戦略家たちをすべて集めて、代

ていくのです。

表的に自由世界の二十人、中国の二十人を中
心として「太平洋沿岸における中国を中心と

統一教会は三番目の息子です。統一教会は

した今後のソ連外交政策に対する糾明」とい

実際、秘蔵っ子の中の秘蔵っ子として生まれ

うタイトルでセミナーをしたのです。そこに、

たのです。今や、キリスト教文明を統一的な

アメリカの今後の作戦資料を投入してあげた

内容によって消化させ、ヨーロッパを一つに

人が私です。
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今は太平洋文明圏時代です。それとともに

新しい血を受け継がなければなりません。新

宇宙時代と連結されているのです。太平洋の

しい愛を通して生命と新しい血統を受け継い

中には、あらゆる水が入っていきます。河川

で一つになる時、初めて統一天下が成される

の水も、大西洋の水も、地中海の水もみな入

のです。

ります。ここに黒潮というものがあり、それ
が四千ないし五千マイル程度の長さですが、

今や太平洋文明圏時代が来ます。そこに主

これが回ることによって全世界の五大洋が動

役の基盤を用意すべきなのが、アダム国家と

くのです。それゆえに太平洋文明圏時代が来

エバ国家と三天使長の国家ですが、それが一

る時には、すべてが一つにならなければなら

つになるのです。本然的エデンの真の父母の

ないのです。そして宇宙に飛んでいくのであ

名声とともに天国に直行できる、天使長の愛

って、これが一つにならなければ、今後「太

と神様の愛と父母の愛を中心として天国に入

陽の主人は誰だ」、「私だ！」と、このよう

ることのできる本然の基準を、解放圏をすべ

に争うというのです。「星の世界の主人は誰

て成し遂げたがゆえに、国家的基準で天国に

だ」、「私だ！」と言うのです。それは闘う

入ることのできる時代が来るというのです。

ようになっています。

ですから、地上天国、天上天国が顕現すると

この太陽だけでも地球の百三十万倍になる

いうのです。

のに、この巨大なものを、一粒にもならない
小さい人間が、「私のものだ」と言うことが

南北統一によって東西の貧富の差も解消し、

できますか。そうすれば、宇宙が笑うのです。

西洋文明と東洋文明が一つになるのです。本

宇宙が「ハハハ」と笑うというのです。いず

来、精神文明の中心は東洋です。それゆえに、

れ太平洋文明圏時代には統一世界が来なけれ

あらゆる宗教は東洋から出てきました。宗教

ばならないので、みな整備されなければなら

圏が栄えれば、物質を捨てなければなりませ

ないのです。アメリカ民主主義でも駄目で、

ん。家を捨て、国を捨て、みな捨てなければ

共産主義でも駄目なのです。ですからこの時

なりません。それを捨ててしまっては駄目な

代に、「頭翼思想」、「神主義」が出てこな

ので、端のほうの西洋から物質を拾い上げて

ければならないのです。

くるのです。ですから物質文明を発展させた
のは西洋の人々です。

天の側の母、天の側のカイン、アベルを中

西欧は知識を通して、知れば知るほど「私

心とした天の側の統一天下にしなければなら

の土地だ」と言って、みな占領してしまいま

ないのです。統一天下とは何でしょうか。サ

した。みな知識によって版図を拡張しました。

タンのいない世界です。エデンの園で見るな

しかし、東洋ではお金をみな無にしました。

らば、堕落がなかった基準です。堕落した父

しかし精神的基準と物質的基準が一体化する

母の立場であるアダムとエバが、新しくお父

時には、統一が生まれるのです。物質文明が

様に侍らなければなりません。世界を一周し

アジアを求めるのです。太平洋圏で西欧文明

て太平洋文明圏時代に帰ってきて、ここでお

とアジア文明が連合して、新しい世界に越え

父様に侍らなければならないのです。そして、
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ていく文明時代がやって来ます。それが太平

拾して世界的な背後関係を結んだのが、「世

洋文明圏時代です。

界平和宗教連合」の結成です。

太平洋文明圏とは、本然的縦的な世界と出

ローマ文化の失敗を蕩減復帰するために、

会うための歴史的方向だと、すべての世界的

世界的な半島文明を収拾して神様の前に帰る

学者は結論を下しました。では、何を訪ねて

歴史的なローマの教皇国を、今、つくろうと

いくのですか。真の愛を訪ねていくのです。

思うのです。それが太平洋文明圏として来る

その愛の原則をつくってやれば、世界は滅び

のです。西洋と東洋の宗教圏を今、今年の今

ないのです。東洋を代表したレバレンド・ム

月まで集めています。
そのようなことは歴史になかったでしょう。

ーンがアメリカに来て教育し、太平洋でおぼ
れないで無難に渡っていくことのできる者た

「科学の統一に関する国際会議」だとか、

ちをつくろうとするのが、西洋社会の統一教

「ＰＷＰＡ」（世界平和教授アカデミー）だ

会であることを知らなければなりません。統

とか、「世界言論人会議」だとか、そして、

一教会だけが、太平洋文明圏を縦的愛と横的

「世界平和宗教連合」だとか、「世界平和連

愛で編成し完成させた、永遠なる理想の本郷

合」だとかいうものは、今まで心と体として

の地に行くことができるのです。

分裂して紛争していたものを、各国のために
一箇所に集めて、一体理想圏を中心として収
拾しようという団体です。これは恐ろしいこ

アジア大陸から世界統一圏に進む過程で、

とです。神様がいるから可能なのです。

西洋文明と東洋文明を中心として太平洋文明
圏が出てくるのです。そして、今ヨーロッパ

あらゆる識者たちは、「今後、太平洋文化

が一つになっていきます。このように見ると

圏時代が来る」と言います。では、その主役

き、何がその文化的背後基盤になるのでしょ

がどこかといえば、アジアだというのです。

うか。それはイギリスの歴史でもなく、ドイ

アジアが主役を果たすためには、どのように

ツの歴史でもなく、フランスの歴史でもあり

しなければならないでしょうか。周辺国家を

ません。それはすべて、キリスト教文化圏だ

収拾しなければなりません。韓国を中心とし

というのです。

て見れば、日本と中国があり、ソ連とアメリ
カがあります。一つの小さな国を中心として

膨大なアメリカと西洋圏がイエス様の体を

四大強国が角逐戦をしながら、この地を手放

復帰し、一つになって太平洋に帰ってくるの

せなくなったのは、地政学的な要地になって

です。精神文明圏であるアジアで、イエス様

いるからだけではありません。

を中心として一つの世界的指導国家基準をな

これを実践するために私が多方面の国家を

さなければなりません。それを先生が今まで

連結させ、超国家的な核心部を連結させて同

準備してきたのです。東洋文明をバックグラ

化させ結成することに今まで努力したがゆえ

ンドとして、未来に復興統一し得るキリスト

に、あの太平洋を渡って自由世界を指導する

教文明の内容をもち、キリスト教文化圏を収

アメリカも、今になっては無視できない段階
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になりました。日本だけでも、レバレンド・

ん。それゆえに、もう白人社会の終末は遠く

ムーンという人を無視できない段階になりま

ありません。それを知らなければなりません。

した。ソ連もそうであり、中国も同じです。

今からは、どこへ行くのでしょうか。アジ
アへ行かなければならないでしょう。最近、

太平洋文明圏が目の前に迫る環境を直視し

アメリカのあらゆる知性人たちは、「太平洋

ながら、アジア帝国でキリスト教文化圏の背

文明時代が来る」と言うでしょう。太平洋文

景を民族全体として備え、受け入れ態勢を備

明時代は、黄色人種を中心として来るのです。

えた国があるとすれば、それは日本でもなく、

日本と韓国がそのように急成長をしたのは、

中共でもなく、ソ連でもなく、ただ韓国だけ

どうしてでしょうか。神様が共にあるからで

なのです。

す。そこでレバレンド・ムーンも伸びていく

人類でいえば、五十億人類の中で三十二億

のです。それで太平洋文化圏に、なくてはな

の人々が、五分の三以上がアジア人です。ア

らない必須の概念を植えました。全世界に、

ジアで暮らしています。そして、歴史を経な

みな植えました。そのように植えたものは、

がら、韓国は宗教が結実した王国として過ご

誰も抜くことはできません。

してきました。仏教がそうであり、儒教、キ
リスト教がそうです。アジアで、韓国を中心

今後、「黄色人種時代、イエロー・パワー

としてキリスト教と数多くの宗教を背景とし

時代が来る」と言います。太平洋文化圏世界

て結んで、太平洋文化圏を生み出そうという

とは、アジアをいうのです。今後、人類はい

のです。民主世界や共産世界も、来るならば

ずれそのようになるのです。私たちが合同結

来いというのです。

婚式をしても三分の二は黄色人種になり、三

このために準備したのが「世界平和女性連

分の一が雑種になるのです。ですから今後、

合」の創設、「世界平和宗教連合」の創設で

世界は黄色人種の時代に進むのです。私が黄

す。闘う心と体を連合させ、一つに詰め込ん

色人なので、このような話をするのではあり

だということは、自分の個体で心が闘争する

ません。原則がそうなので、このような話を

歴史的過程をすべて統一させ得る内的因縁が

するのです。

連結したということです。それを忘れてはな
二) 太平洋時代の中心国は韓国と日本

りません。

皆さん、考えてみてください。有色人種の

今から太平洋文明圏が来ます。アメリカ、

文化歴史は長く、白色人種の文化史的な背景

日本、韓国、中国、ロシアを中心として争い

は短いのです。白人たちは、北極から来た熊

の場が生まれるしかない状況において、この

のいとこたちです。血を見ながら肉を食べる

ような文明と文化の背景で準備しない国は退

人々です。白人たちの行く所は、いつも血が

却するのです。そのような先端に立って準備

伴いました。血を流しました。しかし、農耕

をした男が、私です。それゆえに日本を結び、

文化世界に暮らす人々は、そうではありませ

アメリカを結び、中国を結び、ソ連を結びま
した。そのようなレバレンド・ムーンとアメ
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リカの人々が、手をつないで一つになって大

う。青い竜ではありませんか。竜は天使長で

きな仕事をすることは、今後、アメリカと世

す。

界、太平洋文明圏で共同運命圏を勝ち取って
いく一つの条件になるということを考える時、

イギリス、アメリカ、フランスの連合軍は

希望的です。気分悪く考えるなというのです。

キリスト教文化圏なので、韓国のような国を

これが連結されるならば、西欧世界やアメリ

たくさん保護しました。太平洋戦争が三日だ

カにとっては本当にいいのです。

け延長されていたなら、キリスト教徒二十万
人が虐殺されていたことでしょう。神様が韓

ここにソ連の人々も来たので、私が一つ忠

国を愛して、そのようにはなりませんでした。

告しようと思います。ソ連が今後、ドイツや

第二次大戦の時、韓国には爆弾は一つも落ち

ヨーロッパを中心として経済体制を強化させ

なかったでしょう。日本は廃虚になりました

ていっては、大きな問題が生じるというので

が、韓国には爆弾は一つだに落ちませんでし

す。いつも念頭に置くべきことは、アメリカ

た。なぜでしょうか。天地が保護するからで

を第一にして、ヨーロッパは第二として結ん

す。アメリカがキリスト教文化圏なので、そ

でいかなければならないということです。も

のように保護したのです。

しヨーロッパを第一にして結んでいったなら、
大きな戦争、世界史的な難しい問題が、遠か

太平洋文明圏は、このようにしてアジア統

らずヨーロッパ地域と太平洋沿岸のアジア地

一と世界統一に向かっていくのです。それで、

域にまで起こるというのです。これを予防す

失ってしまったすべてのものを蕩減復帰する

るためにも、ソ連の指導層は経済的方向をあ

のです。今、ちょうどそのように回っている

くまでもアメリカにおき、ヨーロッパを結ん

でしょう。アメリカは天の側の天使長なので、

でいかなければなりません。これをほってお

サタン側の天使長三名はアメリカから支配さ

けば、問題が大きいというのです。

れなければなりません。
ですから、エバ国家の使命が大きいという

今後、太平洋文明圏時代が来ます。西洋社

のです。エバ国家にはどのような使命が残っ

会でもそう言っています。日本自体、島国で

ているのでしょうか。貞操を守り、夫のそば

はできません。日本でしょうか、中国でしょ

にぴたっとくっついて、自分の存在の色合い

うか。中国は第三世界、未開地に該当します。

を出してはいけません。女性には、自分のた

これを私が知っているので、摂理をこのよう

めに存在しているものは何もありません。日

にするのです。韓国と日本を、アダムとエバ

本の富は、アジアのために使用しなければな

としてしっかりと定めたので、大陸と連結さ

りません。中東を越えて、ヨーロッパまで開

れます。中国は、それを信じても信じなくて

拓するのに使用しなければなりません。

もいいのです。しかし、中国は天使長圏です。
中国には男性たちが多いでしょう。天使長。

大西洋文化圏時代から太平洋文化圏時代に

昔、女性がいないので、（逃げないように小

移動してくるにおいて、ここに主役になろう

さな靴で）足を締め付けたことがあるでしょ

と浮気をしているのがソ連とアメリカです。
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彼らが主役をしているのですが、今後、世界

団結した力を発揮して、アジア太平洋時代の

を指導するためには、アジア人を消化しなけ

主役にならなければなりません。

ればなりません。そうでなければ、指導でき
ません。アジアの人口は、世界五十億の中で

有り難いことに、アジアの民族は三十二億

三十億に近いのです。五分の三を超す数をも

暮らしているというのです。ソ連は白人国家

っています。それゆえにアジア人を消化でき

です。風土的に見ると、不利な立場に置かれ

ない主義は、世界をリードできません。

ています。しかし、軍事的分野や政治的分野
やあらゆる面において、中共を凌駕している

アジアでは三十億が暮らしています。今、

のが現在のソ連の立場です。ですからソ連は、

時は太平洋文化圏時代です。そのような時代

どんなことをしてでも日本さえ手に入れれば、

が訪れました。歴史は河川文化、地中海文化

今後の太平洋の舞台を中心としたアメリカと

圏を経て大西洋文化圏を回って、今、太平洋

の対決で、先手を取れると考えるのです。

文化圏を中心として宇宙空間文化圏に跳躍す
る時代が来つつあります。これをいかにつな

地政学的に見るとき、日本は島国です。島

いでいくかということが、世界の政略家たち

国は、どのようにしても孤立しては生きられ

が模索する問題ですが、彼らからは解決策が

ないのです。それゆえ、ある大陸と関係を結

出てきません。私は世界で立派だという政略

ぶべきですが、今は太平洋を渡ってアメリカ

家たちをみな集めて、数多くの国際的な会議

大陸と関係を結んでいます。彼らは四十年前

をしました。彼らの結論は、レバレンド・ム

には、第二次大戦を中心として怨讐でした。

ーンの思想だけがこの時代の希望だというの

怨讐になって闘争した国民性をもっています。

です。アメリカでもなく、フランスでもなく、

ところで、日本はどこに行くべきでしょう

ドイツでもなく、イギリスでもありません。

か。太平洋を渡っていってアメリカに背負わ

ソ連でもありません。

れるべきでしょうか。大陸に接するべきでし
ょうか。接するにはどこで接しなければなら

迫りくるアジア太平洋時代は、一つの隣人

ないか、これが問題です。最も近い道は、韓

として近づいた地球村の人類が、皮膚の色と

半島を通じて行くのです。シベリアを通じて

文化背景を超えて、調和して生きるしかない

接しても駄目なのであり、中共と接しても駄

世の中です。個々人の自己の存立のためにも、

目なのです。中共に入っていって、混乱した

怨讐を想定できない和合の時代に行くように

中共を消化することはできません。十二億の

天運が追い立てています。私たち韓民族は、

中共の国民を消化することはできません。ま

神様を中心とした強硬な思想的基盤と正しい

た、膨大な共産世界の主導国家であるソ連を、

価値観のもとで生活することによって、新時

日本は消化できません。このように見るとき、

代の導き手にならなければなりません。私た

日本自体は仕方なくアメリカを中心として、

ちすべては、小さな利害関係を超えて、国際

韓国と連結しなければなりません。

関係に対する冷徹な認識のもと、全民族的に
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太平洋文明圏は、来たるべき父主義の版図
を形成するための準備文化です。ここから統

していますが、韓国はその宗教の結実におい
て王国になってきました。

一的文化圏が展開し、結束された文化を終結
しなければならないので、父母文化を中心と

太平洋文明圏時代は、韓半島を中心として

して言語統一、文化統一、国家統一が展開さ

展開します。日本は女性の子宮とちょうど同

れていくのです。そのような時になってくる

じです。これらが、一つにならなければなり

のです。それが韓半島を中心として連結され

ません。それゆえに、日本はキリスト教が誤

てくるのです。

ったこと、イギリスが誤ったことをすべて蕩
減復帰しなければなりません。また、ローマ

今、アメリカの経済界や哲学界や思想界を

教皇庁が誤ったことを、韓半島を中心として

問わず、みな「太平洋文明圏の主役だったア

収拾しなければなりません。ローマ教皇庁の

メリカはすべて終わった。東洋に行かなけれ

理想、キリスト教の理想である再臨理想王宮

ばならないが、どのようにして行くのか」と

圏をつくり、イエス様の体をアジアで失って

言っていますが、レバレンド・ムーンのしり

しまったので、再びアジアでキリスト教文化

をつかまなければならないということを、分

圏を霊的、肉的に合同させ、統一文化圏が展

からずにいます。それだけ教えてあげれば、

開されなければならないのです。

すべて終わります。

統一国家圏を成す決着点は韓国です。韓国

アダム国家は韓国であり、エバ国家は日本

はアダム国家です。愛と生命と血統を連結し、

です。そして、天使長国家は周辺のアメリカ、

新しい理想的な創造理想圏に立てる主人の本

中国、そして、ソ連です。これは神様が選択

性を相続できる血統が、アダム国家から始ま

するのです。日本も韓国を支配したでしょう。

ります。母の国と長子の国、そして次子の

中国も韓国を占有しようとします。韓国を支

国々が一つになって、どこを訪れるのでしょ

配する国は、太平洋を支配します。今に太平

うか。太平洋を越えてアダム国家である韓国

洋文化圏時代が到来します。歴史的に知識人

を訪れるのですが、その時、韓国は日本から

たちがみな発表しているでしょう。それで、

解放されるのです。

ソ連も韓国、中国も韓国、アメリカも韓国を
独り占めしようとするのです。

太平洋文明圏が目の前に迫る環境を直視し
ながら、アジア帝国において、キリスト教文

韓国が既に四カ国を主管できる段階に入っ

化の背景を民族を挙げて備え、受け入れ態勢

たことを、世界の人々は知らずにいます。神

を備えた国があるとするなら、それは日本で

様とレバレンド・ムーンとムーニーしか知ら

もなく、中国でもなく、ソ連でもなく、ただ

ずにいます。これはどれほど有り難く、驚く

韓国だけです。

べきことですか。今後、歴史の方向に対して

皆さん希望をもってください。人類の五分

世界の学者たち、経済学者、社会科学者たち

の三以上が宗教の発生地であるアジアで暮ら

は「太平洋文明圏時代が来る」と話していま
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すが、太平洋文明圏の基地をレバレンド・ム

世界的に対決している所であり、ここに結実

ーンがつくり、思想的な基地として立てて前

体として悪の真の父母である金日成と善の真

進しているという事実を、世界が知るべし！

の父母である先生が対立しながら、互いに消

アーメンです。このように世界に夜明けが訪

化しようとします。それは歴史の最後の終着

れ、太陽が昇るようになっているというので

点になりもするのです。これを一体化させる

す。

中心体が、大陸の男性の生殖器のように生じ
た半島であり、これは太平洋すべてを包容す

南北統一は、金日成によってではなく、先

ることができるのです。

生によって成るというのです。エバ国家、ア
ダム国家、天使長国家を収拾することによっ

アジアの半島である韓国は、大陸の生殖器、

て、太平洋文明圏が成り立つのです。太平洋

男性の生殖器を象徴します。日本列島は、北

文明圏がなぜそのように成り立たざるを得な

海道が頭です。そしてその下にある列島は、

かったかといえば、イエス様がアジアで体を

四肢を広げている女性のようです。ですから、

失ってしまったがゆえに、アジアで天下統一

日本がエバ国家です。その中で貿易の基地は、

の世界を再び復帰しなければならない基準が

下関と四国です。下関の通交で、そこから西

あるのです。それで、世界的に太平洋文明圏

洋文化が広がったのです。太平洋をバックと

が論じられるのです。アダムとエバ、三人の

し女性が脚を広げて関係を始めた、文化輸入

天使長が一つになることによって、世界は統

の道です。しかし文先生は地球をバックにし

一世界になるのです。歴史がそのようになっ

て、太平洋文化、アメリカ文化を、天の文化

ています。

を中心として韓半島文化でもって統一するこ
とでしょう。

アジアを中心として韓半島は男性の生殖器
のように、日本は女性の陰部のようになって

二 「島嶼国家連合」の創設
一) 「島嶼国家連合」創設の背景

いて、太平洋文明圏を中心として見るとき、
これはより大きな大陸、アメリカ大陸、中国
大陸、ソビエト大陸、世界六大州すべてが連

私たちが行く道は、国を復帰するものです。

結されている基準において、中心点を形成し

国を取り戻すのに、日本という一つの国は必

ています。これが、太平洋文明圏を成すので

要ありません。国を取り戻すには、超国家的

す。

基準で取り戻さなければなりません。そうす

太平洋文明とは、何を中心として成される

るためには、国連を背景として一つの国を取

ものでしょうか。今は中国と日本が中心だと

り戻さなければならないのです。ところが、

考えていますが、そうではありません。大韓

国連が話を聞かないので「島嶼国家連合」を

民国が、韓半島が中心にならざるを得ないの

つくったのです。これはアベル的国連です。

です。それは韓半島を地勢学的に見る場合、

その次には「半島国家連合」をつくったので

ヘレニズムとヘブライズムの交差点として、

す。そうして六大州の国家連合を、みなつく

民主主義と共産主義、唯物主義と有神主義が

っておいたのです。
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私は韓国を離れて、世界版図の上で位置を

エバ国家圏はいくらでもあります。これを

復帰しなければなりません。国家的メシヤが

防止するために「島嶼国家連合」をつくり、

駄目ならば、世界的メシヤの立場で越えるの

「半島国家連合」をつくり、「大陸国家連

です。十二の国さえ立てれば、すべて成され

合」をつくりました。日本を救うために東西

るのです。ですから、「島嶼国家連合」、

南北に引っ掛けて、船を沈没させないように

「半島国家連合」、「大陸国家連合」をつく

しました。それで、私が提示したことに効果

ったのです。「これで国連と折衝しなさい」

があれば、新しい国連を、アベル国連をつく

と言ったのです。四大連合である「女性連

るのです。ですから、「島嶼国家連合」や

合」と、「青年連合」、「学生連合」、「宗

「半島国家連合」、「大陸国家連合」をみな

教連合」を国連に加入させようとするのです。

つくっておいたのです。

それが駄目なら、新しい国連をつくるのです。
国連にはもはや主人がいません。そこに「真

今、「島嶼国家連合」を創設し、あるいは

の父母の日」もつくり、国連の万年事務総長

「半島国家連合」、「大陸国家連合」を創設

にも父母様を……。そうすることのできる内

するのです。低開発国家がどれほど多いです

外のあらゆる内容ができているのです。みな

か。先進国家は、わずかＧ７（西方先進七カ

そのように思っているのです。

国）だとかＧ８（先進八カ国）しかありませ
ん。世界を動かす経済圏を中心として見れば、

今は王権復帰時代なので、「島嶼国家連

何カ国にもなりません。ですから、これは問

合」、「半島国家連合」、「大陸国家連合」

題にもなりません。それを糾合すべき時が来

をつくったのです。北米大陸はあきらめても

たのです。

いいのです。アジアと南米を中心として、カ
イン・アベルで結べばいいのです。そのよう

大移動の時が来ます。国連を中心としてす

な時代になるのです。国家定着の摂理観を超

べきですが、国連が先生を受け入れないなら

越するために世界へ回るのです。中心を求め

ば、アベル国連をつくるのです。それで「島

れば三六〇度回るのです。摂理国家を思いの

嶼国家連合」をつくりました。「半島国家連

ままに選ぶ権限があるのです。

合」、「大陸国家連合」をつくりました。各
国の大統領たちは「先生が早く理想的な世界

国連が責任を果たせないので、「島嶼国家

家庭を完成しなければ理想世界が生まれない

連合」と「半島国家連合」をつくるのです。

というのが、先生の教えであり、神のみ旨の

宗教人を中心としてアベル国連をつくらなけ

道ではありませんか」と言いながら、立ち上

ればなりません。今の国連は体を身代わりす

がる者たちがたくさん現れるようになりまし

るのです。体はサタン側を象徴します。心的

た。

国連がありません。これらが一つにならなけ

国連の事務総長を中心として消化運動を推

ればなりません。ですから、つくらざるを得

進しているのです。それで、「国連の会議場

ません。

にも十六名くらいは来なさい」と言えば、み
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な先生のところにすぐ来ます。大会をして事

り、新しい国連を構成することのできる基盤

務総長を参加させ、新しい平和の道に行く架

を築いたのです。

け橋になるのが、文先生の「家庭連合」です。
先生を迎えるために、アラスカのコディア
東洋医学と西洋医学の統一、これが問題で

ックでさえ準備しています。フィリピンの闘

す。それもするつもりです。また「国連大

争、激戦で勝利しました。日本が闘争しなけ

学」を今つくっています。その万全の準備を

ればならないのに、日本の代わりに闘争した

みなやりました。そして、先生が「世界平和

のです。日本は島国の王国です。島が七千近

島嶼国家連合」をつくったでしょう。日本が

くもあります。それを一日に一つずつ回って

陥没したので日本に対峙できる「島嶼国家連

も、二十年はかかります。「島嶼国家連合」

合」、その次には「半島国家連合」、それか

と同じくらいの数です。そのような日本を切

ら「大陸国家連合」もみなつくりました。

り捨てて、フィリピンを立てることができま
す。台湾もそうです。台湾は中国のエバ国家

島国であるフィリピンは、アメリカのエバ

です。フィリピンはアメリカのエバ国家です。

国家です。エバ国家も日本が責任者です。こ

第二次大戦前はアメリカの占領地でした。日

こに台湾とフィリピンが三位基台を成します。

本とアメリカが占領して分割されたのです。

台湾とフィリピンまで世界的エバ国家として、
島嶼国家を中心として人類を動かすことがで

もう最後になりました。もし国連が反対す

きます。そのようなことのできる準備をしま

れば、国連をけ飛ばして私はアベル国連をつ

した。「島嶼国家連合」だとか「半島国家連

くるつもりです。島嶼国家なら「島嶼国家連

合」だとか「大陸国家連合」だとか、みな結

合」をつくり、また、「半島国家連合」をつ

んでおいたので、九月にそれを国連に建議し

くり、「大陸国家連合」までみなつくりまし

ようと思います。

た。人々は「国連を信じないで、私たちがア
ベル国連をつくりましょう！」と言うのです。

母がいなくても、身代わりを立てることが

そうなれば、世界はどこに従うと思いますか。

できます。「日本が責任を果たせなかったも

その目的とは何かというと、青少年と家庭を

のを、世界の人々に母として買って食べさせ、

教育しようというのです。

もうけて食べさせられなかったものを、あな
二) 創設大会概要

た方、娘がやりなさい」と言えば、しなけれ
ばならないのです。誰が早く復帰されなけれ
ばならないのでしょうか。日本より台湾、フ

一九九六年六月十六日から十八日まで、日

ィリピン、カナダが早く復帰されなければな

本の東京にある京王プラザ・インターコンチ

りません。日本が駄目なら、この三つの国が

ネンタル・ホテルで「世界平和島嶼国家連

入って、日本をもち上げなければなりません。

合」創設大会が開かれました。この席には、

それで、私たちは「島嶼国家連合」をつくり、

アジアとオセアニア地域のオーストラリアお

「半島国家連合」、「大陸国家連合」をつく

よび日本をはじめとする二十七カ国、アフリ
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カ地域の五カ国、ヨーロッパと地中海地域の

の役割を担っているなら、私たちは、日本が

イギリスをはじめとする五カ国、西半球とカ

神様の摂理においてもっている摂理的責任に

リブ海地域のカナダを含む十五カ国など、合

ついて耳を傾けなければなりません。その理

わせて五十二カ国から、カナダのマルリーニ

由は、神様の摂理の目的が世界平和の実現で

首相をはじめとして前・現職国家元首を含む

あり、世界平和はすべての人類の希望である

百名余りと、日本側の関係者九百名余りが参

からです。

加しました。（注：この一文は「世界平和島
嶼国家連合」創設の概要であり、文鮮明先生

すべての島嶼国家が平和世界創造のための
「島嶼国家連合」として、一緒に集まって、

のみ言ではありません）

互いに寄与するならば、人類歴史においてこ
の上ない希望を提供することでしょう。この

三) 創設大会基調演説

ような希望と基台をもって、私は「世界平和
人類歴史において文明発展の流れを眺望し

島嶼連合」を創設しようと思います。私は全

てみる時、大きな川の周辺から勃興した古代

世界の島嶼国家が日本に与えられた天運を相

文明は、ギリシャ、ローマ、そしてイベリア

続し、世界平和追求のための彼らの集団的な

半島を含む地中海沿岸を経て伝播されてきま

努力の傾注によって、世界平和は実現できる

した。そしてこの文明は、ドイツ、フランス

と確信しています。

を含むヨーロッパ大陸を通し発展し、島嶼国
家であるイギリスを中心とした大西洋文明の

島嶼国家の特徴は何ですか。地球の表面は、

形態でもって、ユダヤ・キリスト教文化が結

陸地と海で構成されています。今日、科学は

実しました。

「最も単純な最初の生命の形態が海から出現

そののちに、文明はアメリカ大陸を通して

した」と説明します。これは、海が生命を妊

西の方向に流れ、現在は島嶼国家である日本

娠して養育する母の役割をするということを

を中心とした太平洋時代の文明に発展しまし

意味します。このような意味から、海が女性

た。これはユダヤ・キリスト教的文明が、ア

の特性を象徴するものとみなされるならば、

ジア地域に広がったことを示します。

陸地は男性の特性を象徴するものと理解する
ことができます。そして海に位置した島嶼国

私たちが神様の摂理観から文明の流れを概
観するとき、今日、島嶼文明として天の運勢

家は女性を象徴し、大陸と半島国家は男性を
象徴するものと考えられます。

をもっている国は日本だということが分かり

霊的な側面において、私たちは、「島嶼国

ます。二十世紀を結実する境目にあって、日

家は対象性、依存性、滋養性、忍耐、そして

本は神様の摂理において人類歴史に注目され

感受性などの女性的特質をもっている」と言

る立場にあります。そして、日本の現在のよ

うことができます。他方で、「大陸国家は、

うな復興は、神様を通したユダヤ・キリスト

主体性、創造性、そして供給性などの男性的

教摂理に関連して説明されるしかないのです。

特質を所有している」と見ることができます。

もし、日本が神様の摂理的計画において一つ

1608 * 千六百八

천성경

天聖經
Cheon Seong Gyeong
島嶼国家は、女性の人類歴史において占有

私は、神様の創造計画を基盤とした世界平

してきた役割を、遂行すべき位置にあると見

和のビジョンを実現し、神様の理想と摂理を

ます。

説くために、全世界をあまねく回っています。

女性は、結婚して伝統的に彼らの夫を全身

このような目的から、私は数多くの国際機構

全霊で愛し、奉仕しなければならない者とみ

を創設しました。しかし、このような路程は

なされてきました。彼らの配偶者から愛を受

長く、私たちすべてが今後しなければならな

け子女を出産することによって、このような

い数多くのことが横たわっています。

躍動的な関係を通じて、女性は彼女自身を輝

神様の理想とは何でしょうか。神様の創造

かせて花咲かせます。母として女性は、子女

理想は、平和世界の実現です。そのような世

を養育する重要な責任をもっています。

界では、分裂と 藤は、これ以上存在しませ

このように島嶼国家は、それと似た役割を

ん。そのような世界は、調和と統一の喜びに

しなければならないと考えることができます。

満ちた世界です。このような目的を実現する
ために最も早い手段は、真の愛を通すことで

一九四五年、第二次世界大戦が終わった時、

す。真の愛は、統一の要素であり、喜びと幸

世界のキリスト教は神様の救援摂理史におい

福の根源です。ですから平和の先決条件は、

て非常に重要な時点にありました。イギリス、

真の愛です。

アメリカ、フランスのようなキリスト教の
国々は、その当時、神様の摂理の中心国家で

人類がまだ真の平和を成し遂げられない理

した。第一次、第二次世界大戦で、この三大

由は、人類が真の愛について分からないから

主要国家であるイギリスとアメリカとフラン

です。なぜでしょうか。解答は聖書に記録さ

スは、連合軍の中心として、民主主義のため

れているように、人類が神様から遠ざかった

に闘いました。

からです。人類の最初の先祖が堕落した以後、

神様の希望は、これら三大主要国が自国を

アダムとエバは神様の祝福なく家庭を出発し

中心とした国家主義に陥らず、世界平和の実

ました。それ以後、平和はこの世界に存在し

現のために奉仕と犠牲によって、人類のため

なくなりました。代わりに分裂と 藤、闘争

の奉仕をすることをもって、神様の愛を実践

がこの世を支配しました。個人の次元で心と

するために彼らの力を結集することでした。

体の闘争、家庭で夫と妻の 藤、そして社会

一九四五年、第二次大戦の終戦は、国際連

の中での 藤すべては、日常的な面において

合の創設を通し、永遠な平和を実現する機会

限りなく正常なものとみなされました。

を提供しました。しかし歴史的な現実は、世
界平和の実現ではなく、共産主義の膨脹と、

私は、あらゆる人類の問題が真の愛の根本

キリスト教の国々の霊的堕落と道徳的崩壊を

的な喪失から始まると考えます。人類の堕落

通した数多くの 藤として現れました。人類

は、真の愛の喪失を意味します。結果的にイ

は、四十年以上アメリカとソ連の間の冷戦を

エス様は、アダムとエバが失ってしまった真

経験しながら現在まで続いている、霊的な荒

の愛を復帰するために、真の愛の王としてこ

野時代を通過してきたのです。

の地に来られました。このような脈絡から、
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再臨主も真の愛を復帰するために来るのです。

女性の時代は、一九九〇年代になって世界

これが、救援摂理史的観点から見つめた明確

的な趨勢になりつつあり、これは二十一世紀

な結論です。

に進展していくことでしょう。私たちは、愛
と協助、決断と調和の精神が、世界平和に向

私の全生涯と世界平和のための努力とは、

かう歴史的な寄与を完遂するものと考えます。

いかにして人類が真の愛を回復するかに焦点

全世界的な女性の時代は、島嶼国家時代が、

が集められています。私たちが今日、世界の

女性の特質を抱くようになるということを意

道徳的堕落を目の当たりにするとき、神様の

味します。このように女性の時代と島嶼国家

悲しみがどれほど大きいか、想像することも

時代は、密接に互いに連結されています。女

できません。このような世界の堕落を見つめ

性が世界平和のために立ち上がる時代は、正

ることは、私の心情を引き裂き、悲しみの涙

に島嶼国家が全世界的な協助のために出てい

を流させます。

くべき時代なのです。今や、島嶼海洋国家に、

ソドムとゴモラのような不倫と姦淫の害悪

世界平和実現のための、彼らに栄えある歴史

は、いわゆるフリーセックスという名目で、

的な使命を完遂すべき機会が来ました。これ

若者たちの霊魂に傷を与えています。神様の

よりも大きい使命がどこにあるでしょうか。

最高の悲しみは、このように無責任な堕落の
どん底に陥りつつある人類を見つめることで

「島嶼国家連合」がこのような献身と奉仕
を拡散させるとき、希望の光は人類の未来に

す。

明るく照らされることでしょう。島嶼国家は
人類歴史は、アダムとエバの堕落で知られ

究極的に、大陸に向かうしかありません。こ

る悲劇の歴史から始まりました。私たちすべ

れは女性が男性と愛の関係を求めるのと同じ

てにこの問題に耐え、解決すべき責任がある

原理です。これは多分、島嶼国家の生存条件

ということは、否定できない事実です。しか

だともいうことができます。こうして島嶼国

し、私たちが聖書の中で、エバが、堕落して

家で遂行された世界平和のための多様な活動

罪の歴史を始めた最初の張本人だという事実

が、究極的に大陸国家に良い影響を与えなけ

を見るとき、私たちは、人類歴史において女

ればなりません。このようにして世界平和実

性がエバの堕落を蕩減すべき一時代が必ず来

現のための島嶼国家の努力の肯定的な影響が、

るであろうと、摂理的な立場から知ることが

大陸の領域に広がるとき、世界平和実現に大

できます。

きな進展が成されることでしょう。

二十世紀において真の解放を追求する女性
運動のような理念的な傾向は、今、女性が世

二十一世紀は、人類がそれほど渇望してき

界平和のために立ち上がり始めたということ

た天国の明るい黎明が、この地上に輝く新し

を意味します。私は、そのようなことが神様

い千年になることを、強く希望しています。

の摂理だということを知ったので、一九九二

「世界平和連合」、「世界平和宗教連合」、

年四月、私の妻と共に「世界平和女性連合」

「世界平和女性連合」、「世界平和青年連

を創設しました。

合」、そして「世界平和学生連合」などの機
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構が、「世界平和島嶼連合」と共に調和と平

小さな日本が大東亜戦争を起こして、戦い

和に向かう重要な役割を完遂することを確信

を挑んだでしょう。なぜハワイをそのように

します。究極的にこのすべての機構は、「世

攻撃したと思いますか。勉強していた留学生

界平和家庭連合」として結実することでしょ

たちを人間扱いしないので、「今に見ていろ。

う。その理由は、家庭は平和のための最後の

十年、二十年後を見ていろ。お前をやっつけ

砦であり、家庭制度の再構築を通すことなし

る」と、このように反対に釘を刺したのです。

に、全地球的な統一を成し遂げ得る道がない

留学生たちがそのように考えるので、神様が

からです。

そのように助けるのです。十年勉強している
人は、十年間「お前に勝たなければならな

民族と人種、そして宗教を超越した理想に

い」と言い、二十年勉強している人は、二十

基づいて、若い世代を徹底的に教育すること

年間「お前を踏みつける」と言いながら勉強

によって「世界平和家庭連合」は理想家庭を

していたのです。

完成し、地球星の中にいるあらゆる人々が、
真実で永遠の平和を享受できる一つの地球家

日本人は、アメリカをやっつけなければな

族理想の歴史的偉業を達成できることでしょ

らないという決心をしなかったでしょうか。

う。皆さんの「島嶼国家連合」は、「世界平

それで、真珠湾を不法に攻撃したのです。こ

和家庭連合」の至高な目的に最善の寄与をす

れについては、アメリカの歴史にもそのよう

ることでしょう。（九六・六・一六、日本で

には書かれておらず、日本の歴史にもそのよ

語られた「二十一世紀における島嶼国家の役

うに書かれていません。摂理的に見るとき、

割」というタイトルのみ言）

そのようになったということを知らなければ
なりません。これは間違いない事実です。日

三

本がアメリカの真珠湾を不法に、ただ攻撃し

ハワイを中心とした海洋摂理

たのではありません。原因は十分だというの

一) 日本とハワイ

です。では、宣教師たちは何をしたのでしょ
日本がハワイのパール・ハーバー（Pearl
Harbor：真珠湾）をなぜたたいたのかといえ

うか。それを見れば、政治的な要素をコーチ
したという話です。

ば、その背後のアメリカを押さえることなく
して、中国や韓国を保護することは不可能だ

アメリカという国は、インディアンの国だ

という結論が出たからです。それを知らなけ

ったでしょう。ハワイに行ってみると、「や

ればなりません。韓国や中国を保護するため

あ！ こんな国もあるんだなあ！」と思いま

に真珠湾を打ったということを知らなければ

した。そこには日本人が三〇パーセントいて、

なりません。アメリカの歴史家たちもそれを

白人たちが二九パーセントにしかならないの

知らないことでしょう。先生はそのように見

で、白人たちが迫害されるそうです。そのよ

ています。

うな話を聞いたとき、私の気分は悪くありま
せんでした！ 「やあ、日本人たち！ 私が
アメリカで反対された、その反対に蕩減しな
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さい！」と言えば、どれほど格好よく蕩減す

ハワイ群島を神様が泳ぐことのできる足場に

るでしょうか！ そうなれば、その人たちが

しようという、先生の驚くべき構想を称賛に

みな、白人を追放するだろうという気持ちが

よって歓迎しましょう！ アーメン！

して、「そうであってはいけない！」とも考
えました。「三〇パーセントの家庭と二九パ

イエス様がメシヤとして来た所もアジアで

ーセントの家庭をみな結婚させておけば、完

す。アジア統一圏のために体を失ってしまっ

全に統一できる」と思いました。それで、

たのを取り戻し、霊的勝利圏とともにキリス

「アメリカ大陸にみな移せば、どれほど復帰

ト教文明を通して、新しい体としての版図で

摂理が簡単だろうか！」とも考えました。そ

あるアジアを統一すべき立場にあります。こ

れで、私がハワイで暮らそうと、基地をつく

の西欧文明がアジアに入るのに、中間である

り、船も買って準備をするのです。ハワイに

混合、和合文明を中心としてしなければなら

行こうと思います。太平洋文明圏が訪れるで

ないので、太平洋文明圏時代が来るのです。

はないですか。

西欧文明が太平洋文明を中心として融合しま
す。ここにおいてどこが問題になるかといえ

二) ハワイが海洋摂理の中心になる理由

ば、ハワイです。

ハワイに行きたいでしょう。そこに今、天

御存じのように、アメリカの歴史は、東か

国村をつくろうと土地をみな買いました。家

ら西に向かって国家を形成し、文明の起源を

も建て、船もみなもってきました。それはす

発生させました。そうしてハワイを中心とし

てきでしょう？ そこは一年間、四季を通し

て、太平洋圏を動かすことのできる主導的基

て雨が降らないので、釣り場としては世界に

盤を強固にしました。

ない所であり、そこでは春夏秋冬の季節が一
アメリカは五十二の州です。ハワイも一つ

つの谷間でみな調和するのです。
あちら側は毎日のように雨が降り、雷が落

の州でしょう？ ハワイでは本土の人が少数

ちますが、こちらは一年の全季節、雨が降ら

民族です。そして多数民族が有色人種です。

ない所です。世界の中でそのような所が、私

それゆえにハワイに行った人々は、長く滞在

が来る時まで待っていたということを知った

せずに本土に帰ってくる場合が多いのです。

がゆえに、今回、その全体のために教育化運

互いに争ったりして、あまり長続きしないの

動をしているのです。

で、そこにレバレンド・ムーンが入っていっ
て、和解させるためにハワイ島に基地をつく

アメリカ人の食口に、ハワイ島を主管する
ための運動をさせています。今回、「平和女

りました。レバレンド・ムーンには権力があ
ります。知識もあり、財力もあります。

性連合」を中心とした家を造り、夫人たちに
私が電話だけすれば、お金も使うでしょうし、

「ハワイ」という言葉は、韓国語では「し

あらゆることをすることでしょう。これと拍

てきなさい（ヘワラ）」という意味です。エ

子を合わせて、国民教導の枠組みを編成して、

バ（注：韓国語でヘワ）と通じるのです。エ
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バは「仕事をしてきなさい」という意味です

なければ、死んであの世に行って待たなけれ

が、ゆっくりと言えば、「ハワイ」になるの

ばなりません。

です。西欧文明とアジア文明を中心として交
流する版図になったのですが、これがアメリ
カの領土だと思っていたら、日本の領土にな

第四章 神様の摂理から見た海洋文明
一

人類文明史と発展の推移
一) 文明圏を中心とした世界歴史の流れ

りつつあるというのです。そこに文総裁がこ
れを一つにするために、現在、教育をしてい
るのです。これを誰が教育するのでしょうか。

私たちが歴史発展過程を注意深く見てみれ

渦巻きが起こらなければなりません。ハワイ

ば、人類最初の文明であるエジプト文明は、

の領土を中心として今、世界的な版図を編成

ナイル川を中心とした河川文明です。すなわ

する仕事をしているのです。

ちエジプト文明は、ナイル川を母胎として発
祥した文明だというのです。また、このエジ

太平洋文明圏がやって来るではないですか。

プト文明は、どのようにして発展したのでし

それで、「パシフィック・リム・ディベロッ

ょうか。エジプト人は「川の向こう側には何

プメント・カンパニー」（Pacific Rim

があるのか」と気になっていました。いつも

Development Company）というものをつくり

川の向こう側に行ってみたいと望んでいたの

ました。そこにはアメリカも入り、オースト

ですが、それがエジプト文明を発展させる精

ラリアも入り、南太平洋、太平洋がみな入る

神的な背景となったのです。このような河川

ようになります。

文明時代が過ぎたのちに、地中海文明が建設

このようにして「アメリカの人々に恥をか

されました。向こう岸を見つめる切実な心、

かせよう！」と、今仕事をしています。その

希望の心情が動機となって人類社会が発展し

ように命令をしてきました。その時に、ここ

てきたのです。そして、向こう岸に向かう切

にいる日本の女性たちが、ハワイで結婚した

実な心情が文明の革命を起こした、というこ

女性より駄目ではいけません。「大陸で伝統

とを皆さんは知らなければなりません。

をつくり、お姉さんとしてこのような伝統を
つくったから、ついてきなさい！」と言えば、

文明の発展路程を考えてみるとき、古代文

「イエス！」と、こうならなければならない

明は熱帯圏文明、今の文明は温帯圏文明、こ

のであって、反対するようにはなっていませ

のように逆に上がってきています。古代文明

ん。

は熱帯文明に属し、今の文明は温帯圏である
にもかかわらず、この温帯圏文明は春に向か

先生が船に乗ってハワイに行くというとき、

うのではなく、秋に向かいました。ですから、

ハワイについて来なければなりません。国が

ここには共産主義を中心とした寒帯圏文明が

ないときは仕方ありません。先生も寝ても覚

侵犯していくのです。

めても神の国を探し求めるのです。神の国は
この地球星です。皆さんがここで民になって

文明の発展段階を見れば、文明が一つの形

こそ、天国に入るのです。その時、民になれ

態として現れるためには、ある過程が必要だ
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ということを知ることができます。必ず文明

のですが、堕落することによって夏の季節か

が芽生える季節を通るのです。夏の季節と秋

ら始まりました。春の季節の文明は永遠に続

の季節を通り、それから冬の季節を通って、

くことができるのです。夏の季節の文明は、

一つの宇宙的な春の季節の文明圏として発展

なぜ永遠に続くことができないのでしょうか。

していく、ということを私たちは推理できる

結実を結ぶための調和というものは、すべて

のです。

春の季節に展開するようになっているのであ
って、夏に展開するようにはなっていないと

神様がいらっしゃるなら、神様はどのよう

いうことを知らなければなりません。種が結

なことを喜ばれるのでしょうか。もちろん、

実するには、春の季節を経なければならない

季節も春夏秋冬すべて喜ばれ、人も少年時代、

のです。ですから、今までこの堕落した世界

青年時代、壮年時代、老年時代と、すべてお

の文明圏は、種のない文明として流れてきた

好きです。人間を見れば、白人、黒人、黄色

ので、絶対に生命に接近することができない

人、紅人種など、五色人種がいます。それで

というのです。したがって冬の季節の文明を

は、神様はどのような人を好まれるのでしょ

迎えても、春の季節の文明を迎えることがで

うか。神様は、白人も好まれ、黒人も好まれ、

きないのです。

黄色人も好まれ、赤人も好まれます。世界が
全体的な因縁によって動いているという思想

人類歴史の文明発展の流れを見れば、河川

で見るとき、歴史の発展も同じです。文明の

流域から発生した古代大陸文明がギリシャ、

発展史も同じです。

ローマ、イベリアなどの半島文明に移動して
いきました。この半島文明は、イギリスを中

神様のみ旨とは、すべての文明の発展を糾

心とした島嶼文明に移り、この島嶼文明は再

合して一つのみ旨の世界、一つの統一された

びアメリカを中心とした大陸文明を経て、日

世界、一つの理想世界を実現することなので

本の島嶼文明に戻ってきました。今この文明

す。それゆえに、西欧文明が初めてアジア文

の巡礼は、韓国において半島文明として結実

明圏と接することができる動機、世界史的な

しなければならないと見るのが摂理観です。

動機を成し遂げるために、民主世界を主導す
るアメリカがアジアで全面的に責任を負って

世界文明の方向は、世界を一周しながら発

きたのです。このような摂理史的な意義があ

達していきます。すなわち、エジプトの大陸

るにもかかわらず、アジアのベトナム戦争を

文明、ローマとギリシャの半島文明、イギリ

中心として、アメリカが強力に責任を遂行す

スの島嶼文明、アメリカの大陸文明から再び

ることができず、後退したがゆえに、摂理史

西に進み太平洋を渡って日本の島嶼文明を経

に莫大な被害をもたらしたというのです。

て、ついに韓半島文明として集結し、アジア
に連結していくのです。ここで結束する文化

今後、どのような文明時代が来るのでしょ
うか。春の季節文明時代が来るというのです。

は、高次元的文化として新世界を創造して生
み出すはずです。

人類が堕落しなければ春の季節から始まった
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二) イスラエル、ローマ、イギリスが失

の生殖器と同じであり、地中海は女性の生殖
器と同じです。これが一つになるのです。こ

敗した理由

の西洋において教皇庁が天下統一することの
半島的な地形をもっている所が世界的な文
明の発祥地になりました。その中で最も代表

できる基準をもつことができなかったので、
東洋に帰ってくるのです。

的な所がローマです。地中海は、男女が夫婦
関係をするのと全く同じ形状です。それゆえ

真の父母が現れて、なしていることとは何

ローマは、千年以上の歴史を経た今でも、世

ですか。神様の愛のない死んだ世界からサタ

界の強国の中心国家として定着しているので

ンの愛を除去して、神様の愛を通して全人類

す。特にローマの法律は世界的です。それゆ

を再び生命の世界に接ぎ木するのです。その

えに「文明はローマから」という言葉が出て

ように、復活させるための闘いをするという

くるのです。世界統一もローマから始まらな

ことを知らなければなりません。イエス様が

ければならなかったのですが、ローマがその

生まれたユダヤの国は、地中海を中心として

使命を果たすことができなかったのです。

います。
本来、神様の摂理は、アジア大陸を中心と

陸地と島を見れば、半島は生殖器と同じで

して出発してきました。東洋にヒンズー教を

す。文明の発展は、いつも半島を通じてなさ

立て、仏教を立てたのです。中国には儒教を

れます。イベリア半島やギリシャ半島、イタ

立て、シリアとかイラクのような所には、ユ

リア半島など、すべて半島です。イタリア文

ーフラテス川を中心としてゾロアスター教を

明圏が千年を越えてもなぜ滅びないのですか。

立てるなど、宗教圏をつくりました。この三

地中海は、ちょうど女性の子宮と同じです。

角圏内において、ユダヤ教を中心として世界

それを占領しています。それゆえに、今まで

を統合しようとしました。ところが、イスラ

イタリアは、患難と滅びざるを得ないすべて

エル民族の十二支派が一つになることができ

の環境を越えて、歴史に綿々と残っているの

なかったので、サタン世界であるローマが占

です。これが滅びるならば、人類歴史の復帰

領しました。今、中東のすべての民族は、モ

や救援による解放はないというのです。

ーセ時代に編成された十二支派です。これが
一つになれなかったのです。

教皇庁を中心としたイタリアが男性宮です。
ドイツやフランス、イギリスが中心ではない

歴史の発展の中心は、何が最も重要だと言

のです。千年以上の文化背景をもっている所

いましたか。それは生殖器です。大陸に連結

はイタリアです。法が変わらないのです。な

した半島は、男性の生殖器のようです。それ

ぜそうなのでしょうか。イタリアは男性の身

で、このような男性の生殖器をまねた所は、

代わり、地中海圏は女性の身代わりだからで

世界文化の発祥地です。結実地になるのです。

す。本然的基準のことを話しているのです。

このように思うとき、イタリア半島は男性の

男性と女性が愛することのできる環境と、ぴ

生殖器になり、地中海は女性の子宮になるの

たっと同じだというのです。イタリアは男性

です。完全に女性の陰部と同じでしょう。地
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中海というのは、この地上における歴史上、

回って、再び東西の統一圏に向かって訪ねて

初めて文化摂理の基準で文化の起源を統合さ

いかなければならないのがキリスト教の歴史

せた所です。ローマ文明の偉大さを否定でき

です。

ません。法律などのローマの文化は、今でも
地理的に見るとき、ローマとユダヤの国の

歴史に相当な影響を与えています。
それで、イタリア半島は男性の生殖器のよ

間には地中海があります。地中海を経ていく

うであり、地中海は完全に女性のものと同じ

ようになっています。イエス様が何かの手段

であり、それは一つになっています。それで、

でも使って死を免れようとすれば、免れるこ

アジア大陸、アフリカ大陸、そしてヨーロッ

とができる立場だというのです。またその時、

パ大陸を連結させる、その中心部になってい

イスラエル民族は、四百年間数多くの国に圧

るのです。

迫されてきたので、全員が民族精神によって
団結できる時でした。それゆえに、時をつか

地中海は女性の子宮と同じです。イタリア

んでローマに対して反旗を翻していくことが

半島周辺で、女性でいえば生殖器がぶら下が

できる、そのような時でした。その時は、ロ

る位置にあるのがユダヤの国です。本当に不

ーマの政治体制がユダヤの国を思いのままに

思議です。女性の子宮の最も深い位置にある

指揮できる最高の基準を越えて、退廃の道に

のがイスラエルの国です。ここで主が生まれ

向かっている時でした。歴史的な背景がその

たのです。ここで生命の根源が現れて問題に

ようになっていたので、イエス様を中心にし

なるのです。それが戻ってきて世界的版図を

て団結さえしていたならば、その時にユダヤ

成し遂げて、半島を中心として地中海を経て、

の国を中心として必ず問題が起きたのです。

大西洋と太平洋を経て、その半島文化圏を中
心として世界統合が展開しなければならない

ローマは、地中海一帯の文化圏を形成して

のです。これは、本来イタリアを中心として

いたので、世界を支配できる背景をもってい

統一されなければなりません。

ました。イスラエルがこのようなローマと連
結して世界的な基盤がつくられていたならば、

ローマとイスラエルは東西関係、ギリシャ

世界はイエス様を中心とした一つのキリスト

とエジプトは南北関係です。ユダヤの国がそ

教文化を形成し、統一的基盤を完全に形成す

のようになっていませんか。ユダヤの国を中

ることができたはずでしたが、これを失って

心として見れば、すべて地中海を中心として

しまったのです。イスラエルの国がローマの

受ける所です。そして、ローマを中心として

属国になったのは、より大きいローマにかみ

完全に地中海一帯が統一されたとするならば、

ついているイスラエルの国だけを引っ張れば、

アジアが中心になるのです。アジアを中心と

ローマをはじめとしてすべての世界を釣るこ

して完全に一つの世界になるのです。そのよ

とができたからです。今日、そのような立場

うになれば、そこで東西の統一が展開したの

にいる国が大韓民国です。

です。東西文化の統一が展開するはずだった
のですが、統一されなかったので、西の方に
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ユダヤ教とイスラエル民族が一体になった

周してアジアに行かなければならないという

とすれば、ローマの王などは問題ではなかっ

のです。なぜですか。ローマが福をすべても

たのです。彼らが一体となって国家を立てて

っていったからです。ユダヤ教が受ける福を

ローマを併合し、地中海全般にわたるローマ

すべてローマがもっていったのです。それが

文明圏をイエス様の指揮のもとに入るように

ローマ、イタリア半島を中心として、イギリ

すれば、世界統一は問題ありません。神様は、

スを中心として太平洋を渡り、アジアに行く

それを基盤として全世界を復帰し、イエス様

道です。そのようにして、第二次大戦でアジ

を中心として地上天国の理想を成し遂げよう

アの全域を掌握しました。全体を掌握できた

としましたが、そのみ旨が成されなかったの

というのです。

です。そして、数千年間死の犠牲を払い、今
ついに世界的な第二イスラエル圏を成し遂げ

本来イエス様が死ななければ、アジア大陸

ました。しかし、昔のように第二イスラエル

を中心として出発しなければなりませんでし

圏のキリスト教には、地上に国がありません。

た。大陸で連結され、大陸で勝利しなければ

それは、イスラエルがイエス様を殺した罪を

ならないのですが、大陸を失ってしまったの

贖罪する期間として、二千年間放浪しながら

で、地中海を中心とするイタリア半島に教皇

世界万民から虐待を受けたからです。このよ

権を中心として定着しました。それゆえに、

うに蕩減の鉄則には許しがありません。

彼らが行くべき所はどこですか。大陸から半
島を経て帰る所は島国です。島国へ行かなけ

その当時、地中海文化圏を中心として、ロ

ればならないのです。それで、イタリア半島

ーマ帝国が世界的な版図に号令できる基盤を

を中心とした大西洋文明を経て行かなければ

築くようになったのは、サタン世界のカイン

なりません。大西洋文明とは地中海文明です。

型代表国家としてローマ帝国を立てておいた

地中海文明圏を中心として、ローマ教皇が責

からです。ここにイスラエルをアベル型国家

任を果たせずに新教と旧教に分かれることに

として立て、カインであるローマ帝国を屈服

よって、今まで地中海文化圏の大移動が展開

させることによって国家と世界を蕩減復帰し、

されてきたのです。それで、イギリスを中心

願った天国を成すことが神様のみ旨でした。

としてアメリカに連結させることによって、

それが二千年後に繰り返され、今日のアメリ

大西洋文化圏が形成されました。

カがそのような立場にいるというのです。そ
れでは、イエス様は死ぬべきだったのですか。

地中海文明圏の中心だったギリシャ文明や
イタリア文明は「ヘレニズム」と呼ばれ、人

本来、神様のみ旨は、アジアを中心として

間を中心とした宗教形態を備えて現れてきた

世界を統一することでした。それが、ユダヤ

ものです。そこに、イスラエル民族を中心と

教を中心としてイエス様を殺すことによって、

して、唯一神を中心とした「ヘブライズム」

その福を誰がもっていったのですか。ローマ

が合流して、ローマで一大闘争を繰り広げて

がもっていったのです。それを取り戻そうと

勝利したのです。それが中世紀のローマ教皇

するので、ローマを中心として再び世界を一

を中心としたキリスト教世界です。そのよう
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な基準を中心として、キリスト教は、島嶼文

に生きることです。彼らは、世界のためにい

明圏であり、新教を中心としたイギリスを基

るという事実を知らなかったというのです。

地として世界的に発展しました。世界的な宣

観が違ったのです。

教本部を設置して、急進的な発展をしたとい
うのです。このような摂理の基盤を中心とし

ユダヤには、国があり、イスラエル民族と

て、文明はだんだんと世界を一周し、地中海

いう選民がいたにもかかわらず、イエス様の

文明圏から大西洋文明圏を中心としたイギリ

体を殺したことによって、キリスト教は霊的

ス、それからアメリカ文明圏から太平洋文明

救援だけをした、ということを知らなければ

圏を中心として再び一周して、イギリスに相

なりません。国がないので殺されたのです。

当する立場の日本に渡ってきました。

アジアで天国が成されるはずでしたが、反対
に太陽神としてヒューマニズム、人本主義思

イエス様がアジア圏の陸地に着陸して世界

想のローマから逆に来て、太平洋に帰ってく

統一をしようとしましたが、追い出されるこ

るのです。太平洋文化圏時代が来るのです。

とによってローマに行きました。陸地から半

歴史がただそのまま来たのではありません。

島に追い出され、半島から島国に追い出され

これをすべて解いておいてこそ、このような

ながら再び世界の版図を取り戻してくるので

すべての人、霊界の先祖を解放させることが

す。それで、アメリカ大陸の新教文明圏を中

できるのです。真の父母が来るので、それを

心として帰還するのです。旧教文明圏として

すべて教えてあげて解放するのです。

大きくなり、神様の前に反対の立場に立った
旧教文明圏から新しく新教文化圏を中心とし

堕落はどのようになったのですか。エバが

て宣教事業をしたのです。宣教事業はイギリ

先に堕落して、次にアダムを堕落させました。

スがしました。イギリスとアメリカが宣教事

天使長を中心としてエバが一つになって、そ

業をしました。イギリス宣教会がアメリカ新

れからアダムを堕落させたのです。復帰過程

教独立国家を成し遂げて帰ってくるのです。

において、イギリスは女性国家です。それゆ

帰ってくるには、太平洋文明圏内でこれを蕩

えに、エリザベス女王時代に世界を制覇した

減復帰しなければなりません。こちらは失敗

のです。また女王時代がみ旨を信奉すること

したのです。

ができずに、女王によって始まったことが女

イタリア半島からローマ教皇権を中心とし

王によって連結され、女王によって滅びます。

て統一天下を成し遂げなければならないので

イギリスは、海の中にある島国です。大陸は

すが、大陸の版図を中心として吸収できる基

男性を身代わりし、島国は女性を身代わりし

盤をすべて築いたのに、なぜここで神様のみ

ます。いつも島国の人は大陸を思慕するでし

旨を成すことができなかったのですか。ロー

ょう。女性が男性を思慕することと同じです。

マ教皇庁が分からなかったというのです。キ

それゆえに、イギリスは女性国です。その

リスト教を中心とした教皇庁がしなければな

女性国を通してアダム国家が出てくるのです。

らないこととは何かというと、ローマと教皇

女性を通してアダムを滅ぼしたのですが、女

庁、キリスト教を犠牲にしてでも世界のため

性の立場のイギリスを通してアダムが復活す
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るのです。それがアメリカです。それゆえに、

して飾るかということは、神様にも、キリス

イギリスは息子の支配を受けなければなりま

ト教を代表したイエス様にも、歴史的な宿願

せん。母は、息子の支配を受けなければなら

とならざるを得ません。これを終結させなけ

ないでしょう。そのような立場で、キリスト

ればならないのが先生の使命です。

教の文明をすべて祝福して結実したのがアメ
アメリカは、宗教の自由のために、迫害の

リカです。

矢を避けて大西洋を渡って集まった人々がつ
三) アメリカは二十世紀のローマ国家

くった国であり、ピューリタン思想が建国理
念として立っているということを知っていま

ヨーロッパ大陸ではアメリカを「新天地」

す。そして神様は、世界の人々をここに集め

と呼び、最初にこの新天地に希望を抱いて移

てきたのです。また、この国に物質的な祝福

民した人々は、信仰の自由を求めて神様に侍

をしてくださったのです。今後、サタンが下

るために来た人々でした。旧時代の虐政のも

部構造を中心として、経済というものをもっ

とで完全に希望を失い、たとえ大西洋の海の

て打つ時が来るので、それに対備してアメリ

上で生命を失うことがあるとしても、ひとえ

カに莫大な経済的物質の祝福をしてあげ、こ

に私の心を尽くして神様に仕えることができ

の国とこの民族をいかなる民族よりも豊かに

る所へ行こうと、悲壮な思いで出発したので

暮らすようにしたのです。キリスト教文化圏

す。メイフラワー（May Flower）号という小

を中心として、世界のいかなる国もついてく

さな帆船に乗り、五十七日間の難しい航海の

ることができない最大の権限を与えられた国

末にアメリカのニュー・イングランド（New

は、アメリカ以外にありません。

England）地方に上陸しました。その人々が
すなわちアメリカの先祖、ピルグリム・ファ

ローマが滅びたのは、何によってですか。

ーザーズ（The Pilgrim Fathers：清教徒団）で

神様は、世の中を救おうとされたのに、彼ら

した。

はローマを主張してきたというのです。ロー
マを犠牲にして、来られる主の前に祭物とし

歴史的に見れば、二千年のキリスト教史に

て捧げて世界統一を夢見なければならないの

おいて、西欧の新教徒が新教という体制を整

にもかかわらず、ローマは一方通行を願った

えて、新しい信仰の自由と信仰を中心とした

のです。しかし、神様は、両方通行を願われ

理想の国を求めて大西洋を渡って成し遂げた

ます。ですから、ローマでキリスト教の革命

国家であり、集合民族を代表した新教独立国

が起きるのです。新教を起こし、新しい枠組

家がアメリカです。昔、旧教を中心としたロ

みを中心としてこれを切ってしまい、曲がっ

ーマ教皇庁があったように、アメリカは新教

てしまったとしても新しい芽を中央に立てよ

を中心とした新しい次元のローマ教皇庁型で

うとするのです。反対して、すべて捕まえて

す。アメリカがそのような立場にいるので、

殺すので、ここから新教が出てくるのです。

神様が六千年間このアメリカを立てようとし

このようにして、キリスト教のピューリタ

てきたのです。これをどのように有終の美と

ン（Puritan：清教徒）たちが渡っていって移
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植したのではないですか。ヨーロッパの新教

旧教時代に、カトリックの迫害を受けた新

の熱血分子たちが、すべて大西洋を渡ったの

教徒たちが大西洋を渡ってきました。皆さん

です。ピューリタンは、自分が生きるために

の祖国、皆さんの国の建国理念を見れば、皆

行ったのではありません。信仰ゆえに、命を

さんの先祖は、死を覚悟して大西洋を渡って

失う覚悟で大西洋を渡ったのです。死を覚悟

きたというのです。それで、この地に上陸し

するところにおいて、神様の摂理の焦点が展

て建国する時は、神様が望んだ理想天国、み

開されるのです。新教のためにピューリタン

旨の世界を成し遂げようとしました。そのよ

が来て、二百年の歴史を経て初めて新教独立

うな建国思想が、今はどのようになったので

国家を編成したのです。これが、アメリカの

しょうか。自由主義になって、創造論を論じ

歴史です。ケネディ大統領までは、大統領の

ないで進化論が正しいとしています。キリス

中で旧教の人が一人もいませんでした。一九

ト教文化圏の世界において、教会に対して免

六〇年代までは、国連機構を中心として左右

許を取り消すという、このような切迫した最

が一つになる時であり、前後、上下が一つに

後の断末魔的な現実に置かれていることを皆

なる時であるがゆえにそれを賦与したのです。

さんは知らなければなりません。
皆さんの先祖が大西洋を渡ってくる時の冒

新教徒たちは、ローマ教皇庁から離れて新

険、独立のための戦争で死を覚悟した冒険の

しい神様の世界を渇望しました。特にイギリ

道、インディアンと闘った姿のように、様々

スの清教徒、新教活動家たちは、イギリスは

な冒険の道を断行していくという決意をしな

新しい神様の世界建設に適合しないと主張し、

ければならない時だと思います。死を覚悟し

激しい迫害の中で新世界に向かって出港した

て大西洋を渡り、独立戦争の時は命を捧げて

のです。彼らが発見した新世界がアメリカ大

闘いました。神様のために命を捧げる決意を

陸です。その当時、多くの新教徒たちがロー

して進んでいったという事実を知らなければ

マ教皇庁から離れていき、清教徒であるピル

なりません。皆さんの先祖が大西洋を渡る時、

グリム・ファーザーズがメイフラワー号に乗

ある指導者がいたのではないのです。ただ神

って、多くの逆境にもめげず、神様に従うこ

様に従ってきたのです。また、独立戦争の時、

とを願いながら大西洋を横断してたどり着い

弱い兵士を率いて闘う時も神様に従って闘い

た所がアメリカです。

ました。神様をキャプテンとして侍り、天と

その後、イギリス人、フランス人、あとで
敵国になったドイツ人など、ヨーロッパ全域

共に祈祷し、涙を流して従ってきたという事
実を知らなければなりません。

で様々な国の人々がアメリカに集まり始めま
した。ヨーロッパの多くの人々が大西洋を横

南・北米はキリスト教文化圏です。旧教と

断してアメリカに移民してきたのち、インデ

新教は兄弟です。今、このままアメリカがア

ィアンと闘って西部で領土を拡張していった

ジアに来れば、兄弟を無視して太平洋を渡り、

のです。

より遠い距離にある我が国にどろぼうしに来
たと考えるのであって、手助けしに来たと考
えることはできません。アメリカ人がアジア
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に来る時、アジアの人々はそのように考える

リスト教文化圏を中心として、二百年間で二

のです。「兄弟たちが一つになれずに闘って、

千年の歴史をもう一度新しく結実させたので

すべて捨ててきた者たちが、私たちの所に訪

す。

ねてきて手助けするとはどういうことか」と、
このように考えます。どろぼうをしに来たと

サタンは、アメリカと日本が一つになるこ
とに反対し、アジアの連結にも反対します。

思うのです。
神様が御覧になる時も「アメリカ人、この

サタンは、経済問題に執着する外的存在です。

精神が腐った者たち」と言われるのです。太

今、アメリカが経済問題を念頭に置いて、ア

平洋を渡ってアジアに行っても、怨讐の芽が

メリカの法を中心として、日本が入ってくる

生えているというのです。日本は経済的な大

ことができないように牽制政策をとっていま

国であり、中国は人口の大国です。ソ連は思

す。それで、太平洋にあるすべての国、日本

想の大国なのですが、それを満たすためにそ

と韓国、マレーシア、インド、台湾に対して

れ以上のものを求めているのに、アメリカが

アメリカがブレーキをかけようとします。こ

そこに行って何を手助けするつもりですか。

の危機一髪の終末時代に、アメリカが大きな

ですから、どろぼうをしに来ると思うのです。

汚点を残す時点に立ち入っているという事実
を知らなければなりません。

アメリカの最も近い兄弟関係は南米であり、
一つは旧教で一つは新教です。これを差しお
いて、アジアで何をしても、日本とは怨讐で

二

島嶼文明がもつ意味
一) 最大の海洋島嶼国家であるイギリス

あり、中国が怨讐であり、ソ連が怨讐です。
太平洋圏内にあるアメリカを隣近所の人とは

古代人類の文明は、大陸で発生しました。

見ず、異邦だと思っているのです。アメリカ

エジプトのナイル川の川辺で胎動した人類文

がいくら親交を結ぼうとしたところで、日本

明は半島文明に変遷して、ギリシャ、そして

で問題が起きればすべて倒れるというのです。

イタリア半島で地中海文明圏を成し遂げまし

愚かだというのです。将来を考えれば、南・

た。その半島文明は、再び島嶼文明に移され、

北米に乗っていって日本を抱かなければなり

島国のイギリスを中心として大西洋文明圏を

ません。アジアを抱かなければならないので

形成しました。そして、ついにイギリスの島

す。

嶼文明が大西洋を渡ってアメリカ大陸で現代
文明の奇跡を起こし、太平洋文明圏を形成し

新教と旧教が闘うと、新教の教徒たちは大
西洋を渡ってアメリカへ行き、新教の独立国
家を建てました。これは神様が建てたのです。

ました。歴史の流れはここで終わらないので
す。
この文明圏は、太平洋を渡ってイギリスに

それでアメリカは、二百年間でヨーロッパの

相当する島国の日本で新しい島嶼文明の花を

すべての精髄を抜き出してきました。人脈か

咲かせて、イタリア半島に該当するこの韓半

ら信仰の骨髄をすべて抜き出し、この太平洋

島で、昔のローマ文明に相当する人類総和文

を相対として、女性文化圏を中心として、キ

明を成し遂げて、アジア大陸に連なる一つの
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世界を成し遂げ、新しい統一文明圏を形成し

て、アメリカも失敗したのです。すべて失敗

ようとするのが神様のみ旨だということを私

しました。これをどのようにするのですか。

はよく知っています。
西洋世界を見るとき、アメリカはイギリス
神様が世界文明圏を、西欧大陸、ナイル川

を通して生まれたので息子と同じです。とこ

を中心として地中海を経て、ローマを経て、

ろが、息子と同じこのアメリカがイギリスを

イギリスを経て、アメリカ大陸文明圏を形成

支配するというのです。そのような時になれ

し、それを太平洋文明圏として移すようにな

ば、西洋世界の終わりの日が来る、このよう

るのです。そのようにしようとすれば、島嶼

に思います。それで、最大の海洋都市圏であ

文明を糾合して半島国、すなわち地中海文化

るイギリスと天使長国家であるフランス、こ

圏を動かしたローマに該当する半島地域がな

の三つの国が一つになるのです。ここで海洋

ければならないというのです。それが正に韓

都市が州になり、アメリカが州になり、その

国だということを皆さんは知らなければなり

次には天使長国を引いて陸地まで占領する運

ません。初めて、この三千里半島を中心とし

動が展開するのです。それが第二次世界大戦

て、西欧文明の最後の結実とアジア文明の最

だということを知らなければなりません。エ

後の結実を成して、神様の前に捧げなければ

バ国家がするのではなく、アダム国家がエバ

ならないというのです。

国家をコントロールして、天使長国家をコン
トロールしなければならないのです。そのよ

大陸を中心とした神様のみ旨は、ユダヤ民
族が失敗することによって、イタリア半島を

うになってこそ、陸地に上がっていくという
のです。

中心として世界を制覇しようとして失敗し、

アメリカを中心としてイギリスとフランス

イギリスを中心とした島嶼文明を中心として

が一つになり、一つになればその次には陸地

成そうとして失敗し、それをアメリカ大陸が

に上がっていくのです。それで、陸地を占領

受け継いだのですが、これが反対に帰ろうと

するための第二次大戦が起きたのです。アメ

すれば蕩減を経なければならないのです。島

リカが、イギリスとフランスを中心とした勝

国を中心として蕩減しなければならず、半島

利圏をもち、第二次大戦によって全世界をコ

の国を中心として蕩減しなければならないの

ントロールできる基盤をもったという事実を

です。そのようにしなければ、大陸に行くこ

知らなければなりません。

とができません。
復帰の完成は、分かれた三人と国が一つに
摂理の版図は、ローマ、イタリア、スペイ

なることを意味します。それが原理的観点で

ン半島を越えて、島嶼文明圏から大陸文明圏

す。そのような理論がいかなる所でも適用さ

に移動するのです。イエス様を中心として、

れるというのです。ヨーロッパを中心として

アジア大陸から出発したものが半島を越えて、

見るとき、アダム国家はどこですか。自由体

島を越えて、再び大陸に来たのです。ローマ

制全体を中心として見るときはアメリカです。

の半島も失敗して、島国のイギリスも失敗し

なぜですか。イギリスが生んだというのです。

1622 * 千六百二十二

천성경

天聖經
Cheon Seong Gyeong
イギリスは女王時代に繁栄しました。十六世

防備のために訓練してきました。海洋圏を握

紀のビクトリア女王時代に、海洋都市を開拓

らなければイギリスは存続できない立場だっ

して世界の海洋圏を掌握し、アメリカを植民

たので、エリザベス女王を中心として海洋圏

地として占領したのです。

制覇の政策を強化したのです。それは、神様

イギリスは、どのように世界の海洋圏を握

の摂理にすべて一致したものです。

ったのですか。海洋国家であるイギリスは、

スペインのような国が南米を支配して、北

エバ国家です。それは女性国家であり、島国

米をイギリスが支配する時、スペインに対し

なので世界の海洋圏を開拓してコントロール

て外的には友好的に振る舞いながら、内的に

したのです。そして、アメリカを植民地とし

は欺く政策をしてきました。そのことは、み

ました。イギリスの息子に当たるのがアメリ

な歴史を学んで知っているのではないかとい

カです。理想的夫を誰が生まなければならな

うのです。スペインが南米を制覇しました。

いのかといえば、エバが生まなければならな

それでイギリスは、スペインが北米まで制覇

いのです。そうでなければ、理想的夫が出て

するのを防ぐために様々な海洋政策を強化し

こないと考えるのです。

たのです。

二) イギリス文明と日本文明の差

イギリスは小さな国です。それが「五大洋
六大州に日の沈まぬ国」と大見得を切ってい

現代二十世紀の民主主義制度は、すべてイ

たときは、海洋を中心として盗みを働くパイ

ギリスから始まったのです。皆さんが知って

レーツ（pirate：海賊）精神をローマから受

いるように、イギリスのエリザベス一世が海

け継ぎ、すべてを占領したのです。神様の摂

洋政策を強化し、アジアはもちろん、アフリ

理と連結させてみるとき、世界を早く救う作

カをはじめとして全世界の至る所を占領しま

戦が神様の摂理観なので、イギリス人を使う

した。それは神様がさせたのです。

のです。ところが、そのような観に一致でき

イギリスは島国なので、バイキング等の侵

るイギリス国民になることができずに、自分

略によって訓練をたくさん受けました。いつ

を中心とした方向に分かれました。それで、

も攻撃を受ける立場だったので、訓練を多く

今イギリスが孤立しています。

積み、いかなる民族よりも海洋文化を強化し
た民族です。その時、スペインやポルトガル

イギリスが世界の版図を築くのは、ローマ

の海洋圏がとても強い立場にいたのですが、

の文明を受け継いだからです。ローマがイギ

それ以上の基準を中心として、エリザベス一

リスを占領する前までは、人々が一年に一度

世が一五九三年から一六〇三年の期間に強化

も入浴をきちんとしなかったのです。それは

運動を行い、海洋力を強化させたのです。

野蛮人でしょう。寒くてぞくぞくするので入
浴できなかったのです。そのようなイギリス

イギリスは、島嶼国家としてノルウェーや

人たちは、海賊団の後裔たちなのですから、

スウェーデンのバイキングたちにいつも攻撃

いつ入浴する暇がありますか。そのイギリス

を受けたので、海に対する関心をもって海洋

がローマの文明を受け継ぎ、海洋文明圏を中
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心として世界版図を拡大したのです。世界を

イギリスがどれほど悪い国ですか。イギリ

支配しなさいというのです。「お前、島国が

スは海賊の根拠地です。そうでしょう。一時

世界を支配しなさい！」、それが神様のみ旨

世界を制覇したときも、帆船に乗って海に出

です。

ていき、銃刀で襲撃して乗っ取ったのではな
いですか。海賊団です。そのようなことも、

神様は海の主人でもあり、陸地の主人でも

神様を動機としながら宗教版図をつくってい

あります。それが象徴的にすべて合わなけれ

ったがゆえに滅びなかったのでしょう。そう

ばできません。それで、そのような姉妹関係

でなければすべて滅びたのです。

をもつようになりました。日本は、今後すべ
てのものをもって大陸に移動します。今、日

エリザベス女王は、新教支持者です。ウェ

本が願っているのは、移民政策を通して五千

ストミンスター信仰告白三十三カ条により、

万人以上を外国に送り出すということですが、

エリザベス女王がカルヴィン主義思想を吸収

それをすることができなければ、五十年後、

できる基盤を築き、海洋圏制覇という政策を

百年後には大変なことになると話しています。

立ててスペインが海洋圏に介入できないよう

今は、イエス様がメシヤとしてイスラエル民

に基盤を築いたのは、すべて神様のみ旨です。

族に降臨した時とは異なる状況に置かれてい
ます。ローマ帝国の時や大英帝国の時とは異

イギリスのエリザベス一世は、一五五八年
から一六〇三年までの約五十年間の在位中に

なる状況だというのです。
大英帝国は、ヘンリー八世の離婚に対する

何をしたのですか。海洋を開発しました。海

ローマ教皇庁の処罰措置を無視して、ヘンリ

洋圏を握る民族にならなければ世界を支配で

ー八世の主管のもとで、イギリス旧教（聖公

きないということを既に悟っていたというの

会）を創始するところから始まります。この

です。神様は、どの国よりもイギリスを訓練

時、神様の中心は、神様のみ旨から外れて腐

させたのです。

敗したローマ教皇庁があったイタリア半島か
ら、聖公会が復興する島国イギリスに移動し

当時、海洋を舞台として、全世界に広げる

ます。エリザベス女王が統治した大英帝国の

ことができる基盤をもった相対国であるイギ

全盛期の時は、神様のみ旨によって海を通し

リスに宣教本部を設置するようにして、キリ

た領土拡張政策を繰り広げ、五大洋六大州を

スト教思想を伝播させてきました。イギリス

治めて神様の祝福をたくさん受けました。そ

自体は神様のみ旨に対する価値は知りません

の当時、アメリカも大英帝国の手元にありま

でしたが、植民地を拡大する立場にいたので、

した。大英帝国の繁盛は、聖公会の復興であ

イギリスの主権が支配する所では、背後でキ

り、これはヨーロッパ全域において、ローマ

リスト教が思想的に支えるようにしてきまし

教皇庁に対抗する新教運動を拡散させる原動

た。

力になったのです。
母の国がイギリスです。なぜ母の位置です
か。大陸が夫ならば、海の島、島国は女性を

1624 * 千六百二十四

천성경

天聖經
Cheon Seong Gyeong
象徴します。島はいつも大陸を慕うのです。

えに、西洋文明が入ってきた日本を中心とし

「いつ行くのか。いつ来るのか」と慕うので

て見る時、これは、イギリスに該当します。

す。このように思う時、それが地の果てと果

日本では車は左側通行でしょう。日本の全盛

てである極東において、イギリスの反対であ

期は、百二十年間です。一八六八年に明治維

るアジアにそのような国が出てこなければな

新が出発し、それから百二十年を中心として

りません。西洋に出てくれば、反対のアジア

一九八八年の昨年までに決着させなければな

に出てこなければなりません。それが日本で

らなかったのです。

す。
私が日本を選んであげ、ドイツを選んであ
日本は、サタン側のエバ国家です。ですか

げました。日本をイギリスの代わりとして立

ら、サタン側のエバ国家は、天の側のエバ国

てたのです。日本の文明は、イギリスの文明

家からすべての福を対等に分けてもつことが

を取り入れたのです。イギリスのすべての行

できます。キリスト教がアジアで成功できず、

政分野を持ち込み、ドイツの軍隊のものを取

逆にヨーロッパを回り、ローマを経て、イギ

り入れたのです。昔、そのようにしたのです。

リスを経て来るのです。このように反対に来

それゆえに、車はイギリスも左側通行であり、

るのです。ローマに相当する半島が韓半島で

日本も左側通行です。百二十年前、明治維新

あり、地中海に相当する海と島が日本であり、

の時、日本がイギリスの文化をすべて取り入

ヨーロッパ大陸に相当するのがアジア大陸で

れたのです。それゆえに、先生が日本を摂理

す。相対的に一周して入ってくるのです。こ

の中に立ててあげたのです。イギリス、アメ

れが、お互いに出会う時になったので、学者

リカ、フランスが責任を果たせないからです。

や政治家たちは、「太平洋文明圏時代が来

摂理史で失敗した者を再び立てて使う法はあ

る」と言うのです。

りません。

日本は、イギリスと同じです。イギリスの

エバであるイギリスは島国です。島国は陸

文明をそのまま受け継いだのが日本です。イ

地を慕うのです。ちょうど女性の立場です。

ギリスの文明をアメリカが受け継いだように、

アメリカは、エバが生んだ男性です。そうで

アジアでは日本がイギリスの文明をそのまま

しょう。フランスは闘ったから怨讐です。こ

受け継ぎました。

の三つが神様の前に、キリスト教文化圏を中
心として一つにならなければなりません。サ

イギリスの対になるのが日本です。日本の

タン側は何ですか。日本です。日本の文明は、

文明は、イギリスの文明を受け継いだのです。

サタンが神様のものをすべて奪ってきたのと

キリスト教文明のすべてのものを抜き出して、

同じように、天の側のイギリスの文化をその

核心だけを選び出して日本の文明をつくった

まま奪ってきた立場です。盗んできたのです。

のです。これがサタン国家です。キリスト教

それで、日本も自動車が左側通行です。

が西洋に行くことによって、西洋文化圏を誰
が支配したのですか。サタンが支配したがゆ
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日本は、イギリスのまねをしました。西洋

のです。必ずそのようにしなければなりませ

文明のまねをしたのです。法律はローマのも

ん。アジアを中心として、日本と韓国は怨讐

のを、軍隊はドイツのものを、文化はイギリ

です。この怨讐を一つにしなければならない

スのまねをしたのです。そして、日本は自動

のです。

車が左側通行ですか。それはイギリスと全く
同じです。サタンは、何でも神側のものを同

アダム国家とエバ国家を中心として、先生

じようにまねするのです。ですから日本の文

がこれを再び奪還する立場にいます。復帰時

明は模倣文明です。神様が祝福したその国を

代に来て、エバを中心として復帰されなけれ

中心として模倣して、それを奪ってきたので

ばならないので、エバ国である日本がすべて

す。先進世界のものを奪ってきたのです。

の経済圏をもつのです。したがって、アメリ

それは神様のためではありません。本来は、

カも日本が必要であり、中共も日本が必要で

先生が認めたエバ国家として帰ってきて、そ

あり、韓国も日本が必要だというのです。競

れを神側で使用するためであって、日本国の

争世界で、誰が先に引き寄せるかという闘い

ためではありません。そのように見れば、歴

をしているのです。先生はそのことを知って

史は蕩減原則の原理圏ですべてなされるので

います。それゆえに、今回交差結婚をさせて、

す。

完全に韓国と日本を結んでおいたのです。こ
のように一つになったことに対してアメリカ
は反対せず、中共も反対せず、ソ連も反対し

三 エバ国家としての日本の使命

なかったのです。

一) 日本はエバ国家である

摂理の完成とは何ですか。アダムとエバが

今、先生が日本をアメリカと一つにして、

完成して、その周辺の三人の天使長が一つに

中共とも一つにして、ソ連とも一つにしまし

なるはずだったのです。今、どのようになっ

た。それから、アメリカと日本と韓国を完全

ているのかといえば、アメリカ、中共、ソ連

に一つにし、彼らを教育しなければならない

が三人の天使長です。

のです。日本はエバとして、カイン、アベル

アダムは韓国、エバは日本、これが残って

を抱いてお乳を飲ませなければならないので

います。本然の世界は、アダムとエバ、そし

すが、双子にお乳を飲ませるのと同じ役割を

て三人の天使長が一つになる世界です。とこ

しなければならないのです。自分のお乳と血

ろが、天使世界とエバが一つになってアダム

と肉をすべて供給しなければなりません。そ

を追放しました。本来のエデンにおいて、三

して、生命を与えるのです。真の生命、真の

人の天使長とエバが一つになってアダムを追

愛、真の血統を連結するのです。日本がそれ

放したのです。

をするのです。

これを蕩減しようとするなら、第二次大戦
で日本とアメリカとドイツを中心として一つ

今、皆さん自身を中心とした成功や目的を

になるべきでしたが、それができなかったの

考えてはいけません。日本の成功を要求する

です。それで今、再蕩減しなければならない

のは、全世界の成功を求めるためだからです。
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皆さんだけでも団結して、日本に対する天的

しい国家復帰という目標を定めて、神様が尋

復帰の使命を遂行するならば、今後二十年も

ね求めてこられたその国を全体的に復帰する

必要ありません。その使命を果たすためには、

時まで、一体となって推し進めていかなけれ

休む暇もなく祭物を必要とするのです。祭物

ばなりません。これが、統一食口の世界的使

は、主観をもってはできません。全体に対す

命です。

るにおいては、神様を中心とした主観をもっ
て存在の位置を決定しなければならないので

韓国と日本、韓国の統一教会と日本の統一

す。これが、祭物の使命です。祭物になるた

教会が一つになって国を復帰した場合、二つ

めには、絶対に自らの主観を前面に立てては

の国民が結びついたその伝統は、今後の歴史

いけないのです。

過程において様々な国の模範となり、伝統的
基盤になるはずです。したがって、この伝統

皆さんは、東京で最も難しい所に責任を負

をどのようにしてでも、清い真の伝統として

うことができる主人公にならなければなりま

神側に立てることが、今から成すべき日本と

せん。また日本統一教会の最も難しい位置に

韓国の統一食口の使命です。

立つことができ、難しいことに責任を負うこ
とができる人にならなければなりません。そ

先生は、日本の誰よりも日本人を愛してい

うでなければ、日本が最も難しい国家的な位

ます。「日本の将来はこのようになるはず

置に置かれるようになります。十年、百年、

だ」と心配し、中国に対しても心配してきま

私たちの目的を達成するためには、限りなく

した。アメリカはこのようになると心配し、

前進しなければならないのです。自分一代で

ドイツはこのようになると心配してきました。

成し遂げることができなければ、二代、三代

したがって、韓国に生まれたからといって韓

の子孫を通してでも必ずその目的を達成しな

国人だけを愛する先生ではないのです。日本

ければなりません。世界的な波が押し寄せる

人も先生の力が必要です。それで、日本人ま

とき、その中に飛び込む人の数によって民族

でも先生を神様のように愛することができる

的な勝利が決定するのです。

基準にまで押し上げなければならない、とい
うのが先生の考えです。

統一教会の食口たちは、日本の統一教会と

神様は、日本の父母が愛を受ける以上の立

韓国の統一教会が、どのようにすれば両国間

場に立たずしては、その国の家族になること

に残っている歴史的な国家的感情を超越して

ができないのです。それ以上にならなければ

兄弟のような心情圏をつくることができるか、

なりません。極は極と通じるのです。私たち

ということを考えなければなりません。これ

は、そのような活動をしなければならないの

が最も重要なのです。ここで日本や韓国とい

です。メシヤは絶対に必要です。特に日本を

う国を介在させて考える立場に立った場合に

中心として、世界万民がメシヤを迎えること

は、神様が志される新しい神様の国をつくり

ができる基盤を、他のいかなる国より先に日

あげることができないのです。そのような立

本民族が団結してつくった場合には、天国で

場で見たとき、韓国と日本の食口たちは、新

称賛を受ける日が来るはずです。したがって、
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どのようにしてでも悪の主権を脱皮して天の

韓国の文先生が、日本をエバ国家に定めた

善なる血統を私たちは残さなければなりませ

ことがなぞです。日本には、文先生を尊敬す

ん。

る学者がたくさんいるのです。東京大のある
有名な学者が「先生、なぜ日本がエバ国家な

先生を中心として、アメリカと世界各国で

のですか。気分が悪いです」と言うので、

力を尽くすようにして、日本と共同作戦のよ

「何年かのちに、そのようになっているかい

うなものもさせています。それは、日本の助

ないか見ていなさい」と言ったのです。

けになることです。三年間、真心を尽くして
万物と実体と心情を一つにしなければなりま

日本がエバ国家に選択されるという原理は

せん。アダム国家の先生が成した勝利の基台

ありません。サタンが最も貴重なものを握っ

を復帰する基台をつくらなければ、日本が

たがゆえに、やむを得ず神様は、サタンのし

「エバ国家としてこのような使命を果たし

っぽをつかんででも闘い、奪ってきて本来の

た」と言うことのできる条件が成立しません。

状態に返さなければならないのです。それが

イエス様の三年路程において、エバを迎える

蕩減の道です。蕩減は反対に回るのです。で

ことができなかったことを再び国家的基準で

すから、神様、アベル、カイン、エバ、アダ

蕩減することも、日本の統一教会がしなけれ

ム、サタンです。人間が堕落しなかったなら

ばならないのです。

ば、本来上から下りてきたのです。しかし、
サタンがこれを占領してすべて失ってしまっ

日本のエバ国家という名称を中心として見
るとき、エバはお乳を搾って息子に飲ませな

たので、神様はやむを得ず反対側からアベル
を中心として上がっていったのです。

ければならないのです。アベルとカインを食
べさせなければならないのです。食べさせて

第二次大戦以後、キリスト教文化圏が責任

育てなければなりません。したがって、エバ

を果たさず、このような状況になってしまっ

は父を愛する心をもち、その父は神様を愛す

たのですが、誰がその責任を負わなければな

る心をもって、限りなく愛さなければならな

らないのですか。私のために準備した神様の

いのです。限りなく愛するということは、息

苦労は、私が責任を負わなければならないの

子、娘よりももっと愛することができる位置

です。それで、廃虚になった日本をエバ国家

に立たなければならないということです。

に選んだのです。日本が四十七年間で世界の

そのような血統的因縁によって、ここで再

経済大国になったのは、日本が優秀でそのよ

び父の精子を受け継いで、赤ん坊の種を受け

うになったのではないのです。エバ国家に選

て再び生む運動をしなければなりません。し

んだがゆえにそのようになったのです。エバ

かし、大きくなってから再び生むことはでき

が失ってしまった万物を取り戻すことができ

ないので、接ぎ木しなければならないのです。

る総合基地となったので、日本が世界的な経
済圏をつかんだのです。ドイツがそうであり、

二) 日本をエバ国家に選んだ理由

アメリカがそうです。
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神様が最も愛するイギリスとアメリカとフ

フランス、この四大国が一つになるようにし

ランスをサタンが握り、サタン世界の国々は

なければなりません。母と父が一つになり、

一番下の僕の僕の位置に立つようになるので

息子と母が一つになり、兄と弟が一つになる

す。それで、文総裁は、捨てることができな

のです。

いので、仕方なくこの怨讐国家を訪ねていく
のです。悪魔の魁首のように振る舞い、天の

今後、世界の経済圏は、アメリカでもなく、

国や天の世界に反対したそのしっぽを訪ねて

ドイツでもなく、日本が握るというのです。

いくのです。サタンが頭を握ったので、どん

なぜですか。日本がエバ国家だからです。そ

底を訪ねていかなければならないのです。そ

れで、天使長国家であるアメリカも日本に従

れゆえに荒野に行って、サタンが最も好む日

っていかなければなりません。サタン側の天

本をエバ国家に選んだのです。仕方がないと

使長、カインが誰かというとドイツなのです

いうのです。

が、ドイツも日本の影響を受けなければなら
ないのです。それで、今後、世界のすべての

先生は天国を代表し、神様を代表して立っ

富が集まる所が日本です。

たアダム国の代表者です。そのような位置に
立てば、エバ国の代表者を探し出さなければ

先生がエバ国家に定めてあげなかったなら

ならないのです。絶対的に従うことのできる

ば、日本は既にぺちゃんこになっていたので

国を復帰しなければなりません。それは何で

す。雑多な神様を信じる民族、いわしの頭も

すか。イギリスを身代わりした日本です。サ

信じる日本ではないですか。唯一神をあがめ

タンが神様の愛するものを奪っていったので、

るキリスト教の伝統から見るとき、多くの神

反対に私は、サタンが最も愛するものを奪っ

様をあがめることはサタンにも劣ります。そ

てくるのです。それが日本とドイツです。

のようなものをエバ国家に選択したのです。
神様の復帰の愛の基準があるので、そのよう

イギリスは、サタンがすべてもっていった
ので、仕方なくサタンが最も愛するエバ国家

になったのです。そうでなければ、かわいそ
うな民族になっていたのです。

を奪ってきたのです。蕩減復帰しなければな

ドイツと日本はそうです。それは不思議で

りません。サタンが最も喜ぶ偶像商の長男ア

しょう。人類に被害を与えた民族が、どうし

ブラハムを奪ってきたと同じように、日本を

て再びこのような短い期間に祝福を受けて万

イギリスの身代わり、アメリカをアベルの身

民がうらやむほどになったのですか。それは、

代わりとして奪ってきたのです。彼らを誰が

文先生の内容を知らなければ解く道がありま

立てるのですか。神様が立てるのではありま

せん。日本の人々も、そのようなことを知り

せん。私が立てます。私が立てたので、私が

ません。

取り戻してこなければならないのです。
私が日本を立てたので、日本をイギリスが

第二次世界大戦を中心として見るとき、日

できなかったエバ国家にしなければならない

本はアジアにおけるエバ国家です。サタン側

のです。そして、最も怨讐国であるドイツと

のエバ国家です。「八百万の神」というのは、
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唯一神とは関係がありません。それはいわし

イギリスとぴったり同じです。アメリカをア

の頭まで崇拝する民族だからです。「八百万

ベル国家とし、ドイツをカイン国家として、

の神」と言うのですか。これは、サタン側の

この四大国を再び編成して天の前に立て、失

民族であり、サタン側のエバです。天照大神

ってしまったものを取り戻したという条件を

とは何ですか。女性です。ですから、エバ国

立てなくては、先生がアメリカから韓国に帰

家です。サタン側のエバ国家を代表していま

ってくることができないのです。

す。このエバ国家は、西洋文物が摂理圏に帰
ってきて、アジアで最初に経ていく所である

日本が世界的なお金を集めたのは、エバが

ことを（サタンは）知っています。イギリス

失ってしまったものを取り戻すためなのです。

からずーっと島に帰ってくるということを知

そのお金は、日本だけのものではありません。

っているのです。

アジアを通じて世界のために投入しなければ、

日本は、イギリスからすべてのものを伝授

日本はぺちゃんこになります。今年が境界線

されました。西洋文明から、アメリカから伝

です。境界線にある日本を滅亡させたくない

授されました。伝授した所は二箇所でしょう。

ので、このようなことをするのです。先生に

今の経済問題は、完全にアメリカから継承し

お金が必要だからではありません。日本のた

ました。これは第二次世界大戦以後からです。

めです。

それ以前、戦争の時は怨讐でした。それで、
サタンは、サタン側はよく知っています。

日本には今、二千四百兆のお金が残ってい
て使い道がないのです。お金の使い方を知り
ません。日本は、もうけ方しか知りません。

韓国という国を生かそうとするなら、アダ

使い方は知りません。女性なので、ポケット

ム国家の前にエバ国家がなければならないの

をつくってそこにお金を集めておいて、嫁い

ですが、どこがエバ国家になるのですか。キ

でいった夫の家ですべて取り出して分けてあ

リスト教が反対したので、イギリスをエバ国

げなければならないでしょう。文字どおりエ

家に立てることができないのです。ですから、

バ国家なので、そのようになっています。

サタンが最も愛した怨讐の国を立てるしかあ
りません。サタンがアメリカをすべて抱いて

日本が特別にエバ国家として立てられる前

いるので、一番あとが日本です。サタンがキ

に、日本の女性が世界で最も苦労してきたの

リスト教文化圏をすべて自分の側にしたので、

ではないですか。日本の女性は、男性に蹂躙

天の側がそれを取ろうとするとすべて反対す

されたり、殴られたり、姿勢も自由にできな

るのです。それで仕方なく日本をエバ国家に

いほどの絶対服従の歴史過程を経てきました。

選ぶのです。イギリスとちょうど同じだとい

特に武家の女性は悲惨なのです。言い表すこ

うのです。

とができないほど悲惨です。まず、エバ国家

先生は国をもっていませんが、先生個人が

の象徴である日本の天照大神も、エバのこと

アダム国家韓国の代表であり、来られる主の

をいうのです。天照大神は女性ですか、男性

国の代表としてエバ国家を率いていかなけれ

ですか。したがってその国は、霊肉共に女性

ばなりません。日本はエバ国家であり、島国

なのです。日本人は一方しか見ません。女性
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は一方だけ見ます。夫をもらった時は、夫以

韓国統一のためにその祝福を用いなければ日

外には考えません。目も鼻も耳も口も触覚も、

本は滅びます。

すべて夫に向かいます。
世界最高の知性人を、日本を中心として結
エバ国家である日本についていかなければ

ぶのです。日本において、左翼と右翼がみな

ならないアメリカは、日本を手放すことがで

滅びるようになっています。アメリカは、精

きないのです。ぴたっとそのようになってい

神を中心とした宗教圏内の代表ですが、完全

ます。貿易不均衡になって、すべてエバ国家

に精神が欠如し、ソ連は物質の理想的国家を

の所有権を失ってしまったでしょう。アメリ

追求したのですが、完全に物質が欠如しまし

カがこの世界のすべての物質を所有してきま

た。反対になりました。神様がそのようにさ

した。これが、どこへ行くのかといえば、ア

せました。エバ国家には、物質が滅び、精神

ベルを通して、カインを通して、エバを通し

が滅びたこれらを中心として、外的な体と内

て、母を通して、父を通して神様に帰るので

的な生命のためにお乳を飲ませなければなら

す。

ない責任があります。これを母が連結しなけ
ればならないのです。アメリカも生かしてあ

西欧は天使長です。天使長が天の側のエバ
を奪っていったので、アジア文化圏を代表し

げなければならず、ソ連も生かしてあげなけ
ればなりません。

た日本が西欧文物をすべて奪ってきたという
今、韓国情勢を見れば、主人がいないので

のです。

す。サタン世界には主人がいないのです。ア
先生が日本をエバ国家に立てなければ、あ

メリカも主人がいなくて、ソ連も主人がいな

のような国になることができなかったのです。

くて、共産世界も主人がいなくて、中共も主

悲惨な国になっていたのです。キリスト教文

人がいなくて、日本も主人がいないのです。

化が先生を受け入れる場合には、イギリスが

主人は誰ですか。主人は何人もいるのではあ

エバ国家です。アダム国家は韓国です。イギ

りません。一人です。ですから、アダムを中

リスがエバ国家であり、フランスが天使長国

心としてエバが一つになったのちには、その

家であり、ドイツが（サタン側の）アダム国

二人が神様と縦的に一体になり、天使長はア

家として自動的に一つにならなければならな

ダムを中心として横的に一体になるのです。

かったのですが、彼らが神様を拒んで反対し

このように見るとき、今先生はアダムであ

ました。それゆえに、怨讐が最も愛するエバ

り、それから三人の天使長国、世界的代表国

国家を奪い、ドイツ男性国家を奪ってみ旨の

がアメリカと中共、そしてソ連です。また復

中に立てたのが統一教会を中心としたアダム

帰過程において、お金を一番多くもっている

国家、エバ国家、天使長国家だということを

国が日本です。これがエバ国家です。このエ

忘れてはなりません。したがって、日本を祝

バ国家である日本がもっているお金は、日本

福したのは、日本のためではありません。世

のお金ではないのです。それなのに、日本が

界のためであり、統一教会と韓国のためです。
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豊かに暮らすように使ってみなさい。うまく

なければならないので、アジア制覇百二十年

いきません。

というこのような歴史が来るのです。

終わりの日には、所有権復帰時代が訪れる

アダムとエバが一つにならなければなりま

ようになります。それゆえに、統一教会を中

せん。アダム国家は兄で、エバ国家は妹でし

心として、この世界は統一されざるを得ない

ょう。縦的に見ればそうですが、横的に見れ

のです。それで統一教会では、アダム国家、

ば夫婦関係です。横的には夫婦関係ですが、

エバ国家、天使長国家ということを言うので

縦的な面で見れば兄妹関係です。そのような

す。ドイツは、民主世界圏内にあるのでサタ

内容になるのです。

ン圏内のアベル型です。それから、天の圏内
のアベル型が今のアメリカです。それから、

日本は、侵略国家として、韓国や中国の多

日本がエバ国家なのでアダム国家のものです。

くの人の血を流すようにしました。その血を

今世界はどこへ行くのかといえば、ドイツ、

流すようにした民族が解放されて、戦後四十

アメリカ、日本、この三つの国に経済圏がす

年間でどうしてこのように立派な国家になっ

べて入りました。それがどこへ行くのかとい

たのでしょうか。それは、文先生が日本をエ

えば、アメリカを経て、日本を経て入ってく

バ国家に決定したからです。日本は、世界的

るのです。

なエバ国家の立場です。イギリスの身代わり
です。

アダムとエバが堕落する時、一人のアダム
を中心とした女性一人をおいて三人の天使長

カインとアベルを懐に抱いてお乳を飲ませ、

がいました。男性四人が取り囲んでいるのと

この二人の子女が闘わずに一つになることが

同じです。日本がエバ国家なので、ぴたっと

できるようにし、神様の息子、娘として父母

そのようになるのです。韓国はアダム国家で

様の前に、神様の前にお捧げしなければなら

あり、ソ連と中共とアメリカは三人の天使長

ないのです。そうでなくては、エバとして責

です。日本は、エバ国家として真っ裸になり、

任を果たしたことにならないので、このこと

今まで四十年間お金ばかりもうけてきました。

に加担させるのです。エバによって失ってし

芸者のようなことをしたのと同じです。闘い

まった経済的なすべてのものを、エバによっ

を繰り広げて、お金ばかりもうけたというの

て復帰しなければならないのです。
したがって、キリスト教文化圏を中心とし

です。

て、島国であるイギリスがエバ国家として世
日本は、エバ国家です。サタン側の女性神

界を統治できた時代と同じように、今日アジ

をあがめる国です。天照大神は女性神ではな

アと世界文化圏が交流するこの時に、日本は、

いですか。この女性神が四千年歴史を代表し、

先生が選んだ恩恵によって、エバ国家として

主が来る時まで四十年間アジアを支配したの

イギリスの伝統文化をそっくり受け継いだの

です。様々な困難を防ぐための防御線を引か

です。ですからキリスト教をしてアベルを歓
迎し、父母の正常な伝統を相続する道を行く
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ための教示をしているのです。これが今、日

しなければならないのです。日本がそれと全

本食口と韓国食口が行くべき道だということ

く同じ立場にならなければエバ国家にはなれ

を知らなければなりません。

ません。
それで、日本の中には、異質な二人の息子、

なぜ日本がエバ国家ですか。第二次大戦以

娘がいるのです。それが北朝鮮の朝総連と韓

後に、イギリスがエバ国家としての使命を果

国の民団です。エバ国家日本の腹中に異質的

たせないことによってサタンが占領したので、

な双子が入っているのです。日本政府や日本

最も弱い反対側のエバを再び取り戻し、最も

人すべてがこれを悪いものと考えてきました。

悪辣なドイツを再び探し立てたのです。それ

エバ国家の使命を果たすためには、これを生

は、荒廃して灰になった国です。何もないの

んで一つにしなければならないのです。その

です。来られる再臨主は、これを再び収拾し

ような時代になったので、日本では朝総連と

て立て、第二次大戦に勝利したイギリス、ア

民団を一つにすることを中心として活動しな

メリカ、フランスが天下統一した基準を蕩減

さいと指示しているのです。

復帰しなければ、新しい歴史は出発すること

日本が女性として民団と朝総連を愛さなけ

ができないのです。先生が四十年間でそれを

ればなりません。日本の中でこの内容を知っ

するのです。

ているのは、統一教会のメンバーしかいない
のです。どのような困難があっても、朝総連
と民団を一つにするためのテープを切らなけ

三) 母の国としての日本の使命

ればならず、エバ国家としてその子供たちが
日本をエバ国家に選んだので、エバは、カ

復帰されて一つになったカインとアベル、す

イン、アベルを再び生まなければならないの

なわち兄弟になるようにしなければエバの使

です。それゆえに、日本には二つの韓国僑胞

命を果たすことができないのです。エバは、

がいます。韓国僑胞と北朝鮮僑胞、カイン、

これを一つにすることによってアダム国家に

アベルがいます。この韓国僑胞と北朝鮮僑胞、

帰ることができるのです。

カイン、アベルが闘っています。これを一つ

息子、娘と一つになった母が父と一つにな

にしなければなりません。これは、先生がエ

る場合には、全世界的なカイン･アベル圏、

バ国家に選んだので不回避なことなのです。

民主主義世界と共産主義世界が消化されてい

これができなければエバ国家になれません。

くのです。それは、韓国と日本にかかってい

腹中でこれを一つにしなければならず、エバ

ます。リベカやタマルと同じです。腹中で双

は右翼世界と左翼世界を一つにして抱かなけ

子が闘ったでしょう。それを産んで一つにし

ればならないのです。

なければ、エバ国家の使命を果たすことがで
きないのです。いくら難しくても、日本女性

日本の立場で見れば、日本がエバ国家の使

はイスラエル民族と同じ六十万の韓国人を消

命をもったのでイギリスと同じです。イギリ

化しなければ、国に帰ってくる道がないので

スでは、旧教と新教、アイルランドとスコッ

す。

トランドが今でも闘っています。それを消化
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それで、日本人を伝道しようと努力するな

韓半島が南と北に分かれたのですが、これ

というのです。まず妊娠した双子を生んで立

は世界が分かれたことを象徴します。今統一

派に一つにするように、在日韓国民団と朝総

の運勢を追い込んで、それがそこに巡ってこ

連を一つにして先生と一つになる場合には、

なければなりません。これを誰が南北に分け

日本がエバ国家として収拾されるのです。

たのですか。日本が分けてしまったというの
です。それゆえに、南北統一の支援は日本が

朝総連と民団を一つにしなければ、エバ国

するのです。そのようにしようとすれば、日

家として立つことができないのです。彼ら全

本の国民を教育して総動員しなければなりま

員が先生を大歓迎することによって先生と一

せんが、そのようなことができる人は文総裁

つになるのです。そして、アダムとエバが一

しかいないのです。ですから、それをするの

つにならなければなりません。民団と朝総連

です。南北統一の支援はどこがしなければな

が一つになることによって、南北の実体であ

りませんか。日本がしなければならないので

る韓国と北朝鮮が自動的に一つになれば、北

す。

朝鮮の偽りの父母と韓国の真の父母が条件的
に転換されるので、エバがこれを抱いていっ

女性が嫁いでいって愛を受けるのはいいの

てその伝統を韓半島に連結させれば、韓日統

ですが、その反面、息子、娘を生まなければ

一圏が自動的に展開されるのです。

なりません。一家のすべての経済問題、教育
問題を解決して心情圏を立てなければならな

母が左翼と右翼の息子、娘を抱かなければ

いのです。先祖代々譲り受けた内容が誤って

なりません。日本がエバ国家です。日本が島

いる時は、本然の心情圏に転換して教育しな

国イギリスの代わりに、男性と女性を抱いて、

ければならない使命が、日本のエバ国家を代

どこへ行かなければならないのですか。本然

表した女性にはあるということを忘れてはい

の国に入って、万民の父と母を通じて再び産

けません。それで、日本女性を中心としてす

んだという条件を立てなければならないので

さまじい活動をしてきたのです。

す。母を通じて、母の愛の懐に抱いて生んで

時には涙を流し、ある時は男性にけ飛ばさ
れ、ある時は父母に殴られる、そのような悲

あげなければなりません。

惨で歴史的な状況がその道において展開しな
アダムとエバを中心として三人の天使長が

ければならないのです。ですから、内面世界

いるのですが、そこでサタン側の天使長がソ

の安楽地、安着地がありません。今でもそう

連であり、アジア的天使長が中国であり、キ

です。日本には女性が多いでしょう。それで、

リスト教圏の天の側の天使長がアメリカです。

今回も祝福が問題になります。それゆえに、

闘った三人の天使長たちが初めて一つになっ

自分より年が多い男性たちを一人以上、三人

て統合されることにより、アダムとエバを中

ずつ伝道して連れてこなければならないので

心として三人の天使長と神様、このように、

す。

六つが縦的に一つになるのです。

1634 * 千六百三十四

천성경

天聖經
Cheon Seong Gyeong
韓半島を南北に分けてしまったのが日本で
す。それゆえに、根本に入っていって影響を

って、それ以外にはどこにも道がありません。
日本だけでは何もできません。

与えることができるのです。それで、先生は、
左翼と右翼を統一して新郎の位置に帰ってく

エバ国家になるためには、エバの使命を果

るのです。帰ってきて金日成まで向きを変え

たさなければなりません。左翼と右翼を誰が

させなければなりません。左翼と右翼は息子

包容するのですか。イエス様の夫人である新

です。長子権を復帰したあとは、父母権を復

婦が包容しなければならないのです。本来、

帰するために金日成までも先生が連結したの

イスラエル国家とユダヤ教がイエス様に侍ら

です。ですから、この韓半島において統一圏

なければならなかったのですが、それができ

さえ展開すれば、民主主義の西洋文明とアジ

ませんでした。それゆえに、今では新婦教会、

ア文明、左右が一つになるのです。共産主義

新婦の国がそれを包容しなければならないの

はすべてなくなるがゆえに一つになるのです。

です。
イスラエルとユダヤ教は、主が来れば世界

皆さんが日本のすべてのことを思いながら、

をすべて踏み越えて、最高の位置に立って一

悔い改める心をもって自らのすべてのものを

番になると考えました。それは誤った思想で

投入し、エバ国家の使命を早く完遂できる環

す。神様の摂理から見るとき、女性宗教とし

境をつくらなければならないのです。北朝鮮

て夫を迎えれば、夫婦が共にローマ世界を包

と韓国を先頭に立てて帰らなければならない

容し、養育して天的な使命を果たさなければ

のが日本の立場です。そのようにしなければ、

なりません。ところが、そのように考えずに、

お父様がいる所に帰ることができないのです。

再臨主であるメシヤが来ればローマをあっと

先生と共同戦線を繰り広げなければなりませ

いう間に踏みつぶし、自らの国に隷属化させ

ん。そのような使命を日本政府は知りません。

て支配すると考えたのです。それは誤った考

日本がお金を集めるようになったのは、その

えです。日本もそうです。今日本は、エバ国

お金をアジアのために使わなければならない

家なので左翼と右翼を包容しなければなりま

からです。

せん。外的にもそうですが、内的にも、日本
がそのようにしなければなりません。それが

日本は、過去にアジアの様々な国家と怨讐

エバ国家の特徴です。

でした。満州など、様々な国を侵略したので、
日本としては、今アジアに着陸できる条件が

血統転換と所有権転換をしなければなりま

何もないのです。日本は、四十年前に侵略国

せん。サタンの所有権を譲り受けた日本です。

家として圧政をしました。その実状をすべて

サタンが主人になる前にアダムが主人になら

生きた目で見て、頭の中に記憶しているので、

なければならず、アダムが主人になる前に神

アジアの国々は、日本人の上陸を嫌うのです。

様が所有主にならなければなりません。とこ

しかし、先生と統一教会を先頭に立てていけ

ろが、神様が所有主になっていません。アダ

ば、アジアでも、どこでも通じるのです。そ

ムが所有主になっていません。エバが失って

れが今後、日本が生きることのできる道であ

しまった所有権を返還するために、世界に出

1635 * 千六百三十五

천성경

天聖經
Cheon Seong Gyeong
てすべて収拾しなければならないのです。そ

おいてエバ国家の使命を果たすことができな

して、神側に返還しなければなりません。所

いのです。

有権を返還するにおいて、直接先生にもって
くることはできません。先生の息子、娘を通

日本の使命は、エバ国家の使命です。エバ

して、母を通じてもっていくのです。反対で

は母を象徴するので、日本は、外的には民主

す。復帰していくことと同じです。

主義だとしても、共産主義を包容して消化し
なければならないのです。それゆえに神様は、

女性がお嫁に行くとき、裸では行きません。

日本に世界的な経済圏を賦与しているのです。

女性も所有するものをつくってから行かなけ

堕落によって、エバを中心として万物ととも

ればなりません。父母、一家すべてが、自分

に子女の心情圏がサタン世界に落ちてしまい

の家庭からお嫁に行く人の所有権を拡大して

ました。それゆえに、エバの使命は、神様の

あげたいというのが、お嫁に送り出す一家の

心情をもって息子、娘と万物を抱いて帰って

心です。その点は天国に嫁がせる統一家庭も

こなければならないのです。しかし、エバに

同じです。永遠な氏族的主人としての所有権

は、神様の心情圏がありません。それは、来

を管轄して、その圏内において恥ずかしくな

られる主である完成したアダムにあるのです。

い堂々とした基盤をもてるようにしてあげる

それゆえに、一つにならなければなりません。

ことが一族の心です。それは、自分自身でも

それがアダム国家とエバ国家です。

全く同じように願う目標です。それは間違い
エバの使命が何か分かりましたか。皆さん

ないのです。
日本がエバ国家としての使命を果たすため

には、南北を統一しなければならないという

には、新しいエバ国家の伝統を韓国の女性世

使命があります。今まで、経済的に自分を犠

界に連結しなければならないのです。そうで

牲にして南北を統一しなければならないとい

なければ、日本のエバ圏と韓国のエバとを連

う日本の使命を知っていた人が一人もいなか

結する道がありません。それができたのが、

ったのです。

今回の四月十日、お母様の女性解放宣布大会
これが先生の結論です。怨讐圏を消化して

でした。
お母様を中心として韓国の女性と日本の女

血統転換、所有権転換、心情圏転換を完全に

性は、カインとアベルです。長子権を復帰し

し、エバ国家として恥ずかしくないように、

た立場でいえば、韓国の女性がお姉さんの立

その使命を果たさなければならないのです。

場です。しかし、復帰過程ではアベル圏と同

そのためには、家族を中心として、神様の前

じです。それゆえに、日本の女性は苦労しな

に世界を担うことができる家庭堂の基準を凌

がら韓国の女性に従わなければなりません。

駕しなければならないのです。このような厳

それがサタン世界の解放圏です。ですから、

粛、かつ宿命的な使命が皆さんにあるという

日本の女性は、統一教会の模範にならなけれ

ことを忘れずに、覚悟しなければなりません。

ばならず、帰ってくる女性の模範になること
ができるように伝統を立てなければ、終末に
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復帰されたアダム側に立って日本が堕落し

堕落の転換期には、女性が二人の男性を思

たアダムを整理しなければならないのですが、

慕します。天使長を慕ったものがアダムを思

むしろ日本政界では、北朝鮮と交流して得る

慕するようになるのです。天使長を夫とした、

ことができる経済的な面を考えています。そ

天使長を先祖とした歴史において、エバ国家

れは根拠のない考えです。日本の経済を投入

の立場に立った日本の女性は、先生に誰より

して南北を統一しなければ、日本は滅びるの

も従い、思慕し、先生によって一つにならな

です。エバ国家の使命を果たすことができな

ければならないのです。妹になるのです。妹

ければ、跡形もなく消えるというのです。そ

が堕落したので、妹を救って婚約者として、

れゆえに、統一教会の勇士である皆さんは、

そして、将来の夫人として訓練させるのです。

どのような犠牲を払っても責任を全うしなけ

そして、母として、おばあさんとして、女王

ればならないのです。一家を捨てても、一族

として教育していくことが先生の使命です。

が滅びても南北統一のために奮発しなければ
なりません。それが統一教会の勇士の使命で
す。それは、先生の使命ではありません。

日本と韓国は、摂理的に見れば一つの国で
す。日本の人々は、韓国語を学ばなければな
りません。摂理的にすべてそうです。韓国は、

第二次世界大戦後に新婦であるキリスト教

地政学的に見てもイタリアと同じです。イタ

文化圏が先生と一つになっていたならば、こ

リアで王権を中心として天下統一しようとし

のような蕩減路程はなかったので、南北が分

ましたが、それができなかったので、韓半島

かれることもなかったのです。先生が男性と

をイタリアの身代わりとして立て、イエス様

して完全に勝利したことを、お母様に伝授し

の死によって失ってしまった体をここで統一

て勝利しました。それゆえに、キリスト教文

しなければなりません。そして、世界史的キ

化圏の失敗、エバ国家が使命を果たすことが

リスト教文化圏の完成を中心として、統一教

できずに新郎を迎えることができなかった四

会とともに心身一体、統一をなさなければな

十七年前のことを再び蕩減しなければならな

らないのです。そのように統一されたアジア

いのです。それで、エバであるお母様に韓国

大陸から世界文明圏に進出することによって、

の女性がすべて引き込まれ、日本の女性もす

太平洋文明圏時代を迎えるのです。

べて引き込まれるのです。
どうして日本がこのように大きな国になる
日本にはエバ国としての使命があります。

ことができたのですか。サタンは、神様のみ

日本の富は日本人のためにあるのではありま

旨をなす路程がどのようになっていくのかを

せん。日本は、アダム国家を中心として、ア

知っていました。結局は神様の摂理が韓半島

ジアでイエス様の実体圏を復帰するためのエ

を中心として帰ってくることを知っていたの

バ国家の名前をもっています。エバ国家は、

で、四十年間この民族を苦しめたのです。そ

イエス様の体を復帰しなければならないので

れで、朝鮮の国の母である閔妃までも残忍に

す。

殺害したのです。そのようにして、すべて占
領してしまったのです。そして、「日韓一

1637 * 千六百三十七

천성경

天聖經
Cheon Seong Gyeong
体」ということをいったのです。日本と韓国

文明の奇跡を起こして太平洋文明圏を形成し

は一つの国であるというのです。今後、神様

たのです。

の摂理が韓半島を中心として展開するという
ことを知っていたので、そのように接近して

天使長文化圏は、エジプトを中心として形

国をのみ込もうとしたのです。そのような作

成されたナイル川文明がその起源となり、こ

戦をして、四十年間韓半島を支配しました。

れが地中海を中心とした半島文明であるギリ
シャ文明を経てローマ文明において結実しま

どうして経済的な面において日本が祝福を

した。それでは、どうして文明の変遷は、西

受けたのですか。世界各国の援助を受けたの

欧圏を回っていかなければならなかったので

です。エバによって世界的に失ってしまった

しょうか。堕落したので、そのようにならざ

ものが何かというと、地と人と愛です。それ

るを得なかったのです。

ゆえに、それを復帰するための国がエバ国家
なので、経済的に世界の一流のものを占領す

島国としての日本は、アジアで初めて西洋

ることができる立場に立っていかなければな

文明を定着させました。次は半島文明時代で

らないのです。そのようになるのです。です

す。韓半島は、東洋と西洋の文明が一致する

から、エバは、自分に任せられた使命を果た

場所です。歴史学者シュペングラーが指摘し

さなければならない立場なので、先生は日本

たように、文明は、一年に春夏秋冬があるの

の人々を先頭に立てるのです。それと同時に、

と同じように興亡を繰り返しています。今は

彼らは、心情的に誰よりも高い位置にいなけ

大西洋文明の時代が過ぎ去り、太平洋文明の

ればなりません。心情を中心として見れば、

時代が来る時です。

日本の人々はそのようになっているというの
韓国はいかなる民族でしょうか。イタリア

です。

の半島文明圏を再び起こしてそれを蕩減する
第五章 すべての文明の結実は半島で
一

ことができ、文化圏の世界史的伝授を受けな

半島文明と韓国

ければならない民族です。韓国は、そのよう

一) 世界文明の潮流

な地域となっているのです。南北の統一は、
民主世界と共産世界の統一を意味しています。

人類の古代文明は大陸で発生しました。エ

そして、韓国が独立することは、イスラエル

ジプトのナイル河畔で胎動した人類文明は、

民族が失敗したことを復帰することになるの

半島文明へと変遷し、ギリシャ、そしてイタ

です。ですから、イスラエルも韓国も、共に

リア半島で地中海文明圏として結実しました。

一九四八年に国を取り戻したのです。

その半島文明は、再び島嶼文明に移行し、島
国イギリスを中心として大西洋文明圏を形成

近代アジアで最も短い歴史をもって世界の

しました。そして、そのイギリスの島嶼文明

東・西洋の文化を吸収し、宗教を吸収したの

は大西洋を渡り、アメリカ大陸において現代

は韓国しかありません。儒教から仏教、そし
てキリスト教を受け入れたのです。この四十
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年という短い期間で、西洋の文物を吸収して、

ように、明治、大正、昭和までがちょうど百

その実を結ばせたのです。実は種と同じ立場

二十年です。

なので、半島文明は世界を生かすことができ

昭和天皇が一九八九年一月に亡くなりまし

る一つの起源となるのです。そして、そこか

た。そうでしょう？

ちょうど百二十年です。

ら理想的に安着する愛の世界に越えていって、

この期間で、イギリスの文化圏をすべて受け

初めて幸福の基地となるのです。そうでなけ

継いだのです。西洋文学において「演劇なら

れば、世界に破綻が起きるのです。

ばイギリスだ」と言います。そうではありま
せんか。現代の機械文明も、研究はイギリス

いつだったか半島文明について話してあげ

がしましたが、その結実はドイツがもってい

たでしょう？ 「半島文明は二重文化をもっ

きました。それは、そのようにならざるを得

て発展してきた。そして、日本で火山が爆発

ません。サタン側だからです。

する時は、韓半島を考えなければならない」
と言いました。それで「船を造っておきなさ

アダムとエバが堕落することによって、数

い」と前から話しておきました。船を造りま

億年という長い歴史過程を経ながら蕩減して

したか。それは、そのようになるかもしれま

きました。血を流しながら蕩減してきたので

せん。ですから、日本人は傲慢に振る舞って

す。今日、文総裁が歴史の理論的背後をくま

はいけません。アメリカ人も傲慢に振る舞っ

なく暴き、破れたものは縫い合わせ、穴が開

てはいけません。太平洋の両側の沿岸で傲慢

いたものは埋めているのです。そのようにし

に振る舞えば、神様は、二つともそのままほ

て、堕落していない本然的姿を備えて越えて

ってはおきません。アメリカも打たれ、日本

いかなければなりません。ゆえに、神様を中

も打たれます。先生は、そうなるように祈祷

心として、アダムとエバと三人の天使長を復

はしませんが、日本が誤ればそのようになら

帰しなければなりません。それが韓国に来て

ざるを得ないというのは妥当な結論です。歴

実を結ぶのです。

史的な善悪の審判から見れば、妥当な話だと

韓国と日本がしなければなりません。半島
と島がするのです。イタリア半島が誤れば、

いうのです。

イギリスがその誤りを蕩減復帰しなければな
ローマ教皇庁のある半島文明を中心として

りません。ローマ教皇庁を中心として、半島

統一天下を成し遂げなければならなかったの

文明が世界を支配しました。これを蕩減する

に、そのローマ教皇庁が責任を果たせなかっ

ために、新たにアメリカを中心として摂理し

たので、イギリスに移っていったのです。こ

てきたのです。イエス様をアジアで殺したの

れが回ってくる時には、必ず島国である日本

で、殺したイエス様の体を取り戻して、万国

を通じて入ってくるのです。日本は、イギリ

解放と地上天国理念のラッパの音をこのアジ

スの文化圏を受け継いだのです。ですから、

ア地域で鳴り響かせなければなりません。

これ（日本の繁栄期）は、一八六八年から一
九八八年までの百二十年間です。サウル王、

その次には半島です。韓半島を経なければ

ダビデ王、ソロモン王の百二十年期間と同じ

なりません。それで、半島を蕩減しなければ

1639 * 千六百三十九

천성경

天聖經
Cheon Seong Gyeong
なりません。ローマ教皇庁と同じように、世

春夏秋冬の四季がはっきりしている地域であ

界的全権を代表した統一教会を中心とした半

ると同時に、半島地域でなければなりません。

島文明圏時代に入っていくのです。ここに世

その半島地域というものは何でしょうか。陸

界文化史および宗教全体を蕩減すべきローマ

地は天を象徴し、水のある所は海を象徴して

教皇庁のようなものが生まれようとするので、

いるので、それを連結するのが半島だという

共産主義理念に対峙して民主主義が生まれる

ことです。世の中はそのようになっています。

のです。共産主義はサタン側であり、民主主

すべての天地の道理がそのようになっている

義は神側です。このような対決が展開するの

のです。
そのように見るとき、半島地域であり、こ

です。

の世界の文化に貢献した所とは、イタリア半
韓半島が男性の生殖器ならば、日本は女性

島です。これが過去の文明の帰結地であり、

の生殖器です。これは一つにならざるを得ま

今まで歴史時代の権威をもってきたのが、こ

せん。これが一つになってこそ統一天下の時

のローマを中心とした半島文明、総合文明地

代が来るのです。それで、「韓国をアダム国

域だということを知らなければなりません。

家、日本をエバ国家」と言うのです。

これはまた、エジプト文明とギリシャ文明を
経て、総合地となったのです。

二) 原理的に見た半島文明の役割
私たちは、海に囲まれた半島国家が歴史的
歴史というものは本当におもしろいのです。

に貴重な文明を花開かせたということを知る

文化の発祥地を見ても、陸地と海が接する港

ことができます。偉大な宗教理念と思想の多

や半島などの場所が文明の発祥地となりまし

くは半島国家で発生し、それが人類の精神世

た。同じ道理です。ギリシャ文明やイタリア

界を指導してきました。バルカン半島で発生

文明などの古代文明の発祥地を見れば、大き

したギリシャ哲学、イタリア半島で花開いた

な海や半島や川に沿っているのです。文明が

キリスト教文化、インドのヒンズー教文化と

そのような所で発達したということは歴史的

哲学、アラブ半島のイスラム文化、東南アジ

な事実です。なぜでしょうか。お互いに合流

アの半島で結実した仏教文化、イベリア半島

するからです。私たちは、合流の調和を通じ

での航海術、スカンジナビア半島でのゲルマ

てすべてのものが形成される、ということを

ン文化などがそうです。このように、半島国

おおよそ知ることができます。

家が世界文化史に最も大きな影響を及ぼして
いるのです。

文明の発祥地を地理学的に見るとき、気候
を中心として発展したとすれば、理想的地域

地球は陸地と海洋で形成されています。海

とはいかなる地域でしょうか。春夏秋冬があ

は、最も単純な生命の誕生をはじめとして、

ると同時に、海と陸地を連結することができ

母の役割を果たしてきました。海は養育し、

る地域が理想的地域だという結論が出てきま

抱いてくれるので女性を象徴し、陸地は男性

す。気候的に春夏秋冬が加味された地域です。

を象徴しているということができます。した
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がって、海洋に位置する島嶼国家は女性を表

さなければならないので、半島である韓半島

し、大陸国家および大陸に連結している半島

が世界的な問題となるのです。

国家は男性を表しているということができま

韓半島は、死亡と生命の境界線です。南北

す。特に半島国家の国民には、大陸と海の両

が共産主義と民主主義に分かれ、北側には金

面からの敵に備える生活から生まれた強靭さ

日成がいて、南側には文総裁がいるのです。

と勇猛さがあります。また、彼らは開拓し、

すべてこのようになっています。北朝鮮では

探険する進取の気性に富んでいると同時に、

金日成のことを「お父様」と言うでしょう？

きらびやかな文化を花咲かせ、またそれを世

韓国でも文総裁のことを「お父様」と言うで

界に伝播しました。

しょう？ 「真の父母」と言うではありませ
んか。誰がこれを解放するのでしょうか。大

私たちが住んでいる地球は、陸地と海洋に
分かれています。その中でも半島は、地理学

統領にはできません。これは、私の手にかか
っているのです。

的に見ても、大陸と海洋を連結する中間的位
置にあります。古くから半島は、文明の形成

地中海にあるローマ教皇庁が千年歴史に強

において、常に注目するに値する場所となっ

大国という名前をもちながら、どうして今ま

てきました。古代文明が繁栄したギリシャや

で滅びることなく残されてきたのでしょうか。

ローマも半島にあります。スペインとポルト

地中海とローマは、女性と男性が一つになっ

ガルの文明も、イベリア半島という半島で発

ている状態と同じです。凹凸が一つになって

達しました。しかし、今日このような文明は

いるのです。そして、世界的な基準において

世界へ拡大され、そこに新しい東西文明が出

は、太平洋文明圏を中心として韓半島がその

現しなければなりません。この文明の出現地

ような立場から日本に囲まれているのです。

がアジアの韓半島です。

これは、それと全く同じ状態です。そのよう
な所は、インドネシアでもなくシンガポール

イギリスがエバ国家でアメリカがアベル国

でもありません。アジアにおいて韓国しかあ

家、そしてフランスが天使長国家ですが、母

りません。それゆえに、東北アジアにおける

が息子を抱いて取り戻してくるのです。失っ

三カ国が問題です。この三カ国を掌握すれば、

てしまったものをそのように取り戻せば、次

アジアを掌握するのです。

には父を取り戻すのです。アダムの国を取り
戻してくるのです。アダムの国は、来られる

韓半島は、どのような立場に立っているの

再臨主の国ですが、それが韓半島です。なぜ

でしょうか。ローマと同じ立場に立っていま

韓半島なのでしょうか。それはイタリア半島

す。ローマ教皇庁と同じ立場にあるのです。

と同じです。旧約時代において教皇庁を中心

それでは、韓国とはいかなる国でしょうか。

として失ってしまったものを、蕩減復帰しな

韓国は、歴史時代のあらゆる宗教と人類を神

ければなりません。イタリア半島を中心とし

様のみ旨に適うように収拾し、統一的な世界

て西洋で失ってしまったものを東洋で取り戻

と統一的な天国を建設する責任を果たす国と
ならなければなりません。なぜでしょうか。
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半島を中心として、すなわちローマ教皇庁を

シンガポールでもありません。ただ一つ極東

中心として世界を動かした教皇権を代表する

でなければなりません。そのような地域は韓

ことができる文化終着点時代に入っていくか

半島しかありません。

らです。
文化的背景を中心として南北が統一され、

太平洋文明圏時代は、韓半島を中心として

そのような位置をつかめば、世界の宗教を動

展開するのです。日本は女性の子宮とちょう

かし、世界の万民を動かすことができる位置

ど同じです。これが一つにならなければなり

に立つのです。そして、そのようになってこ

ません。ゆえに、日本は、キリスト教が過っ

そイスラエルを選ばれた神様のみ旨に一致す

たこととイギリスが過ったことをすべて蕩減

ることができる宗教圏が顕現するのであり、

復帰しなければなりません。また、韓半島を

神様のみ旨に一致することができる民族圏、

中心として、ローマ教皇庁が過ったことを収

国家圏が形成されるのです。

拾しなければなりません。ローマ教皇庁やキ
リスト教以上の再臨理想王宮圏をつくり、イ

ローマ教皇庁が一つの独立国家として伝統

エス様の体をアジアで失ってしまったので、

を引き継いできたように、アジアにおけるロ

アジアにおいて、再びキリスト教文化圏を霊

ーマのような立場にあるのが韓半島です。こ

的、肉的に合同させて統一文化圏をつくって

れが強大国に挟まれてきたのですが、今まで

いかなければなりません。

滅びずに残っています。歴史的に、この国が
南北に分けられたことはありませんでした。

韓半島がアダム国家ならば、日本はエバ国

もちろん三国時代はありましたが、本格的に

家です。それでは、どうして韓国がアダム国

世界的な思潮と世界の国を引き込んで南北に

家なのでしょうか。地理的に見るとき、韓半

分かれたのは初めてのことです。南北が闘う

島は男性の生殖器と同じです。ローマがちょ

ということは何を意味するのでしょうか。イ

うどそのようになっています。地中海は女性

エス様を中心として見るとき、心と体が半島

の陰部と同じであり、イタリアは男性の生殖

で分かれたので、その心と体が分かれたこと

器と同じです。ですから、この二つが一つに

を蕩減復帰するためには半島で一つにしなけ

ならなければなりません。このような所は、

ればなりません。ゆえに、地政学的見地から

常に文化が離れることができない地域です。

見ても、韓国に主が来なければならないので

一つの文化が帰着すれば、そこを離れること

す。

ができないのです。なぜなら、愛の基盤の上
に立ったのと同じ立場だからです。地政学的

今、日本はどこに帰っていかなければなら
ないのでしょうか。イタリア半島のような所

に見ても、ローマと地中海は二人の男女が合
わさったのと全く同じだというのです。

へ帰っていかなければなりません。そして、
大陸に連結しなければなりません。そのよう

世界の文明の方向は、世界を一周しながら

なことができる焦点が韓半島です。それはイ

発展していきます。すなわちエジプトの大陸

ンドシナ半島でもなく、マレー半島でもなく、

文明、ローマとギリシャの半島文明、イギリ
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スの島嶼文明、そしてアメリカの大陸文明に

らないのでしょうか。韓半島を経て中国大陸

至り、その大陸文明は再び西に進んで太平洋

へ行かなければなりません。中原天地（注：

を渡って日本の島嶼文明を経由し、最終的に

中国のこと）へ行かなければなりません。本

は韓半島文明に集結してアジアに連結される

来、イエス様が来られた当時は、中国とイン

のです。ここで結実する文化は高次元的文化

ドが文化国であり、宗教国でした。ゆえに、

であり、それは新世界を創造することでしょ

イエス様が来られた時に、ヒンズー教と仏教

う。

を中心とした文化圏と三位一体となってロー
マ帝国を吸収する責任を果たさなければなら

歴史の流れは、そこ（アメリカ大陸）で終

なかったのです。

わりません。この文明圏は、太平洋を渡って

その時にユダヤの国と中東のアラブ圏が一

イギリスに相当する島国日本で新しい島嶼文

つになっていれば、自然にインドと連結され

明の花を咲かせ、イタリア半島に相当するこ

ていたはずです。インド人は、その人種自体

こ韓半島において、その昔のローマ文明に匹

がヨーロッパ系です。そのインドがアジアと

敵する人類総和文明を築き上げ、アジア大陸

連結され、すなわちインドがミャンマーを通

を連結して一つの世界を成すことでしょう。

じて中国と連結され、その中国の宗教文明圏

そのようにして新しい統一文明圏を形成しよ

と連合した世界的版図を中心としてローマを

うとされる神様のみ旨を、私はよく知ってい

消化していれば、その時に一つの天国を形成

るのです。

していたはずです。

太平洋を見ても、韓半島が侵略されると大

日本は海にぽっかり浮かんだ島ですが、こ

変なことになるので、日本列島によってこの

こ（韓国）は大陸と連結しています。より大

ように防いでいるのです。それは何かという

きな大陸こそ、神様の願われる第一故郷とな

と、女性は肉と同じであり、男性は骨と同じ

るのです。「島は、第二故郷だ」と言うこと

だということです。骨と肉は一体です。それ

ができます。島は常に陸地を慕うのです。そ

が二つになっていれば、それは別個のもので

のようなことを理解し、ここ韓国においてだ

す。愛を中心として二人が必要なのです。で

けでなく、中国やソ連など、この大陸全体を

すから、いくら多くのアダムがいても、そこ

中心として、より大きい故郷の因縁を広げる

にはエバがいなければなりません。そのよう

ことができなければなりません。そのように

な方法で世界的に協助して、天宙的な愛の実

して、神様がこの地上の私たちの故郷におい

を結ばなければなりません。

て「世界のすべての人々と共に暮らすことが
できる所こそ理想的な場所だ」とおっしゃる

日本がなぜ福を受けるのかというと、日本

ことができるようにしなければなりません。

はエバ国家なので、エバが堕落することによ

そのような生活を送ろうとする人々は、霊界

って失ってしまったすべてのものを物質から

に行っても解放圏をもって暮らすことができ

復帰するためです。世界の物質の祝福を受け

るのです。国境がなくなるのです。

た日本を中心として、どこへ行かなければな
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これまでの文明は、ローマを中心として千

スト教伝来の歴史は、短いながらも今日名実

二百年の歴史を代表し、ローマがその権威を

共に世界を代表する熱心なキリスト教国家と

立ててきました。それと同じように、今から

なっています。それだけでなく、様々な高等

はアジアの韓半島を中心として新しい千年世

宗教が民族の精神文化の中に溶け合って調和

界を経て永遠の文化圏が形成されるだろうと

的に善の影響を及ぼしており、現実において

思っているのです。それを実際に蕩減しなけ

も、この地には様々な宗教が共存していると

ればなりません。それが韓半島です。

いう特異な様相を見せてくれています。
本来、敬天思想が強い韓民族の本性を考え

二

れば、無神論の共産主義が韓半島に根を下ろ

韓半島と摂理的使命

すようにはなっていなかったと思っています。

一) 韓半島は世界の縮小体

神様が生きていらっしゃるならば、韓民族を
大韓民国は、韓半島において共産主義と闘

立てて共産主義を打破する試験を世界に見せ

って勝利しなければならない宿命的な立場に

てくださるはずだ、ということを私は確信し

おかれています。大韓民国が共産主義と闘っ

ています。

て勝利すれば、世界に雄飛するでしょうし、
反対に共産主義に敗れた場合は、形跡もなく

この民族（韓民族）の試練は、この民族自

消え失せてしまうことでしょう。敗亡の悲惨

体だけのものではなく、摂理的なものであり、

な運命は、その例をベトナムがよく見せてく

神様はこの民族がそれを克服することを待ち

れています。北朝鮮は悪を代表し、大韓民国

焦がれていらっしゃいます。東と西、南と北

は善を代表しています。北朝鮮は悪魔が支配

の出会い、そして精神と物質、唯心と唯物の

し、大韓民国は神様が共にいらっしゃるので

対決と混沌は世界史の総合的遺産だというこ

す。

とができますが、それらが集約されてこの韓

このように、韓半島は世界において善と悪

半島において渦巻いているということも、ち

が最も激しく対抗している世界史的地域とな

ょうど新時代をはらんだ妊婦の苦しみと同じ

っており、この地域で善が悪を打ち破って勝

です。

利すれば、世界のすべての悪は滅びていくの

韓民族の民族的、国家的困難は、神様のみ

です。神様は、全摂理史において、韓国国民

旨と摂理を離れては解決できないものであり、

と全世界の自由人が一つになってこのような

韓国単独ではなく世界との関係の中において

全体的勝利を収めることを待ち焦がれていら

のみ、その解決は可能であると思っています。

っしゃるのです。

今こそ韓民族は神様のみ旨を悟り、神様が世
界の精神界を指導する目的で送られた方に従

韓民族は、五千年の悠久な歴史をもった文
化民族であり、早くから敬天思想に染まり、

って、その苦難を乗り越えていかなければな
りません。

豊かな精神的生活をなしてきました。私たち
の先祖は、仏教と儒教を受け入れ、その文化

歴史時代において統一教会がその基準を中

をまばゆいばかりに花咲かせ、またそのキリ

心として韓半島を中心として……。それで、
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韓半島を中心として周辺の強大国が関心をも

ちょうどここから三十マイル北に行けば、

って集まるようになったのです。ソ連もそう

そこには北朝鮮があります。民主主義と自由

で、アメリカもそうで、中共もそうで、日本

理念は、この世界で最も閉鎖された北朝鮮の

もそうです。このように集まったのは、ある

金日成共産集団と対峙しています。分離され

一時に活用しようとしたからです。ここから

た世界のうち、一方は神様を認める世界であ

世界的に神様のみ旨を連結させることができ

り、もう一方は、それとは正反対に神様を否

るキリスト教文明圏の旗手が現れて、キリス

定する世界です。極と極を成している二つの

ト教の統一連合運動をしなければならなかっ

世界の差異点を、この韓半島以上に顕著で明

たのです。七年以内で世界のキリスト教を平

確に表している場所はありません。韓半島は、

定するのが先生のみ旨でした。

自由と独裁、善と悪、民主主義と共産主義が
闘争する全世界の縮小版です。

二) 韓半島を中心とした統一文化圏
現在の世界情勢から韓国を中心とした周辺
ローマを中心としてすべてのヨーロッパ文

国家を見るとき、韓半島で紛争が起きれば、

明圏が一つになったように、そのローマがあ

強大国は互いに都合が良くありません。特に

る半島と同じ役割を再現する場所が韓半島で

中共は、今後科学技術の発展を促進して先進

す。ゆえに、韓国と日本とアメリカを連結さ

国の仲間入りを果たそうとしています。その

せなくては、世界問題を収拾することはでき

ためには復興しなければなりません。しかし、

ません。これが現在の立場です。

ここで北朝鮮が南侵をすれば、相当な支障が
生じるのです。

皆さんは、韓国を愛さなければなりません。

中共は、今後韓国と交流したいと考えてい

韓国を立てられた神様のみ旨が成され、韓国

るのです。私は、そのことをよく知っていま

は祖国にならなければなりません。将来、韓

す。日本ではどうしていけないのでしょうか。

半島全体は聖地にならなければなりません。

日本は侵略した国です。ですから、経済的に

韓国の地である満州の遼東半島を取り戻さな

も侵略をしてくると考えているのです。中共

ければならないのでしょう？ イスラエル民

が韓国と結びつこうとしている立場から見れ

族はイエス様を売ってイスラエルの国を取り

ば、中共自体は北朝鮮の南侵を願っていませ

戻しましたが、再臨主という名前をもちなが

ん。では、日本はどうでしょうか。日本自体

ら、昔先祖が住んでいた地を私が取り戻すこ

もそれを願いません。韓国と交流しようとし

とができないでしょうか。ソ連が妨害しても、

ているのです。

すべてを押しのけるのです。昔、宋の時代に
ロシアに奪われたものを取り戻し、私たちの

中国の人口は十二億です。アメリカは二億

先祖の住んでいた地を回復するために交渉し

四千万であり、ソ連は二億七千万です。世界

なければならないと思っています。

を指導する先進国、「我こそは」と言う国は
たくさんありますが、韓国は、今までどれほ
どしがない存在だったでしょうか。これはし
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がない存在にもなれず、愚かで哀れな国だっ

か。大陸に接するべきでしょうか。これが問

たのです。五千年の長い歴史の中で、中原天

題です。

地（注：中国のこと）はすべて私たちの領土

最も近い道は、韓半島を通じて行くことで

でした。我が民族は戦争を好みません。平和

す。シベリアを通じて接しても行くことはで

を愛好する民族です。それゆえに、勃海族に

きません。中共とそのまま接しても駄目です。

対しては歴史にも残っているでしょう？ そ

中共に入っていっても、混乱した中共を消化

れが今まで学界で問題になってきているでし

することはできません。十二億の中国の国民

ょう？ 東夷族といって、彼らが韓半島に流

を消化することはできないのです。また、膨

れてきたといっています。中原天地にいた彼

大な共産世界の主導国家であるソ連を日本が

らは、数多くの民族が対決する荒れた原野で

消化することはできません。このように見れ

暮らすのが嫌で、豆満江、鴨緑江を渡ってこ

ば、日本自体は、アメリカを中心として韓国

の韓半島に逃げてきた者たちです。

と連結する以外にはないという実情にあるの
です。

皆さんは、過去の善人を身代わりし、皆さ
んが願った理想的家庭の基盤を中心として、

皆さんも知っているように、日露戦争は韓

氏族、民族、国家を編成するために南北統一

半島ゆえに起きました。日清戦争も同じです。

の解放を主張する過程にあるので、その解放

大東亜戦争の起源を見れば、蘆溝橋で日本兵

の花が咲く日には、万国にエベレスト山頂よ

たちが独立運動をしていた韓国の宣教師と事

りももっと高く統一の旗が翻り、歴史的に誇

件を起こして大東亜戦争が起きたのです。結

り得る時代が韓半島に訪れてくるのです。そ

局、近代アジアの動乱の起源は、すべて韓国

のような驚くべき事実を知らなければなりま

からです。韓国が基地です。中国も韓国が必

せん。それを知らなければ、先生が成し遂げ

要です。

た実績が皆さんを呪って審判することでしょ

韓国は、実に不思議な所です。ソ連が必要

う。血と涙の交差する死の峠を押しのけてき

とし、日本も必要としています。日本は、大

た恨と、ここに結晶した歴史的実績が皆さん

陸と連結しなくては政治的版図を世界へ伸ば

を審判することでしょう。

していくことができません。
このように見るとき、もし北朝鮮がソ連を

日本という国は島国です。結局は、島国が

背景として「南北総選挙をしよう」と言い、

孤立して生きることはできません。それゆえ

韓国でも「三十八度線を撤廃しよう」と言え

に、ある大陸と関係を結ばなければなりませ

ば、ソ連がどれほど喜ぶでしょうか。ソ連は

んが、今は太平洋を渡ってアメリカ大陸と関

何が必要なのでしょうか。ソ連は、韓半島要

係を結んでいます。彼らは、四十年前に第二

塞基地が必要なのです。この韓半島を占領す

次大戦を中心として怨讐でした。怨讐となっ

れば、日本の襟首をつかむことになるのです。

て争った歴史をもっているのです。それでは、

そして、中国の胸元に銃を突きつけることに

日本はどこに行くべきでしょうか。太平洋を

もなるのです。

渡ってアメリカに背負ってもらうのでしょう
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今は、文総裁が国を取り戻すことができる

ーマ教皇庁は、神本主義を中心として世界統

段階に入っていく時です。ゆえに、与党が主

一を成し遂げ、理想的王権を立てようとしま

人でもなく、野党が主人でもありません。四

したが、それが失敗したので、再び戻って蕩

つの強大国に包囲されている韓半島は、その

減して越えていくのです。大陸を中心として

四大主人の前に小さくなっているのです。そ

イギリスを蕩減し、イタリア半島でローマ教

れでは、その国家的中心は何かというと、そ

皇庁が過ったことをアジアにおいて復帰しな

れが統一教会です。「南北を統一しよう」と

ければなりません。そのために、アジアにお

いう話も、私が最初に言ったのではありませ

いてローマと同じ半島を復帰しなければなり

んか。南北を統一しようというのです。南北

ません。それが韓半島です。

統一政権をつくろうというのです。そのよう
に見るとき、南北を統一しようとすれば、東

イタリア半島の教皇庁で統一することがで

西南北の四つの大国を消化することができる

きなかったので、再び半島を通じて統一しな

能力をもたなければなりません。今まで、ア

ければなりません。その場所が韓半島である

メリカから日本、中共、そしてソ連において

ということをサタンは知っているので、四千

までもこの活動をしてきました。そして、今

年を蕩減するために日本が四十年間支配する

やレバレンド・ムーンが打ち込んでおいたお

時代に入っていくのです。その四十年間の支

もりを上げ、これが一つになる時代に入って

配を受ける国こそ、再臨主、アダムが来られ

いくのです。

る理想の国だということを皆さんは知らなけ
ればなりません。歴史発展の帰趨から見ると

韓半島を中心とした脈というとき、その脈

き、また蕩減復帰の原則から見るとき、韓半

とは何かというと、それは韓国の運命や運勢

島に再臨主が来なければならないという理論

と通じるのです。天運とも通じます。国運と

的な根拠がここから出てくるのです。

も通じるはずです。国運とは何でしょうか。

ここでイギリスとアメリカとフランスが一

国の運、国が転がっていく方向です。このよ

つになって、どのような国を訪ね求めていく

うに思います。韓国が転がっていくとき、す

のでしょうか。アダムの国を訪ね求めていく

なわち韓国が生きていくにおいて、韓国の脈

のです。父の国を訪ね求めていくのです。父

拍がよく打ち、よく連結すれば、大韓民国は

を取り戻さなければなりません。父の国を訪

発展することができるのです。そのような大

ね求め、アダムの国を訪ね求めていかなけれ

韓民国が世界の天運と脈拍を共にし、天運を

ばなりません。これはレバレンド・ムーンの

協助して一つの世界をつくっていかなければ

考えではありません。原理観です。韓半島の

なりません。

統一は自動的に訪れます。韓国がエバを抱い
て一つになれば、天使長たちが完全にアダム

共産主義は崩壊しなければなりません。民
主世界も崩壊しなければなりません。民主世

とエバに献身するようになるのです。それが
原理観です。

界は人本主義であり、共産世界は唯物主義で
す。彼らは神様を追放してしまいました。ロ
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太平洋文明圏とは何かというと、訪れる父

は、常に半島に上陸します。それゆえに、西

主義の版図を形成するための準備文化です。

欧文明においては、今までイタリア半島が伝

ここで統一的文化圏を展開し結束した一つの

統的因縁を中心として、世界のキリスト教文

文化を終結しなければならないので、父母文

化圏の中心としての権限を行使してきました

化を中心として言語統一、文化統一、国家統

が、その反対に位置する極東においても半島

一が起きてくるのです。そのような時になっ

が問題となるのです。

ていくのです。そして、それは韓半島を中心
今、日本はどこに帰っていかなければなら

として連結してくるのです。

ないのでしょうか。イタリア半島のような所
韓国は、地政学的に非常に微妙な位置にあ

へ帰っていかなければなりません。そして、

り、昔から強大国の勢力拡大のための要地と

大陸と連結しなければなりません。そのよう

なり、歴史的な犠牲を払ってきました。東西

にすることができる焦点が韓半島です。イン

両極時代に代表的な苦難を経た我が祖国は、

ドシナ半島でもなく、マレー半島でもなく、

多元化と和解の時代を迎えたとしても、その

シンガポールでもありません。唯一極東でな

国益が保障され、民族的な問題が解決されて

ければなりません。そのような地域は韓半島

いるわけではありません。韓国を中心とした

しかありません。その韓半島の歴史は、イス

四つの強大国、すなわちアメリカ、日本、ソ

ラエル民族の歴史と似通っていなければなり

連、中国は韓半島に各々重要な関心と利害関

ません。なぜなら、ユダヤ教の延長がキリス

係をもって互いに絡み合っています。私は、

ト教だからです。そして、単一民族として長

神様の摂理的観点からこのような韓国の状況

い歴史をもつ中で受難を受けなければなりま

を世界と歴史の縮小体として見つめています。

せん。

それゆえに、すべての歴史的因縁と世界的問

多くの血を流さなければなりません。正義

題が直接、間接に韓半島に連結しており、韓

の人々でなければなりません。歴史時代にお

国は世界問題の縮小体となっているのです。

いて、奸臣たちによってどれほど多くの血を

したがって、世界問題の解決は、韓国問題の

流したでしょうか。さらに、朝鮮王朝の五百

解決と不可分の関係にあります。

年期間、六百年に相当する期間をそのように
生きてきたのです。この六数を蕩減しなけれ

母が西側の果てならば、父は西側から現れ
るようにはなっていません。女性が西側の果

ばなりません。そのような時代だったので、
多くの善なる血を流したのです。

てならば、男性は東側の果てでなければなり
ません。「極東」という言葉も、このような

私は、統一教会の悲惨な運命の道を四十年

面で意味があるのです。また韓半島という所

間歩んできましたが、滅びませんでした。な

は、男性と女性が連結する場所です。陸地が

ぜでしょうか。このことを知っていたからで

男性を象徴すれば、海は女性を象徴していま

す。私が願う家庭的基準がこうであり、私が

す。ゆえに、常に島の人々は陸地を慕うので

願う国がこうであり、私が願う世界がこうで

す。彼らが陸地を訪ね求めてきて上陸する時

あり、私が願う神様はこうだというのです。
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そのような私の願いが神様の願いであったと

ということを知っている先生としては、開拓

いうことを知ったのです。それゆえに、投入

の一路を準備せざるを得なかったのです。

して、投入してまた投入すれば、それは循環
してある軸を中心として定着する、世界史的

韓国と日本が合同で北朝鮮を動かし、南北

な一つの定着地が必ず生じてくるのです。で

統一を主導しなければなりません。そうでな

きれば、それが韓半島の三十八度線を中心と

くては韓半島と日本は一体化できません。

して成し遂げられることを希望しているので
す。さらには、先生の故郷を中心としてこれ

三) 韓半島統一は世界統一の模型

を着地させようという思いをもっています。
それで、今故郷の地に向かって前進している

韓国を中心として統一を果たさなければな
りません。そのようにすれば、次には韓半島

のです。

を中心としてエバ国家である日本を一つにし、
南北が交差する中で展開した闘争の場にお

中共を一つにし、ソ連とアメリカを一つにし

いて、韓国の自主独立の一日を願いながら身

なければなりません。既にそのようにするこ

もだえしたのです。この韓半島が新しい寵児

とができる基盤を、すべて築きました。先生

として生まれるためには、産みの苦しみを経

がすべて築きました。この国に入ってきて、

なければなりません。そのような立場から南

外的なカイン世界に基盤を築くための活動を

北が交差するようになっているのです。民主

しました。今まで、政治世界、経済世界の基

世界と共産世界を代表した一つの先進基地と

盤を築くために、彼らのために活動したので

なり、両分される悲惨な国家的運命を迎える

す。統一教会の文総裁に反対する人は、次第

ようになっているのです。

にいなくなるのです。既成教会に何人かの反

誰がこれに責任を負わなければならないの

対する人たちはいますが、今では南北統一す

ですか。韓国民族がその責任を負わなければ

る人は私しかいないということをすべての人

なりません。韓国民族が責任を負うのですが、

が知っているのです。

将来の韓国の行くべき道を知らない人がその
責任を負うことはできません。もし、それを

韓半島が南と北に分かれましたが、これは

知っていれば、韓国の伝統的歴史を通じて、

世界が分かれたことを意味しています。今や

韓国のこのような悲惨な姿を彼ら自身が収拾

統一の運勢を集めて回ってこなければなりま

していたはずです。「収拾しなければならな

せん。誰がこれを南北に分けたのですか。日

い」と考えた人、あるいはそのような愛国者

本が分けたのです。ゆえに、南北統一の基金

もたくさんいたはずです。しかし、それがで

は日本が出さなければなりません。そのよう

きなかったということは、人間だけで解決す

にしようとすれば、日本の国民を教育して総

ることができる韓半島ではなかったというこ

動員しなければなりません。それができる人

とです。それを知っていたので、天意による

は文総裁しかいません。それをするのです。

摂理史的な韓半島とはどのようなものなのか

南北統一の基金はどこで出さなければなりま
せんか。日本が出さなければなりません。

1649 * 千六百四十九

천성경

天聖經
Cheon Seong Gyeong
蕩減復帰において、日本は、失敗したイギ

神様は韓半島を愛していらっしゃいます。

リスに代わって、経済王権を中心としてアジ

韓国だけを愛しているのではありません。今

アと全世界に影響を及ぼすことができる立場

まで北朝鮮は愛することができる立場になれ

に立つようになったのです。ここで失敗すれ

なかったのですが、今からは北朝鮮を助けて

ば終わりです。ここで真の父を迎えなかった

あげなければなりません。ヤコブがエサウを

ので、大陸を失い、半島を失い、島を失った

助けてあげたのと同じように、すなわちヤコ

のです。ゆえに、それを蕩減するために大陸

ブがエサウの長子権を受け継ぐために、受難

に戻り、これを反対から蕩減しなければなり

を経ながら二十一年間準備した財物をすべて

ません。ここでその大陸がアメリカであり、

捧げたのと同じように、文総裁にも、北朝鮮

島が日本であり、半島が韓半島です。それで、

の人々を先頭に立てて食べさせて生かす道を

大陸に戻ってくるのです。

開拓しなければならない責任があります。そ
のためには、カインの立場の政府とアベルの

アダムの怨讐がエバであり、エバの怨讐が
アダムであり、アベルの怨讐が父母であり、

立場の文総裁が一つにならなければなりませ
ん。

カインの怨讐が父母です。そして、アベルと
カインの兄弟は、お互いが怨讐です。このよ

死ぬべき金日成を救ってあげたのが文総裁

うに、すべて怨讐です。怨讐たちが闘って掌

です。双子の兄弟と同じです。韓半島の双子

握しようとしている所がどこかというと、韓

でしょう？ ゆえに、互いに殺そうとするの

半島です。韓半島は、最後の歴史を終結させ

ではなく、助けてあげなければなりません。

る場所です。これを文化史で見れば、共産主

エサウとヤコブは兄弟でしょう？ ヤコブが

義と民主主義の決着点です。南韓と北韓がそ

二十一年ぶりに帰ってくることによって兄の

のようになっているのです。

前にすべてのものを捧げたのです。エサウに

共産世界を代表して再臨復活した父親の格

とって祝福を受けた長子権を譲り渡すことは

位に当たるのが北韓の金日成です。それから、

惜しいことでしたが、同じ兄弟の位置に立っ

民主世界を代表し、キリスト教を中心として

て福を譲り渡すことによってイスラエルの王

再臨復活した父親の各位に当たるのが文総裁、

権が成立したのです。第三イスラエル圏にあ

真の父母です。父母が二人出てきたのです。

るレバレンド・ムーンは、韓半島の南北を統

今までこの韓半島は、アジアにおいてアメリ

一し、アジアの諸国圏を一つにしなければな

カや中国やソ連が手放すことができない立場

りません。北と南はカインとアベルです。そ

にあります。日本は結婚していないエバであ

のようにすることによって、イエス様がアジ

り、きらびやかに着飾った完璧な美人になっ

アで失ってしまった体を接ぎ木してあげなけ

ているのです。ですから、ソ連も中国も、そ

ればなりません。

してアメリカも、これを取って食べたいと思
っているのです。天使が堕落する時と全く同
じです。

民主と共産に分断された韓半島は、世界の
中心地であり、南北統一こそ世界の平和統一
の鍵になるということを知り、今日まで私は、
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世界の各地でこの任務のために全身全霊を捧

北における貧富の差のことをいっているので

げてきました。昨年、一九九一年十一月に、

す。そして、東洋と西洋の文化の違いのこと

私が北朝鮮を訪問して金日成に談判したのも

をいっているのです。ゆえに、世界的一体化

このためでした。今や世界のすべての宗教が

は問題ではありません。

統一される日も遠くはありません。韓半島の
南北が統一される日も遠くはありません。

この国が四十年前に先生を立てていれば、
世界を主導することができる長子権の王宮に

韓半島は、四十年間南北に分かれてきまし

なっていたはずです。長子権の国になってい

た。今、世界において第三次世界大戦勃発の

たはずです。第三イスラエル圏の定着国にな

最も大きな危険性をもっている場所は、中東

っていたはずです。しかし、それができなか

のイスラエル地域と韓半島です。この二つの

ったので二つに分かれたのです。イスラエル

地域です。これらは、すべて宗教的背後をも

が北朝イスラエルと南朝ユダに分かれて闘っ

ってぶつかっています。金日成の主体思想は、

たように韓半島が分かれたのです。これが再

サタンを中心とした宗教と同じです。北朝鮮

び回ってきて文総裁を中心として統一的運勢

は、完全にサタン的宗教圏です。その独裁に

を備えなければならなかったのですが、その

ついては、到底言葉では表現できません。こ

ようにすることができなかったので統一が成

の世界を統一できる宗教は、レバレンド・ム

されませんでした。

ーンの統一教会しかありません。
韓半島が南北に分断されたのは、我が民族
今、世界には、宗教を中心とした中近東の

がそれを願ったのではなく、アメリカとソ連

イスラエル地域の問題と、民主主義思想と共

の二大国家、そして中国や日本など、周辺の

産主義思想を中心とした韓半島の南・北韓の

強大国の影響によるものです。したがって南

問題があります。この宗教と思想を背景とし

北統一も、私たちが韓半島の中に座ってただ

た両陣営の衝突によって第三次世界大戦が発

統一を願ったとしても、それがそのまま訪れ

生すれば、地上の人類は全滅します。そのよ

るのではありません。アメリカ、ソ連、中国、

うな危険のまっただ中に立っているのです。

日本などが我が国を分断させたままで、国際

誰がこれを平和の世界へと収拾するのでしょ

秩序を主導している既存の状況を変えなけれ

うか。

ば、統一を成すことはできません。すなわち、
韓半島を統一させる事業に、周辺の強大国が

アダムとエバが一体化すれば、カインとア

妨害するのではなく協力するように、我が民

ベルが統一の出発をするのです。そのように

族と韓国の主体的な影響力を養わなければな

なれば、韓国と日本を中心として、アジアに

りません。

おいて新しい理想的出発がなされるのです。
アジアと西洋、すなわち東洋と西洋の一体化、
そして、南北の一体化が成されるのです。そ
れは韓半島の南北のことではありません。南
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四) アダム国復帰のための摂理的展開
(1)日本、アメリカ、ドイツを中心とした摂理

国家である日本を動かし、アメリカを動かし、
中国を動かし、ソ連も動かしているのです。
それで、三人の天使長とエバ圏を迎える位置

死亡の種を受けたエバが生命の種を受ける

に戻ってきたのです。

ためには、アダムを中心としてカインとアベ
ルの二人の息子を抱いてこなければなりませ

韓国はアダム国家であり、日本はエバ国家

ん。蒔いたとおりに刈り取らなければならな

です。なぜ日本がエバ国家なのでしょうか。

いのです。第二次大戦時、島国であるイギリ

日本は島国です。島は、常に陸地を慕うので

スは、エバ国家としてアメリカというアベル

す。海は女性を象徴しているではありません

的な息子を生み、天使長であるフランスを抱

か。ですから、島国は女性を象徴するのです。

かなければなりませんでした。

これが韓半島と日本を中心として成立したの

カインとアベルを抱かなければなりません。

です。ここに三人の天使長と同じ国があるの

そこに相対しているのが島国である日本です

です。そのアジア的天使長が中共であり、西

が、日本は、エバ国家としてドイツとイタリ

欧キリスト教的な天側の天使長がアメリカで

アを抱いたのです。全く同じです。ドイツの

あり、悪魔的な天使長がソ連です。これが、

ヒトラーはキリスト教破壊主義者です。ゲル

三人の天使長です。

マン民族第一主義思想をもって、精神的に、
思想的にすべてのものを破壊しようとしたの

イギリスはエバ国家です。失われたアダム

がヒトラーの思想です。そして、行ったり来

家庭においてエバが誤ったのです。その次は

たりするイタリアは天使長です。サタン側の

カインとアベルです。カインとアベルが一つ

母の前に二人の息子と同じ立場に立ったので

になれずに堕落しました。それを世界的国家

す。これを世界的に清算する闘いが第二次世

形態で復帰し、結実したのがイギリスです。

界大戦です。そのように蒔いたので、秋にな

イギリスは島国です。島国はいつも陸地を慕

れば「毒麦」は切って捨てなければなりませ

います。これはエバを象徴するのです。母の

ん。それを切って捨て、一人の主人圏内のキ

象徴です。そしてアメリカは、アングロサク

リスト教文化圏に統一したのが第二次世界大

ソン民族を中心としてエバ国が生んだ国です。

戦です。

ゆえに、アベルです。それからフランスは天
使長です。イギリスとも闘い、アメリカとも

アダムとエバが堕落する前は、アダムとエ

闘って怨讐ですが、これが終末になって連合

バを中心として神様と三人の天使長がいまし

軍を中心として、イギリスとアメリカとフラ

た。アダムを中心として見るとき、エバはア

ンスの統一が起きたのです。

ダムに従い、三人の天使長もアダムに従って
いかなければなりませんでした。アダムを中

今まで、先生がアメリカでしたこととは、

心として、エバと三人の天使長が神様と一つ

アダム国家とエバ国家、それからカイン国家

になって天国に入っていくのが理想です。ゆ

とアベル国家の復帰です。アダムが堕落して

えに、今アダム格の代表である先生が、エバ

種を蒔いたので、これを世界的国家基準にお
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いて蕩減復帰しなければなりません。韓国が

天使長です。中国はアジアの天使長、アメリ

アダム国家、日本がエバ国家、それからアメ

カはキリスト教文化圏である西洋の天使長、

リカがアベルの立場です。長子権復帰を成し、

ソ連はサタン側の天使長です。この三人の天

主権復帰を成すために出てきたのがアベル国

使長がアダム国家とエバ国家と神様と一つと

家です。それからドイツは、サタン側のカイ

なり、本然の相続権が引き継がれれば、それ

ン国家でしたが、日本がエバの位置に立った

によって初めて、堕落しなかった個人的エデ

ので、ドイツが天の側のカイン国家になるの

ンの園の神様とアダムとエバと三人の天使長

です。

の位置を世界的に蕩減復帰するのです。そこ

この四つの国が世界的な舞台の上で一つの

に真の父母が設定されることにより、真の父

国の伝統を立てなければなりません。その舞

母の名前がある所には悪魔の勢力がいなくな

台がアメリカです。自由世界のキリスト教文

っていくのです。

化圏であり、世界を指導するアメリカにおい

今はその時が来たので、真の父母を世界的

て、先生を中心として日本人、ドイツ人、韓

に宣布するのです。歴史はそのように流れて

国人、アメリカ人が一つにならなければなり

いくのです。この話は、私の話ではありませ

ません。アメリカが滅びるようになっている

ん。

のです。アベル国家型が崩壊してきているの
です。このようなことを収拾しておかなくて

アメリカは摂理的に見れば倉庫番です。知

は、アダム国家とエバ国家の立つ位置があり

識倉庫、軍隊倉庫、物質倉庫、科学技術など、

ません。いくらアダム国家の位置にいたとし

あらゆるものをもっています。しかし、主人

ても、これが完全に崩壊してしまってはいけ

ではありません。主人ではなく、その管理人

ません。ゆえに、先生はこれを収拾するため

です。ゆえに、これらをすべて世界に分け与

にアメリカに行くのです。また、それをする

えてあげなければなりません。ところが、ア

のは、韓国人と日本人を連れていってアメリ

メリカは、何が何でもそれを独占しようして

カ人を教育し、ドイツ人と一つにさせるため

います。倉庫は、天がコントロールするので

です。これらは怨讐の国です。すべて怨讐関

す。その倉庫をアジアに移してくるのです。

係にある国です。

今は、それを日本がすべて引き継ぐのです。
そうでしょう？

先生は、韓国をアダム国家、日本をエバ国

日本はエバ国家なので、天使長と一つにな

家に立てましたが、アメリカに行ってすべて

って失ってしまったものを再び取り戻すので

が出会うのです。カインとアベル、旧教と新

す。エバがこのようにするのは、アダムのた

教が結束した基盤の上で、今までアダムとエ

めです。ですから、どこに行くのでしょうか。

バを中心とした結束運動を十二年間してきた

アダムの所に帰っていくのです。今、アメリ

のです。

カは、韓国を捨てれば滅びます。カーターは、
そのようにしたので首が飛びました。それは、

エバ国家がすべてなし、アダム国家がすべ

意味もなくなされたことではありません。こ

てなせば、その次には天使長国家です。三大
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のようなことは、すべて摂理的見地からなさ

文化圏を身代わりしたものをすべてサタンが

れているのです。

もっていったので、アダムの位置にアメリカ

皆さんは「なぜアメリカは天使長国家なの

を置いてエバを選択するのです。

だろうか」と言って寂しく思うかもしれませ

神様の好きなイギリスという頭をサタンが

ん。しかし、キリスト教がそのようになって

占領したので、神様は仕方なくそのしりとな

いるのです。相対的です。再臨する時は、エ

る日本をつかんでくるのです。その次にはア

バ国家を中心としてすべて民となるのではな

メリカのしりをつかむのです。その次にはド

いですか。キリスト教文化圏は、新婦圏をつ

イツのしりをつかんだのです。そのようにし

くるためにあるのです。すべての国は天使長

て、エバ国家、アベル国家、カイン国家の形

国家となるのです。

態を再びつくりあげ、四千年の歴史を四十年
間で蕩減しながら峠を越えていくのです。そ

(2)二次大戦前後の蕩減復帰摂理

イギリスはエバ国家です。そのエバが息子

のようにしなければ世界が滅びるのです。

キリスト教を中心としてエバ国家を代表し

として産んだのがアメリカです。フランスは

たのがイギリスです。カインはフランスです。

怨讐です。この三カ国が連合国です。それか

それから、アベルはアメリカです。アメリカ

ら、枢軸国はどこかというと、島国であるエ

は、イギリスが生んだ息子と同じです。世界

バ国家日本です。サタン側も神側と全く同じ

的にそのような種を蒔いたので、そのような

です。島国日本を中心として、ドイツもサタ

国が世界的に実を結ぶのです。そのように実

ン側の息子のように極悪です。

を結んでこそ、お互いに闘ってきた国同士が

第一次大戦以降、日本は大東亜戦争を中心

反対に天の側に復帰される立場となるので、

として、フランスの領土であるベトナムをあ

イギリスを中心としてアメリカがアベル国家

っという間に占領し、またシンガポールもあ

であり、フランスがカイン国家となるのです。

っという間に占領してしまいました。ドイツ

この三カ国が一つになって連合国となるの

は、日本が自らの怨讐国をこのようにあっと

です。サタン側はその反対です。日本はサタ

いう間にやっつけるのを見て「日本を中心と

ン側のエバ国家です。天照大神は女性神でし

して一つになれば世界をのみ込むことができ

ょう？ これを中心として、サタン側のアベ

る」と考えたのです。それで、日本とイタリ

ル国家がドイツです。ドイツは、歴史時代に

アと三国同盟を結んだのです。イタリアは天

六百万人ものユダヤ人を虐殺しました。キリ

使長圏なので、行ったり来たりするのです。

スト教全体を虐殺し、この世界を一掃しよう
としたのです。

キリスト教を抹殺しようとしている国を中
心として、本来のエバ国家であるイギリス、

日本はサタン側のエバ国家です。ドイツの

また本来のアベル国家であるアメリカ、そし

ヒトラーは、日本をはじめとしてイタリアと

て本来のカイン国家であるフランスの代わり

三国同盟を結びました。なぜでしょうか。ド

として立てなければなりません。キリスト教

イツにとっては、フランスとイギリスを打ち
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破ることが最高の目的となっているのですが、

家として大きくなってくるのです。それが右

日本がフランス領であるベトナムとイギリス

翼と左翼です。

領であるシンガポールを侵攻し、それをあっ
という間に席巻するのを見て「日本と同盟を

神様のみ旨においては、二度選んで使うこ

結べば、アジア的勝利圏を連結することがで

とはありません。しかし、アメリカを除いて

きる」と考えたのです。そして「このように

しまえば、統一教会とキリスト教、そして統

一つになって勝利したとすれば、その時はド

一教会とユダヤ教の文化圏が分裂していくの

イツが主体となる」と考えたのです。「日本

です。それで、仕方なく泣き泣き芥子を食べ

は大陸ではなく海洋国なので、日本が勝利し

て（注：嫌なこともやむを得ずするという

ても大陸の主体である自分たちのあとに従っ

諺）アメリカを選んだのです。なぜ私がアメ

てくるしかないはずだ」と考えたのです。

リカに行って闘わなければならないのでしょ
うか。それは、私がアメリカを選んだからで

神側の連合国と同じように、サタン側でも

す。ゆえに、エバ国家の日本人を連れていっ

編成するのです。日本、ドイツ、イタリア、

てアメリカが失敗したものをすべて整えてあ

この三カ国が枢軸国です。同盟国を中心とし

げるのです。

て見るとき、日本がエバ国家です。誰が闘い

アダムが蒔いた罪が世界的に実を結んだの

を始めたのかというと、東洋では女性が先に

で、それをすべてめちゃくちゃに打たなけれ

始めました。東洋全体をまとめようとしたの

ばなりません。根本を見れば、神様、アダム

です。また、西洋ではどうだったのでしょう

とエバ、そして三人の天使長です。これを見

か。ドイツは体を象徴しています。そのよう

れば、韓国がアダム国家であり、日本がエバ

なドイツが西洋全体を占領してまとめようと

国家です。ですから、交差結婚をするのです。

したのです。全体的に見るとき、先に闘いを

アダムとエバは、個人的に結婚することによ

始めたのは日本であり、ドイツです。イタリ

って死亡世界をつくりました。しかし第二世

アという国は、それについて回るこぶです。

は、韓国民族の二世と日本民族の二世が交差
結婚をするのです。

第二次大戦の時、連合国であるイギリス、
アメリカ、フランスと、枢軸国である日本、

もしアメリカまで放棄していれば、自由世

ドイツ、イタリアが闘いました。これは何で

界とキリスト教文化圏は完全になくなるので

しょうか。エデンの園で蒔いた種を、その蒔

す。誰がアメリカをアベルの位置に再び立た

いたとおりに刈り取るのです。母親とカイン、

せたのかというと、私です。それは、神様が

アベルです。これが神様のみ旨の中で、内的

選んだのではありません。一度失敗すれば、

なものと外的なものという二またに分かれた

それで終わるのです。しかし、父母によって

のです。それゆえに、内的なエバ国家と外的

誤ったものをアベルを通して救った歴史があ

なエバ国家、内的なカイン国家と外的なカイ

るので、私がアメリカをアベルの位置に選び、

ン国家、内的なアベル国家と外的なアベル国

イギリスの代わりのエバ国家として日本を選
び、フランスの代わりにサタン側にいた、極
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悪なサタンの最も愛する怨讐国家ドイツを奪

なったことと同じなので、このようになれば

ってきたのです。

すべてが終わるのです。そのような環境で蒔
かれたものが世界的次元に発展し、そこでそ

サタン側と天側の二種類の人を立てました。

れを蕩減復帰して清算しなければなりません。

サタン側のエバ国家、サタン側のアダム国家、

ゆえに、韓国がアダム国家であり、日本がエ

サタン側の天使長国家を立ててぶつかったの

バ国家であり、その周辺の国々が三大天使長

が第二次大戦です。ここでサタン側が屈服す

国家です。ちょうどそのようになっています。

ることにより、キリスト教文化圏がアメリカ

神様とアダムとエバを中心として三大天使長

に入っていきました。新教文化圏がアメリカ

圏ですが、その三大天使長圏がどこの国かと

に入っていったのです。アメリカが韓国の統

いうと、中国とアメリカとソ連です。これが

一教会と一つになり、文総裁と一つになって

今では神側に反対しません。先生を中心とし

いれば、今日のようにはなっていません。共

てすべて連結されたのです。

産主義は出てこなかったのです。
ゆえに、アメリカが韓国を手放せば滅びま

神様とアダムとエバの周辺に三人の天使長

す。それで先生は、日本をエバ国家として育

がいたように、神様を中心としてアダム国家

て、統一教会に反対したアメリカを天使長国

を形成しなければなりません。個人的に蒔い

家として育てたのです。それは、アメリカや

たすべてのものが国家的、世界的に実を結ん

日本が自らそのようになったのではありませ

でこそ終わるのです。ですから、神様、アダ

ん。文総裁がそのようにしたのです。

ム国家、エバ国家、そしてその横に三人の天
使長です。これは何かというと、韓国と日本

私は、解放後の七年間で世界のキリスト教

がアダム国家とエバ国家です。そして、三人

を統合する責任を果たそうとしました。歴史

の天使長とは、アジアの天使長、天側のキリ

を代表して誇ることができる偉大な人物が四

スト教天使長、それから世界的な悪魔側の天

十年蕩減路程を経て、今日七十歳となって戻

使長のことをいうのです。この三人の天使長

ってきました。ですから、アダム国家とエバ

が集まってエバを奪い取ろうとするのです。

国家が統一されることによって、反対してい

もしアダムとエバを再びもてあそぶようなこ

た天側の天使長アメリカ、アジアの天使長中

とがあれば、世界的にすべて終わるのです。

共、共産党の天使長ソ連、この三人の天使長

そのようになれば終わりです。

が自然屈服して、韓国を中心として従ってく
るようになる時は、世界におけるサタン世界

来られる主が世界の全権をもって天地を統

の血統を根絶し、天国の血統と交替すること

治する基盤をすべて連結させ、統一王権を中

ができる平和の王国時代が到来するのです。

心として世界を一つにしなければなりません
でした。それが神様のみ旨だったのですが、

先生を中心として中共とアメリカとソ連が

キリスト教文化圏であるアメリカを中心とし

一つになるということは、エデンの園でアダ

て統一教会の文先生に反対することにより、

ムとエバを中心として三人の天使長が一つに

サタン圏内に完全に倒れていったのです。そ
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のような状態で、文総裁が何ももたずに決起

宗教が果たすべき責任とは何かというと、

したのです。サタン側のエバ国家である敗亡

母親に侍る歴史的基盤を築くことです。それ

した日本を支え、アメリカを支えたのです。

は世界的でなければなりません。そのような
意味から、宗教圏を中心として世界が一つに

(3)アダム・エバ・天使長国家の摂理

なることができる摂理的帰結点を神様が考え
ざるを得ないと思うのです。その時がいつな

摂理観から見るアダム国家とエバ国家と天

のかというと、第二次大戦の時でした。それ

使長国家を、いかにして一つの国のようにす

で、エバ国家、カイン・アベル国家、アダム

るかということが問題です。この話は何かと

国家を立てなければなりません。彼らがアダ

いうと、今後は韓国人、日本人、アメリカ人、

ムとして来られるお父様に侍り、世界の頂上

ドイツ人が一つの家で暮らさなければならな

で接ぎ木をする工作をして統一国をつくろう

いということです。天国に行こうとすれば、

とされたのが神様のみ旨でした。歴史をこの

それをここで準備しなければなりません。天

ように見なければなりません。

国に、ドイツ人やアメリカ人や韓国人や日本
人というものがありますか。天国では、すべ

統一教会は異色な四大文明圏、すなわちア

て一つの国の人です。しかし、霊界はすべて

ダム国家とエバ国家と天使長国家、そしてカ

分断されています。これを一つにしようとす

イン・アベル国家、このように怨讐と同じ四

れば、地上で一つにしなければなりません。

大文化に基盤をおいたのです。すべて背景が

地上で一つにして上がっていかなければなり

異なり、相いれない立場にあるものを伝統基

ません。それが問題です。

盤とし、出発基地としようというのは恐ろし
いことだということを知らなければなりませ

もしイエス様が死ななければ、中国とイン

ん。これがどれほど偉大な事実かということ

ドを二人の息子のように抱かなければなりま

を知らなければなりません。それを出発点と

せんでした。それらの国がそれをしなければ

するのは難しいことだと考えるかもしれませ

なりませんでした。母の格位であるイスラエ

んが、それが統一教会において何よりも誇り

ルの国が、その新郎として来られるイエス様

得る伝統基地であるということを知らなけれ

をアダムとして侍る立場で、インドと中国と

ばなりません。

いうカイン、アベルを中心として一つになら
なければならなかったのです。そのようにし

本来蒔かれたもの、すなわちアダムとエバ

てメシヤがアダム国家の主権を立てなければ

と天使長が失敗したものを、国家的次元で収

なりませんでした。しかし、イスラエル民族

穫期の結実として、アダム国家、エバ国家、

がメシヤに侍ることができなかったので逆の

天使長国家を中心として蕩減してくるのです。

方向に行くのです。ローマという半島から、

もし先生を中心としてイギリスとアメリカと

島国へ回っていくのです。

フランスさえ一つになっていれば、韓国はア
ダム国家となるのです。天の国、縦的な国の
主権を中心としたアダム国家となり、イギリ
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スをエバ国家として率い、アメリカを長子と

本来、人間始祖のアダムとエバが堕落して
いなければ、どのようになっていたのでしょ

して率いていたのです。

うか。アダム家庭でのアダムは、族長となる
アメリカはアベル圏として世界の主導権を

のです。族長となると同時に民族長となるの

握り、世界の版図を率いるのです。世界の国

です。また、国家の代表者となってアダム王

家的な主導権をアベル的立場に立ったアメリ

となるのです。したがって、この世界はアダ

カが初めてもったのです。それ以外の国々は

ム主義一つに統一されていくのです。つまら

カイン的立場です。そして、カイン的立場の

ない主義が出てきて世界を撹乱しているので、

国々はアメリカに従っていくのです。ゆえに、

私たちはこのような主義を根元から抜き取っ

長子権復帰の世界化時代に合わせて統一され

てしまわなければなりません。

たキリスト教文化圏時代の上に主が来られ、

主義もアダム主義、言語もアダム言語、文

母子協助基盤と連結させれば、すべての問題

化もアダム文化、伝統もアダム伝統、生活様

が解決するのです。

式もアダム生活様式、制度もアダム制度、す
べてのものがアダム国家の理念制度にならな

文総裁がアメリカに行って成したこととは、

ければなりません。このような主義が「神主

世界的な西欧文明のすべての潮流をアジアの

義」です。神様の心によって神様と一体とな

潮流へ引き込むことでした。今まではアジア

らなければならないので、「神主義」という

から盗んでいったのですが、今からは引き込

のです。

むのです。引き込むにおいて、その最初が日
本です。日本はエバ国家として祝福を受けた

アダムとエバが堕落していなければ、神様

ので、アダム国家を訪ねていかなければなり

は何をしてあげようとされたでしょうか。神

ません。

様の祝福による結婚式をしてあげ、神様が喜

エバが堕落することによって、万物とあら

ばれる息子、娘を生ませ、神様が喜ばれる家

ゆる権威をサタン世界が奪っていったので、

庭を編成し、これを繁殖させて氏族と民族を

回復時代においては、世界の潮流が逆に流れ

編成しようとされたのです。これがさらに広

る時代に入ってくるのです。イギリスを「日

がれば、その世界は「神主義」の世界である

の沈まぬ国」と言ったように、今日、日本を

と同時に、アダム主義世界となるのです。

中心として経済圏とあらゆる権限がアジアに

その世界に理念があるとすれば、それはア

集中するのです。そのようにして日本に従っ

ダム主義理念であり、宇宙観があるとすれば

て、韓国を経て大陸に行き、そこで定着する

アダム主義宇宙観であり、天宙観があるとす

のです。

ればアダム主義天宙観であり、生活観がある
とすればアダム主義生活観です。そして、そ

５．私たちが取り戻さなければならない祖国

こに五色人種がいることは問題ありません。

(1)祖国光復は人類すべての願い

それは環境によって変化したものなので、皮
膚の色が異なったりしているのは問題ないの
です。それでは、どうして数多くの民族の言
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語が変わったのでしょうか。それは人類始祖

とに間違いはありません。そこには民主主義

が堕落することによって、天が分立させたの

や共産主義というものはあり得ません。一度

です。

形成されれば、その国家体制は永遠に続くの
です。そのようなことを考えれば、私自身が

神様が創造された世界に国境はあり得ませ

そのような国の民となることができなかった

ん。そこでは、白黒の人種は問題となりませ

という事実が悔しいことではないかというの

ん。善悪の闘争もそこでは必要ないはずです。

です。私自身がそのような国で暮らすことが

このような観点から見るとき、私たちの住ん

できないことを嘆かなければなりません。そ

でいる世界には、各国ごとに国境があります。

のような国をもっていないことを嘆かなけれ

そして、白黒の人種問題だけでなく、家庭に

ばなりません。そのような不変の主権をもっ

おける夫と妻、また父母と子女の間に分裂が

ていないことを私たちは嘆かなければならな

起きています。善人と悪人が闘っています。

いのです。

このような状態を見るとき、来られる主は、
国境のない国をつくり、人種問題を超越して

神様の理想国家の実現、すなわち祖国光復

世界を一つにしなければなりません。分裂し

はどこから実現されるのでしょうか。怨讐を

た家庭をすべて統一し、善と悪が争っている

愛する思想をもった個人から出発するのです。

この世界に平和の王国をつくらなければなり

それゆえに、神様が存在される限り、「愛に

ません。

よって国境を壊し、すべての環境と文化的な
垣根を越えて怨讐までも抱こう」という運動

理想天国とはどのようなものでしょうか。

を提示したキリスト教は、世界的な宗教にな

統一教会の食口のような人々が全世界で暮ら

らざるを得ないのです。大豆を植えれば大豆

すことです。それが地上天国です。この地上

が出るし、小豆を植えれば小豆が出るし、真

のすべての人々が統一教会の食口のように生

っ赤な花の種からは真っ赤な花が咲くのです。

きれば、それが地上天国です。それはどのよ

同じように、恨みを晴らすサタンの種を蒔け

うな世界かというと、神様と共に暮らす世界

ば、恨みを晴らす悪の木が育つのですが、怨

です。その世界では誰も「神様はいない」と

讐を愛する善の種を蒔けば、怨讐を愛する善

言わず、また神様に対して疑うことがありま

の木が育つのです。これは自然の道理です。

せん。神様を「私たちの父」と言いながら、
すべてが一つになる世界です。それから、サ

本然の地とはどのような所でしょうか。そ

タンの誘惑がありません。サタンがいないの

こは悪が宿る所ではなく、悪と絶縁し、あふ

です。神様が主管する世界、それが地上天国

れ出る本然の愛を中心として、幸福を永遠に

です。神様が私たちと共に暮らすのです。

謳歌しながら暮らす永遠の統一世界です。今
までそのような所で生活をした人はいたでし

その国は、神様を中心として直系の子女た

ょうか。一人もいなかったのです。歴史上、

ちが天命に従って神様を身代わりした命令を

数多くの人々がそのような世界を追求してき

もち、その王権によって統治する国であるこ

ましたが、この地上にそのような世界が立て
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られたことはありませんでした。その世界が

にしなければなりません。何によって一つにな

いかなる世界かを言葉で表現した人はたくさ

るのでしょうか。これが絶対的な一つの愛から

んいましたが、自ら実践してそのような世界

出発することができなかったので、この絶対的

をつくりあげた人はいませんでした。

な愛によって宇宙版図の上に立てば、統一教会
に反対する叫び声はなくなるはずです。世界は、

今まで、世界の数多くの民族、あるいは五色

老若男女を問わずこの愛のふろしきで一つに包

人種がつくってきた文化圏の世界をすべて打破

まれるのです。それだけでなく、霊界にいるす

し、一つの文化圏をつくらなければなりません。

べての霊人もこのふろしきに包まれることを願

言い換えれば、神主義的な家庭制度、神主義的

っているのです。ゆえに、天宙統一というのは

な社会制度、神主義的な国家制度、神主義的な

可能な話なのです。

内容を備えた理想世界ができてこなければなり
ません。そのような主義が、堕落することのな

神様がいらっしゃるということをはっきり

い完成したアダム主義です。共産主義でも民主

知るようになれば、神様のみ旨に従っていか

主義でもないアダム主義です。

ざるを得ません。神様のみ旨とは何でしょう

それは「神主義」を訪ね求めていく過程で

か。この世界人類を御自分の愛される民族と

す。主義というものは、ある目的を訪ね求め

し、この地球星を御自分の愛される国土とし、

ていく杖のようなものです。主義というもの

この国土と民族を合わせて一つの主権国家を

は、それ自体が要求されているのではなく、

つくろうとされるのが神様のみ旨です。

あくまでも目的を果たすために必要な過程で
す。したがって、この主義というものは変遷

人は誰でも自分の国で生きなければなりま
せん。それは、人間に賦与された絶対的な条

するのです。
今日、アメリカは民主主義の宗主国として

件です。一人も漏れることなく、その国とそ

先進国家だといっていますが、今後金銭問題

の義のために、希望にあふれた義の生活をし

で腐敗することによって民主主義を嫌う時代

なければなりません。理想郷を思い描き、生

が来るはずです。今、大韓民国にもそのよう

活で義の法度を立てながら、その国とその義

な現象が起きています。民主主義は、良いこ

のために生きなさいというのです。

とは良いのですが、我が国では金銭問題ゆえ

皆さんにそのような国がありますか。なけ

に、ありとあらゆる謀略中傷が起きて「政権

れば、その国を探し出し、それをつくりあげ

を奪取しよう」という争いが展開しています。

なければならないのではありませんか。その

それが民主主義ですか。それは特権主義的な

国はどのような国でしょうか。理想の国、統

状態で展開する現象です。

一の国です。万民が行くことのできる国です。
国をつくるにおいて例外はありません。ここ

南北が分離し、その貧富の格差が広がってい

には家庭も協助し、民族も、世界もすべて協

ることを一つにしなければなりません。また、

助するはずです。そして、個人を統一し、家

東西の文化を一つにしなければなりません。そ

庭、氏族、民族、国家、世界を統一すること

れから、人種差別、文化の差別をなくして一つ

ができるのです。
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普通、世界主義というと、民族と国家を無

皆さんは民族主義者になりますか、それと

視して全世界を一つの国家、すべての人類を

も世界主義者になりますか。宗教は、世界主

同胞として見るという意味にとどまりますが、

義というだけではありません。人間だけ喜ぼ

統一教会において唱える世界主義は、家庭か

うという主義ではなく、神様まで喜ぶように

らその壁を超越するのです。父母であられる

しようという主義です。しかし、共産主義や

一人の神様と、血のつながった実の兄弟と変

民主主義は人間だけが喜ぼうという主義です。

わらないすべての人類が一つの世界を成し遂

そのような人間だけが喜ぼうという主義と神

げるという世界主義です。これは、いかに素

様まで喜ぶようにしようという主義とでは、

晴らしい世界主義でしょうか。

どちらが良いですか。神様も喜び、人間も喜
ぶ主義が良いですか、それとも主人を除き、

(2)新しい祖国の定礎石をおこう

僕たちだけが喜ぶ主義が良いですか。宗教は、
神様までも喜ぶようにしようという主義なの

人間の力、人間の知恵、人間の文化、その

で良いのです。

いずれをもってしても真の意味での平和世界
や一つの統一された世界を願うことはできま

最後に残る思想とは何でしょうか。世界の

せん。このような立場において、世界文化を

ために自分の国や民族よりも世界を愛し、神

解決するために、最も中心的な問題は何でし

様を愛する運動だけが最後まで残る主義とな

ょうか。何よりも重要な問題は、神様がいる

り、思想となるはずです。したがって、その

のか、いないのかという問題をはっきり解明

国を越えることができる超民族的な運動を世

することだと思います。神様がいらっしゃる

界的に提示し、超民族的に神様が愛する場所、

ということをすべての人類が知り、神様のみ

あるいは世界人が愛する場所に自由に行くこ

旨がいかなる世界を目指しているかというこ

とができる道をいかに模索するかという主義

とを知るようになれば、その世界は正に一つ

だけが問題になるのです。

の世界、平和の世界、理想の世界になるに違
今後、この世界を引き継ぐ主義思想は、自

いありません。

分の国を犠牲にしてでも世界を救おうという
私たち統一教会が違う点はこれです。統一

主義思想です。そのような思想をもった国、

教会は父母を愛するように兄弟を愛し、民族

そのような新しい運動を中心とした国家や国

を愛し、国家を愛そうというのです。父母を

民が登場すれば、この世には新しい希望の世

捨ててでも国を愛そうというのです。世界を

界が顕現するはずです。国を越えることがで

愛するためには自分の国も捨てなければなり

きない国家観や歴史観は、神様の理想世界を

ません。また、天を愛するためには世界まで

引き継ぐことはできません。

捨てようというのです。より遠く大きいもの

黄色人種は長男であり、黒人は二番目の息

のために、自分に近く小さいものを犠牲にす

子であり、白人は三番目の息子です。韓国は、

る愛の道を訪ね求めていくのが統一教会の主

争っているこれらの人種を、「統一思想」を

流思想です。

通じて統一することができるのです。このよ
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うになれば、神様を中心とした理想的祖国が

皆さんの願う国とは、どのような国ですか。

創建されるのです。そこから初めて平和の世

その国は、今日皆さんが暮らしている、この

界、統一の世界、勝利の世界に収拾されてい

ような国ではありません。このような国は、

くのです。

いずれ決別を告げなければならない国です。

そして、地上に天国を形成すると同時に、

皆さんがこのような国と因縁があるとすれば、

神様と一致しなければなりません。天上天国

それは罪悪の因縁があるのです。皆さんは、

の主体であられる神様に地上で侍り、統一さ

その国の願いと神様の願いが結びつく善の因

れた一つの天国を形成しなければなりません。

縁を最初から結ぶことができない、堕落した

これが、統一信徒たちの果たすべき使命だと

人間の子孫として生まれたということを自ら

いうことを、はっきりと知らなければなりま

よく知っているのです。

せん。そのような基盤のもとで父母と一つに
なることによって、初めて平和な天国生活が

国がなければ国籍がないということです。
国がなければ入籍できる基盤がないというこ

始まることでしょう。

とです。私たちは、民族を編成して新たに入
統一教会とはいったい何でしょうか。右翼

籍しなければなりません。この地上に天国を

を抱き、左翼を抱いて、これを互いにつかん

編成し、その国籍をもって愛国し、愛族する

でどこに行くのでしょうか。ここから闘争の

真の善の父母の血統を受け継いだ勝利的息子、

世界を越えて神様が導かれる幸福の世界、ユ

娘となり、自らの一族、あるいは家族を率い

ートピアの世界へ行くのです。これを抱いて

て生きていってこそ、天上世界の天国に入っ

平面的に行ってはなりません。それは何の話

ていくことができるのです。それが原理です。

かというと、体制によって没落し失敗したこ
とを、統一教会が思想的にすべて収拾できる

国があって初めて、私たちの子孫に、千秋万

論理体制を備えると同時に、これを抱いて横

代にわたってそのまま残してあげることができ

的に動かすことができる霊的体験の基盤を中

る伝統も残るのであり、血と汗を流した私たち

心とした超越的実体を追求しなければならな

のすべての努力も残るのです。また、神様の勝

いということです。

利を祝うことができる記念塔がこの地上に造ら
れ、すべての栄光の足跡がこの地上に残される

人間的な面での人本主義や物本主義、そし

のです。しかし、国がなければすべては無駄に

て過去のあらゆる神本主義も体系的に理論化

なるのです。今日、世界のキリスト教に残され

させ、それを統合できる内容をもつと同時に、

た十字架やすべての文物も、神様が探し求めよ

縦的な面において宗派を超越して連結してい

うとされる国がなくなるような場合は、すべて

くことができる超自然的な体験の宗教思想に

川に流し、火で燃やしてしまわなければなりま

ならなければならないという事実を知らなけ

せん。サタンの籠絡によって、すべて滅びてい

ればなりません。

くということを知らなければなりません。です
から、国が問題です。そのことを皆さんは知ら
なければなりません。
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真の父母の愛を受け、神様の愛を受けなけ
ればなりません。しかし、神様の愛は、国な

れ一つとして除くことができるものはありま
せん。これは鉄則です。

くしては受けることができません。本来アダ
ムは、一人でも彼が国の始まりでした。サタ

国が形成されるためには、国土があり、民

ン世界のサタンの国よりも良い国があってこ

族と主権がなければなりません。主権とは何

そ、神様の愛を受けるのです。私たちは、神

でしょうか。根源的な神様と因縁を結ぶこと

様の愛を受けはしますが、直接受ける立場に

です。国を治める人たちは、その民が深く寝

はありません。真の御父母様の愛は受けるこ

静まったのちに神様と因縁を結び、政治をし

とができますが、神様の愛を受けようとすれ

なければなりません。そして、主権者はその

ば国まで備えなければなりません。なぜそう

民と一つにならなければなりません。民と一

なのかというと、サタンがいて、サタンの国

つとなり、自らにあるすべてのものは自分の

が残っているからです。それよりも上がって

ためにあるのではなく、国のためにあるもの

いかなければなりません。そのような道を皆

だと考えなければなりません。そのようにな

さんが行かなければならないということを、

れば、その国は繁栄するのです。

はっきりと知らなければなりません。
いくら大きい社会、いくら大きい国家であ
私たちが取り戻さなければならない祖国は、

っても、それは人間に似ていなければなりま

今日この地上にあるような、ある歴史と伝統

せん。それは、神様が御自身の形状に似たも

をもった国ではありません。そのような国と

のを喜ばれるからです。それでは、人間が最

は本質的に次元が異なります。次元の異なる

も喜ぶものは何でしょうか。自らの形状に似

その国を私たちが受け継ごうとすれば、その

たものです。したがって、理想的な国家とは

ようにすることができる思想的な主体性をも

人間に似ていなければなりません。それは、

った国民とならなければなりません。その主

天地人に似ているということです。

体的な思想は、絶対的な創造主の思想と一致
する思想でなければなりません。絶対者の願

私が行ったり来たりするのも、その国を取

う国ができるためには、その国の主権を中心

り戻すためです。祖国光復のための建国の功

として、その国の国民が一致することを願わ

臣となるためにそのような使命を担い、ある

なければなりません。そのような国民性と国

いは天の密使として指令を受け、今日の悪の

家形態を備えなければなりません。

世の中に来て、このことをしているという事
実を思いながら生きていかなければなりませ

一つの国が形成されるためには、主権と民

ん。そうでなくては、皆さんは、今後訪れて

族と国土がなければなりません。天国もやは

くる国の国民として、その威信と体面を立て

り同じです。主権を代表したものが父母であ

ることができないということを知らなければ

り、民族を代表したものが息子、娘であり、

なりません。

国土を代表したものが国です。このうちのど
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Book 十三: 真の神様の祖国光復

祖国光復に、超民族、超国家、超宗教的に、

Restoration of the True God’s
Homeland

協力せざるを得ないのです。
神様は、世界の最も重い荷物を背負ってい
る韓国を通して、世界を救うことのできる真
の御父母様を立てられ、そのお方を通して世
界史の難しい問題、すなわち、共産主義の問

はじめに

題、人種差別、貧富の格差、倫理道徳の堕落、
真の御父母様の八十歳の御聖誕日を中心と

宗教問題などを解決することのできる統一思

して、統一問題が再び争点となっています。

想を下さったのであり、真の御父母様は、こ

真の御父母様が主管された国際会議の全般の

のような神様のみ旨を深く理解され、平和と

主題が「二十一世紀・韓国のビジョンと統一

統一世界を成就するために、大変な計画と事

祖国」であったし、御聖誕日の行事以後、引

業を先頭に立って、実践してこられました。

き続き全国二十一箇所の市、道において、南
北統一前進大会を開催して、統一に対する民

真の御父母様は、四十年前からこのような
統一の根本原則を見抜かれ、徹底して神主義

族の熱望を確認したところです。

を母体とした真の愛を中心に、共生・共栄・
それでは、民族の宿願である統一は、どの

共義の心情文化を創建することに目的をおい

ように現実化すべきでしょうか。韓国は人本

て、調和と統一の新たなビジョンを提示され

主義と神本主義、共産と民主、唯心と唯物の

たのです。

世界、すべての宗教と思想の最後の終着地と
なっています。言い換えれば、南北分断は、

新千年の始まりである二十一世紀は、偉大

単純な政治的、軍事的分界線ではなく、神様

な神様の世紀になることでしょう。神様の神

とサタンが対決する現場なので、韓国だけの

性と人間の理性が調和する私たちの真の神様

問題ではなく、世界の問題となっており、そ

の祖国創建のために、高邁な役割を果たす指

れで韓国の統一問題は、世界統一のビジョン

導者となられることをお祈りいたします。

と一致しています。
二〇〇〇年五月一日
真の御父母様は、私たちの南北統一が、世
界統一の典型であり、神様がこの上もなく願

日本語版発刊によせて

われる神様の国の創建だという次元の高い価
値と目的をもっていると語られました。

真の御父母様は、傘寿祝賀の一連の行事が
行われたころから再び韓半島の南北統一を強

真の神様の祖国光復は、全人類的願いであ

調され、そのための具体的な活動を強化され

るがゆえに、歴史の趨勢も統一祖国に向かっ

るようになりました。神の摂理という観点か

ています。それでこの聖なる歴史の前に、召

らみるとき、韓半島の南北分断は単なる一民

命された人類とすべての宗教は、真の神様の

族の政治的分断を意味するのではなく、人間
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の堕落以来カインとアベルの二つの型に分か

民族の失敗を繰り返してはなりません。今日

れて争ってきた善悪闘争歴史が、最終的な結

の私たちは、成約のみ言の集大成とも言うべ

末をつけるべき摂理の終着点であるという極

き『聖本』と、本書の中に収録されている

めて重大な意味をもっています。それは単な

「世界と南北統一教本」とされている五つの

る政治的な統一ではなく、神様の祖国の回復

み言を頂き、さらにそのための細かい活動指

として成し遂げられなければなりません。そ

針までも示されるという、まことに恵まれた

のため、本書のタイトルである「真の神様の

立場にあります。

祖国光復」は、正に六千年の復帰摂理歴史と、
真の御父母様の八十年の生涯を通じた悲願で

本書を通して多くの方々が、定着時代にお
ける信仰実践の具体的な方案を学んでくださ

あると言っていいでしょう。

るように願ってやみません。
しかしながら、復帰摂理の原則は、人間が
一足飛びに国家レベルの勝利を手中に収める

二〇〇〇年五月

ことを許しません。そのレベルに至るために
は、個人、家庭、氏族、民族の各レベルにお

第一章 真の神様の祖国光復

ける勝利基準を着実に積み上げていかなけれ

一 真の神様が願う祖国

ばならないのです。そのため、真の御父母様
はこれまで「家庭教会」「統班撃破」「氏族

イエス様も真の神様の祖国を創建するため

メシヤ」などに代表されるように、各段階ご

に来られたし、先知先烈（注：先駆けて道を

とに私たちが勝利しなければならない内容を

悟った先人、義のために命を捧げた烈士）た

実に事細かに語り、指導してくださいました。

ちも祖国建設の役軍（注：担い手）たちでし
た。天国を創建するために完成した男性が来

これらのみ言は、荒野時代を越えて定着時

なければなりません。天地が公認する男性が

代を迎えるに際し、私たちが具体的に何をし

家庭を成して、子女を繁殖し、氏族、民族、

なければならないかを教えてくださったもの

国家を成さなければなりません。カインとア

です。過去の復帰歴史においては、エジプト

ベルを基準として蕩減し、接ぎ木して、この

から出てきたイスラエル民族が荒野路程を終

世界を神様が主管する祖国として創建しなけ

えてカナンに定着しようとする時、モーセを

ればなりません。先知先烈たちがこれを願っ

通じて神様から与えられた十戒のみ言と、荒

てきましたが、願う個人、家庭、氏族、民族、

野で訓練された信仰の伝統を守ることができ

国家、世界へとつながる地上天国を建設でき

ずに、カナン七族の風習に染まって堕落して

なかったので、私たちは歩んでいた道を捨て

しまいました。

て、行かなければなりません。

今日、私たちはいよいよ本格的な定着時代

本来、人間始祖のアダム・エバが堕落して

を迎えようとしていますが、私たちは決して

いなかったならば、どうなっていたでしょう

堕落世界の風習に染まって過去のイスラエル

か。アダム家庭でのアダムは族長になるので
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す。族長になると同時に民族長になるのです。

神様が創造した世界は、国境があり得ませ

また国家の代表者になり、アダム王となるの

ん。白黒の人種問題は問題になりません。善

です。ですからこの世界は、アダム主義一つ

悪の闘争もそこには必要ないはずです。この

に統一されるのです。くだらない主義はみな

ような観点から見るとき、私たちが住む世界

片づけなければなりません。くだらない主義

には各国ごとに国境があります。白黒の人種

がたくさん出てきて、世界を惑わしたので、

問題だけでなく、家庭において夫と妻、父母

私たちはこのような主義を根こそぎ引き抜い

と子女の間にみな分裂が起こっています。善

てしまわなければなりません。主義もアダム

なる人と悪なる人が闘っています。このよう

主義、言語もアダム言語、文化もアダム文化、

な現情勢を見るとき、来られる主は国境のな

伝統もアダム伝統、生活様式もアダムの生活

い国をつくり、人種問題を超越して、世界を

様式、制度もアダム制度、すべてのものがア

一つにしなければなりません。分裂した家庭

ダム国家の理念制度にならなければならなか

をみな統一しなければならず、善悪が闘うこ

ったのです。このような主義が神主義です。

の世界に、平和の王国をつくらなければなり

神様の心情によって神様と一体とならなけれ

ません。

ばならないので、神主義なのです。
それでは本郷の地と本郷の祖国はどこか、
私たちが住みたい所は天の国、天国で暮ら

祖国は何を意味するのか。祖国はもちろんあ

したいというのが正しいのです。天の国に境

る特定の一つの国家的基準になるでしょうが、

界線がありますか。ありません。天の国で使

神様が求めて来られた人類の祖国はどこかと

う言語は二つですか。違います。人種の違い

言えば、地球星です。この地球星です。この

がありますか。ありません。では天の国とは

地球が人類が願う祖国だというのです。神様

何ですか。人はみな神様の懐から生まれたの

が願う人類の祖国なのです。過去に数多くの

で、人類はみな兄弟です。神様を中心として

歴代の私たちの先祖たちが犠牲の道を歩みま

見れば、神様の息子、娘ですから、みな兄弟

したが、彼らが希望をもって天の前に訴えな

であり、地上天国を中心として見れば、国民

がら歩んだこととは何だったのか。「希望の

です。地上天国の国民なのです。国民だとい

祖国の一時が早く来るように」というもので

うのです。

した。天の一つの国家を立てることによって、
今まで天の前に怨讐である大サタンを審判し

私たちの目標は統一世界、神様を中心とし

てしまい、悪を取り除き、善のみを中心とし

た一つの国を築くところにあります。その国

た平和の天国をこの地上に築かなければなら

は、一つの主権、一つの国民、一つの国土、

ないというものです。それが神様の願いであ

一つの文化です。真の父母を中心に一つの血

り、イエス様の願いであり、今まで摂理路程

統で連結されています。その国では、すべて

において、至大な貢献をした私たちの先祖た

が心情圏を成して、理想的な後継者になろう

ちの願いであったということを皆さんは、は

とするのです。聖書で「怨讐を愛せ」と言う

っきりと知らなければなりません。

すべてのものを成就することができます。
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祖国は、アメリカでも韓国でもありません。

ですが、この神様を解放するための旗手にな

いかなる所であっても、家庭の編成、氏族の

り、第一線の将兵となり、「血を流しても正

編成、民族の編成が成された祖国の地がなけ

統に打たれ、血を流して倒れるとしても一度

ればなりません。神様は六千年の間、数多く

に倒れよう」と言うことのできる信念をもっ

の国家を経ながら、この地に築かれる天国を

て、祖国光復のために、その世界を一つに収

願いつつ、求めてこられたのです。天の忠臣、

拾するために歩む勇士の隊列がだんだん大き

烈女がどこにいるかと求めてこられたので、

くなれば、ここから神様の喜びが始まること

今こそ私たちは天を中心とした国家と民族、

でしょう。

家庭を再編成しなければなりません。祖国光
復の解放の日のために、召されたということ

今は摂理の時が、どのような環境になった

を忘れてはなりません。祖国創建が宗教人の

かということが、分かりますか。天の国の祖

使命であるのに、自分一人が救われようとい

国光復がなされ、神様の地上天国が解放され

う間違った欲をもっています。

ること、それが第一の目標です。そのために
は自分の家庭だとか自分の一族を犠牲にして

統一教会のメンバーは、個人から民族、国

でも、やらなければならないのです。難民に

家基準まで築いてきました。これからは全世

なったとしても、それをやらなければなりま

界の人類とすべての国家を動員しなければな

せん。

りません。私たちは祖国光復、自由、平等、
幸福の日を求めて行かなければなりません。

一つの神様の主権のもとに一つの国を建て

その道が難しくとも行かなければなりません。

なければなりません。皆さんがこれから神様

それは先生が見つめる観点であり、神様が御

を中心として、真の父母を代行する実権者で

覧になる基準です。イエス様はこの基準を目

あるだけに、地上に祖国光復、世界統一的な

指して歩み、亡くなられました。私たちは祖

国家に税金を払う時が来ました。先生の財布

国光復の過程において、苦労し、前進しなけ

から出たお金をもって、皆さん個人を助けて

ればなりません。この地の人類は、統一教会

はなりません。天のみ意に従わなければなり

のメンバーを前に立てて行かなければなりま

ません。ですから韓国は韓国なりに責任を果

せん。統一教会のメンバーでなければ駄目だ

たさなければならないし、日本は日本なりに

という時が来ても、三年は苦労しなければな

責任を果たさなければならないし、アメリカ

りません。彼らが私たちのものを相続する時

はアメリカなりに責任を果たさなければなり

まで、伝統を立てて、血と汗と涙を流さなけ

ませんが、この三カ国が一つの国です。父母

ればなりません。まだ私たちには蕩減条件が

の国と兄の国です。

残っているということを知らなければなりま
今後、言語の統一をしなければなりません。

せん。

父母様が成就したすべてのことに対する記録
神様は悲惨な神様、神様は孤独な神様、神

を読むのに、翻訳されたものを読むというこ

様は言い表すことのできないほど悲しい神様

とは恥です。天上世界の前に恥となるでしょ
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う。天上世界にに行けば、神様の命令によっ

神様が足場とする国がどこにありますか。そ

て千年、万年を蕩減しなければならないかも

れが問題です。

しれません。そのように大変な問題が起こる
のです。その峠を越えられない人は、祖国光

私たちがこの国、この民族のために血の汗

復をしたと言っても、故郷に帰る道がありま

を流すのは、結局のところ永遠な天国をつく

せん。祖国に住むことのできる居住証があり

るため、千秋万代の子孫が永遠にたたえるこ

ません。国民として入籍できていないという

とのできる福地を築くためです。

のです。深刻な問題です。
その国とは、神様を中心として直系の子女
二

我々の祖国を求めていかなければ

が天命を受け、神様を身代わりした命令をも
ってその王権によって治める、そのような国

私たちは、神様の国を仰ぎ慕います。そこ

であることに違いありません。そこに民主主

は、愛があるところだからです。一時的な愛

義や、共産主義はあり得ないのです。一度形

ではなく、時間を超越し、永遠な愛の存続す

成されれば、永遠な国家体制として残るので

るところです。また、自分自身が高められる

す。そのようなことを考えるとき、私自身が

ところであり、自分の価値が一〇〇パーセン

そのような国の民となれなかったという事実

ト認められるところなのです。すなわち、永

が恨めしいことではないかというのです。自

遠に幸福なところです。それゆえ、人は天国

分自身がそのような国で暮らせないというこ

を慕い、憧憬するのです。

とを嘆かなければなりません。そのような一
つの国をもてなかったということを嘆かなけ

もしも、地上で国家を復帰するということ

ればなりません。そのような一つの不変の主

を自分の生涯で果たせない場合、皆さんは霊

権をもてなかったということを、私たちは嘆

界に行っても天国に属する人としての価値を

かなければなりません。

もつことはできません。地上で神様の主管圏
内で統治されたという実績をもって、霊界に

主権と国と国土を復帰するために、人類は

行かなければなりません。それが本来の創造

主権国家を立ててきました。その中で多くの

基準なのです。

人が死に、多くの民が犠牲となり、多くの国
が滅び、多くの主権が入れ替わってきたとい

私たちの信仰の目標は、神様の国の民にな

う事実を知らなければなりません。そのよう

ることです。その国の民にならなければ、そ

に犠牲になった多くの人、天側にいる人、あ

の子女として万民あるいは万物世界に、自由

るいはそのようなみ旨のために犠牲になった

自在に誇り愛される道は現れません。国のな

すべての哀魂は、いつの日かそのような国、

い者は、いつも攻撃を受けることになります。

そのような世界を築いてくれることを願って

かわいそうな立場に立つことになります。物

いるのではないでしょうか。

も言えず攻撃される場合がいくらでもありま
す。それゆえ、神様の願う国がどこにあり、
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神様は愛する息子、娘を地上に送り、絶対
的な一つの国家を建てるためのみ旨を進行さ

に行かなければならないのです。そうでなけ
れば行けないのです。

せてきましたが、現時点では一つの国家を復
帰し得る土台は築かれていません。いつも失

今まで宗教人たちは、なぜ生き残れないよ

敗してきたので、この地上に天の人を遣わし、

うなことをしてきたのでしょうか。宗教を協

それを治めさせ、推進させ、成就させるため

助することのできる家庭もなく、社会もなく、

に苦労してきたのが、今までの天の歴史なの

国もなかったからです。国のない民なのです。

です。

国があったならば、氏族が反対する立場に立
ったとしても、その国の圏内に残る道があっ

主権のない国の国民はかわいそうなもので

たはずなのに、今まで宗教を信じる人たちが、

す。ですからイエス様が心配して「何を食べ

どこへ行っても迫害を受け、どこへ行っても

ようか、何を飲もうか、あるいは何を着よう

血を流す祭物の道を歩んできたのはなぜでし

かと言って思いわずらうな。これらのものは

ょうか。国がなかったからです。主権者がい

みな、異邦人が切に求めているものである。

て、国さえあったならば、「おい、これは正

あなたがたの天の父は、これらのものが、こ

しいのだ」と言えば、「ちぇっ」ということ

とごとくあなたがたに必要であることをご存

になったであろうに、国がなかったので……。

じである。まず神の国と神の義とを求めなさ

国のない民なのです。

い。そうすれば、これらのものは、すべて添
えて与えられるであろう」（マタイ六・三一

国がなかったとすれば、いくら幸福で良い

～三三）とおっしゃいました。まず息子を求

家庭だとしても黄馬賊団（注：馬に乗った盗

めなさいとおっしゃいましたか、国を求めな

賊）が出てきて首をはねられるかもしれない

さいとおっしゃいましたか。神様の求めてい

のです。それゆえ国を求めなければなりませ

る国を求めよとおっしゃったのです。

ん。宗教人は、これが分からずにいます。宗
教人は確実に知りません。善なる国を求めな

イエス様も楽園に行って待っているのです。

ければなりません。これが宗教の目的です。

天の宝座の前には行けなかったということを
知らなければなりません。イエス様は神様の

国がなければ国籍がないということになり

前に国の主権を立て、国を治めて、地上から

ます。国がなければ入籍するための土台がな

天国まで直通することのできる権限のある国

いということです。私たちは民族を編成して、

をつくることができなかったので、神様の前

新しく入籍しなければなりません。この地上

に立つことができないのです。ですから楽園

に天国を編成し、その国籍をもって、愛国、

は天国へ行くための待合室です。また、天国

愛族の真実で善なる父母の血統を受け継いだ

は一人では行くことができません。本来堕落

勝利的息子、娘として、自分の一族、あるい

しなかったならば、天国はアダムとエバ、家

は家族を率いて生きたのちに、天上世界の天

庭単位で行くべきなのです。息子、娘と一緒

国に入ることができるのです。それが原理で
す。
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国があって初めて私たちの千秋万代の子孫

なりません。そうして主権者は国民と一つに

の前に、大切に残してあげることのできる伝

ならなければなりません。国民と一つになっ

統も残るのです。私たちが血の汗を流したす

て自分にあるすべてのものは自分のためのも

べての努力も残るのです。天の労苦をたたえ

のではなく、天のためのものであると考えな

る記念塔がこの地上に生じるのであり、すべ

ければなりません。そうなれば、その国は繁

ての栄光の形跡がこの地上に残るのであって、

栄するのです。

国がなければすべて無駄なものになるのです。
今日、世界のキリスト教にとって残された十

一つの国が形成されるためには、主権がな

字架やすべての涙も、天の求める国がないと

ければならないし、国民がいなければならな

するならば、すべて川に流さなければならな

いし、国土がなければなりません。天国もや

いのであり、燃やしてしまわなければなりま

はり同じです。主権に代わるものが父母であ

せん。サタンの籠絡に倒れていくということ

り、国民に代わるものが息子、娘であり、国

を知らなければなりません。それゆえ国が問

土に代わるものが国なのです。この中の、ど

題だということを皆さんは知らなければなり

れ一つとして欠かすことはできないのです。

ません。

これは鉄則です。

私たちが求めるべき祖国というのは、今日

一つの国を見ると、国が形成されるために

この地上にあるような歴史と伝統をもった国

は、その国の主権がなければならないのです。

ではありません。そのような国とは本質的に

そのような観点から地上に天国を実現すると

次元が違うのです。私たちが次元の異なるそ

いう問題を考えてみると、天国の主人は誰で

の国を受け継ぐには、そのための思想的な主

しょうか。主権者は誰でしょうか。間違いな

体性をもった国民にならなければなりません。

く神様が主権者です。では国民は誰でしょう

しかしその主体的な思想は、絶対的な創造主

か。国民は万民です。それでは国土はどこで

の思想と一致する思想でなければならないの

しょうか。地球星です。

です。絶対者の願う国が存在するには、その
国の主権を中心として、その国の国民が一致

自分が行き来するのも、その国を求めるた

し得る国となることを願わなければならない

めの、祖国光復のための建国の功臣になるた

のです。そのような国民性をもち、国家形態

めに、そのような使命を負って、あるいは天

をもたなければならないのです。

の密使としての指令を受けて、今日の悪なる
世に来てこのようなことをしているのだとい

国が形成されるためには、国土がなければ

う事実を考えながら生きていくべきです。そ

ならないし、国民がいなければならないし、

うでなければ、皆さんは今後来たるべき国の

主権がなければなりません。主権とは何でし

国民として、その威信と体面を立てることが

ょうか。根源的な神様と因縁を結ぶことです。

できないということを知らなければなりませ

国を治める人は、国民が深い眠りについたあ

ん。

とで、神様と因縁を結んで政治をしなければ
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さあ、六千年間神様に打撃を与え、苦しめ

祖国を立て、祖国を輝かせ、祖国と共に生

てきたサタンが、そのままおとなしく「ああ、

き、祖国の中で死ぬことのできる自分となら

我は降りる」と言って目を伏せて引き下がる

なければなりません。今まで天の前に、誰も

でしょうか。皆さんはぼろの雑巾でも、捨て

果たすことができなかった責任、この一時に

ようとすればもったいないと思いますね。ぼ

一度しかできないこの厳粛な責任をおろそか

ろでも裏返して臭いをかいでみてから捨てる

にしてはなりません。一度聞けば十のことを

でしょう。サタンがそのまま引き下がるわけ

考え、一度聞いたことを十以上のものと比較

がありません。それでしぶとく闘いを挑んで

していかなければなりません。天の運勢をこ

くるのです。ですから中心に合わせなければ

こに顕すためには、自分が千回恥辱を受けて

なりません。統一教会の文先生も、中心から

もそれをものともせず、また、百の死の道が

外れれば折れて出ていくのです。方向が合わ

あったとしてもそれをものともせずに行こう

なければ発展しないのです。

という信念をもって進むとき、神様は皆さん
の行く道を守ってくださることでしょう。な

統一教会のメンバーは、はだしで立ち上が

ぜならば先生が今まで歩んできた生活の中で、

り、祖国を創建しなければなりません。食べ

そのようなことがあるたびに神様はお捨てに

て残ったものでこの国を生かすことができる

ならなかったことを体験したからです。皆さ

でしょうか。食べて、着て、乗り歩くことに

んも神様が保護してくださることは間違いな

気を遣っている暇があるでしょうか。はだし

いのです。

で、素手で開拓していこう、このようにして
祖国光復のための一つの主体的な使命者と

いくのが統一教会です。

して、自分が任された一つの道ならば道、一
つの部落ならば部落で、この責任を遂行する

三 祖国光復の旗手

者は自分しかいないという信念をもって、絶
皆さんが責任を遂行するために誓い、三千

対引き下がってはなりません。ここで背信者

里半島で新たな旗手になろうと誓って立ち上

となってはなりません。天命に一致する責任

がるとき、大韓民国は私たちの懐に帰ってく

を果たせなくてはなりません。責任の裏道

ることでしょう。それゆえ、輝く瞳をもって

（責任を避けるところ）にいたのでは、この

いるならば、その瞳は栄光の祖国を直視する

道を越えることはできないのです。

瞳と化さなければなりません。才能と力があ
るならば、それを祖国光復のために用いるこ

寝ることができなくてもやらなければなら

とのできる勇士となって、皆さん自身が堂々

ず、食べられなくてもやらなければならず、

とした姿で、祖国光復のための聖別された責

追われながらもやらなければならず、死ぬと

任者に代わる者となろうという信念を感じな

しても決定を下してから死ななければなりま

がら前進することができなければなりません。

せん。決定的な使命を遂行しようと新たに決
心して立ち上がるとき、皆さんの行く道は開
かれるに違いありません。しかしそうできな
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ければ、先生が皆さんを立てて信じ、願って

そこへ共に行き、その涙の谷間を共に行き

きた希望の世界、光明の世界は、逆に闇の世

来するならば、皆さんは滅びることはないで

界となることでしょう。先生はこのような問

しょう。神様はそのような人を捨てはしない

題を心配しているのです。

でしょう。来たる希望の祖国は、そのような
人を迎えるようになっているのです。皆さん

因縁を結んできた歴史とともに、因縁を結

が世界史上になかった祖国を迎える最初の旗

んできた事情とともに、感じ難い涙ににじん

手となり、祖国光復の建国の勇士として登場

だ心情を感じるたびに、神様の心情をかき抱

するときには、千年、万年たたえられる群れ

いて身もだえしなければなりません。そして

になるのではないでしょうか。これは深刻な

祖国光復と世界解放の土台を私たちの手で、

問題です。

私たちの精誠によって築くために、闘いの場
に向かって力強く闘っていかなければなりま

今日、統一教会の群れは、金日成を中心と

せん。そのような皆さんになってほしいと思

した北韓共産党の骨髄分子が一つとなったも

います。私たちが求めるべき希望の祖国を見

の以上に、それを凌駕できなければ、神様の

いだす皆さんとならなければなりません。

み旨を成し遂げることはできないのです。そ
うでなければ神様の願う新しい祖国光復はあ

皆さんが死地に赴かなければ、自分が救わ

り得ないのです。

れないのはもちろん、大韓民国が滅びること
になるのです。大韓民国の国民がすべて滅び

女性が先頭に立たなければなりません。で

たとしたならどうしますか。そこに入ろうと

すから今、韓国でも祝福を受けた家庭の女性

しなければならないのです。もしそこで犠牲

をすべて一線に追い出しました。先に動員し

になったとすれば、民族を団結させ得る新た

たのです。韓国が本部国家なので、祝福を受

な世界史的な爆発的力の源泉がそこからわき

けた皆さんの先輩家庭はみな一線に出ました。

出るのです。「行こう！」と決意することの

それを知らなければなりません。ですから世

できる男らしい足並みとならなければなりま

界に散らばっているムーニーの女性すべては、

せん。

それに従って一線に向かって出ていくのです。

そのような道でなければ成し遂げる方法がな

アーメン。

いとするならば、その道を通ってでもみ旨を
成していこうと、そこに志操の碑を立ててい

四

私たちは祖国光復のための独立軍

こうという天の息子がいるとするならば、そ
れは神様の胸と骨と肉を一度に溶かすことの

皆さんが決心すべきこととは何でしょうか。

できる息子ではないでしょうか。祖国光復の

祖国光復の一日を迎えることです。今日、私

伝統的思想は、そこから芽生えるのではない

たち韓国の民は、八月十五日を光復節として

かということです。

記念しています。解放の日として記念してい
るのです。第二次世界大戦以降、多くの弱小
民族が、自分の一つの国を中心として光復と
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解放と独立を記念しています。ところで神様

財産が問題ではありません。子と妻はもちろ

を中心として、天地の光復の日と独立をたた

ん、自分のすべてと南韓（韓国）全体を投入

えることのできる日はいつ来るのでしょうか。

してでも、これを成就させなければならない

考えたことはありますか。その日が来なけれ

という義務感をもった大韓民国になるに違い

ばならないのです。

ないのです。そうなれば南北が統一されるで
しょうか、統一されないでしょうか。それを

日帝時代末期に祖国光復のために、祖国の

知らなければなりません。

独立のために地下運動をして日本と闘争しま
した。今もはっきりと覚えています。私が血

その基地はどこでしょうか。班です。その

を吐くような場で、息が詰まり倒れるその場

班が、個人の前で「お前は祖国光復をしたの

で、「私は神様の名によって日本帝国を屈服

か」というときに、「したとも。私は神様が

させなければならない」といって闘争しまし

愛した本然の祖国、私たちの先祖が愛した祖

た。そのような場において、神様は共にある

国の上に立ったのだ。歴代の先祖が愛し、見

のです。北韓に行っても同じです。監獄に入

たいと思っていたその位置に立ったのだ。そ

れられ、追い込まれた場でも、神様の名によ

れゆえ、愛を中心とした神様の祖国のための

って監獄へ行けば、神様がついてくるのです。

復活体、祖国光復を願う父母と歴代の先祖の
希望の復活体、祖国光復を願う世界万民を縮

私たちの生きている現世を、どんなことが
あっても否定しなければならない運命にある

小した復活体として、私は立ったのだ」とい
う自負心をもたなければなりません。

のが、今日の人類であり、人類を導いている
様々な国家だと結論づけることができます。

今まで統一教会は、家一つ建てませんでし

それゆえ、この地上に生き、地上に存在する

た。私はビルを建てることができるのに、ど

人類と国は、どの道一つの峠を越えなければ

うしてそれをしないのでしょうか。私たちの

ならないのです。歴史的伝統をそのままもっ

教会本部をヨイドに建てようとしたとき、政

ていては、真なる理想の祖国、神様の描く祖

府が許可してくれませんでした。本堂を建て

国の光復はあり得ないということを知らなけ

られない統一教会が、地方教会を建てるとい

ればなりません。

うのですか。祖国光復のため、万民復帰を主
張するための一つの神様を迎える殿堂を立て

神様の祖国光復が私たちの目前に来るとい

てから出発しなければならないのに、私たち

う時点があるとすれば、そして、今日の韓国

統一家がひとつところに落ち着いて良い暮ら

の地が神様の祖国光復の基地となるという驚

しをしてはならないのです。

くべき事実を知れば、韓国民族は寝ていられ
るでしょうか。食べて遊ぶでしょうか。勝手

ですから「父母の日」から、祖国の光復を

なことをするでしょうか。「するな」と言っ

公布しなければならないし、万国天下の伝統

ても昼夜を問わず生命を投入することでしょ

的出発と一致しなければなりません。このよ

う。

うな闘いをしなければなりません。これを失
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ったのです。ですからこれは、サタンの餌で

ばなりません。父の国を創建しなければなり

す。では、これを起こして成し遂げた人は誰

ません。そのためには絶対服従して、すべて

でしょうか。サタンでも誰でもみな、「文総

真のオリーブに接ぎ木されなければなりませ

裁は最高だ」と言うのです。

ん。

父の国、再臨主の国、愛の救世主の国、天
国の生命を中心とした愛の中心存在、天国の

お母様の行く道は、先生の道のように困難

生命をもった中心存在として、神様の血統を

であってはなりません。お父様の行く道は男

受け継いで、ここに真のオリーブとして登場

性が反対しても困難はないのですが、お母様

し、ついにこの統一教会の群れを支えること

の行く道には反対する女性がいてはなりませ

のできる統一教会ができたので、これらを中

ん。それを私が解怨成就するためにも、お母

心として、すべての既成教会思想を切ってし

様の行く道は女性という従者がすべて後援し、

まって、接ぎ木をするということをなしてき

「私を踏んで早く祖国光復と天地を解放して、

たのです。接ぎ木されまいと騒ぎ、切るとい

神様を解放することのできる道を行ってくだ

っては大騒ぎしていますね。切ってしまわな

さい」と言うことのできる女性の橋が必要な

ければ、それは滅びるのです。

のです。

日本人が復讐をするときは、自分の母一人、

ここにいる食口たちはみな国を捨ててきま

兄弟一人殺したといって、一生の間命懸けで

した。自分の祖国を捨ててきました。なぜで

復讐します。これを知れば、私たちの祖国光

しょうか。神様が願う本然の祖国の地のため、

復のための復帰摂理路程において、このよう

祖国の光復のためにです。いかにアメリカが

な惨事に遭ったことを知る王の悲痛、民の悲

素晴らしいとしても、私の言うことを聞かな

痛はどれほど大きかったであろうかというこ

ければ滅びるようになっています。このよう

とです。ところが、民であるこの人類がそれ

な独断的な決断を下してそんなことを言う人

を知らずにいるのを見る神様は、なおのこと

は、通りがかりの客ではありません。それを

悲痛なのです。

すべて果たしたので言っているのです。ほら
吹き者ではありません。すべて終わらせてき

神様のものなのに、偽りの愛によってすべ

たのです。

て奪われてしまったのです。ですから、神様
に帰らなければなりません。帰るには、その

過去の人、現在の人、未来の人、霊界に行

ままでは帰ることができません。蕩減しなけ

った人も、祖国光復のために協助することの

ればなりません。ではそのようなことを誰が

できる時が来ました。ですから多くの人々の

しなければならないのでしょうか。数千年間

先祖が入ってきて、統一教会に行かなければ

宗教を通してなしてきたのですが、アメリカ

薬を与えて病気にするようなことが起こるの

のキリスト教が韓国をアダム国家として保護

です。文総裁の力でそうなるのではありませ

し、イギリスとフランスと日本とドイツ、イ

ん。神様と先祖、天使世界と先祖が一つとな

タリアまで合わせて、祖国を光復させなけれ

って、地上をすべてコーナーに追い込むので
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す。家庭問題を中心としてコーナーで手をつ

ガも必要だし、ドアも必要だし、多くの材料

けることはできません。唯一文総裁だけが全

が必要ですが、その中でも最も重要なものは、

権をもって行使することができるという驚く

その家を完成させる総合的な完成美を備える

べき事実を、この民族が喜望峰として、その

ことです。神様が人間に願われる最も大きな

国の、祖国の基盤として歓迎するときには、

願いは、多くのお金をもっていること、学者

天下無敵の国となるのです。

になることではありません。
聖書のみ言のとおり「心をつくし、精神を

五

つくし、思いをつくして、主なるあなたの神

祖国光復は真の愛によって

を愛せよ」（マタイ二二・三七）これが第一
天の国、天国を建設する祖国光復において

の戒めです。第二に「自分を愛するようにあ

独立軍として戦いに出た女性は、歴史上どれ

なたの隣り人を愛せよ」（同二二・三九）と

だけ立派なことでしょうか。歴史上どれだけ

おっしゃいました。驚くべきみ言です。

たたえられることでしょうか。堕落したエバ
一人によって、歴史的に女性がどれほど呪わ

今後この世界の問題を解決し、人類の道徳

れてきたことでしょうか。しかし、今復帰時

問題をすべて解消するためには、堕落論がな

代において、女性が先頭に立って祖国光復の

ければならないのです。堕落論なしには、人

ために勝利的基盤を築いたならば、それはど

間の問題は是正されないのです。これはサタ

んなにたたえるべきことか、考えてみてくだ

ンが天に背反し、歴史を率いてきた最後の絶

さい。

望的終末現象なのです。これは人類を破綻、
滅亡させるためのサタンの戦略です。これを

では、どのようにして勝たなければならな

解消しなければ歴史が解かれることはありま

いのでしょうか。銃剣で勝ちますか、何によ

せん。歴史が解かれなければ歴史を清算する

って勝ちますか。女性が現れれば、サタンの

ことはできないのです。

男性兵士が女性の真の愛を願うでしょうか。

それに対する代案を中心として、神様の創

願いません。そのような者たちにどうやって

造理想の代案を中心として、私たちの神主義

勝つというのでしょうか。皆さんは自分が女

に帰ろう、真の愛主義に帰ろうというのです。

王であるかのように考えなければなりません。

それは自分自身のためではなく、利他的なも

金日成は悪なる王であり、皆さんは善なる

のです。愛の相対を創造しなければならない

女王なので、自国のあらゆる権限をすべて悪

のです。そのような内容でなければ、収拾す

なる王に何も言わずに与えるのです。そうし

る道はありません。

て整備しなければなりません。何によってで
アメリカの女性は、善なる女王のようです。

しょうか。真の愛によってです。

現代のどんなアメリカの家庭においても、女
神様が最も喜ばれるのは、愛の文化です。

性は女王のような状態にあります。それは事

神様はお金や権力、知識などが必要でしょう

実です。いつも夫に「ああしろ、こうしろ」

か。良い家を設計して建てるためには、レン

と命令するのです。神様がアメリカの女性を
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訓練しているのです。お金もたくさんもって

住むのです。そこには赤ん坊もいるし、少年

いるし、宝石もたくさんあるし、力も強いの

もいるし、青年もいるし、壮年もいるし、老

です。お金をたくさんもっています。お金、

年もいるというように、みんないるのです。

すなわち「マニー」というのは、韓国語では

このような家庭の道場は、世界大宇宙の家庭

「多い」という意味です。

を連結させるための師範教育の場なのです。

皆さんが宝石や家や、アメリカの土地の半

自分の家庭を中心として関係をもっている

分を金日成の肩にかけてやれば、投げ出して

おじいさんから母親、父親、自分の兄、自分、

しまうことでしょう。アメリカの半分を載せ

このような一つの家庭で訓練された四種類の

さえすれば、あきらめてしまうのではないで

人が散らばっているのです。ですから自分の

しょうか。そうでしょう。今、彼らは飢えて

家庭を中心として訓練することが、世界の家

死につつあります。悲惨です。経済的に後援

庭に接ぎ木するための道なのです。世界の家

すれば変わります。ですからアメリカの女性

庭に連結させるためには、自分の家庭を投入

が一線に立って「闘うのはやめよう。おなか

しなければなりません。それが復帰原理なの

がすいているでしょう。食べ物を送ってあげ

です。より大きな目的を完成するためには、

る。車も送ってあげる。欲しいものはすべて

投入しなければならないのです。それが復帰

送ってあげる」と送り続けてごらんなさい。

原理です。再創造原理です。

自然に解放されるのです。
アメリカの女性がもっているお金をすべて

主体と対象が、より大きな対象を求めて対

金日成にあげれば、金日成は闘おうとするで

応的な相対関係を中心とした主体と対象とな

しょうか。その次には、中共を通して食べ物

って、一つとならなければならないのです。

も送り、着る物も送ってごらんなさい。アメ

このみ旨と同じです。人類大家族化時代なの

リカ人のように良い暮らしができるようにし

です。これは家庭を中心として訓練されたの

て、豊富に食べさせてあげれば、闘うことは

を、自分の家庭よりもより大きく愛するとい

しないはずです。ですから、ムーニーたちは

うことです。投入して忘れるならば、より愛

どうすべきなのでしょうか。苦労して飢えな

するならば、どこにおいても主人となるので

がらも北韓の人に対して犠牲的に接したとし

す。家庭よりも氏族が大きいので、氏族を愛

ましょう。そうすれば、北側の人はそれが分

し、氏族よりも民族が大きいので氏族を愛し

かったときに、銃剣でムーニーを殺すでしょ

ていた以上に民族を愛し、民族よりも国家が

うか。

大きいので、民族を愛する以上に国家を愛す
るということです。

人類はすべて家族です。私たちは家族だと

このように段階的により投入し、忘れなさい

いうのです。すべて真の愛によって関係した

ということなのです。大きい分野に該当する

一つの家族なのです。きょうお話ししたこと

道理に従って、より投入するという概念がな

と同じです。人類は一つの木だということで

ければなりません。この国からあの国に移る

す。皆さんの家庭には何人もの家族が一緒に

ときも同じです。国をもって世界へと上がる
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ときには、国に対して尽くしてきた精誠以上

要なのであり、服従も必要なのです。愛ゆえ

の精誠を尽くせばいいのです。投入するとこ

です。無限なる愛には、宇宙的神様までも服

ろには、より投入すべきなのです。

従するのです。神様が投入してお忘れになる
のですから、私も投入して忘れなければなら

韓国で暮らしてきた人が、ここウルグアイ

ないのです。服従するのです。

に来たということは、地の果てから地の果て
まで来たことになるので、自分の国よりも愛

愛を中心として絶対信仰です。愛を完成す

さなければならないのです。そのように自分

るためには絶対服従しなければならないので

の家庭よりも、自分の国よりも愛そうという

す。死んで、百回死んでも愛を必要とするが

心をもっていれば、夢でも統一されます。国

ゆえに、その道をよく求めていかなければな

境がなくなります。国境がなくなるのです。

らないのです。それゆえ、霊界に行くという

今や地球星は真の愛を中心として、統一祖国

ことは死ぬことではなく、神様の愛を求めて

化時代となったので、このような思想さえも

いく道だということです。神様が愛のために

っていれば、どこでも通じることができるの

死ぬという道をつくったのです。それ以上の

です。一番目は言語統一化時代であり、二番

心をもっていなければ、愛を復帰することは

目は人類大家族化時代です。これらはすべて、

できません。

真の愛を中心としてするのです。
六

祖国光復のためにもつべき信念と姿勢

世界も祖国光復とともに自然についてくる
ので、一つの方向を中心として、民族が団結

これから新しい時代を迎えて、どんな姿勢

した世界と国家の形態をつくることができる

をもつべきなのでしょうか。祖国光復のため

のです。これがアダム文化ですね。それは何

の信念が、何よりももっと高く胸の中で燃え

かというと、真の愛の文化です。

ていなければなりません。言い換えれば、六

生まれるのも愛ゆえに生まれたということ

千年間神様が待ちわびてきた祖国を建設する

です。男性が生まれたのは自分のために生ま

旗手となり、先鋒に立った精鋭部隊の一員と

れたというのでは、真の愛をすべて全面的に

して開拓者になるという、このとてつもない

抱くことはできません。向こうの果てまで完

使命に責任をもっているという自負心を感じ

全に抱くためには、無限に与え、与えて忘れ

なければなりません。来ては去っていった多

なければなりません。そうすれば、宇宙が飛

くの人が手に入れたいと願ってはきたものの、

びついてくるのです。

手に入れようにも手に入れることのできなか
った、たった一つしかない、この時にしかな

今後、天国の世界では、給料をもらうとい
う時代は過ぎていくのです。夫婦を中心とし

い特権的な使命を背負っているという厳粛な
責任感をもつべきです。

て総蕩減をしなければならないのです。歴史
時代においては、絶対信仰、絶対愛、絶対服

食べて寝て、行き来するという生活全体が、

従が宇宙創造の原則です。愛ゆえに信仰も必

祖国創建のためのものでなければなりません。
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神様から特別に遣わされた密使として、凛々

前たちはその日を見てから死になさい」と子

しくこの使命を遂行しようと勇み立つことを、

孫に遺言を残すのです。この思想が、すなわ

神様はどれほど待ちわびてきたことでしょう

ちイスラエルの思想です。

か。今まではひどく追い込まれ、ひどく追わ
れてきました。一度たりとも国家の足場を備

今後私たちは、大韓民国を神様のみ旨の前

え、全体の内容を提示して繰り広げることの

に立てなければならないのであり、神様の願

できなかった天のそのみ旨、祖国を立てるた

う祖国光復をしなければなりません。このよ

めの、そのみ旨を立てなければなりません。

うな意味から、私たちの責任遂行を前にして

今まで一度もそのみ旨を立てることができな

冷徹に批判してみるときに、今まで私たちが

かったのです。

つづってきた生活態度が、どのような意味で
の生活だったかを反省せざるを得ません。

これからは、そのような祖国を立てること
ができます。その祖国には主権があり、その

神様はどのようなお方でしょうか。神様は

祖国には国土があり、その祖国には国民がい

密使の大王であられます。祖国光復のために

ます。またそこには、単一民族の血統がつな

サタン世界に現れる密使の大王であり、総司

がっており、他の民族にはもつことのできな

令官であられます。では、そのような神様が

い歴史があります。このような祖国のために、

この地に向かって、「私が神様である。私が

私たちは密使の使命を遂行しなければなりま

教えてやることのできる真理はこれだ」と六

せん。

千年の間に主張したことが一度でもあったで

そのような使命を自分自ら早い時期に完遂

しょうか。ありませんでした。

できれば、それだけ祖国光復の土台が自分に

しかしながら神様は、私たちの澄んだ良心

よって徐々に近づくのです。今日苦労の代価

を通して指示し、絆を結ぶために苦労してこ

を払うということが、祖国光復の一日を近く

られました。私たちの心の器を広げ、一致し

に迎える土台となるのです。

得る自由な世界へと率いてきたのが六千年の

このような事実を考えながら、皆さんは生

復帰摂理歴史なのです。

きて密使の使命を完遂しようという決意をも
って進まなければなりません。そうしなけれ
ば、この時代に神様が私たちにもたらしてく

第二章 家庭教会は摂理的な内的基盤
一

家庭教会とは何か

ださる世界史的な祝福と天運を、私たちのも
皆さんは「ホーム・チャーチ」という言葉

のとして迎えることはできません。

を聞いたことがありますか。家庭教会という
「神様は私たちの神様、私たちは神様の息

のでしょう。ところで家庭教会というのは、

子、娘、私たちは祖国光復のために生きてき

昔はいくら家庭教会という名詞を知っていた

た。世界の至る所で追われても滅びることな

としても、事実それを迎えることはできなか

く、復権する日を見るまでは死ぬものか。た

ったのです。なぜでしょうか。時が来ていな

とえ私たちは果たせずに死んだとしても、お

かったからです。そのような蕩減条件が、歴
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史の前に神様とサタンと歴史を代表した責任

にあるので、皆さんは行かざるを得ません。

者との決定がなされていなかったので、いく

これは歴史的なすべてのことを網羅して、こ

らホーム・チャーチに入って、「これを世界

の世界を代表した神様の理想的完成であり、

の祭壇に完結させて捧げます」と言っても受

今日人類がやるべきこととして、登場し得る

けることができないというのです。サタンも

家庭教会となるとき、間違いなく地上天国が

認定しないというのです。

実現されるでしょう。

今、全世界の統一教会で、家庭教会活動が

家庭教会とは、三百六十軒を中心とした祭

展開されています。堕落した人間たちは、個

壇を設定して、その家庭教会の祭壇に属した

人復帰から世界復帰まで、先生のように一生

家々を神様のみ旨の中に、立ててあげる活動

を、犠牲の道を通じて天国に行かなければな

です。このように三百六十軒を中心とした家

りませんでした。

庭教会を実践し、完成する人は、個人的には

しかし、今は先生が築いた道に従っていけ

神様の真の子女になると同時に、宗族的メシ

ばいいのです。もう先生は、皆さんが走るこ

ヤになり、全体的には神様の創造理想を実現

とのできる道をつくってあげました。皆さん

することになるのです。

は先生が築いておいた道を蕩減復帰する条件
を立てて、出発することができます。それが

先生が百余国家のすべての蕩減条件をみな

三百六十軒を中心とした家庭教会活動です。

立てて、天地にふさがれた壁を心情的基準で
連結させたので、皆さん自身もそのような世

皆さんが今年から家庭教会活動ができると

界を縮小した型を中心として蕩減条件を立て

いう事実は、驚くべきことです。これは人間

て、現時点において、天と地に壁がふさがら

が堕落の運命を抜け出すための運命的な道で

ない、自分自ら動くことのできる基盤を築い

あり、生きてできなければ、死んででも行く

ておかなければなりません。それが何かとい

べき道です。もう個人から氏族、民族を天の

えば、ホーム・チャーチ（家庭教会）だとい

国民として編成させる時になったので、統一

うのです。

教会はこの全歴史のすべての結実を総合して、
一つの勝利的祭壇を築かなければなりません。

先生は今まで父母の名前をもって全世界の

そのようなことを担当するために出てきたの

人類の前に、万民が個人、家庭、氏族、国家、

が、家庭教会活動なのです。

世界、神様にまで、行くことのできる蕩減条

自分の息子、娘よりも三百六十軒のカイン

件を代表的に立てておいたのです。代表的に

世界を愛さずしては、入り得る道はありませ

立てて、勝利したので、この勝利の名前でそ

ん。神様は、数千年の間、言い表すことので

れを一〇〇パーセント相続して、皆さんが七

きない難しいこの道を築いてきましたが、私

年路程を経て、行かなければならないのです。

たちは七年間、三百六十軒を中心として活動

先生が一生の間、世界の舞台に成し遂げたこ

し、勝利の条件を経ることができるのです。

とを皆さんはできますか。ですから世界舞台

このような家庭教会の基盤が、皆さんの目前

を縮小した足場、祭壇が必要だというのです。
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それがホーム・チャーチだということを知ら

インの一族、アベルの一族が一つにならなけ

なければなりません。家庭教会……。分かり

ればなりません。イエス様でいえば、ヨセフ

ましたか。

の支派と洗礼ヨハネの支派が一つになって、
家庭を成さなければなりません。そのように

統一教会が歴史上初めて、家庭教会という

家庭が策定されなければならないというので

主題を立てることができたという事実は、神

す。そうすればサタンが侵犯できません。そ

様の前にも人間全体の前にも、極めて重要な

のようにして、宗族的メシヤの前に、イエス

ことだという事実を知らなければなりません。

様の前に、すべての一族が抱かれることによ
って初めて、イスラエルの国で失敗した家庭

先生は、世界的に勝利しました。皆さんは
わずか三百六十軒を中心とした家庭教会で勝

本然の基準が、堕落していない基準へと復帰
されるのです。

利することができないのですか。
家庭教会の完成とは何ですか。新たな文化
皆さんが家庭教会活動をするのは、神様の

創建を主導する、アダム文化を再編成するこ

代わりに、真理の教育と愛の教育をしに行く

とのできる主人になれということです。そう

のです。家庭教会を通じて父なる神様の愛と

してこそ、アダムの後孫になるでしょう。そ

真理を教えなければなりません。

れでは何が中心なのでしょうか。心情的基準
が中心です。それではその心情とはどんな心

皆さんは神様にどこで出会えるのでしょう

情なのでしょうか。神様が皆さんを見つめる

か。レバレンド・ムーンは、世界の蕩減基盤

とき、心の中に「お前は堕落した。復帰され

を中心として各国で、汗と涙を流す闘争の中

た息子ではない」という、そのような堕落し

で、勝利の土台を立てるところで神様に出会

たという観念を感じないで、「我が愛する息

うことができましたが、皆さんは父母様の名

子よ」と言うことのできる立場に上がらなけ

を通じて勝利のそのすべてのものを相続し、

ればなりません。「あの野郎、あの統一教会

皆さんが世界の舞台には行かなかったとして

に入って、ろくでもなくあんな姿で歩き回り、

も、「世界に行った」と言うことのできる、

あっちに行ったりこっちに行ったり、どじょ

そのような条件を成就したということが必要

うの子、うなぎの子のような姿で」などと言

なのです。それが何ですか。家庭教会です。

われてはなりません。

そこが、万国の解放された家庭の出発地点

世界がまだ私たちの教会化した天国基盤に

です。堕落していない本然的なアダム・エバ

なっていないので、家庭教会の組織を通じて、

の理想的な真の愛と真の生命の出発が宣布さ

先生が四十年の間、蕩減条件、神様の愛を中

れたところだというのです。これを編成する

心とした所有決定的権限を完全に編成し、勝

ために、先生が宗族的メシヤを宣布したので

利したという印を押さなければならないので

す。イエス様が家庭を求めてきたでしょう。

す。サタンが公に認めた立場で「勝利しまし

ホーム・チャーチを知っているでしょう。カ

た」と言い得る決定をしてこそ、愛する父母
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は、愛の勝利の所有決定権を皆さんの前にす

未完成圏では、あるかもしれませんが、私自

べて相続してくれるのです。それは真の父母

体に成された家庭教会圏内では、神様の摂理

という名前をもったがゆえに、皆さんが相続

も宗教もありません。そこは天国人が住むと

することができるのであって、そうでなけれ

ころです。

ば相続することができないのです。
皆さんは今、父母の代わりに働くことので
皆さんはホーム・チャーチをしながら、あ

きる時代に入ってきたということを知らなけ

りとあらゆる人にののしられなさいというの

ればなりません。皆さんが代わりにしなけれ

です。冷遇されなさいというのです。冷遇さ

ばならないこととは何かといえば、先生がや

れるたびに、自分が冷遇されるときは、ただ

ったことを繰り返すことです。ところで、先

されるのではないのです。私が冷遇され、の

生が世界の舞台でしたことを、皆さんは全世

のしられるのは、なぜかと言えば、妻を生か

界的に歩き回りながらはできないというので

すために、息子、娘を生かすために、そうす

す。ですから、制限された一つの祭壇のよう

るのです。息子、娘を抱き締めて、妻子を抱

なところでしなければなりません。世界を歩

き締めて、夜を明かしながら、止めどない涙

き回りながら祭祀をして、連結させたすべて

を流さなければなりません。「これはどうし

のことを縮小した一つの祭壇、世界全体の人

たことか。この道を行くのにこのように反対

類を代表して拡大されたそれを縮小した祭壇

できるのか」と言って涙を流すのは、悲惨な

でしなければなりません。皆さんのそのよう

ことではありません。この世で涙を流すすべ

な活動的蕩減内容が必要なので、そのような

ての悲痛な人々よりも、切なる天の価値のた

形につくっておいたのが家庭教会です。

めに涙を流す立場に立ってこそ、これが谷と
なり、この世から流れて入ってくるのです。

蕩減したすべてのことを皆さんが先生から

そうしてこそ同情して、一つに絡み合って出

受け継がなければならないのに、ただでは足

てくるのです。

場がないというのです。祭壇がありません。
このような世界的祭壇をつくって、勝利した

私が統一教会をつくって、統一教会に残し

このすべての祭壇から祭物を移すとすれば、

てあげた宝があるとすれば、これです。家庭

自分なりに祭壇を築いてこそ、祭物を移すこ

教会は、私が一生の間、犠牲の道を歩んで残

とができるのです。その祭物を移しておいた

してあげた宝です。統一教会の教会員たちに

のが、何かと言えば、家庭教会だというので

残してあげられる宝とは何でしょうか。統一

す。分かりましたか。

教会の権限を天と地から、あるいはサタンと

家庭教会は、皆さん自身が完成できていない

神様から堂々と相続することができるという、

ことを完成させてあげるものなので、世界を

これが宝です。それでは家庭教会が完成する

越えて帰ってこなければなりません。世界に

ときは、統一教会という名詞があるでしょう

行って蕩減条件を経て、このことをするので

か、ないでしょうか。神様の摂理はあるでし

すが、それを縮小したものです。これを縮小

ょうか、ないでしょうか。私以外の家庭教会

して先生の福を引き継ぐことのできる祭壇で
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す。祭物は祭壇を築いて、大きな祭壇から小

チは嫌だ。先生の行くところにだけ行こう」

さな祭壇に移さなければならないのです。祭

と言うのです。それはいけません。

壇は血を流すのです。ホーム・チャーチとは

いくら父が大統領でも、父のそれをただその

何ですか。チャーチというのは、まだ祭壇を

まま自分が引き継ぐことができるでしょうか。

築いて血を流さなければならないのです。先

大統領になるためには、大統領になる基盤を

生が築いた祭壇を受け継ぐための小さな祭壇

築かなければなりません。いくら皇太子とし

として、世界史的な苦労をしたのです。

て生まれたとしても、王になるためには、王

神様はどれほど苦労したでしょうか。先生

になることのできるすべての法度と規範を習

はどれほど苦労し、イエス様はどれほど苦労

わなければなりません。備えなければなりま

したでしょうか。このすべての苦労と労苦に

せん。それで皆さんは、口だけではなく、こ

よって勝利の祭壇をもってきたものを皆さん

れから人類歴史最後の路程に父母様の言うこ

が引き継ぐためには、皆さんも祭壇を築かな

とを一つ聞けば、神様が「お前は孝子だっ

ければならないのです。そうしてこそ引き継

た」という印を押して、天の国の孝子として

ぐことができるのです。それがホーム・チャ

天国に送ろうというのです。これはどれほど

ーチです。

驚くべき愛でしょうか。その基盤とは何です
か。家庭教会という基盤です。

家庭教会はどこからですか。ゲッセマネの

それでは皆さんは、天の国の孝子として行

十字架の絶頂からしなければならない、こう

きたいですか。ならず者として行きたいです

考えます。ゲッセマネ……。それは何のこと

か。孝子、孝女として行きたいでしょう。ホ

か分かりますか。さらにはゴルゴタの山頂か

ーム・チャーチを通じずには、孝子、孝女の

ら始まるというのです。考えてみてください。

印をもらう道がありません。天国は、孝子が

イエス様がそのゴルゴタ、ゲッセマネの園で

入るのです。

死ぬとき、同情した人は一人もいませんでし

息子は息子でも、ならず者は入ることがで

たが、私が死のうとするとき、数多くの人々

きません。孝子の名前をもって行かなければ

が同情することのできる基盤、環境をもって

ならないので、孝子の名前の印を押してもら

から死ねるということが、どんなに幸せなこ

うためのもの、それが家庭教会です。

とかというのです。皆さんが死ぬとき、逃げ
出すペテロではなく、皆さんの代わりに「私

統一教会の指導体制が、もう今は私が引っ

が死にます」と言うことができる群れを地上

張っていく時が過ぎたというのです。平面的

でもつことができる自由な環境をもったとい

拡大時代になったので、家庭理想をもった自

う、このような事実を考えて、このような歴

体の氏族を中心として拡大すれば、世界は自

史的伝統を蕩減すると考えるのです。

然に復帰されるのです。その氏族拡大の方法
とは何かというと、統一教会でいういわゆる

ここに来ては、みな先生にだけついていこ
うとするのです。「自分の言うことだけ聞

ホーム・チャーチだというのです。このよう
な総決算的公判の場ができたというのです。

け」と言って、自分は「何、ホーム・チャー
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二

さんゆえに氏族が救われ、その三百六十軒が

家庭教会活動の始まり

救われるのです。
一九七八年十一月十二日を期して、皆さん

このようなことは、宗教の歴史上にもなか

すべてをメシヤの資格者として、ホーム・チ

ったし、人類歴史上にもありませんでした。

ャーチの区域に出ていけと命令したのです。

このような一つの事件が始まったのです。宗

どうしますか。出ていこうという人、手を挙

教がいつ結婚しろと教え、宗教がいつ親と一

げてください。それでは、これからそこに出

緒に暮らせと教えましたか。そのように教え

ていくのです。家庭教会をつくるまでは、帰

る法がどこにありますか。初めて出てきたの

ってくることができないということを知らな

です。初めて、皆さんが一緒に家庭教会を中

ければなりません。死ぬまで帰ってくること

心として……。家庭教会というものは、同じ

ができません。霊的に帰ってくることができ

運命にあるということです。共に栄えること

ないのです。

のできる全体の救いの基盤を与えられ得る大
変な、時代になったというのです。このよう

イエス様は死んで昇天するとき、ペテロに
天国の鍵を与えましたが、レバレンド・ムー

に大きな世界的な三段階が、家庭教会によっ
て短縮されます。短縮されるのです。

ンは生きて、天国の鍵を与えるのです。個人
のために与えるのではなく、氏族を救うため

皆さんの前に、先生が家庭教会の基盤であ

の鍵を与えるのです。個人の救いをさせる人

る三百六十軒を分けてあげることができたと

ではありません。皆さんはメシヤになるので

いうのは、歴史的な希望の日であり、宗教が

す。家庭教会のメシヤ。これは空論ではあり

希望してきた終着点であり、神様の摂理の終

ません。地でなされることはそっくりそのま

着点となるのです。サタン世界で今まで確保

ま霊界でもなされるようになっているという

しておいたサタンの基地が完全に撃破され得

のです。ですから、この宇宙のダイヤモンド

る出発の日となるのです。もし先生が家庭教

鉱山のようなところで、誰がこの鉱山口でた

会を発表できなかったならば、歴史は悲惨な

くさん掘り起こすのかということが、皆さん

運命の歴史として終わっていたことでしょう。

の努力いかんにかかっています。この宇宙の

家庭教会というタイトルは、皆さんにとって

ダイヤモンド鉱を統一教会の教会員たちが探

無限の福です。歴史過程に数多くの王がいた

し当てるのです。ホーム・チャーチで探し当

し、数多くの大富豪がいたし、数多くの学者

てるのです。誰がたくさん見つけるでしょう

がいたし、有名な人がいましたが、それがす

か。分かりましたか。大変なことです。

べて問題ではないというのです。皆さん自身
が「たとえ私は卑しい身であっても、たとえ

これまで宗教は、自分一人が救われようと

無価値な身であっても、私が生きているうち

したのです。私一人がどうやったら救われる

に先生からホーム・チャーチという名前を中

かという個人の救いを標準にしてきたという

心として、私に伝授してもらえる」という事

のです。私たちは個人の救いではありません。

実は、驚くべき事実であることを知らなけれ

氏族の救いを一度にやろうというのです。皆

ばなりません。
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父母を探すと同時に、天使世界も探さなけ

なりません。したがって、このカインが神様

ればならないし、サタン世界も探さなければ

の息子、娘を愛したのちに、アベルが長子の

ならないというのです。神様も探さなければ

資格を備えて出てくるとき、神様が愛するよ

なりません。ここで、これがみな決まります。

うになるというのです。それで祝福して愛す

それで今度日本へ行ってもイギリスに行って

るようになるのです。この原理をはっきり知

も、みなこれから行くべき道はホーム・チャ

らなければなりません。これは公式です。家

ーチ、すなわち家庭教会です。それが何かと

庭教会を完成させるには、これを知らずして

言えば、家庭天国だというのです。それで三

はできないというのです。

百六十軒全部が皆さんをメシヤのように侍る
ことができ、皆さんを真の父母のように侍る

「統一神霊協会」と言うとき、神霊的なも

ことのできる基盤を備えて、一つにし、神様

のが何かといえば、堕落していない本郷の世

の前に奉献したという事実は、全世界を通じ

界です。統一された本然の世界を成すことが

てサタンが基盤を築き、反対したすべてを勝

できる協会です。これからは、キリスト教が

利の立場で受け継いだということです。

うまくいきません。これが今日から三十三年
はいいですが、将来新しい世界へと越えてい

私たち統一教会は、家庭教会をしなければ

くときには、世界キリスト教ではなく、宗教

なりません。この家庭教会を通してカインの

もなくなります。何と言いますか。家庭教会。

氏族を一つにしなければなりません。そのカ

家庭教会だけが残ります。真の父母を中心と

インの氏族をみな一つにして、アベルの氏族

した家庭。この葉も葉同士が家庭でしょう。

圏をつくらずしては、その氏族の基盤の上に

この葉と葉同士、三つの葉は三つの家族、五

父母様を迎えることのできる基盤ができない

つの葉は五つの家族で、これも枝の一家族で

のです。氏族的天国が現れないのです。その

す。何を中心としてですか。根と芽を中心と

基盤ができたのちには、民族が連結されるの

して。根を神様とすれば、人は芽です。芽と

です。氏族圏を中心として民族ができれば、

根を中心として、家庭調和の活動をすれば、

その次からは、民族を中心として国家は縦的

この木は、無限に大きくなる木になるのです。

に行くのです。相対的です。
これから統一教会に従っていく人々は、私
一族を収拾するためには、サタン世界に既

のように悲惨であってはならないというので

に広がった五十億の人類を愛さなければなり

す。神様の願いがそれです。レバレンド・ム

ません。それから救ってあげなければなりま

ーンのように悲惨であってはいけないという

せん。ですからホーム・チャーチ（家庭教

のです。レバレンド・ムーンを苦労させて、

会）の組織はなくなってはいけません。

苦労を短縮させて、このような悲惨な運命を
一度に一箇所で世界を代表して越えることの

神様も宇宙的なアベルの立場に立っている

できるところがあれば、どんなにいいでしょ

ので、サタン世界に対して神様に近いすべて

うか。これが神様の願いであり、先生の願い

のものを犠牲にして、カインを愛さなければ

であり、皆さんも願うものです。そのような
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願いの基準を生涯の目標とし、摂理の目的地

従うすべての人の前に、伝授することを宣言

にしているのです。そうして現れたのが家庭

するものです。

教会です。ホーム・チャーチです。
三 家庭教会の活動展開
アダムの願い、イエス様の願い、先生の願

一) 宗族的メシヤの資格を賦与する条件

いを解いてあげることのできる蕩減条件を必
要とするのが、ホーム・チャーチ（家庭教

今まで宗教というのは、個人の救いを目標
にしてきましたが、統一教会の救いの目標は、

会）です。

氏族の救いだというのです。一度に氏族が救
生きている間はとても短いのです。一生が

われようというのです。「私は死んで天国に

とても短いというのです。私が死ぬまでにこ

行くのではなく、生きて氏族が天国に入るこ

れをすべて突破できるかという問題を前にし

とのできる公義のチケットをもらおう！」こ

て、「私の生命をこれくらい延長してくれる

の運動がホーム・チャーチ運動であることを

なら、私のあらん限りの力を尽くして行こ

知らなければなりません。

う」と、このように思って行くべき道である
にもかかわらず、皆さんは今、見物人のよう

宗族的メシヤというのは何かといえば、イ

な姿で歩んでいるのです。ですからホーム・

エス様以上の人だというのです。イエス様は

チャーチ（家庭教会）をしなさいというので

宗族的メシヤになれませんでした。そうなら

す、ホーム・チャーチ、ホーム・チャーチと

なければ、完成時代に父母様の子女になるこ

いう言葉は、一生涯のうちでも、いい言葉で

とのできる資格がないのです。そうすること

しょう。

によって父母が誤ったすべてのことを蕩減し、
新・旧約の蘇生、長成のすべてのことを、歴

世界を連結させる上での条件基盤とは何で

史的な全体を総合して、一度に燃やして捧げ

すか。それがホーム・チャーチ（家庭教会）

るためのものが、家庭教会の祭壇だというの

です。世界を代表して、三六〇度を中心とし

です。分かりますか。これを完成させて、勝

て方位数全体を代表することのできる地で、

利すれば、世界も天上世界もどこでも行った

三百六十家庭が東西南北どこでも門を開いて

り来たりすることのできるパスポートをもら

おいて、私を歓迎できるようにしなければ、

うことができるのです。

あの世に行って引っ掛かるというのです。
あなた方の家庭がアベル家庭としての役割
今後、ここに妨害となるすべての組織体は、

を果たしましたか。アベルの責任について知

解散させ、全部停止させるでしょう。家庭教

っているでしょう。アベルはカインを救うべ

会運動が第一です。その次に他のことをする

き責任があります。なぜでしょうか。カイン

のは、付帯的なことです。ですから、この伝

を救わなければ父母様に会えません。それで、

統的思想を全世界の統一教会と、統一教会に

統一教会において家庭教会とは何ですか。カ
インの氏族復帰をしたのちに、自分の氏族復
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帰をする役事ではありませんか。あなた方は、

の基盤とは何かといえば、イエス様を中心と

カインの氏族復帰のために努力しましたか。

して見るとき、ヨセフ家庭とザカリヤ家庭の

カインの氏族とアベルの氏族が一つになれな

基盤です。イエス様が死んだのは、ザカリヤ

ければ、民族圏内に上がることができません。

家庭のゆえです。ヨセフ家庭を中心として、

上がる道がないのです。これが原理ではあり

一つになれませんでしたが、ザカリヤ家庭を

ませんか。原理。

中心としても一つになれませんでした。ザカ
リヤ家庭を知っているでしょう。洗礼ヨハネ

今日、統一教会においては、世界的蕩減、

の家庭のことです。洗礼ヨハネとは誰かとい

すべての蕩減の版図を縮小して、現実化した

えば、イエス様と兄弟です。腹違いですが、

のが、ホーム・チャーチです。分かりますか。

兄弟なのです。

ホーム・チャーチですから家庭教会でしょう。
これを氏族教会に発展させなければなりませ

絶望の呻吟も笑いによって消化することの

ん。氏族教会を発展させて……。韓国にはそ

できるものとは、何ですか。家庭教会だとい

れぞれ姓が多いでしょう。姓を連結すれば、

うのです。家庭をホームと言い、チャーチは

民族教会になるのです。民族教会になり、国

教会でしょう。ですから皆さんが帰るときに

家教会時代を経て……。そうなれば、私たち

は、皆さんの故郷に帰らなければなりません。

統一教会を中心としてホーム・チャーチを始

皆さんのお母さん、お父さんの前に帰らなけ

めたので、氏族圏チャーチが始まり、国家圏

ればなりません。お母さん、お父さんの前に

チャーチが展開されていくのです。

帰って、ホーム・チャーチ運動をしなければ
なりません。

皆さんの一家、親戚を中心として、皆さん
が祝福家庭として立つには、カイン・アベル

皆さんはもう二十年もかかりません。あっ

氏族圏を越えなければなりません。イエス様

という間にできる時です。それで四十カ国の

がザカリヤ家庭、ヨセフ家庭を中心に一つに

代わりに東西南北四カ国に通じなさいという

できず、ユダヤの国とユダヤ教がカイン・ア

のです。四カ国に行って、血と汗を流し、精

ベル国家基準を越えられなかったのと同じよ

誠を尽くさなければなりません。四カ国を通

うに、これを蕩減復帰する運命が、キリスト

過せよというのです。そうしなければ、アメ

教の歴史に残っているのです。これを蕩減す

リカ人はアメリカ人の観念を離れることがで

る基準に立ってこそ、家庭が祝福を受けるよ

きません。ですから、東洋でもどこでも、遠

うになっているのが、原理の基準なので、

いところ、できるだけ遠いところに、端から

「家庭教会を中心としてこれを統合させよ」

端へと、東西南北の端を経なさいというので

と言ったのですが、家庭教会を一生懸命にや

す。何のことか分かりますか。白人の霊たち

りましたか。

が今までどんなに地上に来ることを待ち焦が
れたでしょうか。今まで来ては逝った善なる

家庭教会とは何かといえば、氏族です。宗

人生を送った良心的な霊たちが、地上に降り

族的メシヤの基盤ですが、その宗族的メシヤ

てくるのをどれほど待ち望んでいるかという
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のです。そうするには、自分の一族が縁を結

置がされていないので、大移動、民族大移動

ばなければなりません。それでホーム・チャ

をしなければなりません。家庭教会に配置さ

ーチ・システム（家庭教会組織）が展開され

れるために、ここからアフリカに行かなけれ

るのです。これによって世界のいかなる霊も

ばならないし、これから全世界へ大移動する

自分と関係のあること、専門分野、経済なら

時代に入るのです。

経済分野の学者を中心に世界の各国、百二十
カ国以上の霊たちが自由に活動できる基地に

原理を見れば、同時性時代に関することが

なるというのです。それでホーム・チャーチ

出てくるでしょう。そこを見れば四十数に関

が絶対に必要だというのです。さらにアメリ

することがみな分かるでしょう。四千年の代

カのような所では、三百六十軒の中で百二十

わりの四百年、四百年の代わりの四十年、四

カ国以上の種族がいるかもしれません。また

十年の代わりの四十日、そこで一週間という

各国の中にあるすべてのホーム・チャーチを

七数は復帰摂理の中心数です。このような問

中心として見るとき、人によってみな違いま

題をかけて、私たちが自分の生命の道を開拓

す。黒人のような人、イギリス人のように傲

するには、蕩減条件が絶対的に問題です。

慢な人、ドイツ人のようにこだわりの激しい

四十日ずつ三年やれば、百二十日になりま

人、みないるというのです。そのように考え

す。三年やれば三・四、十二（三×四＝十

なさい。アメリカ人のように個人主義的な人

二）、百二十日ではありませんか。百二十日

もいるのです。

を埋めていくのです。日本は、明治維新以後
百二十年です。サウルとダビデとソロモン王

統一教会が一九七八年から主張してきたこ
ととは、伝統を受け継がなければならないと

で百二十年です。これは重要な一つの峠を越
える過程です。

いうことです。伝統とは何の伝統ですか。神

ですから三年を中心として特別にこのこと

様の復帰摂理の心情の伝統を受け継がなけれ

をしなければなりません。断食しながら四十

ばなりません。その次には先生がこの伝統を

日間の活動を展開しなければなりません。昔

立てるために歩んできた、六十年の生涯のす

は出ていって活動しましたが、今は自分の故

べての心情を、皆さんが受け継がなければな

郷に帰って、このことをしなければなりませ

りません。これを受け継ぐことのできる一つ

ん。ホーム・チャーチ内でしなさいというの

の足場（土台）がホーム・チャーチであり、

です。

その運動が家庭教会運動だというのです。
家庭教会をもたなければ、将来天の国に行

私が今回指示したこととは何ですか。「二

くとき、先生についていくことができません。

世をもって故郷復帰しなさい」と言いました。

将来、家庭教会が全世界的に二十四万くらい

まとめて故郷に帰るのです。これが統一教会

になれば、全世界の人類に対して配置するの

でいう家庭教会の理念を代表することのでき

です。完全に教会はなくなるのです。韓国人

る二世を連れて、皆さんの故郷に帰るのです。

は将来、家庭教会に配置される恵沢圏内にい

一人が十名、二十名の若者を連れていって、

るのです。まだ世界の至る所に家庭教会の配

「死ね」と言えば死に、「生きろ」と言えば
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生き、二十四時間その部落を掌握してどんな

きれいに整理できるのです。この話をどうし

ことをやっても、その町（村）の人々は反対

て話すのですか。皆さん一人を中心として百

できないでしょう。

人をつくりますか、千人をつくりますか、一

お母さん、お父さんもそうです。これから

万人をつくりますか。みんな「一万人をつく

は文総裁に反対できない環境へと、世界がだ

る」と言えば、人が足りないのです。それも

んだん押されていくのです。「いい」と言う

事故です。雰囲気を見ながら他の人が食べる

ようになっています。あっという間に回って

のも（やるのも）ちょっと残しておいてやら

いくのです。

ないと……。早くしないで、みな平均的にし
なさいというのです。一つ一つしっかり食べ

二) 訪問、奉仕、教育など多様な活動を展開

なさい（やりなさい）というのです。分かり
ましたか。

今まで長年の間活動してきたホーム・チャ
ーチ（家庭教会）がなくなったのではありま

七月三日から九日までに先生は七万三千の

せん。ホーム・チャーチ基盤はカインの基盤

里、統の支部長たちにみな先生の写真を与え、

であり、自分の一族はアベルの基盤です。ホ

統一教会の旗を与えたでしょう。それがみな

ーム・チャーチの基盤で涙と血と汗を流した

生きていますか。死んでいますか。考えてみ

功績をもてば、自分の一族は自動的に回って

なさい。先生が家庭教会を発表して十四年に

いきます。ホーム・チャーチを通して百名さ

なります。天の三百六十軒を探せ！ 探せと

え伝道して自分の一族のところに行けば、

いうのです。家庭教会を成すことができなか

「英雄の息子が帰ってきた」と言って、その

ったら、自分の故郷を訪ねていかなければな

村が一朝一夕にして一度に復帰されるのです。

りません。三百六十軒ならそこに大統領もあ

闘った経歴を報告するのです。他のことをす

り得るし、内務長官もあり得るし、外務長官

るなというのです。三百六十軒をみな配当し

もあり得るし、外交官もあり得るし、学者も

なければなりません。

あり得るし、先生もあり得るし、僕の子供も
いるでしょう。

「党の責任者だ」と言いながら勝手にやっ

その町を訪ねていけば、その町以上のもの

ていた人が、今まで冷遇した人に、反対にあ

が、すべてそこにあるというのです。その

いさつをしなければならないというのです。

人々が訪ねてきて、「あなたの家のなにがし

そのようになったとき、その親戚たちがいい

という方が、私たちを救ってくれた救世主で

でしょうか、悪いでしょうか。同じです。家

す」と言うとき、お母さん、お父さんや町内

庭教会三百六十軒、妻の側まで七百二十名を

の人々が目をぱちくりさせながら、見物する

率いて自分の村を訪ねていくのです。その町

でしょう。そして頭を下げるでしょう。

で住んでいた七百二十名の中には、ちょっと
した者がいないでしょうか。一族を率いて宴

統一教会の食口全体が原理の本三十冊を買

会を開き、トラックにプレゼントを積んでい

って、毎日一日に一冊貸してあげなさいとい

って分けてあげれば、一朝一夕にしてすべて

うのです。それを一週間ずつ貸してあげれば、
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三・四、十二（三×四＝十二）、百二十軒に

もたなければなりません。それで個別的な活

分けてあげることができるのです。この百二

動基盤を中心として、霊の息子、娘から氏族

十軒を中心としてその本を読むと考えてみな

編成をしなければなりません。それが発展す

さい。切なる紹介内容をつけて分けてあげる

る原則です。人を育ててこそ自分が成長する

のです。それを読ませ、その次にビデオ・テ

のです。人を育ててみなければなりません。

ープを貸してあげるのです。自分が住んでい
るところで、これから統班撃破運動をそのよ

では、これから皆さんが三百六十軒のホー

うにしなさいというのです。ホーム・チャー

ム・チャーチをつくるのに、誰が歴史時代に

チ運動を続けながらです。

初めてやって、先生、お母さん、お父さんを

そうなれば創造原理を講義するときは、誰

迎えることができるでしょうか。そのような

でも本をもってきて創造原理を聞くのです。

ホーム・チャーチが韓国の地から出てくるか、

本を中心として簡単に序論式にその内容を講

アメリカの地から出てくるか、日本の地から

義するのです。そうなれば、本を中心として

出てくるか、イギリスの地から出てくるか。

自分たちが講義する内容に合わせながら、全

「家庭教会ナンバーワンはコリア！」、こう

部やっていけるのです。

ならなければならないというのです。考えて
みなさい。皆さんは足が長くてこうやって歩

皆さん、最近ホーム・チャーチをやりなが

きますが、韓国人たちはダダダダ……。歩く

ら反対されませんか。「私にはあなたは要ら

のに背が高くてこのように、目が丸くて四方

ない。要らない」と言っても、また行くので

を見て「ウー」と言いますが、韓国人たちは

す。「来るな」と言ってもほうきを持ってい

背も低く、目も小さくて、一箇所だけに集中

って、庭でも掃いて、雪が降れば雪を片づけ

して行くのです。それなのに、彼らに勝てる

たり、いろいろやるのです。溝に水があれば、

と思いますか。自信がありますか。

溝も片づけるのです。それなのにその主人が
「あの、私が嫌だというのにどうしてこうす

これから皆さんは、家庭的に愛をもってサ

るんですか」と言ってけんかする日には、町

タン世界を攻撃するのです。家庭をもって腐

内の人々が「こいつ、何だって言うんだ」と

敗したサタン世界の人々を攻撃するのです。

言って代わりに闘ってくれるのです。このよ

それでこの自由世界の腐敗した動物的な家庭

うなことがいくらでも起こるというのです。

をみなけ飛ばしてしまうのです。みな壊して

それがどれほど素晴らしい闘い方でしょうか。

しまわなければなりません。全部そうだと彼

そんなことが起こるのです。どうしてそうな

らが滅びながら、「ああ、私は滅びる」と言

のでしょう。

うのではなく、滅びながらも泣くのではなく、
喜ぶというのです。「わあうれしい。わあう

もう一つ話すことは、これから会社に戻っ
ても五時になりさえすれば、みな工場から出

れしい」と言うのです。何のことか分かりま
すか。そのような時が来たのです。

てくるのです。ですから工場を中心としてホ

それで皆さんが一度に家庭を動かすことが

ーム・チャーチ組織、家庭教会組織をすべて

でき、氏族を動かすことができ、民族を動か
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すことのできるホーム・チャーチ運動をせよ

勝共連合の全国組織がさっとできて、自分

ということを私が言ったのです。ホーム・チ

の家庭に入って教育するようになるのです。

ャーチ、分かりますか。これさえ終えれば、

文総裁が家庭に入って教育していますか。割

これさえ築かれれば、世界が引っ張られてい

り当ててあげて、やるのです。ホーム・チャ

くことができる、これさえ成せば、「天国を

ーチ（家庭教会）組織に連結させるための作

私が成すことができる」と言うことのできる

戦です。ホーム・チャーチ基盤さえきちんと

時が来たというのです。

できれば、班に十軒、二十軒ありますが、三
百六十軒ですから、一人が十五軒ずつ責任を

父母様と心情一体にならなければなりませ
ん。世界を救うためのその痛烈な心をもって、

もって活動するのです。二重三重にやるので
す。

一生を経て克服したこのすべてのことを皆さ
んは、七年間でできるのです。七年もかから

私たち統一教会の目的とは何かといえば、

ないでしょう。これからはむごく反対される

家庭教会を成すことです。それが目的なので、

としても七年もあれば終わるのです。先生が

その家庭教会三百六十数に該当する班を昼も

やってきたように精誠を尽くせば、七年以内

夜もみな……。原理の本があり、勝共理論が

に皆さんは家庭教会をきれいに終えるという

あり、統一思想があります。私たちの教会の

のです。それは何を意味するのでしょうか。

すべての材料がみな待っているので、早く訪

世界問題が七年後にみな終わるということで

ねていってホーム・チャーチ、家庭教会活動

す。全世界に統一教会のメンバーたちが、こ

と共に勝共連合の統、班編成を中心としたこ

れから広がって三百六十軒さえやれば、簡単

のような、何の教育ですか。それを何と言い

だというのです。ですから精誠を尽くして、

ますか。班常会（注：班で毎月もたれる例

これを築くのです。

会）教育、それで家庭家庭を中心として父母
様の家庭の四位基台、自分の家庭の四位基台

韓国全域を四千万と見て、家庭教会を組織

が完全に一つになって、天下が反対し、世の

すれば、家がいくつですか。約六百万ですか。

中が反対するとしても、分かれることができ

五・七、三十五（五×七＝三十五）……。八

ないという愛によって結ばれるようになると

百万！ 八百万ですから、一人が三百六十軒

きには、そこから超国家的な天国が出発する

ずつすれば、二万二千、そうでしょう。食口

ということを知ったので、このことをしなけ

が二万二千ならば、このホーム・チャーチ

ればならないのです。

（家庭教会）組織はすべて終わるのです。難
しいことではありません。それでホーム・チ

先生が今まで四十年間闘ってきたすべてを

ャーチの責任者から一代、二代、三代と続け

総合して、決算することのできる決算場がホ

て伝道していけば、千名、二千名、数千名が

ーム・チャーチです。ですから皆さんがホー

ホーム・チャーチ運動をやるようなことが起

ム・チャーチを一生懸命にするために、教会

こるのです。

長がいれば教会長に、「きょうは、私はホー
ム・チャーチのために教会に行けません」と
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言うときは、「教会に来なかった」と言えな

今は世界的な時です。その時は国家的な時

いというのです。ホーム・チャーチ第一主義

でしたが、今は世界的な時です。イエス様を

時代です。

中心とした国家的な時を蕩減復帰して、解放

ですからホーム・チャーチがこれからどん

されたので、迫害のないところにおいて、世

なチャーチになるべきかといえば、皆さん自

界的な基準を中心として宗族的メシヤになる

身のホーム・チャーチが氏族チャーチになら

のです。宗族的メシヤとは何ですか。家庭教

なければなりません。家庭教会ではなく、こ

会ではありませんか。家庭教会をつくって、

れから氏族教会に発展していくのです。皆さ

全部やったなら、宗族的メシヤがどんなにい

んが氏族教会さえ連合すれば、金氏、朴氏と

いでしょうか！

いう民族は自然に生じるのです。そうじゃあ

これからは自分の霊の息子、娘たちをみな

りませんか。金氏、朴氏、文氏、おびただし

連れて、教育しなければなりません。親族で

く氏族復帰の基盤さえできれば、国家は自然

す。霊的な信仰の息子、娘たちを中心として

にできるのではありませんか。そのようにな

一つになって、宗族的メシヤ圏を復帰するこ

るのです。氏族教会、民族教会、国家教会、

とによって、霊界の他の族属たちも後援する

世界教会、天宙教会、そのように連結される

のです。そうなれば、連合的前線が展開され

のです。

るのです。

宗族的メシヤは、カイン、アベル二つの族
属を抱かなければなりません。イエス様を中

四

三百六十軒家庭教会完成
一) 三百六十軒の数理的な意味

心として見るとき、ヨセフ家庭とザカリヤ家
庭と同じです。これらの家庭が一つになれな

ホーム・チャーチとは何ですか。家庭教会

かったことによって、イエス様が死んだのと

とは何ですか。すべての歴史時代の摂理を中

同じように、今は家庭教会と氏族教会が必要

心として国境とか社会制度をすべて捨てて、

だというのです。いつも同じです。ヨセフ家

家庭教会の中で一つになれば、すべてのこと

庭とザカリヤ家庭が一つとなったその上に、

を復帰するのです。

イエス様が立つのです。その宗族的メシヤを

三百六十家庭は三百六十族属です。それを

迎え、国家的メシヤを迎えれば、復帰です。

なぜやるのでしょうか。三十六とは、十二数

ですからホーム・チャーチ（家庭教会）はカ

の三倍です。そうでしょう。十二数というの

イン的教会として、宗族的メシヤの基盤であ

は、天理の度数です。これは霊界の十二真珠

り、アベル的教会は自分の一族です。この二

門をいうのです。三十六家庭数と同じだとい

つを合わせなければなりません。そうしてこ

うのです。旧約時代、新約時代、成約時代の

そ宗族的メシヤの使命が終わるというのです。

三段階の運勢を連結させることができるので

これから氏族と完全に一つになるのは問題あ

す。それは天道を解くためにすべて出てきた

りません。そして外部的にも問題がない時が

のです。

来たというのです。
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家庭教会の祭壇は三百六十軒です。この三

換えれば、神様の復帰の心情を蕩減復帰する

百六十軒の数理的意味は、すべての数理的価

立場に立たれた先生の立場に立ててくださる

値を象徴した内容です。三百六十軒は原理的

条件なのです。

な数として、ここに数理的意味がみな入って
いるのです。三百六十数は、三十六数の拡大

私たちがやるべき三百六十軒家庭教会は、

数として、三十六と同一の意味です。三十六

カイン型天使世界に該当します。このカイン

数は十二数が三つ合わさった数であり、十二

型天使世界である三百六十軒家庭教会を成功

数は三数と四数を掛け合わせた数です。

させれば、アベル型天使世界である自分の氏

ですから三数、四数、十二数、三十六数、

族は自動的に復帰されます。

百二十数、三百六十数を含めた数理的意味が

三百六十軒家庭教会を伝道すれば、カイン型

あるのです。旧約時代十二数、新約時代十二

天使世界の宗族的メシヤになり、その次に自

数、成約時代十二数を代表するので、三十六

分の氏族から歓迎され、アベル的宗族的メシ

数は全歴史を意味します。そして三百六十数

ヤになるのです。

は立体的な内容を含んでいます。ですから東

私たちの地球星を中心としてどこに行って

西南北の四方を意味し、三六〇度を中心とし

もホーム・チャーチが成されなければなりま

た立体的な内容も備えていて、そこには春夏

せん。

秋冬の四季があり、十二カ月を含んだ数であ

どこでも三百六十軒のホーム・チャーチ運動

り、百二十カ国まですべて入っています。

をしなければなりません。それは氏族です。

ですから三百六十数の復帰は、世界復帰だ

特定氏族です。氏族を解放しなければ、特定

けでなく、歴史的な蕩減路程の完成を意味す

氏族が生じ得ません。これは元来、三次七年

るものであり、神様が失った全被造世界と全

路程が終わってやることです。そのことを三

歴史、全人類を探し立てる重要な意味がすべ

次七年内にやっているということを知らなけ

て含まれているのです。

ればなりません。皆さんには夢のような話で
すが、事実なのです。

家庭教会三百六十軒は、まず区域が選定さ
れなければなりません。三百六十軒家庭教会

二) 家庭教会は摂理の終着地

の祭壇が確定されなければ、原理的な意味が
なくなり、霊界が地上再臨できる条件的な祭

このようなことを宣布することができると

壇になることができません。ですからまず三

いうことは、摂理史において、偉大な飛躍だ

百六十軒の祭壇を確定することが重要です。

というのです。では、家庭教会で勝利すれば、

三百六十軒の祭壇が優先的に確定されなけれ

皆さんは何になるのでしょうか。その時には

ば、家庭教会の意味が立てられません。

メシヤになるのです。メシヤ。宗族的メシヤ

三百六十軒家庭教会の祭壇で勝利するには、
血と汗と涙を流さなければなりません。三百
六十軒を完全に復帰し、勝利すれば、先生の
勝利の栄光を伝承してもらえるのです。言い

になって、民族に対してもその民族を救うこ
とのできる責任者になるのです。
皆さんがどのように完成するのでしょうか。
皆さんには父母がいて、息子がいて、万物が
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ありますが、家庭教会はこのようなものを拡

がありますか。「ああ、私は家庭教会が嫌

大したものです。アダムが堕落することによ

だ」と言って大変なのです。真の愛は、難し

って、この三つを失ってしまいました。です

いほどその価値がもっと大きいというのです。

から、この三つを一度に取り戻して、神様の
前に捧げなければなりません。失ったものを

地上で生きている間に、家庭教会運動を一

取り戻して真の父母を通じて神様の前に捧げ

生懸命にやるのが、福を受ける道です。人生

ようというのです。

は短いのです。

それで神様を経てこなければならないので
す。失ったものを取り戻して、神様のものに

統一教会で絶対に必要なものがありますが、

なってから父母から再び相続しなければなり

それは何かと言えば、ホーム・チャーチです。

ません。そうしてこそ皆さんの家が生じ、皆

ホーム・チャーチが出てくるまでは、先生で

さんの世界が生じるということを知らなけれ

したが、父母様でしたが、ホーム・チャーチ

ばなりません。その土台がホーム・チャーチ

が出てきたあとは、ホーム・チャーチ完成が

です。これは何かといえば、祭物です。これ

絶対的だというのです。これを成してこそ父

は一つの祭壇です。ここで三大祭物を捧げる

母様も私の父母様になるのであり、父母様の

のです。

世界になるのです。父母様の天国が私の天国
になるのです。父母様の愛が私の愛として伝

家庭教会は私たちの定着地である！ いっ

授されるのです。

たい家庭教会とは何でしょうか。ホーム・チ
ャーチは統一教会が迫害の歴史においてレバ

ホーム・チャーチがなければ、天国が成さ

レンド・ムーンを中心として、すべての歴史

れません。ホーム・チャーチがなければ、す

的蕩減基準、すなわち個人蕩減世界的基準、

べてのことができないのです。ホーム・チャ

家庭、民族蕩減世界的基準、国家蕩減世界的

ーチは天国の基地です。天国はどんなところ

基準、天宙蕩減世界的基準の蕩減路程におい

ですか。天国というところは安息するところ

て、チャンピオンの継承権をなして、全体勝

であり、幸福が宿るところであり、愛が宿る

利した承認を受け、決定してきたものです。

ところであり、平和なところです。

ホーム・チャーチにおいてのみ初めて、すべ
ての蕩減条件を脱いで定着することができる

キリスト教が、救いがあって何がどうです
って。統一教会を離れては、生命的救い、永

のです。

遠の愛を中心とした因縁的救いはありません。
アメリカを失い、地球星を失ったとしても、

それで先生が還故郷の道を築いて、自分たち

真の愛をつかんでいれば、神様が私のものに

をみな立てて還故郷をして宗族的メシヤ宣布

なるので、天の国が私のものになり、自動的

をさせたのです。それを私がいつから教えて

に地球星も私のものになっても余りあるとい

あげましたか。そのためにはカイン・アベル

うのです。その結論が間違っていますか。合

の関係を収拾しなければなりません。

っていますか。それでは、皆さんに何の心配
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ホーム・チャーチ、家庭教会をいつ話しま

四年前から「家庭教会をしなさい」と言った

したか。七年の歳月です。やりましたか、や

でしょう。けれども誰か一人でもそのように

りませんでしたか。「やる」と言ったのが成

した人がいましたか。

功しましたか。台風が吹いてきて、自分の足

それをやるのに十四年かかりました。一九

が切られ、首が落ちたとしても、やらなけれ

七八年から家庭教会を語ってきたし、統班撃

ばならないのです。

破を始めてもう七年がたったのに全部失敗し
ました。教会が存在するのは、国と世界のた

家庭教会の任務を任された人は、歴史的な

めです。それなのに皆さんは、自分の家庭と

最終の、マラソン大会で言えば最後のマラソ

自分だけにしがみついて、教会はみな後回し

ン選手と同じなのに、「国家代表のマラソン

にしてしまったでしょう。

選手として立って、ただ汗をかくから汗を拭
き、汗を流さずに走り、汗をかけばうちわで

頂上クラブをつくって、世界最高の頂上た

あおぎ、コーラも飲んで、適当に楽に行けば

ちに会うのです。アメリカのブッシュ、ソ連

いい」と言うのと、走るのに、ひたすら汗を

のゴルバチョフ、中国の江沢民を教えた 小

流し、死んで倒れたとしても最後まで行くの

平等々……。みな今まで隣の家の暮らしでも

と、どう違うでしょうか。

するかのように乞食のようにやってきたとい

神様はチャンピオンの後ろにいて見えませ

うのです。何ですか、これは。てっぺんに火

んが、サタン世界では「この野郎！ 倒れ

をつけて飛び出して来れるようにしてこなけ

ろ！ あの野郎、倒れろ！ こいつめ、飯食

ればなりませんでした。そうすれば私がこの

って行け！ こいつめ、休め！」と言って、

ことをしなくてもいいのです。
ホーム・チャーチ、家庭教会をすべてやっ

すべて反対するのです。
霊界が見えますか。神様が見えますか。世界

ていたら、このことをやらなくてもいいので

が行ったり来たりする中で、天と地が応援し、

す。個人が行ってでもみな教育しなさい。分

「もっと走れ」と言っても、それを聞くこと

かりましたか。荒野路程のその受難生活はも

ができないのです。その反面、サタン世界で

ういけません。そこで勝たなければなりませ

それに反対して、「ああ、神様がなんだ。こ

ん。このような輩たちを屈服させなければな

いつめ！ お前、飯食って走れ！ 休んで行

りません。

け！

車に乗って行け。歩いてどうするのか。

ああ、あれは何だ」と言うのです。決勝点に

第三章 統班撃破運動をなぜしなければなら

行って、勝つまではサタンも関与できないの

ないのか
一

です。

統班撃破運動を再び行う理由

私が帰ってくれば、国家が歓迎しなければ

統班撃破運動をなぜしていないのですか。

ならないのです。今は歓迎することができる

あなた方が生きる道がそれです。その運動の

時なのです。けれどもそれができないので、

基盤のもとで、今回故郷に帰って、今まで活

私が男たちに責任を追及するのです。私が十

動したことのある自分の郡、面、自分の町内、
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すべてに自分が責任をもって、統、班を動か

兄弟と私の一族を犠牲にしながら愛国してき

していかなければなりません。数がないので、

ました。伝統を踏んで行くべき統一の群れた

故郷に入って、それをしなければならないと

ちが自分の姿勢と立場を忘れて、行く道を知

いうのです。昔のように食べて寝て、そのよ

らなければ、亡国の種になるのです。亡国の

うにする時ではありません。

種。私の目の前に倒れる者が現れると見るの

これから地方の郡民、農民たちを動員して

です。

デモしていくのです。今工場で「デモをす
る」と言って大変ですが、工場のデモは会社

ここの政党の党首をやってみようという人

で勝手に首を切れば、ばらばらに自分の田舎

たち、自分の党だと思っているでしょう。大

に帰るので、なくなるのです。しかし農民た

韓民国が自分のものだと思っているでしょう。

ちが結合してデモすれば、永遠に停止です。

先生が韓国統一に協助しなかったらと考えて

何のことか分かりますか。

ください。ガラガラとなります。
それで統班撃破です。分かりましたか。皆

どんなことをしてでも、私たちの氏族を中

さん、統班撃破です。この郷里のためにやれ

心として統班撃破運動を実現するための中間

ば、すべて氏族の名前で統班撃破ができるで

的な集合、訓練をするための復興会をしなけ

しょうか、できないでしょうか。きれいにで

ればなりません。今回は急がなければなりま

きるでしょう。このサタン世界など問題あり

せん。それを近いうちにやって、実績を出さ

ません。統班撃破という言葉が、これがその

なければなりません。

ことです。

そのように一つの面で、三つの部落になり
さえすれば面全体を消化することができると

先生の一代に解放をもたらし、自由天地を

同時に、郡全体、面一つを消化すれば郡全体

見つめ、この三年路程において、将来の南北

まで影響を与えることができるのです。一つ

統一の運勢を駆り立てて、鉄槌を打ち込まな

の郡全体になりさえすれば、このケースで道

ければなりません。そうするには四千万民族

まで連結させることのできる道が開かれるの

をすべて抱かなければならないので、私たち

ではないかと見るのです。このようにやらず

はあの頂上の政党の責任者になろうとはしま

しては、この全体の統班撃破組織編成が不可

せん。彼らの母になり、父になって、兄にな

能だというのです。これが急がれているので

り、姉となり、弟になろうという戦略戦術法

す。

が今日の統班撃破運動であることを知るべき
です。そのために神様のような心をもたなけ

皆さん、先生が統班撃破を命令してから四

ればなりません。

年の歳月が流れました。この者たち！ 先生
がお金を出してあげなければなりませんか。

この三年の間に天は捨て、地だけを見つめ

愛国するのに先生がお金を出してあげなけれ

なさいというのです。地獄の底まで行こうと

ばなりませんか。血を売って、土地を売って、

し、先生がしなさいと言うとおりに統班撃破

家を売ってやってきました。妻子とすべての

をやって、各家庭を神様の愛に感動させなけ
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ればなりません。各家庭にふさがっているの

何でしょうか。サタン世界のすべての家庭に

は何ですか。責任分担でふさがっています。

対して根源的に、血統的に、文化的に、生活

この壁を崩さなければなりません。蕩減復帰

的に浸透する、これをみなひっくり返さなけ

の壁でふさがっているので、これを崩さなけ

ればなりません。それで撃破という言葉が出

ればなりません。血統転換をしなければなり

てきたのです。

ません。すべてこれを切って、接ぎ木しなけ
ればなりません。このように挙国的に動かな

統班撃破とともに復興会をしなければなり
ません。そうすれば縦的基盤がつくられるの

ければなりません。

です。これは横的です。それでこれが家庭に
私の手にかかっているのです。できない者

おいて、ちょうど九〇度になり、「私の母と

たちはみな首を切ってしまおうと思います。

父は、真の母、真の父であり、私の息子、娘

ですから統班撃破が必要です。それが主人に

は真の息子、娘だ」と言うことのできる家庭

なる道です。そうでなければ僕にもなれませ

の喚声が、この地上にわき上がるとき、地上

ん。金日成をつかまえることがそれで、国を

世界のサタン圏は終わりを迎えるのです。家

生かすことがそれです。最近、共産党の輩た

庭で出発したので、家庭でひっくり返さなけ

ちがみな地方で活動していますが、地方は私

ればなりません。統班撃破はサタン世界の家

の手で主管しなければなりません。大学教授

庭を転覆するためのものです。サタン世界の

が有名でも大学教授をもってしてはできませ

血統を転覆させて、意識的なすべての内容を

ん。

みな消化させるためのものです。これが最後

ですから、あなた方がしっかりしなければ

です。

なりません。大韓民国のどの愛国者よりも先
頭に立たなければならないし、北韓のどの愛

私たちがやろうと言うのが、統班撃破です。

国者よりも先頭に立たなければなりません。

家庭で堕落して、世界的に繁殖したのを文総

これから統班撃破の組織をやるようになれば、

裁が逆に上がってきて、家庭を取り戻すこと

金日成は行ってしまうのです。そうじゃあり

のできる基盤をみな築いたので、韓国のすべ

ませんか。労働者と農民の組織が統、班では

ての家庭を訪問して今まで根を下ろしている

ありませんか。貧しい人々です。それで今ま

サタン側的すべての愛の因縁をひっくり返そ

で先生が、「中央にお金を使うな！ 統、班

うというのです。「撃破」です。ここには闘

に使え！」と言ったのです。このようにやれ

争の概念があります。「撃破」という言葉は

ば、大統領をやったとしても反対されません。

何かと言えば、悪魔を跡形もなく焼き尽くし

分かりましたか。

てしまおうというのです。これをひっくり返
さなければなりません。そうして新しい家庭

復帰とは何ですか。どこに帰らなければな
らないのでしょうか。文総裁が天下にいくら

として神様を迎えるようになるとき、ここか
ら統一は自動的に始まるのです。

高い地位に上がったとしても、循環する一番
下は家庭です。統班撃破です。統班撃破とは
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今日、ソウルを中心として、文総裁が提示
する統班撃破は、家庭基準において真の父母

サタンは退いていくというのです。ひっくり
返すのです。

の息子、娘をつくるためのものです。家庭で
真の父母の愛に代わることのできる夫婦をつ

生命の種を蒔けというのです。精誠の限り、

くり、神様が見たかった、神様の愛の中で成

精誠を込めて、掘りならして、精誠を尽くし

されるべきおじいさん、おばあさん、お父さ

て蒔けというのです。十年、二十年たてば、

ん、お母さん、妻と夫、子女の基準を中心と

必ずそれが私の枝となり、知らないうちに大

して一族、一国、一世界を失ったのを再現さ

きい巣を作って大きくなったもの自体が、天

せなければなりません。そうして世界万民を

の国に行くことができるように実を結んで、

私の息子、娘として抱き、愛することのでき

あの世の高い、神様と近いところに行くこと

る世界になったと宣布してこそ、地上に解放

ができるでしょう！ アーメン。ですから統

圏が始まるのです。そうすることによって悪

班撃破をしなければなりません。

なる世界、暗黒の世界は退き、新しい光明の
世界が来るのです。この門を開けようとする

なぜ統班撃破をしなければならないのでし

ので、天は文総裁に世界の迫害の過程、国家

ょうか。復帰歴史は今まで堕落した世界から

の迫害の過程を通過させたのです。ここの大

どこへ帰るのかといえば、真の父母の門を通

統領たちがみな私の世話になりませんでした

して帰るのです。堕落の門へ出てきて繁殖し

か。反対していた彼らが自然屈服するのです。

たのが、すべて真の父母の門を通して、エデ
ンから出発したのを中心として再び回って上

私たちは統班撃破をしなければなりません。

がっていかなければなりません。回って上が

神様の歴史的願いを成就しなければなりませ

っていくその主流とは誰かといえば、統一教

ん。家庭で誤ったことを家庭からひっくり返

会のメンバーです。回って上がる時には、ぼ

さなければなりません。天の国は国を通して

ろのふろしき包みのようなものはいりません。

出てきます。出てくるのは真の男性と真の女

サタンが汚したすべてのものをきれいに清算

性を通して出てきます。サタン世界の反対の

して水晶のように澄んでいなければなりませ

家庭から出てくるのです。ですから、統一教

ん。蒸留水のようにきれいな真の愛の心と体

会はすべて世の中と反対です。真の父母とい

をもって、この地上に顕現した天の国の王子、

う言葉も反対です。

王女となる真の愛の後継者であると自信をも

それでは今までの父母は何ですか。真の父

つことのできる人にならなければなりません。

母と反対ではありませんか。自分を生んだ父
母は偽りの父母だということではありません

「統班撃破」と言うとき、「撃破」という

か。その言葉が神様の側では合っています。

言葉は、戦闘で使う言葉です。それが何かと

またサタンの側でも合っているのです。です

言えば、サタン世界のこのすべての習慣を抜

から真の父母を強調すれば、サタンは退くの

いてしまおうというものです。取ってしまっ

です。なぜですか。神様が重要視するので、

て、皆さんに従い、天の側的習慣をここで確
立することによって、天上天国が愛を中心と
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して完成するでしょう！ アーメン。そのよ

るので、ここはサタンが入ってきて、寓居す

うな精兵として、長男、長女として歴史時代

ることのできる土台が築かれているというの

に新しい黎明期を迎え、宣布するのに、出戦

です。ですから統、班で根を下ろさなければ

した精兵たちが統班撃破の勇士たちです。

なりません。これを原理的に知らなければな
りません。これが統一教会が統、班を撃破す

二

る目標を単一目標にしなければならない原因

勝敗の最後の砦は統、班

となるのです。復帰の目標はただ一つなので
これから統班撃破をなぜしなければなりま

す。人間が過去の時代や現在の時代や未来の

せんか。堕落は家庭でしました。班ではあり

時代を問わず、完成を目指す目標も一つです。

ません。分かりますか。統、班です。班の中

個人完成から始まるのです。それと同じよう

で家庭です。家庭撃破。お母さん、お父さん

に、統一のために、統、班を中心として鉄壁

が神様を絶対に信じなければならないし、神

のような基盤を築かなければなりません。

様がお母さん、お父さんを愛するように、息
子、娘を愛さなければなりません。息子、娘、

今、大韓民国が失敗する理由がどこにある

お母さん、お父さん、妻と夫が愛し、神様を

かと言えば、統、班組織を中心として国民教

愛する三大愛を中心として、連結された場に

育をできないところにあります。すべて操縦

町内の親戚と国を愛さなければならないので

して郡まで行けなかったのです。道で行った

す。ここから統一圏の方向が設定されるので

り来たりして、行政部で組織をつくって、国

す。分かりましたか。

庫だけ消耗して、すべて飛んでいってしまっ
たというのです。それではいけません。統、

今、標準は統班撃破です。これはイエス様

班長を中心としてすべてのものを投入して、

を中心として見れば、一家、氏族的版図を中

ここで成功しなければなりません。それで家

心として成就できなかったことを今日、私た

庭を保護しなければなりません。家庭を保護

ち統一教会の教会員の家庭を中心として氏族

しなければなりません。国を救うためには、

的版図を完成することによって、世界的氏族

細胞を保護し、細胞繁殖をしなければなりま

圏の解放が四方から起こるのです。それが万

せん。細胞自体が思想武装をして、私たちが

国に統班解放圏を起こさせることのできる条

大きくなって、隣近所に「一つにならなけれ

件になると見るので、先生が今回、ここで命

ばならない」と言って、互いに一つになろう

令し、誓いを受けたことを知らなければなり

とする、これが大きいのです。そうして結束

ません。

しなければなりません。

一番重要なことは、私たちがどこで根を下

私たちが統班撃破運動を展開しているのは、

ろさなければならないかということです。こ

政治的目的ではなく、南北統一時代を迎え、

の根が下りるところは、道の組織体ではあり

思想と組織を強固にしようというのです。共

ません。道の下に郡があり、郡の下に面と里

産党は組織で動く集団なので、それに匹敵す

がありますが、それらはみなポンと浮いてい

る私たちの立場を準備しようというのです。
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今が重要な最後の峠です。先生が一生の間

の時に動かすのは何ですか。どこかの都市、

祈祷してきたのは、面、洞を中心として統、

市長を中心としては駄目なのです。郡守を中

班を占領することです。そうしてこそサタン

心としては動かないのです。問題は何かと言

世界を完全に占領するというのです。いかな

えば、統、班長を中心として班を動かす組織

る大きい機関でもなく、中央庁でもなく、い

です。

かなる都市でもなく、占領するのは、洞を中
心として統と班、面を中心として、統、班を

統・班長を中心として消化するのが難しい

占領しようというのです。そうすればそこに

ですか、易しいですか。この組織編成をすれ

は、みな入るのです。どんな素晴らしい人も

ば易しいでしょうか、難しいでしょうか。で

出来の悪い人も、その国の最高の人物たちか

すから自信をもってください。それは誰でも

ら最低の人、階級を超越してみな入っている

幼子でも問題ないと考えるのです。事実、問

というのです。ですから教区長とか支部長た

題ではないでしょう。統・班長さえさっと配

ちも、これからの活動基準がどこにあるかと

置しておけば、それは長くかからないのです。

いえば、道ではありません。統、班長にあり
皆さんが一線で闘う先生のような立場には

ます。洞を中心として、統、班長が活動舞台

及ばないとしても、統、班を中心として涙の

だというのです。

峠を越えて定着しなければなりません。
大韓民国は、今まで各政権が、統、班長を

堕落した運命、ゆがんだこの悲哀の運命を

中心とした自分たちの政治的方向だとか、あ

打開しなければなりません。そうしなければ

る教育をすることができなかったというので

天が協助しません。天がここに働きません。

す。民族的教育ができなかったのです。思想

天が離れます。天が離れるのです。

教育ができなかったのです。各道知事を集め
たり、郡守たちを集めたり、班で一人ずつ集

皆さんがこの運動をするのに、靴が何足す

めたりはしたでしょう。しかし、思想教育の

り切れてもやりなさいというのです。統・班

主人が統、班長にならなかったのです。です

長を訪ねるには自動車ではいけないのです。

から根がありません。根を下ろすことができ

歩いて行かなければなりません。靴を何足も

なかったのです。根を張ることができなかっ

捨ててでも歩いて回りなさいというのです。

たのです。浮き草と同じです。

汗を流しながら一日に三回、四回ノックして
みなさい。皆さんのほとんどが一度しかノッ

初めは統・班長撃破問題、その次は面撃破

クできなかったのではありませんか。一日に

問題、里まで、そうしておけば、完全に組織

も統、班に講義をしに何回か行けば、汗に濡

化できるでしょう。

れますが、そうすればお風呂に入らなければ
ならないでしょう。そうやってみなさいとい

統を中心として班の消化にどのように火を

うのです。天が役事してくださるか、役事し

つけるかと言えば、問題はもう生死を決定す

てくださらないか。火がついて出ていくか、

ることなのです。すべて家が問題です。選挙
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消えて出ていくかやってみろというのです。

はつくることができます。何のことか分かり

先生の言葉がうそか本当がやってみなさい。

ますか。

先生を中心として、皆さんは出ていって統、

私たちは政治が問題ではありません。私た

班を撃破する砦となって、同じ輝きを発しな

ちがやろうというのは、国を取り戻そうとい

ければなりません。大きくはできなくとも、

うのです。統、班をつかもうというのです。

同じ光を発しなさいというのです。青い光を

統、班をつかめば、国は自動的に解決される

発しなければならないところで、赤い光を発

のです。

してもいいでしょうか。そこで黄色い光を発
してもいけません。同じ光を発しなければな

これから私たちがやるべきことは何ですか。
北韓の組織というのは、統班撃破ができませ

りません。

ん。北韓がいくら地下工作しても統、班まで
先生が提示したすべての焦点は確実です。

追い出して、撃破運動を消化できません。点

統・班長、南韓にいる統・班長を撃破するの

の組織、線の組織は行政によって組織します

です。

が、統班撃破はできません。統班撃破さえや

皆さん、統一教会の教会員たちは、みな班長

ればみな掛かってきます。すべて倒れます。

になるか統長になる立場に立ってこそ天の前

点の組織も引っ掛かり、線の組織も引っ掛か

に記憶される群れとなるでしょう。

り、体制がみな引っ掛かります。
この北韓でできないことを私たちがやるの

私たちの目標は簡単でしょう。私たちは、

です。共産党が下りてきたときは、これをさ

どんなことがあっても、泣いたりわめいたり

っとやって、頭を下げればいいのです。南韓

してでも、統・班長を一つにしなければなり

の四千万がふろしきを持ってみな入り、ヤコ

ません。統、班にみな配置されるのです。そ

ブがエサウを屈服させたのと同じです。二十

れは大学の学生もするのです。

一年の間蓄えたすべての財産をもっていって、
「これはお兄さんのものです」と言って、ま

私たちが家庭をしっかりつかんでおけばい
いのです。すべてが家庭の中にしばられた人

るごとあげてしまえば、北韓は完全に屈服す
るのです。

たちではありませんか。家庭さえつかめば、
国会議員も捕まえられ、長、次官もみな捕ま

これから国民連合を中心としてやるべきこ

えられ、青瓦台の大統領も捕まえられるとい

ととは何でしょうか。統班撃破運動だけが残

うのです。みんな統・班長をやれというので

っています。この統班撃破のために体制をつ

す。そうではないですか。国会議員と国家の

くるのです。中央の体制、道の体制、郡の体

重要な為政者たち、閣僚たちと軍隊の幕僚た

制、面の体制を定立させるのです。面を中心

ちまでも完全に統・班長運動に動くようにな

としてすべて動かすのです。統、班を中心と

れば、すべて終わるのです。闘いなく私たち

して見れば、国の体制は大きい枠です。道の
体制はその次の枠で、郡の体制はその間の枠
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で、面の体制はその次の枠です。班を中心と

て南北統一へと前進しなければならない」と

して見れば、統はその次の枠なのです。復帰

このようなイメージができあがっているので

は個人復帰から家庭復帰、氏族復帰、民族復

す。大統領も南北統一をするのには協助する

帰、国家復帰、世界復帰、このように進みま

ようになっているのであって、反対するよう

す。そのように私たちが、体制的に見るとき

にはなっていません。そのような意味でカイ

に、国家も国民連合のようにすべて国家組織

ンとアベルを中心として見るとき、これから

があります。道の組織があり、その次には郡

は私の言うことを聞かなければなりません。

の組織があり、面、里（統）班の組織がある

さらに三派閥が生じるので、私たちが統班撃

のです。これが現在の韓国の国家組織体制で

破をして、操縦さえきっちりやる日には、昼

す。それでは班は何を代表しますか。もちろ

寝ばかりしていても、かかとをつかんで「お

ん統を代表しますが、二重目的があります。

お、主よ！ 助け給え」と言うようになるの

直接の目的は班のためのもので、全体目的は

です。先生は知恵の王ではありませんか。ど

国のためのものです。統と班がみな一つにな

うすればこのようにぴったり合うようにして、

るのは、国を一つにすることです。私たち人

悪口を言われても滅びないで、素晴らしく生

体の構造と同じ組織体制をもっています。

き残るのかというのです。

初めに組織、二番目に団結、三番目に行動

統班撃破をやるのです。地下に隠れていた

が必要です。これが私たちの韓国を中心に世

スパイを私の手でみな探し出して、爆破して

界を動かすための三大要素です。徹底した組

しまうのです。赤を追放するのです。毎日の

織圏内に立つことによって、四方八方への連

ように夜、北韓と連絡するのを探し出すので

絡を一〇〇パーセントしなさい。そして中心

す。これからだんだん深く入るでしょう。金

使命を果たすために、先頭に立って、このよ

日成のいかなる特攻隊よりも熱烈な忠臣の精

うな基準をつくらなければなりません。自分

気を込めて統班撃破の組織を完成するのです。

の位置、組織圏内の自分の位置を決定しなけ

そのようになれば、金日成が死ぬとか問題が

ればなりません。位置がなければ、座るとこ

起こるのです。統一教会の組織編成完了のと

ろがありません。位置を決定してこそ仕事が

きまで、金日成が死んではいけません。何の

できるのです。努力次第で、その位置がどの

ことか分かりますか。

ように大きくなるのかということが分かりま
す。位置決定は組織力を強化していく上で、

南北統一のためにお昼を一食抜いてみたこ
とがありますか。きょう、ここに何をしに来

重要なものです。

ましたか。統班撃破です。「南北総選挙をし
三

よう」と言うとき、我が国は何もできないま

南北統一方案も統班撃破運動

まやられてしまいます。どういう時が来るか
韓国において何をしなければならないのか
と言えば、長子権を復帰しなければなりませ

分かりますか。それを知らなければなりませ
ん。

ん。大韓民国の人々は、「文総裁を中心とし
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では、そのように歩む先生が韓国に来て、
「遊んで食べろ」と言わなければなりません

つつあるので、統一教会の文先生が国民をみ
な収拾するのです。

か。どのようにしなければなりませんか。韓
国人が仕事ができなければ、追い出さなけれ

イスラエル民族が、カナン福地に復帰する

ばなりません。今度の七月には、統一教会の

ために、エジプトを出ていくとき、自分の一

メンバーはみな四十日間伝道しなければなり

族に何度も行って、「私たちが行くべき道を

ません。一九五六年から伝統的に、永遠に開

行かなければならない」と言いました。「サ

拓精神を受け継ぐための修練期間として、設

タン世界を解放しなければならない」と言い

定しておいた期間です。最近、毎年これをや

ました。今は、その時代に入ったので、人を

っていますか。今回は三十八度線の国境地帯

解放しなければなりません。私たちがその伝

にみな配置して、毎日のように聖歌のラッパ

統を立てなければなりません。

を吹かせて、スピーカーを通して北韓の平壌
まで聞こえるようにしなければなりません。

一軒でも逃してはなりません。今はそのよ

こうして共産主義は滅びたということをすべ

うな時です。先生が「統班撃破」という言葉

て訴えなければなりません。そのような材料

を、それで言ったのです。疲れを知らず、そ

がたくさんあるではないですか。みな根こそ

の日が満ちるまで、昼も夜も一軒でも自分の

ぎにやらなければなりません。統班撃破の責

歩みが通過しなければなりません。東西に行

任者になっていないので、これを鑑定するそ

き、南北を経て、円形に通過しなければなり

の鑑定部隊に派遣するでしょう！ 「アーメ

ません。ですから三回は、行かなければなら

ン」と、大きい声で言わなければいけません。

ないというのです。みな三回以上訪ねて行き

派遣するでしょう！ 「アーメン！」。

なさいというのです。今、帰って何をしなけ
ればならないですか。統班撃破を北韓よりも

統一教会は統班撃破をするでしょう。復帰
歴史を出発して、サタンが先に浸透してきた

もっと熱心にやらなければなりません。そう
してこそ根を引き抜くのです。

個人基盤、家庭基盤、氏族、民族、国家、世

全大協キリスト教農民会、カトリック農民

界まで行って、アメリカを越え、共産党を越

会が、デモをしようとどれほど一生懸命です

えて、回って帰ってくるのです。韓国に回っ

か。皆さんは統班撃破をそれ以上にやります

て帰ってくるのです。韓国に回って帰ってく

か。それ以上やらなければなりません。

るのに、韓国という国が私に反対したでしょ
う。今、国はお粥を炊いているのです。みな

この大韓民国の一番悲惨な家庭の底を通し

互いに自分が大統領になろうとしているので

てふろしきに包んで、これを引き上げて南北

す。

統一をしなければならないというのです。統

そうやって争っていなさいというのです。

一はどこからですか。頂上会談、大統領と金

私は天理の道を、天運を受けて一周回ってき

日成が頂上会談をやってできるのではありま

て、抱いていこうというのです。こうして回

せん。それで統班撃破です。統班撃破という

って帰ってくるのです。そうして国民を失い

言葉は、統、班を破壊せよという言葉です。
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その統、班というのは、自分たちのための統、

離れないのです。それで私がアメリカへ行っ

班です。お母さんもお父さんも自分のために

て、千辛万苦の受難の道を歩んだのです。そ

生き、夫も子供もみな自分のために生きる世

してソ連を救うために準備しているのです。

界です。サタンが身を潜めているので、それ

今はすべて成したので、故郷に帰ってきて統

を撃破しなければなりません。

班撃破をするのです。

私の国を統一しなければならないのではあ

統班撃破をするのに、これから皆さんが十

りませんか。それで私たちは今、南北統一の

二族を吸収せよというのです。洞に行って十

ための選挙の準備をしているのです。それで

二の統を消化し、統に行っては十二の班を収

統班撃破をしなければなりません。国を取り

拾せよというのです。十二段階です。今はも

戻して世界を復帰しなければなりません。ど

う、市、郡、区、ほとんどが私たちと和して

こからしなければならないかと言えば、韓国

いませんか。機関長でも誰でも、文総裁を尊

を中心としてしなければなりません。先生が

敬しない人がいないでしょう。皆さんもみな

一番初めに、昔は景武台（青瓦台の旧称）を

尊敬されているでしょう。有志になったでし

通して、梨花女子大学、延世大学のような頂

ょう。有志ですが、びりの有志ですか、中心

上から始めました。ところが頂上でできなか

の有志ですか。共産党に対して闘える人々が

ったので、下りてくるのです。頂上をつかめ

私たちしかいないではありませんか。中心有

なければ、一番下をつかまなければなりませ

志になっています。

ん。サタンはそれを知っています。一番上で
定着できなかったので、着地のために一番下

統班撃破をすることによって、南韓に浸透

に下りてくるということを知っているので、

したスパイは自動的に摘発されるのです。そ

サタンが下りてこれないように打つのです。

うでしょう。一周転がせば、スカートの下に

それで党の話が出てきたのです。

隠れていたのが、みな現れるのです。

統班撃破を中心として着地時代が回ってき

反対され、疲れ切ったこの乞食の群れのよ

たので、これからは私が故郷を訪ねていくの

うな統一教会のメンバーたちを集めて、挙国

です。私の兄は八・一五に解放されることを

的な面で共産党に対峙することのできる価値

みな知っていました。その兄が私の言うこと

観をもって、理論的設定の基盤に立って、共

に絶対に従うのです。その兄と母と父に原理

産党が攻撃するのを方々から防ぐことのでき

のみ言を一言も伝えることができませんでし

る準備を私一人でやってきたのです。それで

た。皆さんを私の母と父よりも愛しました。

統班撃破を五年の間主張してきました。しか

何のことか分かりますか。一生をすべて統一

し皆さんの中に実際にその価値を知り、その

教会のために尽くし、血と涙の事情を経て、

時を知り、それを実際に責任化して、私の体

埋めていくのです。個人を埋め、家庭を埋め、

と心で盾となって防ごうと努力した人が誰が

氏族を埋め、民族を埋め、国家を埋め、世界

いますか。文総裁一人しかいません。

を埋めていくのです。埋めなければサタンが
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これから統一教会がアベルの立場で南北統

うなモデルにつくろうとしています。その場

一に備えることのできる準備をしなければな

に行くときは、悪魔は接近もできず、跡形も

りませんが、今までは統一教会が自体整備の

ありません。金日成がどこにいますか。地下

着地ができませんでした。統班撃破とは何で

運動をする共産主義者がどこにいますか。き

しょうか。南韓の地の家庭を中心としてひっ

れいになります。

くり返さなければならないのです。なぜです
か。出発が家庭なので、家庭的基準で思想を

これから十年の間は統班撃破をしなければ

転換しておかなければならないのです。とこ

なりません。統班撃破とは何かと言えば、南

ろが、そのような環境的与件を訪ねていこう

北を中心として、家庭を占領することです。

とする神様の前にサタン側の外的世界は躍起

神様が今まで歴史を通じて天の下に恩賜を施

になって反対したのです。今までの政治風土

しておいたのです。そうしては、実が実るこ

は自由党の時から共和党、民政党と、ずっと

とを願っていたのですが、そのようにできま

統一教会が組織して地方へ下りていくのを反

せんでした。もちろん宗教圏を中心としてこ

対しました。定着するのを反対したのです。

れを撒くことによって、その恵沢を全世界に
広げておきましたが、今はこれらを刈り入れ

今まで五年の間、統班撃破を何のためにし

る時が来ました。

ようとしましたか。一つの時を迎えるために
です。時は今しかありません。金日成がこれ

私たちがやる統班撃破とは何でしょうか。

から行くところがどこにありますか。ですか

南北を統一して、神様の名前で、真の父母の

ら米軍を撤収しなくても選挙しようと出てき

名前で万国の勝利の版図を中心として大韓民

ます。そうすればすべて終わります。南韓の

国を全人類の祖国光復として神様の前に捧げ

どこに代案がありますか。それを防御するた

なければならないのです。ここには民族と共

めの基盤を築いていますか。二者が争ってば

産が一つになっています。真の父母と偽りの

かりで、大便をしてまごつき、下痢をし、は

父母を中心として見るとき、神様の前に互い

らわたに穴があいているのに、薬がないでは

に怨讐ではありません。金日成が死んではい

ありませんか。こんなものは雪かきのような

けません。今、金日成と私たちの側が会って

もので押して片づけなければなりません。そ

います。安企部でもそれを知りません。反共

のようにできるように教育しなければなりま

法に私が抵触するでしょうが。私がそのよう

せん。そうでなければ、私たちについてきま

なことをたくさんやってきました。日本にも

すか。それしか道がありません。これからカ

そうだし、アメリカにもそうだし、ソ連にも

インとアベルが一つにならずしては行く道が

そうだし、すべて投入してきたのです。

ありません。今、はっきり分かったでしょう。
南韓においての共産党の基地をすべて……。
文総裁はいろいろ悪口を言われてきました

統班撃破、分かりますか。潮水は初めにどこ

が、滅びないで希望的立場で統班撃破、家庭

へ行かなければなりませんか。洞役場に行っ

をつかまえて、世界のすべての家庭をこのよ

てはいけません。家庭に入らなければなりま
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せん。家庭を埋め、その次に統を埋め、次に

としては四位基台です。長がいないのです。

洞を埋め、郡を埋め、ソウルがいっぱいにな

統、班です。洞、面基準が私たちの活動舞台

り、大韓民国がいっぱいになってこそ青瓦台

なのです。国がどこにありますか。国を中心

を埋めるのです。そして最後に、死ぬとして

として考えていたら、国が滅びます。何のこ

も大統領があとで死ななければなりません。

とか分かりますか。道が滅びれば滅びます。

大統領が先に死んで、自分は生きようという

郡が滅びれば滅びます。一番安全地帯に出て

輩は乞食たちです。半分泥棒です。大統領に

いけるのが、洞、面です。もし北韓が占領す

なったら、尊敬し、仕えなければなりません。

るとしたら、どこを占領するでしょうか。面
を占領しますか、洞を占領しますか。洞を占

北韓一千万の五道民を収拾して、教会と連

領してどうするか、統、班を占領してどうし

結し、南韓四千万を中心として先生の言うこ

ますか。中央庁を占領しなければ、道を占領

とを聞けば、南北間のキリスト教統一と国民

して郡を占領するのであって、面は行きもし

統一が可能です。

ません。そうじゃありませんか。昔、金日成

ですから統班撃破を急ぐ意味は、南北のた
めの統一のために進む近道の方案であること

の輩が面に来て闘いましたか。面は経もせず
にみな占領しませんでしたか。安全地帯です。

を知らなければなりません。この道でなけれ
四

ばできないのです。

さあ、統班撃破さえきっちりやっておけば、

統班撃破は家庭を中心にしなければ

協会長を通じて十二の地区にビデオ・テー

金日成が何かできるでしょうか。先生が神様

プを作って、真の父母宣布大会をみな部落ま

の前に「共産党は私の手で処理します！」と

でしなければなりません。なぜそうかと言え

言ったのですが、すべて処理しました。最後

ば、蕩減復帰は家庭が基盤です。洞ではあり

に残ったのは金日成ですが、もう南侵戦争を

ません。洞が家庭ではありません。家庭で出

通じてもできないようになっています。金日

発して氏族、民族、このようになっているの

成が生きることのできる道は、選挙すること

で、氏族的復帰の土台というのは、家庭を連

しかないのです。選挙して、落選したからと

合したものです。ですから統班撃破というの

いってみんなを捕まえて殺すでしょうか。生

が、世界的すべての運勢を国家の運勢に、国

き残るにはその道しかないというのです。そ

家の運勢を氏族の運勢に、氏族の運勢を家庭

のようなことを積極的に推進しなければなり

の運勢に、家庭の運勢を個人の運勢につない

ません。

でいくのです。

もう最後です。一九九二年まで一度期待し

統班撃破というのがどこですか。家庭基盤

てみるのです。これから統班撃破をやりなさ

です。それをやらなければいけません。家庭

いというのです。先生を中心としてみな三位

基盤が大韓民国で一番貴い新芽が出てくると

基台を結んだでしょう。洞、統、面を中心と

ころではありませんか。息子、娘。そうでは

して配置した人が三位基台です。先生を中心

ありませんか。国の芽がそこから出てくるの
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です。天の国の芽が芽生えなければならない

ん。血と汗と涙をもって洗わなければならな

というのです。そこから息子、娘が出てくる

いようになっているので、その家庭に入って

でしょう。息子、娘は天の国の民ではありま

血と汗と涙を流さずしては復帰ができないの

せんか。天国の国民の出生地、生産地は、地

です。その道を先生が行かなければならない

球星しかありません。ほかの星の国に人がい

のです。

るのではありません。
統班撃破です。統班とは何ですか。神様が
この間、選挙のとき、私たち統一教会の人

会いたかった父に出会うところです。家庭に

の中にも「選挙に出馬したら」と言うのを、

帰ろうというのです。神様が会いたかったお

「この者たち、何だ！」と怒鳴りました。選

母さん、お父さんをつくろうというのです。

挙に出馬していたらどうなるところでしたか。

神様が会いたかった息子、娘をつくろうとい

共和党でも数名推薦してほしいと通報が来ま

うのです。神様が会いたかったおじさん、お

した。政治をもって収拾するのではありませ

ばさんをつくろうというのです。これが文総

ん。家の中からするのです。救いの摂理は上

裁の願いであり、神様の願いです。誰の願い

から出発するのではありません。家庭から出

ですか。天地を創造した大主宰の願いです。

発しなければなりません。三千万の精誠と熱

誰が本当にその方の願いの成就の、このこと

意がすべての家庭に着陸しなければなりませ

を引き受けて手をつけるでしょうか。皆さん

ん。それで統班撃破をしなければならないと

の家の中において、皆さんは神様が会いたが

いうのです。洞、面が統、里へと下りていか

る父母になっていますか。これが問題です。

なければならないし、統、里が班へと下りて

統班撃破というのは過ぎ去る言葉ではありま

いかなければなりません。ですから、私たち

せん。アダム、エバが家庭で神様が会いたが

統一教会のすべての活動基地は、それぞれの

る真の母、真の父になれなかったのが神様の

家なのです。そこに種を植えて、お母さんと

恨です。真の息子、娘になれなかったのが恨

お父さんの愛以上の愛を芽生えさせ、そこで

であり、真の夫婦になれなかったのが恨であ

未来の自分以上の父母たちの心情をもった後

り、真の孫になれなかったのが恨です。どこ

孫たちを中心として新芽を芽生えさせ、神様

でですか。家庭で。ですから私の家庭でこの

の心情とともに家庭圏の上に植えなければな

恨を解いてあげなければなりません。その恨

りません。

を解いてあげてこそ天地に解放が始まるので
す。

これから私たちがやるべきことが統班撃破
であるだけに、家に帰らなければなりません。

今、何をすべきかといえば、統班撃破です。

アダム、エバが男、女から出発して、息子、

統班撃破。神様が家庭を失ってしまったので、

娘から汚したのでそれを収拾するためには家

この天地間にすべての本郷的天の国の基地に

庭に帰らなければなりません。自分の一族と

なることができるところが韓国だと言うとき、

親戚の家を訪ねて血と汗と涙で掃除しなけれ

文総裁が生まれた本郷の国が韓国だと言うと

ばなりません。水で掃除するのではありませ

き、韓国の故郷に帰って、家庭において神様

1707 * 千七百七

천성경

天聖經
Cheon Seong Gyeong
が訪ねたいおじいさん、おばあさん、お母さ

をもって全力を尽くすことのできる、神様の

ん、お父さん、夫婦、子女を抱いて天地の大

代身者となる皆さんに下さったみ言です。万

脈を開けることのできる一つの起源地となる、

歳しましょう！

一つの葉となり、枝になることのできる家庭
を成すことが、全天地の願いであり、創造主

家庭とはどんなに貴いものでしょうか。家

の願いであることを知ったので、家庭で失っ

庭は国を代表したものであり、家庭は世界を

てしまったものを家庭で取り戻し、新たに植

代表したものです。

えてあげなければならないので、統班撃破と

ですから三千里半島の多くのおじいさん、お

いうことを五年前から主唱してきたのです。

ばあさんたちを自分の家庭のおじいさん、お

これがすべて終われば、将来誰が大統領をや

ばあさんのように、神様が愛したいおばあさ

っても心配ありません。私たちが思いどおり

ん、おじいさんのように愛し、私のお母さん、

にできる時が来るのです。

お父さんのような多くの人々を神様が愛した
がるお母さん、お父さんのように愛し、私の

南北韓を解放する近道が統班撃破です。北

妻のような多くの女性たちを神様が夫婦のよ

韓に自分のお母さん、お父さん、自分のいと

うに愛したがるように、神様の愛の代身者と

こ、あるいは親戚がいれば、その人に会うと

して愛し、私の息子、娘、私の兄弟のような

き、抱き締めて泣くように、これから各家庭

多くの人々を神様が愛したがるように、愛さ

を訪ねていって、心情的に涙を流すことがで

なければなりません。このような愛の理想を

きなければなりません。このような心情的因

中心として、神様が訪ねたかったその心の基

縁が神様と共に同伴することのできる環境が

準をもって世界のために投入し、投入しなけ

成されるときは、私によってその家庭が、神

ればなりません。

様の訪ねたい愛らしい家庭として誕生するの

そのようにするとき、神様を代行すること

です。そのような喜びの歓声とともに解放の

のできる息子の継承者となり、娘の継承者と

その日が私の目前にやって来ることを知って

なり、その国と世界を建国する独立軍になる

いるので、このようなことをやっているとい

というのです。今、このような事実をはっき

うことを知り、今日ここに集まった皆さんは

り知ったので、これから皆さんの家庭に帰り、

真の兄弟の因縁を経て、神様が探している愛

家庭を覆さなければなりません。それが統班

の家庭形成を願う使者となって、神様の心情

撃破です。家庭を取り戻さなければなりませ

的通告者としての使命をしなければなりませ

ん。これが私たちの義務です。

ん。
そうすることのできる兄になり、姉になっ

統班撃破とは何でしょうか。家を訪ねてい

て、あるいはおじさん、おばさんとなって、

くものです。文総裁がいくら世界的勝利圏を

お母さん、お父さん、おばあさん、おじいさ

みな備えたとしてもその贈り物をどこにもっ

んの代身者となって、その家庭を収拾し、神

ていきますか。国ではありません。国にあげ

様をお迎えできる家庭の基盤をソウルから始

る前に、家庭から失ったので、家庭にもって

めようというのが、今日、洞、統、班に責任

いって植えてあげなければなりません。家庭
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に種を蒔かなければなりません。民族に蒔い

ム・チャーチ組織です。これは今に、統班撃

てはいけません。ですから文総裁は統班撃破、

破運動と連結して家庭を占領するでしょう。

家庭着地！ 共産党の搾取という言葉ではあ

これを占領してしまえば、何でも可能なので

りません（注：韓国語の着地と搾取の発音が

す。大衆動員には、これ以上の基盤がないの

似ている）。そのようにすることによって、

です。

そこから今まで亡国の種に行きつつあった、
地獄に行こうとしていたのが、天上に帰るこ

統一教会では今、一大激戦が起こっている

とのできる時代が来るのです。ここからサタ

のです。統班撃破！ アダム・エバが家庭か

ン世界は文総裁によってみな遮断されてしま

ら失ったものを取り戻そうとするので、家庭

いました。そこで後ろを振り向く日には、自

に帰らなければなりません。家庭に帰って、

動的に南北統一ができるのです。完全にプラ

一八〇度ひっくり返さなければなりません。

スの前に一つになるのです。霊界が動員され、

一八〇度何ですか。覆すのです。

掃いてしまうのです。
アダム・エバが家庭に根をおいたのが、悪
私が南韓にいてから北韓に入り、三年後に

なる家庭が生じることによって、悪なる氏族、

帰ってきたとき、以北で感じた習慣性を解消

悪なる民族、悪なる国家、悪なる世界まで広

するために五年以上かかったことを覚えてい

がったのです。それで根を再び植えなければ

ます。これを考えるとき、私たちがサタンの

ならないのです。今日、この韓国においての

伝統的な歴史を通じて受け継いだ習慣性を解

統班撃破の論理がそれです。

消するためには、どれほど痛烈に悔い改め、
身もだえしなければならないかを知らなけれ

今、何かといえば、統班撃破家庭着地です。

ばなりません。その身もだえすることを自分

それは先生が指示したことです。この者たち

自らするのではなく、公的な命令の戦争の場

……。隣近所の選挙運動をしてどうしますか。

に入って、統班撃破路程でやれば、このこと

この者たち。生死の境がかかった重要なこと

がどんなに短縮されるかということを知り、

であり、天下を得るか失うかという闘いなの

その道を自任して取っていく賢い息子、娘た

です。

ちにならなければなりません。
国から、道から、郡から、面を経て、統班
統班撃破が問題です。ですから家庭から勝

撃破をしていくのです。アダム・エバが偽っ

利しなければなりません。経済問題、政治問

たので、偽ったのを元に戻さなければなりま

題、文化問題、宗教問題、思想問題、全体が

せん。

家庭で解決されなければなりません。
皆さんに統班撃破を指示し、十四年前から
先生が話した幸福の心という意味の会社を

家庭教会を指示したのです。五年前から統班

つくりました。七年間ずっと開発投資してつ

撃破を話したのです。これは何かといえば、

くったのですが、それが何かといえば、ホー

今日皆さんがする統班撃破を叫んだのです。
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根がどこまで下りなければなりませんか。家

五 統班撃破活動の組織拡大
一) 社会の人物を中心に組織拡大

庭まで下ろさなければなりません。今日、こ
の世の国は家庭まで行けませんでした。行っ
てみても、面までも行けませんでした。しか

私たちは今度完全に統班撃破をするのです。

し私たち統一教会はどこまで行かなければな

反対する人たちを訪ねていって、どうしても

りませんか。班まで行かなければなりません。

悔い改めさせ、私たちの側に引いて来なけれ

班まで。

ばなりません。これを選挙運動をする以上の
運動だと知ってやりなさい。分かりましたか。

これからは家庭を寄着地（注：経由地）と

決戦時代に入るのです。

して救国、国を救わなければなりません。そ
の運動が統班撃破です。それで統、班に入れ

今度アメリカ研修に行って来た人たちの知

というのです。班常会をリードせよというの

り合いとか、ここに同意する人、あるいは団

です。班常会を通じて家庭、家庭に私たちの

体の誰々がいれば、大会に参席させて、私た

根を下ろさなければなりません。

ちが面に三人ずつ派遣するのに、私たち食口
以外にそこで推薦してくれる人二人を配置し

家庭の平和の基地をつくるための運動を私

てもかまいません。このように三人ずつ配置

が強調しました。これらもそのように教育し

しても人が余れば、四人ずつ配置するのです。

なければなりません。統班撃破の班常会を通

そのときは、私たち食口一人に推薦された人

して、おじいさん、おばあさんを神様のごと

三人がそこに加担するのです。

く侍るように教育し、お母さん、お父さんを

それは三人だけの単位ではありません。多

王のごとく侍るように教育し、若い人たちは

ければ多いほどその基準を中心としてもっと

王子、王女の立場だと教育しなければなりま

早く統班撃破が可能だし、面洞撃破が可能だ

せん。そのような思想さえ入れれば、サタン

というのです。それで早く組織が編成されれ

世界のどこに行くところがあるでしょうか。

ば、そこで他の統を協助してあげるのです。

そうすれば天国と直通するのです。

そうすれば面だとか洞を中心として自分の基
盤を完成して、周辺の洞、面を協助すること

復帰摂理は家庭に帰らなければなりません。

のできる責任者になるのです。そのような責

家庭まで帰らなければなりません。氏族をも

任に実績をもった人は、いくつかの面、いく

ってしても駄目です。家庭まで帰らなければ

つかの洞の中で、中心人物になるのです。

なりません。アダム・エバが家庭で堕落しま
大韓民国で今まで出したものが何かありま

した。
アダム・エバを中心として息子、娘が出て

すか。政治家たちが、文総裁を家庭の基盤ま

くるところが家庭なので、家庭に下りていか

で下りていけないようにしたのです。それが

なければいけないのです。そうでなければ、

もう何年ですか。統班撃破を始めてから五年

帰ってくることができないのです。

になるではありませんか。六年目です。家庭
をひっくり返さなければなりません。そうし
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てこそ国が蘇生するのです。面ではなく、郡

か。私は党はつくりません。党にいるがらく

でもありません。皆さんのように実力のある

たは私が首を切ってしまわなければならない

人たちが、みな家庭に組み込まれていなけれ

というのです。統班撃破をして、国を蝕み、

ばなりません。

不信の風潮を起こす、このような邪悪な群れ
は、私の手で南北統一を中心として切ってし

将来、能力がなくなれば、教会もやめて、

まうでしょう。

支局長でもやるとか、メッコール販売でもし

それと同じように「国が求める人はこのよ

なさいというのです。これからは私がそのよ

うな人だ」と言うとき、そこにふさわしい私

うに手をつけようと思います。一九九二年さ

が後援するでしょうし、ここについて争い、

え過ぎれば、さっと整理するでしょう。分か

頭で口先だけのことをいう人たちは、きれい

りましたか。そのときは、教会の責任者たち

さっぱり掃いてしまわなければなりません。

が一年に約八百名ぐらい出るでしょう。成和

しなければなりませんか、してはなりません

大学を卒業する人たちが、五百名以上は出る

か。国らしい国を見て、生きなければならず、

のです。その人たちをどうしますか。皆さん

国を守ることのできる国会議員らしい国会議

の郡の東西南北に配置するのです。これをサ

員を見て、死ななければなりません。

タンたちができないように妨害したので、で

ですから金日成が自分勝手にできません。

きなかったのであって、そうしなかったなら

それで近いうちに統班撃破着地運動を中心と

既にできていたはずです。十八年の歳月が流

してつないでいかなければなりません。さっ

れてしまいました。統班撃破を完了しても余

き、何人ずつやろうと言いましたか。帰った

りあったでしょう。そのようになっていたな

らすぐに、十二人をつかめというのです。つ

ら、大韓民国は心配しなくてもいいのです。

かんだその十二人がまた十二人をつかんで、

このだらしのない者たち、みな首を切ってし

これさえやれば、七千三万の里がみな私たち

まったことでしょう。

の懐に敷かれるのです。

私たちが活用しなければならない人たちは、

団体を大きくつくれば、被害が大きいです。

アメリカやソ連に行って来た人たちです。そ

「統一教会は何でもない」と言うので、無事

の人たちが多いのです。この人たちをどうや

でした。何のことか分かりますか。アメリカ

って核心的な要所要所に配置するかというこ

に連れていって教育した人たちは上中下が連

とが問題です。この人たちをみな糾合して、

結されていないので、これを今回の大会を中

統班撃破のための統長をやらせ、班長をやら

心としてつなごうとするのです。そうなれば、

せなければなりません。家はみなあるじゃな

統班撃破は問題ではありません。それを知ら

いですか。みんな統長、里長、班長をやらせ

なければなりません。

なければなりません。
皆さんが父母として侍るならば、愛の起源
次に選挙するときには、私の手を経なけれ

が同じだし、生命の起源が同じだし、血統の

ばならないでしょう。これからどうなります

起源が同じだということです。父母に似たと
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いう話でしょう。そう、北韓を思えば、歯ぎ

煮て食っていたことでしょう。私はそのすき

しりするほどいまいましく、みぞれが降る日

につけ込むのは嫌いです。

が嫌なように、とても嫌でしょう。そのよう

ある人は、「文総裁が統班撃破まで論じる

なことを一緒に感じなければなりません。そ

のを見ると、座ったまま大韓民国を網でしっ

のようなことを知って、統班撃破に総力を傾

かり囲み、投網さえ引っ張れば、その中にい

けなければなりません。今年の夏に私が帰っ

る魚を一度に丸ごと捕まえるのと同じように、

てきて、郡守（郡の長）でも何でも私が会お

取って食べようとしている。それで大統領で

うと思います。将来、地方自治になれば、私

もなろうとしている」と言うのです。そうで

の手を経ずしては、郡の議員、道の議員にな

すか。（笑い）

れないというのです。
毎日のように何ですか。路傍伝道！ その
さあ、統班撃破運動をやりますか、やりま

次は何ですか。統班撃破運動！

近いうちに、

せんか。何のためにですか。文総裁ではあり

六月までに終えなければなりません。みな洞、

ません。皆さんが愛する息子、娘とお母さん、

統、班に長たちを配置して、三泊四日の教育

お父さんのために、南北が統一されるのが、

を早いうちに終えて、その次は第二次へと急

皆さん自身の願いだけではありません。私の

がなければなりません。よくできる人たちは、

息子、娘の願いであり、私の妻の願いであり、

将来いいでしょう。よくできない人たち、実

私のお母さん、お父さんの願いです。このよ

績のない人たちは落ちるし、協会長、それを

うに共通の願いとなり、責任を各自がもって

知らなければなりません。目標は百二十人で

いるので、この各自の責任を果たさないとい

す。氏族復帰、ですから近いうちに洞を中心

う人は、民族の反逆者になるのです。

として教会をつくるのです。三千六百個を早
くつくらなければなりません。

そう、統班撃破をやるときには、文総裁が
出してくれることを願いますか。皆さんがお
金を出してやることを願いますか。お金をも

統班撃破のための組織の体系化が急がれる
問題です。

らって、給料をもらってそのことをやるのが
愛国者ですか。食事を抜き、寒くて、誰も分

これからまず初めにしなければならないこ

かってくれない道を歩みながら、愛そうとす

とは、教学統連を中心として大学基地撃破運

る人が愛国者ですか。答えてください。二番

動です。大学がどうやって国民連合を中心と

目でしょう。今はこれくらい分かったので、

して一体となり、方向を保っていくのかとい

統班撃破を一生懸命やりなさいというのです。

うことが問題です。そのように大学を中心と
して連結することを通して、その次には、対

私は日本の国会議員たちともたくさんかか

社会運動です。社会の有志たち、その地方な

わりをもっています。ここでもそうです。私

ら地方の行政機関、あるいは政党の官吏たち

と関係のある人がおよそ百八十人はいます。

を集めなければなりません。それで教授たち

私がもし悪党だったら、既にみな焼いて食い、

が地方の有志たちをつないで、その次に、学
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二) 地域奉仕活動で組織拡大

生たちは地方の青年たちをつないで、大会を
するのです。主要都市で大会をしていきなが
ら、統、班を撃破するのです。統班撃破だと

まだ残りの闘いが残っています。今回先生

いうのです。私たちの最後の闘いの激戦地は

が指示したことを知っていますか。統班撃破

統、班です。統・班長強化完成、これが目標

というものを知っていますか。一九八四年か

です。

ら始めて、満六年になります。統班撃破、こ
れが最後のキーポイントです。これさえすべ

統班撃破という言葉は、政党にしっかりし
ろと、国の政治をする人々にしっかりしろと

て果たす日には、政治をする人たちもお尻に
ついてくるようになります。
これからは、私がやろうというとおりにや

いう言葉です。

らなければなりません。民主主義はみな滅び
言うことを聞かなければ、けんかもやった

ました。民主主義をもってしては、世界を指

りしてみなさいというのです。「国を生かそ

導できません。今、私が新しい主義を主張す

うというのに、どうしてやりませんか」と言

るのです。天宙主義方式！ 私が国家指導者

ってです。こうして将来、ここに逸する人は、

の選出方法を提示しなければならない時が来

首を切ってしまわなければなりません。何を

るのです。

もってですか。統班撃破の基盤をもって、こ
れからはみな選挙運動です。何のことか分か

目的が何ですって。統班撃破です。完全に
主導できるようにしなければなりません。

りますか。

ですから、洞の責任者は洞長と肩を並べなけ
先生が多年間、統班撃破をしなければなら

ればならないし、統長、班長と肩を並べるこ

ないと言ってきたのは、この一時に使うため

とができるようにしなければなりません。こ

でした。そんな時が来ると見ていたのです。

れから以北の人を中心として、みなこのよう

先生でもこのような準備をしていなかったら

な組織もつくろうと思います。ソウルは特別

どうなっていたことでしょうか。どうなると

にそうです。

思いますか。大変なことになると思うでしょ
う。大変なことになるところでした。そこに

ホーム・チャーチ組織をつくることによっ

皆さんが選抜されて準備された代表だという

て、統班撃破が可能だし、将来消費者組合が

意識をもって、「台風が吹いても、地震が起

可能だというのです。経済圏がここから……。

こっても火山が爆発しても、私は抜くことが

私たち統一教会のメンバーは絶対に御飯に飢

できない。鉄壁のような鉄槌だ」と言いなが

えることがありません。座って立ち上がった

ら出ていかなければなりません。そうすれば、

と思ったら、新聞も約二百部は一時間以内に

霊界も協助し、国民の心も自然にそこに収拾

配達でしょう……。

されるだろうというのです。

明け方寝ていたらもどかしく、空気も濁る
し、これをやればどんなにいいでしょうか。
お前たちはみな寝ていろ。こう言いながら夜
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の王者になって、さっさっと、密命を受けた

統班撃破をしなければなりません。家庭か

勅使となって、視察に回ると思えば、どんな

ら始めます。初めはただ歯をむき出して大声

に気分がいいですか。

でほえていた犬たちが、しっぽを振りながら
うれしく迎えることができるように、出入り

大韓民国は、今から選挙の準備のために統

しなければなりません。故郷で閉まった門を

班撃破を推進していかなければなりません。

開けるためには、犬が案内役をしなければな

統班撃破。復帰歴史は、家庭を通じて失って

りません。夜に行っても昼に行っても、私が

しまったので、文総裁は、三千里半島に広が

行くべき道を行かなければなりません。千の

っている家庭を通じて上がっていくのです。

道、万の道、足に豆ができるほど走れ、走れ

国を通じて上がっていくのではありません。

と言って、統班撃破をしなさいというのです。

ある人々は「文総裁が大統領になろうとして
ああしている」と言いますが、違います。

大都市の復興会と具体的組織拡充、組織を
つくらなければなりません。統班撃破をやっ

一つ私たちが約束しましょう。これは南北

て組織をつくらなければなりません。

統一のための指導者会議でしょう。統一教会
の文先生が今まで何をしたかといえば、縦的

統班撃破、分かりましたか。自分の村に、

にだけ育ててきました。なぜですか。迫害が

一つの宗氏が一班と見れば、百軒なら何班に

とても激しいので、今まで何と何があるのか

なりますか。班まで下りていってこそ、李氏

分かりませんでした。今はみなそれは過ぎ去

なら李氏、朴氏なら朴氏、といってその村全

りました。これからは横的につないで、統班

体を動かすではありませんか。家庭で蒔き間

撃破、面と洞を中心として結束運動をしなけ

違えて、すべて滅んだので、家庭で刈り入れ、

ればなりません。

栄えることのできる天の国の家庭をつくって
おかなければなりません。そのためには、運

先生が五年前から何を強調してきましたか。
統班撃破とは何ですか。私もみな忘れてしま

命をかけて、最後の是非の決定をつけなけれ
ばなりません。

いました。統班、分かるでしょう。洞の場ま
で今回の古稀を通じて完全に全国三千六百の

教育は長くする必要はありません。一週間

洞で大会をしました。

ずつ教育すれば、みな終わるのです。統、班

これからやるべきことは、ここに十倍、十五

を中心として一週間ずつ教育しさえすれば、

倍、三万六千ないし五万の統、三万五千から

すべて終わるのです。それが可能になるため

五万の統をすべて教育しなければなりません。

には、どうするのでしょうか。洞、統、班の

統を教育するのです。その次は三十一万です。

要員さえ四十日修練を受けさせればいいので

三十一万の班を教育しなければなりません。

す。そうしたのち、その人たちを通じて、住
民たちを客間に集めておいて、一週間ずつ続

三) 教育強化で組織拡大

けて講義する時間をもつのです。夕食を食べ
て集まり、昼夜集まるのです。集まって、時

1714 * 千七百十四

천성경

天聖經
Cheon Seong Gyeong
間計画表を組んで、集まる数を中心として、

で誰か一人を立てよう」と言うのです。それ

教育し、修練を受けたという条件を立てるの

で三百人を越えなければなりません。その三

です。こうしてそれがみな終われば、統班撃

百人を中心として洞大会、面大会を指示しま

破を完了するのです。そのように標準を決め

した。

るのです。
行政機関を中心として、その婦人たちを通
統班撃破というのは、一つの洞に、平均二

して統班撃破のための体制を洞会長から統長、

十五の統があり、その二十五の統には、二百

班長まで、二重に配置するのです。教育して

五十の班があるので、大体三百人と見て、三

配置するのです。このようにして、横的に政

百名を今まで七日修練したその時間の比重を

府を中心として班長同士一つになり、統長同

中心として、二十日ずつ二回、四十日、原理

士一つになれば、四千万がみな私たちの側に

の本を見ながら教えてあげ、勉強させ、七日

なって入ってくるのです。一度に入ってくる

修練に該当することをすべて教育しておいて、

のです。

試験をして、五十点以上取った家を統班撃破

政府がこれを知ってから、「これは文総裁に

の班長にするというのです。こういうことは

取られた」と言って、じたばたしても駄目な

初めて聞くでしょう。私がこれをみな話しま

のです。彼らには思想がないのです。ですか

した。そのようにやっておけば、終わるので

ら私たちを信じざるを得ないということを知

す。南韓でそれをみなやっておけばです。今

らなければなりません。ここで国が完全に私

まで浸透していたスパイたちが摘発され、み

たちに引っ張られていくのです。ですから確

な追い出されるのです。そうなれば、金日成

実な自信をもとうというのです。

は南韓に降伏するしかありません。
統班撃破は主にどこからやるべきかと言え
韓国にも今回、統班撃破を中心とした組織

ば、協会がしなければなりません。きょう話

をつくっています。ですから安企部から「昔

した内容とは何ですか。長子権、父母権、王

は、何かの大会をするとき、一日に二千四百、

権復帰は、家庭基盤を中心として祝福家庭た

二千七百箇所でやった記録がありますが、今

ちがしなければならないのです。それをする

はどうしてこんなに静かですか」と言ってき

には、原理講義もしなければならないし、勝

て大変なのです。今は、自分の息子、娘を育

共講義もしなければなりません。そしてこれ

てなければならない時です。壁を越えて声が

から洞の責任を任された祝福家庭がいれば、

出たらいけないのです。布団の中でささやき

勝共連合を活用しなければなりません。もと

ながら、教育するときに入ってきたのです。

もとは組織において、勝共連合の人々をどう

これが統班撃破です。班常会以上の班常会を

やって信仰化するかということが、一番重要

しなければなりません。それでここで三十人

な問題です。この組織が大きいのです。そこ

ずつ、五箇所に百五十人集まれば、「あなた

に関係した人々を食口化すれば、現在私たち

たち百五十人が感動を受けたなら、南北統一

統一教会の教区長の数が問題ではありません。

を願うなら、お父さん、お母さん、親戚の中
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教会の教会員の数が問題ではないというので

の洞だけでも三千三百あり、統だけでも一万

す。

二千あり、班だけでも十二万もありますから、
みな行くことができますか。みんな行けない

急がなければ南北総選挙に備えることがで
きません。それで今から六カ月の間、南北総
選挙の準備の全国大会をするのです。これか

ので、推薦してもらって、行って、会うでし
ょう。
皆さんがみんな素晴らしい統班撃破をして、

ら火をつけるのです。全部火をつけて講義す

神様が誇ることのできる家門を代表した家庭

るのです。統班撃破です。これから本当に統、

が成されれば、自動的に福を受けるでしょう。

班を掌握して、講義するのです。本当にこれ

そこで幸福の礎が形成され、自由の旗がなび

をやらなければなりません。これをやってこ

くことでしょう。

そ生きるのです。
ソウルは、最近みなびりだというのです。
統班撃破というのは、家庭基盤を中心とし

もともとはみな故郷に行くのです。故郷に行

て、しなければなりません。そこにみ言を中

くのに、これから六カ月の間、期限を決めて、

心として、真の父母の宣布内容のみ言を中心

みな統班撃破することのできる組織をつくり、

として、感興を受けさせ、これを連結させて

そこに有力な人、既成教会に通っていた将軍

いかなければなりません。今回、隊員たちを

たち、長老級たちがいれば、将来、そこにみ

配置して、テープをみなコピーして、それを

な配置しようと思います。ソウルはそのよう

上映するようにするのです。それを全部見て

に全部配置しようと思います。四十日さえ修

いった人に、中間中間に見た内容を記録させ

練を受ければ、いくらでも導くことができる

るのです。一度だけやってみたらいいです。

のです。長クラスは、連隊長やいろいろなこ

みな感銘を受けた話をしてあげて、これから

とをやったので、組織とか大衆を指導する上

南北統一に……。南北が分かれていますが、

では、皆さんはかないません。

南韓が内的であり、北韓が外的です。南韓は
精神的基準において、心的立場であり、北韓

愛の世界には、神様を私の相対にすること

は体と同じです。体が反対してきたのです。

のできる特権があるというのです。大きいか

体が、サタン圏なので。ちょうどそのように

小さいかを問わず、そうだというのです。

なったのです。

自分が統班撃破の分野で血と汗を流して、基
盤を築いて、一から百までいっぱいに愛があ

私の命令のとおりに統班撃破を一度やって

ふれ出ることができるように、るつぼをつく

みなさい。長くはありません。七カ月さえ死

っておいて、主人の立場で「神様、一度いら

ぬつもりで足の裏に豆ができるほど一度走っ

っしゃいますか」と言うとき、神様が来て、

てみろというのです。お金もかかりません。

「どけ」と言うでしょうか。「私が案内す

これからは私が、「ここまで来い」と言わな

る」と言うのです。「どこに座るか」と聞く

いでしょう。私があなた方の故郷に行くでし

ようになっているのであって、自分が勝手に

ょう。みな行けばいいでしょうが、今ソウル
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座ることができますか。この世の道理がそう

るのです。彼らを連結させれば、すべて終わ

です。

るのです。既成教会が歴史の何がああだこう

秩序を立てた神様は、被造世界の段階を知

だと言って、反対しますが、みなきれいに越

っているので、自分が座り、立つ位置を知っ

えていくのです。共産党までみな座って、消

ているのです。物心のつかない人に対して、

化できるのです。

「あいつは座る位置、立つ位置をわきまえて
生活することを知っているか」というような

こうしてそこに関係のあるすべての教授た
ちの前に……。ある教授は故郷がどこでとい

ことを言うでしょう。同じです。

うようなことが、すぐに出てくるではありま
せんか。百個すべて郷土学校の基盤を中心と

四) 教学統連と二世中心の摂理

して、さっとつくり、「ホーム・チャーチの
道別に全名門校出身の全国大会をして、道

責任者、来い」と言って、夕食は教授たちが

を中心として地方組織の責任者たちを選定す

ごちそうしてもいいです。そうして組織して、

るのです。

共産党を防ぐための地方においての統班撃破、

道の責任者、郡の責任者、面の責任者、統の

里洞撃破をしなければ、共産党の前に、食べ

責任者、班の責任者まで選定すれば、これが

られるのは、実際的問題です。

統班撃破の活用基盤になるのです。このよう
にしておけば、その名門中学、高校の出身者

統班撃破、それはカープ（ＣＡＲＰ）が主

たちが大体、ソウル大、高麗大のような名門

導の役割をしなければなりません！ 中学、

大学出身に連結されるので、名門大学出身全

高校の学生たちは、将来、大学生になって、

国連合会が自動的に編成されるのです。

二世たちを包摂しなければなりません！

本来、私がアメリカへ行って話すとき、統

今の時は、学舎（注：韓国の原理研究会の

班撃破時代に教授たちを中心として、中学、

寮）を動かすことを重要視しなければなりま

高校の先生、小学校の先生まで、いちいち対

せん。あなた方はみな統班撃破に責任をもち、

談して、させたのも、みな父兄たちと連結す

今教育をしているのではありませんか。二重

るための作戦なのです。それで勝共連合の組

作戦です。行動部隊として今学舎が立ち上が

織をつくって、国民連合の組織をつくり、み

ったので、全面的に後援しなければなりませ

なつくったのに……。これをしていなければ

ん。無法な振る舞いが起こるこのような風土

なりませんでした。これがよくできなかった

で、学生たちを中心として、全大協、西大協

ので、共産党は共産党のままのさばって、み

の者たちが、いろいろなことをやるのを首を

な死の地にしてしまったのです。これに一人

きつく締めて、決死的に反対することによっ

で闘ってきたのではありませんか。

て、市民がみなここに……。それで新聞社を
早くつくらなければなりません。新聞社、早

統班撃破運動を教授たち、中学、高校の先

く急がなければなりません。

生、小学校の先生たちを中心として連結させ
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今回、どんなことがあったのかといえば、

きる勝利的栄光の立場に上がるというのです。

南北統一運動国民連合をつくって、全国的に

理論的です。真の父母は絶対的です。ですか

統班撃破運動をしてきました。そこに面長の

ら、宗教でメシヤが絶対に来なければならな

半端者たち、支署長の半端者たち、警察署長

いという結論がここから出てくるのです。

の半端者たち、郡守の半端者たち、「どこど
この大学を出た」と言って、腹を突き出して

「国民連合でも勝共連合でも統一教会でも、

かき回して歩く者たちが加担しました。また

あなた方が働くべき場所は、現在の事務室で

そこの面の委員長が誰かといえば、大学教授

はありません。統班撃破、これをやっておい

たちです。みな大学教授たちが配置されて、

て、闘うにしても闘え」と言うのです。誰が

国を生かそうとするのに、ここの新聞記者の

班に行って、多くの影響を与えるのか、誰が

先生たち、自分の故郷を生かすのに加担しま

洞に行って、北韓解放の勇士になろうという

すか、加担しませんか。答えてください。や

人を多く加入させるか、地区長、あるいは議

りますか。国を生かすためにもっとやらない

長団のもとに自分に属した族属たちをたくさ

と。世界を生かすのにはどうですか。国を売

んつくるのかということを競争しなさい。そ

ってでも世界を生かそうとするならば、その

れを発表しなかったら、みな崩壊していまし

民族は世界の祖先の民族になるのです。

た。教授たちは考えもしなかったでしょう。
責任をもった文総裁はどんなに頭を使ったか

国が必要だし、世界が必要です。これを探

分かりますか。それで結論が何かと言えば、

していく道がありません。このように見ると

中央までもすべての郡でも面までも、教授た

き、皆さん教授自身も垂直的愛に九〇角度平

ちが統・班長をしろというのです。

衡線愛圏を中心とした愛の球形の理想を成す

教授たちはみなふろしきを包んで、家庭に行

べき宇宙史的本然の追求を抜け出す道があり

けというのです。愛国の根は家庭に植えなけ

ません。それは何のことかと言えば、文総裁

ればなりません。面の事務所、郡の事務所、

の言うことを聞けということです。そうでな

ではありません。家庭に根を……。親孝行、

ければ、これに合わせることができません。

下へ、子供へ……。さあ、文総裁が統班撃破

これをやっておけば、さっと合わせれば、ど

しろという宣言をよくやったと思いますか、

こに行きますか。家庭に行きます。それで統

間違ったと思いますか。教授たち、よくやり

班撃破とは何かと言えば、家庭に帰って、こ

ましたか、間違いましたか。それでは統班撃

れに合わせるのです。

破をしようと夜を明かしてどれほど歩き回り

皆さんは文総裁の息子、娘なので、私が世

ましたか。それが問題です。

界的に築いたすべての心情圏、同参、同位の

自分のお父さんが亡くなった時の悲しい心

相続権とその価値まで、無条件に丸ごとあげ

情以上の心情をもたなければ、国を生かすこ

たので、故郷に帰って家に行き、根を下ろせ

とができません。自分のお母さん、自分の一

というのです。皆さんが根さえ下ろして、し

族が死んだ以上の悲しみを感じなければ、南

っかり立てば、文総裁によって、世界的情的

北統一はできません。私はそのように見る人

版図をそのまま相続して、同参することので

です。教授たちが家に入って手を取り、涙な
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がらに「南北統一しよう」というむせぶよう

これからは統班撃破のために、全国の三千

な一言には、通り行くいかなる先生の千の言

六百個の面と統を中心として、組織を編成し、

葉もかなわないと見るのです。

完全に配置するでしょう。ここ本部にいる人

それで教学統連をつくっておいて、班町内

もよく知っておいてください。これからはこ

を生かそうというそのような教授がいるとす

こが自分の故郷ではない人がここに参席した

れば、学生たちと連結させて、その息子、娘

ならば、みなぶんなぐるでしょう。なぜでし

たちをみな糾合せよと指示しました。

ょうか。宗教世界において、還故郷というプ
レゼントをくれたのに、なぜ行かないのかと
いうのです。

五) 宗族的メシヤ活動と統班撃破

本然の故郷の地に帰らなければなりませ

今、宗族的メシヤの使命を果たせば、自動

ん！ これが原理観です。これをどうやって

的に大韓民国は解放されるのです。これが何

否定しますか。理論的な結論です。そうじゃ

かと言えば、統班撃破に連結されるのです。

ないと言う人、手を挙げてください。否定で

一族を中心として、統班撃破、これが決定さ

きますか。服従する道以外にありません。そ

れる時には、共産党は存在できません。です

れで今、韓国でそのようにしているのです。

から韓国で個人的にサタンの讒訴圏を抜け出

還故郷しろと言って、自分の村の統班撃破を

ました。

完遂した基盤の上に国家基盤完遂……。各家

先生が国家基準まで、実体を中心としてア

庭の出発点を立てて、蘇生、長成、完成を通

メリカを中心として築いてきて、アメリカを

るのです。家庭は蘇生で、統、班は氏族長成

中心とした国家の勝利的基盤をもたらしたの

で、国家が完成になるのです。家庭にこの三

で、ここで大韓民国が国家を経て、世界に行

つが連結されなければなりません。そうでな

くことができる道を先生が、ここに接ぎ木し

ければ、氏族を連結できないし、国家を連結

て、宗族的メシヤ圏を中心として、四千万民

できないし、世界を連結できません。

族をさっと連結させることによって、これが
一つになったというときには、皆さんの家庭

統班撃破をなぜするのですか。今まで政府

には、サタンが讒訴するところがありません。

が私に反対してきたのは、文総裁が家庭まで

個人で讒訴できる基盤を越えたし、家庭で、

入れば大変だと思ったからです。文総裁が定

氏族で……。三つの宗族を連結させれば、民

着すべきところは、政府ではありません。政

族が編成されるのです。

府には平和の基地がありません。大韓民国で
はありません。それではどこでしょうか。家

氏族的基盤さえ解決すれば、民族は自動的

庭です。アダム・エバの家庭です。家庭を中

に編成されるのです。そしてこれからのこれ

心として堕落したので、家庭を正さなければ

が何かと言えば、統班撃破問題です。統班撃

なりません。偽りの父母によって、家庭が破

破は氏族圏から始まるのです。部落と言えば

綻したので、真の父母が出てきて、家庭を正

部落、統、班はみな氏族圏内にあります。そ

さなければなりません。

れで先生が今まで、統班撃破という言葉を使
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ってきたということを知らなければなりませ

統班撃破の意義を知らなければなりません。

ん。これから宗族的メシヤになれば、統班撃

家庭基準を中心として、思想的な面で一八〇

破が完了できますか、できませんか。完了で

度真の父母の心情圏に帰らなければならない

きるのです。

というのです。

それでは、皆さんは、どのように動かなけ
ればならないのでしょうか。先生が一生をか

私が語る言葉は私のものではありません。

けて、苦労したすべての受難の道を推し量り

万民のものです。天地のものです。愛で私に

ながら、涙とともに自分の故郷、父母兄弟が

伝授された父の伝統を引き継いで、私も真の

自分の親族のために、泣かなければならない

父母の因縁をもって、無条件で皆さんに与え

時が来たというのです。涙でもってエデンの

るのです。私が与えるには、血と肉と精誠を

園で別れざるを得なかった親族が、みな四方

付け加えて与えようというのです。そのよう

八方に散らばって、数多くの怨讐国家と闘っ

な誠意ある気立てを見習って、皆さんの奥さ

て、滅び得るサタンの地域になっていたのが、

んの心、息子、娘の心、隣人である皆さんの

これから再び帰って、涙をもって一つになり、

村、さらには、統、班に与えれば、統班撃破

万国を収拾するのです。一つの愛を中心とし

がみな終わるのです。

て、万国を代表した家庭を通して、涙で出会
うことによって、そこに解放の旗が立てられ

アダムとエバは家庭から出発できなかった

るとき、万国はそれを中心として、永遠に戻

がゆえに、結局のところ宗族的メシヤが家庭

ってくることができるというのです。

定着の問題を解決しなければなりません。そ
れゆえ韓国で統班撃破運動を展開するのです。

統班撃破という言葉は「破壊させよ」とい

家庭が定着できるようにするために、今、韓

うのではありません。その言葉をもって問い

国にいる家庭に先生の写真を掲げる運動、旗

詰める人は「統班撃破が何だ。統班消化と言

を掲げる運動をさせているのです。それは何

うとか、解放とか言ったらいいのに」と言う

かというと、完全にサタン世界と天側の世界

でしょうが、ひっくり返さなければなりませ

を分けることです。初めて家庭に真の御父母

ん。なぜですか。そこには偽りの愛が残って

様のお写真を迎えることになるのです。

いるし、偽りの血筋が残っているし、自分の
ために生きよという偽りの生命があるからで

今、統班撃破において、里、統の組織を先

す。これをひっくり返さなければなりません。

生がすべてつくりました。八万世帯に該当す

それで「生きんとする者は死に、死なんと

るすべての家庭に、御父母様のお写真と旗を

する者は生きん」、と言いました。あなたの

分けてやり、七月三日から九日まで、真の父

家の中の食口が怨讐だというのです。必ずそ

母宣布、救世主宣布、メシヤ宣布、再臨主宣

うです。その道を行こうとすれば、お母さん、

布まですべてしたのです。再臨主宣布とは何

お父さんが、狂った子だと言います。

でしょうか。真の父母です。メシヤとは何で
しょうか。再臨主のことです。
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本然の心情が爆発する一つの起源とならな

統班撃破というのは、行って銃剣で脅迫し、

ければ山頂を越えていくことはできません。

恐喝せよというものではありません。愛のみ

ヒマラヤのような山頂を越えることはできな

言と、愛の実践を通して夜も昼も活動するな

いのです。何をもってでしょうか。愛の力を

らば、おじいさん、おばあさんがタバコを吸

もって、死ぬ、生きるということが問題では

い、酒を飲みながらも、あるいは悪いことを

ないのです。その反面、外部の世界は国が合

しながらも「うちの息子、娘たちも、あの人

わさり一つとなって反対するのです。その反

たちを見習うようにしなければ」と統一教会

対する渦中に責任をもち、行って撃破しなけ

を褒めるのです。すると酒好きの悪魔もそこ

ればならないのです。先生一人で闘うのです。

から逃げていくのです。けんかしていた者た

私はアメリカに行っても闘ったのです。個人

ちも、統一教会に入教してからはけんかをし

的に撃破！ 統班撃破ですね。

ないのを見て、「うちの息子、娘たちも統一
教会の信徒のようになったらいいのに！」と

南北統一時代になすべき第一のことは、統
班撃破です。今叫んでいるのが統班撃破です

思うならば、サタンはみな逃げていくのです。
何のことか分かりますか。

ね。統班撃破を通して先生のお写真を掲げ、
それから先生の思想を教えてあげるのです。

家庭に基盤を築けば、一八〇度変わるので

真の御父母様とは誰であるかということを教

す。それゆえきのうもお話ししましたが、御

えてあげるのです。

父母様の写真を掲げなさいというのです。そ
うすれば、御父母様の命令と一致し得る立場

還故郷しなさいと言いましたね。私も大韓

となるので、あたかもモーセが竿に蛇を掲げ

民国へやって来て頂上をすべて吸収しました。

たのを見た人は生き残ったように、生きるの

文総裁と言えば「ああ、あの方は愛国者

です。全くそのとおりです。

だ！」というようになっているのです。優れ

私たち統一教会の旗を見て呪うようなこと

た人物だと言われる人々にも「こういうわけ

があれば、今後目がおかしくなったり、様々

で南北統一総選挙に備える全国大会をするの

なことが起こったりするのです。皆さんが精

だが、反対しますか、支持しますか」と言え

誠を尽くして掲げないからそのようなことが

ば、「どうして反対などしましょうか。支持

起こらないのです。写真を掲げるのも、精誠

します」という通牒を受けてするのです。今

を尽くして掲げれば、指を指して悪口でも言

まではそのような通牒をすることもありませ

おうものならば、指が曲がるなど、いろいろ

んでした。もしも反対するならば、私が力比

なことが起こるのです。精誠を尽くしていな

べをしてさっさと押し出してしまいます。私

いから駄目なのです。

が手を出したら凄まじいのです。いくら大き
なことを言ってもしおれてしまうのです。そ

統班撃破のために家庭を訪ねていくのです。

ういうことを知った上で統班撃破をしなけれ

アダムとエバの家庭からすべて失い、それが

ばなりません。

国と世界を失う起源となったので、これから
は先生が世界から蕩減して、大韓民国の家庭
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をすべて包み込んで方向転換するということ

ら押さえつけるのです。精神を統一させてし

をしているのです。そうするためには主体思

まえば何も言えないのです。こぶしでなぐる

想がなければならないので、真の父母と、真

のではありません。考えだけで制圧すること

の師と、真の主人の思想を宣布したのです。

のできる時が来るのです。

これを宣布なさった真の父母はどんなお方で
しょうか。神様のような立場です。神様は真

今は韓国に帰ってきて統班撃破をするので

の父母なので、この地上の真の父母の立場で、

すが、これは家庭に帰る運動です。すべての

真の師の位置、真の主人となるための世界的

ことを、国家を中心に、統から、班から、す

版図圏を相続してあげるために、今大会をす

べて帰り始めれば、組織として統と班さえ統

るように教えてあげるのです。これが最後で

一すればそれで終わるのです。それは蘇生、

す。分かりましたか。

長成、完成の三段階を意味しています。自分
自身を中心として垂直には家庭と統、班、横

統班撃破の組織さえ完了したならば、どの

的には自分と父、そしておじいさん、このよ

家にも旗を掲げた竿を立て、統一教会の人が、

うに自分を中心として蘇生、長成、完成の三

一日に三人も出入りしても喜ぶことのできる、

段階基準をもって家庭転換期に入っていくの

そんな家庭にさえなれば、みな救われるので

です。そのときに何を中心としてそのように

す。ですからお世話をするのです。反対する

なるのでしょうか。真の父母の愛とともに、

なといってお世話するのです。皆さんは私の

頭翼思想、神主義が中心となっていくことに

世話になりましたね。アメリカに連れていっ

よって、サタンは歴史を通して何の讒訴条件

て教育して……。明らかに世話になっている

も押し出すことができないのです。

のに、真の父母だと言ったからといって、反
対することができるでしょうか。先生を中心

六

統一運動と女性の役割

としてなされたすべての事実、先生のみ言に
よって精神的分野と物質的分野でみな恵沢を

先生は実に巧みでしょう。良い暮らしをし

受けたのです。重鎮（注：その社会で不動の

ている女性に統班撃破とか何とかやらせて…

位置を占めている人）の誰が反対するでしょ

…。それが皆さんとどんな関係があるのでし

うか。ラッパを吹いて太鼓をたたけと言えば、

ょうか。それをしたからといって誰かが認め

みなラッパを吹いて太鼓をたたくようになっ

てくれるでしょうか。しかし、これによって

ています。そのような段階まで来ているとい

女性解放の伝統的歴史を、韓国の女性が築き

うことです。

上げることになるのです。それが教材となる

ですから御父母様を宣布し、歓迎することに

のです。

よって世界の頂上を越えるのです。サタンが

先生の教えたみ言のすべてと、皆さんが行動

今まで舞台としてきたこの地球星の上に立ち、

してきたその内容は、今後世界の女性を動か

韓国に帰って天国と連結させて、王権、何と

す伝統的教材となるということが分かるので

言いますか。定着宣布式をすることのできる

す！ アーメン。

時となったのです。分かりましたか。ですか
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誰がその教材となることができるのでしょ

ことは何かというと、男性を通して失敗した

うか。楽な立場で八時間寝て、三度の食事を

統班撃破体制を再び築くために、今現在、里、

して、暑ければ涼しい所へ行って日陰で休む、

統基準を中心としてすべての人事をしました。

そうではありません。日の照りつける中で血

統班撃破が目の前にあるのですから、統一教

の汗を流し、脂汗を流しながら行動すること

会の女性たちは寝ず、食べず、遊ばずに、こ

が歴史に残るのです。悲惨であるほどに歴史

れをなすべき天的な義務があるということを

時代の材料となるのです。皆さんも先生が獄

知っているのです！ アーメン。そうしよう

中生活をした話を聞けば、骨の髄まで泣くの

という人、手を挙げてください。

です。ですから先生はそのような話ができな
いのです。獄中生活をした話、それを包み隠

今まで先生が夜寝ずに一生の間犠牲になっ

さずに話せば、痛哭が巻き起こるのです。そ

てきました。皆さんも同じなのです。統班撃

こにはどれほど多くの事情があることでしょ

破は自分の一族を中心として百二十家庭をし

う。話さないのです。

なければなりません。昔、イエス様の時は百
二十門徒がいましたね。それと同じく百二十

私は一銭のお金も出してあげませんでした。

家庭を自分の指揮下に立てたならば、お金な

お金を出してあげたのではいけません。お金

どが問題ではありません。食べて生きるのが

を出してあげれば、今後国の行く道は遮られ

心配でしょうか。問題ありません。男性たち、

てしまいます。国が民にお金を出してあげな

分かりましたか。男性たちは天使長です。天

ければならないという論理が成り立つのです。

使長は使い物にはなりません。母親を通して

そのような国はないのです。それゆえ大変で

生んだという条件を立てなければなりません。

も、統一教会の信徒が血の汗を売って、血の

ですから再び祝福を受けてこそ天国に入ると

汗を流し、骨身を削って売ってでも、この国

いうのです。

のなすべきことをしなければなりません。お
金を出さずにこれまでやってきて、今や統班

韓国は女性を立てて救わなければなりませ

撃破が終わる段階に来ています。うまくでき

ん。このような意味から、不可避的に世界平

ましたか。できませんでしたか。あのように

和女性連合の指導者を、地方の女性指導者と

生活が困難な統一教会の信徒がいかにしてや

して立てたのです。世界平和女性連合の指導

ったか、この間全体の報告を聞いて、整理す

者たちが地方における郡支部長となり、面支

るために私はソウルへ来ました。全国は行く

部長となり、洞支部長となり、統支部長とな

ことができず、ソウルが中心ですから代表と

るのです。それは容易なことでしょうか。文

して来たのです。お母様にそのような話をし

総裁はこれを十四年前から準備してきました。

たところ、お母様が考えて、今巡回している

ホーム・チャーチという言葉を中心として

のです。

「地方へ行って一族を収拾せよ」と、これを
十四年前から準備してきたのです。それゆえ、

きょう、よく話を聞いて清算し、新しい皆

七年前から統班撃破を主張してきました。

さんとならなければなりません。先生の願う
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来たる四月に、十五万人の女性を中心とし
て、オリンピック・スタジアムを完全に埋め

なりません。これを撃破しなければなりませ
ん。

るための計画を立てています。ですから全国
の夫人は統班撃破をしなければなりません。

今までは仕方なく男性にさせてきましたが、

男性ができなかったので、女性がしなければ

これからは違います。家庭教会は、主に男性

なりません。今まで七年の間、統班撃破運動

がしてきましたし、今も男性が主にやってい

をしてきたのですが、まだできていません。

ますね。男性を中心に統班撃破をするのにど

私は三度も、多くのお金を使って完遂せよと

れだけお金を投入したことでしょうか。これ

言ったのにできなかったのですから、今後は

からは血肉を売ってでも、きちんとした基盤

男性を信じることはできません。男性を除い

をつくらなければなりません。土地を売るな

て女性を動員して解決しなければならないの

り、一族の畑を売るなり、一族のお金を集め

です。男性が統班撃破をするとしても、妻の

てでもこれを成就しなければなりません。分

署名、息子、娘の署名をもらわなければ勝手

かりましたか。今後指令が下されます。七十

にはできません。しかし女性は一軒一軒入っ

家庭をして、一家庭で一億ずつ準備しなさい

ていって、夫を追い出して集まることができ

と言えば、七十億ができます。南北統一時代

るのです。分かりますか。なんと便利なこと

なのですから、それができる準備をしなけれ

でしょう。女性たちは、群れをなして裏門、

ばなりません。涙と血の汗を流してまとまっ

正門、門の垣を乗り越えてその家の夫を追い

たお金を作って、夫に知られないように通帳

出して、思いのままに会議をすることができ

を作らなければなりません。先生は今何と言

るのです。分かりますか。

いましたか。夫に知られないように何を作れ
と言ったでしょうか。通帳、銀行通帳を作る

皆さんは神様を中心として、平和の世界が

のです。

早く訪れるように国民を結束して、平和の門
を開くために南北統一平和の基準を促進化し

一九七八年より始めたので、すでに十四年

なければなりません。これを促進化するため

目です。十四年前からこのことを始めたので

の運動が統班撃破運動だということです。分

す。皆さんが決死の覚悟でしていたら、どれ

かりましたか。これによって……。南侵した

ほど良かったでしょうか！ そのようにして

スパイが隠れているところは、女性の懐です。

いれば、ホーム・チャーチを中心として、統

女性のチマの中に抱かれているのです。チマ

班撃破に連結されるのです。ホーム・チャー

の下に隠れているということです。スパイは

チの基盤を中心として統班撃破をするために、

南へ下りてきて南韓で嫁をもらって金を稼ぎ、

男性たちを中心に里まですべて組織したので

婚家の又従兄弟のところまで入っていって、

す。それで洞大会、統大会、班大会まですべ

後援をしたり、町内や一族の者に気前よく施

てしたのです。

したりするのです。これが南韓スパイの工作

十二万人いるすべての班長たちに、私の名

費で宴会を開いてもてなすような、名のある

前で『世界の希望』という本と原理の本を配

立て札を得た人だということを知らなければ

布してあげたのです。ここにももらった人が
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いるはずです。そうしたにもかかわらず、男

南北総選挙を実施するようになれば、この

性たちがみな責任を果たすことができません

南韓はどうなるでしょうか。このような様々

でした。このことを、この世の遊び事でもす

な問題……。文総裁は愚か者ではありません。

るかのように、気楽に考えたのです。ですか

今やすべての準備を整えて統班撃破をするの

ら、男性たちが責任を果たせなかったので、

です。それを何度も訓練しておきました。で

女性がしなければならないのです。何があろ

すから女性が必要なのです。

うとやらなければなりません。
女性たちは、自分の家の家事だけをしてい

北韓の軍人を女性たちが担当しなければな

てはいけないようになっています。女性連合

りません。女性が地上のサタンを担当しなけ

を中心として動員したのを見てください。こ

ればならないのです。そうして初めて男性が

れが動員されたのは人の力によってですか。

天上世界のサタンを打つのです。両面作戦を

一番最初、私がアジア平和女性連合発起大会

しなければなりません。北韓のスパイが住ん

をやると言った時、みな目がこんなふうにな

でいるのですが、それは女性が保護している

って、「女性がいったい何をするのですか。

のです。女性の懐で……。男性はみな願って

アジア平和女性連合がいったい何をするので

いないのに、女性が隠しているのです。これ

すか」と反対したのが、私たち統一教会の教

を撃破するために統班撃破運動が現れたので

会員たちでした。お母様が前面に立ったので、

す。今やあれこれすべて分かりました。先生

仕方なかったのでしょう。雰囲気を見れば、

は、いつ皆さんを呼んで命令を下し、使命を

反対できないのです。そのようにしながら、

果たせと言うか分かりません。できないと言

女性時代の到来を宣布したのです。それがで

うならば牢獄に閉じ込めておくのです。遊び

きる時になったので、宣布したのです。これ

事ではありません。生死の決断をして勇み立

から女性時代が到来するかどうか見ていなさ

つ道なのです。給料をもらって楽な暮らしを

い。

するための場ではありません。野良犬を連れ
てきて食べさせてやる所ではありません。そ

統班撃破を一九七八年から始めたので、も
う十四年になります。十四年間統班撃破をし

れを知らなければなりません。天国の精兵を
つくるところです。

てきたのは、この時を目標にしてのものです。
家庭教会の理念が統班撃破の理念です。それ

統班撃破というのを知っていますか。十四

が薄れてきたので、色彩を異にして統班撃破

年前からホーム・チャーチのことを語ってき

を中心として引っ張ってきたのです。それが

ました。多くのお金を使って教育してきまし

七年、七年の十四年かかりました。それ以前

た。五年前から「統班撃破」と言ってきまし

から準備して行うのが先生の計画だったので

た。男性を立てて失敗したので、仕方なく最

すが、韓国の責任者たちが、それが分からず

後に女性を立てるのです。

に責任を果たせなかったのです。男性が二度
できなかったので、これからは女性がしなけ
ればなりません。
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いかにして統一された体制をつくるかとい

第四章 宗族的メシヤ活動をせよ
一

う問題を考えるときに、思想的な面において、

今は東西南北統一の時代

民主体制と共産体制を越え、それらを消化す
先生は、南北統一運動をすることのできる

ることのできるもう一つの統一的な思想がな

基盤をつくるために、一生の間苦労してきま

ければならないのです。そのような理論的基

した。

盤の上で、統一体制を形成しなければならな

これから皆さんは、既に造成された雰囲気の

いという結論が出てくるのです。統一体制を

中でその運動ができるので、ずっと容易なの

形成するには、この韓国が一つのモデルとな

ですから、勇気をもって一生懸命活動してほ

ります。韓国を中心とした国民連合の形態を

しいと思います。もし南北統一運動に反対す

もっているのが、世界の東西南北統一連合で

る人がいるとすれば、その前に行ってデモを

す。すなわち韓国が世界のモデルだというこ

してでも反対しないようにしなければなりま

とです。世界がそれに従ってくるならば、す

せん。

べてが統一的世界体制になっていくのです。

皆さんが韓国で楽に暮らしながら南北統一

今後の問題は世界を動かすことです。その

の目標が達成できるでしょうか。ここは一線

ためにはまず、理念の徹底化、二つ目は組織

です。世界の一線なのです。ここは世界の焦

の強化、三つ目は協同活動によって一致する

点だということです。ですから、決意した分、

こと。それゆえ私たちは共産主義に対して、

私たちのみ旨を中心として様々な役事が起こ

共産主義以上に強い組織力と活動力をもって

ると考えられるのです。完全に団結して南韓

対決しなければなりません。少し発展すれば

さえ動かすことができれば、霊界で役事する

組織化しなければなりません。

のではないでしょうか。何が起こるか分から
南北統一運動国民連合は、南北統一運動の

ないのです。

ための、統一のための運動機関です。そこで
お金がなくてもしなければなりません。自

は国民が連合して南北統一運動をするのです。

分の家も売るのです。そうすればこそ、天が

そこでは六千万を動員しなければなりません。

行く道を守り、責任をもってくれるのです。

六千万民族が一つにならなければなりません。

問題はそこにあるのです。お金に従ってはな

六十万を代表として団結させ、新しいエデン

らないし、体制に従ってはなりません。天の

に向かって六百万、六千万の団結した旗手が

喜ばないお金は毒薬です。滅びるのです。精

生じるならば、世界は完全に地上天国の基地

誠が必要です。これからは教会で泣いた以上

へと直行することでしょう。

に、泣きながら歩くべきです。それは簡単な
ことです。教会で精誠を尽くした以上に、南

統一教会には教会もあり、勝共連合もあり、

北統一運動のために泣きながら歩きなさいと

教学統連（注：全国大学教授学生南北統一運

いうことです。

動連合）もあるし、南北統一運動国民連合も
あります。これらは何をしようというもので
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しょうか。南北統一だけではありません。南

ありません。私たちが主体的な立場でそのよ

北解放だけではありません。人類解放と共に、

うな道を切り開かなければなりません。

神様を解放しようというものです。何を中心
としてするのでしょうか。真の愛を中心とし

今はどんな時でしょうか。イスラエル民族

てするのです。それを知らなければなりませ

がエジプトからカナンの福地に向かって出発

ん。

する時です。そのような時なので、夜を明か

南北統一運動は神様の伝統的思想を中心とし

してでも、ありったけの力を出して、エジプ

て南北を統一しようというものです。そうし

トの地に住んでいるイスラエル民族に、何日、

てすべての国民が新しい建国思想をもって、

何時にその家を出なければならないと通報を

天国を建設しようというものなのです。

してあげなければなりません。知っていなが
らも知らせてあげない人は、永遠の罰を受け

問題はこれです。歴史の勝敗圏を分ける最

ることになります。そのようにカナンの福地

後の激戦場の勇士として闘うにあたって、今

に向かって出発する時代になったので、私た

後迫ってくる激戦、戦争の前に、どれだけ強

ちは三千万民族全体の前に、彼らが行くにし

く雄々しくあるか、どれだけ克服していくか、

ても、行かないにしても、知らせてあげる責

生死の交差路においても、第二の決意をする

任があるのです。ですから今まで全国的な活

ことのできる希望ある勇士となれるかという

動を展開してきたのですが、いまだに統一教

ことが問題なのです。死の道においても、再

会を知らない人がいるというのではいけない

び生きて闘うことのできる希望があり、それ

のです。

がかなわなければ再び生きかえって闘おうと
いう思想があるならば、共産主義を吸収する

呻吟の声の高まる、息の詰まるような世界
的最後の交差点に向かっていく混乱した渦中

ことができるのです。

で、自分の主体性をいかにしてもっていくか
いまだに統一教会を知らない人がいますね。

という問題が、今後の韓国において宗教人が

それは責任を果たせなかったということです。

解決すべき問題であり、多くの僑胞が解決す

楽に休み、遊んでいる人はいても、この民族

べき問題であり、大韓民国全体が解決すべき

に責任をもつ責任者がいなかったのです。骨

問題ではないでしょうか。これもいいし、あ

が砕けても、この山河、あの町の谷間、すべ

れもいい、というのではなりません。主体と

てが私の血の汗のにじんだ精誠の手を待って

対象を確実に分けて、天を主体とし、人間を

いるのですから、行かなければなりません。

対象として完全に分けて、立つべき位置に立

自分にそれができないならば、鐘に綱を結び

ち、いるべき所にいなければならないという

つけて引っ張り、四方にガランガランと鐘の

ことです。それゆえ、息の詰まるような時代

音を鳴らしてでも、ひとつところに動いてい

の交差点に向かって私たちは今前進している

くことのできる統一戦線をつくらなければな

のであり、今がその瞬間なのです。

りません。そうしなければ、いくら南北韓が
会談したとしても、統一法案を模索する道は

1727 * 千七百二十七

천성경

天聖經
Cheon Seong Gyeong
南北が一つとなるためには、北韓を自分の

貿易することによって南北統一がなされる

兄弟以上に愛するという愛をもって、養って

と思いますか。とんでもありません。共産主

あげることのできる南韓の政権にならなけれ

義思想とはいっても、神様の愛の中では力な

ばなりません。

く吸収され、消滅してしまいます。私たちが

今、全羅道と慶尚道が互いに「自分がやっ

今までそれが分からなかったからであって、

てやろう」と闘っているのですが、そんなこ

愛する心をもつならば、南北統一は絶対に問

とで南北統一をしようというのでしょうか。

題ではありません。のみならず東西問題や南

とんでもありません。そういうことではすべ

北問題も、この神様の愛で完全に解決するこ

てが滅びます。滅びるのです。このような話

とができます。このような神様の理想を中心

は耳に痛いかもしれません。耳に痛い話だと

として、世界の理想を消化し、そこで国家の

しても、私は正しいことを言っているのです。

理想を消化し、国家理想から民族、家庭、個
人まで連結し得る理想世界の平和的無限景

天運に従っていかなければなりません。個

（この上もなく素晴らしい景色）ができるこ

人的運勢、国家的運勢も、アジアの運勢を捨

とによって、この地上にはユートピアが建設

てたならば、大韓民国はここで失脚するので

されるに違いありません。

す。天運に従って、アジアの運勢に足並みを
そろえることのできる大韓民国にならなけれ

この時代においての願いは南北統一です。
北韓と南韓を統一して、神様が安息すること

ばなりません。
大韓民国は、天運に従ってこそ天運の保護

のできる基台を、皆さんの家庭と、私たち民

を受けるのであって、そうでなければ滅びる

族と世界に築くことを天は願っているという

のです。その道をいくら知っているといって

ことです。それでは何をもって神様にお仕え

も、文先生に学ばなければならないという結

するのでしょうか。他の何でもありません。

論まで出したのです。今日も同じです。

自分の母親、父親を愛する以上の、夫、妻を
愛する以上の、子を愛する以上の愛を中心と

南北が統一されれば、統一された大韓民国

して、祭物的な祭壇を築こうというところか

は、堂々と世界の前で先頭に立って、世界の

ら、初めて理想的南北統一というものが出て

ために犠牲になることのできる、伝統的思想

くるのです。理想的東西文化の統合がなされ

を残す国家とならなければなりません。そう

るのです。地獄と天国の解放圏ができるので

なれば、この大韓民国がなくなり、主権がな

す。愛をもってしなければ解くことはできま

くなったとしても、この民族の思想は今後二

せん。愛のキーが必要なのです。

十世紀を越えて、三十世紀以降いつまでも残
り、必ずや世界を指導することのできる民族

韓国で南北統一がなされれば、世界の統一

として残ることでしょう。皆さんはそれを知

は自動的になされるようになっています。軍

らなければなりません。

事力、武力を使って統一できるでしょうか。
とんでもない話です。軍事力だけならば、私
は何でもつくることのできる力のある人物で
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す。しかし軍事力だけでは絶対にできないの

動がここから繰り広げられたならば、北韓に

で、このようにみ言を伝播しているのです。

行く日は遠くないのです。

我が国の政治を執り行う指導者たちは、国

統一をどこからするかが問題です。南北統

を愛しているでしょうか。国がどうなってい

一は、どこから、何をすべきなのでしょうか。

っているのかも知らずに、このごろも民政党

こぶしや力によってでしょうか。力によって

やら、新民党は自分が大統領になるといって

屈服させたとすれば、のちに向こうの力のほ

闘っていますが、やってみなさいというので

うが大きくなったときに、再び闘いが起こり

す。本当に国民と共に生きようという心が彼

ます。そのような方式では統一することはで

らにないならば、すべては流れていくのです。

きません。たとえ以南（南韓）の地で生きて

いくら立派だといっても、水の泡のように流

いるとしても、以北（北韓）に住む人々と本

れていってしまうのです。国民を愛すること

当に共に生きたいという心、一つとならなけ

のできない指導者ならば、国民から、そして

ればという心があってこそ、統一の道が開か

のちには歴史からの審判を免れることはでき

れるのです。

ないはずです。
「共に生きたい」というその内幕の共通分
分かれた南と北は、そのままでは一つとな

母は何でしょうか。それは権力ではありませ

ることはできません。愛国の同志たちが闘争

ん。権力は歴史を超越することができません。

するその過程では、夜寝ずに、時間を超越し、

それは一時のものです。知識でしょうか。知

困難な環境を屈服することのできる心の決意

識の世界は発展するものです。皆さん、知識

と実践が必要なのです。真に共に生きたい。

の世界で学問とともに、永遠に共に生きたい

死ぬにも共に死に、生きるにも共に生きたい。

という気持ちはありますか。私たちが共に生

私たちの先祖、霊界の霊人たちとも共に生き

きることのできるものは、知識でもなく、金

たい。そのような皆さんとなることによって、

銭でもないということは確かです。このよう

今後南北統一をここから始めるのです。

に考えるならば、上や下や前後左右を問わず、
過去、現在、未来の時間性を超越した場で、

北韓があのように困難に処しているのは、
北韓が閉鎖社会となっているからなのですが、

共通的に認め得る一つの分母とは何でしょう
か。それはすなわち愛なのです。

その事情を知れば知るほど、その治下にある
人々がどれほど悲惨か知れません。共産主義

人間がいかに生きるか、あるいは、私たち

が怨讐なのであって、人々が怨讐なのではあ

の人生航路をいかに行くべきかを念頭におい

りません。北韓を眺めながら、かわいそうな

て考えるとき、その骨子を要約すれば、孝子

暮らしをしている同胞のために、喉を詰まら

の行く道、忠臣の行く道、聖人の行く道、聖

せて涙を流し、「あなた方の困難と共に私は

者の行く道の根本があるのです。すなわち、

生きている。解放の一日を準備して皆さんの

永遠に共にいたいと思い、共に生きたいと思

前に現れよう」と誓い、統一のための実践運

う心です。上下を問わず、共にいたいと思い、
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前後左右、昼夜を超越して、生涯を越えて共

国を愛する人、北韓の誰よりも国を愛する人、

に生きたいという切なる思いをもった生涯で

そのようにして一つの道を行く人がいるとす

はないか、という結論が出てくるのです。

るならば、そこから統一方案が出てき得るの
です。そのほかに道はあるでしょうか。それ

三十八線を中心として南北に分かれている

以外に道はないのではないでしょうか。

この国において、私たちはどうしたらよいの
でしょうか。問題の解決をいかにすべきかと

今、南北統一を願っているのですが、南北

いうことが問題です。それは北韓の人々より

統一するための方案は何でしょうか。次元の

も苦労し、南韓の人々よりも苦労することで

高い統一の内容を提示せずしては、統一され

す。苦労の中で立てられた超民族的な愛国心

ることはありません。以北（北韓）から以南

をいかにしてもっていくか、それが韓国を生

（南韓）に来て、また、以南から以北に行っ

かす近道であり、解決方案です。悪なる世界

て互いに「私の言うようにしよう」というの

と善なる世界を統一するのもやはり同じです。

ではなりません。互いに損害を受ける立場で

悪なる世界の忠臣以上の忠臣が現れなければ

は統一はされないのです。互いにプラスとな

なりません。今まで善を志向してきながらも、

るところにおいて可能なのです。そうではな

私たちの先祖が立てた忠臣の道理以上の忠節

いでしょうか。男女が結婚して互いにマイナ

を主張し得る人が現れてこそ、決裂した歴史

スとなる立場では、一つとなる法はありませ

を収拾することができるのではないでしょう

ん。それゆえ互いに利益となることを求めな

か。そのように考えるのです。

ければならないのです。

今、南北の間で行き違いがあります。方向

南韓が北韓を武力で打って屈服させるので

を異にする立場で、一方は南に、一方は北に

はありません。私たちは彼らよりも強い思想

行こうとするという二つの別れ道があるので、

の基盤をもたなければなりません。彼らが国

その目的は異なるのです。いかにすれば統一

を愛する以上に、私たちも我が国を愛さなけ

されるかという問題を考えると、深刻なので

ればならないのであり、彼らが共産主義を愛

す。その主体的な使命を誰が果たすべきなの

する以上に、私たちも天を愛することのでき

でしょうか。南韓がすると言えば、北韓が反

る思想的な強い力をもち、人格的な面におい

対するでしょうし、北韓がすると言えば、南

て彼らを自然屈服させることのできる実力者

韓が反対することでしょう。自分自体にこだ

とならなければなりません。そうでなければ

わる立場では、再び決裂することでしょう。

北韓を吸収することはできないのです。生活

これをいかにするかが問題です。問題は、南

的に潜伏させて、人生観や生涯を通して感服

韓の誰よりも北韓をより愛する韓国人が現れ

させることのできる、人格的な基準を中心に

なければならないということです。北韓の人

現れた人格の価値を中心として考えるときに、

が北韓を愛する以上に、北韓を愛する韓国人

共産主義の思想で武装した彼らを凌駕する私

が現れればよいのです。それ以外には模索方

たちとならなければなりません。私たちが彼

案、解決方案はありません。南韓の誰よりも

らに影響を与え得る環境をもたなければ、カ
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イン国家を復帰することはできません。カイ

先生が宗族的メシヤの宣布をしました。宗

ン国家を復帰できなければ、天国を中心とし

族的メシヤ。なぜそれをしなければならない

た世界的な国となり得る復帰の国家は、成立

か分かりますか。韓国が先生に反対したから

しないのです。

です。それを蕩減復帰しなければならないで
しょう。アメリカもみな反対したのを私が蕩

神様が、サタンを敵であり怨讐だと考えて、

減復帰してあげましたから、私が蕩減復帰し

復讐しようという思想をもっているとするな

てあげるのです。そうしなければならないで

らば、絶対に勝利の頂上を占めることはでき

はありませんか。

ません。そのような観点から、神様は「怨讐
を愛せよ、怨讐を愛せよ」と、愛の作戦をと

どうして宗族的メシヤを韓国と共に世界に

ってこられました。イエス様のみ言の結論も

宣布したのか分かりますか。これを韓国でさ

「怨讐を愛せよ」というものです。

えやれば、世界の国家すべてが真の父母を中
心として一つになるのです。霊界でどれほど

世界的に迫害を受けたとしても、世界的な

総動員されたか考えてみなさい。この時だと、

怨讐圏に立ったとしても、彼らを愛したとい

みな目に火をつけて解怨成就することのでき

う条件を立てなければなりません。この一筋

る、数千、数万年の歴史を蕩減することので

に神様もかかっており、神様の子女になろう

きる良い時が来たと、すべてが下りていくこ

というあらゆる宗教界のすべての人がかかっ

とを願っているのに、みな橋を切ってしまっ

ているのです。「怨讐を愛せよ」というみ言

たらどうしますか。今はもう国家的次元、世

は偉大な真理です。内容は簡単ですが、これ

界的次元です。ですからこれがすべて崩れた

が神様とサタンの闘いの勝敗を分かつ境界線

ので、自分が立つ場がありません。立つ位置

となってきたということを誰も知りませんで

をつくるには、宗族的メシヤとして祝福家庭

した。

を配置して、イエス様の完成、自分の完成、
アダムの完成、三大先祖の基準を立てること

私たちの願い、私たちの願いは何でしょう

によって、この地上にいるすべての人間たち

か。統一です。統一教会を中心とした統一で

を抱くことのできる自由な環境に入るのです。

はありません。統一教会が祭物となって南北

ですから宗族的メシヤの宣布をするようにな

韓を統一する、その統一のことを言っている

ったのです。南北統一がいい加減にできるの

のです。

ではありません。これをつないでいってこそ
可能です。それが家庭的基準と氏族的基準に

統一教会の行く道は、何をしようというも

連結されたので、国家的基準に連結されるで

のなのでしょうか。統一です。統一が核心で

しょう。ですから統一教会と政府が内的に一

す。

つにならなければならないのです。

二

宗族的メシヤ宣布の意義

イエス様が失敗したのち、皆さんに宗族的
メシヤを委任して、堕落したアダムと同じよ
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うに、自分勝手に結婚した自分の親を今にな

挙行したすべての式典が、霊界のイエス様を

って、「祝福」という神様の天恵によって、

中心として、統一的な霊界と地上の真の父母

堕落していない親の立場に立てるという、そ

を中心として、統一的な一つの世界になりま

れはとてつもないことです。夢のような話で

した。二つの世界が一つの真の愛を中心とし

す。そのようなことを完成するために、宗族

た家庭的な血縁関係を通して、つないでいく

的メシヤを宣布したのです。イエス様は一人

ことのできる新たな世界拡張時代として、宗

で宗族的メシヤを宣布したのです。イエス様

族的メシヤを宣布しました。これを受け入れ

は一人で宗族的メシヤ、国家的メシヤになる

ることのできる新婦と家庭、エバとカイン・

ために送られたのですが、先生は全世界的に

アベル圏を中心とする真の家庭の基盤におい

祝福を受けた二万五千名以上の祝福家庭たち

て、新郎の心情を接ぎ木することのできる世

を宗族的メシヤとして発表しました。この威

界的なすべての終末的な清算期間をもたせて

力というものがどんなものか考えてみてくだ

くださったのです。

さい。
宗族的メシヤが家庭的メシヤの橋を見失え
韓国の統一教会と日本の統一教会は、カイ

ば、重生することのできる道がふさがってし

ン・アベルとして一つになりましたが、一つ

まうのです。先生がこのようなことを知った

になった統一教会の女性たちがプラスとなっ

ので、人類を解放するために、宗族的メシヤ

て、統一教会の団体である国際勝共連合、南

を宣布したのです。これは世界的な革命的事

北統一運動国民連合など、すべての団体をは

件です。特権的事件、特赦的な事件です。

じめとして、統一教会に連結された団体のす
べての女性たちをこれから捧げなければなり

三

宗族的メシヤの責任を与えた理由

ません。どこにもっていって捧げなければな
らないかと言うと、家庭に訪ねていくのです。

宗族的メシヤとは何でしょうか。真の愛の

どこからしなければなりませんか。家庭です。

主人です。真の愛の主人、これはイエス様が

これを促進化するために、氏族メシヤを宣布

願い、アダムとエバが願い、神様も願った所

したのです。先生の代わりに男たちが行った

願でした。ですから、すべて真の愛の主人に

ので、女性たちがみな収拾して、女性を四人

なって前進しなければなりません。そうすれ

しっかり収拾しておけば、男たちはその国の

ばすべてが終わるのです。宗族的メシヤにな

氏族的王になるのです。そうすれば女性のお

りなさいというのは、氏族的先祖になりなさ

出ましを中心として、すべての男性までも収

いということです。

拾することができるのです。教育さえすれば
宗族的メシヤとは何でしょうか。一言でい

すべて終わるのです。

えば、父親、母親を王権の位置に上げて立て
地で成されることが天でも成され、地にお
ける成就が天の勝利として刈り取ることので

るための役事をすることであり、その次には、
今まで愛を中心として父母が始めて、私の生

きる時が来たし、真の父母のみ名と共に今日
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まれた本来の故郷である天国の故郷に行くこ

自分の父親、母親、自分の一族、故郷をすべ

とができるのです。

て伝道しても、再び引っ張っていくのです。

そうでなければ故郷はありません。これを
してあげなければ生まれた故郷がないのです。

氏族的なメシヤは、まず父親、母親を、堕

故郷のないところには父母がいるわけにはい

落していないアダム・エバにします。その次

かないのです。故郷が定められることによっ

に故郷、故郷を探し出すことによって、どん

て、韓国で暮らしていたすべての人の故郷は、

なことが起こるかというと、王権回復がなさ

今後天国の故郷の地に入り収められるのです。

れるのです。そうなれば、すべて終わるので

それによって、地も、人間の生まれたあらゆ

はないでしょうか。それをさっと入れるので

る所が天国に属し、堕落していない立場で生

す。まずは、父母同位圏に立つのであり、次

まれた父母の位置を代わりに受け継ぐように

に故郷復帰をするのです。王圏復帰するので

なるのです。

す。それゆえ生まれたすべての人々、ソ連で
もアメリカでも、生まれた人々が天の国の故

宗族的なメシヤは、一代において氏族を中

郷をもつようになるということです。天国の

心として、故郷を案内する先鋒者であるとい

故郷をもつには、天国の父母をもたなければ

うことを知らなければならないのです。モー

なりません。天国の父母をつくるのが、宗族

セのように出エジプトの先鋒者であることを

的メシヤの使命なのです。

知らなければなりません。盲目的であっては
なりません。モーセは何も分かっていません

神様の息子になるためには、垂直の位置に

でしたが、私たちは具体的にすべて知ってい

行かなければなりません。東西南北の感覚と

ます。理論的にすべて知っているのです。故

前後、左右、上下の感覚すべてを体得するこ

郷を訪ねていかなければなりません。

とによって、神様が見るときに、見るまでも

しかし、カインを探し出さなければ故郷に

なく経験したと言うことのできる位置に入っ

入ることができないということは原理的な事

たとき、息子の位置に入るのです。本然の位

実です。サタン世界に兄の氏族が残っている

置に行かせまいと、サタンが百方をふさいで

ので、彼らが自分の氏族に来るように、兄を

いるのです。サタンが最も恐れることは、神

救ってあげなければなりません。そうしなけ

様の愛に接することです。お金も恐れはしま

ればサタンになるので、仕方がないのです。

せんし、権力も恐れません。神様の前では権

兄を救ってあげて行ってこそ、兄が囲いとな

力は必要ありません。神様は全知全能なお方

り、自分の故郷に帰って、自分の一族を救う

なので、知識は必要ありません。全知なるお

ことができるのです。そうしなければ、皆さ

方に、何の知識が必要でしょうか。知識の王

んの母親、父親を伝道しておいても、サタン

様なのですから。

が再び連れていくのです。引いていかれるの
です。そのようになる危険性があるので神様

垂直の位置で、天にいる神様に代わって地

はこのような摂理をせざるを得ないのです。

上に降りて、地上から横的な面で宗族的メシ
ヤを送るというのが、今回することなのです。
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宗族的メシヤは、自分は死んだとしても、必

父母を復帰し、再創造してアダムの使命を完

ず世界的に築かれた版図、この鉄柱、垂直的

遂しなければなりません。

世界に接ぎ木されるようになるのです。それ

二番目の理由は、皆さんには故郷が必要だか

ゆえ、今先生は宗族的メシヤを送って、アベ

らです。宗族的メシヤの使命を果たすことに

ル的門中の先祖となるようにしているのです。

よって、自分の故郷をもつことができるよう

その先祖は生命の種をもっているということ

になるのです。結局のところ、宗族的メシヤ

です。メシヤは父母なので、種をもって現れ

の責任分担を果たす理由は、アダム家庭の完

るのです。皆さんの一族と、両親は、サタン

成のためなのです。具体的には、氏族を教育

世界の種を受けたのです。皆さんが生命の種

しなければならないということです。

をもってぶつかれば、どこへ行っても通じま
これからは皆さんの根を整備しなければな

す。
宗族的メシヤは、ユダヤ教、キリスト教、

りません。根はどのようになったのでしょう

統一教会を中心として、伝統的すべての失敗

か。堕落することによって父母が駄目になり

を圧縮し、勝利的権限をもって仏教、儒教な

ました。長子が駄目になりました。それゆえ、

どのすべての宗教が受けることを望むすべて

真の父母を中心とし、真の息子、娘を中心と

の恵みを総合した位置で、決定的核として伝

した本然の父母圏と長子圏を中心として逆に

授したものです。それが宗族的メシヤです。

回して越えなければなりません。そのままで

皆さんが国家のことを心配する必要はありま

は接線をもつことができないのです。一八〇

せん。皆さんが世界のことを心配する必要は

度反対にしてつけなければ、出発できないの

ありません。皆さんの一家のことを心配すれ

です。ですから皆さんは故郷に帰って先祖を

ばいいのです。

変えるべき運命が残っているということを知
らなければなりません。

自らの氏族を復帰するためには、宗族的メ
シヤの責任を果たさなければならないのです。

皆さんを宗族的メシヤとして送ったのはど

このような命令は、歴史上なかったものです。

ういうことでしょうか。昔はイエス様が、霊

宗族的メシヤの立場は、第二の真の父母の立

界からこの地上に縦的な過程を通して送りま

場であり、イエス様の立場よりも上なのです。

したが、今日文総裁は、天を代表した神様の

そのような立場を与えられたという、とてつ

立場で、氏族を代表するメシヤ型の数万家庭

もない価値があるのです。これは何ものとも

を世界に送ったのです。これからは滅ぶこと

換えることはできません。

はありません。一九八九年二月三日、午後二
時三十分に宗族的メシヤを宣布したのです。

なぜ宗族的メシヤとして責任分担を果たさ
なければならないのでしょうか。最初の理由

統一教会教団は、宗族です。宗族なのです。

は、皆さんの父母を救わなければならないか

私の血が共に動くのです。私が涙すれば、涙

らです。父母というのは第一のアダムの立場

しなければならないし、私が喜べば、喜ばな

です。皆さんは第二のアダムの立場にいます。

ければならないのです。血族なのです。五色
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人種を越えて、文化背景の異なるすべての国

資格を天国の天権をもって是認、公布するの

家基準を越えて、壁を取り払って一つとなっ

です。それが宗族的メシヤ宣布の目的です。

た、新たな天国創建のための民族です。この
民族が聖なるものとなるとき、天国の創国が

故郷、私も今、故郷に帰りたい思いです。こ

顕現するのであり、そのような聖なる創国の

こソウルにいたくはありません。このように

民族として生きていくとき、創世界がなされ

従う外国の統一教会員が故郷へ行ってすべて

るのであり、その世界の上に、天宙的な地上

還故郷活動するようになり、その余波が北韓

の天国と、天上天国が連結するのです。

を凌駕するようになれば、先生の故郷は自然
と浮上してくるのです。闘うことなくそのま

私が皆さんを祝福してあげました。祝福と

ま通じるのです。水が、潮が先生の故郷に満

いうのは、イエス様に優る立場を意味します。

ちるかもしれないし、通じるのです。それゆ

祝福を受けた皆さんを、サタンが讒訴するこ

え、金日成の徒党以上の精誠を尽くして、心

とはできません。男性も女性も、みな讒訴す

情的な故郷、カナンの地を編成するのが統一

ることはできません。なぜでしょうか。真の

家の使命だということです。ですから今日、

父母を中心として血統がつながっているから

氏族的なメシヤになりなさいというのです。

です。それを見ればサタンも、個人、家庭、
民族、国家、世界のいかなる次元においても

今先生が皆さんにメシヤという名をあげま

讒訴できません。それが神様の最終的な観点

した。宗族的メシヤ！ では皆さんはどうし

です。絶対に讒訴することができないのです。

なければならないでしょうか。メシヤとして

それが解放の境地です。ですから今回宗族的

何をすべきでしょうか。国家的メシヤ、世界

メシヤを宣布したのです。

的メシヤ、天宙的メシヤとなるための、すべ
てのことを準備しておきました。山のような

今、宗族的メシヤになれと宣布したのは、

大きな宝物を、皆さんのために準備しました。

どういうことでしょうか。皆さんが私の代わ

皆さんがメシヤになりさえすれば、宝石の山

りに責任を負ってするならば、天が後援する

のようなこれらすべての相続を受けるのです。

ということです。私が過去に、統一教会が困

水道管のようなものがつながっていて水が流

難の中にあったときに開拓したその時代、後

れていくように、皆さんに相続されるのです。

援して開拓したその役事を、霊界では今でも
間違いなくしているということです。そのと

宗族的メシヤが安物だとでも思いますか。

き反対される中においても、統一教会を氏族

賢明な先生が、メシヤの使命を果たすために

的復帰時代に発展させた天なのです。今は反

一生をかけても至らずに恥ずかしく思うので

対されないのですから、どれほど発展するこ

す。皆さんの前に宗族的メシヤという言葉は、

とでしょうか。

驚くべきことです。イエス様よりも貴い価値
ある位置に立つことができるのです。それだ

堕落したアダムとエバが失敗したものを、

けでなく、統一教会に反対して、ありとあら

皆さんが再び復活させて、復帰された家庭の

ゆる悪態をついていた人までをも、堕落して
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いないアダムの位置に引き上げてあげるので

皆さんが外地に出て修練し、み旨を中心と

す。そんな話がいったいどこにあるでしょう

して懸命に活動した新しい習慣性をもって、

か。話をしている文という人は、真の父母の

その町全体を変革させなければなりません。

位置にいるので、今まで話したことはすべて

従っていくのではいけません。神様が何もな

成し遂げてきました。成されなかったことは

い中から自己の全体を投入して愛の対象圏を

ありません。

つくったように、皆さん自体を投入しなけれ
ばなりません。必ず一つにしなければなりま

皆さんは宗族的メシヤ、氏族の救世主とい

せん。皆さんの故郷の人々の中で、誰よりも

う名前をもったのです。ヤコブ家庭において

最高の位置につけば、霊界が協助するのです。

メシヤが来ることをどんなに待ったでしょう

実際にそうか、そうでないか、見ていてくだ

か。何千年も待ちました。何千年も待って迎

さい。そしてビデオ・テープをたくさん作っ

えなければならないものを、皆さんの氏族の

て伝道しなければなりません。

前にメシヤとして任命して送ったのですから、
そのメシヤの種子としてどんなに貴いもので

今日、皆さんは故郷へ帰って、種となり得
る存在にならなければなりません。そしてそ

しょうか。

の種が植えられて、大韓民国はもちろんのこ
ここに来た皆さんは、金氏ならば金氏家門

と、天地が訪ねていくことのできる、神様が

のメシヤの使命を果たさなければなりません。

いつでも訪ねていきたいと思う環境を残すこ

金氏家門であれば金氏家門、朴氏家門であれ

とができなければなりません。そうした上で、

ば朴氏家門において、天国を創建するにあた

あの世へ行くときは、天国の息子、娘として

って、その氏族を代表して「私がメシヤだ」

愛を受けて生きるに違いありません。このよ

と考えなさいというのです。救い主だと考え

うな生涯路程をこれから定立していかなけれ

るべきです。金氏家門を救ってやる救世主だ

ばなりません。

と考えなければなりません。そのためには金
氏家門の全体を代表して祭司長的な責任を果

先生が「故郷へ行きなさい」と言えば故郷
へ行くのは、新たな種を植えるということで

たさなければなりません。

す。アダムとエバの種となったので、皆さん
今後、最後に残った終着地は何でしょうか。

を通して新しい種を植えて、新しい根を下ろ

解決方法は何かということです。すべての壁

そうとしているのです。新しい種を植えると

を取り除き、処方するのですが、そのような

きには、肥やしをかけてやらなければなりま

恵沢を受けるにはどうすべきなのでしょうか。

せん。

宗族的メシヤにならなければなりません。宗

ですから悪口を言われに行かなければなり

族的メシヤ。これさえ終われば、個人的讒訴

ません。善意の悪口を言われて、多くの苦労

条件、家庭的讒訴条件、氏族的讒訴条件、民

をしなければなりません。三年だけしてみな

族的讒訴条件、国家的、世界的讒訴条件を提

さい。三年も必要ありません。六カ月あれば、

示するその何ものもなくなるということです。

すべて終わると見るのです。
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昔、皆さんが一次伝道に出るときも、故郷の

故郷に帰るにあたって、今後の自分の生活

代わりとして行って百二十軒つくって、教会

問題、息子、娘の教育問題、このようではす

をつくれと言って追い出したことがありまし

べて滅びます。イスラエル民族が出エジプト

たね。それは失敗に終わりましたね。その次

するにあたって、出ていかなかった人々はす

に「ホーム・チャーチ」をしなさいと言いま

べて滅びたではないですか。呪われる民族に

したが、それも失敗しましたね。もう最後で

なるかもしれないのです。そのような天的な

す。

み旨があるので、先生があらかじめすべて宣
布するのです。宗族的メシヤに関してのこと

宗族的メシヤとして行きなさいということ

です。

は、自分の氏族のところに生えているものは
すべて偽物、野生のオリーブなので、そこに

四 真なる心情を本郷の地に植えよう

行って、真のオリーブが生えるように、切っ
て接ぎ木をして真のオリーブ畑にしようとい

個人が安息するには、家庭がなければなら

うことです。その一族にとっては、それ以上

ないので、今まで統一教会は家庭を探し求め

の福音はありません。国を求めることよりも、

るために闘ってきたのです。また、家庭が安

世界を求めることよりも、天地を求めること

息するためには氏族圏がなければなりません。

よりも、もっと貴いことなのです。

氏族が囲いとなって吹き付ける風と、それ以
外のすべてを防いでくれる責任を代わりに果

韓国統一というのは、統一教会の文先生を

たすような、そんな舞台をつくらなければ、

中心として統一教会の信徒が完全にプラス・

自分が安らかな家庭で生存することはできな

マイナスとなって、私が縦的なところにいれ

いのです。そのためには、親戚を中心として

ば、統一教会員は横的な基準で走ればよいの

族長になれというのです。

です。私が国のためにこの基盤を築いたので

族長になれば、戦いが起こっても町中の親

すから、皆さんはこの基盤を築くために、南

戚が出て戦うので、族長は作戦を指揮しなが

北統一のための基盤を築くにあたっては、氏

ら休むことができるのです。ですから先生は

族が連合せよということです。

皆さんに対して宗族的メシヤの使命をなすよ
うに言うのです。

宗族的メシヤが来て、助けてくれとはどう
いうことですか。協会長！

言ってみなさい。

今までは事実上、他郷での暮らしでした。

先生は助けてくれという祈祷は一言もしませ

これからは故郷を訪ねていくのです。故郷へ

んでした。また助けてみましょうか。それを

行って、涙を流して精誠を尽くさなければな

助ければさなぎになるのです。さなぎとはど

りません。イスラエル民族がエジプトに行っ

んなものか知っていますか。死ぬほどの力を

て四百年間暮らしたのと同じく、私たちは四

出し切っても駄目ならば、祈祷してみなさい。

十三年間そのように暮らしたので、故郷に帰

祈祷しなくてもお金はついてくるようになっ

って愛の根を下ろさなければなりません。神

ています。そういうものです。
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様を愛し、父母を愛し、兄弟を愛さなければ

にしてもいいでしょうか。とんでもありませ

なりません。

ん。

ですから世界的サタンが讒訴し得る起源を
切ってしまわなければなりません。イスラエ

今回故郷に帰ったならば、皆さんもカナン

ル民族はそれができなかったので、カナン福

福地に入ったイスラエル民族と同じなのです

地の理想天国を形成することができませんで

から、皆さんは故郷に帰ってお金持ちの人を

した。ですからサタン世界に何かを求めては

うらやんではなりません。権力者をうらやん

ならないのです。ふろしき包みを背負って歩

ではなりません。気を奪われることなく、正

いたとしても、私たちが一番です。

しい教育をしなければなりません。

悪口を言われて歩き、夜には近所の犬にほえ

神様を愛し、自分の後代を愛し、イスラエ

られても、私たちが一番です。そのような自

ル圏である私たち民族を愛することのできる

負心をもって、父母も堂々と村の天地を、愛

伝統が第一です。

の歓声と共に消化することに参与して前進し

皆さんの子を抱いて教会に出入りするとき、

なければならないということをよく覚えてお

彼らに吸収されてはなりません。何千年ぶり

いて、闘ってほしいと思います。

に、何万年ぶりに故郷に帰ってきた還故郷の
喜びをもって細胞と骨の髄が響くように泣き、

皆さんは真の御父母様の前に真の子女の名

血の涙でその地を濡らし、血の涙に浸った聖

分をもっているがゆえに、相続権、同位権を

なる血であるという名が天から降りなければ

付与することができるのです。このような天

なりません。そこから天国が始まるのです。

の特権的事実を信じて、すべてを愛圏の中に
投入しなければなりません。神様が投入した

皆さんは故郷に帰って、故郷を復活させな

のと同じように、皆さんが完全に投入するこ

ければなりません。イスラエル民族はそれが

とによって一族が復活するのであり、一族が

できませんでした。四十年間乞食の群れとな

復活するに従って一国が復活することでしょ

って渡り歩き、帰ってきてからは豊かに暮ら

う。

しているカナン七族がうらやましく思われ、
子羊がうらやましく、家がうらやましかった

自分の郷里を中心として、新しい種として

のです。天幕を張って暮らす身の上だったか

植えてもらうことのできる父母の赤い血筋が

らなのですが、そうしているうちに国を売り

自分に埋められ、すべての山野、山河がすべ

渡し、神様を売り渡すことになったのです。

ての犠牲の代価をたたえるように、頭を下げ
るようにしなければなりません。そこに植え

それでは、故郷に帰ってどうしなければな

られて花が咲けば、初めの花は天の花として、

らないのでしょうか。皆さんと一つになるよ

二番目の花は御父母様の花として、三番目の

うにしなければなりません。その方法は簡単

花は自分の長男の花として、四番目、五番目

です。息子を生んで、天の伝統を伝授する教

は自分のものとしなければなりません。適当

師となり、「こうすれば天国ができる」とい
う手本を見せてやり、母親、父親は、その町

1738 * 千七百三十八

천성경

天聖經
Cheon Seong Gyeong
内の母親、父親に「こうすれば天国の部落に
なる」というのを見せなければなりません。

五

この時代に我々がやるべきこと
一) 真の父母を証しよう

そうすれば良いのです。簡単です。夫は妻
を、妻は夫を愛し、父母は子を、子は父母を

万民の願いは何でしょうか。世界の国家を

愛する愛の家庭を築いて、それをすべて伝授

迎える前に、真の父母を迎えようということ

すればよいのです。

です。誰から出発したがるのでしょうか。皆
さんの新しい息子、娘は、皆さんの血筋を通

先生は世界的先祖の位置に立つために、こ

して生まれるのを願うのではありません。真

のようなことをしてきましたが、皆さんは、

の父母の血筋を通して生まれたがるのです。

それぞれ皆さんなりに、氏族的先祖になるた

それゆえ真の父母は、新しい未来の出発点に

めの伝統を、それぞれの分野に該当する伝統

なるのです。

を受け継ぐために、皆さん自身もそのような
道を行かなければならないという事実を知る

すべてはどこに帰結するのでしょうか。真

べきです。皆さんの氏族のために、一族のた

の父母に会うことに帰結するのです。人類の

めに伝統を立てなければならないということ

真の父母が現れることが歴史の願いであり、

です。これから十二支派が編成されていくこ

国家の願いであり、摂理の願いです。ですか

とでしょう。ですから伝統が必要だというこ

らそのような真の父母が現れるときは、歴史

とです。自分のことを考える人は、ここから

上で一度しかない定点をなす時であり、空前

落ちるのです。

絶後の時なのです。永遠な世界というものを
考えれば、人間の一生というのは、一度呼吸

真なる心情を本郷の地に植えなければなり

する期間のようなものです。

ません。これが植えられなかったのが堕落で
した。そして皆さんは皆さんの一族の中で宗

真の父母というのはどのような存在でしょ
うか。真の父母は全体の希望の象徴です。堕

長にならなければなりません。

落した人類の前に、絶対的な希望の象徴なの
「神様は宇宙のアベルであり、この世界の

です。それは歴史的な結実体であり、時代的

人類は神様の前にカインの立場にあるのです

な中心であり、六十億人類が生きている今日

が、神様は、僕の僕の体をまとい、養子、子

のこの世界の国家圏の中心です。真の父母は

女の体をもまとって、今まで復帰歴史をして

今後の理想世界につながる未来線上における

きたので、私たちはその伝統を受けて、自分

出発点です。

の氏族のところへ行き、そのような伝統を再
び提示し、屈服させる役事をしましょう！

真の父母というその名（韓国語で三文字）

というのです。それは長くかかりません。三

を考えるとき、真の父母によって歴史が治め

年、長くても三年です。ですから十年と見る

られ、真の父母によって新たな世界になり得

のです。

る起源が生じ、真の父母によってサタンを屈
服させ得る内的な因縁が結晶し、真の父母に
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よって外的な世界を占領しているサタンを征

のだということです。神様にも心があり、体

服し、初めて神様を解怨成就してさしあげる

があります。神様は内的な立場で内的な父母

ことのできる中心が結晶するのです。それゆ

であり、アダムとエバは外的な立場で外的な

え、真の父母と共に生き、真の父母の命令を

父母となるのです。内的、外的な父母が一つ

受けて行動することのできる、この驚くべき

となったその場において、愛によって結ばれ

恵みに、皆さんはまず感謝しなければなりま

て内的父母に仕えるようになり、外的父母を

せん。

もつことになります。神様と人間との愛の結
託によって、真の父母、つまり完成した人間

人間の願いは真の父母に会うことです。死
の道を行ったとしても会わなければならない

が成就するということです。愛と結託しなけ
れば、完成人間はないのです。

のが真の父母なのです。歴史のすべてを失い、
二) すべての家庭に御父母様のお写真を

時代のすべてを失い、自分の子孫すべてを失
うことがあったとしても、真の父母に出会っ

掲げよう

たならば、歴史を得ることであり、時代を得
ることであり、未来を得ることなのです。そ

御父母様の写真を貼り、統一教会の旗さえ

のようなお方がすなわち真の父母だというこ

掲げればそれは天国の眷属となるのです。天

とを皆さんは知らなければなりません。

国の眷属にしようというのです。それゆえ、
今回旗を掲げるのをためらっていて打たれた

皆さんが真の父母と完全に一つとなるとき

人がたくさんいましたね。本当に不思議です。

に、国家があり、氏族もあり、民族もあり、

先生に対して後ろ指をさしたことで、手が悪

家庭もあるのです。天地の栄光の価値すべて

くなり、幾晩も祈祷して悔い改めて初めて良

を総合した実体基準が真の父母です。真の父

くなったり。そのようなことが起こるではな

母をこの世のお金と取り替えますか。自分の

いですか。なぜでしょうか。

生命を渡して取り替えることができるでしょ

天運が来ているのに、個人の運勢によって

うか。それゆえ昔とは違うのです。皆さんは

防ぐことはできません。宿命的な道なのです。

どこに行っても真の父母にお仕えするために

モーセが杖を持っているときは、それを見て

大韓民国を訪ねてこなければなりません。皆

いた人はみな生きました。統一教会の旗を見

さんの息子、娘も、千世万世の子孫たちもそ

て行く所ごとに敬拝し、泣いては敬拝し、写

うしなければなりません。それゆえ統一教会

真を見て敬拝し、泣いては敬拝すれば生きる

は違うのです。

のです。

統一教会で言う真の父母とは何でしょうか。

統一旗を掲げるのは、通りがかりの信徒が

堕落しなかったとすれば、神様が縦的な愛に

空腹であれば、ここに入って休みなさいとい

なり、アダムとエバは神様の体になるのです。

う表示であり、昼時であれば、昼御飯でも食

神様の体のようなものです。神様は骨のよう

べていきなさいという表示です。それゆえ、

なものであり、アダムとエバは体のようなも

いつでも客をもてなすことのできる準備をし
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ていなければなりません。父母に代わってそ

患難は避けて通ったのです。霊界は、私たち

のような準備をしなければならないのです。

人間のすべての行動を見ることができるだけ

ですから部屋もなければなりません。御父母

ではなく、保護もしてくれるのです。

様が来ないので、御父母様の代わりとしての
客に侍ろうというのです。この思想は、天の

イスラエル民族がエジプトから出てくると

最高の基準の前に平準化思想を連結させるた

きに、門の柱に血を塗って災いを免れたのと

めのものです。そのような意味で、神様に侍

同じように、写真をもっていれば、そのよう

るように、御父母様に侍るように客をもてな

なことがあるかもしれないのです。先生の写

しなさいというのです。そのような人は恵み

真をポケットに入れておいても分かるのです。

を受けます。

このように小さな条件が、門の柱に血を塗る
のと同じことになるのです。

文総裁は有名です。国のための愛国者だと
いうことは、みな認めています。また、私が

これからレバレンド・ムーンの名声は国境

成した功績には、天下がみな頭を垂れます。

を越えます。あちこちの政治家の中には、書

そして「あの方の写真をかけている以上、夫

斎にレバレンド・ムーンの写真を掲げて仰ぐ

婦がむやみにけんかをするわけにはいかな

人が多いということを私は知っています。尹

い」と言い、息子、娘の前でも「あの文先生

博士も私の写真を掲げましたか。毎日あいさ

の前ではそれじゃあいけない」と言うように

つしますか。毎日キスをしますか。熱情的で

なれば、悪いことはありません。自分の両親

なければなりません。キスしなければなりま

の写真以上に尊ぶことによって、先祖たちが

せん。だからといって失礼になることはあり

来て、先祖として侍るのです。また、先祖た

ません。神様の愛に代わってキスすることに

ちが来て、その家に侍るための祭壇となるの

よって、私がキスすることによって、霊界に

です。それゆえ、天上世界の恵みを受けるこ

行った人々に同参圏、同位圏をもたせようと

とのできる道があるので、午前三時になれば、

しているのだと言えば、神様は「ノー」とは

自分たちは寝ていても、（先祖たちが）みな

言わないのです。「そうだ、そのとおりだ」

一家周辺の邪悪な悪魔をすべて追い出すので

と言うのです。尹世元博士、そうしてみたら

す。

どうですか。

今日以降、皆さんは先生の写真をもって歩

先生のほほえみは、モナリザのほほえみほ

くのが良いのです。そうすればどんな苦難に

どに神秘的なところがあるという経験をした

遭ったとしても、無事に耐え抜くことができ

ことがあるはずです。ある時はこうで、また

るよう保護してくれることでしょう。モーセ

ある時はああで、数十万種類の姿に見える先

がエジプトのパロ王からイスラエルの民を脱

生のこの神秘的な姿は、霊界をして皆さんに

出させてカナンに導くために、奇跡を見せた

協助させるという経験を大部分がもっている

とき、長子は患難に遭い、病気になって死に

と思います。霊界の霊人たちはみな、先生の

ましたが、羊の血を門の柱に塗った家はその

ことをよく知っているのですから、この写真
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を見れば霊界が喜ぶでしょうか、気を悪くす

事件です。歓迎される立場で天理が動き得る、

るでしょうか。皆さんの先祖がこれを媒介体

そのような環境をもったということです。こ

としてつながることができるのです。そのよ

のような舞台で自分の氏族を動かせないとす

うな良い材料であると理解してほしいと思い

れば、それはもう死ななければなりません。

ます。
歴史というのは、真の真理を求めていく路
程です。その真理は、真の個人が生きる道、

三) 氏族復興会をしよう

真の家庭が生きる道、真の社会が築かれ得る
これからは家庭復興会をしなければなりま

道、真の国が築かれ得る道、真の世界が築か

せん。家庭復興会は皆さんの一族を中心とし

れ得る道を提示しなければなりません。そう

てするのですが、その復興会は全体の氏族を

して個人から世界までの焦点がすべて一致し

代表した復興会です。それは韓国だけでなく、

てこそ、世界完成、国家完成、氏族完成、家

世界の多くの祝福家庭が、氏族をつなげた、

庭完成、個人完成が可能なのです。このよう

その氏族を代表した復興会だと思わなければ

にぴったりと合わせ得る核となるみ言、すな

なりません。そのような復興会に世界の人が

わち真理をもってこられるお方が真の父母な

みな同参するのです。今日韓国にある統一教

ので、その真理はすなわち神様の真の愛です。

会は、韓国が基地となることによって、氏族
基盤を中心として、世界を代表して復興会を

全世界の人類は、気を確かにもたなければ

することができるのです。これがどれほどの

なりません。統一教会の文総裁の教えは、救

恵みか知れません。

世の真理なのです。人類が永遠に必要とする

ですからこの復興会の宴会で牛をつぶして

真の愛と生命のみ言です。再臨主が世の中を

もいいのです。それは皆さんの思いどおりに

救おうとして来られるとするならば、人類を

してください。鶏をつぶすならつぶして、鶏

鉄格子の窓で審判するというのではなりませ

をつぶしただけの恵みを受ければいいのです。

ん。たたくことによっては一人として完全に

牛をつぶせは牛をつぶしただけの、牛百頭を

屈服させることはできないのです。手がヒキ

つぶしたとすれば牛百頭をつぶしただけの恵

ガエルの背のようにでこぼこになり、曲がっ

みを受けるのです。相手のためにというその

て開かなくなるほどに苦労した母親の犠牲的

心情、自分の努力いかんによってすべて左右

な愛には、不孝者を悔い改めさせ、戻ってこ

されるのです。それに比例して皆さんの先祖

させる力があるものです。
棍棒をもってしてはできません。審判の大

の解放圏が広がっていくのです。

王であり、天地を思いのままに主導なさる神
今や韓国統一が可能な時になったのです。

様でも、真の愛なしには天宙統一は不可能な

すべてがそうです。これからは故郷を訪ねて

のです。真の愛は困難が問題にはなりません。

いって氏族復興会をすれば、それは歴史的な

自分の生命を投げ出してでも、行くことので

復興会になるのです。これは国を取り戻そう

きる力が真の愛にはあるのです。

と三・一運動で万歳を叫んだ以上の驚くべき
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統一教会のみ言はいいのだが、人は良くな

昼見ても、皆さんの心に無限に流れてくるの

いというようになれば滅びます。滅ぶのです。

です。そのようなみ言を求めなければなりま

統一教会の文先生は皆さんの前にみ言を語っ

せん。

ただけでしょうか。み言を語っただけではあ
りません。先生が今皆さんに教えている内容

私の恨は何でしょうか。両親の生きている

は、先生がすべて行ってから教えているもの

うちに、統一教会に入会するように涙を流し、

なのです。それゆえこれは間違いありません。

絶叫しながら勧めることができなかった不孝

先生は知識の面においても、実際的な面にお

を残したことです。この恨を、皆さんを通し

いても、矛盾や相いれないということのない

て解こうと思います。

理念体系をつくって教えてあげているのです。

私の一族を伝道することはできませんでし

そこに関しては誰も何も言えません。サタン

た。八人の兄弟姉妹がいましたが、私は彼ら

も公認するし、神様も公認することでしょう。

の前で原理のみ言を一言も語ることはできま
せんでした。兄は私が語れば何でも絶対服従

神様はみ言をもって私たちを呼んでおられ

するのです。カイン復帰を完全にしました。

るので、私たちはそのみ言どおりに行かなけ

家を売れと言えば家を売り、牛を売れと言え

ればなりません。真の父母と真の子女が相ま

ば牛を売ってくれるのです。母親、父親が及

みえるための道は何でしょうか。真なるみ言

ぶところではありません。そのような兄に対

を通じることです。そのみ言は父のみ言です。

して、一度も原理のみ言を語ることができま

父のみ言を知らずしては、子となることはで

せんでした。

きません。父のみ言が絶対的であり、真のみ
言であるとするならば、同じみ言を千年、万

これからは故郷に帰って灯台を立てるべき

年聞いても飽きません。終わりがないのです。

です。灯台とは何でしょうか。夜、暗いとこ

私たちはそのようなみ言を求めていかなけ

ろに灯をともすのです。それはどんな灯台で

ればなりません。そのみ言がある論理的な条

しょうか。南北統一、東西統一の灯台の灯を

件にぴったりと合うといっても、それで終わ

ともしなさいということです。これからは聖

るものではありません。大原則でありながら

地のその灯を消さないように、灯をともさな

も、聞いて、聞いて、また聞いて、永遠に聞

ければなりません。

いても生命となり得るみ言です。そのような
今後皆さんは口を閉じていてはなりません。

み言を求めなければなりません。

人が集まってくれば、先生が一九五〇年代に
父母のみ言は永遠なものです。時間と空間

七年間二時間以上寝ることなく、皆さんに昼

を超越しているということです。それゆえ、

夜を問わず教えたように、夜も昼もなく七年

神のみ言は歴史を超越しています。主義を超

ぐらいやってごらんなさい。七年間しなくて

越しています。思想を超越しています。です

もよいのです。四年もかかりません。四カ月

からどこの誰の言葉よりも貴いものです。そ

以内にすべて終わるのです。

のみ言は夜聞いても、昼聞いても、夜見ても、
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私が故郷に行くならば、もう、あっという

を今でもはっきり覚えています。今では味付

間に統一してしまうのです。ですから両親に

けした牛のカルビー（あばら肉）の片方全部

よく教えてあげなければなりません。兄弟た

を食べさせてやることのできる時代になった

ちに本当の意味でよくよく教えてあげなけれ

のに、あんなにかわいそうな生活をしていた

ばなりません。自分の手で、人の口を借りる

ことを思うと、胸が痛むことがあります。ど

ことなく、皆さんの血の汗を通して教えてあ

うしてそうしたのかというと、伝統を立てる

げなければなりません。精誠のこもったその

ためです。

教える態度を、その姿勢を父母が見習い、兄、
姉、弟、妹が見習い、甥、姪が見習えば「家

四) 訓読会を組織化せよ

の宝である私たちのおじさん、私たちの弟、
お姉さん、私たちの息子、娘」というように

先生のみ言は、先生が語ったものではあり
ません。先生が言ったことではないのです。

なるのです。

天が先生を通して語られたみ言です。そのみ
皆さん、これからみ言を宣布しなければな

言は皆さんがいつ、どこで聞いても心が動き

りません。これから原理宣布だと言って、皆

始めます。心が感動を受ければ、体に一大革

さんの町内で八時間でも何時間でも夜を明か

命的変化が起こるのです。そのような力があ

して、私が七年間したように、皆さんもその

ります。

ようにしなければなりません。七年もかかり
ません。七カ月もすればすべて変わっていく

集まりがあるときは勉強です。夜も昼も時

ことでしょう。そうなれば私がトラックにい

間さえあれば勉強です。何百回、何千回と読

ろいろと積んで行くかもしれません。一族が

んで、自分のものになるまで、自分がその相

私を招待して。

対的実体圏をもつまで、これからはそのよう
なことをするのです。統一教会員は座ってい

先生は七年間一日に二時間しか寝ませんで

ると病気になります。病気にならないために

した。皆さんもそうしなければなりません。

は一生懸命に読んで、試験をして、努力する

私は劉協会長に三年間、十六時間ずつ講義さ

のです。

せました。劉協会長が大変がるときに、私が
「こら、横になって人を殺そうというのか。
先生に横になると言いもせずに横になってい

真の父母はみ言の先祖であり、人格の先祖
であり、心情の先祖です。

るのか」と怒鳴ったことが、今となっては心
が痛みます。劉協会長は魚のことが好きだっ

訓読会は私が千辛万苦して人生において積
んだすべての宝の箱を、民族の前で開けて与

たですから。
アキアミ（注：甲殻類に属する海老の一

えることなのです。誰にでもすべて。翻訳も

種）というのがありますね。アキアミの塩漬

するなと言いました。翻訳できません。私の

けは臭いがして、その横に行くこともできな

民族の前に通告するときまでです。それを知

いのに、それがおいしいといって食べたこと

らなければなりません。
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時間さえあれば訓読会をしなければなりま
せん。一人でも、化粧室でも訓読会、一日に

なって、自動車でここを最高のスピードで走
らなければなりません。

何時間でも、どこを読んだか記録して、ポケ
ットにみ言の本を入れておいて常に訓読会を

私たち統一教会の原理の内容を、嫌気がさ
すほど語ってみなさい。一度嫌になるほどや

しなければなりません。

ってみようということになれば、どんなにお
『御旨の道』を読み、原理を読むのはもち

もしろく、どんなに良いか知れません。み言

ろんですが『祝福と理想家庭』であるとか、

が創造の能力をもっているという事実を、確

今まで先生の語ったみ言の中で重要なみ言は、

実に知らなければなりません。私がどこへ行

サタン世界と対峙して闘ってきた勝利の記録

こうとも、天が共にあるということを知って

なので、すべて読まなければなりません。こ

いるので、その心情が直接大衆に影響を及ぼ

こには御父母様の歴史的記念である過去、現

すのです。どういうことが分かりますか。

在、闘ってきた内容がすべて含まれているの
で、私たち統一家が御父母様と一つとなるた

今までの先生の説教をまとめた説教集をす

めには、その内容と一つとなりながら、そこ

べて読んだ人は手を挙げてみなさい。こら！

にあるそのみ言と相対的な基準をつくってい

どんな教育をしたのですか、協会長。先生は

かなければなりません。自分を中心として、

その説教集の中でも深い内容は語れませんで

家庭を中心として、自分の一族、七代まで、

した。今でも語ることはできません。み言の

そして横的には百六十家庭、百八十家庭を中

貴さを知り、み言の下には生命の源泉が、湧

心として完全に一つとなってみ言を定着させ

き水の源泉、水の源泉ではありません。降水

なければならないのです。

ではありません。その生命の源泉が流れてい
るということを知らなければなりません。自

訓読会は祝福家庭の夫婦二人きりでもしな

分個人の家にその湧き水のパイプをひいて、

ければなりません。毎日朝一時間ずつ。もし

永遠の生命水が湧き出すような道を模索しな

朝にできなければ、夜寝る前に十二時でも一

ければならないというのが、統一家の群れの

時にでもすべきです。私はしています。今回

責任であるのに、何をしてきたのですか。あ

南米を巡回したときにも、十二時を過ぎて疲

れはみな古物屋に売る本なのですか。

れていても、それを実践したのです。一日も

第五章 再出発のための私たちの決意

欠かすことはできません。分かりましたか。
読んでみるべきです。『祝福家庭と理想天

一

再出発の決意

国』！ この本は祝福家庭の内容をすべて教
えてあげたものです。先生がそれをめぐって

さあ、滅びるわけにもいかないし、死ぬわ

闘ってきた勝利の基盤を、ハイウェイを切り

けにもいきません。生き残らなければなりま

開いておいたので、ここに高速道路をつくっ

せん。生き残るためには、そのままでいては

て皆さんはすべて自動車となり、ガソリンと

ならないのです。敵を越えていかなければな
りません。敵を越えなければならないのです。
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敵を越えれば天国です。ですから還故郷した

団とはいかなる宗団でしょうか。統一宗団で

ところから敵を越える日には、天国の版図が

す。

広がるのです。統一民族圏ができるのです。
それゆえ、皆さんが今回同行することによ

その名のとおり「統一」という言葉は指導
を受ける位置での統一ではありません。

って、一千万の心の中に還故郷の火をともす

「統」には率いるという意味があるのです。

ことのできる良い機会です。こうして底辺か

率いなければなりません。主体的中心をもっ

ら侍り、抱き、兄弟の愛をもって南韓の同胞

て相手を教育し、主体理論の理想的な同伴者

と北韓の同胞が兄弟のように自らのすべてを

として、相対圏を形成することのできる内容

分かち合いつつ、そこから再出発するのです。

を備えなければなりません。それが統一宗団、

そこには国家観はありません。カイン・アベ

統一教会です。

ル時代に国家はあったでしょうか。国家があ

しかし、それはこのレバレンド・ムーン一人

りましたか、ありませんでしたか。国家の後

の構想から始まったものではないのです。歴

援を受けてはならないのです。国家の後援が

史性を超越した内容を中心として始まったと

あれば、両者とも滅びるのです。

いう事実を今日の世界は知りませんでした。

以前、分水嶺を越えると言いましたね。古

孝子の道を行くためには、有史以来の迫害

稀のとき霊界に通じる外部の人が、踊りを踊

が迫り、困難な峠が多かったとしても、それ

りながら「今や文総裁が三十八度線を越え

を克服することのできる余裕満々とした男と

た」と言いました。それは敷居を越えたとい

ならなければなりません。患難と試練の中で

う意味です。幸福の世界が来るということで

もまれ、後退の余念をもって悲しみの恨の道

す。すべてそういうことです。

へと戻っていくのではなく、億千万世の苦衷

そのようにして一九九〇年代を越えなけれ

と受難の道を克服し、克服し、決意して誓い、

ばなりません。これを越えれば統一教会は一

あすの希望に満ちた再出発の道を促していき

瀉千里に発展していくことができます。今回

ながら、死の道も見分けていくことのできる

の古稀からは……。七十歳ですから七千年、

道を残して行かなければなりません。そのよ

七数を蕩減して八数時代になるのです。八数

うな歴史的要求と、神様の要求があるという

は解放の数、再出発の数ですね。

ことを知らなければなりません。

ですからアメリカが共産党滅亡宣布をした
のです。すべてが終わったのです。本当に不

世界平和連合構想をそのときから始めたの

思議です。それも私たちが大会を終えたのち

です。それを今年八月末までに終わらせなけ

の七日と八日でした。

ればなりません。世界平和宗教連合も同じで
す。これが九月を越えてはならないのです。

このような難局の時期が来ることを天は知

八月は世界的な再出発をする月なので、それ

っていたので、神のみ旨を中心として新たに

を形成しなければなりません。そのために七

再出発する準備をさせなければなりません。

月一日の神様祝福永遠宣布式をしたのです。

その位置にあるべき宗派、教会、あるいは宗

蕩減路程をすべて越えなければならないので
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す。そして宗教圏まで一つに結んで宣布しな

っているのです。ですから父母は孝子を望む

ければならないのです。それが八月二十八日

のです。孝子とは何でしょうか。父母の永遠

です。そのときまでに宣布式をして、その次

なる愛の同参者として愛を相続しつなぐもの

に九月一日に新たな出発をするのです。すべ

です。

てが越えるのです。そしてこれからは、世界
は進んでいた道に背を向けて、すべて先生に
従ってくる群れとなっていくのです。

皆さんは、皆さんの家庭の主人がどんな人
だったらいいでしょうか。どんな人を主人の
位置に置きたいでしょうか。父親でも、おば

皆さん、皆さんがそのように「ため」に生

あさんでも、家族はみな、どんな人を相続者

きようという生き方をすれば、歴代の先祖の

にしたいでしょうか。より愛する人です。お

基準を越えて、歴史上初めて必勝の勝勢者と

じいさんが最もその家全体を愛しているとす

して神様の息子、娘だということのできる天

れば、家族はおじいさんにすべてを報告する

道の道を行く巨人の人生に出世するのです。

のです。お父さんをさておいても、それはど

そのような時代になったのです。皆さんが自

うしようもないのです。それゆえ、一つの主

分自身の生涯を再出発させることのできる、

人となることのできる者は、愛の心をもって

驚くべき時代になったのです。

「ため」に生きる者です。愛の心をもってよ
り「ため」に生きる者が、その愛の家庭の伝

二

真の御父母様の伝統相続の姿勢

統を受け継ぐのです。より大きな愛をもって
「ため」に生きる者が永遠なる相続系列に同

皆さんは堕落した息子、娘です。本来は、

参するということを知るべきです。

一人ではその位置に到達することはできませ
ん。皆さんは堕落した位置にいるのです。そ

皆さんは家庭で「孝子になれ」と言います

れゆえ、まず真の父母に学ばなければなりま

が、それはどういうことでしょうか。真の愛

せん。その場で互いに一つとなることができ、

の中に入りなさいということです。それでは

そこで真の愛が生じるのです。それが最初の

「相続者となるようにしなさい。愛国者とな

エデンの家庭の伝統になるのです。真の御父

りなさい」というのはどういうことでしょう

母様なしに、どうして真の愛と伝統を学ぶこ

か。国を相続しようということです。「聖人

とができるでしょうか。御父母様なしにはそ

になれ」と言いますが、それはどういうこと

のような相続がなされるはずはないのです。

でしょうか。世界を愛せよということです。

分かりますか。

「聖者となれ。神様の息子となれ！」と言い
ますが、それはどういうことでしょうか。神

父と母は、真の愛で愛する息子、娘に自分

様の愛に同参して宇宙全体の相続権を受け継

のすべてを相続しようとするのです。宇宙の

ぎなさいということです。そのすべてを相続

相続は愛の伝統の上で、同等な愛の価値的位

することのできる伝統的な道があるがゆえに、

置を見いだすときに、そのすべてのものを心

今日まで堕落した人間世界において、このよ

置きなく一〇〇パーセント相続するようにな

うな論理的な段階に発展することのできる基
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盤を連結させてきたのです。それゆえ宗教の

任を負い、未来の新たな理念の礎を築くため

目的や、求道の道が可能であるということを

に闘争していかなければならないということ

決定づけることができるのです。何ゆえにで

を、よくよく心に刻まなければなりません。

きるのでしょうか。愛のゆえです。
同じ父母をもち、兄弟の因縁を共にしなけ
今までこの道を切り開いてきた神様の道が

ればなりません。そうして一つの父母の生活

そうだからです。神様の築いてきた伝統を相

と、習慣と、伝統をそのまま相続しなければ

続してやるには、皆さんがこの道を行かなけ

なりません。そして、天が喜ぶことのできる

ればならないのです。皆さんが苦労するのを

家庭形態を備えなければなりません。そうし

見て喜ぶのではありません。苦労して切り開

てこそ家族ができるのです。

いてきた、その心血を注いだすべての福の恵
みを、皆さんに無条件に祝福してくださる天

立派な国をもちたがっている人が、「ただ

があるということを知らなければなりません。

遊んで食べて、人と同じようにしながら立派

その位置で相続を受けてこそ栄光となるので

な国をもとう！ それはどんなに素晴らしい

す。神様はそこで暮らすのです。十字架で蒔

ことか！」と言っているとするならば、その

いたのですから、十字架で取り入れなければ

人は悪魔の後継者に違いありません。立派な

なりません。それを知らなければならないの

氏族と民族と国をもとうとするならば、一家

です。涙で蒔いたので、涙で取り入れなけれ

ではなく、一族を、自分の氏族を……。その

ばなりません。

ような世界を願うならば、まず一国を投入す
るということをしなければなりません。そう

私たちが神様の摂理全体を相続するために

してこそ、立派な世界を相続することのでき

は、その伝統に忠実でなければなりません。

る摂理史的伝統の位置に立つのです。そのと

伝統に忠実な者となったのちには、どうすべ

おりです。

きでしょうか。そこからは責任をもたなけれ
ばなりません。責任をもたなければならない

皆さんのお母さん、お父さん自体が生命を

のです。責任をもったならば革命を起こさな

もって生きているのですが、そこに愛という

ければなりません。この伝統が父の前に正し

ものがなければ、関係を結ぶことはできませ

くないとするならば、その伝統を全体の前で

ん。また、愛がなければ、前後左右のいかな

相続させるためには、社会環境の矛盾したす

る因縁も相続することはできないのです。そ

べてを打開するために闘争しなければなりま

れゆえ夫婦となった男女は、必ず父母の愛を

せん。そうしなければ発展がないのです。そ

伝授してもらわなければなりません。父母の

れゆえ、皆さんがそのような歴史的な因縁を

愛を伝授してもらうと同時に、子女にその愛

相続し、時代的な開拓者の責任を果たすため

を伝授する伝統の上に生命の軸を立てなけれ

には、神様の復帰摂理に関する歴史的な純粋

ばなりません。

な伝統を受け継がなければなりません。そし
て、現在の生活的環境においてそのような責
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天国とは「ため」に生きる人の行くところ

より高い息子、娘は、侍る生活をしてみなけ

です。自分を世界に投入しつつ、世界と連絡

ればなりません。出たり入ったりする人はな

し、世界を抱いて、世界以上の位置を、神様

りません。それゆえ、相続も、高い次元の息

に侍るための愛を求めてさまよう人が、天国

子、娘がもっと「ため」に生きようという基

の主人となるのです。そのようなことを誇ら

準で相続しなければならないので、長孫（孫

なければなりません。自分から自分の母親を

の中で一番上の男の子）が必要なのです。

誇り、自分の妻や夫を誇り、息子、娘を誇り、
兄弟を誇り、皆さんのお兄さんを誇るには、

皆さんは南韓の地においてどうしなければ

そのような伝統を中心としてこれを国へと拡

ならないのでしょうか。北韓を取り戻す前に、

大して適用し、その公式を世界に適用し、天

南韓はアベル圏の中にいるがゆえに、皆さん

宙に適用しなければならないのです。そのよ

がアベル圏の中に入ってこの世界版図まで上

うな人はどこへ行っても同参、同位、相続権

がるように、先生が引っ張ってあげなければ

をもつことができます。

なりません。ずーっと上がってきたこの基準

それゆえ、神様が私のものとなるのです。

を皆さんが相続して、皆さんの誰もが先生を

神様の愛が私のものになるというのです。神

代表し、世界を代表し、国家を代表し、氏族

様の行くところはどこでも同位、同参するこ

を代表し、民族を代表して、皆さんの故郷に

とのできる権限があるということを知らなけ

帰って、皆さんの家に根を下ろすのです。真

ればなりません。この驚くべき事実を知って

の夫婦の愛を中心として、本然の伝統基準を

から他のものを求めていこうというのなら、

ここにしっかりと根づかせることによって、

行きなさいというのです。雷が落ちることで

先生の世界基準の根が完全に根づくのです。

しょう。そのようなことを求めていくのが統
一教会の道であるということが分かりました。

教会をあとにして、みな家に帰って自分だ
けがよく食べ、いい暮らしをするというので

息子、娘が、自分のことばかり考えるよう

はなりません。帰ってから第一にすべきこと

であってはなりません。私のように、天地の

は何かというと、教会を整備することです。

ために、人類のために生きるには、より強く、

次に、自分の息子、娘から後ろ指をさされる

より次元の高い伝統を受け継ぐことのできる

ようではいけません。物乞いになって人の世

息子、娘にならなければなりません。そのよ

話になるようであってはなりません。血の汗

うに考えるのです。だからといって、誰も不

を流し、正義の真なる血肉の価値を通したそ

平を言うわけにもいきません。それゆえ、統

の基盤において、息子、娘を養い育て、息子、

一教会の教主の後継者には誰もがなれるとい

娘に新たな伝統を教育しなければなりません。

うわけではありません。血統を受け継いで、

のみならず、自分の一身を投入してその一族

「ため」に生きる伝統的な愛と一致すること

を生かしたのちに、一族が自分を定着させて

のできる息子、娘にならなければなりません。

くれて初めて私が生きるのです。さもなけれ

より次元の高いお母さん、お父さん以上の息

ば潔く祭物として消えていこうという犠牲的

子、娘とならなければならないのです。その

精神をもつ、そんな相続者がいなければ、こ
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の南韓の地が天国の基地として残り得る国家

歴史上どんな父母にもそれはできません。

の基盤はできないということを、はっきりと

私が最高の伝統を立てました。そのような伝

知らなければなりません。

統を皆さんに相続してあげようというのです。
皆さんは何をしているのですか。これから季

相続は天の名によって、天の命令によって

節が変わります。春が来るのです。お父様は

なされるものです。相続は民主主義式ではで

春だけではありません。四季……。そのよう

きません。もしそうであれば滅びます。国会

な態度でやっていくのです。

の相続、授権政党というものを、自分たちが
偉いからといって自分たちの手段方法をもっ

生命よりも貴いものは何でしょうか。私が

てしてはいけません。国の伝統を立てなけれ

貴いでしょうか。私の生命よりも、もっと貴

ばなりません。命令によってなされるもので

いものは何ですか。それは愛であるがゆえに、

あるがゆえ、命令を受けることができなけれ

高い愛をもった人の前に忠誠を尽くさなけれ

ばなりません。そのような社会にならなけれ

ばならないのです。

ばならないのです。それを分かってほしいと

それゆえ、家庭に入れば父母の前に服従す
るのです。愛の最も高い位置にあるのが父母

思います。

の愛であるがゆえに、その愛を慕う息子、娘
今回皆さんを配置したのですが、それは皆

は、千年、万年順応しながら、その愛を相続

さんが愛の主人、サタンが愛してきたそれ以

するために、山奥をさまようような立場にあ

上の愛をもって、主人意識を回復した立場に

っても良いというのです。あの臭い肥やしを

立ち、神様に代わって、イエス様に代わって、

頭からかぶっていても、父母を愛する伝統を

先生に代わって、子孫として堂々と伝統を受

受け継いでいかなければならないという立場

け継ぐ天の相続者としての権威をもち、主人

で、「孝行しなさい」という父母の言葉を永

の役割を堂々と果たしてくれることを願って

遠に誇ることのできる愛を相続するのです。

故郷に送ったというわけです。これまで故郷

そうならなければなりません。

では私たちに反対してきましたが、これから
は順応できるようになりました。文総裁のも

先生がこの世を去るときの贈り物として、

とに従ってこれるようになっているというこ

何を残していくかということを考えるとき、

とです。

それが最高の贈り物なのです。それは天地を
渡しても売り買いすることのできないもので

愛には相続権があるのです。驚くべき事実

す。その贈り物は、先生が真の父母だという

です。この世でも、親が相続権を与えるとき

場合、真の子女がいたとすれば、血統的に一

には、父母を愛し、国を愛し、兄弟を愛する

つに結び付けてくれるものです。血統的に一

人に与えようとします。それはなぜでしょう

つとなったというのは、生活はもちろんのこ

か。その伝統の歴史的起源、出発の起源に合

と、環境のすべてまでも収拾されます。父母

っていて初めて正しい種となるからです。そ

に代わる者、父母に代わって愛する者である

れが分からずにいたのです。

がゆえに、父母のみ言を相続し、父母の文化
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を相続し、父母の生活方式を相続しなければ

文化の力で一つにできる人はいるでしょうか。

ならないのです。それが伝統的な道です。

文化の力、経済力、どんな力をもってしても
できません。何がありさえすれば一つになる

三

のでしょうか。愛というものがなぜ良いのか

真の愛を植えよう

分かりますね。
愛によらずしては、一つにすることができ
ません。二つを一つにするには、言葉をもっ

人間が愛を最も好むのは、愛は全体を統一

ては不可能です。二つが一つになるためには

して私のものにすることのできる主体だから

何がなければならないのでしょうか。物質に

です。人は愛がどんなに良いものか完全に知

よって一つになっている場合、物質がその場

るよしはありません。ですから先生が愛をも

を離れたならば、逃げていってしまいます。

って出てきたのです。

第三者の紹介によって、ある事情を通して一
つとなったとする場合、その人がいなくなれ

愛の心は、愛の力は、殺そうとしていた怨

ば去っていってしまうのです。二つが一つと

讐までをも一つにするのです。極と極、反対

なるためには、永遠に一つとなるためには愛

のものを一つにすることができるのです。女

がなければなりません。愛以外のものではな

性と男性は、極ですか、それとも極ではない

りません。

でしょうか。女性は女性同士で好むでしょう
か。女性が二人きりで「私はあなたの手にほ

神様を中心として考えるとき、根本は愛で

れたの。ああ、なんて良いのでしょう」と言

す。愛があれば統一は自動的になされるので

ったとすれば、どんなに気持ち悪いことでし

す。サタンよりも水準の高い愛で愛すれば、

ょうか。

サタンも引かれてきます。神様は最高の善と
愛を与えるために天地を創造なさったのです。

統一の方案はどこにあるのでしょうか。
「ため」に生きるところにあります。それで

愛が偉大なのはそれです。上下、高低の距

は南北を統一するのに金日成の言うとおりに

離を超越し、空間と時間を超越して、共同所

するというのでしょうか。金日成の言うとお

有の理念を即時に共有し得る圏内に参ずるこ

りにするのではありません。愛が宿るものは

とができ、参加することのできる能力が愛の

何であっても「受けたい」と思うような良い

道にある！ これは驚くべき事実です。

ものであるがゆえに、その良いという立場に
おいて永遠に与えることのできる位置に立て

愛があればどうなりますか。どうなるでし

ば、北韓も統一されるのです。現在北韓の民

ょうか。すべてが遠ざかりますか、それとも

が暮らしている以上の立場で、永遠に与える

近くなりますか。愛はどうして良いのでしょ

ことのできる基盤さえつかめば、共産党の宣

うか。それを知らなければなりません。遠い

伝などは通用しないのです。大韓民国が、経

ものも極めて近くに、一つにすることができ

済分野、生活分野、知識水準などすべての分

るのです。東洋人と西洋人を政治力、軍事力、

野で優越な立場にあり、永遠に与えることの
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できる立場に立てば、一つになるなと言って

らないのでしょうか。真の愛と一つになった

も完全に一つになるのです。

自分自身、体と心、すなわち、神様の縦的人
と横的人が一致する自分、このように一致し

善は何かにぶつかるたびに発展するのです。

た男女が神様の縦的愛を中心として、永遠に

行く先々で百勝するのです。困難なように見

核が骨のようなものとなり、その体が回る、

えてもこの原則に立脚すれば、この原則が間

一つとなるそれ以外にはないのです。

違っていない限り、必ず勝利をもたらすので
す。この原則によって生き、この原則に立脚

これから皆さんは天国の愛の僕として暮ら

して犠牲になる人は、必ず勝利するのです。

すと考えるべきです。天国を築く愛の僕であ

自分が得た利益を自分の利益と考えるのでは

り、愛の秘密結社隊員であり、スパイ工作情

なく、より大きい国家の利益とみなし、勝利

報要員だと考えるべきだということです。だ

したならば、その勝利した価値を自分のもの

とすれば何でもできないことがあるでしょう

としてではなく、国のものとして、世界のも

か。生きるためには男性が女性の仕事をする

のとして返す、そのような思想を繰り広げて

こともあるのです。乞食のようなことをする

いく団体があるとすれば、世界が滅びること

こともあるのです。国を生かすため、自分の

はあっても、その団体は滅びないはずです。

一族を生かし、自分の国を生かすためには、

そのような内容をもった統一思想は滅びない

自分はそれ以上のことでもできるという心の

ということを、皆さんは知らなければなりま

姿勢をもって実際にそのように行動するなら

せん。

ば、村は黙って屈服するのです。

借りをつくっては統一ができません。借り

真の愛を中心とした幹の根と、真の愛を中

をつくるところに統一はありません。借りが

心とした真の幹の芽が必要です。皆さんのよ

あっては天国を築くことはできません。借り

うな芽ではなりません。ですから涙を流し、

をつくっておいて復興するという法はありま

血の汗を流して、皆さんが、この地上に生き

せん。借りたものの何倍もの利子をつけて完

ては去っていった多くの人以上の愛で、地の

全に返すことのできる余裕ができたときに、

ため、村の人のため、民のために愛したとい

富国が設定されるのです。天国というのは富

う基準を定めることによって、皆さんは正常

国の中の富国なので、借りのある立場では不

な根を下ろし始めるのです。

可能だということを知らなければなりません。
皆さんは真の御父母様の前に真の子女の名
結局のところ、どこに行かなければならな

分をもっているがゆえに、相続権、同位権を

いのでしょうか。愛を求めて行かなければな

付与することができるのです。このような天

らないのです。お金も貯めて、世界も支配し、

の特権的な事実を信じて、すべてを愛の圏内

学者にもなり、人が良いというものはすべて

に投入しなければなりません。神様が投入し

してみたところで、すべては使い道のないも

たように、皆さんが完全に投入することによ

のなのです。ですからどこへ帰らなければな
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って、一族が復活するのであり、一族が復活

もありません。故郷に前進することです。世

するに従って一国が復活するのです。

界を縮小して私の家庭にすべて反映したもの
なので、それを求めてきた御父母様と神様の

先生は世界的先祖の位置に立つために、こ

蕩減歴史を考えるとき、人が訪ねてきたなら

のようなことをしてきましたが、皆さんは、

ば、涙で迎えてあげなければならないのです。

自分なりに氏族的先祖となるための伝統を、

ある人が自分を訪ねてきたならば、夜を明か

それぞれの分野に該当する伝統を受け継ぐた

して話をしてあげても疲れることのない心情

めに、皆さん自身もそのような道を行くべき

が伴わなければなりません。

だという事実を知らなければならないのです。
皆さんの氏族のために、一族のために伝統を

イスラエル民族がエジプトへ行って四百年

立てなければならないということです。これ

間暮らしてきたように、私たちが四十三年間

から十二支派が編成されていくのです。です

そのようなことをしてきたのですから、故郷

から伝統が必要なのです。自分を考える人は

に帰って愛の根を下ろさなければなりません。

ここで落ちてしまうのです。

神様を愛し、父母を愛し、兄弟を愛さなけれ
ばなりません。そうして世界的サタンが讒訴

皆さんが故郷へ行くときには、真の愛をも

する起源を切ってしまわなければなりません。

って行かなければなりません。真の愛をもっ

イスラエル民族はそれができなかったがゆえ

て故郷に行って、真の愛を植えて愛するなら

に、カナン福地の理想天国を形成できません

ば、皆さんが先祖となるのです。皆さんが一

でした。ですからサタン世界に何かを望んで

代目の先祖となるのです。皆さんが朴氏だと

はならないのです。ふろしき包みをもって歩

すれば、朴氏として天国に接ぎ木され得る一

いたとしても、私たちが一番です。行く先々

代目となるのです。このように考えるならば、

でののしられ、夜に近所の犬にほえられても

皆さんの父親は、逆に皆さんの息子格になる

私たちが一番です。そのような自負心をもっ

のです。

て、堂々とした足取りで、村の天地を愛の歓
声と共に消化することに同参し、前進しなけ

四

ればならないということを肝に銘じて闘って

愛の根を故郷に下ろせ

ほしいと思います。
今までは勝手に生きてきたとしても、これ
からは深刻なのです。私が敗者であるか、勝

皆さんが故郷に帰ったならば、故郷の山河

者であるかを決定すべき責任があるのです。

をもう一度眺めて「ああ、これは神様が私に

その責任は先生にあるのではありません。皆

下さった贈り物だ」と考えなければなりませ

さんにあるのです。敗者の覇権をもって帰る

ん。私よりも年を取った木のおじいさん、私

のでしょうか、勝者の覇権をもって帰るので

よりも年を取った川の石、そして平野を眺め

しょうか。どちらですか。真の御父母様が勝

ては「元気だったか」と言うべきです。それ

利し、神様が勝利したその内容をもって帰ら

が愛です。自然を愛することができてこそ、

なければなりません。その内容は他の何物で

人を愛することができるのです。再びそうし
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なければなりません。復帰なのです。復帰。

がどういうことか分かりますか。今まではサ

アダムが万物を愛せなかったので、万物を愛

タン、悪魔が地上をすべて分割して主管して

さなければなりません。郷土に帰って自然を

きたのです。しかしこれからは善なる霊人た

愛さなければなりません。近所の草からあら

ちがその地域を奪い返して主管するのです。

ゆる山川草木に至るまで、すべてを愛さなけ

そのために統一教会員は涙を流し、血の汗を

ればならないのです。すべてを愛してから人

流してホーム・チャーチ（家庭教会）運動を

を愛するのです。山川草木、動物まですべて

しなければならないのです。精誠を尽くさな

愛することのできる立場に立ったならば、そ

ければならないのです。キリスト教が精誠を

の基盤の上で人を愛するのです。万物を復帰

尽くした以上に、イスラム教、仏教、どの宗

してから人を愛するようになっているのです。

教よりも切なる心情をもって祈祷しなければ
ならないのです。「あなた方を中心として地

人を愛するときには、まず最もかわいそう

上に実体基盤が復帰されましたので、霊的基

な人から、かわいそうな子供たちから愛して、

盤を中心とした霊界圏を通して統一教会は前

それから中年へと上がっていくのです。世の

進します」と祈祷するのです。

中の貧しい人には、良心的な人が多いのです。
私たち統一教会の家庭は世の中で最も貧しい

霊界に行った人々も私たちを通して初めて

人を愛するのです。貧しい人は悪魔の世界に

救われるということを知っていますか。です

いるとしても、今後はそのような人の中から

から霊界に行った人のために生きるならば、

天運を受け継ぐことのできる人が現れると考

霊界の福が皆さんのところにやって来るので

えるのです。

す。そのように、霊界のために蕩減してあげ
て、悔い改める人であれば、その霊界が皆さ

今日皆さんは故郷に帰って、種となり得る

んに従ってくるのです。霊界が皆さんを中心

存在にならなければなりません。そしてその

としてすべて動くということです。蕩減と悔

種が蒔かれて、大韓民国はもちろん、天地が

い改めがそれほど重要だということを知らな

訪ねていくことができ、神様がいつでも訪ね

ければなりません。ですから、これらすべて

ていきたいような環境を残すことができなけ

のことを、家庭教会を中心にしてやっていけ

ればなりません。そうしてからあの世に行く

ばいいのです。

ならば、天国の息子、娘として愛されて生き
るに違いありません。そのような生涯路程を
今から立てていかなければなりません。

地上で家庭教会祭壇を中心として活動し、
精誠を尽くせば、各界各層の霊人が再臨して、
地上の聖徒に協助することができるのです。
三百六十軒の家庭教会祭壇の中には、仏教徒、

五 霊界の協助と確信

キリスト教徒、儒教、その他の良心的な人た
今は霊界が極めて近くに来ているので、善

ちが千差万別に生活しています。霊界にいる

なる霊人たちが地上に定住する時代が来るこ

霊人たちは、教派と宗教を超越して再臨し、

とでしょう。来て住むということです。それ

摂理の中心人物の前に導くという霊的な現象
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が起こるようになるのです。家庭教会は、霊

た基盤の上に立っているので、サタンは退き、

人たちが再臨復活するための条件的な祭壇だ

天使長型霊界にいる皆さんの先祖が協助する

ということです。

ようになっているのです。

皆さんが一つ鉄則として知っておくべきこ

それでは、誰に拍子を合わせるべきでしょ

とは、その地方から生まれた忠臣、愛国者、

うか。私が皆さんの動きに拍子を合わせなけ

孝子、教会の牧師が尽くした精誠以上の精誠

ればならないのでしょうか、皆さんが先生に

を尽くさなければならないということです。

拍子を合わせなければならないのでしょうか。

それ以上の精誠を尽くしさえすれば、彼らが

異議はないのです。そうしなければ霊界が動

みな協助するのです。それが条件なのです。

かないのです。先生の言うとおりにしなけれ

そうすればサタンの讒訴圏以上の位置に立つ

ば通じません。いくら才能があったとしても、

ことになるので、サタンが反対することはな

いくら能力があったとしても、先生の願わな

く、霊界の協助によって皆さんの先祖が子孫

いものを付け、指示していないことをすると

に現れて、統一教会に行けと霊的に協助して、

すれば、通じないのです。それゆえ、その条

伝道するのです。

件に天は退くのです。霊界の協助がなされな
いのです。天使長は協助することなく、破壊

霊界にいる皆さんの先祖も、この世を眺め

してしまうのです。

ながら誇らしい子孫に協助しようと、地上に
降りてきたがるのです。ですから多くの先祖

私は天国の法をすべて知っている人物であ

が皆さんの周囲に降りてきます。これが氏族

り、行くべきことすべてを知っている人物で

を中心とした宗派を超越した宗教世界です。

す。サタンの動きの秘法をすべて知っており、

理解できますか。皆さんの先祖が皆さんを信

神様の作戦計画を知っている人物です。それ

じて、皆さんを愛しながら皆さんに従いたい

ゆえ、今世界ではレバレンド・ムーンが問題

と思うのです。皆さんに従ってくるのです。

になっているのです。これからは霊界が私に

そして皆さんに協助することに献身したがる

協助する時が来るのです。もう少しすれば不

のです。

祥事がたくさん生じます。

強い信念さえもって進めば、皆さんの先祖

今日地上では、統一教会に来て祈祷すれば、

は、お母さんであれ、親戚であれ、押さえつ

一週間以内に先祖が現れて、すべて教えてく

けて身動きできないように、口が開けられな

れるのです。そのような所にまで来たという

いように圧力を加えるのです。「私の言うこ

ことです。それは何を意味しているかという

とを聞け！」というようにです。なぜでしょ

と、今まで宗教が世界的版図をつくって、心

うか。堕落した悪なる霊は退き、善なる圏内

情的絆によって縦的な行路を築いてきたので

の本然の氏族的基盤を中心として、父母と連

すが、そこから横的版図を世界的に広め、こ

結され得る国家的基準までつながった御父母

の世界の果てまでつないだので、霊界に行っ

様と共に、世界的基準までサタンを押してき

た先祖が氏族を中心として、初めて地上に再
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臨して協助することのできる時代になったの

て先生の後ろについて来るのです。従ってき

です。ホーム・チャーチはそのような世界的

て、霊界にいるすべての宗団長を中心として

な版図を縮小した基盤です。ですから善なる

キリスト教、イスラム教を問わず、韓国の統

霊はどうなるでしょうか。昔は、来て協助し

一運動に協助しようとするのです。そのよう

ては帰っていったのですが、これからは地上

な旋風が押し寄せてくるのです。

に定住するのです。そのような時代が来るの
です。定住、いいですか。定住といっても、

皆さんも同じです。同じ神様が同じ信念を

先生の故郷の定州ではありません。（注：韓

もっているのに、なぜ皆さんには霊界が協助

国語の定住と定州は発音が同じ）霊界に行っ

するその結果が現れないのでしょうか。同じ

た善なる霊が初めて定着して住むことのでき

ことです。みな自分というものが残っている

る時代になるということです。ですから皆さ

からです。自分というものが残っているので

んが統一教会に来て活動するときに、善なる

…。先生はそのような警告をしたのです。困

先祖が皆さんと共に暮らして協助します。そ

難だとしても……。足が棒のようになれば

れゆえ氏族復帰が可能なのです。

「足よ！ 私は行かねばならないのだ」と言
います。先生はそうしてでも歩くのに、若い

天運に乗ってきたのです。一九八七年四月

者が……。そのような者は天罰を受けるべき

は新たな光が蘇生し、世界の希望がひとつと

です。若い者が昼寝をして歳月を無為に過ご

ころに集まって芽を出すのです。霊界の霊人

すとは。それではならないのです。

たちはどれほど韓国に来たかったことでしょ
うか。霊人が韓国に来て、協助することので

皆さんが霊界に行ったとき、隔たりのない

きるその日をどれほど待ち望んできたことで

自由天地の主人の息子、娘になる資格をつく

しょうか。みな集まるのです。ですから国の

ってあげようというのですから、どんなに有

ために血を流した人々、祭物になった霊たち

り難いことでしょうか。先生の言うことを聞

が連合して、初めて御父母様に侍るための連

いて、そのように生きたならば、霊界の領域

合運動をするのです。その霊たちが今後世界

は果てしなく、境界線がないので、どこへ行

的な霊人をすべて迎えるための仲介に立たな

ってもみな「私がお前たちに協助した。そこ

ければならないのです。ですからその霊たち

の責任者がお前だった時、お前の時代に行っ

と連結してこの国を変えていくのです。

て協助した」と言うのです。友達になるので
す。一つの時代圏の中にいる同僚になるので

一度しなければなりません。今は霊界が

す。

「韓国を助けよう」ということのできる時代

先生が言っているように、霊界が動員され

になったのです。今まで善なる霊たちが世界

なければなりません。霊界が動員されなけれ

に散らばって、外部で働いてすべての基盤を

ば、どうやって天国を形成するのでしょうか。

つくり、その運勢に乗って来るのですが、誰

形成できません。天国は真の父母から始まる

が来るかというと、先生が先発隊となり、韓

のであって、今までの堕落した子孫から始ま

国のために生きた忠臣、烈女、愛国者がすべ

るようにはなっていないのです。アダムを創
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造するときに天使世界の協助を受けたように、

立ったということです。波動なのではなく、

再創造も霊界から降りてきて、みな地上に協

波動を起こす送信機自体だということです。

助しなければなりません。そうせざるを得な

ここで周波数を何千にするなり、何十にする

いようになっているのです。原理がそうなっ

なり、短波にするなり、つなぎさえすれば、

ているではないですか。復活原理がそうです

どんな波長、電波でも送ることができます。

ね。復活原理がそのまま結果として現れてこ

私が放送局をもっているので「霊界にいる

そ真だと言えるのです。ですから霊界は先生

先祖は来て、私に協助してください。善なる

のことがどんなに好きなことでしょうか。

先祖よ、来て協助してください。そのような
バイブレーション（振動）が必要です」と言

世界的な時代に入った皆さんは、個人的な

えば、すぐに来て……。個人を呼んでも動く

立場にあったとしても世界最高の聖人につな

し、家庭を呼んでも動くし、氏族圏、民族圏、

がっています。それゆえ、その聖人のような

世界圏を中心としてつなぐことのできる足場

心性をもって、そのような心的な生活をした

が地上にできたので、それが動いて降りてく

人には、必要なときは、どこでも縦横無尽に

るのです。このようになれば、今まで私の体

協助できる基盤が霊的にできているのです。

はあちらに行こうとしていたのに、我知らず

ですから今統一教会の動きに関して、全世界

反対を向いて引かれていくのです。二つの霊

の各国の愛国者はすべて、この地上で統一教

人体が来て一つをつかんで引いていけば、自

会の基盤を中心として背後の囲いとなって再

分はつかまれているのが分からないので否応

臨し、定住しています。これを部隊にたとえ

なしに引かれていくのです。ひとりでに走っ

れば、その国の民族の何十倍、何百倍もの人

て入っていくのです。皆さん、それが信じら

が死んでいったのですが、その人たちが来て

れますか。これは空論ではありません。理論

陣を敷いて拡大工作を待っているのです。そ

的なのです。

れゆえ、すべての宣教師は国家的な運動をな
して総動員し、霊界と全体を代表し、犠牲を

統一教会が動けば、マホメットが協助し、

覚悟して総進軍命令を下せば、その霊たちが

儒教、仏教の代表者たちがみな協助し、神様

協助するようになっています。

も協助するというのは理論的なことです。で
すから、自分は人類を代表し、霊界を代表し、

統一教会は霊的な個人を動員することがで

神様を代表しているので、全体が協助する位

き、連結的体制を通して先祖を動員すること

置で動く、という自負心をもたなければなり

のできる能力をもっています。それを知らな

ません。

ければなりません。これまでの宗教は、霊界
と肉界をつなぐことができなかったので、霊

過去においては、祈祷し、精誠を尽くして

的な精誠を尽くすことによって、縦的な面に

も宗教の教主とはその時にしか会えませんで

拍子と波動を合わせて、初めて接線をもつこ

した。会おうものならすべて分かれてしまう

とができたのですが、今はもう、その放送局

のです。ですからまた上がらなければなりま

の中に入ったのです。振動板のような位置に

せんでした。ところが今では、すべて宗教圏

1757 * 千七百五十七

천성경

天聖經
Cheon Seong Gyeong
を中心として地上に再臨することのできる時

原理がそうなっています。完成した御父母様

になりました。そのような時代が来たので、

の位置というのは、神様と、堕落していない

皆さんが過去時代、現在時代、未来時代を動

天使長が後援するようになっているのであっ

かすことのできる実績がなければ天国へ行く

て、いくらサタン圏内の霊が多かったとして

ことができません。それを知らなければなり

も、御父母様に協助することはできない位置

ません。

にいるのです。

過去時代とは、今霊界にいる善なる霊、天

今霊界にいる霊人たちは、真の父母を通し

使をはじめとした善なる霊の時代であり、現

て生まれたのではなく、偽りの父母を通して

在時代とは、父母の時代です。そして未来時

生まれたがゆえに、真の父母に協助すること

代とは、神様の時代です。それゆえ霊界を動

はできないのです。しかし天使長の失敗した

員し、御父母様を動員し、神様を動員するこ

すべてのことを蕩減し、子女の立場で、アダ

とのできる、そのような実績をもっていない

ムとエバが成長しているという立場において

人は天国へ行くことができないということで

は、いくらでも後援することができるように

す。アダムとエバに天使が動いて協助し、神

なっています。それゆえ霊界が協助すること

様が動いたのと同じです。その次に宇宙はア

によって、世の中が遠からず徐々に崩れてい

ダムとエバが動かさなければならないという

くのです。

ことです。
六
皆さんがこのホーム・チャーチ運動さえす

我々の本郷と天国入籍の道
一) 故郷は創造本然の世界

れば、霊界がすべて協助するようになってい
ます。ですから今後一九八八年以後は、本格

人間の力、人間の知恵、人間の文化、その

的なホーム・チャーチに入るのです。そうな

何をもっても真なる意味の平和の世界や、一

れば先生はここにいてもいなくても同じです。

つの統一された世界を望むことのできない時

これ以上教えることはありません。これ以上

点にあるということを私たちは知っています。

とは。天国に入る証明書をどうやって準備す

このような立場において、世界文化を解決す

るのか、すべて教えてあげたのです。その内

るにあたって、最も中心的な問題となるのは

容は地球ほどのダイヤモンドをいくつ渡して

何でしょうか。神はいるか、いないかという

も得ることはできません。ですから霊界が皆

問題をはっきりと解明することが、何よりも

さんをどれだけ……。「なぜこのような黄金

重要な問題だと考えるのです。

時代を逃しているのか！」と言うのです。も

もしも神様がいるということを全人類が知
ったならば、神様のみ旨が何を志向している

う分かりましたか。

かということがはっきりと分かるでしょうし、
今まで霊界が御父母様を支持できず、協助

その志向するみ旨を知るとするならば、その

できなかった理由は、完成した父母の位置を、

世界はそれこそ、ほかならぬ一つの世界であ

堕落した霊界が協助するということは不可能

り、平和の世界であり、理想の世界なのです。

だったからです。本来そうではないですか。
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皆さんは民族主義者になりますか。世界主

霊的体験の基盤を中心とした超越的実体を追

義者になりますか。宗教は世界主義にとどま

求する内容をもたなければならないのです。

りません。人間にだけ良い主義なのではなく、

統一思想は、人間的な面での人本主義や物

神様にとっても良い主義であるべきだという

質主義、そして過去のあらゆる神本主義をも

ことです。しかし共産主義や民主主義は、人

体系的に理論化して、それを統合し得る内容

間さえ良ければいいという主義です。ですか

をもつと同時に、縦的な面において宗派を超

ら神様まで良くなければならないという主義

越してつないでいくことのできる、超自然的

と、人間さえ良ければいいという主義と、ど

体験の宗教思想となるべきであるという事実

ちらが良いでしょうか。神様も人間も良いと

を知らなければなりません。

いう主義がいいですか、それとも主人を抜き
にして僕だけが良いという主義がいいですか。

統一教会の願う国とはどのような国でしょ
うか。今統一教会は大韓民国を経て世界へと

宗教はそれだから良いのです。

進んでいます。統一教会は、現在のように、
私たち統一教会は他の何でもありません。

共産主義の唯物史観と、民主主義の唯心史観

統一教会は、母親、父親を愛するように兄弟

が争うような世界を望んでいるのではありま

を愛し、兄弟を愛するように氏族を愛し、民

せん。この世界を超越し、神様の心情と愛の

族を愛し、国家を愛そうというのです。母親、

支配する国を望んで進むのです。

父親を捨ててでも国家を愛そうということで
す。世界を愛するためには自分の国も捨てな

私たちの住みたいのは天国、天国で住みた

ければなりません。また、天を愛するために

いのです。天国に境界線はあるでしょうか。

は世界までも捨てようということです。より

ありません。天国で使う言語は二つでしょう

遠く、大きいもののために、自分に近い小さ

か。違います。人種の差はあるでしょうか。

いものを犠牲にするという愛の道を行くのが

ありません。

統一教会の主流思想です。

では天国とは何でしょうか。人はすべて神様
の懐から生まれたので、人類はすべて兄弟で

統一教会とはいったい何でしょうか。右翼

す。神様を中心として見れば神様の息子、娘

を抱き、左翼を抱き、この二つをつかんでど

であるので、みな兄弟であり、地上天国を中

こへ行くのでしょうか。寄り集まって闘う闘

心として見れば民です。地上天国の国民だと

争の世界を越えて、天の導く幸福の世界へ、

いうことです。民だというのです。

ユートピアの世界へと導くのです。それを抱
いて平面的に行くのではなりません。どうい

国がなければ国籍というものはありません。

うことかというと、体制によって思想的に没

国がなければ入籍する基盤がないということ

落し、失敗したものを、統一教会がすべて収

です。私たちは民族を編成して、新たに入籍

拾し得る論理体系を備えなければなりません。

しなければなりません。この地上で天国を編

これを抱いて横的に動かすと同時に、宗教を

成して、その国籍をもって、愛国愛族の真な

中心として縦的な基準で動かすことのできる、

る善の父母の血統を受け継いだ勝利的息子、
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娘として、自分の族属（一門）あるいは家族

のような国民性をもち、国家形態を備えなけ

を率いて生きてこそ、天上世界の天国に入る

ればなりません。

ことができるのです。それが原理です。
自分が行き来するのも、その国を復帰する
家庭の天国とはどのようなものでしょうか。

ため、祖国光復のための建国の功臣となるた

妻は夫のために一〇〇パーセント存在し、夫

めに使命を帯びてのことであり、天の密使と

は妻のために生き、妻のために死ぬという立

しての指令を受け、今日の悪なる世に来てこ

場に立つとき、その家庭こそがほかならぬ天

のようなことをしているという事実を考えな

国なのです。「家和万事成」という格言があ

がら生きていくべきです。

ります。国が栄えるのも同じです。国を治め
二) 天国に入籍するには

る主権者自身の存在価値は、自分が主権を行
使することではなく、民のために治めること
にあります。またその民は、民自体のためと

皆さんは、そのままでは御父母様の前に直

いうよりも、国のために……。このようにな

接行くことはできません。皆さんは血統が違

ればその国は天国になるのです。

いますね。入籍する前に相続権を受けること

このような原則を拡大していくことによっ

はできません。皆さんはまだ入籍していませ

て、国家、民族を超越して互いに「ため」に

ん。先生の族譜に入籍しましたか。祝福を受

生きる世界を築くならば、その世界こそ、私

けたからといって、入籍したことにはなりま

たち人間の願うユートピア的愛の世界であり、

せん。祝福を受ける位置は長成期完成級、そ

理想の世界であり、平和の世界であり、幸福

の位置です。七段階の完成級七年路程が残っ

の世界であるに違いありません。「ため」に

ているのです。それが原理です。その原理を

存在するというこの原則をもって進むならば、

中心として復帰していくのです。

どこでも通じないところはないのです。
入籍時代に入って名簿を作るとき、適当に
私たちが探し求めていく祖国というのは、

作ることはできません。ホーム・チャーチを

今日この地上にあるような歴史や伝統をもっ

経なければ名簿に記入されないのです。天国

た国ではありません。それらとは次元を異に

の族譜編成ができないのです。祝福家庭でも

するその国を私たちが受け継ぐには、それに

外すのです。落ちるのです。それをわきまえ

ふさわしい思想的な主体性をもった国民とな

て、天の提示するすべてのことを早くしなけ

らなければなりません。ただし、その主体的

ればなりません。人がするから自分もする、

な思想とは、絶対的な創造主の思想と一致す

というものではありません。しなければなら

るものでなければなりません。絶対者の願う

ないのです。それをせずに霊界に行けば、霊

国が存在するためには、その国の主権を中心

界に行ってから永遠にしなければならないの

として、その国の国民が一つとなり得る国で

です。地上で解決できないまま行ったならば、

あることを望まなければならないのです。そ

大変なことになるのです。
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悔い改めなければ、皆さんは公議の審判を

された人はみな、今後大韓民国の土地を買う

受けなければなりません。愛のその掟の前に

ことのできる時が来るのです。先生を中心と

立つ者はいないのです。そのときには先生が

して大韓民国を動かすことができるならば、

弁護士となって、先生の家族一族が弁護士と

西洋にある自分のすべてのものを売って、大

なって、皆さんを指導する統一教会のすべて

韓民国で小さな小屋暮らしをするとしても替

の人が弁護士となって、神様も、先生も、先

えなければならない時が来るのです。

生の家庭から指導者までが弁護して、弁護の
範囲が讒訴圏よりも大きくなって、初めて善

もう死んで、村の裏山に行くように（注：

なる天国の民として入籍できるのであって、

普通、裏山に墓がある）気力もなく、（部屋

その讒訴圏よりも小さければ入籍できないの

の中から）敷居の向こうを眺めながら「年老

です。

いたから……」と言っています。年老いても
伝道しなければなりません。自分の母親、父

統一教会員は絶対自分勝手に生きてはなり
ません。自分の心を偽ることはできません。
自分の心を偽れない限り、天国の戸籍を偽る

親をみな天の前に入籍させてから霊界に行か
なければ大変なことになるのです。
母親、父親に、歴史上の自分の先祖の前に、

ことはできません。すべてのことが入籍に関

自分の兄弟の前に、自分の親戚、姻戚を中心

係するのです。私がこの手を上げれば、それ

として歴史的に偉大なことをすることのでき

が今ビデオ・テープに記録されますね。人の

るこの時代、この時を迎えているのが統一教

世でもこのように記録されるのに、天の国に

会の祝福家庭なのです。

記録されないと思いますか。ボタンを押しさ
えすれば、ある祝福家庭の夫婦の幼いときか

今まであなた方に伝道しなさいと言ってき

ら、その先祖のころからがすべて出てくるの

たのは、威信を立てさせてあげるためなので

です。一瞬のうちに出てくるのです。長時間

す。今後、族長を立てて、七十二族長を立て

ではありません。ここでは時間の観念があり

て、すべてそのようにして、新しい入籍時代

ますが、天国ではあっという間に終わるので

が来るので、その軸に入れてあげようとして

す。

いるのに……。実績があってこそ入れてあげ
ることができるのです。

入籍というのはどういうことか分かります
か。女性が嫁に行けば籍を移さなければなり

これからは入籍するのです。南北が統一さ

ません。自分が生まれたもとの籍を取り消し

れるときには、世界の統一教会の家族は祝福

て、違うところに移さなければならないとい

家庭の中で正常な行動をした人はみな、氏族

うことを私たちは知っています。

を越えて入籍するのです。先生の力によって
南北が統一されたならば、法をつくって世界

大韓民国は今後私たち統一教会を中心とし

の統一教会の忠臣を代表民族として、種を受

て祖国をつくることによって、大韓民国を中

け継ぐ民族として立てようというのです。そ

心として入籍する時が来るので、今まで動員

うしても反対する者はありません。歴史的に
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見て、韓国の独立のために、韓国の還故郷の

た。サタンの愛によってサタンのものとなっ

ためにこんなに尽力したのですから、誰が反

ていたものを、今は神様のみ旨を成し遂げた

対するでしょうか。

先生を中心として、先生の息子、娘、先生を
中心とした万物を復帰していかなければなら

皆さん、これからは氏族加入時代が来ます。
個人加入時代ではありません。氏族加入時代

ないのです。そして、いまだ先生には国がな
いので、国を求めて立てなければなりません。

が来るのです。金氏であれば金氏、朴氏であ
れば朴氏。それが過ぎれば国家入籍時代が来

これはサタンの所有地であり、神様の所有

るのです。すぐです。これからは早いのです。

ではありません。所有権の回復というのがあ

目の回るほど早く変わっていくのです。なぜ

るので、天下は戦争なしに一つとなるのです。

そうなるのでしょうか。文総裁がいるのでそ

どういうことか分かりますか。今後、一族が

のようになっていくのです。原因はほかにあ

財産とすべてのものを合わせて天に入籍する

るのではありません。

ために、世界の歴史上で類を見ない行列が続
くことでしょう。そこに誰が先に入籍するか

所有権を神様にお返しするためには、真の

によって、兄となり、弟となるのです。

父母の名を通さなければなりません。真の父
母の名を通さずしては、帰っていく道があり

今まで天国への入籍はありませんでした。

ません。それゆえ世界統一は統一教会が中心

天国に国がなかったのです。家庭もなく、国

とならざるを得ないのです。手を下さなくて

もありませんでした。霊界に行けば、親も何

も、誰もが少しでも早く入籍しようと列をつ

も、十人家族だとすれば、十人がみなばらば

くって待つようになるのです。一番、二番、

らになったのです。しかしこれからはそうで

三番を争いながら必死になる時が来るのです。

はありません。本来堕落しなかったならば、
お母さん、お父さん、自分たち夫婦、息子、

これから入籍する時が来ます。先生の一族、

娘が一つになって、相手のためという真の愛

皇族を中心としてつながるところに、皆さん

をもつならば、それには神様も絶対服従する

が加入するための入籍時代が来るのです。し

のです。そのような愛の伝統に服従しながら

かし入籍時代になっても氏族復帰ができてい

相手のための愛をもって動くその世界、「た

ない人は、そこに入籍することができません。

め」に生きるその世界では、平和の基地が生

それを知らなければなりません。十二支派と

じるなと言っても生じるのです。

同じです。氏族復帰をするまでは入籍できな
いのです。
人々がこの氏族復帰の内容を知ったならば、

これからみな越えていかなければなりませ

我先に統一教会に入ろうと、群れをなして押

ん。越えなければならないのです。越えるに

しかけてくるのです。入籍すればどうなるの

は整備しなければなりません。一つとなって

でしょうか。今までは愛をはじめとして、人

夫婦の日記をつけなければなりません。そし

から万物まで神様の所有ではありませんでし

て息子、娘の公認を受けて、みな入籍しなけ
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ればなりません。入籍時代が来るのです。清

す。その氏族が入籍する順番となるので、先

算して越えなければなりません。そのときに

に入籍すれば先祖になるのです。残りはその

はサタンがついてくることはありません。そ

前で頭を下げなければならないのです。

のように深刻な時が来ます。祝福家庭はみな
これから日記をつけなければなりません。た
やすく通り過ぎてはならないのです。

自由な環境舞台が訪れるこの時代において、
イスラエルの王権を造成すべき独立軍である
ことを肝に銘じなければなりません。小隊長

これからは世界がみな入籍しなければなり

になりますか、中隊長になりますか、連隊長

ません。十二支派を中心として。入籍すると

になりますか、師団長になりますか、軍団長

きには皆さんの人生、統一教会に入ってから

になりますか。皆さんの活動いかんによって

今までのすべてのことを、一つ残らず記録し

左右されるのです。

なければなりません。この教会から何か一つ、

これからは兄、姉、弟、妹がみな一方では競

ふろしき一枚でも持っていったならば、それ

争になるのです。勝利した人が、先に登録す

をすべて記録しておかなければなりません。

る人が兄、姉になるのです。先祖になるので

これが霊界に記録されたコンピューターの記

す。天地開闢の時代が来るのです。祖父が孫

録と合っていなければ、皆さんは入れないの

になり、父親が息子になり、弟が兄になり、

です。

姉が妹になる時代になるのです。誰が先に入
籍するかが問題です。

王族の心情圏を中心としたところでは歓待
のみであって、崖や壁といったものは一つも

天国の法を守り、天国の王宮法を尊重でき

ありません。平地なのです。全体が歓迎し、

なければなりません。それがどのようなもの

万年の愛の世界がつながっているのです。そ

か知りませんね。今後、南北が統一された世

この主人として生きるのです。自分の一族が

界のすべてに備えなければなりません。その

そうなるのです。一族がみな集ったその栄誉

訓練をすべき内容が残っています。そのとき

の価値をもって入籍して天国に入るのです。

には、誰もが入れるわけではありません。入

入籍するのです。新たに入籍して天国に入る

籍時代が来るのです。それは、大学を卒業し

ことができるように、清い解放の氏族長とし

て博士として大学の先生になることよりも難

て、メシヤとして、父母として、自分が率い

しいのです。自分一代の一族の歴史をすべて

てあげましょう。

編成して、そこにパスしなければなりません。
霊界、肉界から鑑定を受けて選出するのです。

今後天国が地上に建設されればこのように
なるのです。憲法がそうなるのです。全体を

天運は相対圏をもった人を保護するように

天国に帰化しなければなりません。それゆえ

なっています。ですから献金をしなさいとい

統一がなされないわけがないのです。強制的

うのです。それは当然のことです。すべてを、

にするのではありません。志願しなければな

一族を神様のところに連れて行かなければな

りません。そうすれば移籍する日が来るので

りません。そこでは誰が先祖になるかという
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と、先頭に立って率いる人が先祖になるので

真の父母と一つになって伝統を相続し、皆

す。久保木が統一教会の会長であっても、率

さんの家庭が主体的伝統をもって万国を治め

いていくことができずに、今み言を聞いてい

ることのできる基盤となり、主体性をもった

る人がすべてを率いて入籍するならば、久保

家庭となったならば天国の皇族圏内に入籍す

木会長が何代も後の孫になるのです。入籍を

るのです。このようにして入るのが天国です。

先にした人が先祖になるのです。

天国は誰もが入ることのできるところではあ
りません。その道を行こうと三代が決心しな

そのような時代になったので、先生は命令

ければなりません。おじいさん、おばあさん

をするのです。「早く氏族復帰をしなさい！

から父親、母親、夫婦、息子、娘まで、段階

所有権を神様に返しなさい！ 早く入籍しな

は四段階であり、系列でいえば、夫婦になっ

さい！」。これは人間としての最大の希望で

たのが三代です。

す。先祖以来、千万代を経た希望がここにあ
るのです。肝に銘じ、忘れてはなりません。

これから皆さんの行くべき道には反対があ

そうすることによって、未来において日本の

りません。先生がすべてつくってあげました。

黎明の朝が過ぎ、輝く太陽を迎える喜びを体

すべてふさいであげました。すべて取り壊し

恤するようになるのです。

てあげました。ですから皆さんは先生をどれ
ほど崇拝しなければならないでしょうか。皆

天国での財産とは何でしょうか。今は天国

さんが迫害時代に先生を崇拝していたその何

の国民がいないので、復活させて天国の国民

百倍も、皆さんの子孫が崇拝することのでき

を連れていく以外に方法はありません。天国

る伝統を残さなければ、天国という本貫

の国民がいなければ、霊界での財産というの

（注：先祖発祥の地）に入籍することは難し

もありません。それゆえ、皆さんが生んだと

いという事実を通告しているのです。皆さん

言っても、皆さんの息子、娘ではないのです。

の息子、娘が、皆さんが先生に侍っていた何

日本の一億二千万すべてが神様の国民になる

百倍以上も侍ることのできる基盤をつくって

道を探さなければなりません。

おかなければ、離れてしまうのです。押し出

いかにして多くの日本人を皆さんの息子、

されてしまうのです。

娘と共に天国の国民として入籍させるかとい
うその数字が、皆さんが霊界に定着するにあ

入籍しなければなりません。入籍するため

たっての礎石となるのです。それがなければ、

にどこへ行こうというのですか。本郷の地に

たとえ統一教会の会長を何十年したといって

帰らなければならないという運命を、避ける

も、すべては無駄なのです。今までは統一教

ことはできません。生きているうちにできな

会が反対されていたので不可能でしたが、こ

ければ、霊界に行ってから後戻りして、億千

れからは全世界的に先生を尊敬するようにな

万世、回りに回りながら涙と嘆息で越えなけ

るので、可能なのです。

ればならないという、堕落圏の支配から逃れ
ることはできないのです。ですから、直行す
ることを願って、皆さんの前で詳しくお話し
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しましたので、それを忘れずに肝に銘じ、勝

り神様との関係が断絶されたことにあったの

利の天国の門に入る王権を受け継ぐことので

です。これによって、神様と人生と宇宙など

きる、そのような相続を受け継ぐことのでき

の根本問題について無知に陥ったのです。こ

る皆さんとなることを願う次第です。そうす

れまで私は、世界各地の公式席上で、一万回

るという人は諸手を挙げて宣誓してください。

余りのみ言を通して、神主義に立脚した真な
る人生観、世界観、歴史観を提示してきまし

第六章 真の父母が伝授する世界と南北統一

た。これは、十二種類の世界各国の言語に翻

教本

訳され、既に三百巻余りの書籍として出版さ

一

「世界と南北の統一は真の愛で」

れています。これは、文献による総合的な研
究や、学問的な探求の結果として解明したも

世界と南北の統一を熱望する内外の貴賓、

のではなく、有形、無形両世界を自由に行き
来しながら、原理的であり、根本的な答えを

そして紳士、淑女の皆様！

説き明かしてきたものです。
今正に始まった新千年紀は、分裂と 藤の
前世紀の遺物が清算され、和解と統一の地球

きょう私は、意義深い場を感謝しながら、

村、一つの家族の理想が実現される時です。

我が民族の宿願であり、世界の冷戦問題の最

皆さんの各家庭に、新千年紀の祝福が共にあ

後の決算と言える韓半島の統一問題を念頭に

らんことを祈願いたします。初めに、私の八

置いて、その方案に対する根本的な解答とし

十回の誕生日を祝賀してくださるために、世

て「世界と南北の統一は真の愛で」という題

界と全国の各地から訪ねてこられた皆様に心

目で、お話ししようと思います。

から感謝申し上げます。何よりも、この日ま
で見守ってくださり、共にいてくださった神
様に、このすべての栄光を捧げます。

我が国の統一は、単純に国土の統一だけで
なく、これは、堕落によって引き裂かれた人
間の心と体の統一問題から始まり、東西の二

私の生涯を振り返ってみるとき、一時も平

大世界に引き裂かれた全世界の統一のための

坦な時期はありませんでした。私は韓半島を

モデル的路程です。したがって、この問題は、

取り巻く列強の狭間で、あらゆる苦難の道を

神様の救援摂理的側面から理解しなければな

歩んできた民族の受難史と共に歩んできまし

らない事案であるがゆえに、摂理的次元から

た。

解いていかなければならないのです。

私は、十六歳（数え）の少年時代に祈祷を

人類歴史は、人間始祖が堕落により失って

している最中、突然、神様のみ旨に接したの

しまった本然の世界を再び取り戻すための蕩

ち、生涯を通して神様のみ旨を成就するため

減復帰歴史です。

に、全身全霊を尽くしてきました。そうして
知ってみると、人間の不幸の根本原因は、人

ゆえに歴史は、神様の創造理想を実現させ

類始祖が堕落することにより、霊的無知に陥

るための目標を置いて、サタン側と天側の善
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悪闘争の歴史なのです。歴史の背後ではいつ

タンはそのような神様の絶対的なみ旨を破壊

も、善なる側には善霊が協助し、悪なる側に

しようとするのです。

は悪霊が作用してきました。人間の堕落によ
り始まった分裂の歴史は家庭、氏族、民族、

神様にお尋ねしてみれば、神様は、その事

国家、世界へと範囲を拡大しながら、結果的

実を認められることでしょう。サタンが神様

に人本主義と神本主義の根幹となった無神論

に、「神様！ 最初に私を天使長として立て

と有神論の対決として現れたのです。

られたとき、一時的な愛で立てられましたか。
そうでなければ、永遠なる愛のために立てら

二千年前、ユダヤ民族がイエス様を受け入

れましたか」と質問するならば、神様は、ど

れていたならば、イエス様はユダヤ教を基盤

のように答えられるでしょうか。それを考え

としてユダヤの氏族と民族を統一し、十二支

てみなければなりません。神様は、永遠に愛

派の後孫たちが住んでいたアラブ圏を統一し

するために立てられたと語られることでしょ

ていたことでしょう。さらに、イエス様の思

う。一時的な愛で立てたとするならば、一時

想が中東地域とインド地域を経て極東にまで

的な神様となります。永遠に愛するという基

伝播され、一方では、ローマ帝国と全ヨーロ

準をもたなければ、いつかは、サタンの前に

ッパを掌握し、イエス様の時代に統一された

神様の権限を行使することができなくなるの

一つの世界が成し遂げられていたことでしょ

です。

う。最終的には、イエス様を中心として一つ
の新しい宗教文化圏を形成し、イエス様は世

ゆえに神様は、サタンがどんなに反対して

界の王の王にならなければならなかったので

も、彼を愛したという条件を立てざるを得な

す。

いのです。それで、神様は悪に対しては「無
抵抗主義者」なのです。それはどうしてでし

しかし、イエス様が十字架にかけられるこ

ょうか。神様は、この地球上に天国理想の世

とによって、それ以降、外的な肉的文化圏で

界を成就する時まで、どのような環境の中で

ある人本主義のヘレニズムが先に発達して、

も、堕落してサタンとなった天使長を愛さな

ローマ文化を形成しました。一方、内的な心

ければなりません。神様は、サタンがいくら

の文化圏である神本主義のヘブライズムを代

暴れ回るとしても、罰したり、打ってしまう

表するキリスト教は、四百年の間、ローマか

ことができないのです。どのような状況でも

らあらゆる迫害を受けたのです。人間始祖の

愛したという条件と基準を立て、サタン自身

堕落によって引き裂かれた善と悪の闘争歴史

が「ああ、本当に神様は神様であられる。幸

の背後で、サタンは今、何をねらっているの

福でした」と告白しない限りは、神様は、完

でしょうか。神様をはっきりとねらっていま

全なる勝利を成し遂げることができません。

す。永遠、不変、絶対、唯一であられる神様

それが問題なのです。

が、天地創造時に理想とされた基準も永遠、
不変、絶対、唯一でなければなりません。サ

神様がそのようにサタンを愛することによ
って屈服させることが、復帰原理的な道であ
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るならば、神様の子女である私たちも、やは

で仕方ありません」と答えるように行動しな

りその道を行かなければなりません。世界的

ければならないのです。

に迫害を受けても、世界的な怨讐圏に立つと
しても、彼らを愛したという条件を立てなけ

神様は、このような条件に従って、キリス

ればなりません。このような側面から、悪を

ト教文化圏を中心として摂理を推進してきま

自然屈服させようとする神様の戦法は「怨讐

した。犠牲の道、殉教の場、血まみれの境地

を愛せよ」ということでした。

においても神様を愛し、怨讐までも愛する運
動をキリスト教は展開してきたのです。私た

話は簡単ですが、これが神様とサタンの間

ちは家庭、社会、国家、世界においても、こ

で勝敗を分ける境界線となってきたというこ

の運動を展開しなければなりません。キリス

とを誰も知りませんでした。神様がサタンを

ト教の愛の精神によって、激しく迫害を加え

敵であり怨讐であると見なし、彼に対して復

てきたローマ帝国がついに屈服しました。キ

讐しようという思想をもったとするならば、

リスト教は、そのようにして世界的な宗教に

絶対に勝利の頂を占領することはできません。

なりました。これまで、クリスチャンは個人

反対に、神様は「怨讐を愛せよ」と言って、

的な怨讐だけを考えてきたのですが、そうで

愛の作戦を繰り広げてきました。神様のひと

はありません。怨讐国家や、さらには怨讐世

り子であるイエス様は、サタンが役事して自

界も愛さなければなりません。怨讐国家の中

分を殺そうとする怨讐に対して、彼らを許し

心に天国の出発点があるので、そこに真の愛

給えと祈祷したということは、偉大なことで

の伝統基盤をつくって出発しなければ、地上

す。もし、イエス様が十字架で死ぬときに、

天国は成し遂げられません。このようにして

怨讐に対して敵愾心を抱いたならば、摂理は

伝統が立てられれば、これ以上の思想、これ

逆転したことでしょう。福を祈る愛の心をも

以上に消化できる主義は生じません。韓国が

って死を克服したために、サタンが自然屈服

日帝のもとにあったとき、韓国、日本、ドイ

したのです。永遠に神様の子女として残るこ

ツ、米国など主要な摂理的四大国家は、互い

とができる資格が、そこで生まれたのです。

が怨讐の関係でした。その当時の状況では、

サタンもこれを認め、「あなたは、本当に神

日本と韓国が怨讐の関係であり、日本と米国

様の息子である」とサインするのです。

が怨讐の関係であり、米国とドイツが怨讐の
関係です。

皆さんも神様の前で、「サタンよ、私が神
様の息子であることに間違いないだろう」と

ところが、私はこのような怨讐関係にある

問えば、「はい、間違いありません」、また

日本人とドイツ人を米国に連れていき、米国

「神様の息子としての相対圏を拡大していく

が神様を無視し、神様を失ってしまったら滅

であろう。個人から、家庭、氏族、民族、国

んで死んでしまうので、米国を生かさなけれ

家、世界圏に拡大するのに異議はないだろ

ばならないと言って、真の愛の道を実践しま

う」と言えば、「はい、それは原理原則なの

した。日本やドイツの人々に「敵対関係であ
った米国を、自分の祖国以上に愛することが
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できる伝統を立てることなくしては、神様が

情的な基盤を植えたので、自分たちも知らず

望まれる新しい世界理念を立てることができ

に天命に従っているのです。

ない」と強調し、真の愛の伝統を教えたので
す。怨讐関係にある国家を自分の祖国以上に

私は、日帝のもとで当時の日本にも恨みが

愛する基盤と伝統を成さない限り、地上に天

あったのです。しかし、日本は既に敗者でし

国は顕現できません。このような歴史的な伝

た。天は、滅びる者をさらに打つことはしま

統の樹立は、神様の真の愛の中でのみ可能な

せん。自分の罪を自白して、謝罪する者に対

のです。

しては、哀れみをもって対するのです。その
ような天であるので、敗者にさらに刃物をも

私は、米国連邦政府より屈辱を受けて罪な

って打てば、打った者の後孫が滅びるのです。

く法廷に立ったとき、米国の未来を心配し、

米国もやはり、私を敵対視していた国家です。

保守正論紙、「ワシントン・タイムズ」を発

しかし私は、道徳的に塗炭の苦しみに陥った

行し、放送局を設立させるなど、むしろ米国

米国を救うため、父母兄弟をあとにして、祖

のためにあらゆる努力をしたのです。近来で

国を振り返ることなく、カイン世界を救うた

は、共産主義の没落以降、ロシアと中国の未

めに、私に属しているすべてのものを捨てま

来を心配し、数十種類にも及ぶ各種の教材を

した。

出版し、青少年を中心とした倫理教育に多く
また、既成教会が統一教会をどれほど憎ん

の支援をしています。

だことでしょうか。しかし、怨讐のように闘
皆さん！ 日帝のもとで反日地下運動をし

ってはなりません。お互いに、愛で和合しな

ていた私にとって、日本民族は怨讐でした。

ければならないのです。二つが和合して、大

民族的にはもちろんのこと、個人的にも怨讐

韓民国を天のみ旨の前に立て、北朝鮮を消化

でした。しかし、日本が敗戦したのち、私は

しなければなりません。

日本人を愛しました。地下独立運動をしたか
らといって引っ張っていき、むごい拷問をし

解放直後に、既成教会と統一教会が一つと

た日本の警察官たちは、私が一言言えばみな

なっていたならば、すべてのことが解決され

処刑される運命だったのですが、反対に、追

ていたでしょう。しかし、そのようにならな

われている彼らを安全に送ってあげたのです。

かったので、私たちが行く道の前において、
個人的、家庭的、氏族的、民族的、国家的な

今日、日本の多くの若者たちがなぜ、私に

怨讐と対峙するようになり、それでも闘わな

永遠なる命を懸けて忠誠を尽くしているのか

いという条件を立てるために、無限なる犠牲

分かりますか。因果の法則に従って、報いな

を払いながら受難の道を克服してきたのです。

ければならない原則があるためです。それは、
私が国家を超越し、神様の心情的なみ旨に従

内外の貴賓の皆様！

って、世界に向かって真の愛を植えたからで
す。国家的な怨讐を愛して生きる道に導く心
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既に北朝鮮の人たちは、全国民が金日成の
主体思想で武装しています。私たちは、彼ら

ゆえに、お互いに利益となる愛し合う道を探
し求めなければならないのです。

を消化することができる神様の真の愛の思想
で武装しなければなりません。北韓は、ソビ

皆さん、現在、南と北の目的が食い違って

エト文明から来た冷たい風が吹きつける、北

います。方向が異なった立場で、一方は南に、

方文明です。私たちは、温帯文明によって彼

もう一方は北に行こうとする分かれ道にいる

ら自身が自ら溶けていくことができるような

ので、その目的が異なっているのです。どの

作戦をとらなければ、お互いが滅びるのです。

ように統一されるかという問題をおいて見る

ゆえに、私たちは徹頭徹尾、真の愛の思想武

とき、深刻です。その主体的使命を誰がしな

装をしなければなりません。私たちの思想は、

ければなりませんか。それを南韓がすると言

個人の欲望のためのものではなく、世界人類

うとき、北韓が反対するでしょうし、北韓が

を救うためのものです。自分を中心としたも

主導すると言うとき、南韓が反対することで

のではありません。より大きなもののために

しょう。互いが、「我々がしようというとお

生きようという思想です。

りにしよう」と言うときには成されないので
す。自分自身の立場に固執すれば、必ずまた

しかし、共産主義者たちは、共産党員の何

決裂することでしょう。これをどのように克

人かの幹部を中心として成そうとするのです。

服するのかが問題です。問題は、南韓の人が

それで彼らは、自分の敵が現れれば除去して

南韓を愛する以上に北韓をもっと愛するとい

しまうのです。私たちはそうではありません。

う人が出てこなければならないということで

「相対的環境と和合し、一つとなって、より

す。

高い次元の相対的基準を成そう。すなわち、
カインとアベルが一つとなって、より高い父

同様に、北韓の人が北韓を愛する以上に南

母を迎えよう」という思想です。言い換えれ

韓を愛する人が出てこなければならないので

ば、生活的に感服させ、人生観や、人格的な

す。それ以外に、模索方案、解決方案があり

基準を中心として、共産主義の思想で武装し

ません。南韓の誰よりももっと国を愛する人、

た彼らを凌駕することのできる私たちとなら

北韓の誰よりももっと国を愛する人、そのよ

なければなりません。私たちが彼らに影響を

うに一つの道を行く人がいるというとき、そ

与えることのできる環境をもたなくては、カ

こから超国家的な統一方案が出てくるのです。

イン国家を復帰することができません。カイ

それ以外に道があるでしょうか。どんなに考

ン国家を復帰できなければ、天の国を中心と

えても、それ以外に道はありません。

した世界的な国になり得る復帰の国家が成立
それでは、これをどのように実践するのか

しないのです。

が問題です。それは、北韓の人よりももっと
したがって、南北韓は分断されましたが、

苦労し、南韓の人よりももっと苦労すること

北韓と闘わずして解放しようというのです。

です。このような苦労の中で立てられた超民
族的な愛国心が南北を生かす近道であり、解
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決方案なのです。悪なる世界と善なる世界を

うな結論が出てくるのです。「共に、一緒に

統一するのも、やはり同じです。これまで、

生きたいなあ」という、その内なる共通分母

私たちの先祖が立てた忠臣の道理以上の忠節

とは何でしょうか。それは権力ではありませ

を主張することができる人が現れてこそ、決

ん。権力は歴史を超越できません。

裂した歴史を収拾することができるのです。
それは一時のものです。知識もやはり同じ
そのような観点から見るとき、イエス様は

です。知識世界は発展するものです。知識の

偉大でした。ユダヤ民族が不信し、十字架の

世界で、この学問と永遠に共に生きたいとい

道を行かざるを得ない立場になられると、神

う思いがあるでしょうか。間違いなく私たち

様のために生き、イスラエル民族のために生

が共に生きることができるのは、知識でもな

きる道は、神様のために死に、イスラエル民

く、お金でもありません。

族のために死ぬことしかないと考えたのです。
それが十字架の道理なのです。人類を愛する

このように見るとき、上や、下や前後左右

ことにおいて、歴史始まって以来誰よりも人

の区別なく、過去、現在、未来の時間性を超

類を愛し、神様を愛することにおいて、歴史

越した立場から、共通的に認定することがで

始まって以来誰よりも愛したので、滅びつつ

きる一つの分母とは何でしょうか。これがす

あった歴史が、そこから新しい方向に向かっ

なわち、神様を中心とした真の愛だというの

てより次元の高い善の目的の世界に進出した

です。ですから、孝子は、家庭で父母を限り

のが、キリスト教文化圏です。それは歴史的

なく愛して生きる人です。また、愛国者は国

事実です。

をこの上なく愛して生きる人であり、聖人は
世界万民をこの上なく愛する人であり、聖子

ゆえに、南北を統一することができる方案
は、南と北のために死ぬことができる群れと

は人類と神様をこの上なく愛しながら生きて
いく人なのです。

なる道しかありません。それ以外に、統一す
ることができる道はありません。本当に、共

したがって、愛国者の心のように、民族と

に生きたいという心がなくてはなりません。

共に生きたいと思い、民族が困難なときには、

人間がどのように生きるのか、あるいは、私

その困難がすなわち自分のことであり、自分

たちの人生航路をどのように行くべきかとい

の痛みであり、喜びがあるとすれば、それが

うことを念頭において見るとき、その骨子を

過ぎ去る喜びでなく、私たちすべての喜びと

要約するならば、孝子が行く道、忠臣が行く

して永遠に残ることができるものでなければ

道、聖人が行く道、聖子が行く道の根本があ

ならない、と誓うことができる真なる心情の

るはずです。まさしく、永遠に共にいたいと

基盤が問題なのです。真なる愛と心情の因縁

思い、共に生きたいと思う心です。上下を問

をもった人は、統一圏に同参できる特権があ

わず共にいたいと思い、前後左右、昼夜を超

ります。

越し、生涯を越えて、共に生きたい思いに満
ちた人生のことではないでしょうか。このよ
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皆さん、全く字を知らない女性でも、博士

すか。彼らに、国民と共に真心から共に生き

と結婚して愛の因縁を結ぶならば、一日にし

ようという心がないときには、そのような政

て博士夫人になるでしょう。このように、共

治家は流れ去ってしまうのです。どんなに優

に生きようという情の因縁をたくさんもった

れていても、水の泡のように流れ去ってしま

人は、今日、統一圏に堂々と参席することが

うのです。

できる特権があるのです。神様御自身がその
ようなお方であるために、一つとなることが

引き裂かれた南と北がそのまま一つとなる

できる生活内容をもてば、同参することがで

ことはできません。愛国の同志たちが闘争す

きる資格が自動的に賦与されるのです。

るその過程では、夜寝ることもせず、時間を
超越して、困難な環境を克服することができ

それでは南北統一は、どこから、何をもっ

る心の決意と実践が必要なのです。「本当に

てするのでしょうか。力で屈服させるならば、

共に生きたい。死んでも共に死に、生きても

相手側の力がもっと大きくなるとき、また闘

共に生きたい」という、そのような心を互い

いが起こるようになります。その方式では統

がもつようになるときに、南北統一運動が始

一を成し遂げることができません。たとえ以

まるのです。南北統一を成し遂げれば、民主

南の地で暮らしていても、北朝鮮で暮らす彼

世界と共産世界の統一も、ここから起こるの

らと真心から共に暮らしたいという心、一つ

です。ですから、韓国問題を心配する場合は

にならなければならないという心があってこ

世界を代表した立場に立って、六十億人類を

そ、統一の道が開かれます。北朝鮮を思いな

代表し、三十億のアジア人を代表し、民族の

がら胸が詰まり、哀れに暮らす私たちの同胞

将来、世界の将来を見通さなくてはなりませ

のために涙を流し、あなた方の困難と共に私

ん。

は生きている、解放の一日を準備してあなた
方の前に現れることであろうと誓いつつ、統

そして、「私は、あなた方と共に、本当に

一のための真の愛の実践運動がここに起こる

共に生きる運動を展開するだろう」という誓

ならば、統一の日は遠くありません。

いをしなければなりません。それが聖人の道
理に通じれば聖人に似るのであり、聖子の忠

皆さん、その最初の段階として、郷土とど

節をもって神様に対して実践すれば、「神様

のように生きるのかを考えてみなければなり

の相続者」「み旨の後継者」となるというこ

ません。自分の父母と共に生きたがらず、郷

とを、私は生涯を通して確認したので、きょ

土と共に生きたくない人が国を愛するという

う皆さんにこのようなみ言を伝えているので

のは偽りです。国と共に生きてこそ、世界と

す。

共に生きるようになっています。そして、世
界と共に生きてこそ、神様と生きるようにな

内外の貴賓の皆様！

っています。ゆえに郷土を愛し、その地域社
会を愛してこそ、愛国も可能なのです。政治

神様の真の愛を中心として互いに因縁を結

をする指導者たちが国をどれほど愛していま

べば必ず主管権と所有権、それから、相続権
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をもつことができる特権が賦与されます。力

しかしながら、神様は強い引力の愛を訪ね

学では入力よりは出力が小さいですが、真の

ていくことができるので、昼夜、世界のため

愛の世界では、入力よりも出力がもっと大き

に心配する私を訪ねてこられたのです。その

いのです。

時、私が「ワシントン・タイムズ」を前面に
立てて助ける仕事を展開しなかったならば、

真の愛とは何でしょうか。「他のため」に
生きる愛であり、与えてはそのまま忘れてし

南米は思想的に既に廃墟になっていたことで
しょう。

まうものです。与えたことを、ことさら記憶
もしないのです。また、どんなに降り注いで

紳士、淑女の皆様！

も、疲れるということを知りません。九十歳
を超えた父母が、七十歳になった息子に、

我が民族の念願である南北統一は、この時

「息子よ！ 車に気をつけるんだぞ」と言っ

代の神様の願いでもあります。北韓と南韓を

ても不自然でなく、何十年間、その言葉を数

統一させ、神様が安息することができる基盤

限りなく繰り返したとしても嫌気がさしたり、

を、皆さんの家庭と、私たちの教会と国に築

疲れるということがありません。堕落した世

くことを天は願っているというのです。それ

界の父母がこのようであるのに、いわんや、

では、神様に何をもって侍るのでしょうか。

本質世界で父母なる神様の愛を授け受けする

何をもって、これをすべてきれいに洗い流さ

とき、疲れるはずがあるでしょうか。人生で

なければならないでしょうか。何をもって洗

真なる神様の対象圏を確定し、真の愛の栄光

い流してこそ、神様がきれいだとおっしゃる

が不変であるということを初めて知るように

のかというのです。ほかでもなく、自分の父

なるとき、永生の論理を妥当化させることが

母を愛する以上の、夫や妻を愛する以上の、

できるのです。

子供を愛する以上の真の愛を中心としてその
環境をつくり、祭物的な祭壇を積もうという

私が、去る一九八四年に何の罪もなく米国

その立場から、初めて理想的な南北統一がで

の監獄に入り、獄中のベッドに一人で横たわ

きてくるのです。理想的東西文化の統合が起

っているとき神様が訪ねてこられて、信じる

こるのです。分離した地上世界と天上世界の

人は私しかいないのでニカラグアの事態を解

理想的統一が起こるのです。地獄と天国の解

決しなさい、と命令されました。神様が訪ね

放圏が開かれるのです。それで、真の愛の鍵

てこられる人間が、どうして私しかいないの

が必要なのです。

でしょうか。先進国を代表するという米国に
は、二億四千万という国民と、数限りなく多

私の心と体の愛による統一は、家庭的な愛

くの教役者（注：宗教活動に携わる人）がい

の統一と常に互いに通じることができるので

るのですが、彼らを訪ねていくことができず

す。家庭が和合した愛の夫婦は、家族だけで

私を訪ねてこられた神様が、どれほど哀れで

なく、その氏族と国家と世界にも通じること

あられるか推し量ることができるはずです。

ができます。愛し合う夫婦が一つになれば、
誰がそしり、踏みにじることができるでしょ
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うか。和合した家庭、和合した民族、和合し

境が成し遂げられることによって、この地上

た政府、和合した世界、和合した天と地、和

には真の愛の平和世界が建設されることは間

合した真なる人間愛と神様が一体となった、

違いありません。

そのような世界が真の愛のユートピアではな
いでしょうか。すべての植物が太陽の光を生

内外の貴賓の皆様！

命の要素として吸収するのと同じように、人
間には、愛が生命の要素となるのです。私た

私は四十年余り前から、ここでお話しした

ちの願いは、永遠に真の愛と共に、慕いなが

ように統一の根本原則を宣言し、国内外で神

ら生きることのできる地上天国と天上天国が

主義を中心とした理念運動を土台として、周

建設されることです。

辺四大強国に統一の国際的な基盤を造成して
きました。韓国や、日本、米国などに、各々

しかしこの世の中には、すべてのものの主

数百万を超える会員たちが、国際勝共連合、

人格として登場することができる驚くべき人

カウサ（ＣＡＵＳＡ）活動などを通して民間

生の価値と、その特権的な権限をもった真の

基盤を構築してきたのです。これまで私が主

愛の主体者あるいは対象者が、果たしてどれ

唱してきた神主義は、唯物論、無神論の相反

くらい存在するでしょうか。きょう、この場

する価値観の統一はもちろんのこと、世俗的

に参席された皆さんはどうかこれを忘れない

人本主義を解放することができる唯一の思想

で、心と体が一つとなるように努力すること

として、世界各国の指導者たちと思想界で検

によって、自らの夫婦同士でより高くために

証されました。

生きることができる愛で愛し合うことから、
家庭と、民族と、国家と、世界を愛すること

南北統一を熱望する愛国同胞の皆様！

ができる真なる人と家庭となることを願いま
私たちはみな共に、真の愛の神主義で私た

す。

ちの価値観を定立し、国民思想武装に総決起
もしそのようになれば、南北統一は既に成

しましょう。私たち自身と、韓民族と世界平

就したも同然です。どんなに強い主体思想で

和のため、南北統一を信仰化しましょう。そ

あっても、神様の愛の中では力なく収拾され、

してこの時代、歴史と天の召命を受けて立ち

消滅してしまうことでしょう。真の愛で愛す

上がり、南北統一運動に私たちすべてが先頭

る心をもつようになれば、南北統一は絶対問

に立つ義人と指導者になりましょう。真心よ

題ではありません。それだけでなく、東西問

り共に生きたいと思う真の愛、怨讐までも愛

題や世界的南北の貧富の格差問題も、この神

する心で、真の愛の温風を北方の地の同胞た

様の真の愛をもって完全に解決することがで

ちに送りましょう。

きます。このような神様の理想を中心として
世界の理想を消化し、そこから国家理想を消

特に、人類歴史の始まりにエバの失敗によ

化し、国家理想から民族、家庭、個人にまで

って歴史が誤ったので、終わりの日には女性

連結することができる理想世界の平和的無限

たちが先頭に立って、真の愛の母性愛で、青

1773 * 千七百七十三

천성경

天聖經
Cheon Seong Gyeong
少年の和解と統一の新しい歴史を創造してい

知ってみると、神様は栄光と尊貴の玉座にい

きましょう。女性の使命は、子女のような立

らっしゃるお方ではなく、堕落して地獄に落

場である青年男女および学生たちを、真なる

ちた子女たちを救うために苦労してこられた、

教育を通して真なる子女たちに復帰すること

悲しみと嘆息と苦痛の神様であられました。

です。さらには、母と子女が一つとなって手

この意義深い日、私たちが心に刻まなければ

本を示し、教育を通して夫までも真なる天の

ならないことは、私たちがみな神様の心情と

息子として復帰し、真の父母に従って神様を

完全に一つになることであり、さらには神様

中心として侍り、地上天国理想を復帰しなけ

のみ旨を成し遂げることです。人間は堕落に

ればなりません。今一度、きょうの私の話が、

よって霊的無知に陥ることにより、神様の実

南北韓が共に真の愛で出合うその日を早める

存および人間と宇宙に対して根本的な無知に

全国民運動となるように願いながら、お話を

陥りました。

終えようと思います。
したがって、肉身をもってこの世をどのよ
神様の祝福が皆様の家庭に共にあることを

うに生きるべきか、死後の霊界の実在とその

祈願いたします。ありがとうございました。

ための準備として、地上生活がどのようでな
ければならないかということを知らないまま

二

「天宙は私の故郷であり祖国」

生きてきました。神様のみ旨と心情を知って
生きてきた私の生涯は、一言で言えば、昼夜
を忘れ、季節も環境も超越して、ただみ旨を

尊敬する内外の貴賓の皆様！

成就するために全身全霊を尽くす道でした。
きょう、私の八十回目の誕生日を祝賀して

私の八十年の生涯を振り返ってみるとき、こ

くださるために公私共にお忙しい中、全世界

れまでの多くの苦難と迫害にもかかわらず、

の至る所からここ韓国を訪ねてこられた各界

この場できょう、皆様と共に過ごすことがで

各層の指導者の皆様に、心から感謝申し上げ

きたのは、ただただ神様が助けてくださった

ます。私は、今日まで共にいてくださり、見

からです。私はこれまで、世界の至る所の公

守ってくださった神様に、このすべての栄光

席で一万回余りお話をしてきました。これは

をお返ししようと思います。私は生涯を通し

既に三百巻余りの本として発刊されています。

て、ただひたすら神様の創造理想実現のため
に諸般の難問題を解決しようと心を砕いてき

きょう、世界最高の指導者の皆様と出会っ
たこの意味深い場で、これまで私が考え、教

ました。

えてきた内容の一端を「天宙は私の故郷であ
私は十六歳（数え）の少年の時に天命を受

り祖国」という題目でお話ししようと思いま

け、楽園のイエス様をはじめとする歴代の聖

す。本来、天宙は、人間が主人となって暮ら

賢たちと自由に交流しながら、神様のみ旨の

すように造られた巨大な家です。そしてこの

究明とともに、人類救援のための復帰摂理歴

天宙の中心となった人間は、上下、左右、前

史を完結するために、孤軍奮闘してきました。

後の関係性、すなわち父子関係、夫婦関係、
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兄弟関係の中で球形として存在します。神様

の愛を中心に「ため」に生きる世界は、授受

は私たちの日常生活を指導されながらも、見

作用を通して完成されるのです。天地のすべ

えない中心の位置にいらっしゃるのです。堕

てのものが相対的関係で存在しているのも、

落したサタン圏内での拘束と苦心の中から、

このように授けて受ける作用を通して真の愛

神様の助けにより自由と解放を受け、真なる

の世界を成すためなのです。相対関係におい

息子、娘として成長したのちに相対に出会い、

て、すべての授ける力に対して戻ってくる力

真なる夫婦となり、さらに子女を生み、真な

が運動することによって、その中心点は永遠

る父母となることが人間の正しい人生路程で

に定着することができるのです。すなわち、

す。

天運の数である「７」のような真の愛の中心
位置に神様がいらっしゃり、全宇宙が均衡を

ゆえに、私たちは真なる子女を否定するこ

なして運行しているのです。天運というのは、

とができず、真なる夫婦を否定することがで

このように受けて返す巨大な天宙的な流れで

きず、真なる父母を否定することができませ

す。その中で愛も流れ、空気も流れ、水も流

ん。これを否定すれば宇宙の原則に逆行し、

れ、光も流れます。しかし、その流れは回り

自らの存在を破壊することになります。それ

回って、再び円形に戻っていくのです。

ゆえ、人間は真なる父母と共に、真なる夫婦
と真なる息子、娘によってなされた、真なる

内外の貴賓の皆様！

家庭を成し遂げなければならないのです。こ
れがすなわち、理想的な存在のモデルとなる

善なる人とはどのような人ですか。様々に

のです。人間は、家庭において真なる父母の

定義することができるでしょうが、一つは受

愛を完全に受けなければならず、真なる夫婦

けたものを踏み倒す人は悪なる人であり、受

の愛を完全に受けなければならず、それから

けたものに対して、プラスして恩返しする人

真なる息子、娘の愛を完全に受けなければな

は善なる人であるというのです。それゆえ、

りません。このようなすべての人間関係を完

子供が自分よりも低くなることを望む父母は

成させるのは、お金でもなく、知識でもなく、

いないのです。高くなることを望みます。ま

権力でもなく、物質的な力でもない、均衡を

た夫は妻を、そして、妻は夫が自分よりも素

なす神様の真の愛しかありません。真の愛は

晴らしくなることを願います。また、兄は弟

投入する力です。与える力であって、受ける

が、弟は兄がもっと立派になることを願うの

ことのみをする力ではありません。すべてを

です。

与え、零点（ゼロポイント）の位置に入って
いくのです。完全に空いた場になるので、零
点の位置には何が入ってきてもＯＫです。

ゆえに、受けたものよりももっと大きなも
のを返そうとするのが父母の願いであり、夫
の願いであり、子女の願いであり、万物の願

それで、与える力が永続するので、戻って

いであり、結局、宇宙の願いでもあるのです。

くる力が加重され永続することによって、永

一歩進んで、大きな心で「天宙が私の故郷で

遠なる均衡がなされるのです。それゆえ、真

あり、私の祖国である」という考えをもった
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人だけが自由と解放を受け、天宙的に歓迎さ

と原則を尊重してみると、五色人種が互いに

れるのです。すなわち、個人的に歓迎され、

結婚するようになったのです。黒人と白人が

家庭、国家、世界、天宙的に歓迎されてこそ、

結婚することは、北極と南極が一つになるこ

結局、神様の真の息子、娘になることができ

とと同じです。また、黄色人種と黒人が結婚

るという結論が出てくるのです。

すればお互いの長所を受け継ぐようになり、
より優れた後孫を生むと考えるのです。愛が

それでは、皆さんはどこで暮らしたいです

あるところには 藤がありません。たとえ皆

か。自分が生まれた本然の故郷で暮らしたい

さんの生まれた故郷と祖国は異なるとしても、

はずです。しかし、本然の故郷は、広い意味

一つ間違いのないことは信仰の本郷地であり、

で考えるとき天宙の中でも地球星であり、祖

平和と統一の本郷地というのは、真の愛を中

国は私たちの先祖である神様がいらっしゃる

心とした祖国と故郷であるということです。

所です。この地球星で堕落していない本然の
父母、兄弟、息子、娘が共に暮らすならば、

人間世界で、最も重要なことは真の愛、真

そこがすなわち私の故郷です。そこには黒人、

の生命、そして真の血統です。真の愛には真

黄色人種、そして、白人が共に調和して暮ら

の生命があり、真の血統が連結されます。真

しているのです。このすべての人種は誰の息

の血統が連結されなくては、真の愛が成され

子、娘ですか。父母は一人の方であられます。

ないのです。また、真の生命が連結しない愛

ゆえに、宇宙で東西南北のどこに行ったとし

は偽りの愛です。真の生命は、真の愛と、真

ても、共にいらっしゃる神様が人類の父であ

なる血統の因縁の中で懐妊されるのです。

らざるを得ないのです。例えば、米国の主人
が白人であったり、黒人であったり、黄色人

このように、真の愛と、真の生命と、真の

種であるという考えは誤りです。米国の主人

血統を通して永生の道が開かれるのです。真

は神様であられます。

なる人となり、真なる愛と、真なる生命と、

韓国も同様です。ただ皮膚の色が違うのは、

真なる血統を後代に残すことが神様の創造理

住んでいる地域に従って、保護色を合わせる

想なのです。永遠なる真の愛、永遠なる真の

ための気候と環境の影響のせいなのです。そ

生命、永遠なる真の血統の主人であられる理

れで、雪の多い地域には白人が多いのです。

想的な神様に似た人が、天の国の完全なる真

反対に太陽の光が強いアフリカのような所に

の息子、娘になるのです。どうして結婚をす

は、黒人がたくさんいるのです。しかし、人

るのでしょうか。まさしく、このような真な

はみな根本的に同じなのです。例えば、血の

る血統的伝統を、過去、現在、未来に連結す

色や、皮膚や骨の形はみな同じです。そして、

るためです。

互いに愛し合うことも同じです。ゆえに、人
堕落する前、アダムとエバは神様に直接、

種の差別はあり得ません。

自由に接することができたのですが、堕落し
それで統一教会では、国際合同結婚式を通
して人類を平等化してきました。自然の道理

たのちには、以前のように神様に接すること
ができなくなってしまったのです。さらには、
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堕落したアダムの子女たちであるカインとア

栄養をもらって育つのと同じように、人間の

ベルは、神様の血筋を受けることができず、

肉身は、地球星で万物を食べながら成長する

サタンの血筋を受け継ぎました。ゆえにイエ

のです。それで人間は、地を母のように愛さ

ス様は、ヨハネによる福音書第三章三節で

なければならないというのです。霊界は、太

「よくよくあなたに言っておく。だれでも新

陽のような光が夜も昼も射す所です。太陽の

しく生まれなければ、神の国を見ることはで

当たる所は常に昼です。霊界もこれと同じで

きない」と言われたのです。

す。霊界での愛の光は変わることがありませ
ん。朝でも夜でも、北極でも南極でも、愛は

人間は、血統的に誤った愛によって、誤っ

変わることがありません。そのような真の愛

た生命をもっている自分自身であることを自

が充満した世界が霊界です。霊界は、春夏秋

覚しなければならないのです。人間は、自分

冬という季節を通して実を結んだものを収穫

たちが愛の怨讐であり、生命の怨讐であり、

し、倉庫に貯蔵する所と同じなので、地上世

血統の怨讐の位置にあるという事実をこの上

界の人生が結実した所です。

なく恥ずかしく思わなければなりません。神
様は、今日の世界でフリーセックスやホモセ

復帰歴史路程で、これまで神様の直接的な

クシュアルが氾濫しているのを御覧になって、

真なる血統が連結され、真の生命をもって出

言葉にできない悲しみと苦痛を感じていらっ

生した人はイエス様しかいません。ゆえに、

しゃいます。

これまで堕落した人類の中で、地上や霊界で
神様の直接主管圏に入っていった人は一人も

しかし、そのような怨讐の息子、娘を自分

いませんでした。それで神様は、これまでお

の息子、娘よりも、もっと愛さなくてはなら

一人で孤独な悲しみの歳月を過ごしてこられ

ないというのが神様の立場です。投入し忘れ、

たのです。

また投入し忘れながら、失ってしまった息子、

ゆえに、人間も悲しく、万物も悲しい世界

娘を再び取り戻そうとするのが、神様の救援

となってしまったのです。それで神様は信じ

摂理です。堕落した生命を生かすためには、

ることができる一人の人、すなわち血筋を浄

それよりももっと強い生命力を投入しなけれ

化させ、真の生命に重生させ、神様の真の愛

ばなりません。堕落し、偽りの種で腹中に宿

を受け継ぎ、解放の主人になることができる

された子供を見ながら、悲惨に感じている神

一人の男性、メシヤを探してこられたのです。

様がどんなに哀れでしょうか。そのような子
女が繁殖し、今日の六十億の堕落人類となっ

皆さんも御存じのように、アダム以降、旧
約時代の歴史はメシヤを迎えるための選民の

たのです。

歴史です。準備された選民イスラエルを通し
人間は本来、三時代を通過するようになっ

て、イエス様がメシヤとして来られ、万民を

ています。母の腹中時代は水中時代であり、

イエス様の家庭と接ぎ木し、真の血統を世界

地上世界は土と水と空気の時代であり、死後

化しようとされたのが神様のみ旨であったの

の世界は愛の時代です。胎児が母の腹の中で

です。しかしユダヤ民族の不信により、イエ
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ス様が十字架にかけられることによって、そ

しなければなりません。結局、人間は神様の

のみ旨は再臨理想として残されました。した

子女として、王子、王女として、天地の大主

がって、再び来られる再臨主は人類の真の父

人になるという目的で生まれたことを知らな

母の立場で、再び真の愛の家庭を取り戻し、

ければなりません。

天地父母の位置を経て、人類救援摂理を完成
皆さん！

しなければなりません。

このように、私たち人間は本来、

成長して、男性は女性に出会って王となり、
メシヤが出発しなければならない起点は、

女性は男性に出会って王妃となり、天の国の

アダムとエバが堕落しないで完成した家庭よ

王子、王女として、天の国のすべてのものを

りももっと神様に栄えある立場で、もっと素

相続される相続者の位置にまで行かなければ

晴らしく侍ることができる孝子、孝女の家庭

なりません。このためには、地獄の底から八

とならなければなりません。メシヤは、真の

段階の蕩減条件過程を通過して天国まで一体

愛を中心とした父の立場で、真の生命と真の

化させなければならないのですが、これは、

血統を連結し、新たに出発しなければならな

メシヤとして来られる真の父母の祝福を通し

い人類の理想的な核となる家庭の主人です。

てのみ可能なのです。このような祝福家庭

ここから祝福結婚した家庭を連結し、地上天

（blessed couple）は、世の中の前に助けとな

国、天上天国の完成を見るのです。ゆえに、

る、主体的なプラス・カップル（plus

メシヤは人類の前に真なる父母として来られ

couple）にならなければなりません。このよ

なければなりません。来られるメシヤは、サ

うに、完全に生まれ変わった新しい人になる

タンの愛とサタンの血統を否定し、神様の真

ためには、神様を中心として、絶対信仰、絶

の愛で連結した、完成した個人、家庭、氏族、

対愛、絶対服従を実践しなければなりません。

民族、国家、世界と天宙を成さなければなり

私もやはり生涯を通じて、これを実践してき

ません。

ました。

すなわち真の父母の愛によって、全人類が

神様は宇宙を創造されるとき、絶対信仰を

新たな祝福結婚をすることによって、神様の

もって造られました。さらに、神様は私たち

新しい血統的家庭の相続を受けなければなら

人間を愛の絶対的パートナーとして造られま

ないのです。そしてこれは、真の愛でなくて

した。絶対従順とは、自分自身までもすべて

は道がないという事実を知らなければなりま

なくして完全投入することを言います。この

せん。こうして、サタン世界の地獄圏を解放

ように投入しては忘れ、投入しては忘れ、最

しなければなりません。ゆえに、すべての人

後には自分という概念まですべてなくなるゼ

類は八段階の復帰過程を経て、神様の子女の

ロ・ポイントになるのです。愛を否定されて

立場を取り戻さなければならないのです。す

ももっと愛し、投入してももっと投入してこ

なわち腹中時代を経て、幼児時代、兄弟時代、

そ、怨讐を真の愛で自然屈服させる位置まで

婚約時代、夫婦時代、父母時代、祖父母時代

進むようになるのです。神様がそのような道

を経て、王と王妃の時代までの八段階を復帰

1778 * 千七百七十八

천성경

天聖經
Cheon Seong Gyeong
を歩んでこられ、天地父母がそのような道を

ます。すなわち、天の戦略は打たれて取り戻

歩んできたのです。

すことであり、サタンの戦略は打って失って

投入して忘れてしまい、投入して忘れてし

しまう戦略です。このような原則のもとで、

まうことを続ける人が中心者となり、全体の

レバレンド・ムーンは人類救援のための方便

相続者となり、孝子の中の孝子となります。

として、五大洋六大州に広がっている五色人

家庭の中でもおじいさんおばあさんなど、十

種を「一人の方、神様のもとの一つの世界」

人の家族が暮らすとしても、最も「他のた

を成すために国際合同結婚式を挙行し、数千

め」に生きる者が家庭の中心となるのです。

数万双の若者たちを祝福結婚させてきました。

国において、愛国者も同様です。投入して忘

東洋と西洋が結婚を通して一つとなるとき、

れてしまうほど、忠臣、聖人、さらに進んで

世界で最も大きな文化的 藤はなくなるはず

聖子として決定されるのです。

です。米国人とドイツ人が結婚し、夫婦が真
の愛で一つとなれば、怨讐であった二つの国

神様は、人類歴史始まって以来いかなる存

が神様の真の愛によって一つになるのです。

在よりも、真の愛を中心としてより一層「他
のため」に投入して忘れてきたのであり、ま

さらに、レバレンド・ムーンは霊界にいる

た、永遠に継続して忘れて投入することがで

霊人たちまで、真の愛により祝福してきまし

きるお方であるので、「他のため」に生きる

た。地上と天上に天国が成されるためには、

者の王となり、先祖となることができるので

霊界にいる霊人たちまでも祝福を通して解放

す。私が導いてきた統一教会が、短い期間に

しなければならないのですが、それは、地上

世界的な宗教団体として成長したのも、まさ

にいる真の父母を通してのみ可能であるので

しくこのような原理原則で努力してきたから

す。人類の先祖が偽りの父母として罪悪の種

です。自分の生涯を振り返ってみるとき、私

を蒔いておいたので、メシヤは人類の真の父

が人類救援の道を行きながら今日に至るまで、

母として来て、地上と霊界のすべての人類を

有形・無形世界の億万のサタン勢力が反対し、

解放してあげなければならないのです。血統

多くの宗教指導者たちが反対し、各国の政権

で誤った問題に対する解決は、全知全能であ

が反対しましたが、私は堂々と彼らのために

られる神様でさえも、一人ではなすことがで

生きてきたので、いつの間にか彼らの中心位

きないのです。

置に立つようになったのです。真実を理解で
きず反対する彼らのために生き、反対する彼

もし神様がなすことができるのであれば、

らの子女たちのために投入し、反対する政権

既にずっと以前にされたであろうし、また堕

のために生きてきてみると、いつの間にか、

落もさせなかったはずです。人間に賦与され

人々がレバレンド・ムーンを尊敬するように

た自己の責任分担は、原理法度の神様におい

なっていたのです。

ては一切干渉することができないのです。ゆ
えに、再び来られるメシヤは、人類の真の父

私たちはここで、天の戦法とサタンの戦法

母として来られ、血統を汚した原罪をもった

がどのようなものであるかを学ぶことになり

人間を真の愛によって重生してあげなければ
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なりません。このような点から、私が主導し

は神様から出発したので、その対象的立場に

てきた国際合同結婚式の意味は、単純に、男

ある愛の家の完成のために、家庭や氏族、民

女が配偶者として出会うところにのみあるの

族、国家、世界が同じ公式原理の家を求めて

ではありません。

一つにならなければなりません。

本然の神様の生命の種を賦与され、真なる

国は家庭が入ることができる愛の家であり、

神様の子女として生まれ変わるための、神聖

世界は国が入ることができる愛の家であり、

な重生の儀式なのです。このように、蕩減原

さらに天宙は世界が入ることができる愛の家

則を通して個人、家庭、氏族、民族、国家、

です。その中でも、真の愛の家庭というもの

世界、天宙的蕩減時代を経て、最終的には、

は巨大な天の国の家、天宙の出発点であり、

霊界解放と地上解放時代を迎えたのです。世

核になるのです。家庭で夫は妻の真の愛の家

界が数千数万の民族に分かれ、父母、夫婦、

であり、妻は夫の真の愛の家であり、父母は

子女まで分裂し、宗教圏もキリスト教、イス

子女の真の愛の家であり、子女は父母の真の

ラム教、儒教、仏教など四大文化圏に分かれ

愛の家です。神様の国は真なる自由と信仰の

てきましたが、今私たちは、大統一家庭化時

理想が花咲き、実を結ぶ所であり、真の愛と

代を迎えたのです。新約時代を経て、完成時

真の生命と真の血統が結びついた真なる家庭

代である成約時代を迎えて、堕落がなかった

がとどまる所です。さらには、永遠なる真の

本然の第四次アダム圏時代に入り、天国の時

愛と幸福が充満した千年王国時代が始まる所

代に入っていくようになったのです。言い換

です。私がこれまで主唱してきた天地安息圏

えれば、今は国家主義時代が過ぎ、世界主義

の中心が、神様が共にされる真なる男女が結

時代を越えて、天宙が一つの神様のもとで、

合した家庭であるために、真なる家庭の価値

一つとなる時代に突入したのです。さらに地

を説き明かしてきたのです。ゆえに、私たち

球星が全祝福家庭の故郷となり、神様がいら

は、聖書でいうエデンの園をこの地球上に具

っしゃる天上世界は祖国になり、一つとなる

現させなければなりません。

ことによって、永遠なる神様の祖国が主権復
帰された地上天上天国が始まるのです。

今、新たに迎えた千年紀は、六千年間の救
援摂理が完結され、創造理想を中心とした本
然の天の国が建設される時です。旧約と新約

内外の貴賓の皆様！

の約束が成される、成約の時代をいうのです。
私は、新千年紀が始まる午前零時に、全世

二度と涙がなく、死亡がなく、哀しみ痛む声

界に送るメッセージを通して「真の愛の天宙

が聞こえない、新しき天と新しき地をいいま

化は、新千年天国完成」というみ言を宣布し

す。水晶のような澄んだ生命水を代価なく分

ました。「真の愛の天宙化」という言葉は、

け与えられる、条件のない真の愛の時代をい

天と地を真の愛の家にしようという意味であ

うのです。霊界と地上が一つに通じ、天上と

り、新しい千年紀を迎え、全体世界を通して

地上に神様の国が成される時代です。生きて

天国を完成するということになります。天宙

いらっしゃる神様の直接主管が復帰された長
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子権、父母権、王権を通して、全体、全般、

るための一環として推進してきました。分裂

全権、全能の新時代を開く時です。以上お話

と 藤の一世紀が終わり、和解と統一を模索

ししたように、地球星は人類の故郷であり、

して出発した新千年紀の希望は、漠然と成就

霊界は人類が完成、到達しなければならない

するのではありません。神様の創造理想を中

永遠なる祖国を意味するのです。

心として全世界が、一つの神様のもとに一つ
の世界を指向するという具体的な青写真をも

そしてついに「一なる神様のもとの一つの
国（One nation under God）」を越え「一なる

って、各界各分野で具体的な実践運動が世界
化されなければならないのです。

神様のもとの一つの天宙（One cosmos under
God）」として、天の父母を中心とした地球

私は、十六歳（数え）の少年時代に天のみ

星大家族主義の世界が成される時です。ゆえ

旨に接して以来、楽園のイエス様をはじめと

に、神様と人間の根本関係である父子の因縁

する歴代の聖賢たちと自由に霊通しながら、

を心に刻み、「天宙」すなわち霊界と地上を

生涯を通じてあらゆる試練に打ち勝ち、ただ

「私たちの故郷であり祖国」として創建する

ひたすら神様のみ旨成就に全身全霊を尽くし

ために、積極的に先頭に立ってくださるよう

てきました。知ってみると、神様のみ旨は、

お願いいたします。重ねて、この場を訪ねて

地上と天上に自由と平和と解放の天国を建設

くださった全世界の指導者の皆様に感謝し、

することでした。神様と人間の本然の関係は、

四海同胞がお互いに真なる兄弟姉妹となり、

永遠の父母と子女の関係です。堕落はその断

平和と自由と正義があふれる新しい千年王国

絶を意味し、復帰は、父母と子女の因縁を回

が始まることを祈願しながら、み言を終えよ

復することを言います。

うと思います。
皆様の国と、各家庭に神様の祝福が共にあ

私がこれまで設立した各種の平和団体と国

らんことを祈ります。ありがとうございまし

際組織は、「一なる神様のもとの一つの世

た。

界」を構想してこられた神様のみ旨成就のた
めの一環です。特に、皆さんが参観された国
際祝福行事は、堕落によって受け継いだ人種、

三 「真の愛は誰もが願う」

宗派、国家間の 藤を根本的に解決するため
の神様の戦略です。五色人種が一つに調和し

尊敬する内外の貴賓の皆様！

て、真の兄弟、真の夫婦として出会うことは、
公私共にお忙しい中を、第四回「世界文化
体育大典」に参席してくださった皆様に、心

「一なる神様のもとの一つの世界」を追求す
る聖なる理想の現実化なのです。

から感謝申し上げます。
きょう、私の八十歳の誕生日の祝賀行事と
理想家庭を通じた真の平和世界の具現のた

第四回「世界文化体育大典」を記念する歴史

めに、私が生涯をかけて追求してきた平和運

的大会を終えながら、皆さんと共に考えてみ

動は、神様のみ旨を地上に成就してさしあげ

ようとするみ言の題目は「真の愛は誰もが願
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う」です。皆さん、人間に一番重要で必要な

ゆえに、宇宙のすべての存在を見れば、み

ものとは何でしょうか。それはお金や権力や

な主体と対象、プラス（＋）とマイナス

知識ではありません。生命よりも貴く、空気

（－）の対になっています。鉱物界、植物界、

よりももっと必要なものとは真の愛です。真

動物界、そして人間の世界もみなペア・シス

の愛が私たちにこれほどに貴く、重要なのは、

テムになっているのです。なぜならば、すべ

何のためでしょうか。人間が生きていく上で、

てがこのような相対関係を通じて真の愛を願

神様に会うことを願うように、神様も真の人

うからです。この宇宙の中で絶対に一人では

間に会いたいと願われるのです。

所有することができないのが愛ですが、反面、
相対が現れることによって、愛で連結された

ところで、人間の中でも男性と女性のどち

すべてのものを所有するようになるのです。

らか一方に先に会いたいと言われれば、おそ

同じように、子女がいなければ子女を愛する

らく互いに不平を言うことでしょう。ですか

ことのできる父母の愛が現れないし、子女に

ら神様は、愛を前に立てざるを得ないのです。

対する父母の愛の主人にもなれません。です

愛さえ一番に立てれば、男性と女性が一緒に

から神様も、真の愛を成されるために、その

会うことができ、一緒に触ることができ、一

相対として宇宙と人間を創造されたのです。

緒に分かち合うことができるからです。世の

このように子女の愛や兄弟の愛、夫婦の愛、

中で一番貴いものがあるとすれば、男性と女

そして父母の愛すべてが、主体と対象が一つ

性が互いに先に所有しようと争うでしょうが、

になることによって現れるのです。主体と対

それが愛だということが分かれば、二人が互

象として一つになれば、これら二つは分ける

いに一つになって所有しようとするのです。

ことができません。もし分けるならば、真の

このように愛は誰もが好むだけでなく、愛の

愛が破壊されるのです。ですから離婚という

みが、人間の欲望をみな均等に充足させるこ

概念はあり得ないのです。

とができるという原則があるので、神様の救
男性が愛を感じるからといって、それが自

援摂理も可能なのです。

分によるものではありません。女性から始ま
愛とは本来、神様のものです。しかし、い

ったものです。また女性が愛を感じるからと

くら神様のものだといっても、神様お一人で

いって、それもやはり自分によるものではな

は所有することができません。愛は必ず相対

く、相対である男性から来たものです。すな

を要求するようになっているのです。男性一

わち、愛の主人は相対です。ですから愛を貴

人、あるいは女性一人だけをもってしては、

く思う以上にその相対を貴く思い、相対の前

愛は成立しないのです。ですから男性の愛の

に感謝して、「相対のため」に生きてあげな

ために女性が、女性の愛のために男性がいる

ければなりません。これが、祝福を受けた夫

ということになります。醜い男性も醜い女性

婦が永遠に共に暮らすことのできる根本の道

も、愛の対象が現れることを願うのです。そ

理です。このように夫婦が互いのために生き、

れも、最も高い愛の対象であることを願いま

尊重し合い、真の愛によって完全に一つにな

す。
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るとき、これを通じて堕落したサタンの血統

くようになるのです。このようにすべての存

は完全に根絶されるのです。

在が究極の目的地とするのは、正に真の愛の
本質だというのです。ダーウィンの「弱肉強

真の愛とは、横的な水平関係だけでなく、

食」という言葉は、このような愛の論理によ

縦的な垂直関係においても成されるのです。

って再び解釈されなければなりません。それ

真の愛の横的関係が縦的にだんだんその次元

ゆえ、蟻や微生物までも真の愛を願うのみな

を高めれば、結局その頂点に到達するのです

らず、自分を愛する主人のところに行って死

が、この場が「真の愛の王」である神様の位

のうとするのです。

置なのです。この場ではすべてのものが結合
し、抱かれ、愛化され、そして花咲くことが

このような原則から神様の愛の最も高い対
象として造られた人間は、すべての万物をみ

できるからです。

な食べたり、持ったりすることのできる立場
ですから宇宙の中にあるすべての存在は、

にいるのです。このすべてのものをみな食べ

愛によって和することを願い、愛の中で生き

て、持ちますが、これらを造られた神様の真

ることを願うという結論になります。愛のた

の愛の心をもって食べ、持たなければなりま

めに生まれ、愛のために生きて、愛のために

せん。万物の中で長い形のもの、例えば、う

死ぬということになります。真の愛は人間の

なぎや魚が好きなみみずのようなものは、大

みならず、すべての万物も願います。ですか

体薬剤として使われるのです。どのレベルに

ら万物の霊長である人間は、神様が造られた

おいてもみな、捕って食べられるようになっ

傑作品を抱いて愛するだけでなく、すべての

ています。もしそうでなければ、宇宙は存立

万物に愛することを教えてあげなければなら

することができないのです。

ない責任があることを知らなければなりませ
ん。万物たちはこのような主人を探していま

神様の理想は、アダムとエバを種として家

す。このような基準に私たち自身を照らして

庭をつくり、氏族をつくり、国をつくって、

みながら、自分を恥ずかしく思わなければな

膨大な天の国の民をつくろうというものでし

りません。宇宙いっぱいに満ちたすべての存

た。天の国の民は、このような神様の真の愛

在は、自分のレベルで相対と共に存在します

の伝統に従って繁殖されるのです。私の理論

が、結局より高い愛の次元に吸収されて上昇

とチャールズ・ダーウィンの理論は正反対で

するという原則に従うのです。

すが、平和の世界は、私の理論に従って成さ
れるのです。なぜならば、これが創造理想を

すなわち、鉱物は植物に、植物は動物に、

成す根本原理だからです。進化論と創造論の

結局は人間にすべて吸収されることを願うの

論争が続いてきましたが、「創造」という言

です。ですからすべての存在は、捕まって食

葉には既に創造主であられる神様がいらっし

べられたり、吸収されたりして、より高い愛

ゃることを認定する意味が前提となっている

の次元に上がり、最後は愛の根源であられる

のです。

神様の最も近い愛を受ける立場まで進んでい
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神様の創造には真の愛の目的がある反面、

男性と女性の愛の秩序が宇宙の根本だからで

共産主義には闘争と破綻があるだけでなく、

す。ですからこれを動物のように濫用しては

結局、すべて消えてなくならざるを得ないの

いけません。愛の主人は一人です。その中で

です。神様が主体と対象を通じてつくられた

も真の愛の「真」は、二つを許すのではなく、

創造には、方向性と目的観が内在しています

ただ一つであり、絶対に一人なのです。

が、唯物論をパターンとした共産主義理論に
は、何の方向性も目的観もあり得ないのです。

「真の愛」とは、誰でも言うことができる

すべての万物の中でも一番貴い存在が人間、

言葉ではありません。唯一神様のみが、本当

すなわち、男性と女性なのです。その中でも

の真の愛をなすことができ、真の愛の絶対主

一番重要な部分は、鼻でも、目でも、手でも、

人となられるのです。ゆえに、神様の真の生

そして頭脳でもなく、愛の中心器官である生

命も、神様の真の血統も、神様の真の良心も、

殖器です。この愛の器官によって、宇宙のす

真の愛を必要としています。このように、神

べてのものが再創造されるのです。植物も動

様の最も根本となる本質は、真の愛です。

物もこの生殖器によって繁殖し、拡散してい

またこの真の愛と因縁を結ぶには、神様と

くのです。一番価値があり、一つとなった素

関係を結ばなければなりません。うちのお母

晴らしい家庭もそれが一つとなった夫婦から

さんとお父さんがけんかしないで豊かに暮ら

現れるのです。一つとなった夫婦によって理

すからといって、真の愛で愛しているとは言

想家庭が始まるのです。この愛の器官こそ、

えないのです。恋愛している若い未婚男女が、

愛と生命の本宮であり、血統と歴史が連結す

互いに命を懸けて愛し合うからといって、そ

るとてつもない価値の場なのです。

れが真の愛ではありません。神様が介在して
いないので、真の愛ではありません。真の愛

神様が宇宙を造られた根本原理は、雄と雌

は必ず神様を中心にしなければなりません。

の概念を通すのです。ところで、この雄と雌

神様の息子、娘になるには、神様の血統と生

が絶対的な愛を願うならば、その相対が二つ

命と愛に関係しなければならないのです。権

であってはいけません。ただ一つ、絶対に一

力や知識やお金、軍事力だけをもってしては、

つでなければなりません。永遠に絶対男性と

真の愛の世界で歓迎されません。真の愛は、

絶対女性でなければなりません。それで神様

誰もが願うものですが、愛とは「他のため」

は、アダムを二人造ったのではなく、エバも

に生きることによって可能だという原則を知

二人造ったのではありませんでした。ただ一

らなければなりません。相手のために奉仕し、

人ずつ造ったのです。

犠牲になってあげなければならないのです。
「私のために生きよ」という心で人に接すれ

ところが、今日の世の中を見ると、義理の

ば、みな逃げていくのです。

父が十人もいるケースを見ることができます。
いかに偽りのごみ箱のような世の中でしょう

このような利己的な個人主義はサタンの戦

か！ 女性と男性が貞操を守り、保護すると

略であり、目的であり、道具です。ですから

いうのは、宇宙を保護することと同じです。

その結果は地獄以外の何ものでもありません。
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全体のために生きなければなりません。人の

ればなりません。アダム家庭の堕落、イエス

ために全体のために犠牲になり奉仕すれば、

様の十字架、そして再臨主の家庭を追い出し

みんなが来て、私を愛してくれるのです。子

た迫害のすべての歳月を蕩減しなければなり

女として造られた人間が兄弟になり、夫婦と

ません。

なり、父母の立場に進む過程ごとに、神様は
そのすべての真の愛の主人になるのです。す

神様に出会うには、三回死に、再び復活し

なわち、人間が育つのを見ながら、神様はそ

たのちにも、神様に私のことを分かってほし

のすべての段階の愛の主人として定着される

いと願うよりも、神様のためにもっと尽くそ

のです。それゆえ、神様をしてすべての愛の

うとしなければなりません。そのような人々

主人となるようにした人間こそ、神様よりも

が生きる世の中がこの地上にあるならば、そ

貴い存在だとも見ることができるのです。ち

こが正に天国です。この道を私が教えており、

ょうど自分が愛する人を、自分よりも何千万

そのような世の中をつくっていっているので

倍も価値があり、貴く思うようにです。です

す。子供はお母さん、お父さんの愛の実です

からもっと貴いもののために神様は投入され、

が、愛の実というのは、愛と生命と血統が合

忘れられ、また投入され、忘れられるのです。

わさって成されるものであることを知らなけ

一〇〇パーセント投入されたのち、一〇〇パ

ればなりません。子供たちが「自分のもの」

ーセント忘れられるので、続けてさらに投入

を主張しますが、私のものの出発点は父母で

することができるのです。

す。父母は根であり、幹です。父母がいなけ
れば、すべて孤児です。父母に連結された愛

自分の夫が素晴らしくなるのを願う妻は、

のはしごを切ってしまえば、生きることがで

夫のために投入しては忘れ、また投入しては

きないのです。真の愛の起源であられる神様

忘れることによって、夫を成功させるのと同

を父母として、私たち人間は、息子、娘の立

じです。投入して忘れることを続ければ、そ

場に立てられました。父母は本来、子女のた

の愛の段階を高め、究極的には神様の位置に

めの愛の最高の主人です。父子の関係が縦的

連結されるのです。そうして神様と共に父子

な垂直関係なのに比べて、夫婦関係は横的な

の関係を成して、永生するのです。みんなが

水平関係です。ですから父子関係と夫婦関係

天国に行きたがるのですが、「私のために生

は互いに直角（九〇度）を成して、ここに前

きろ」という思いだけをもっては天国に行け

後関係である兄弟関係が合わさることによっ

ないのです。

て、すべての愛の関係が球形を成します。

真の愛は神様が造られたすべての傑作品を

それで、愛によって成されたすべての存在

抱いて、「他のため」に生きるところから始

は球形です。宇宙全体が球形になっているの

まり、全世界の人類と究極的には神様にまで

です。このように成された球形の中心位置で

「他のため」に生きることによって、天国に

すべての愛が統一され、定着しますが、この

至るようにするのです。一生に三回以上生命

場に神様がいらっしゃるのです。すなわち、

を捧げて、「他のため」に生きようとしなけ

神様とその息子、娘である人間の垂直関係を
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中心として男性の愛と生命と血統が右側に位

潮水を見るとき、出ていく水と入ってくる

置するならば、左側は女性の愛と生命と血統

水が出合い、水平を成した時のように、歴史

が定着するのです。ここに兄弟の愛が前後の

的に救援摂理（蕩減復帰）が終結する善悪の

方向に定着すれば、このすべての愛を中心と

転換期において、善人と悪人を一緒にみな祝

して宇宙全体がバランスを取るようになりま

福してあげることによって、サタンは完全に

すが、これらが一番の核として出会うところ

追放されるのです。エデンの園で結婚を誤っ

に神様がいらっしゃるのです。これを平面的

たことが堕落なので、今、真の父母が正しく

に横にしてみれば、愛の一番の根っこに、生

結婚させることによって、これを再びひっく

命の一番の根っこに、血統の一番の根っこに、

り返すのです。偽りの父母が犯したことを真

そして良心の一番の根っこに神様がいらっし

の父母が清算することによって地獄を撤廃し、

ゃるのです。このように神様を中心とした家

数百数千億の霊界の先祖たちまでも祝福結婚

庭では縦と横、そして前後の愛が一つになり

させ、真の愛を中心とした本然の真の愛と真

ますが、このような家庭から氏族になり、民

の生命と真の血統を取り戻し、真の父子関係

族、国家、世界、そして天宙に至るまで拡大

を復帰するのです。こうして神様の創造理想

していきますが、その根本中心は常にお一人、

である八段階の真の愛のモデルの主人を完成

神様であられるのです。

するようになるのです。

アダムとエバが堕落しなかったならば、真

すなわち、腹中時代、幼児時代、兄弟時代、

の夫婦の愛のモデルが出てきていたはずです。

思春期時代（婚約時代）、夫婦時代、父母時

彼らから愛の教育、すなわち、愛することを

代、真の祖父母時代、真の王と王妃の時代を

学んでいたはずです。彼らが子供をもてば、

経て、永遠に変わらない真の愛の伝統を立て、

誰がその子供を結婚させてあげるでしょうか。

父子関係である真の愛のモデルが完成するよ

それは父母です。それでは果たして今日、こ

うになるのです。真の神様の愛と生命と血統

の社会で父母がどれほど子供たちの結婚に関

は、絶対、唯一、不変、永遠なので、子孫万

与しているかを考えてみなければなりません。

代の不変の真の愛を中心としたモデルとして

統一教会では真の父母がいるので、世界の

相続するのです。真の愛を中心としては、父

人々を父母の立場で結婚させてあげています。

子一体、夫婦一体、兄弟一体になるのです。

ここには、人種の違いを超えるだけでなく、

父を愛の主人にしてくれるのは息子であり、

聖人も悪人も一緒に結婚させているのです。

夫を愛の主人にしてくれるのは妻であり、兄

真の父母は、悪なる愛、悪なる生命、悪なる

を愛の主人にしてくれるのは弟なのです。反

血統を接ぎ木して勝利し、否定させることに

対に、子女に父母がいなければ、妻に夫がい

よって、アベルを殺したカインを除去してし

なければ、兄に弟がいなければ、それぞれ愛

まわないで、みな同じ立場で祝福してあげる

の主人の立場を見いだすことができないので

のです。

す。
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真の愛の主人になるためには、相対を自分

私は生涯を通じて、ただひたすら神様の創造

よりも高め、「他のため」に生きなければな

理想実現のための諸般の難問題を解決するた

りません。ですから、個人においては心身一

めに、心を砕いてきました。知ってみると、

体、家庭では夫婦一体、兄弟一体、国家一体

神様は栄光と尊貴の玉座にいらっしゃる方で

圏を形成し、八段階の理想のモデルである愛

はなく、堕落して地獄に落ちた子女たちを捜

圏を完成するのです。そうして父母と子女、

し、救援するために苦労してこられた、悲し

夫婦、そして兄弟（姉妹）、国家がみなこの

みと嘆息と苦痛の神様であられました。

ような真の愛を中心に八段階のモデルである
主人になることを願うところが、私たちの理

このような神様のみ旨と心情を知った私の

想家庭と国家です。ここで永遠の世界的標準

生涯は、一言で言えば、夜も昼も季節も環境

化が始まるので、地上天国が出発するのであ

も超越し、ひたすらみ旨を成し遂げるために

り、また天上天国も自動的に築かれるのです。

全身全霊を尽くしてきた日々でした。過ぎし

今、新たに始まった二〇〇〇年代には、世界

八十年の星霜を振り返るとき、ありとあらゆ

の至る所で定着した祝福家庭たちが、天地父

る迫害と苦難を受けたにもかかわらず、きょ

母様と一つになり、真の愛を中心とした新た

うこの場を皆さんと共にすることができたの

な家庭革命、世界的道徳革命を主導すること

は、神様が共にいてくださったからです。こ

によって、地上と天上すべてに永遠の平和と

の意義深い日に、皆さんと共に神様の摂理的

統一の理想天国を創建することを願うのが、

な観点から歴史と世界を理解するために、

神様の願いなのです。私たちみんながこの聖

「終末における人類とアメリカが行く道」と

なる聖業に同参し、神様の真の愛圏を相続す

いう題目でみ言を分かちたいと思います。

る主人になることを願います。
神様の救援摂理的歴史観の立場から見ると
皆様の家庭に神様の祝福があることを祈り

き、歴史の終末はサタン主管圏の悪なる歴史
の終末であり、同時に神様の主管の善なる歴

ます。ありがとうございました

史の出発の起点となります。したがって終末
四 「終末における人類とアメリカが行く

は、天の摂理の全般を完成させなければなら

道」

ない時です。すなわち、個人完成を完結させ
るべき終わりの日であり、家庭、民族、国家、
世界、ひいては天宙完成を完結させなければ

尊敬する内外の貴賓の皆様！

ならない終末だというのです。神様は摂理路
きょう、私の八十回目の誕生日を祝賀して

程で、終末期を迎えるごとに神様中心の理念

くださるために、全世界から参席してくださ

圏へと人類を導いてこられましたが、実に人

った各界各層の指導者の皆様に、心から感謝

類は自ら責任分担を果たすことができず、悪

いたします。特に、今日まで常に共にいてく

なる歴史を整理して善の立場に立つことがで

ださり、守ってくださった神様にこのすべて

きませんでした。

の栄光をお返しし、深く感謝申し上げます。
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しかし神様は絶対、唯一、永遠、不変の方

ところが、個人も家庭も国家も行く道を失

であられるので、神様のみ旨に対する予定も

ってしまいました。世界には各種の公害問題、

絶対的です。ゆえに神様は、堕落によって人

食糧問題、さらに宗教間の 藤、人種間の対

類が失ってしまった真の個人、家庭、社会、

立などが至る所で起こっており、各種の紛争

国家、世界、そして真の主権の復帰を通じて

の主要な原因となっています。誰がこの世界

天上と地上に神様が運行できるその世界を取

に責任をもちますか。深刻な問題です。過去

り戻し、成し遂げられることでしょう。神様

の共産主義国家群も、自分の民族主義を超え

が求めていらっしゃる本然の世界とは、どん

ることができませんでした。今日、強大国で

な世界でしょうか。その世界は真なる父母を

あるアメリカも、汎アメリカ主義の理想を超

中心とした真なる世界です。ところが人類は、

えることができずにいます。自国の利益のみ

堕落によって歴史過程においてではなく、歴

を優先するときは、世界を指導することがで

史の初めに、人類の真なる父母と真なる世界

きません。自らを犠牲にするとしても世界人

を失ってしまいました。

類を抱き、より次元の高い理想的国家へ前進
しようという理念で団結した、民族や宗教が

その結果、堕落によって私たちが住んでい

必要な時です。このような側面から私は、神

るこの地も、人類が所有している理念も、ど

様の命を受け、ここアメリカに来て青年たち

れ一つとして真の父母と直接因縁を連結させ

を教育しながら、没落していくアメリカの道

てあげることのできるものがありません。で

徳的危機に強力な警告をするとともに、地に

すから人類はまず、「真」を求めなければな

落ちたキリスト教の再復興のために全力を尽

りません。そうして真なる父母、夫婦、子女、

くしてきました。

民、万物、主権、宇宙が真なる神様の心情を
通じて動じ、静ずることのできるその日が、

皆さんは、レバレンド・ムーンの教えの核

人間世界において悪なる世界の終わりの日と

心とは何なのか、気になることでしょう。そ

なるのです。このような理想が成就する時が

の答えは簡単です。

終末であり、再臨の時期です。したがって再
臨期は、火の審判や地が崩れたり、信じる人

第一は、「より大きなもののために犠牲に

が空中に引き上げられるなど、天変地異現象

なって生きよ」ということです。個人は家庭

が起こるのではありません。もつれた曲折の

のために、家庭は氏族のために、氏族は民族

悲運の歴史を蕩減し、個人から家庭、社会、

のために、民族は国家のために、国家は世界

国家を経て、世界を正しく立てる時なのです。

のために、世界は神様のために生きよという

縦的に失った個人、家庭、社会、民族、国家、

のです。そうすればその神様は結局、「私」

世界を再び取り戻し、横的に連結させ、歴史

を訪ねてこられるのです。家庭でも、父母は

的な個人、家庭、社会、国家、世界を成す時

子女のために生き、子女は父母のために生き、

です。その日を願って生きてきたのが人類の

夫は妻のために生き、妻は夫のために生きな

所望であり、人類歴史が行くべき終着地だと

ければなりません。より多く「他のため」に

いうのです。

生きる者が、善の中心者になるのです。
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第二は、「怨讐を愛せよ」ということです。

ばなりません。堕落が一人の個人から始まっ

神様は堕落して悪魔サタンの子になってしま

たので、救いも一人の個人から始めなければ

った人類を救うために、ひとり子イエスを送

なりません。

り、犠牲の道を行かせました。怨讐を本当の
子供よりももっと愛するところには、サタン

したがって代表的な一人が出てきて、「こ

も自然屈服するのです。いつも、サタンの戦

の時代の責任を果たそう。人間が神様に負っ

略は打って奪われるのであり、天の戦略は打

たすべての負債を清算して、堂々と善なるも

たれて奪ってくるのです。それが公式です。

のをお返しできる私になろう」と自覚せずし

私が全生涯を通じて、多くの迫害と苦難を受

ては、復帰する道がないのです。漠然とした

けてきたにもかかわらず、今日全世界百八十

立場では、絶対に蕩減復帰をすることができ

五カ国に宣教基盤を築いたのは、このような

ません。観念的であってはいけません。神様

天理に従って生きてきたからです。

を身代わりして、悲惨なことがあれば、悲惨
な目に遭う当事者以上の心情をもたなければ、

キリスト教の宣教歴史を見ても、イエス様

神様の心情に到達することができません。

を信じるキリスト教徒たちが行く道は追われ
る道であり、迫害の道であり、殉教の道でし

皆さんは、皆さん自身が死んでいくという

た。そのように二千年の歴史を経て、殉教の

そのような深刻な心情で、六十億の世界人類

血の跡が土壌となり、民主世界という巨大な

のために祈祷したことがありますか。皆さん

体制を発展させてきましたが、今日では、そ

個人を犠牲にして、家庭を救い、氏族、民族、

の原動力となったキリスト教が危機に瀕して

国家、世界を救うために、どれほど精誠を尽

います。キリスト教理念を中心とした国家群

くされましたか。そのような点では、誰も簡

が神様を否定し、イエス様を否定し、さらに

単に自信をもつことができないはずです。そ

は神様の摂理を否定しています。甚だしくは

のような絶対的な基準の代表者として来られ

「神はいない」「神は死んだ」と主唱してい

る方が、再臨主です。人間始祖が堕落したの

る神学までもあるのを見るとき、真なる子女

ち、救いの摂理を展開してこられた神様は、

を捜してあらゆる犠牲の道を歩んでこられた

アダムから二千年後にアブラハムを探し立て

神様の心情は、いかばかりでしょうか。

られ、その後孫を選民とされ、新しい家庭、
氏族、民族を編成されましたが、それが正に
イスラエル民族です。メシヤを迎えるための

内外の貴賓の皆様！

勝利的な基台の上に召命された選民がユダヤ
神様が今まで投入して犠牲になったすべて

民族だったので、将来メシヤを実体として迎

のものは、誰のためのものでしょうか。それ

えるための主流民族になったのです。その主

は、アメリカのためのものでもなく、キリス

流の要を求めていくと、人間始祖アダム・エ

ト教自体のためのものでもありません。結局

バができなかった使命を再現するための基準

は、堕落によって失ってしまった「私」一人

と理念が必要ですが、それが正にメシヤ思想

を救うためであったということを知らなけれ

であり、クリスチャンの立場から見れば、新
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婦思想です。主を新郎として迎えるための新

承したキリスト教は世界的な宗教にならざる

婦としての資格を準備することが、最も重要

を得なかったのです。

なキリスト教の使命なのです。
内外の貴賓の皆様！
このような莫大な使命をもっていたのに、
ユダヤ民族がイエス様を十字架で処刑するこ

アメリカが今は世界で一番の強大国だと言

とによって、第一イスラエルとして召命され

いますが、神様の摂理線上にまっすぐ立たな

たユダヤ民族は流れ去ってしまい、第二イス

い限り、いつまでも栄え続けることはできま

ラエルであるキリスト教がその使命を継承し

せん。人類文化史を見れば、古代文明の発祥

てきたのです。この一つの目的を中心として

は主に熱帯圏から始まりました。マヤ文明、

神様は六千年の摂理をしてこられましたが、

インカ文明、エジプト文明、インド文明、中

その摂理の終盤が、今のこの時代なのです。

国の黄河文明など、古代文明の発祥地は亜熱
帯圏ないしは熱帯圏でした。人間が堕落しな

それではメシヤ思想の核心とは何でしょう

かったならば、春の季節の温帯文明から始ま

か。それは世界を救い、統一させるための思

るべきでしたが、熱帯文明から始まって、そ

想であり、本然の理想家庭を建設することの

の次は秋の季節の涼帯文明圏に属するように

できる教えであり、人間始祖が堕落によって

なりました。これが自由世界を中心とした温

失ってしまった位置である真の父母の立場を

帯文明圏に属するようになり、西洋文明がそ

取り戻すことです。新・旧約聖書の教えを見

の中心です。大体赤道を中心として見るとき、

ても、メシヤは父の権勢をもって来られ、聖

北緯二十三度圏で連結されていますが、アメ

霊の実体である女性神に出会い、真の父母の

リカ、イギリス、ドイツなど、西側の先進諸

立場を回復されるのです。ヨハネの黙示録に

国がこれに該当します。秋の季節の涼帯文明

預言されている小羊の婚宴後の新郎新婦は、

が終わりつつ、冬の季節の寒帯文明がしばら

真の夫婦の段階を経て真の父母になるのです。

く押し寄せるようになります。これが共産主

このような使命で来られた方がイエス様でし

義の出現です。

た。イエス様はイスラエルの不信によって民
族と国を失ってしまいましたが、神様が願わ

多くの知性人たちは、ソビエト連邦が解体

れた世界と天国のために生命を捧げました。

したのち、以前の冷戦体制は終わったと思っ

十字架にかかられたイエス様の苦難の行路は、

ていますが、いまだに唯物論と無神論は、無

神様と共に歩まれた苦難の道でした。イエス

力化された民主と共産の二大思想の代替理念

様は死の場でも「彼らの罪を赦し給え」と切

として世界の至る所に蔓延しているのです。

に祈られたのです。死にゆく場でも未来の勝

本来、神様の創造理想は春の季節の温帯文明

利を期して、ローマと、反対する群れを祝福

から始まるべきだったのに、堕落によって熱

したのです。したがってイエス様の生涯は、

帯文明から、原始的な状態から出発したので

一代三十三年で終わったのではなく、神様の

す。今こそ涼帯文明の危機と寒帯文明の脅威

協助によって歴史と共に残り、その精神を継

を貫いて、古代から人類が追求してきた本当
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の春の文明である温帯文明が現れることでし

的には五大洋六大州に影響を及ぼさない所が

ょう。誰が、寒帯文明の冬の季節を溶かすこ

ありません。アラスカ、南極、南米三十三カ

とができますか。権力や経済、科学や知識を

国、旧ソビエト連邦各国とアジア、アフリカ

もってしては不可能なのです。河川と海岸を

大陸の各国など、全方位的な宣教と事業基盤

中心とした文明の循環を見てみても、文明は

を通じて、到来した新千年時代に人類が当面

巡礼します。ナイル川、チグリス川、ユーフ

した公害、食糧問題などを解決することので

ラテス川を中心として発達した文明は、ギリ

きる準備をしてきたのです。近年ではブラジ

シャ、ローマ、スペイン、ポルトガルを中心

ルのパンタナールとアマゾンを中心に、地球

とした地中海文明に移り、この地中海文明は

環境保存について実際に基盤を築いてきまし

再びイギリス、アメリカを中心とした大西洋

た。

文明を経て、最後にはアメリカ、日本、韓国
をつなぐ太平洋文明で結実するようになるの

一方、これまで内的には、国際合同結婚式
および真の家庭の価値誓約運動を通じ、約四

です。

億三千万組が参与することによって、神様が
このような文化史的観点から、韓半島の位
置はとても重要です。韓国は、北の方にはロ

長い間待ち望んでこられた理想家庭を土台に
した地上天国建設に拍車をかけてきたのです。

シアと中国を結ぶ寒帯文明圏の極地点であり、
南の方はアメリカと日本を結ぶ涼帯文明の極

内外貴賓の皆様！

地点です。したがってここで、涼帯文明を消
化することのできる世界史的な春の季節、温

その間、世界は政治、軍事、経済において

帯文明圏が誕生するというのは摂理観的です。

優越した力をもった国々が支配してきました。

このような側面から、涼帯文明の結実地とし

しかし、神様の摂理と一直線上に立たないと

て人類的課題として残された南北問題と東西

き、永遠の国はありません。燦爛たるギリシ

問題を解決するために、生涯を捧げてきたレ

ャ・ローマ文明の滅亡はその良い例なのです。

バレンド・ムーンが韓国から出てきたという

今日、超強大国としてそびえ立ったアメリカ

ことは、神様の摂理的な帰結だと言わざるを

は、過去のローマのような立場です。ローマ

得ないのです。

の滅亡は、外からの侵犯よりは内部から崩れ
始めた道徳的堕落に起因し、天の運勢が離れ

実際に私が、生涯を通じて人種と理念と国

たからです。一時期は、労働者、農民を主体

境を越えて「神様のもとの一つの世界」運動

視した唯物論と唯物史観に立脚した政治勢力

を展開してきたのは、このような神様の摂理

が、旧ソ連と中国を中心に、世界人口の三分

による道であったということを申し上げたい

の一、地球面積の三分の二を占領したことも

と思います。これは摂理史的な原則であって、

ありました。しかし、それは永遠ではあり得

私が作り上げた特別な理論ではありません。

ませんでした。これからは、神様のみ旨を代

天のみ旨を悟った私は、理論だけでなく、こ

弁する宗教人たちが勢力を得る時が来ること

のような神様の構想を現実化するために、外

でしょう。宗教指導者は、神様のみ旨を地上
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に宣布し、人類に進むべき方向を提示してあ

を失い、嘆いてこられた神様を解放してあげ

げなければならない預言者です。しかし今の

てこそ、真の幸福の道が開かれるのです。こ

ように四分五裂し、続いてきた教派間の 藤

れまで民主主義は、「人間の自由」と「人間

と宗教間の争いは神様の摂理に障害物となる

の解放」を主張してきました。これに比べて

だけです。それで私は、ずっと以前から教会

私たちは、「神様の自由」と「神様の解放」

全体の予算の半分以上を超教派、超宗派運動

を主張しなければなりません。この問題を解

に投入し、宗教間の 藤を解決しようと努力

決するならば、人間解放はもちろん、人間の

してきました。さらに「世界平和宗教連合」

自由回復は自然に成し遂げられるのです。

を創設し、宗教間の和解と一致によって、人
類平和増進の先頭に立ってきたのです。近年

内外貴賓の皆様！

には「世界平和超宗教超国家連合」を創設し、
これまでにここワシントンＤ・Ｃで七回にわ

特別に、きょうアメリカの首都ワシントン

たって「国際訓読セミナー」を行ってきまし

Ｄ・Ｃで、神様の摂理を語っているのは深い

た。

意味があります。

すべての人類は人種と宗派を超越して、創

アメリカは、いろいろな面で神様の祝福に

造理想世界の実現のための神様の摂理を理解

よって準備された国です。アメリカを建国し

し、究極的には神様の心情と一致点をもたな

た先祖たちは、信仰の自由のために命を懸け

ければなりません。堕落によって失ってしま

て自由の国を求めてきたピルグリム・ファー

った神様との心情的関係を回復し、本然の父

ザーズです。彼らは真の信仰の自由を求めて、

母と子女の位置を取り戻さなければならない

愛する父母、兄弟、故郷と離別し、さらには

のです。したがって、神様が約束された終末

国まで捨てるという覚悟で、命を懸けて大西

は、真の父母が顕現される時です。言い換え

洋を渡ってきました。メイフラワー号がニュ

れば、堕落によって父母を失ってしまった人

ーイングランドに到着したのは一六二〇年十

類が、本然の父母を再び迎えることのできる

一月の晩秋でした。その年、初めての冬を越

希望の時です。したがって真の父母は、人類

えながら共に到着した百二名の中で、寒さと

歴史の希望の結実体であり、願いの結実体で

飢えによって半分以上の人々が死亡しました。

あり、勝利の結実体です。統一教会は、この

彼らが素晴らしかった点は、後孫たちのため

ような伝統を国際合同結婚式を通じて世界化

に翌年に蒔く種を残しておいて、自分たちは

してきました。民族と人種、皮膚の色を超え

飢えて死んでいったという事実です。

て、黒人と白人、黄色人が一つの兄弟姉妹と
してまみえ、夫婦となるのは、地球村を一つ

清教徒たちは、何をするにしても神様のみ

にしようとされる神様のみ旨成就において、

旨のために生きているという信仰が徹底して

最も重要なことの一つです。今日、このよう

いました。彼らは、初めの年の収穫をもって

に人類は、失ってしまった本然の兄弟姉妹、

神様に感謝を捧げ、教会と学校を先に造って

夫婦、父子の因縁を回復し、究極的に、子供

から、彼らが住む家を造りました。清教徒た
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ちが開拓する路程で、農業をする時も、戦争

メリカを離れていらっしゃる神様を発見しま

をする時も、常にまず祈祷をしました。独立

した。アメリカのいかなる所にも神様がいら

戦争当時、あの有名な最後の激戦地フォージ

っしゃらなければならないのに、反対に至る

渓谷で、ジョージ・ワシントン将軍は戦闘で

所で神様が離れ始められたのです。人々の心

激戦に臨む瞬間、命を懸けた祈祷をしたはず

から、家庭から、学校から神様が離れておら

です。神様のみ旨を先立てた戦闘で、神様は

れました。振り返ってみると、ニューヨーク

アメリカに手を挙げてくださいました。当時、

のマンハッタンの五番街を歩きながら、アメ

世界的な強大国であったイギリスは、国王と

リカを離れていかれる神様にしがみついて限

国民が一つになって戦いましたが、アメリカ

りなく涙を流したのが、きのうのことのよう

は、神様と神様が愛する息子、娘たちが共に

です。不幸にもアメリカは私が予言したとお

戦ったのです。それで、アメリカという自由

り、道徳的に衰亡の一途をたどっています。

信仰の国家が成立するようになったのではあ
皆さん！ レバレンド・ムーンがなぜアメ

りませんか。

リカで反対されながらも苦労してこのように
今もアメリカは、国会が開院される時は、

叫んでいるのでしょうか。私は、神様が今日

祈祷から始めます。大統領が就任宣誓をする

アメリカを訪ねてこられるまでに流された血

時、聖書の上に手を置いて神様の前に誓い、

と汗と涙の苦労を誰よりもよく知っているの

聖職者の祝祷を受ける国です。さらには、貨

で、去る三十年間、アメリカにいながら一日

幣にも「我々は神を信ずる（In God We

たりとも楽な気持ちで過ごしたことがないの

Trust）」という言葉を書いている唯一の国で

です。アメリカの主人は誰ですか。ホワイ

す。このようにしてアメリカは、地球上に唯

ト・アメリカンやブラック・アメリカンでは

一、プロテスタントを信奉する世界的な形態

ありません。神様がアメリカを愛されるよう

を備えた国家となったのです。

にアメリカを愛する人が、本当のアメリカの
主人です。アメリカは地上に神の国を立てる

ところが、今のアメリカはどうでしょうか。

ために選ばれた長男のような長子権代表国家

公立学校では、公式的に祈祷を禁じています。

なので、今もイエス様は霊的に主にアメリカ

創造論よりは進化論を教育しています。さら

の地にいらっしゃりながら、そのみ旨を果た

には五〇パーセントに至る離婚率は、家庭の

してくれることを切に祈っていらっしゃいま

神聖さをことごとく破壊してしまっているの

す。

です。このような現実を心配されている神様
の声を聞いた私は、既に一九七一年に祖国と

一方、私は神様のみ旨に従って一九八二年

家族をあとにしたままアメリカにやって来ま

にワシントン・タイムズ社を設立し、アメリ

した。何度も全国を巡回しながら私は、「火

カが行くべき方向を提示する保守正論紙とし

事になった家に消防士として来た。病気にな

て、アメリカの世論を主導してきました。そ

っているアメリカを治療するために医者とし

して真の家庭の価値運動と青少年たちのため

て来た」と叫びました。その時私は、既にア

の純潔運動を通じて、強力な救国救世運動を

1793 * 千七百九十三

천성경

天聖經
Cheon Seong Gyeong
展開してきました。このすべてのものに、ア

の世界を取り戻すべき時です。そうして離れ

メリカが神様の摂理の前に正しく立つことを

ようとされる神様を再びお迎えしなければな

願う心から投資してきたのです。私が一九六

りません。六千年間も準備して訪ねてこられ

五年にワシントンＤ・Ｃを訪問し、決定した

た神様がアメリカを離れられたら、どこに行

ホワイトハウスの近くの聖地には、今も夜を

きますか。神様さえ正しくお迎えすれば、家

明かしてアメリカのために祈祷する群れがた

庭問題、倫理問題、青少年問題、人種問題は

くさんいます。皆さんすべては、心の門を開

自動的に解決されます。五色人種が一つに相

き、あのピルグリム・ファーザーズから歴代

まみえて生きていくアメリカは、地上天国の

の愛国の烈士たちの切なる願いを聞くことが

モデルなのです。この時、私たちみんなが一

できなければなりません。

致団結して、人類が進むべき道を開かなけれ
ばなりません。「長子の国（注：兄弟の最年
長のこと。最も期待が大きい国の意味）」で

内外の貴賓の皆様！

あるアメリカが先頭に立って、天の父母様に
今始まった新千年紀は、六千年の間追い求
めてこられた神様の救援摂理歴史がみな終わ

侍り、世界各国を神様の前に導く先導者的な
使命を完成すべき時です。

り、エデンの園で失ってしまった創造理想が
天宙的に実現される時です。人間の堕落によ

この歴史的な課業を完遂するために、共に

って主人を失った万物の嘆きも解放される時

同参してくださるようお願いいたします。も

であり、長い間別かれていた父母と子女が再

う一度この場を訪ねてくださった皆様に、深

び出会い、これ以上涙のない新らしき天と、

甚なる感謝を捧げ、天と地に平和と自由と正

新しき地が成し遂げられる時であり、霊界と

義があふれる新たな千年王国が始まることを

地上が一つに通じ、地上と天上に神様の国が

願いつつ、お話を終えようと思います。

成就する時代です。生きていらっしゃる神様
の直接主管が、全般、全能の権勢として現れ

皆様の家庭と国に神様の祝福が共にあらん

る時代です。さらに東西両洋全体が、天地父

ことを願います。ありがとうございました。

母を中心に「一人の神様のもとに一つの宇
宙」として地球星大家族主義の世界が実現さ

五 「神様の王子、王女が行くべき生涯路

れる時です。これは、聖書に預言された旧約

程」

の約束と新約の約束が成就される、成約時代
南北統一を熱望する指導者、そして紳士、

の完成を意味します。

淑女の皆様。
今、時が来ました！
たった今始まった新千年紀は、二十世紀の
アメリカが再び目覚めるべき時が来ました。
第二の建国運動を挙国的に展開し、神様を中

遺物である分裂と 藤が清算され、和解と統
一の地球村一家族という理想が実現されると

心とした真の父母、真の家庭、真の国家、真
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きです。皆様の各家庭に新千年の祝福が共に

題の最後の決算であるというべき韓半島の統

あることを祈願いたします。

一問題を念頭に置き、その方案に対する根本
的な解答として「神様の王子、王女が行くべ

まず、私の八十回目の誕生日を祝賀してく
ださるために、世界（全国）各地から訪ねて

き生涯路程」という題目でお話ししたいと思
います。

きてくださった皆様に心から感謝いたします。
そして何よりも、この日まで見守ってくださ

内外の貴賓の皆様。

り、共にいてくださった神様にすべての栄光
をお捧げいたします。私の生涯を振り返って

皆様は、どこの国の国民ですか。大多数の

みるとき、ただの一時も平坦な時期がありま

人が韓国の国民であると思います。そうする

せんでした。韓半島を取り囲む列強の狭間で、

と、韓国が皆さんの祖国です。そうではない

あらゆる苦難の道を歩んできた民族の受難史

ですか。それでは、神様の祖国はどこになり

とともに歩んできました。

ますか。今、神様の祖国はありません。この
世界のすべての国家の起源はどこですか。神

私は、十六歳（数え）の少年時代に、祈祷

様が起源になっていますか、そうでなければ、

している中で突然、天のみ旨と出合い、その

他のところが起源になっていますか。このよ

後、生涯を通じて神のみ旨を成就するために

うな、すべての国家の歴史的な起源が問題に

全身全霊を傾けてきました。そして気がつけ

なっているのです。

ば、人間の不幸の根本原因は、人類始祖の堕
落によって霊的無知に陥り、神様との関係が

この世の国々は、すべて闘いによって分か

断絶されたことにあったのです。このことに

れて生まれました。それゆえに、ある二つの

よって、人間は神様と人生と宇宙の根本問題

国があるとき、その二国の境界線は、深い恨

等に対して無知に陥ったのです。今まで私は、

みが積もった境界線になっている場合が多い

世界各地の公式席上において一万回以上語っ

のです。第三国、第四国との境界線よりも、

たみ言を通して、神主義に立脚した真の人生

隣接した境界線を中心としてより熾烈な闘い

観、世界観、歴史観を提示してきました。そ

を繰り広げ、より多くの血を流した歴史的な

れらの内容は、世界各国の十二の言語に翻訳

事実があるということを私たちはよく知って

され、既に三百巻以上の本として出版されま

います。このように、二国家間、二つの民族

した。これは、文献による総合的な研究や学

間の障壁が最も高いのです。

問的な探求の結果として解明したものではな
く、有形・無形世界を自由に行き来しながら、

闘いは常に、何万里も離れた所に飛んでい

原則的で根本的な解答を解き明かしてきたも

ってするのではありません。昔から、隣接す

のなのです。

る二国家の境界線を中心として闘いが起きて
きました。ですから皆さんも、最も近い隣人

今日、私は、この意義深い場に感謝しなが

との間から闘うようになっています。なぜな

ら、私たち民族の宿願であり、世界の冷戦問

ら、人間が堕落したからです。隣人との間か
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ら闘いが起きるのは、堕落による結果なので

が始まった、その動機を否定し、過った歴史

す。

を消し去るためには、その反対方向の内容を
主張する運動が必要であるというのです。

堕落とは何ですか。神様と人間との間に
藤が生じるようになったことであり、神様と

内外の貴賓の皆様。

サタンとの闘争が起きるようになったことで
あり、人間とサタンとの闘争が起きるように

皆様は、国のない民と同様です。それでは、

なったことです。人類歴史において、この地

過去には国があったのでしょうか。歴史上に、

球上に数多くの国があったということは、数

「私の国である」ということのできる形態の

多くの闘争があったということを証明するこ

国があったでしょうか。そのような国の形態

とだという結論を下すことができます。その

も、もつことができなかったのです。それで

ようにして生まれた国はどこに行くのでしょ

は、その国を取り戻すために苦労した人がい

うか。すべての国が平和の世界を追求します

なくてそうだったのでしょうか。そうではあ

が、本当に平和の世界に行くことができるか

りません。その国は、過去の歴史時代の人が

という問題が、今人類共通の課題として残っ

考えていた位置では、捜し出すことができな

ているのです。

いために迎えることができなかったのです。
その時代圏内において、内外を備えた基準を

平和の世界というものは結果の世界ですが、

中心としてその国を捜し出すことができなか

過った出発、すなわち過った原因から平和の

ったので、その国を迎えることができなかっ

世界に到達するということは、論理的な矛盾

たのです。私たちが取り戻さなければならな

と言わざるを得ません。それゆえに、このよ

い祖国というのは、今日、この地上に存在す

うな戦争の起源を克服して乗り越えていくこ

る、いかなる歴史と伝統をもった国でもあり

とのできる運動を展開するところにおいての

ません。そのような国とは本質的に次元が違

み、理想世界に向かう出発点を捜し出すこと

うのです。

ができるのです。原因が完全であるために結
果が完全であり、平和で始まるがゆえに平和

私たちは、次元が違うその国を受け継ごう

の過程をたどることができ、平和の目的に到

とするならば、そのようにできる思想的な主

達できるということは理論的に妥当なのです。

体性をもった国民にならなければなりません。
しかし、その主体的な思想は、絶対的な創造

このように見るとき、自分の国と隣接して

主がおられるならば、その創造主の思想と一

いる国が歴史的な怨讐国家であるといって、

致する思想でなければなりません。絶対者が

ずっと憎み続けようとするならば、永遠に平

願う国を成そうとするならば、その国の主権

和の世界には到達できないということを知る

を中心として国民が一致することのできる国

ことができます。それでは、いくら理想郷を

となることを願わなければなりません。その

慕い、理想郷に向かって前進したとしても、

ような国民性をもって国家形態を備えなけれ

その目的達成は不可能です。このような闘い

ばならないのです。
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一つの国が形成されるためには主権がなけ
ればならず、国民がいなければならず、国土

つの国を見れば何がありますか。主権、国民、
国土があります。これは人間と同じです。

がなければなりません。天の国もやはり同じ
です。主権に代わるものが父母であり、国民

地上天国は誰に似ているというのですか。

に代わるものが息子、娘であり、国土に代わ

「私」に似ているのです。「私」という個人

るものが国なのです。この中のどれ一つとし

が集まって国になるのです。したがって、

て除くことはできません。これは鉄則です。

「私」に心があるように、国にも主権がなけ

最も重要なことは何ですか。世界と国のため

ればならず、人格体なので国民がいなければ

に生きることです。そのようにしさえすれば

なりません。人間には万物が必要であるよう

滅びません。滅びない所が限界点です。

に、国土がなければなりません。このような
原則から、国土は人に支配され、国民は主権

国のために生きる基準で実際に行動をして

に支配されるのです。この国土、国民、主権

いて死んでいった人々は、死んでもその国の

が国家形成の三大要素です。そのようになっ

民になります。その国がなくなる時まで残る

ています。

ようになるのです。国が形成されるためには、
国土がなければならず、国民がいなければな

人について見てみるとき、心は体を支配し、
体は万物を支配するのが原則です。この原則

らず、主権がなければなりません。

があるために、全世界を見れば、天地人であ
主権とは何ですか。根源である神様と因縁

るという決定的な結論が出てきます。天とは

を結ぶことです。国を統治する人たちは、国

何ですか。人間の心と同じなので主権と同じ

民が深く寝入ったあとに、神様と因縁を結ん

です。人は国民であり、地は万物です。結局、

で政治を行わなければなりません。そして、

国は誰に似たのかというと、「私」に似てい

主権者は国民と一つにならなければなりませ

るのです。

ん。国民と一つになり、自分の持つすべての
ものは自分のためのものではなく、国のため
のものであると考えなければならないのです。

いくら大きい社会、いくら大きい国家であ
っても、人に似なければなりません。それは、
神様が御自身の形状に似たものを好まれるか

そのようになれば、その国は繁栄します。

らです。それでは、人が最も好むものは何で

そのような観点から地上に天国を実現すると

すか。自らの形状に似たものです。ですから、

いう問題を考えてみるとき、天国の主人は誰

理想的な国家とは、何に似なければならない

でしょうか。主権者は誰でしょうか。間違い

のですか。人に似なければなりません。天・

なく神様が主権者です。そして国民は誰です

地・人に似るのです。

か。国民は万民です。それでは国土はどこで
すか。地球星です。地上天国は誰に似ている

統一教会の用語で「祖国」というものは、

のでしょうか。「私」に似ているのです。一

大韓民国という一つの国ではなく、世界的な
国のことをいうのです。「世界的」という言
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葉は、堕落した世界圏でも使われる言葉なの

この世の人々が好むような方向に行くよう

で気分が良くありません。それで、このよう

にという主張は絶対にできません。むしろそ

な「祖国」を捜し求めていく主義を統一教会

の反対の道に行くようにと主張しなければな

では「天宙主義」というのです。

りません。それに該当する代表的な標語が
「愛の心をもって怨讐を愛しなさい」という

その祖国は大韓民国ではありません。神様

ものです。「怨讐を愛しなさい」このみ言は、

が願われる祖国は大韓民国ではなく、米国で

誤った歴史を元に戻すことができるものであ

もありません。共産国家でもないのです。そ

り、台風に揺さぶられる船の錨や錨綱のよう

の祖国は神様が願う祖国です。ゆえに、私た

なものです。

ちは、新しいその祖国の文化を創り上げなけ
ればならず、その祖国の歴史を創り上げなけ

しかし、復帰摂理歴史を通じて「怨讐を愛
しなさい」というみ言を実践してきた人はい

ればなりません。

ませんでした。もし、怨讐を愛することがで
私たちは、新しい理想的な祖国を建てるた

きる人々がいるならば、そのような人々によ

めに、新しい基準を定めなければなりません。

って一つの組織的な形態を備えた世界的な版

私たちの生活を変えなければならないのです。

図を確保しなければなりません。このような

その世界は、今のこの世界と全く違います。

結論が出てくるので、そのような運動を神様

言葉も違うのです。「原理主管圏」や「相対

が提示なさらなければならないのですが、神

基準」、「相対基台」、「復帰基台摂理」と

様によって提示されたその運動の反映体が、

いう重要な言葉を、世の中の人々は知ってい

歴史に現れた宗教運動であるということを皆

ますか。ですから、違うというのです。

さんは知らなければなりません。

統一教会が願う国が建設されれば、統一教

今までで、神様が最も愛することのできる

会の看板を外さなければなりません。そして、

人は誰でしょうか。イエス様なのです。イエ

統一教会が願う世界が形成されれば、統一教

ス様は、闘っているこの世界に新しい方向を

会が立てた国はなくさなければなりません。

提示してくださいました。ローマやイスラエ

大韓民国の韓民族を中心とした文化と人格だ

ルのような圧迫国家と非圧迫国家の間には、

けのための宗教は捨てなければならないので

お互いを怨讐視する高い障壁があるのですが、

す。世界のために生きる宗教であってこそ、

イエス様の哲学は、それを壊してしまうべき

これからも残る宗教になるのです。

であるというものでした。イエス様は「ロー
マよ、あなたは力で私を征服しようとするが、

満場の内外の貴賓、紳士、淑女の皆様。

私はその反対に愛であなたを征服する」と考
えられたのです。それで、十字架にかかりな

神様のみ旨を受け継ごうとする人がいるな

がらも怨讐のために福を祈ってあげたのです。

らば、彼はどのような主張をしなければなら
ないと思いますか。
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そのような思想は、ローマの兵士たちに対

サタンの種を蒔けば、あだを討つ悪の木が育

して「彼らは、自ら犯した罪が分からないの

つのですが、怨讐を愛する善の種を蒔けば、

で、彼らを赦したまえ」という驚くべき宣言

怨讐を愛する善の木が育つということです。

として現れたということを知らなければなり

これは自然の道理なのです。

ません。イエス様がそのようになさることに
よって、世界のすべての国がお互いを怨讐視

神様の祖国は、どこからどのような道を訪

することを乗り越えることができ、二つの国

ねてくると言いましたか。それは、怨讐を愛

家間の国境を乗り越えることができる一つの

する道、個人の怨讐を愛して、家庭の怨讐を

原型、または模範となりました。

愛して、氏族の怨讐を愛して、国家、世界の
怨讐を愛する伝統を残す道から訪ねてくるの

イエス様は、個人的な怨讐がすべてではな

です。そのような道でなければ、神様の祖国

いということを知っていたのです。家庭的な

は現れることができないということを皆さん

怨讐があり、氏族的な怨讐があり、民族的な

は知らなければなりません。

怨讐があり、国家的な怨讐があり、世界的な
怨讐によって四方から縛りつけられていると

見ていてください。米国が反対したがゆえ

いうことを知っていました。これは、自分に

に、国務省が反対したがゆえに、国会が反対

従い、自分が行く道を行こうとする人には、

したがゆえに、私は国会で勝利したという賞

数多くの怨讐が待っているということなので

状を受け、国務省から勝利したという賞状を

す。そして、「家庭的に行けば家庭的な怨讐

受け、米国で勝利したという賞状を受けるこ

が待っており、氏族的に行けば氏族の怨讐が

とができる時が来るはずです。それで、反対

待っていて、熾烈な闘いが予想されるけれど

する国務省の中にも友人ができ、国会の中に

も、その時ごとに怨讐を愛しなさい」という

も友人がたくさんできています。勝利は、私

み言です。このような精神をもっていれば、

に返ってくるようになっています。

いつかは勝利できるというのです。
私は、そのような友人が一人もいなかった
それでは、神様の理想国家の実現、すなわ

としても、あらゆる反対を克服して勝利に導

ち神様の祖国の主権復帰はどこから実現され

くことができるという確信があります。反対

るのでしょうか。怨讐を愛するという思想を

すれば反対するほど、こちらの怨讐を愛する

もった個人から出発するのです。それゆえに

内容が相対的により大きくなるので、反対が

「神様がいらっしゃる限り、愛で国境を崩し、

激しいからといって落胆する必要はありませ

すべての環境と文化的な垣根を越えて怨讐ま

ん。

でも抱こう」という運動を提示したキリスト

自然の道理は、一方が低気圧ならば、もう

教は、世界的な宗教にならざるを得ないので

片方は高気圧になっています。一方が高気圧

す。大豆を植えれば大豆ができ、小豆を植え

になれば、もう片方は低気圧になるのです。

れば小豆ができ、真っ赤な花の種からは真っ

米国の国務省が高い所から反対するとき、私

赤な花が咲きます。同じように、あだを討つ

が低気圧圏を成していれば、高気圧が低気圧
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「怨讐を愛しなさい」と言ったので、最も

に吸収されるように、米国の国務省は私に屈

憎むべき人をも愛さなければなりません。一

服してしまうはずです。

番の美男子に一番の醜女を夫婦として結んで
私が非難されながらも闘わずに彼らを愛す

あげたとしても、怨讐を愛する以上に愛さな

ると、彼らは私の友人になり、友人の家庭が

ければなりません。そのような人は、この世

でき、友人の氏族ができ、友人の国ができた

の怨讐を愛するにおいて最高の王子の旗を掲

のです。怨讐を愛する精神をもった人々によ

げて前進する人の候補者です。事実そのよう

って構成された国が現れれば、その国は、神

な人がいるならば、どれほど素晴らしいか考

様が願う理想境となることができ、人類が入

えてみてください。そのような人は、民族の

っていくことのできる理想郷になることがで

国境をさっと越えることができるというので

きるということを知らなければなりません。

す。愛する心だけをもって暮らす日には、す
べての障壁が崩れていき、復帰摂理歴史が短

私は、とても見すぼらしい男です。事実、
そうではないですか。皆さんは「違う」と言

縮されて天国が近づいてくるということを知
らなければなりません。

いますが、世の中の人たちは、私が愚かな人
であると思っています。しかし、神様は、私

私の哲学は簡単です。私は、やってみなか

が一番お好きです。世の中が私を愚か者扱い

ったことがありません。農夫にもなってみて、

したとしても、神様が認めるので、世の中に

労働者にもなってみました。やれることはす

対して堂々とした立場で攻撃できるのです。

べてやってみました。漁夫になってまぐろも
釣りました。そのようにして生涯を生きてみ

怨讐を愛する心をもてば、言えないことが

ると、一人だと思っていたのに、振り返って

ありません。なぜですか。神様が送った男性

みると英国人がついて来て、米国人もついて

であり、美男子というならば、そのような人

来て、世界の数多くの人々がついて来ていま

が美男子です。立派な人というならば、その

す。ついて来るなと足でけ飛ばしてもまたつ

ような人が立派な人です。堂々として勇まし

いて来て、後ろに飛ばされてもまたついて来

い人というならば、そのような人が堂々とし

ます。ですから統一教会を、いくら研究して

て勇ましい男であると考えるので、私はそれ

みてもその内容のすべてを知ることはできな

を栄光に思い、世の中に対して自信をもって

いのです。

攻撃するのです。
内外の貴賓、そして紳士、淑女の皆様。
私一人がこのように陶酔して活動すれば、
何が起こるか御存じですか。このようにする

今から行くべきなのは、どのような道です

ことによって、神様を喜ばせる若い青年男女

か。いくら氏族を編成したとしても、サタン

が生まれ、神様を喜ばせる五色人種の家庭が

の国の主権が残っている限り、皆さんは国の

生まれ、神様を喜ばせる民族が編成され、神

ない人々です。ここが皆さんの国ですか。皆

様の祖国の主権復帰が可能になるのです。

さんには国がないのです。いくら氏族がある
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としても、その主権が天を中心とした主権で

のです。大韓民国は第一の解放により、初め

ないときは、この氏族の首を切ることもあり

て内外において今の国家形態を備えましたが、

得るのです。そうでしょう。それゆえに、天

第二の解放が必要な時が来ました。南北が統

が歓迎することのできる国を訪ねていかなけ

一されなければならないというのです。

ればなりません。今日、この地上における第
一イスラエル圏というものは、天全体が歓迎

その国はどのような国ですか。その国は、

でき、個人も歓迎し、家庭も歓迎し、氏族も

歴史過程において、民族が悲惨な路程をたど

歓迎し、民族も、教会も歓迎することのでき

らねばならず、蕩減復帰の原則に一致するこ

る、そのような地になるべきです。

とのできる国民性をもたねばならず、歴史的
な伝統を引き継いできた国でなければなりま

ところが、今日の統一教会を中心として見

せん。その国はどのようにならなければなら

ても、既成教会を中心として見ても、大韓民

ないのでしょうか。完全に統一された国にな

国を中心として見ても、全体が歓迎できる立

らなければなりません。今日の大韓民国がそ

場に立ったでしょうか。そのようになること

のような国になろうとするならば、どのよう

ができませんでした。方向が違います。方向

にならなければならないでしょうか。

が違うのです。大韓民国が進んでいるのは外
的です。そうでしょう。神様を中心としたも

その国の基準に上がっていくためには、南

のではなく、世の中を中心として外的に進ん

北を統一しなければなりません。北朝イスラ

でいます。この国の主流的な思想がないとい

エルと南朝ユダのように分かれた南北韓を、

うのです。

一つに統一しなければなりません。カイン・
アベル国家に分かれたのと同じように南北に

したがって、この国の主流的な思想を中心
として天と連結させ、新しい立体的、あるい

分かれたのですが、これを統一しなければ一
つの勝利的イスラエル国家は現れないのです。

は平面的内容を備えた新しい国家観を形成し、
その形成された国家観を、今日の国家を中心

それでは、この国において、大韓民国を中

としたもの以上の内容として備えていかなけ

心として北朝鮮と韓国は、どのように統一さ

れば、神様の祖国の主権復帰の時を迎えるこ

れなければならないでしょうか。それは、新

とはできません。

しい世界主義的な思想をもたなくては統一す
ることができません。この時に備えて、新し

今日の「解放」というものは第一の解放で

い思想を掲げていこうというものが、今日の

す。今、統一教会においては、第二の解放が

統一教会が主張する統一思想です。分かりま

必要なのです。大韓民国も第二の解放が必要

すか。

です。ここで大韓民国が第二の解放を迎えれ
ば、国家と民族はそのことによって願いを成

今、私たちは二つのことをしなければなり

就できるかもしれませんが、統一教会は第三

ません。世界において、いかなる国家もつい

の解放を必要とするのです。そのようになる

て来ることができない団結した民族を形成し
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なければならず、そして、いかなる宗教もつ

各自が置かれている生活自体においては、密

いて来ることができない鉄のような信仰で団

使の生活から離れてはなりません。そこには、

結した国家を成し遂げなければならないので

いつも生死の危険が伴っています。まかり間

す。このような思想を中心として、南北が統

違えば、永遠の生命の問題が左右される立場

一された国家が成し遂げられなければなりま

に立つようになるのです。

せん。そうしなければ、神様の国、世界に誇
ることのできる天国の主権は誕生しないので

それゆえに、永遠の生命を支えることがで

す。これが、今日の私たちの行くべき地上の

き、永遠の生命を保護してくれる私たちの祖

第一目的地であるということを知らなければ

国を取り戻すという観念が、その環境より何

なりません。

百倍も強くなければ密使の生活はできません。
「祖国の栄光を願う心をもって祖国の恨を解

祖国を取り戻すことができなければ、サタ

いたとき、すべての万民が喜ぶ」ということ

ン世界の国家を凌駕することのできる天を中

を考えながら、新しい歴史を創建し、神様の

心とした一つの国をもつことができません。

祖国主権復帰の一日を迎えるその時に、自ら

その国をもつことができなくては、世界のサ

の功労が現れることを思いながら、現在の立

タン国家を打つことはできません。押し出せ

場を無視してしまうことができなければなり

ないのです。宗教、統一教会をもってしても

ません。そのような心が先立たなければ、密

できません。真の父母の思想を中心として、

使の使命を遂行することはできないのです。

国が方向を定めて進んでいかなければなりま

言い換えれば、神様の祖国主権復帰のための

せん。このような問題が残されているという

希望が現実の希望より千倍、万倍強くなって

ことを知らなければならないのです。

こそ、今の生命を捧ることがあったとしても、
それを克服して密使の使命を遂行することが

このような観点で見るとき、イスラエル国

できるのです。

家の精神的な支柱がユダヤ教であったように、
今日の韓国において統一教会がユダヤ教と同

もしそのように責任を果たそうとして、不

じ立場であるならば、真の父母の思想が韓国

意の事故で犠牲になったとしても、そこには

の主流的な思想になるのです。ある人たちは、

新しい責任者を再び派遣できるのです。既に

そのように言うのです。国会議員たちもその

彼が死んでしまったとしても、彼の友人にな

ように言います。真の父母の思想を国家の中

ることができ、彼の側に立つ人々が出てくる

心理念すれば、共産党は問題ありません。

はずです。彼が模範となる立場で生きてきた
ゆえに、たとえ彼が犠牲になったとしても、
そこには彼の側に立つ人々が残るのです。こ

紳士、淑女の皆様。

のような人々が残っている限り、神様がその
今日、天のために行く人々は、サタン世界

基台の上に代わりの者を送ることができるの

に派遣された密使です。個々人において、大

です。しかし、そうでない立場で死んでしま

小、広狭、高低の差はあるかもしれませんが、
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うときには、そこで彼がいくら苦労したとし

因縁となっており、他の民族が持つことがで

ても、それで終わってしまうのです。

きない歴史があります。そのような祖国のた
めに私たちは密使の使命を遂行しなければな

このような立場で皆さんは今、新しい時代

りません。そのような使命を自分自ら早く完

を迎えてどのような姿勢を持たなければなら

遂して、やり遂げればやり遂げるほど、神様

ないのでしょうか。神様の祖国主権復帰のた

の祖国主権復帰の基台が自分によって徐々に

めの信念が、何よりも高く胸の中で燃えてい

近づくのです。きょうの苦労を代価として払

なければなりません。言い換えれば、六千年

うことが神様の祖国主権復帰の一日を早く迎

間、神様が待ち焦がれた祖国を建設する旗手

えることのできる基台になるのです。このよ

となり、先鋒に立った精鋭部隊の一員として

うな事実を思いながら、皆さんは生きて密使

開拓者になる、この途方もない使命に責任を

の使命を完遂するという決意をもっていかな

もっているという自負心を感じなければなら

ければなりません。そうでなければ、これか

ないのです。過去に生きた数多くの人々がも

ら神様が私たちに与えてくださる世界史的な

つことを願いましたが、もとうとしてももつ

祝福と天運を、私たちのものとして迎えるこ

ことができなかった、一つしかなく、この一

とができないのです。私たちは、天国を地上

時にしかない特権的な使命を担ったという厳

に建設しなければなりません。地上でその国

粛な責任感をもたなければなりません。

を復帰し、その国の中心と一つになって、天
の国において、天が願ったその希望の基準を

したがって、食べること、寝ること、行く
こと、来ること、すべての生活が祖国創建の

備えてお父様のみ前に帰ってこそ、面目を立
てることができるのではないかというのです。

ためのものでなければなりません。「神様か
ら特別に派遣された密使として、凛々しく見

ところが、皆さんに国がありますか。もっ

事にこの使命を遂行しよう」と立ち上がって

ていないということを考えるとき、死ぬに死

くれることを神様がどれほど期待していらっ

ねないのです。死ねば、どこへ行くのかとい

しゃるでしょうか。今までは、ひどく追い込

うのです。お父様のみ前に行って面目のない

まれ、激しく追い回されました。国家の基台

ことと恥ずかしさをどのように免れるのです

を備え、全体の内容を提示して一度も広げて

か。自分の生命の長さというのは制限されて

みることができなかった天のみ旨、祖国を立

いるのに、その期間内にしようとするのです

てることができる、そのようなみ旨を立てな

から、どれほど忙しいでしょうか。そこで悪

ければなりません。今までそのみ旨を、一度

なるサタンの環境は私たちに反対し、怨讐た

も立てることができなかったのです。

ちは私たちの道を妨げるのです。これを切り
開いていこうとするので、いつも密使のよう

しかし、今からはそのような祖国を建てる

な行脚の路程を避けることはできないのです。

ことができます。その祖国には主権があり、
その祖国には国土があり、その祖国には国民

私が行き来するのも、その国を取り戻すた

がいます。また、そこには単一民族の血統が

めの、神様の祖国主権復帰のための建国の功
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臣になるためであり、そのような使命を担い、

せん。神様が息子、娘を愛そうとするならば、

あるいは天の密使として指令を受けて今日の

そのような息子、娘を愛すべきなのであって、

悪なる世界に来てこのことを行っている、と

サタンにさえも劣る息子、娘を愛すれば、父

いう事実を思いながら生きていかなければな

の威信が立たないのです。皆さんは、そのよ

りません。そのようにしなければ皆さんは、

うな信念をもって今後、全世界と手を結んで

今後、訪れる国の国民として、その威信と体

日々の生活をしていかなければならないとい

面を立てることができないということを知ら

うことを、新しく決心しなければなりません。

なければなりません。

そこにおいて、統一戦線の基盤は確固たるも
のになると思うのです。

皆さんは個人的に影響を与えたいですか。
家庭的に影響を与えたいですか。国家的です

「私は、たとえサタン世界圏内にいたとし

か。世界的ですか。どのように影響を与えた

ても、天の密使だ、天の一大使だ」と考えな

いですか。世界的に影響を与えたいでしょう。

ければなりません。密使には、その国の国王

しかし、世界的な舞台に上がっていこうとす

と直接連絡することのできる道があるのです。

るならば、一人ではできません。国がなけれ

ほかの人には分かりませんが、そのような密

ばなりません。しかし、皆さんの国があるで

使の使命と威信のために生きているという信

しょうか。

念をもっていかなければならないのです。こ
のことを皆さんは、はっきりと知らなければ

ですから私たちは、夜も昼もその国のため

なりません。国の国王も密使の報告をもって

に食べて、寝て、暮らそうとするのです。そ

いるのです。それと同じように、私たちがこ

のために生まれたということを、皆さんが天

の地上で、そのような使命をもっているなら

地を中心として誓う生活をしなければならな

ば、神様も私たちの報告と私たちの要求を待

いということを知らなければなりません。寝

たれるようになるというのです。

ているときにも、世界の数多くの人々のベッ
ドを集めて、その頂上で寝ていると考えなけ

したがって、自分が密使の立場で「至急に

ればなりません。食膳を見てもそのように考

願うものを送ってください」と言えば、あら

え、どこにいても自分一人で座るのではなく、

ゆる冒険を克服しながらでも送ってあげよう

世界の人種をすべて集めた頂上の玉座に座っ

とするのではないでしょうか。これと同じよ

ているという心をもたなければならないので

うに、皆さんがそのような信念をもって神様

す。天の息子はそのようでなければなりませ

の特権的な栄光の息子、娘であることを認識

ん。

しながら「私はこれを願うので成し遂げてく
ださい」と言えば、成し遂げてくれるのです。

サタン世界の権限を凌駕する位置に立つこ

そのようにすれば、生きていらっしゃる神様

とができ、その栄光の位置に立って生きなけ

を発見でき、生きていらっしゃる神様が働か

ればならないのが天の息子、娘の生活である

れるのを見ることができるのです。

ということを、皆さんは知らなければなりま

1804 * 千八百四

천성경

天聖經
Cheon Seong Gyeong
そのようになってこそ、指導者になること

そのようになっていますか、いませんか。そ

ができ、病気の者がいれば病気を治すことが

れでは、夫を捨てて、息子を捨てて、家庭を

でき、困難なときには、神様が直接助けてく

捨てて行こうと言えば、行かなければなりま

ださるようになるのです。そのような生活を

せんか、行ってはならないでしょうか。統一

通じて多くのことを学ばなければなりません。

教会のためにそのようなことはしないのです。

そうしてこそ自信が生まれ、そうしてこそ信

国のためにそのようなことができなければな

念をもってすべてのものを打開していくこと

らないというのです。

ができるのです。
今、以北（注：朝鮮半島で休戦ライン以北
を言う語。北朝鮮）では、家庭の戸籍をすべ

紳士、淑女の皆様。

て作り直しています。これはどういうことだ
私たちが行くべき所はどこですか。個人を

と思いますか。サタン世界が先に行うという

尋ねていくことが、私たちが行くべき目的で

ことなのです。国のためには、自分の夫や、

はないのです。また、家庭を尋ねていくこと

妻、父母、息子など、すべて捨てて立ち上が

が現在の私たちの目的ではありません。私た

ることができなければなりません。そうしな

ちが行くべき道は、国を尋ねていくことです。

くては、希望の国を取り戻すことができませ

分かりますか。父、母、息子などという区別

ん。その国を復帰するとき、その国とともに

なく、これを尋ね求めなければならないとい

父母を取り戻すようになるのです。国を見い

うことです。ところが、今日の統一教会の教

だすことができなければ、血を流す父母を見

会員たち、祝福を受けた家庭、氏族圏内にい

なければならず、血を流す妻を見なければな

る人々は、「ああ、国だとか何だとか、教会

らず、血を流す子女を見なければなりません。

だとか何だとか、そんなことは知らない」と

それ以上に悲痛なことがどこにありますか。

言います。そのようになれば、すべて落第で

それゆえに、国を取り戻す前には妻を愛する

す。原理的にそうなのです。

ことはできないのであり、父母を愛すること
はできないのであり、息子を愛することはで

死ぬときまで国を求めていき、もてる精誠
のすべてを尽くして、正に天国の主権復帰の

きないのです。これがキリスト教が行くべき
道であり、統一教会が行く道なのです。

ために祝典を行い、祝賀することができ、勝
利の凱歌を上げることができる、その時を迎

皆さんは、自分自身を否定して、その国と
その義のために生きる人にならなければなり

えなければなりません。

ません。いかなる困難な環境にぶつかったと
イエス様の言葉ならば何であっても、その

しても、皆さんは、自分自身に対するお父様

一つだけしか知らないというようでなければ

の願いがあることを思いながら、その環境と

なりません。方向を提示するにおいては、二

闘って勝つ人にならなければなりません。そ

つではなく一つです。行こうと言えば行かな

のような皆さんになって初めて、神様の真の

ければなりません。そのようになっています。

息子、娘であると言うことができるのです。
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それでは、神様の国を建設できる人はどの

それゆえに、中心に合わせなければなりませ

ような人でしょうか。それは、自らの一身を

ん。統一教会の文総裁も、中心から外れるよ

否定し、切ない心で天のために生きる人です。

うになるときには負けてしまうのです。方向

自分を否定して、社会と民族、国家、世界の

が合わなければ、発展しないということです。

ために生きる人が、正に神様の国を建設する
ことができる人であるというのです。さらに

その国を取り戻すのは世界を取り戻すため

は、国家と世界を否定してでも天のために生

であり、世界を取り戻すのは霊界のためなの

きる人が天国を建設することのできる人であ

です。そうして何をするのでしょうか。神様

るというのです。また、いかなるつらい環境

を地上にお迎えして、そして定着し、万国が

にぶつかったとしても、自分一身のゆえに悲

神様を中心にお迎えして、その神様の前に勝

しむのではなく、社会と国家、世界、さらに

利の栄光をお返しするために行くのです。そ

は天のために悲しむ人であってこそ神様の国

のような闘いをしなければならないのが私た

を建設することができます。

ち統一教会の使命であるということを知らな
ければなりません。

それだけでなく、皆さんは、神様の国と神
様の義を捜し立てる過程において、サタンと

私たちは、はだしで出ていき、神様の祖国

の闘いに敗北せずに勝利して、皆さんが個人

を創建しなければなりません。食べ残したも

から家庭、社会、民族、国家、世界を一つに

ので、この国を生かすことができますか。食

連結させることができなければなりません。

べること、着ること、行き来することに、い

すなわち、皆さんがどのような立場に立った

つ神経を使うことができるでしょうか。はだ

としても、そこでサタンと闘って勝利する人

しで、素手で開拓していかなければなりませ

にならなければならないのです。社会に出れ

ん。このようなことを行うところが統一教会

ば、その社会のどのような環境の中にあって

なのです。

もサタンと闘って勝利すべきであり、国家に
出れば、その国家の一番難しい問題に責任を

皆さんは祖国を捜し出さなければならない

もち、サタンと闘って勝利しなければならな

勇士ですか、それとも滅ぼす亡国の士ですか。

いのです。

勇士とは国を代表し、ほかの人ができない仕
事をできる人のことを言うのです。誰でもで

六千年間神様を縛りつけてきたサタンが、

きる仕事をする人を勇士とは言いません。そ

そのまま素直に「ああ、私は降参します」と

のような人は兵士です。同僚たちができずに

言って、目を伏せて帰ると思いますか。皆さ

後退するとき、その仕事をやり遂げることが

んは雑巾でも、捨てようとすればもったいな

できる人であるならば、その人は勇士です。

いと思うでしょう。雑巾でも、引っ繰り返し

「勇」という字は、「すばしこい」という意

てにおいをかいでみてから捨てるのです。サ

味です。誰よりも早く走り、鉄砲玉もよける

タンは、そのまま退いてはいきません。です

ほどにならなければなりません。誰でもでき

から、がむしゃらな闘いをしてくるのです。

る仕事をする人を勇士とは言えないのです。
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国を建国するにおいて、開拓の勇士となる

死ぬことのできる、そのような精誠を尽くす

べき先鋒に立つ将軍は誰ですか。そして、国

皆さんになってみましたか。私は今まで、そ

を成すことのできる基台はどこですか。一つ

のように思って準備してきました。

の国を成そうとすれば、主権がなければなら
ず、国土がなければならず、国民がいなけれ

そのようなことを考えるときに、若い者た

ばなりません。それでは、天の国を中心とし

ちは地方に帰って自分の子女と妻を連れて、

て見るとき、国土となり得る基盤は何ですか。

笑いながら暮らすようになっていますか。そ

それは、教会の人と物しかないというのです。

のように暮らすようになっていますか、いま

そうでしょう。

せんか。死んでも国を残していかなければな
りません。死んでも、子女たちに国を残して

この韓国に建てられる国はどのような国で
しょうか。互いが流通し交流するようになる

あげなければなりません。新しい決心をしな
ければならないのです。

ときは、共産国が建てられるでしょうか、そ
れとも今日の大韓民国としてそのままにして

「私は、ソ連と満州に隣接する地方に行っ

おくのでしょうかそうでなければ、どちらで

て共産党と額を突き合わせ、朝夕に銃声を聞

もない新しい国を追求するのでしょうか。こ

きながら国境地帯の見張り役をする責任者に

のような問題について見るとき、私たちの時

ならなければならない。国が理解してくれず、

もますます近づいてきているということを感

誰も理解してくれなかったとしても、生命と

じるようになります。皆さんが、このことを

取り替えても、国を愛する忠節の心は変わら

成して責任を負うべき統一の群れであるなら

ない」という決心をしなければなりません。

ば、それに対する責任感をどのくらいもち、

それで満点です。世の中が分かってくれなく

また、どの程度の犠牲の代価を払うことがで

てもかまいません。霊界に行けば、すべて明

きる決意ができているのかというのです。自

らかになるようになっているからです。

信がありますか。三十八度線の以北に越えて、
以北にある五つの道の市、郡を中心として、

このようなことを考えるとき、人が足りな

私たちの基地を準備しなければなりません。

いということを皆さんは知らなければなりま
せん。分かりますか。人が不足しているとい

人員が不足なこの時に、誰が北韓の地の、

うことを知らなければなりません。かかしの

定州ならば定州の責任者になるのかを考えて

ような男性であってもラッパをかつがせ、あ

みなければなりません。定州の郡ならば定州

るいはロボットを造って北韓の地を歩き回ら

の郡を中心として、「私が責任者にならなけ

せてラッパを吹かせたいというのが私の心情

ればならない」と十年、二十年準備して、そ

であり、神様の心情です。口があり、感情を

れでもなれなければ、後孫に「お前は一所懸

もった男として生まれ、それも二十歳、三十

命に勉強して、一所懸命に準備をし、その日

歳の若い心と体をもっていながら、原理のみ

を迎えたら定州の地の天との因縁を代表した

言を語ることができないというのでは話にな

責任者になりなさい」と、遺言を残してから

りません。
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目玉が腐って飛び出すくらい、夜、寝ずに

ようになります。道義の基準とは、神様のた

でも勉強をしなければなりません。おなかが

めに絶対忠誠することです。そのようにすれ

すいて骨と皮だけになったとしても、準備を

ば、その過程のすべてのものは認められるよ

しなければなりません。そのようにして骨と

うになるのです。

皮だけになったやせこけた体が、天の愛をす
べて受けることができる体となるのです。神

私たちはどのようにすべきでしょうか。イ

様は、そのか細い一人の男性ならば男性に、

エス様は「わが父よ・…わたしの思いのまま

すべての期待をもつことができるのではない

にではなく、みこころのままになさってくだ

かというのです。

さい」（マタイ二六・三九）と言われました。
ここにおいて、「わたしの思い」とは世の中

イエス様も、国を建てられるために来られ

の思いであり、「父のみこころ」とは神様の

ました。祖国がなければ、かわいそうなので

み旨です。統一教会員である皆さんは何をし

す。祖国がないので、宗教人たちは悲惨でし

ましたか。忠臣の道理を立て、またその実績

た。審判しようとすれば個人と家庭、氏族、

をもってきましたか。孝子の道理を果たして、

民族、国家、世界が不変の基準に立ってこそ、

その実績をもって、個人、家庭、氏族、国家、

その基準を基台として審判するのです。祖国

世界的な闘争をする覚悟ができていなければ

は最後の希望です。祖国の中には、民族も、

なりません。イエス様は祭物の使命をもって

氏族も、家庭も、個人もすべて含まれている

来られました。皆さんは世界的な闘争をなし

のです。

ていきながら、民族的な基盤を築いていかな
ければならないのです。メシヤとの相対的な

この三千里（注：朝鮮半島全体）が祖国に

価値を備えなければならないのです。指導者

なりましたか。そのようになっていないので、

が世界を開拓するところにおいて、指導を受

清算しなければなりません。神様が望まれ、

ける皆さんは、民族的な道を築いていかなけ

イエス様と聖霊が望まれる祖国を創建するた

ればなりません。数多くの人々が神様の主権

めに、私たち全員が一片丹心で頑張らなけれ

復帰の道を願いながら死んでいきました。い

ばなりません。

つになるとしても「必ず成る」という信念を
もって死んでいったのです。

善というものは何でしょうか。家庭のため
に個人が犠牲になり、氏族のために家庭が犠

統一教会員は、個人から民族、国家基準ま

牲になり、神様の祖国主権復帰のために氏族

で築いてきました。今からは、全世界の人類

が犠牲になることが善です。神様の祖国主権

とすべての国家を動員しなければなりません。

復帰のためにすべてが犠牲になって、神様の

私たちは、神様の祖国主権復帰、自由、平等、

祖国主権復帰が成し遂げられれば、すべての

幸福の日を捜し出していかなければなりませ

人が愛国の忠臣となるのです。国家的基準の

ん。その道が困難であっても行かなければな

前に忠誠を尽くして国家基準を立てれば、家

りません。それが、私が望む観点であり、神

庭、氏族の基盤を築いたという公認を受ける

様が望まれる基準です。イエス様はこの基準
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を望みつつ、歩まれている途中で亡くなりま

結婚しなさいというのです。私たちの祖国の

した。私たちは神様の祖国主権復帰の過程に

ためにです。

おいて、苦労しながら行かなければならない
今は、私が言えば何でも聞くことができる

のです。

群れが生じ、私が方向を提示すれば動くこと
韓国は、私たちが責任をもたなければなり

ができる群れが生じましたが、これで幸福を

ません。きょうもあすも変わることのない祖

感じる男ではありません。統一教会を犠牲に

国創建という覚悟と信念をもって、イエス様

してでも、神様の祖国主権復帰を約束できる、

の祖国、聖霊の祖国、先知先烈（注：預言者

そのような基台を広めていくのです。六千年

と、義のために戦って死んだ烈士）の祖国、

摂理の中心的み旨として立てた家庭を信奉す

神様の祖国、その祖国を成せなかった恨を解

ることのできる、教団と民族と国家がなけれ

かなければなりません。そうでなければ、面

ばなりません。神様を信奉することができる、

目が立たないのです。

そのような基台を準備し、それが一時に連結
することを願って送られたのですが、それが

私たちは、祖国を取り戻さなければなりま

粉々に壊れたゆえに、再び収拾しなければな

せん。祖国を取り戻そうとすれば、祖国のた

らない運命が残るようになったのです。これ

めに生きなければなりません。祖国のために

を収拾するために先頭に立って走らなければ

生きることができない人は祖国を見いだすこ

なりません。

とができません。それでは、どのように生き
ることが祖国のために生きることになるでし

夜になって寝床に入る時間にも、その願い

ょうか。世界を自分の祖国と思って世界のた

の国と共に寝なければなりません。今は神様

めに生きなければならないのです。そのよう

の国がありませんが、その国の国民の一員と

な人は、祖国を創建することができます。食

して、その国のために眠るのであり、目覚め

べること、寝ること、歩いていくこと、すべ

る時もその国を建国するための一員として眠

ての生活と行動が祖国創建のためのものとな

りから覚めなさいというのです。見て、聞い

らなければなりません。

て、感じるすべての感覚も、祖国という命題
を思うことなくしては感じてはならないとい

それゆえに私たちは、共産党から白昼、刃

うのです。その日が来るまでは、死んではな

物で刺される覚悟をもって闘っているのです。

りません。その日が来るまでは忙しいのです。

この民族ができないときは、私たちがしなけ

そのことを成すためには、激しい受難と逆境

ればなりません。この民族が行くことができ

を克服しなければなりません。

なければ、私たちが行かなければならないの
です。そのためには、誰よりも祖国を愛さな

成すべき仕事があれば、寝るのが遅くなっ

ければなりません。御飯を食べるのも祖国の

たとしても解決しなければならないのです。

ために食べ、結婚するにしても祖国のために

神様の祖国の主権復帰というものが時間を中
心とした犠牲の量を加重させてこそ訪れてく
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るということを思うとき、自分の涙と精誠の

した妻であるので、国を愛したのちに妻を愛

量を、きょうこの時間を通じて少しでも補充

さなければならないのです。死ぬにしても

すべき責任があるのにもかかわらず、安らか

「私が成し得る力をすべて果たし、私はこれ

に寝て伸びをしながら起きられるのかという

以上できないというその位置で死なせてくだ

のです。起きては腰を曲げて「お父様。あな

さい」と言えなければなりません。「これを

たが訪ねていかれる明日の安息の住みかであ

やっておけばよかったのに」という言葉を残

り、あなたが行使されたかった世界を支配す

して死んではなりません。それゆえに、やっ

ることのできる勝利的国家の基台に向かって

てもやっても忙しいのです。行っても、また

いく寂しく孤独な男の行く道が、このように

行かなければならないのです。ほかの人が休

悲惨であることを感じます。私自身がそうで

む時間に、私たちは一歩でもさらに進まなけ

あるのに、天が訪ね求めてこられる道はもっ

ればなりません。「サタン世界よ、休んでい

と悲惨なのではありませんか」と、祈祷しな

ろ。サタン世界よ、お前は何もしないで遊び

ければなりません。

暮らしていろ。我々はその国のために歩むの
だ」と思わなければならないのです。

疲れたといって思いのままに横になること
ができないのです。死んでも国のために死な

南北統一を熱望する愛国同胞の皆さん。

なければなりません。それゆえに、年を取っ
て疲労を感じるそのような立場で、自分がも

特に女性の使命として、子女格である青年

し死の場に行くとすれば、その場で残すこと

男女および学生たちを、真の教育を通じて真

ができる一つの願いが何かというとき、それ

の子女として復帰しなければなりません。さ

は「天のためにできることはすべて果たした。

らに、母と子女が一つになって模範を示し、

その国のためにできることはすべて果たし

教育を通じて夫までも真の天の息子として復

た」という言葉を残すことです。

帰し、真の父母に従い、神様を中心に侍り、
地上天国理想を復帰しなければなりません。

イエス様は「（あなたがたは）何を食べよ
うか、何を飲もうか、あるいは何を着ようか

改めて、きょうのみ言が、南北韓が共に真

と言って思いわずらうな。これらのものはみ

の愛で出合う、その日を早める汎国民運動に

な、異邦人が切に求めているものであ

なることを願いつつ、私の話を終わりたいと

る。・・まず神の国と神の義とを求めなさ

思います。

い」（マタイ六・三一～三三）と言われまし
た。このように聖書の主流思想は国です。国、

神様の祝福が皆さんと、皆さんの御家庭に

その国を求める思想なのです。自分の幸福を

共にあることを祈願いたします。ありがとう

求める思想ではありません。国の民として生

ございました。

まれ、夫をもったとしたならば、その夫は国
を代表した夫です。ゆえに、国を愛した後に
夫を愛さなければなりません。妻も国を代表

1810 * 千八百十

천성경

天聖經
Cheon Seong Gyeong

Book 十四: 真の孝の生活

本書は、真の孝子としての完全な手本とし
て生きてこられた文鮮明先生が語られた「文

A Life of True Filial Piety

鮮明先生み言選集」三百余巻の中から「真な
る忠孝とは何か」をはじめとして、「聖子と
しての道理」、「聖子、忠臣としての姿勢」
など、真なる忠孝に関するみ言を精選して、

はじめに

訓読用の書籍として編纂したものです。
文鮮明先生は、かつて数えの十六歳の時に
イエス様からメシヤとしての使命を託されて

どうか、真の御父母様が生涯にわたって体

のち、神様の解放と人類の救いのために血と

で示してくださった真の孝の生活を手本とし、

汗と涙の人生を生きてこられました。服を涙

そのみ言を訓読することによって、私たち自

でぬらす祈祷を通して神様と霊界に通じ、神

身も真なる孝子、孝女となり、聖人、聖子と

様がどのようなお方なのか、神様と人間とは

なって、歴史的に悲しみを受けられた神様を

どのような関係なのか、深い瞑想と祈祷をな

慰労してさしあげ、解放してさしあげる子女

さいました。

となるよう祈るものです。

文鮮明先生が発見された神様は、今までの

二〇〇二年十月

人類が考えてきた栄光の神様ではなく、堕落
した人類のために深い苦痛を受けられ、身も
だえするかのように胸を痛めてこられた悲し

第一章 忠孝の意義

みの神様でした。また、神様と人間との関係

一、忠孝思想は韓国人の中心思想

は、父子の関係だということを明らかにされ
孝行する人は、自らの生活の中で良いこと

ました。

があれば、先に父母を思います。良いものを
父母はいかなるものよりも、子女のために

見た時に、先に自分の夫や妻を思うのは堕落

完全に犠牲になり、投入し、子女の幸福のた

した世の中ですることです。先に自らの父母

めに命も惜しまない存在なのです。そのよう

に貴い物を買ってさしあげなくては、自分の

なお方が神様であられるということを悟った

妻に買ってあげることはできません。

文鮮明先生の一生は、ただ悲しみと苦痛の神
様を解放してさしあげるための超人的な生き

男性たちも、自分の服を買おうと思えば、

ざまだったのです。ほかの何ものでもなく、

先に父母に買ってさしあげてから買わなけれ

ただ神様を喜ばせてさしあげ、人類を数うた

ばなりません。そして、妻や子供たちにも買

めに、孤独な立場で多くの迫害と苫難を越え

ってあげなければなりません。

られながら、真なる孝子として生きてこられ
たのです。

御飯を食べる時も、父母に侍って食べなけ
ればなりません。サタン世界の父母が亡くな
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っても、三年間喪に服するのが韓国の風習で

このような忠孝の精神と、松と竹のように

す。ですから、この地上で三年以上精誠を尽

固い志操は、今後成し遂げられる地上天国の

くして父母に侍らなければ、天上世界に行っ

中枢的思想と精神になるのです。天国は神様

て、「大韓民国の子孫だ」と言うことはでき

の国なので、その国のために永遠に忠誠を尽

ません。

くさなければならず、神様は人類の父であら
れるので、その父に永遠に孝行しなければな

昔、孝子が父母の三年の喪に服する時、墓

りません。世界の様々な民族をいくら試験し

地に穴蔵を建て、そこで起居しながら孝の道

てみても、韓国のように忠孝の情熱と志操が

理を履行したのが韓国の礼法ではありません

高い国はないので、神様は、韓国を選んで訪

か。

ねてこられるのです。（一九七八．一〇．一

私たちは、それ以上にしなければなりませ

九）

ん。私たち祝福家庭は、お互いの良い面を備
え、父母に侍る生活をしなければなりません。

孝子は、百年たとうと千年たとうと、父母
を離れてはいけません。「一緒にいたらい

（一九六九．一一．一〇）

い！」と思わなければなりません。父母に
韓国人は、古くから忠孝の志操が高い民族

「できるならば、私と千年、万年一緒にいた

です。国軍の日(韓国軍創設記念日、十月一

らいい！」と思わせる、そのような父母の心

日)に五・一六広場に招待され、壮年の国軍

を引きつける者でなければ、孝子ではありま

の威容を見て満足感をもったことがあります。

せん。

そして、その国軍の勇士たちが査閲台の前を
通り過ぎながら叫ぶ「忠孝」というスローガ

父母の愛には、子供がいくら悪くても、
「その子供と共にいたい」という思いがある

ンは、本当に印象的でした。
神様から召命を受けた民族として叫ぶスロ

のです。

ーガンとしては、あまりにも啓示的でした。
世界のどこの国にも、このようなスローガン

それゆえに、真だというのです。しかし、
親不孝者とはどのような者でしょうか。父母

を叫ぶ軍人はいないでしょう。

と共にいることを嫌うのです。聖書にもその
韓国は、最後に神様に忠誠を尽くして孝行

ような比喩が出てくるでしょう？ 兄弟たち

する民族なので、今日、その忠孝精神が国家

と共にいることを嫌うのです。自分一人で自

の中心思想になったのです。沈清の父母のた

由にしてみたいというのです。それは何の種

めに尽くす哀切な孝行心、春香の夫に対する

ですか。不孝の種です。（一九八六．一〇．

志操、鄭夢周の君主に対する忠誠、柳寛順の

一）

殉国精神、このような忠孝の志操は、古今東
西、どこにもその類例を見ることができない
韓民族の魂です。

孝子とは、自らの立場を忘れて先に父母の
事情を思い、涙を流す心情で父母のために生
きる人です。忠臣とは、国家が乱世に置かれ
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ている時、自らの一身のことをすべて忘れて

今日、忠孝の道理について話しますが、本

国王の困難を先に心配し、忠誠の道理を果た

当の忠孝の道理を知らないのです。（一九七

しながら生きる人です。

八．一〇．二八）

自分を忘れ、自分の利益とすべてのものを

父母の願いとは何でしょうか。父と母とし

犠牲にするところから、忠孝の極致が連結さ

て、血統的に一つになった根がありません。

れるのです。（一九七〇．一二．二二）

息子、娘を生んでこそ、その家庭の血統が続
いていくのです。息子、娘が父母を愛するこ

家庭において、男性でも女性でも兄弟でも、

とによって、関係のなかった父と母の血統が、

すべての人が願うことは、孝子、孝女になら

その息子、娘によって統一されるのです。子

なければならないということです。それは、

供によって父母の完成がもたらされます。そ

愛を中心として一つの体にならなければなら

の息子、娘が孝行することによって、父母の

ないということです。

完成がなされるのです。

家庭を一つにするためには、孝子が必要で

私に、孝行することのできる父母がいると

す。国も同じです。国の父と母である国王と

いうのは、幸福なことです。私は、父母の生

王妃、そしてその国王の息子、娘を中心とし

命と、父母の愛と、父母の血統を得たのです。

て、相対的世界の夫婦と兄弟同士が上下、左

父母の愛を通して、父母の愛が私において再

右、前後で合わなければなりません。前後が

び二重になるのです。核になります。皆さん

なければ、父母と子供は関係を結ぶことがで

の愛と生命と血統は、副体となるのです。そ

きません。ですから、上下、左右、前後です。

れゆえに、父母を完成させれば、私の完成を
もたらすことができるのです。私が成長すれ

兄弟が絶対的に必要です。結婚は、兄弟か

ば、父と母と同じように一つにならなければ

ら連結されていくのです。（一九九七．八．

なりません。それゆえに、お互いが完成する

一三）

のです。（一九九一．一一．一〇）

皆さんは、忠孝の道理について話しますが、

家庭が願う世界とは、どのような世界でし

その定義を知りません。父母を家庭の中心と

ょうか。国です。家庭が直行していかなけれ

して神様と同じ立場に立ててさしあげ、心と

ばならない国です。その国が行かなければな

体を一つにし、子供を愛するその父母の心が

らない所とは、どこでしょうか。世界です。

変わらない限り、その愛する心の前で、常に

その世界が行かなければならない所とは、ど

心と体で一〇〇パーセント受け入れ、一〇〇

こでしょうか。世界が行かなければならない

パーセント順応することができる立場に立っ

所、地上天国が行かなければならない所は、

た息子、娘を何と言うのですか。「孝子」と

天上天国です。

言うのです。
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ですから、国の忠臣とは、国の孝子のこと

庭にもたらしてくれる人です。それを知らな

です。世界の忠臣とは、どのような人でしょ

ければなりません。（一九七八．一〇．二

うか。世界の聖人とは何かというと、世界の

八）

孝子のことです。天地の聖子とは、どのよう
な人でしょうか。天地の孝子のことです。孝

愛国者である忠臣と聖人では、どこが違う

子という存在、息子という存在には、自分と

のでしょうか。忠臣とは、自分の国のために

いうものがありません。このようになるので

生命を捨てる覚悟をし、公的にすべてのもの

す。（一九九六．一一．一一）

を投入していく人のことをいいます。

二、聖人、聖子は忠孝の完成者

聖人とは、自らの民族を越えて世界人類の
ために生き、さらにはより公的な神様のため

大韓民国は、忠孝思想が本当に素晴らしい

に生き、世界人類に対して、その前で忠孝の

のです。それでは、大韓民国の民は、大韓民

道理を果たすために、いかなる孝の道、いか

国に対してだけ忠誠を尽くせば良いのでしょ

なる忠の道よりも、それ以上に尽くさなけれ

うか。これが問題です。日本人は、日本の天

ばならないと決意して立ち上がった人です。

皇に対してだけ忠誠を尽くせば良いのでしょ

それをなすために、忠臣の位置を捨て、自分

うか。ドイツ人は、ドイツの主権者に忠誠を

の国の国王を捨てていこうという人です。

尽くせば良いのでしょうか。あるいは、アメ
リカの国民は、アメリカの大統領に忠臣の道

国王がその手をつかんで「あなたが行けば、

理を果たせば、すべて通じるのでしょうか。

我が国は滅びる」といくら頼んだとしても、

違います。通じません。

国王の立場を考えずにそれを捨て、世界に向
かって聖人の道理を全うするようになれば、

大韓民国の国民に「あなた方は聖人になり

その国王に対して世界にない忠臣の道理を果

ますか、忠臣になりますか」と尋ねるとき、

たすこと以上の価値を、天から認められるよ

「今、大韓民国は忠孝の道理が中心なので、

うになるのです。（一九七八．一〇．二九）

聖人のことは分かりません。忠臣になろうと
思います」、これではいけません。

愛国者の中には数多くの孝子が入っていま
す。孝子になったとしても愛国者になること

忠の道も重要ですが、誰においても聖人の道

ができなければ、それは、愛国者の隊列に上

理を行かなければならない道が残されているの

がっていくことはできません。しかし、孝子

で、聖人の道を行こうという新しい国民がいる

になることができなかったとしても、愛国者

とすれば、その国民は、世界の福を人類の前に

になる時には、自動的に孝子の班列に上がっ

もたらすことができる人々となります。

ていくのです。

忠臣とは何かというと、忠臣は、その国家

そのような意味で、聖子の位置に立てば、

の福をすべての国民の前にもたらしてくれる

聖人を統治することができます。孝子となる

のです。孝子とは何かというと、その福を家

ことができず、愛国者となることができず、
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聖人となることができなくても、聖子の位置

て人倫道徳を教育してきたという概念は、確

に立てば、すべてのものはその下に抱かれる

かだというのです。それが正しかったことを

のです。しかし、聖子となる道は、それほど

知らなければなりません。世界を愛すること

易しい道ではありません。愛国者の中の最高

が聖人の道理だ、ということを知らなければ

の愛国者となることができる困難の峠を克服

なりません。

した歴史をもった人とならなければならず…。
これが、人倫の道徳教育の標準となってき
孝子ならば孝子として、愛国者ならば愛国

たのです。それが間違いでなく正しかったと

者として、聖人になる時まで、あらゆる困難

いうことを、ここから見いだすことができる

を経て、それ以上の立場で克服することがで

のです。（一九八一．二．一五）

きる自主力をもったその基盤において聖子の
道理が連結されるのです。そのような過程を

人間世界で生きる時、愛を中心とした孝子

経ていない人は、短時日のうちに世界的迫害

が最初の円であり、忠臣はその外側の円です。

を受けなければなりません。（一九八九．一

これが大きくなっていきます。小さい時は、

二．三一）

これは小さいのですが、大きくなっていくの
です。この円が、聖人はもっと大きく、聖子

人に絶対的に必要なものは、孝子の道理、

はもっと大きいのです。ですから、これをき

忠臣の道理、聖人の道理、聖子の道理です。

ちんと並べれば、その一点は孝子です。孝子

堕落したので、聖人が必要です。聖子の道理

が最初です。その次に忠臣、聖人、聖子、こ

を完成するのです。

の四段階です。

それゆえに、神様のすべての相対圏は、私
から、天、世界、そして私たちの家庭まで連

その中心は垂直です。垂直を中心としてい

結することができるのです。それは、生きて

ます。すべて中心は一つです。二つではあり

いる間に成し遂げなければならない道です。

ません。愛は中心が一つです。それゆえに、

完成する道です。国についていえば、国王は、

父母の前における孝子は地獄に行きません。

父と母の骨です。そこに接ぎ木して大きくな

国の前における忠臣は地獄に行きません。救

ろうというのです。私が家庭をもたなければ、

世主を信じなかったとしても、それは、自然

国の前に立つことはできません。また家庭も、

に収拾するようになっています。ですから、

国がなければ、サタンの国の前に破綻するの

聖人は地獄に行きません。

です。（一九九七．四．二一）
すなわち、この話は、孝子になれなかった
愛の生命力がそのまま通じる家庭を愛する

人は、忠臣にはなれないという話です。それ

ことが孝子の道であり、国の生命力を中心と

では、孝子になりたいと思っても、父母がい

して愛することが忠臣の道であり、世界の生

なくなればどのようになるのでしょうか。孝

命力と愛を連結していく道が聖人の道です。

子が良いというのですが、自分に父母がいな

このように見るとき、このような方向を通し

ければどのようになるのでしょうか。大変な
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ことです。「神様、私に父母を下さい！」と

聖子になって、すべての相続権をもつので

言っても、天地の道理はそのようにはなって

す。このようにして神様の息子になれば、神

いません。父と母が死ぬこともあり得るので

様も私のものになり、それから神様がもって

す。

いるものも私のものになり、今後、神様が創
造することのできる希望的な未来のものも私

そのようになれば、孝子になりたいと思っ

のものになるのです。

ても、なることができるでしょうか、できな
いでしょうか。なることができない時には、

聖子の位置に立ってこそ、過去と現在と未

どのようにするのでしょうか。忠臣、聖人に

来のすべてのものを伝授してもらうことがで

なりなさいというのです。聖人の位置は、孝

きます。そこにおいては、被造万物は頭を上

子や忠臣の位置よりも勝っているのです。

げて抗議することはできません。そこにおい

（一九九〇．一．七）

て初めて、統一天下をうんぬんすることがで
きるという結論が出てくるのです。（一九九

父母を愛し、息子、娘も愛するのが孝子で

〇．一〇．七）

す。それは、最初のページも愛であり、過程
も愛であり、最後の結論のページも愛です。

私たちが人生行路をどのように歩んでいく

家庭は、核となることはできません。家庭の

べきかという問題について整理してみるとき、

核の上には国がなければなりません。国の核

孝子が行く道、忠臣が行く道、聖人が行く道、

は何かというと、忠臣の道理です。それはど

聖子が行く道の、その骨子とは何でしょうか。

ういうことでしょうか。国を愛しなさいとい
永遠に共に暮らしたいと思うことです。そ

うことです。

のような人々は、上下で共にいたいと思い、
忠臣、聖人、聖子、これらはすべて核は核

前後や左右で、昼夜を問わず、生涯を超えて

ですが、何を根拠として核になっているので

共に暮らしたいという思いが心の奥深くまで

しょうか。それが愛だということを人間は知

しみ込んだ人々ではないでしょうか。このよ

りませんでした。しかし、漠然とそのように

うな推理的な結論が出てくるのです。（一九

立ててきたということは、今後、終わりの日

八六．一〇．一一）

の時代に定着し得る安定点は、愛以外にはな
それでは、皆さんは、神様の前に何になら

いということを意味しています。

なければならないのでしょうか。第一に、孝
それゆえに、男性と女性の夫婦同士で愛す

子にならなければなりません。第二に、忠臣

る人こそ、孝子になるのです。孝子になり、

と愛国者にならなければなりません。忠臣と

忠臣になるのです。忠臣になり、聖人になる

愛国者の上は何でしょうか。聖人です。

のです。聖人になり、聖子になるのです。

孝子とは、家庭において、父母の前に絶対
的な忠誠を尽くす人です。愛国者とは、国に
対して絶対的な忠誠を尽くす人です。それで
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は、聖人とはどのような人々でしょうか。イ

良いことがあっても、良いことは除き、常

エス様や釈迦や孔子のような人々です。彼ら

に悪いことに責任をもたなければならない道

は、自分自身を主張した人々ではありません。

が孝子の行くべき道です。（一九七二．九．
一〇）

神様を主張した人々です。神様を中心とし
周囲に散在する数多くの人々が父母に侍っ

て生きた人々です。

て孝行している生活環境において、父母の前
また彼らは、人間たちに被害を与えた人々

に孝行するということは難しくありません。

ではなく、利益を与えようとした人々です。

しかし、多くの人が、みな父母を排斥し、自

また彼らは、国家主義者ではなく、世界主義

らの行かなければならない道を避けようとす

者です。（一九七二．三．二四）

る時に、たった一つしかない自分の生命を捧
げる恨があったとしても、行かなければなら

第二章 真の忠孝

ないその道において父母のために生きようと

一、真の忠孝は困難の中でも自ら実行するこ

する立場に立つならば、それこそ、環境を超

と

越した立場で孝行の道理を果たした、という
ことになるのです。それゆえに、そのような

易しい立場で易しいことをしながら孝の道

人は孝子として立てざるを得ないという事実

理を果たそうという人よりは、限りなく難し

を、私たちはよく知っています。（一九七一．

い立場で孝の道理を全うしようという責任者、

三．四）

そのような立場に立った人、そのような立場
に立った息子、娘こそが、孝子の行く道に入

孝子とは、豊かに暮らしながら孝行するの

ってきた人です。それは間違いありません。

が本当の孝子ですか、貧しく暮らしながらも
孝行をするのが本当の孝子でしょうか。（貧

このように見るとき、神様は世界的な問題
を心配していらっしゃるので、世界的な問題

しく暮らしながらも孝行するほうです）。
一日に一食しか食事をとることができない

に責任をもとうという人がいれば、その人は、

家庭で育ち、自らの血肉まで売ってでも父母

世界のいかなる民族やいかなる人よりも、神

に三度の食事をとらせてあげるのが孝子です

様の前で認められる近い立場に立っていると

か、三度の食事をとり、残って処理できなか

いうことは言うまでもありません。

った御飯をたくさん盛ってあげて侍るのが孝
子ですか。どちらが本当の孝子でしょうか。

それゆえに、孝子の立場とは、「父母が受

（血肉を売ってでも孝行するほうです）。

けた悲惨なことに対して代表的に責任をもと
うとする立場だ」と結論づけることができま
す。

本当の孝子は、豊かに暮らしている家から
は出てきません。それを知らなければなりま
せん。
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父母が飢えていて、弟が飢えているのを見
る時、母が自分の御飯を弟に与えている姿を、

い改めてください。父のために悔い改める時
は、過ぎ去ります。

その息子、娘は、夜を明かしながら見つめ、
骨身にしみるほど知っています。弟をあのよ

また、地のために悔い改めなければなりま

うに愛しているので、自分も母に倣って、そ

せん。今も、数限りない聖徒が待ち望んでい

の弟に一銭でも多く助けてあげようと思い、

ます。私たちは、天の主権と領土を回復する

自分の御飯を先に母に分け与えるようになる

ために悔い改めなければなりません。天の民

時、孝子圏、孝子の環境が生まれるのです。

を回復し、天の国土を回復し、天の主権を回

自分だけのために生きる人は、すべて追放さ

復するために、皆さんを選んだのです。

れるのです。このような観点から見るとき、
孝子が行く道は「ため」に生きる道です。

ですから、皆さんは、もし間違えればアダ
ムとエバのあとに従っていくようになります。

本当の孝子になる道は、「ため」に生きる

自分で正しく判断して行えば、勝利の日を迎

ことです。環境が良い所で「ため」に生きる

えるようになるでしょう。（一九六一．五．

ことではありません。（一九九七．八．一

一三）

三）
歴史的なすべての先祖のように、霊界に行
私たちが誇ることのできるものは、何もあ

き「私はどうしたら良いのか」と言って恨を

りません。天の主権と民と国土を滅ぼした、

残す群れになることなく、自分一代において

ということしかありません。今、私たちは、

これを終結させ、「私はどうしたら良いの

忠誠と孝行によって、天の主権と国土と民を

か」と言う位置に立つ子孫を残さないために、

売り飛ばして蹂躙した自分自身を反省しなけ

私たちは、団結し、一つになってこれを完結

ればなりません。裏切った自分自身を反省し

させ、国家的な忠臣、国家的な孝子、孝女の

なければなりません。悲しみの中でも、天の

基盤を築かなければなりません。私たちには

主権と民と国土を取り戻してさしあげようと

そのような責任があります。

いう信念が明確でなければなりません。食べ
ることも、生きることも、死ぬことも、ただ
これだけのためになければなりません。

これが、現在、私たち統一教会の行かなけ
ればならない道だということを知らなければ
なりません。

それでは、何のためにしなければならない
のでしょうか。地と民と人類と主権のために

干渉しない立場で、孝子となり、忠臣、烈

忠誠を尽くし、孝行しなければなりません。

女となることができ、天が指示し命令しなく

自覚さえすれば、不忠をし、不孝をし、裏切

ても、怨讐サタンに対して復讐し蕩減するた

ったすべてのことを父が忘れてくださること

めに、自ら責任をもって行くということが、

のできる時なので、民族に代わって悔い改め、

どれほど福なことかというのです。

国土に代わって悔い改め、主権に代わって悔
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そのようなことを知って、この時代とこの
世代に対する責任を担って闘っていくことが

を備えてこそ、真の孝道圏を成立させること
ができるのです。

できる自らの立場を感謝に思いながら、今か
らあすに向かって、「私はどうしたら良いの

忠臣も一人でなるのではありません。統一

か」という問題にぶつかった時に、「私は忠

教会でいう忠臣は、一人でなることができる

臣となり、孝子、孝女となった」と言うこと

ものではありません。家庭を築いた夫婦であ

ができる時まで、倒れることなく必ず進んで

ってこそ、忠臣になることができます。です

いってくれることをお願いします。（一九六

から、皆さんが忠臣という立て札を立てるた

三．一〇．二四）

めには、孝子を生まなければなりません。

二、真の忠孝は家庭を築き、父母と国を完成

皆さんは、神様の前に孝子とならなければ
なりません。孝子は、一人でなることができ

させること

るものではありません。三位基台を中心とし
父母を知ったならば、その父母の前に何を

て、三人の兄弟が一つになって初めて孝子と

しなければならないでしょうか。孝行しなけ

なることができるのです。皆さんには三位基

ればなりません。孝子にならなければなりま

台があるでしょう？ その三位基台が一つに

せん。また、その父母を中心として、その国

ならなければなりません。

の忠臣にならなければなりません。その父母
が、国を率い、世界を率いてきたからです。

三位基台の三つの家庭が兄弟として一つに
なり、各家庭の四人の子供が再び糾合されな

忠臣になる前に孝子にならなければならず、

ければなりません。そのようになれば、三×

孝子になる前に真の兄弟を誇ることができる

四は十二で、十二子女になるのです。それが

家族にならなければなりません。家族とは、

イスラエルの第一の基盤です。部族、一族、

兄弟間で褒めたたえることができる圏を中心

別の言い方をすれば、氏族創立の起源となる

とした名前です。

のです。（一九七〇．三．二三）

それでは、孝子とは、どのようにするのが
孝子でしょうか。昔、結婚して夫婦となり、

天の皇族になろうとすれば、孝子、忠臣、

家庭を率いて父母の前に孝行した男性と女性

聖人、聖子にならなければなりません。その

以上の孝行をしなければなりません。結婚し

訓練場所が家庭です。完成した家庭が拡大さ

なくては、真の孝子、孝女となることはでき

れれば、理想的な王国になるのです。常に家

ません。

庭がセンターです。男性と女性の二人の問題
だというのです。理想的男性と理想的女性が

真の孝子、孝女とは、結婚したのちに初め

夫婦となって家庭を築けば、すべてのものが

てなることができるのです。結婚して夫婦を

完成します。理想家庭が拡大されて国家にな

成し、その父母の前で、夫の孝心に妻の孝心

り、世界になるのです。

をプラスして、二人で父母に侍る孝心の基盤
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私が家庭で奉仕して父母を敬うことによっ

いるのですか。私と一緒に一人でも国を愛す

て孝子になるのと同じように、国の王に侍っ

ることができる人、南北統一することができ

て「ため」に生きれば愛国者になるのであり、

る人、北朝鮮を生かしてあげることができる

全人類のために生きれば聖人になるのです。

人を探さなければなりません」と言って、血

ですから、私たちと聖子では、次元がどれほ

と汗と涙を流し、周辺のすべての国民がその

ど異なっているだろうかというのです。私た

功労を褒めたたえるようになればどうでしょ

ちが変わろうとすれば、革命的に変わらなけ

うか。

ればならず、数多くの段階を経て上がってい
かなければなりません。（一九九八．五．二

その時は、自分の息子に対して、「こいつ、
父と母をひたすら酷使して悪いやつだと思っ

六）

たが、それに成功した人となって、褒めたた
神様は、孝子を願われません。孝子の家庭

えられるようになった。ああ、私たちの息子

を願われます。忠臣の家庭を願われたという

は孝子だ」と、そのように言うでしょうか、

ことを知らなければなりません。聖人の家庭

それとも「不幸者だ」と言うでしょうか。ど

を願われました。聖子の家庭を願われました。

ちらだと思いますか。（一九九〇．一一．三

それが恨です。霊界に行けば、今まで、みな

〇）

独身生活をしてきているでしょう？
皆さんの父母がみ旨のために忠誠を尽くす
モーセも、今まで何千年という歴史を経た

ことができなければ、皆さんが勧告しなけれ

にもかかわらず、常にそばで世話をしてくれ

ばなりません。「お父さんとお母さんは、何

る女性がいると言ったでしょう？ その女性

をしているのですか。み旨の道はこうであり、

に「なぜ結婚しないのか」と尋ねてみると、

天のみ旨はこうだと思うのに、お父さんとお

「神様が少し待ちなさいとおっしゃった」と

母さんは、なぜそのようにしているのですか。

言うのです。自分の思いどおりにできないの
このように歩んでいかなければならないの

です。（一九九八．一一．二〇）

に、なんですか。毎日のようにけんかをして、
国を愛するにおいて、息子が父母に忠告し、

なんですか」と言いながら責め立てるのです。

教育してあげることによって、その父母を国

それは良いのです。父と母が誤れば、大変な

の忠臣にし、天に記憶される父母にした場合、

ことになるのです。（一九七八．一〇．九）

その息子は、不幸者でしょうか、孝行者でし
ょうか。（孝行者です）。

それでは、息子が、「お父さん、お母さん、

父母が生き返ることのできる道をつくらな

外に出ないで楽に休んでいてください！」と

ければなりません。それが子供としての道理

言いながら、国を愛することができなくさせ

であり、孝子の位置に立つことです。これが

るよりも、「お父さん、お母さん、何をして

私たちの責任です。それゆえに、生死を意に
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介すことなくこの道を開拓しなければなりま

を追慕しながら行く人よりも、その死の道に

せん。世の中の良いものや、世の中の迫害や、

行く前に、目的のために行く人のほうが貴い

死の道も意に介すことなく、この道を開拓す

のです。（一九七一．一一．二八）

るために忠孝の因縁をもたなければなりませ
孝子になろうとすれば、父母の心の方向と

ん。（一九六八．五．一一）

常に一致していなければなりません。孝子の
歴史的な女性になるためにも、歴史的に失
敗して追われた内容を清算しなければなりま

道を行く人は、父母と掛け離れた行動をする
人ではありません。
父母が東に行けば東に行かなければならず、

せん。

父母が西に行けば西に行かなければなりませ
また、時代的なエバになるためには、時代

ん。行く目的を提示したのちに、行く途中で

的なすべての女性を代表して、天の前に忠孝

回れ右をすれば、一緒に回れ右しなければな

の道理を全うした一つの基準を立てなければ

りません。そこに異議があってはなりません。

なりません。

十度行き、十度回れ右をしたとしても、また
回れ右して従っていかなければなりません。

そして一人の女性として、一人の男性に対
して、また神様に対して、烈女の心情をもっ

反抗すれば、孝子の道理を最後まで守るこ

て立ち上がらなければなりません。（一九七

とはできません。父母が狂ったことをすれば、

〇．三．二二）

子供も狂ったことをしなければなりません。
父母の命令ならば、狂ったことでもしなけれ

三、真の忠孝は従順により、より｢ため｣に生

ばなりません。狂ったことをすること自体は

きる愛を施すこと

いけないことであり、父母が分からずにして
いるのならば知りませんが、分かってしてい

孝子は、父母が生きている時に孝行しなけ

るというのです。

ればなりません。忠誠も、国王が生きている
時に尽くさなければなりません。死んだあと

それでは、なぜ父母は狂ったことをするの

では、千万倍の孝行も無益であり、千万倍の

でしょうか。孝子の中から最高の孝子を選び

忠誠も無益です。そのようにする者は、ずる

出すためには、その道しかないからです。百

賢い者たちです。

人の孝子がいるとすれば、その百人の中から
一番になることができる孝子をつくるために、

死んでから大きな祭祀の膳を捧げるよりも、

その父母は狂ったことをするのです。

生きている時に一言でも慰労するほうが勝っ
ているのであり、自分が悲しみの相対となっ

しかし、その気まぐれを真実だと思い、生

てその心を慰労することのほうが、千万種類

命を捧げてその父母の命令の前に絶対従順を

の食物で整えられたその祭壇よりも美しいと

すれば、その人は、孝子の王にもなることが

いうことを知らなければなりません。死の道

できるのです。（一九七二．九．一〇）
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孝子とは、父母を愛し、兄弟を愛した人で

「ああ、あのけち」と言って無慈悲に逃げて

す。より「ため」に生き、より愛する人が、

しまうのです。ですから、人は孝子を好むの

その家庭の相続者になります。それゆえに、

です。（一九八六．三．二）

すべてそのような道に方向を取らなければな
りません。今日のあらゆる理想的作用の主流

父母の愛の道に従っていこうとするので孝

は、真の愛が行く道です。真の愛が主流です。

子が必要であり、国の愛の道に従っていこう

それ以外のものは、すべて傍系的流れです。

とするので愛国者が必要であり、世界の愛の
道に従っていこうとするので聖人のような人

したがって、「孝子、孝女になりなさい」

が必要なのです。

という言葉は良い言葉です。今日、母親の時

皆さんの息子、娘はたくさんいますが、そ

代と若い時代では差があると言いますが、と

の息子、娘の中で、息子の中の息子とは、ど

んでもないことです。母親の時代と若い時代

のような人でしょうか。父母のために厚い愛

では、愛に差がありますか。女性として生ま

の因縁をもった息子を、孝子というのです。

れ、一人で生きることができますか。また、
男性として生まれ、一人で生きることができ
ますか。口にも出してはいけません。

孝子だというのです。孝子の中の孝子を中
心として、父母の行く方向を連結させるので
す。（一九八五．一二．二九）

一年を一緒に過ごしたのちに行く時に、
「もう一日だけいてくれたらいいのになあ」

父母が大便を漏らそうと何をしようと、す

と言うこと、それが貴いのです。百年生きた

べて自分の赤ん坊のように愛し、抱いてあげ

のちに逝く時も、「ああ、もう一時間だけ生

ることができる息子、娘ならば孝子です。天

きてから逝ってくれたらいいのに…」と言う

国に行くことができる息子、娘だ、このよう

妻になっていますか。そのような夫になって

に思うのです。（一九八一．一二．二〇）

いますか。そのような兄弟になっていますか。
息子、娘の中には、孝子もいて、ただの普
いくらかのお金のために、「お兄さんはお

通の息子もいて、不孝者もいるでしょう。三

兄さんであって、私は私でしょう。お兄さん、

種類です。最高の孝子になろうとすれば、神

私が百万ウォン貸してあげたのに、なぜ返し

様と競って負けてはならないという結論が出

てくれないのですか。愛であれ何であれ、私

てきます。

は嫌いです。お金が一番です」と、このよう
に言ったとすれば、その人は、もって生まれ

そのようになろうとすれば、どのようにし

た福をすべて売ってしまうことになります。

なければならないでしょうか。歴史過程にお
いてこの地上を経ていったいかなる聖賢、賢

千万長者や億万長者になることができる福
をもって生まれ、愛があればすべての宇宙の

哲以上に、神様のみ旨の前にみじんも疑わな
い者にならなければなりません。

福が来て巣をつくってくれていたはずなのに、
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神様に、「あなたが息子を引き離すような

正しく立っていさえすれば、子供が救われな

疑わしいことばかりを私におっしゃったとし

いことはない」と言います。もし父母に対し

ても、私は信じます。『信じることはできな

て不孝者がいるとすれば、追い出してしまい

いだろう』とおっしゃったとしても信じます。

なさい。

愛する父母が最も悪なる父母となって、むち
で打ったとしても、私は、愛する孝子以上の

そして、父母に孝行する者を自分の家に連

心をもってあなたに従います」と言わなけれ

れてきて、養子として立てなさい。（一九六

ばなりません。神様は、そのように思ってい

五．一〇．九）

らっしゃいます。（一九七四．七．二九）
第三章 忠孝の道理
父母が寝たとしても、孝子は眠ることがで

一、生命まで惜しまない真の忠孝

きません。眠って起きたのちは、罪人のよう
に悔い改める生活をしたのです。食べたのち
も、申し訳なくて顔色をうかがう人です。
結局は何かというと、孝子の道です。孝子
の道をどのように行くのでしょうか。これを

新郎のために自分の命を捧げれば、烈女だ
といいます。孝子も、父母のために命を捧げ
る人のことをいい、忠臣も、国のために命を
捧げる人のことをいいます。

見れば、先生は狂った人です。父母を顧みた
でしょうか、妻子を顧みたでしょうか、兄弟

しかし、天の基準は、永遠の命を懸けて忠

を顧みたでしょうか、親戚を顧みたでしょう

誠を尽くし、孝行することです。この肉体は

か、国を顧みたでしょうか…。

死にます。永遠の生命を懸け、それをすべて
父のものとして、新郎のものとして、父母の

私は、国を思ってあげなかったのではあり

ものとして捧げることができる立場において

ません。より次元の高い立場で、国のために

のみ、天的な烈女の基準が成立します。自ら

行こうとしたので…。日帝時代に、私が国の

の命が動いて感じるすべてのものを傾けなけ

ために涙を流したこととは…。愛国者に負け

ればなりません。

ない涙を流しました。（一九七二．九．一
それゆえに、聖書にも、「心をつくし、精

〇）

神をつくし、思いをつくしなさい」と書かれ
父母が、この道は死んでも行かざるを得な

ています。それでは、尽くす基準とは何でし

いということを本当に知ったならば、子供を

ょうか。世界のいかなる忠臣よりも、いかな

神様のところに連れていかなければなりませ

る孝子、孝女よりも、いかなる烈女よりも勝

ん。父母の使命を果たすことができなかった

らなければなりません。

のは、知ることができなかったからであり、
知ったならば、祭物としてでも連れていかな

そうでなければ、神様の威信が立ちません。

ければなりません。むちで打ったとしても、

今まで、サタン世界にも多くの忠臣、烈女が

それは善です。ですから、先生は、「父母が

いましたが、そのサタン世界の忠臣、烈女の
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基準と同じ基準を立てた人を天が忠臣、烈女

孝子になろうとすれば、どのような立場に

として立てれば、神様の威信が立たないとい

立たなければならないでしょうか。死の道、

うのです。（一九六〇．四．二四）

一番の受難の道に責任をもつことができる立
場に立たなければなりません。孝子として行

孝子は、過去から現在まで、時代ごとにす

くべき道とは、何でしょうか。

べていました。その中から一番の孝子を選ぶ
とすれば、どのような人を一番の孝子、孝子

「父母である私を愛する以上に兄弟を愛し、

の標本として選ぶのでしょうか。老いて孝子

お前が私のためにいるように、兄弟のために

の役割をして死ぬよりも、若くして老いた人

いてほしい」。これが、孝子の行くべき道で

以上の孝子の役割をしたとすれば、より貴い

す。父母は、このように自らの願いを言うで

のです。孝子も千態万状です。貧しい人、裕

しょう。（一九七二．九．一〇）

福な人、雑役をする人、物ごいをして暮らす

孝子の中の本当の孝子とは、どのような人

人、あらゆる階級がありますが、孝子はどこ

でしょうか。父母のために一生をすべて犠牲

にもすべています。

にし、七十歳、八十歳の高齢になるまで孝行
を尽くした人と、若い青春時代に父母のため

生きている人が真の孝子になることはでき

に生命を捧げた孝子がいるとすれば、どちら

ません。生命をまだ残している人が、孝子の

をより孝子と言うことができるでしょうか。

部類に入っていくことはできません。孝行す
るために数多くの人々が死んだのですが、死

いくら七十、八十になるまで孝子の役割を

んでいない人が孝子の表彰を受けたとすれば、

果たしたとしても、青春時代に父母のために

孝行するために死んだ人々から讒訴されるの

生命を捧げた孝子にはかないません。それゆ

です。

えに、忠臣は、死んだのち、生命を捧げたの
ちに決定するのです。真の孝子も、生命を捧

死んだ人の中にも、孝行するために道を行

げる立場で決定するということを、私たちは

く途中で死んだ人もいるのです。父と母が病

歴史時代においてたくさん見て知っています。

気になったので、薬を買いに行く途中で死ん

（一九七一．九．五）

だ孝子もいるでしょう。
忠臣の名をもって立ち上がる人も、天のた
薬を買いに行くのに、自分のお金をもって

めに生きてこそ忠臣という称号を天から受け

買いに行った人もいるはずであり、借金して

るのです。孝子の行く道も、やはり同様です。

買いに行った人もいるはずです。困難であれ

ですから、どれほど貴重であり、大切なもの

ばあるほど、その価値が大きくなるのです。

かというのです。

忠臣も、死ぬ前には忠臣になることはできま
せん。同じ道理です。（一九七一．一〇．一
七）

私が食べるのもそのために食べ、私が見る
のもそのために見て、私が話すのもそのため
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に話し、私が行動するのもその目的のために

置を受け継いで一瞬の孝行をすることによっ

行動しなければなりません。

て、父母から「孝子だ」と言う声を聞くよう
になるのです。

たとえそれが悲しみと涙の道であったとし

そのようになれば、その一日の行動の基準

ても、天上の主人であられる神様が行かなけ

とともに孝子の称号をもって登場するように

ればならないその道を代わりに受け持って行

なります。

かなければならないので、孝子の道理と忠臣

生命が尽きる時までその目的に向かってい

の道理を果たさなければならない責任がある

く人の前に、栄光の相続がなされるのです。

ということを、私たちは知らなければなりま

（一九七二．一〇．二四）

せん。
長く苦労するよりは、本当に忠誠の心をも
神様の涙の道をふさぎ、私が地に倒れるこ

って、重大な問題と世界的な問題に身を捧げ

とがあったとしても、再びその道を行かなけ

て死んでしまいましょう！ 爆発してしまい

ればなりません。そこで忠孝の道理を果たさ

ましょう！ このような覚悟をもつことが、

なければなりません。（一九七一．二．一

堕落した人間としては素晴らしいことだと先

四）

生は思っています。もし神様の前でそのよう
な最期を遂げたとすれば、既にその人は素晴

孝子や忠臣は、死を共にしなければ、本当
の忠臣ではありません。本当の忠臣は、死ぬ

らしい所に行くように決定されているのです。
（一九六七．六．一二）

前にはいません。いくら苦労したとしても、
きょう、一言後悔の言葉を言えば、忠臣にな

父母は、孝子、忠臣、聖人、聖子のような

ることはできません。いくら忠臣であったと

前進的なことを教えてあげなければなりませ

しても、この時間に不忠をすれば、逆賊にな

ん。孝子、忠臣、聖人、聖子の道理を果たし、

るのです。死の峠を越えていく時まで忠孝の

そののちに神様まで行かなければならないこ

道理を果たしてこそ、「忠孝を全うした」と

とを自分の息子に教えてあげなければなりま

言うことができる人になるのです。

せん。

それゆえに、公的な道においては、忠と孝

そのように教える人がいるとすれば、神様

はその過程が同じです。国のために生命を捧

が御覧になる時、「やー、あの人は父母の役

げた人を「愛国者」と言い、父母のために生

割を果たしている。あの人は先生の役割を果

命を捧げた息子を「孝子」と言うのです。

たしている。あの人は主人の役割を果たして
いる」と思われるでしょうか、思われないで

父母が死ぬ前まで親不孝したとしても、父

しょうか。

母が死ぬ最後の場に置かれた時に、今まで孝
行してきた子供が親不孝になり、親不孝して

「あなたには、父母の資格があり、先生の

きた子供が転換すれば、孝行してきたその位

資格がある」とおっしゃる時は、主人の資格
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があり、さらには王になることができる父と

した。投入して犠牲にならなければなりませ

なることができるのです。西欧の人々に孝子

ん。

という概念がありますか。忠臣の概念があり
ません。聖人の概念がありません。聖子とい
う概念がありません。ですから滅びるのです。

そのようにしなければ、一つの世界、一つ
の国は永遠に現れません。（一九九七．五．
一九）

神様は、聖子になることを願っていらっし
ゃいます。それならば、聖人は誰が願うので

キリスト教徒の数が問題ではありません。

しょうか。世界が願います。国は何を願うか

神様の体となり、神様の命令によって、いつ

というと、忠臣を願います。家庭は孝子を願

でも、どこにでも行こうと決意する人、神様

うのです。これがまさしく真の真理の道です。

が「命令を待ちなさい」と喜んで命令したい

（一九九七．五．一九）

と思われる人が要求されるのです。

真の父母がいるとすれば、「あなたは孝子

今日、何億という信者を誇るキリスト教徒

になったので、忠臣になってはいけない。忠

の中から、果たしてそのような人を探すこと

臣の道を行ってはいけない」と言いません。

ができるでしょうか。わき腹に剣を突きつけ

真の父母は、その孝子に「あなたは、家庭を

て、「あなたを天の祭壇の犠牲物として捧げ

犠牲にし、忠臣の道を求めて国に仕えなけれ

ようと思うが、生命を捧げることができる

ばならず、聖人の道理を果たさなければなら

か」と尋ねた時に、その峠を越えることがで

ず、聖人の道理を犠牲にして天が願う道を行

きなければ何にもなりません。命を懸けて神

かなければならず、天地を犠牲にして神様を

様を愛する孝心に燃える人、天に対して身も

訪ねていかなければならない」と教えてあげ

だえすることのできる群れがこの時代に必要

なければなりません。

です。私は、そのような群れが終わりの日の
天の革命軍だと思っています。

そのようになろうとすれば、個人は家庭の
ために犠牲にならなければなりません。家庭

全世界の人類の前にそのような責任を全う

のために犠牲になってこそ、孝子になるので

しようという徹頭徹尾の思想をもった個人、

す。また、国の愛国者になろうとすれば、そ

家庭、民族、国家がどこにあるのかと、神様

の家庭全体を犠牲にしてでも国を救わなけれ

は探されるでしょう。

ばなりません。そのようにしてこそ、愛国者
になるのです。聖人は、自分の国を犠牲にし
てでも世界を救わなければなりません。

神様は、早くからそのような個人を探して
こられました。そのような個人は、神様の心
情を慰労してさしあげ、神様の前に忠誠の道

聖子は、世界を犠牲にしてでも、天上天国

理を果たし、孝道を尽くさなければなりませ

と地上天国を築かなければなりません。この

ん。天地のあらゆる事情を解き明かさなけれ

ような概念があるということを知りませんで

ばなりません。
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そのようにして、神様が、「この時代の前
に責任を負うことができる者があなただ。あ

臣として生きたのち、孝子、忠臣として死ぬ
ことができる人を願っていらっしゃるのです。

なたを見ると、あすに望みをもつことができ、
あなたを見ると、きょうの闘いを勝利に導い

先生と皆さんを比較すれば、先生は、神様

ていくことができる」とおっしゃってくださ

の前に皆さんよりも孝子です。なぜならば、

る一個人にならなければなりません。このよ

今まで、生涯を捧げてこのような仕事をして

うな個人が絶対的に必要です。

きたからです。

そのような個人を神様がつかまれ、「あな

しかし、私が孝子の道理を果たしたとは夢

たは骨の中の骨であり、肉の中の肉であり、

にも思っていません。歩めば歩むほど足りな

心情の中の心情だ」とおっしゃることができ

さを感じます。孝子の道理、忠臣の道理を果

なければなりません。いくら歴史上の多くの

たしたと思う人は、そこで孝子や忠臣として

先祖がいて、時代的に多くの人類がいたとし

は終わりです。

ても、心情を中心として、「あなたは、歴史
において、あとにも先にもない最高の先祖の

「私は孝子なのに、私は忠臣なのに、なぜ

立場にいる」とおっしゃることのできるお方

分かってくれないのか」と言って抵抗する人

がこの地上に現れない限り、人類始祖の堕落

は、その峠から後退する人です。歩めば歩む

による悲しみの歴史は清算されないのであり、

ほど孝の道理が残っていて、歩めば歩むほど

その中で生まれた私たちは、また再び、ある

忠の道理が残っているということを発見し、

父母に侍らなければならないのです。（一九

その孝を果たすことを自らの生活哲学として

六五．一〇．一〇）

生きる人であってこそ、天の孝子になり、忠
臣になることができるということを、皆さん

世界のための神様のみ旨が残らなければな
らず、世界を愛する神様の愛が残らなければ

は知らなければなりません。（一九七〇．一
一．一）

なりません。したがって、皆さんは、死んで
もそれらを残してあげなければなりません。
それを残すために自らの生涯を犠牲にする人

今、私たちが学ばなければならないことは、

は、孝子になり、忠臣になるということを、

幸福の中にいらっしゃる神様を学ぶことでは

皆さんは知らなければなりません。

ありません。それは、そのようにしても良く、
そのようにしなくても良いのです。先に知ら

一日孝子や一日忠臣は必要ありません。一

なければならないことは、孝子になり、忠臣、

日孝子には、どれほど悪い強盗でもなること

烈女になることです。孝を立てる人は、困難

ができるのであり、一日忠臣も、やはり誰も

な中から生まれます。忠を立てるのは、その

がなることができます。その場で悔い改めれ

国が完全に平安な立場において成されるので

ばなることができるのです。神様は、生まれ

はありません。

る時から孝子、忠臣として生まれ、孝子、忠
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国が泰平で、国民が安らかな立場において

衷と受難の道を克服して、また克服しながら、

成されるのではありません。国の状態が最期

決意して誓い、あすの希望にあふれた再出発

の峠にぶつかり、「お前が死ぬか私が死ぬか。

の道を促していきながら、死の道も選んでい

全体が死ぬか生きるか」という最後の逆境に

くことができる道を残していかなければなり

おいて、自らの命を懸け、あらゆる精誠を尽

ません。そのような歴史的要求と神様の要求

くして、国運を転換させ、国難を解決してあ

があるということを知らなければなりません。

げる責任を果たした者であってこそ、その国

（一九八八．二．三）

の「忠臣」と言うことができるのです。困難
な時に「忠」の名詞、困難な時に「孝」の名

二、相手のころを読んで真の愛を施す真の忠

詞、困難な時に「烈女」という名詞が、歴史

孝

路程の中に記録されるのです。（一九六二．
人類歴史は、堕落の歴史ですが、人倫道徳

一二．一五）

を中心として流れてきました。その道徳の中
皆さんは、妻に関心をもつよりも、南北に

心は愛です。父母の前の孝子は、父母をより

分断された皆さんの国を思わなければなりま

一層愛する人であり、国の前の忠臣は、国を

せん。分断されている民主世界と共産世界を

より一層愛そうという人であり、国を越えて

思わなければなりません。

世界に愛を教えようとするのが聖人の道です。

南北を一つにしたのちは、自由世界と共産
世界に分立されたこの世界を一つにしなけれ

自分の家庭よりも、自分の国よりも、世界

ばなりません。それを一つにしたのちには、

を愛そうとするのが聖人の道理です。聖子の

分かれている霊界と地上を一つにしなければ

道理とは何かというと、天と地のすべての法

なりません。

よりも王宮法を中心として、「最高の愛を行
いなさい」というのが聖子の道理だというこ

これを一つにして神様を解放することが、

とを知らなければなりません。愛を中心とし

息子の名前をもった孝子の行かなければなら

て、すべてのものはこのようになるのです。

ない道だということを知らなければなりませ

孝子は、家庭を愛するにおいて正しく行か
なければなりません。忠臣は、国を愛するに

ん。（一九八一．一一．八）

おいて正しく行かなければなりません。聖人
したがって、真の孝子の道を行くためには、
歴史始まって以来の迫害がどれほど激しく、

の道理は、世界の人々を愛するにおいて正し
く行かなければなりません。

困難な峠道が多かったとしても、それを克服
することができる余裕に満ちた男性にならな

天子は、天国の王宮法を守り、天国の国法
を守ることはできますが、天国の王宮法の道

ければなりません。

理までは知りません。その王宮の法まで備え
艱難と試練の中で苦しめられ、後退して悲

て神様に侍ることができてこそ、聖子になる

しい恨の道に行くのではなく、億千万代の苦
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のです。人間が行かなければならない段階は

孝子になることはできません。それが統一教

そのようになっています。

会の骨子となる思想です。神様の事情を知ろ
うという人が、神様がいるのかいないのか分

孝子になれば国が歓迎するのであり、忠臣

からなくていいのですか。神様の願いが何な

になれば聖人が歓迎するのであり、聖人は聖

のか分からなくて、孝子になることができま

子が歓迎するのです。聖子は神様が歓迎する

すか。

のです。その核は真の愛です。不変の真の愛、
神様の心情が悲しいのかうれしいのか分か

絶対的な真の愛です。

らなくて、孝子になることができますか。到
しかし、絶対的な真の愛をもって絶対的な

底不可能な話です。孝子になる道は簡単です。

孝子、絶対的な忠臣、絶対的な聖人、絶対的

父母のより多くの苦しみに自分が責任をもと

な聖子、絶対的な父の息子、娘の因縁を連結

うという立場が孝子となる道です。（一九七

させることができるこの道を知らなかったの

二．九．一〇）

で、さまよっているのです。どのようなこと
をしてでも天理と共に行かなければならない

食膳を立派に整えてもてなす孝子と、食膳

道が残っているということを知れば、さまよ

も何もなく手ぶらで来て、何をもって来たか

うことはできません。（一九九〇．一〇．

というと、愛をもってきた孝子がいるとすれ

三）

ば、どちらの孝子が良いでしょうか。愛をも
ってきた孝子だとしても、おなかをすかした

孝子は、自分のためにいるのではなく、父

母の前に何も食べる物を持ってこなければ、

母だけのためにいるのです。忠臣は、自分の

そのような親不孝者がどこにいますか。しか

ためにいるのではなく、国王のためにいるの

し、「親不孝者が参りました」と言いながら

です。聖人は、神様だけのためにいるのです。

涙を流せば、食膳を整えること以上になるの

それゆえに聖人は、神様の道理を教えてあげ

です。

ました。
それならば、御飯の釜を持って歩くのが孝
それでは、神様の願いとは何でしょうか。

子でしょうか、愛の釜を持って歩くのが孝子

世界を救うことです。神様の事情とは何でし

でしょうか。愛は、二十四時間、時間と空間

ょうか。息子、娘を愛したいと思っていらっ

を超越していますが、御飯は、時間性を超越

しゃるということです。神様の愛の願いとは

することができません。それを知らなければ

何でしょうか。その愛に酔って暮らしたいと

なりません。（一九八八．四．一四）

思っていらっしゃるのが、神様の愛の願いで
国家に忠誠を尽くす前に、神様が臨在され

す。

るその臨在点で忠誠を尽くそうと誓わなけれ
それゆえに、神様の願いと事情と心情に通

ばなりません。社会に奉仕する前に、神様が

じなければなりません。それに通じなければ、

臨在される所に入っていって奉仕し、認定を
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受けなければなりません。そのようにしなけ

うという人のことです。家族の愛を受ける孝

れば、神様の内的な因縁は、結果である外的

子になることも、簡単なことではありません。

世界で実を結ぶことができません。

人が食べている時に食べずに、人が食べるこ
とができるように助けてあげ、人が寝ること

これが信仰生活の本質です。皆さんは、
「世界のために奉仕し、国のために忠誠を尽

ができるように助けてあげ、人よりも良い服
を着てはならないのです。

くす」と言うでしょう？ それでは、忠誠を
尽くすにおいて、その起点はどこにあるので

遊ぶ時に遊ばずに、その国のために生き、
家庭のために生きる人が孝子になるのです。

しょうか。

自分の家だけではありません。三代を中心と
必ず家庭におけるその父母の心と体の中か

して、おじいさん、息子、娘、おばあさん、

ら出発しなければなりません。（一九六九．

それから伯母さんたちがいて、母の兄弟がい

一．一九）

て、それから何でしょうか。孫娘まで、すべ
ての人が好きにならなければなりません。一

その時のために、忠誠を尽くして歩調を合
わせれば福を受けるのであり、歩調を合わせ

人でも好きにならなければ、孝子になること
はできません。

ることができなければ嘆息が生じるのです。
そして、親戚がいれば、親戚全員が「あの
その命令を遂行するにおいて、「私は、私

ような息子にならなければならない。あのよ

のすべての精誠を尽くしてこのような仕事を

うな姉にならなければならない」と言うこと

した」と言うことのできる人が統一教会の中

ができてこそ、その一族の中における孝子の

にいるとすれば、その人々が精誠を尽くして

称号をもって定着することができるのです。

一致化した基準がどの程度か、またその数と

自分の位置が生じるのです。（一九九九．一．

量がどの程度か、そして天運をどれくらい多

一六）

く吸収したかに従って、地上と関係を結ぶこ
とができる広い基盤になるか、ならないかが

考えてばかりいてそのことを行わなければ、

左右されることを、皆さんは知らなければな

考えていない人よりも悪いのです。そのよう

りません。

な人は、本当にどろぼうです。それがもし思
ったとおりにならなければ、盗みしかできな

広い基盤にならなかったとしても、先生は、

いのです。

個人を中心として、そのような足跡でも残し
ていかなければなりません。これが蕩現復帰

それでは、神様が喜ぶことのできる孝子、
孝女とは、どのような人たちでしょうか。ど

の道です。（一九七一．一．三）

のような人たちですか。自分のおなかを満た
愛国者は、国の愛を受けようという人のこ
とです。孝子は、父と母と家族の愛を受けよ

す人ですか。自分が食べる物までも人に食べ
させてあげなければなりません。「食べな
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い」と言えば、口を開けて食べさせてあげな

さる息子となることができるのです。（一九

ければなりません。

八八．五．三）

それでは、父に代わって、皆さんを統一教

真の愛でなければ、真の孝子はいないとい

会の忠臣、烈女、孝子、孝女にするためには、

う結論です。今、誤った愛の伝統を受け継い

どのようにしなければならないでしょうか。

だ人間たちによる世俗的な愛、フリーセック

割かなければなりません。一年でできると思

スなどというものが、この愛の基盤、孝子の

いますか。忠臣というものは、もちろんその

基盤、忠臣の基盤をすべて破壊しています。

ように生まれついたという言葉もありますが、
生まれつきそのような天性をもっているのな

絶対愛を中心として真の孝子の道理、真の

らば、死ぬ時までその志操が変わってはいけ

忠臣の道理、真の聖人の道理、真の聖子の道

ません。

理を経て、神様の前に立つことによって、天

忠臣になるためには、どのようにしなければ

国において初めてその時に相続を受けるので

ならないでしょうか。苦労の道で苦労するし

す。個人的家庭であるアダム家庭で堕落した

かありません。それが最も近い位置であり、

内容を相続する時は、未来の国と未来の世界

最高の近道です。忠臣、烈女になり、孝子、

と未来の天国のすべてのものを合わせて自動

孝女になることができる最高の近道とは何で

的に大きくなったものを相続するのです。

すか。

（一九九七．八．一三）

公的な立場で涙を流す生活だけです。涙を流
して苦労の道を行かせる方法しかありません。

三、無条件に服従し、代価を要求しない真の

（一九六五．一〇．三一）

孝子

国をもっていなくても、もった以上にその

おじいさんがつばを吐こうと、おばあさん

国の忠臣となり、民をもっていなくても、そ

がつばを吐こうと、また母が気に掛けず、兄

の民以上に世界の人々を愛そうとしながら、

弟が知らないふりをしたとしても、おじいさ

天の忠臣と孝子の道を一生歩めば、自分に何

んのことを思い、おばあさんのことを思い、

もなく死んだとしても、滅びる人ではなく、

家庭全体のことを思って忘れてしまう人にな

逆にもっと価値があり、その国とその世界の

ってこそ、歴代に残り得る孝子の班列に入っ

忠臣になることができるということを知らな

ていくのです。

ければなりません。（一九七六．七．一）
「私は孝子だ。孝子になるためにこのよう
真の愛を国に与えれば愛国者になり、それ

にしている」。それは偽りの孝子です。「た

が父母に向かえば孝子の中の孝子になります。

め」に生きて忘れてしまうことのできる人が、

世界万民の前に立てば聖人の道理を果たすの

孝子の班列に入っていくのです。

であり、神様の王国まで行けば聖子の道理を
すべて果たすので、神様までも見守ってくだ
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どのような人が忠臣でしょうか。すべての

なければなりません。孝行する父母がいなけ

閣僚の中で、自分が王を愛するにおいて、餅

れば、国ために尽くしなさい。国が危険な時

も作り、何でもしてさしあげ、王に侍る臣下

に、孝行しなければならない父母を残し、父

や、王妃に侍る侍女がみな責任を果たすこと

母の反対を受けてでもこっそりと荷物をまと

ができない場合は、それを見てじっとしてい

めて一線の将兵として出ていって死んだとす

るのではなく、それに対して説教しながら、

れば、その人は、孝の道理の完成体になるこ

自分がそれ以上にして、その環境がそのよう

とができるのであり、忠の因縁の立場に入っ

になるように教育し、それを忘れてしまうの

ていくことができるのです。（一九八六．一

です。そのようにして「もういい」と言うの

〇．一）

ではなく、「もっと良くしなければならな
私たち人間を見れば、困難に直面した時、

い」と言わなければなりません。

大概自分の悲しみでいっぱいになります。そ
なぜでしょうか。大韓民国よりも大きい国

のようなことがよくあります。しかし、忠臣

の王がいるのであり、天下には天子がいるの

はそのようにすることができません。孝子も

であり、天国の王子がいるので、大韓民国と

そのようにしてはいけません。自分の子供が

いう一分野の代表にしかならない忠臣では、

死に、自分の妻が死んだからといって、その

自らの欲求を満たすことはできないのです。

子供をつかんで泣いたり、妻をつかんで泣い

（一九九〇．七．一）

たりしてはいけません。

父母の前に孝行する人は、孝行するその天

本当の指導者は、そのようにすることがで

の心が、動脈に行ったのちに静脈に回ってく

きないのであり、真の忠臣ならば、自らの事

る血の流れのように動くのです。家庭の一番

情を見せたりはしません。自らの心の奥深く

末端に立ったとすれば、天理の愛の力が動脈

にしみ込ませるだけであって、表に出して泣

側に行ったのちに静脈に回ってくるのです。

くことはできないのです。

見えませんが、自然に動くのです。
国王のためにそのような一時をもつことは
静脈の血は、自分で入っていきますか、押

できませんでしたが、父母以上の心をもって、

されて入っていきますか。押されて入ってい

善の立場に立って、国王よりも悲しい立場に

くのです。それは、福を受けようとしなくて

立てば、天がなすべきことを教えてくれるの

も福を受けるということです。動かないよう

です。

にしても、大きな心臓によって次第に回って
いくのと同じです。福を受けようとしなくて

そして、孝子、孝女の立場で考えるとき、

も福が訪ねてくるようになっているのです。

私たちは、自分が悲しくても、自分の悲しみ
だけを中心として悲しんではいけません。ま

ですから、一生懸命に孝行しなければなり

た、悔しいことがあっても、その恨みを晴ら

ません。それが統一教会の教育です。孝行し
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そうとしてはいけません。（一九六七．六．

孝行する父母がいるとすれば、その父母は、
自分よりも孝行する息子を願うでしょう。そ

一一）

のようになってこそ、おじいさんが死ぬ時に
良いことよりも、嫌なことにもっとＯＫす

目を閉じて死ぬことができるのであり、父が

ることができてこそ孝子です。自分の一生の

死ぬ時にも目を閉じて死ぬことができるので

貴重な愛を犠牲にしながら父母に孝行しよう

はないかというのです。息子を自分よりも苦

とする人は、天上世界のどこに行こうと、四

労させることができる心情は、息子を愛して

方に十二真珠門があるとすれば、そこでふさ

いるということです。

がっている門はありません。完全に開くので
それは当然の考えです。そのようにして、

す。

自分と共に苦労してこられた神様を慰労して
興進が霊界に行く時、イエス様はオール

さしあげなければなりません。このような息

ド・キリスト（年を取ったキリスト）であり、

子、娘が必要であり、そのような後継者が必

興進はニュー・キリスト（新しいキリスト）

要なので、死んでも忘れることができない孝

だと決定して天上世界に送ったところ、その

行をするように教育するのであり、私よりも

とおりになったのです。（一九八七．五．

もっと苦労させるのです。
先生は、自分に対してはけちです。自分の

一）

ためには、お金を使うことを知らない人です。
イエス様を愛することができなかった神様

おなかがすいたからといって、食堂に入って

の恨を解くためには、一つの国の代表者とし

いって一人で御飯を食べる、そのような人で

て、おじいさんとおばあさんを愛しなさいと

はありません。お母様に対しても、食べたり

いうのです。私たち統一教会は、そのように

着たりする物まで干渉する人です。（一九七

しなければなりません。

一．四．一八）

おじいさんとおばあさんを愛するにおいて

孝子をもった父母は、その孝子に対するこ

は、国のおじいさんとおばあさんが愛するこ

とができる父母であり、愛する孝子のための

とができず、教会のおじいさんとおばあさん

父母であって、そこには第三者が関与するこ

が愛することができず、家庭のおじいさんと

とはできません。

おばあさんが愛することができなかったもの
それゆえに、天は、真の孝子をつくるため

を愛さなければなりません。

に、サタンと人間がどのようなことをしたと
このような三段階の内容を代表した、忠孝

しても、タッチし得ない最後の道を中心とし

の道理を備えた真の兄弟の因縁をもって愛さ

て深い因縁を結ぶために、愛する子供を死の

なければなりません。（一九七一．一．六）

場に立てながらも知らないふりをされるので
す。

1833 * 千八百三十三

천성경

天聖經
Cheon Seong Gyeong
それが、不孝者になった人間に再び孝行の
道理を立てさせるための天の心であり、孝子

ら発見することができます。（一九七六．一
〇．三）

を立てるための天の指導方法ではないかとい
うのです。それは、言うまでもないことです。

この地上の復帰摂理に対してこられた神様
の前で、「神様の真の孝子」と命名できるよ

（一九七二．九．一〇）

うにするためには、また息子や忠臣として認
孝子をもった父母よりも、その父母の前に

めることができるようにするためには、どの

おける孝子のほうが、より心配が多いという

ような人でなければならないでしょうか。ア

ことを知らなければなりません。孝子、孝女

メリカで一番裕福な人でしょうか。飛行機に

のほうが、父母よりもより多くの心配をもた

乗ってビラをまいて回りながら、「さあ、イ

なければなりません。

エス様を信じなさい！」と言う、このような
人々でしょうか。飛行機に乗ってビラをさー

孝子、孝女になるためには、父母よりも多

っとまいて、「信じるならば信じ、信じない

くの心配をもたなければならず、孝子、孝女

ならば信じないようにしなさい」と言う、そ

になるためには、その父母よりも各方面に多

のような人々でしょうか。

くの心配をしなければなりません。（一九六
そのような人々と、一枚を与える時も、そ

五．一〇．三一）

の人をつかんでぶるぶる震えて涙を流すほど
イエス様は、神様の前で僕の僕となり、十

の精誠を尽くして与える人とでは、どちらの

字架を背負いながら死んでいきました。義人

人が神様の前に近いと思いますか。（一九六

とは、国のために僕の僕のような悲惨な立場

五．一〇．三一）

で死ぬ人のことをいいます。
結論的に、孝子とは特別な者ではありませ
自分が死ぬにしても、国のために死ぬとい
う人が愛国者です。僕の僕の立場でも、感謝

ん。父母を絶対信仰し、絶対愛と絶対服従す
るのが孝子です。

して父母のために生きようという時、その人

国王を中心として、国の民を中心として、

には孝子という名称がつきます。これが、人

絶対的に国王を信じ、絶対的に民を信じ、絶

間世界の道徳の骨子であり、核心だというこ

対的に愛し、絶対的に自分を投入するところ

とを知らなければなりません。

からのみ忠臣が出てくるのです。（一九九五．

神様のためにより公的に僕になることが、

五．二九）

より義人になることのできる道であり、国の
ために、僕よりももっと深刻な僕になること

第四章 神様に対する忠孝

が忠臣になることのできる道であり、父母の

一、神様の願い

ために、より僕となった立場で犠牲になって
いくことが孝子の道だということも、ここか

神様はどのような方ですか。神様は人類の
父母でもある方であり、神様は人類の王の中
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の王でもある方であり、すべてのものの中心

誰かがついてこようとしてもついてくるこ

でもある方です。その神様の息子になるため

とができない、そのようなことをさせるはず

に、個人的には一対一の立場で、一つの家庭

です。そのようなことをする宗教が出てこな

を中心として見るならば孝子にならなければ

ければならないというのです。それは、私た

なりません。それも、世界的な孝子にならな

ちが常識的に判断しても、そのような結論に

ければならないのです。

到達します。（一九七二．九．一〇）

そして、孝の中でも最高の孝であり、忠の

今まで、歴史的に国王のための忠臣、孝子、

中でも最高の忠であり、聖の中でも最高の聖

烈女は多かったのですが、それに比べて神様

を代表することができる、そのような位置を

のみ旨のための忠臣、孝子、烈女はいません

占有した者だけが神様に侍ることができるな

でした。

らば、それらを別々にしてはいけないのです。
神様の願いは、この三つを一度に成し遂げた

しかし、今日の私たちは違うというのです。

人です。孝子にもなり、忠臣にもなり、聖人

彼らは、すべて地の基準に立脚した自由解放

の中の聖人にもなる、そのような人を願うは

のために捧げてきたのです。ですから彼らは、

ずです。

神様の前に心配の対象にはなったとしても、
慰安や喜びの対象にはなることができません

このような観点から見る時、神様は、その
ような方であることに間違いありません。私

でした。「忠臣、孝子、烈女だ」と神様が誇
った人は今までいなかったというのです。

たちは、その神様を父母として侍り、子女の
名分を備えるために努力しています。そのよ

神様の前に忠臣、孝子、烈女になることが

うに、最上になることができる孝子の行くべ

人間の正道ですが、そのような人はいなかっ

き道を訪ねて、それを守ろうと努力する群れ

たのです。国王と父母にはそうであっても、

になろうという者たちが、あるいは宗派が、

神様の前にそのような人はいなかったという

あるいは民族がいるならば、彼らの行くべき

のです。

道は楽な道ではありません。楽な道を求めて
いくところには、そのような孝子は生まれて

神様は、世の中の忠臣、孝子、烈女を見つ
めながら、彼らが神様のための忠臣、孝子、

くることができないのです。

烈女になることをどれほど慕い願われたでし
それは、正常な形態として現れることはで

ょうか。（一九六一．一．二九）

きません。見ればすべての人が「間違ってい
る」と言うでしょう。他の人々は東に行こう

神様は、すべての人々が孝子、孝女、忠臣

とするのですが、この人は、西だけではなく、

になることを希望していらっしゃいます。ま

南にも行き、東にも行き、北にも行き…。

た、神様は、その中でも最上の基準にある人
を願っていらっしゃいます。忠孝を尽くす道
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しかないという人を神様は願っていらっしゃ

様と真の父母が一つになって、愛の前に孝子

います。

になることができるそのような道があるなら
ばどれほど良いですか。

父母の生命と財産に責任をもって家庭に平

神様御自身が、お父様として愛を完成した

和と発展をもたらすことができない者は、孝

立場に立たれ、息子自体が、神様の愛と宇宙

子になり得ないというのです。父母の財産が

の根本的愛を中心として孝子の道理を果たし、

崩れる時は、自らのすべてのものを投じるこ

父と息子が一つになって、その愛の前に、よ

とができなければなりません。

り次元を高めることができる孝子の道をどの
ように植えつけることができるかというので

神様の創造理想が破綻したので、生命、財
産、平和、理想を蹂躙する位置では、忠臣、

す。植えつけることができたとすれば、堕落
も永遠に生じないのです。

孝子にはなり得ないのです。私がいつ神様の
ために自分のことのように悔しく思い、私が

解放の解放圏です。それは、原理圏を凌駕

いつお父様の生命に対して偉大さを感じ、私

したというのです。根本世界です。このよう

がいつお父様の家庭の平和と統一のために苦

なことを考える時、今後皆さんが家庭理想と

闘してみたでしょうか。

地上天国が成され、天上天国が成されればそ
れで終わりだと考えてはいけません。

そのようにしようとはしましたが、それが
神様の前に忠孝になることができず、不忠、

そこにはまだ解決しなければならない、サ

不孝になったのです。（一九六七．一〇．

タンの血統によって汚された痕跡がまだ内的

一）

根に残っているというのです。数千万年の歴
史を経てきたのですが、その何倍、何十倍、

神様は、忠臣、孝子を立て、彼らを通して

何百倍以上の消耗を経ても、堕落したその世

御自身の恨をサタンに譲り渡そうというので

界の過去の出来事を忘れることができるかと

す。しかし、この恨を無条件に渡すことはで

いうのです。それを忘れてしまい、あなたと

きなかったので、忠臣、孝子を立てて、個人

私が一つになり、息子、娘が一つになり、愛

的に歴史的な苦痛の道を歩むようにすること

自体の苦労を慰労することができる孝子にな

によって、その恨をサタンに譲り渡そうとさ

れればということが、神様の最高の願いだと

れるのです。（一九六三．一二．二〇）

いうことを皆さんが予想しなければなりませ
ん。（一九九九．二．二一）

神様も解放して、愛自体も解放する、その
ような孝子が存在し得るだろうかという問題

神様が手を挙げてアダムとエバを祝福なさ

が重要なのです。神様もその場に入ってきて、

る時に、神様は彼らの父として心で何を願わ

「私も一度孝子になってみることができれば

れたのでしょうか。「おお！ あなた方は私

良い」と言われ、真の父母も、「一度孝子に

が造った大天宙を抱いて、私を王として侍り、

なってみることができれば良い」と言い、神
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忠臣になってくれ」と思われたのです。神様
は、そのような心だったというのです。

このような内容を知らなくては、家庭にお
いて真の父母の役割を果たすことはできない
というのです。真の父母ならば、孝子、忠臣、

したがって、アダムとエバは、この天地間
に忠臣の志操を立て、それを伝統として億千

聖人、聖子のような前進的なことを教えてあ
げなければなりません。

万年残さなければならなかったのです。アダ
ムとエバが神様を真のお父様として侍り、真

自分の息子たちをして、孝子、忠臣、聖人、

の孝子、孝女になっていたならば、彼らが神

聖子の道理を果たすようにして、さらには神

様の前に立てた忠孝の志操は伝統になってい

様にまで行かなければならないということを

たのであり、この地の役事は、連結した神様

教えてあげなければなりません。（一九九七．

とアダムとエバの心情を中心として受け継が

八．一〇）

れてきたのです。そのようになれば、悪が主
神様が理想とされた一双の夫婦は、神様に

管できないのです。

栄光をお返ししてさしあげなければならない
神様の心情の世界を悪が主管することがで

のに、堕落によって栄光の代わりに悲しみを

きるならば、復帰歴史、救援歴史は絶対に不

返してしまったというのです。ここには、ア

可能です。（一九六〇．四．二四）

ダムとエバの責任だけでなく、天使長の不忠
もあるのです。天使が先に神様に忠孝の道理

神様が息子、娘であるアダムとエバに願わ

を立てなければならなかったのですが、その

れたことは、彼らが育って孝子、忠臣、聖人、

道理を果たせずに堕落したのです。したがっ

聖子になることです。皆さんは、神様が願わ

て、復帰摂理は忠孝烈を立てることです。

れるように、家庭で孝子になるという考え、
国で忠臣になるという考え、世界で聖人にな

神様が忠孝烈の心的中心を立ててこられた

るという考え、そして、天地の前に聖子にな

ので、すべての宗教と道もこれを立ててくる

るという考えをもってみましたか。

ようになっているというのです。すべての道
人たちは、これを探し立てるために出てきた

歴史的に見る時、すべての聖人たちは、孝
子になり、忠臣、聖人、そして聖子になりな

のであって、イエス様も忠孝烈を立てるため
に家庭を尋ね求めてこられたのです。

さいと教えてきました。これを教えることが
できない宗教は、宗教として千年、万年の歴

神様がイスラエル民族を立てられたのは、

史を越えることができません。いずれ行くべ

このような家庭を復帰するためでした。イエ

き私たち人間の宿命的な路程です。宿命は、

ス様が先に忠孝烈の道を立てていなければな

父子の関係のようなものをいうのです。宿命

らず、忠孝烈を立てるための祭司長になって

は分けることができません。運命は代置し得

こそ、サタンを屈服させることができたので

るものがありますが、宿命はそのようなこと

す。

はできないのです。
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私たち祝福家庭は、忠孝烈を立てることに

時、ここで忠誠を尽くすその忠誠は、自分自

おいて誰にも負けてはいけないのです。忠も、

らのために忠誠を尽くすのだと思ってはいけ

孝も、烈も家庭から始まらなければなりませ

ません。「先に民族のために、先に世界のた

ん。

めに、先に天地のためにこれを捧げ、これを
残しますので、天のものとして受けてくださ

祝福は、お父様の希望を相続することです。

い。天のものとして、地のものとして残して

今まで、神様に対する忠孝はありましたが、

ください！」、このように祈祷しなければな

烈の家庭はなかったのです。「神の日」が訪

りません。

れるまでは烈を立てることができず、サタン
の讒訴が残っている限り烈は立てられないと
いうのです。（一九六四．一一．四）

そのようにすれば、それは、私が死んでも
必ず天のものとして残るのであり、地のもの
として人類が残すようになるはずです。そう

それゆえに、本来は、皆さんが天の前に完

だというのです。（一九六五．一〇．三一）

全に立つためには、韓国ならば韓国という一
つの国に忠誠を尽くすことだけではいけませ

神様の前に孝子になることができる時は、

ん。それでは、天の前に完全な神様の息子、

いつもあるのではないのです。孝行すること

娘になることはできないのです。使徒パウロ

ができる時は、死んだのちに霊界でつくられ

のような人は、そのような事実を知っていた

るのではありません、永遠を中心として見る

というのです。自分の民族は、誰でも愛する

時、限りなく短い期間、チックタックという

ことができます。自分の民族は、誰もがすべ

瞬間のようなこの一生の間に、神様を愛した

て愛することができるというのです。

という条件を立てなければならず、神様の前

しかし、異邦の人々までも愛さなければな
りません。なぜなら、神様は、自分たちの国

に孝行したという条件も立てなければなりま
せん。

の人々だけ愛するのではありません。全体を
同じ立場で愛する神様だということを知らな

また、私たちが生きている時に、神様の前
に絶対必要な息子だという決定もしなければ

ければなりません。
その神様の心情を知るためには、逆境にぶ

ならないのです。私たちは、生きている時に

つかり、難しい環境に置かれている一つの国

そのようなことをしなければなりません。

を訪ねていき、私たちが因縁を結んでいかな

（一九六九．一〇．一九）

ければなりません。そのようにしなければな
りません。原理的に見る時も、三カ国を経る

神様が、一時に六千年の恨の因縁を解くと

ことができる忠誠の道理を立てなければなり

いう目的をおいて今までつづってきた歴史の

ません。

結果として私たちが因縁を結んだのです。

皆さんが今、韓国でお父様に侍り、天の前

それゆえに、私たちは、お互いの姓が違っ

に忠孝の道理を果たそうと考えるようになる

ても、同じ血筋をもった兄弟以上の情をもっ
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て生きなければなりません。私たちは、父母

世界を収拾して一つの民族を取り戻し、イ

でない父母に侍っていますが、神様を中心と

スラエルを立ててここで一つの血族を取り戻

して、自分の血肉の父母以上にその父母に侍

し、一つの血族を収拾して一つの家庭を取り

ろうとする群れです。また私たちは、国をも

戻し、一つの家庭を収拾して一人を取り戻す

っていますが、その国以上の忠孝烈をもって

のです。その一人を取り戻すことが世界を取

天国のために生きようとする群れです。（一

り戻すことなので、その一人は、神様のすべ

九七一．八．一九）

ての歴史的な恨を解いてさしあげることがで
きる心を所有した孝子でなければなりません。

今は最後の時が来たというのです。父母か
ら私の国まで復帰するのです。祝福を受けた

そのような孝子が出てきてこそ、彼によっ

家庭が父母の代わりに横的に囲んだので、私

て悪なる人々が贖罪を受けることができるの

の国を取り戻すにおいて、忠孝の道理を果た

です。（一九六〇．一〇．一六）

すことによって、孝子の代わりに忠臣、忠臣
の代わりに聖人、聖人の代わりに聖子の立て

終わりの日の私たちは、何よりも神様の心

札を持ち、天宮法を守り、天国の道、天国の

を知っている人にならなければなりません。

法を立てなければなりません。私たちによっ

人間には、知、情、意の三要素があり、知と

て天国の憲法が始まるという事実を知らなけ

意を踏み台にして情的な天情をなすべき部分

ればなりません。このような意味で「私の

が残っています。

国」というのです。（一九九〇．一．七）
神様の情的な流れがあり、私たち韓民族に
神様の心さえ知る日には、この民族は、天

対して天的な摂理があるために、韓民族は、

地を支配するはずです。どうしてでしょうか。

誰よりも天に対する切実さと忠孝の心が強く

数多くの子女がいて、数多くの民族がいたと

働いているというのです。（一九五八．六．

しても、最高の孝子、孝女、忠臣は一人です。

二二）

堕落した人間の父母も、同じ子女であっても、

天の忠臣になろうとすれば、天の恨みを晴

無念に打たれている子女をより考えるという

らさなければなりません。孝子になろうとす

のが誰もがもっている人情ならば、ましてや

るなら、父母の怨讐をそのままにしてはなる

神様がそうでないということがあるでしょう

ことができないので、怨讐をなくさなければ

か。

なりません。烈女も同じです。この恨みを晴
らす日まで、永遠の命を懸けて覚悟して行か

神様は、ある民族を探し求められるのでは

なければ、闘わなければ、皆さんは、堕落の

なく、最も愛する孝子、孝女を探し求められ

恨に満ちた峠を越えることはあり得ないので

ます。孝子、孝女を探し立てて、その民族に

す。

誇りたいと思われます。
この峠を越えてこそ、初めて神様がすべて
の悲しい心情を解かれ、皆さんに、「六千年
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間待ち焦がれた忠臣よ、孝子よ、烈女よ」と

そのようにして百二十年間を過ごしてきた

おっしゃって、両手を挙げて祝福してくださ

ノアを一度考えてみてください。ノア一人に

るはずであり、三位神は安息することができ

対して、サタン世界は、打つことができるす

るのです。

べての方法を動員して反対しましたが、神様
が中心として立てられたその基準から、ノア

このように、心情基準が解決する前には安

は少しも外れることがなかったのです。その

息できないというのです。（一九六〇．四．

基準は、天宙の絶対的な中心として立てたも

二四）

のであり、宇宙の正義の人間として立てたも
のであり、真の勝利者として立てたものです。

神様は、父母の中で一代の父母であり、王
の中で一代の王であり。この天地を一人で主

それで、神様は、この基準に反対になるす

管することができる方であり。理想を形成す

べての怨讐の要素を清算しようとされたので

ることができる一代の先祖である方です。

す。（一九六六．六．四）

その方を中心として孝誠を尽くして、その

生きるためには、皆さんが一生の間、忠誠

方を中心として忠誠を尽くし、その方を中心

の道理に変わることがあってはならないとい

として聖人の目的を達成することができる息

うのです。環境が自らの立場と自分を評価す

子、娘になり、そして神様の天地創造の大偉

れば評価した分だけ、私たちの舞台は世界へ

業を相続されるにおいて恥ずかしくない位置

拡大されるというのです。今日、国内事情を

に行こうということが、私たち統一教会の目

中心として身もだえしていますが、環境が平

的だというのです。（一九七六．二．二九）

安ならば平安なほど世界を中心として身もだ
えしなければなりません。世界のために行か
なければならないというのです。

二、神様を感動させる絶対忠孝

ノアじいさんは、迫害が激しく、乱れた環

それで、世界のために忠誠を尽くす神様の

境の中でも、渾身の力を出したので、その環

息子、娘をお迎えして、神様が祝福してくだ

境に勝つことができました。神様の法度の前

さり、神様が誇ることができるその日を迎え

に、子女として忠孝の道理を果たすだけだ、

なければなりません。そのようにしてこそ、

という謙遜な心をもっていたのです。

初めて韓国に安息が展開するというのです。
皆さんが、三千万民族が世界のために忠誠の

神様の前に行けば行くほど、環境の非情さ

道理を果たして、世界万民が「韓国によって

を感じて悲しみましたが、そのような時であ

自分たちも神様の息子、娘になった」と言っ

るほどノアじいさんは、神様に申し訳ない心

て忠誠を尽くすことができる環境の基台を迎

で悔い改めの涙を流していったので、彼が行

えるようになる時、初めて韓国に安息の基台

く道を妨げる者はいなかったのです。

が展開するというのです。（一九六五．一〇．
三一）
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今まで大韓民国のために、神様が苦労して

この全天地間に、私よりも天の前に忠誠を尽

この歴史的な環境をつくっておかれ、あるい

くす人がいるならば、その人は誰か、東方か、

は今日、時代的な時を私たちが迎えるように

あるいは西方か、どこにいるのか、これが気

してくださり、そして今その時が来たとすれ

にならなければなりません。

ば、ここで忠誠を尽くす牛のような人々が出
てこなければならないというのです。

忠誠を尽くす人がいれば、その人はどのよ
うな人なのか、気にならなければならないと

牛のような人です。アブラハムの祭壇の中

いうのです。どのように忠誠を尽くす人なの

に三大祭物がありますが、一つは鳩であり、

か、その人はどのようなことをする人なのか、

一つは羊であり、一つは牛です。今の時は、

そのようなことが気になるべきだというので

象徴的な型から見れば牛の時代です。牛の時

す。（一九六五．一〇．三一）

代だというのです。神様は牛を好まれるので
神様のために忠誠を尽くすことにおいては、

す。

一歩も譲歩できないという信念をもたなけれ
牛の時代！ 捕まえて食べるために好まれ

ばならないというのです。どのような人、ど

るのでしょうか。牛を好まれるのは、肉を食

のような忠臣、誰よりも私がより一歩、わず

べるために好まれるのではありません。農夫

かでも先んじなければなりません。地上で生

が牛を好むのも、未来に食べる肉の塊が集ま

きていった霊人たち、地上で一生懸命に仕事

っているから好むのではなく、働くからです。

をしていった霊人たち以上に、その人々が国

働かせて、肉を食べて、また食べて食べて、

のために忠誠を尽くして、すべての公的な仕

さらに食べるというのです。そのようになっ

事に一生懸命に働いたそれ以上に実践しなけ

ています。

ればならないというのです。わずかでも多く
しなければなりません。鉄則がそうなのです。

それでは、神様の息子になるためには、何

（一九七八．一一．二六）

にならなければなりませんか。豚にならなけ

僕の時代において絶対的な忠誠を尽くし、

ればならないでしょう？ （いいえ）。象徴

養子時代において生活面で絶対的な忠誠を尽

的に言えば、その方が大王の牛のような忠誠

くさなければなりません。このように二代の

と至誠を人間のために尽くされ、子女のため

環境を経ることなくしては、養子として神様

に尽くされたので、今日の私たちも、牛のよ

の直系子女と一体となることができる基準を

うな方の前に子女になるためには、牛の子の

決定できないのです。

よにならなければならないというのです。

一つになることができる基準を決定できな
いというのです。地の世界を中心として天の

だからといって、牛の子になりなさいとい

世界との関係を結ぶことを、世界を代表して

う話ではありません。例えて言えば、そうだ

最初にした民族が第三イスラエル民族になる

というのです。（一九六五．一一．二）

のです。（一九七一．六．三）
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皆さんが待つ心をもって耐え、その環境に

皆さんが文字を書く時に、点を一つ書くに

おいて、すべての恨的な要件を皆さんの一身

しても、その時の心の姿勢いかんによって喜

で蕩減、解怨しようと思って苦闘しなければ

ぶことができます。また、その一点が希望の

なりません。そのような人は、倒れず、滅び

象徴になり得るというのです。

ないということを皆さんが銘記しなければな
りません。倒れて、今ではもう主の前に行く

それゆえに、天地を創造された神様が、い

道がないと考えても、天は生きているという

くら小さな物をつくられたとしても、それは

のです。

神様の孤独な立場を埋めて喜びを得るための
対象なので、それは、神様の前においては最

天は今まで耐えてきたので、そのような立

高の喜びの対象になるのであり、忠孝の要件

場で精誠を尽くし、忠誠を尽くしている途中

にならざるを得ないのです。ここで私たちは、

で倒れたそのような群れは、再び起こして天

神様が、つくったものを鑑賞されながら、こ

の前に祈祷だけでもし得る道を開いてくださ

れは抜いてこれを加えればどうかという希望

るのであり、また今から生きて進んでいく方

の中で、いつも喜びの心をもってお過ごしに

向を提示してくださるのであり、また彼らを

なったという事実を知ることができます。

起こして協助することができる人を送ってく

（一九七一．一．一五）

ださるようになるというのです。（一九六四．
誰が神様を解放してさしあげるのでしょう

一．七）

か。忠孝の道理を誓って孝誠の道理を尽くす、
神様が御覧になる時に、民族の内的心情を

限りなく最善を尽くす孝子が現れて、その方

泣かせることができ、天宙の内情を貫徹する

のすべての十字架の恨に責任をもたなければ

ことができる人にならなければなりません。

なりません。そのような息子、娘が現れなけ

神様と通じることができる愛情をもったその

ればなりません。

孝子、孝女は、深い悲運が漂う立場でも、そ
の悲運の主人公になった王ならば王、父母な

そうでなければ、神様は解放されないとい

ら父母の心を解いてさしあげ、その背後のす

うことを皆さんは知らなければなりません。

べてを一人で防いで解決しなければなりませ

（一九七八．一一．一）

ん。このような忠孝の因縁をもった人が天国
私を見て勇気を出され、悪なる世界を押し

に行くのです。

倒そうと思いながら立ち上がることができる
イエス様を信じて一人で天国に行くという

神様になるとすれば、その瞬間には神様の活

人は、天国どころかエデンの園にも行くこと

動舞台が自分によって生じます。それは、自

ができません。このような人々に今まで悪口

分にとってどのような貴い位置、玉座、栄光

を言われて迫害されてきたことは無念で悔し

の位置において、一生ではなく、いくつもの

いことですが、だからといって銃刀で復讐し

生涯にわたってそれ以上のものをプラスして

てはいけません。（一九六八．三．一〇）
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も達し得ない、王からの喜びの贈り物なので

耐心をもたなければならない」と主張しまし

す。

た。「罪人が悪に対して忠誠を尽くす以上に
神様のみ旨のために忠誠を尽くさなければな

歴史を越えてまで迫害に対して自分が対抗

らない」と言ったのです。これがキリスト教

する、それが永遠の歴史を代表した孝子、孝

でいう、聖霊の九つの結実の根本です。愛の

女が行くべき道ではないかと思うのです。

生活をするようになれば、喜楽と和平が現れ、
忍耐を通して慈悲と良善が現れ、忠誠の生活

それが永遠の国に対しての忠誠の道ではな

をすれば柔和と謙遜が現れます。

いかというのです。（一九九四．三．一〇）
イエス様は、堕落圏内にいる人間たちのす
結論的に神様は、絶対家庭、絶対忠孝を願

べての悪の要素を除去してあげるために、天

われるのです。今までそのような絶対的な忠

的な愛と天的な忍耐、天的な忠誠を強調した

孝が出てきませんでした。絶対聖子、神様の

のです。これらが天国の理念を達成させ得る

息子のような世界的な基盤がなければ、神様

実践的な理念ですが、今日、皆さんの心にこ

が地上に降臨できないのです。神様お一人で

のようなキリストの愛がありますか。

は、地上で何の役事もできません。ですから、
私たちは、「悲しい神様、かわいそうな神様

また、忍耐と忠誠心がありますか。イエス
様は、神様の心情に代わって顕現なされた愛

だ」と言うのです。

の化身体であり、寂しいゴルゴタの道におい
今から、レバレンド・ムーンを中心として、

ても万民の苦痛を心配なさった忍耐の主人公

ヨーロッパのメンバーが初めてそのような家

であり、歴史上の誰よりも天に対して忠誠を

庭を築くということは、驚くべき事実です。

尽くした忠誠の代表者でした。

誰でもみな忠孝を願います。今まで神様は、

それでは、このようなイエス様の愛、忍耐

この堕落した世界に対して、かわいそうな立

心、忠誠心はどこから来たものなのでしょう

場にいる以外になかったのです。

か。これらは、イエス様自身が起源となった
ものではありません。イエス様は、神様の愛

その神様をどのように解放することができ

を人間に連結させる仲保の役割をするのです。

るのですか。それは、どのようにそのような

無知な人間を救うために来られたイエス様は、

家庭、氏族、民族、国家、世界を建設するか

神様の愛の化身であり、神的な価値の実体で

ということにかかっています。（一九九八．

した。（一九五七．八．四）

一一．二〇）
神様は、このように真のみ旨を成すために、
御自身のような人、全体の価値の代わりをす

三、イエス様の忠孝

ることができる人を取り戻すために、人間が
イエス様は、「どのような難しい環境にぶ

神様に対して忠誠を尽くす前に神様が人間に

つかっても、その環境を克服するためには忍
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対して先に忠誠を尽くされたのであり、無限

それにもかかわらず、この民族は、メシヤ
を信奉することができずに十字架の死の道に

に忍耐してこられたのです。

追い込んだのです。それで、この民族は、神
したがって、皆さんは、天倫を中心として

様の前に怨讐になったのです。

運行なさる神様と、み旨を成就するために人
間に対して無限に忠誠を尽くされたその事情

イスラエル民族は、この時から国のない民

を体恤しなければならず、この志を立てるた

族になりました。そして、イエス様が再び来

めに無限に犠牲になってこられた神様の心情、

る時までは独立できないのです。イエス様を

また未来の理念を立てるために無限に御自身

殺した罪を蕩減するために、二千年間多くの

を超越なさった神様の心情、無限に与えよう

苦労をしなければなりませんでした。イスラ

とされる神様の愛の心情を体恤しなければな

エル民族は、万人類のために万民の先祖とし

りません。（一九五七．八．四）

て来られたイエス様を、刑場に立てて血を流
すようにしたので、国のない民族として苦労

イエス様は、人類の父として来られ、聖霊

したのです。

は、人類の母としてこの地に来ました。しか
し、彼らは、霊肉を中心とした父母になるこ

その時のイスラエルは、霊的にも肉的にも、

とができずに霊的な父母としてのみ役事して

どこに出ても堂々とした権威をもった国でし

きました。

た。イエス様は、このような国家圏の上に来
られて、国家を収拾し、世界を復帰しなけれ

イエス様の十字架における死は、霊肉が一

ばならない責任があったのですが、イスラエ

つになった立場でサタンに勝利したのではな

ル民族が信奉せずに死の位置に追い出したの

く、サタンに追い込まれて死んだのです。そ

で、イエス様はやむを得ず霊界に行くしかな

れゆえに、体はサタンに差し出し、霊だけが

かったのです。

復活したのです。四十日後に復活して弟子た
ちを集め、霊的な基準を中心として第二イス

しかし、イエス様は、神様のみ旨を立てる

ラエルを出発しました。これが今までのキリ

ことができる忠孝の道理をすべて果たしまし

スト教二千年歴史なのです。

た。死の道を行きながらも、万民に代わって
天倫の使命と責任を全うしようと思い、「わ

それでは、第一イスラエルはどこにいるの

が父よ、もしできることでしたらどうか、こ

でしょうか。第一イスラエルは滅びました。

の杯をわたしから過ぎ去らせてください。し

第一イスラエルであるユダヤの国は、イエス

かし、わたしの思いのままにではなく、みこ

様を殺した罪によって滅び、第二イスラエル

ころのままになさって下さい」（マタイ二

が登場しました。神様は、メシヤを待ち焦が

六・三九）と言いながら、忠孝の道理を立て

れたイスラエル民族を四千年間率いて保護し、

たのです。

育成し、四千年間苦労したその功績の基盤の
上にメシヤを送られました。
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ゆえにイエス様は死んだとしても、その精

本来、ヨセフとマリヤが、イエス様は神様

誠の基準はサタンが占領できません。そして、

が送られた真の息子であり、神様の王子であ

イエス様が霊的に復活することによって、霊

り、また万民のメシヤだということを知った

的なイスラエルの基準がつくられたのです。

なら、彼が生まれたその日から、神様の王子

（一九六八．一．七）

として侍っていかなかればならないのです。

イエス様は、「わが神、わが神。なぜわた

毎日のようにイエス様に敬拝しなければな

しをお見捨てになったのですか」という立場

りません。王の王であり、永久に全天宙を支

に出ていき、自分の体が引き裂かれて、自ら

配することができる天の主権者として来られ

の魂がずたずたに引き裂かれる犠牲の道、死

た方であるがゆえに、イエス様が生まれたそ

亡の峠を越えていきながらも、お父様を離さ

の日から、ヨセフとマリヤは、彼に最善を尽

ずに最後まで忠孝の道理と忠臣の道理を誓う

くし、忠孝の道理を果たして侍らなければな

において、サタン世界の誰にも負けない立場

らなかったというのです。

で静かに死の道を迎えていったのです。
人間的に見れば、自分の息子に忠孝の道理
イエス様が、その場において、サタン世界

を果たさなければならないという法がどこに

で死んでいったどのような人よりも上に立つ

ありますか。しかし、天法ではそのようにし

ことができたその条件とは何でしょうか。怨

なければならないのです。（一九六五．一二．

讐に対して福を祈ったという事実、その条件

二六）

を中心としてサタンがそれ以上は侵犯できな
い防波堤として決定されたというのです。

イエス様は、どうして父母、すなわち神様
に侍ることができる天の法度を親しく教えて

神様はイエス様を愛して、イエス様は天を

あげることができなかったのでしょうか。本

愛したので、愛を中心として復活の権限を発

来、堕落していなければ、神様がアダムの父

揮して復活したのです。（一九七一．一一．

母になっていたはずですが、堕落によって父

七）

子の因縁が途絶えたのです。それで、父子の
因縁として、忠孝の道理を果たすことができ

イエス様は、幼いころから神様が喜ぶこと
ができる立場でイスラエル民族の慕心を受け

なかったことを私たちが蕩減復帰するために、
忠の道理と孝の道理の代わりをするのです。

なければならず、神様の前に召命されたイス
ラエル民族は、忠孝の道理を果たす立場でし

それまでは、神様が父母の位置で教えてあ

た。しかし、イスラエル民族がそのような使

げることはできないというのです。（一九六

命を果たせないので、腹中教を中心としてイ

五．一〇．一〇）

スラエルの勝利的立場を再現し、そのことを
再び推進させたのです。（一九六九．八．一

第五章 孝行と忠誠と宗教は不可分の関係

〇）
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神様を占領する方法は忠誠を尽くす道理し

ある時は、孝子の道を捨て、忠臣の道を取る

かなく、父母を占領する方法は孝行する道理

のが法度に準ずることだということを知らな

しかありません。ですから、皆さんは、神様

ければなりません。なぜならば、国の中には

の前に忠孝の道理を果たさなければなりませ

数多くの家庭が入っているからです。数多く

ん。（一九六四．六．一二）

の父母が入っているからです。（一九七八．
七．二三）

家庭で本当の孝行をする人は、国の忠臣の
道に直通します。国に本当の忠誠を尽くす人

友人たちがすべての秘密のふろしき包みを

は、聖人の道に直通します。それを知らなけ

持ってきて、それを千年、万年保管しておい

ればなりません。結論は何かというと、家庭

ても、安心できる友人にならなければなりま

において父母を絶対的に愛していこうという

せん。そのようにすることができる友人が一

道が孝子の道であり、国のすべての国民と主

番の友人です。自分の妻や父母や兄弟をほう

権者を絶対的に愛していこうという道が忠臣

っておいても訪ねてくるような友人になれば、

の道であり、世界を絶対的に愛していこうと

友人の中の代表的な友人になります。

いう道が聖人の道です。
友人として、過去と現在と未来の代表者に
国の国王も、聖人の道に従っていかなけれ

ならなければなりません。それから、家庭に

ばなりません。絶対的に信じなければなりま

おける代表者になりなさいというのです。そ

せん。愛国者と忠臣は王に従っていかなけれ

れゆえに、父と母は、息子を自分の家庭の代

ばならず、孝子は愛国者に従っていかなけれ

表者として立てるために「孝行しなさい」と

ばなりません。一つの道です。それでは、聖

教えます。別の言い方をすれば、孝子になり

人は誰に従っていかなければならないでしょ

なさいということです。

うか。神様に従っていかなければなりません。
それでは、情緒的に最初に一つになること
神様も永遠、不変、唯一の愛、この聖人も

ができる道とは何でしょうか。孝子になる道

永遠、不変の愛、国王も永遠、不変の愛、忠

です。天地が知ることのできる孝子の因縁を

臣も永遠、不変の愛、孝子も永遠、不変の愛

もった人は、その国を中心として相続するこ

であり、これは一つのコースにあります。い

とができる特権をもつのです。

くら回り道して行ったとしても、この道に従
三綱五倫の教えとは何でしょうか。その家

っていかなければなりません。
個人が行き、家庭が行き、氏族が行き、国

庭において、国が知り世界が知ることのでき

が行き、すべてのものが行くので、父母にも

る孝行を尽くしなさいということです。その

孝行しなければならず、国にも忠誠を尽くさ

ような孝子は神様も御存じなので、神様は、

なければなりませんが、一度に二つともでき

その血統を通して国を納める人を送られるの

ない場合は、どちらを先にしなければならな

です。

いでしょうか。孝子の道と忠臣の道の二つが
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孝子は家庭を中心として決定され、忠臣は

ですが、時と環境ができている時に精誠を尽

国を中心として決定されます。忠臣とは、心

くし、忠誠を尽くす人がいるとすれば、どの

を尽くし、思いを尽くし、精神を尽くして、

ようになるでしょうか。誰かが捕まえて殺す

主なる神様を愛した人ではなく、心を尽くし、

でしょうか。どのようになるでしょうか。

思いを尽くし、精神を尽くして、自分の国を
愛した人です。そのような人だけが忠臣にな

環境ができていない時に死を覚悟して忠誠

ることができます。（一九七〇．七．一九）

を尽くした、そのような忠誠をもって、時に
なり、環境ができた時に立ち上がる天の子女

どのような人が主人になるのかというと、

がいるとすれば、その子女はどのようになる

一番の主人になる人は、至誠を尽くし、忠誠

でしょうか。その人は、動けば動くほど、上

を尽くす人です。そのような人だけが主人と

がっていきます。その代わり、歩んでいる途

なる資格をもちます。学士や博士が主人にな

中で中断してはなりません。私が生まれたの

るのではありません。

はこのために生まれたのであり、私が働くと
すればこれしかないという、このような観念

もし学士や博士が来て働いて協助したとし

をもって至誠と精誠を尽くす立場で、一年を

ても、彼らは労働者にすぎません。主人にな

過ごし、二年、三年と過ごしていけば、その

ることはできません。最後の帰結点は、知識

過ごす年数に比例して、その人はどんどん上

が問題ではなく、学識が問題ではなく、その

がっていくのです。（一九六五．一一．二）

人に力量があることが問題ではありません。
至誠と忠誠を尽くすことが問題です。

皆さんは、李舜臣や柳寛順のような人が愛
国者だということを知っています。彼らがこ

昔を見てください。日本が三千万民族を掌

の国の愛国者ならば、彼ら以上に忠誠を尽く

握して思いどおりにしていた時に、柳寛順の

そうという心はもっているのですが、今まで、

ような少女が日本人に反対したのですが、そ

そのようにすることのできる実質的基準をも

の当時で見れば、それは正常な人ではありま

つことができなかったので、今から皆さんは、

せん。しかし、彼女は、民族が忠誠を尽くす

忠誠の道を歩まなければなりません。

ことができない時に、民族を代表して忠誠を
尽くし、民族が精誠を尽くすことができない

国を取り戻すための解放の先駆者にならな

時に、民族を中心として精誠を尽くしたので

ければなりません。それゆえに、この道を行

す。それゆえに、私たち韓民族にとって、常

く所で党派的に追われ追われて、あるいは投

に忘れることのできない思想的な指導的権限

獄されたとしても、闘争しなければなりませ

を彼女が占めるようになったのです。

ん。この闘争において、敵対する相手が誰か
ということを決定していかなければなりませ

時でない時、環境ができていない時、その
時と環境ができていない時だったので、その

ん。これが、統一教会の行かなければならな
い道です。

目的は、達成することができずに失敗したの
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「自分は父の前に孝行した」と誇ってはい

愛国心は天の理想に連結されるので、本心

けません。孝は、忠の道理を果たすための一

は忠孝の道を賛美するようになっています。

つの土台です。父に代わって忠の道理を果た

しかし、日本の中心と韓国の中心では、方向

し、一つの家庭の父母を中心として愛の祝福

が異なります。

を受けることができる私にならなければなり
韓国の李舜臣将軍といえば、日本では怨讐

ません。

です。また、日本の伊藤博文は、韓国の怨讐
そして、国を中心として永遠の愛を祝福し

です。そのようなものです。ここにおいて、

てくださろうとする父の願いに、いかにして

韓国と日本がお互いに中心に立とうとします。

私がその基準を突破し、成就するかというこ

ですから、偉人は各国ごとにすべているので

とが問題です。

すが、聖人はいません。

これを一生の事業だと考え、国民としての

偉人は、国を中心として愛した人であって、

道理をもって、その責任と使命を果たさなけ

世界を中心として愛した人ではありません。

ればなりません。（一九七〇．二．二五）

伊藤博文が、アジアと世界をより一層愛して
いれば、そのような悪いことはしませんでし

おそれ多くも、天は、父子の因縁に対する

た。（一九九二．四．一二）

み言を私たちに提示してくださったのですが、
私が、どの程度まで父に侍ったのか、どの程
度の孝子になったのかというのです。

家庭において父母に孝行するために、毎日
毎日父母の考えと一致する生活をする人と、
今すぐに孝行することはできないものの国を

個人的には孝子として、国家的、民族的に

取り戻すことができる道を求めて民族の願う

は忠臣の気概をもって天に対さなければなり

最善を追及し、世界のために最善を尽くそう

ません。東洋の三綱五倫のようなものには、

としながら、ある瞬間を待ち望んでいる人を

すべて一理があります。それを教えてあげる

比較してみるとき、今すぐには父母に孝行で

ためのものです。天に対する忠孝も同じです。

きなくても、未来に孝行しようという人が、

同じことです。父母に孝行することのできな

この世の中においてはより必要です。このよ

い者が、天の前に孝子となることはできませ

うな観点から見るとき、「宗教とは、未来を

ん。

追及する立場で、未来の国のために忠誠を尽
くすものであり、未来の孝行の基盤を強固に

国に対する忠臣の志操をもつことのできな
い者が、天の前に忠臣となることはできませ

するために出てきた」と言うことができます。
（一九六九．一二．二八）

ん。天の前でもこの世界でも同じです。心情
の世界も、内容が異なっているだけであって
同じです。（一九五九．七．一二）

国を愛することは、国を中心としたもので
はありません。父母を解放しようという愛の
心をもった孝子になろうというのが統一教会
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の思想です。国を愛する前に、父母を愛さな

とができません。そこには、天下の名将とし

ければなりません。孝子にならなければなり

て敵対軍を退けた勝利の気分を凌駕するほど

ません。

の感謝の気持ちが訪れてくるのです。

それを通って国を愛することができるので

それで、孝子、孝女になりなさいというの

あり、国を愛することができる道を通って世

です。夜に傷つこうと、昼に傷つこうと、父

界を愛し、世界を愛することができる道を通

と母に報告すれば、その父母は常に準備して

って天を…。そのようになるのです。まず、

います。なでてあげ、包んであげる心が常に

父母の前に孝子にならなければなりません。

準備されているのです。

（一九八六．一．三一）
たとえ包帯や薬は準備できなかったとして
宗教が追求しているある瞬間、忠孝を行う

も、愛の包帯と愛の薬で私をなでてくれると

ことができる未来のある瞬間とは、どのよう

いう驚くべき事実、その場所は平和の香りで

な瞬間でしょうか。

満ちあふれるようになります。これを支配し

人類が共に幸福を謳歌することができ、人
類が初めて希望の起点を賞賛することができ、

得る力は、ほかにないということを知らなけ
ればなりません。

歴史を支配される神様が喜んで誇ることので
一生の間、子供のために愛の関係を結んで

きる時です。
その瞬間を迎えて勝利を誓い、その一瞬に

生きる父母が血の汗を流し、腰が曲がり、そ

自らを全天地の中心として現すために宗教が

の容貌がどれほど悲惨になったとしても、そ

出てきた、ということだけは間違いありませ

の心の世界に燃え上がる希望は、誰もくじく

ん。（一九六九．一二．二八）

ことができません。直面する困難がどれほど
強かろうと、そこには、それを一歩一歩踏み

第六章 忠孝と真の愛の有無が天国行きと地

越えていくことのできる偉大な力があるので

獄行きの尺度

す。

いくら邪悪な社会環境に直面したとしても、

愛国者の道も同じです。我が国の先祖たち

愛する父母がいて、その父母の懐に行って涙

が、愛国者の道を行き、父母を愛する立場に

を流しながら寄り掛かることができるならば、

立ったので、それと同じように愛そうとする

それはどれほど幸福なことでしょうか。

のは、先祖の愛を受けることができる子孫と
してもち得るプライドです。

私が悲惨な立場にいる時に、誰も私を抱い
て慰労してくれなくても、父と母の懐にもた

ですから、一つの国の国民になったならば、

れて涙をすっと流せば、その重荷を背負いな

国を愛さなければなりません。国に依存して

がら苦しんでいる体を無言でなでてくれるそ

生きてはいけません。成長して分別がつく時

の父と母の手は、億千万金を出しても買うこ
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までは、依存して生きるでしょう。ただ勉強

れるのです。それは、すべて郷里から植えら

するだけの時はそうです。

れてくるのです。

しかし、分別がついてからは、依存して生

しかし、堕落することによって、これがす

きてはいけません。赤ん坊も、何ヶ月か乳を

べて食い違ってしまいました。それをこの地

飲めば、乳離れするでしょう？ ちょこちょ

で解かなければなりません。郷里に帰ってい

こ歩き回る時は、父母が隠しておいた物をど

って、サタン側に立って愛する数多くの孝子、

れだけ盗み食いしても、それは罪悪ではあり

孝女以上に孝子、孝女の立て札を立ててこそ、

ません。お父さんやお母さんが隠しておいた

天使長ではなく、善の霊人たちが地上に来る

物を子供がちょこちょこ行って取り出して食

のです。

べたからといって、「やい！ この息子、ど
ろぼうをしたな。罰を受けろ」と言うでしょ

そのようにして横的に活動する霊人たちが、

うか。「こいつ、とんでもないな。どうやっ

故郷で愛する心をもってソウルの家に来て協

てそれが分かったのか。私よりも勝ってい

助するのです。そのようにして横的基盤を広

る！」と言いながら、おしりをたたいてくれ

めていくことができるのです。それが復帰で

るのではありませんか。それが父母の心です。

す。（一九八八．四．六）

（一九八八．四．一七）
最高の立場で自己陶酔して満足しているそ
エデンの園においてアダムとエバが堕落す

の群れから迫害されて追われ、涙を流す立場

ることによって蒔かれた罪の種は、彼らの息

で血だらけになって倒れていく体を立て直し

子であるカインとアベルによって刈り入れら

ながら、たった一つ私が残さなければならな

れました。それゆえに、罪の種を蒔いた父母

い遺業とは何であり、私が残すことのできる

が復帰されなければならないのです。

遺産とは何であり、私が相続させることがで

そして、天宙史的な父母復帰の基台を中心

きる最後の遺言とは何でしょうか。天に対し

として、忠孝の道理を全うすることができる

て燃え上がる心情と、忠誠を尽くしたいと思

子女の基準を復帰しなければなりません。こ

う孝子の心、忠臣の心、烈女の心をもつ群れ

の基準が決定したのちに、初めて「万物の

がいるとすれば、その群れは絶対に滅びるこ

日」が出てきたのです。（一九六六．六．一

とがありません。（一九六一．一．九）

九）
正義の道をはっきりと知って分別していく
愛は、自らの家庭から父母の助けを願うこ

のが忠孝の道理です。ですから、皆さんは、

とではありませんか。自分が父と母の愛を受

何の価値もない一日一日を送ってはいけませ

けたならば、父と母を愛さなければなりませ

ん。それは負債を負うことと同じです。自分

ん。天理はそのようになっています。すべて

に近い人々をここに引っ張ってこなければな

の心情的な誘発点は、父子の関係から連結さ

りません。力が足りなければ、脅迫してでも
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連れてきなさいというのです。それは罪では

神様を中心として、おばあさんとおじいさ
んが愛を中心として絶対的に…。愛とは何で

ありません。

しょうか。その凹凸を合わせるにおいて絶対
なぜそのようにでもしなければならないの

的であり、父と母も絶対的であり、夫婦も絶

でしょうか。教育して良い所に連れていくた

対的であり、自分の息子、娘たちも絶対的で

めです。そのような条件があるので、何でも

あることを願うのです。（一九九六．一一．

することができるのです。ですから、これか

二四）

らはそのままほうっておいてはいけません。
父母は、孝行する子を見て涙を浮かべ、永

（一九九三．一．一）

遠をかけて祝福するのです。心情圏には、そ
皆さんが忠誠を尽くせば、皆さんの子孫の

のような背後があります。恐ろしいのです。

前に道が残されるのであり、皆さんが霊界に
行けば、その苦労の功績の道が褒めたたえら

この世には、お互いを比較しながら祈祷し

れるのです。今はもう、蕩減の時代は過ぎ去

ているうちに、後ろ指を指されて消えていく

りました。

人もたくさんいますが、本当に忠孝を行う孝
子が中心になる時は、父母と自らは、涙を流

今は、皆さんが動くほど輝く伝統を立てる

してその家庭を守り、未来の国の祝福がその

ことができるのです。それが皆さんの財産に

家庭と共にあることを願う孝子になり、父母

なります。

になるのです。（一九九三．四．二一）

このような時点に置かれているということ

神様のために生きる孝子の道は、客死の身

を知って、すべての精誠を捧げなければなり

になったとしても、その環境を守り、その環

ません。（一九七一．一．三）

境が喜ぶことのできる立場を継承していかな
ければなりません。そのようにしてこそ、天

絶対的に忠孝を尽くせば、神様の本性の天

国に行くことができるのです。そのようにし

国に行くのですが、ここに反対すれば、天国

なければ行くことができません。（一九九六．

と一八〇度反対の地獄に、直行で落ちていく

一〇．一三）

のです。
一つの世界、一つの目的の世界を成し遂げ
フリーセックスは、サタンが人類を滅亡さ

るための神様がいらっしゃるのであり、その

せ、地上地獄を膨張化するための悪魔の計略

神様は、遠くに対する時は万軍の主であられ、

的愛の版図だということを、皆さんは知らな

中心の中の中心であられるので、そのお方に

ければなりません。絶対的な愛の神様を中心

対して私たちが信仰するのは、忠臣になるた

として見るとき、おじいさんとおばあさんは、

めです。

絶対的に一つになっています。分かれること
ができません。

それが、私の生まれた義務であり、責任で
す。近くに対する時は父であられるので、孝
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子、孝女になることが私たちの責任だという

た人はいません。このことを知らなければな

ことを知らなければなりません。それが先に

りません。天の忠臣が現れず、天の孝子が現

しなければならないことです。そのようにし

れず、天の烈女が現れなかったのです。

ておいてこそ、「地獄に送ろうと、天国に送
ろうと、自由にしてください」と言うことが

ある絶対的な信仰をもった人がいて、天が、

できるのです。そのように生きたのちに地獄

天地を統治することのできる位置にその人を

に行った人はいません。（一九六四．一〇．

立てて祝福してあげたいと思われるとすれば、

五）

その人は、最高の位置に行くようになるでし
ょう。そのようにしようとすれば、その人は、

アメリカは、世界の代表国家として責任を

その国の「最高の忠臣」という名前をもたな

果たし、皆さんは、世界の国家代表としての

ければならず、その国の「最高の孝子」とい

責任を全うするという立場で結束しなければ

う名前をもたなければならず、信仰者たちを

なりません。

「新婦」と言われたので、その国の「最高の
烈女」という称号ももたなければなりません。

ですから、先生の前において完全なカイン

しかし、神様は、六千年間復帰摂理をしてこ

にならなければなりません。国家を代表した

られましたが、「あなたは、天地が生じたそ

者、世界を代表した者として、完全なカイン

の日から今日までの歴史において、かけがえ

にならなければなりません。そこにおいては、

のない私の忠臣だ」と言って祝福してくださ

個人の観念はあり得ないということを知らな

った人はいません。「創世以後今日までの歴

ければなりません。

史において、あなたは私の前における真の孝
子だ」と言って祝福してくださった人はいな

この時だけは、皆さんが世界史を代表した
カインの中のカインになり、天使長に恥ずか

いのであり、烈女として祝福してくださった
人はいないというのです。

しく思わせる天使長になり、天使長の蕩減条
件を越え、天のために忠誠を尽くす天使長に

それは、この地の各国家が、天が誇ること

なるという心をもって立たなければならない

のできる主権をもった国になり得なかったか

ことを知らなければなりません。（一九七六．

らであり、この地の家庭が、天が永遠に愛し

八．一〇）

て守ってくださることのできる真の父母をも
った家庭になり得なかったからであり、この

第七章 神様と真の御父母様

地の人々が、天が永遠に信じてくださること

一、真の御父母様は忠孝の標本

のできる真の新郎新婦となり得なかったから
です。

私たちは、イエス・キリストを「王の王」
と言っています。「主の主」、あるいは「絶

ですから創世以後今日まで、創造主が、こ

対者の主体者」と言っています。しかし、そ

の地上で暮らす人間たちの中で、「あなたは

のお方の前で、「忠臣だ」と言って祝福され

私の愛する息子、娘だ」、「あなたは天上天
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下を代表した孝子だ」と言って誇った人はい

て、悪は悪として、善は善として分立しなけ

ません。「あなたは私の前における忠臣だ」

ればなりません。「私」という存在は、この

と言って誇った人はいないのであり、「烈女

勝敗を左右する鍵を握った人です。

だ」と言って誇った人はいないのです。
したがって、私は、個人を超越した公的な
堕落した私たちは慕っています。天が認め

存在だということを肝に銘じなければなりま

る忠臣になり得る、その国を慕っているので

せん。過去に忠誠と孝行で公的な使命を完遂

す。真の父母に侍って孝子となり得る、その

するために苦労した先祖たちのその歴史的な

世界を慕っているのです。

偉業を継承する者は、彼らよりも公的使命の
前により忠誠を尽くし得る人でなければなり

真の新郎新婦となって、天の懐に抱かれ得

ません。

る、本然のその世界を慕っているのです。こ
れが、人間の願う最大の目標です。（一九六

したがって、私たちが公的な使命を担うた
めには、歴史を超越した宇宙的な忠孝烈の心

〇．四．二四）

情と覚悟を備えなければなりません。（一九
この世界は、父母が慕わしいので、その父

六一．一二．一七）

母が来られる日のために準備するのです。そ
の一人の主人公、一つの父母、一つの世界が、

忠臣とは何でしょうか。国王に対して精誠

神様が今日までの六千年間苦労してこられた

を尽くす人が忠臣でしょうか。違います。民

結実であり、願ってこられた目標です。ここ

を国王と同じように愛することのできる人が

に、その父母に代わって立つことのできる心

忠臣だということを知らなければなりません。

情的な後継者が出てこなければなりません。
孝子とは何でしょうか。父母のために精誠
心情的な後継者です。言葉だけの後継者で

を尽くす人ではありません。父母を愛するの

はなく、姿だけ同じ後継者ではなく、喜ぶだ

と同じように、兄弟のために精誠を尽くす人

けの後継者ではなく、父母の悲しみと苦痛を

が孝子だということを知らなければなりませ

自らのものとして、父に代わって苦痛を受け、

ん。

父に代わって悲しみながら、心情的に天の前
に忠孝の道理を立てようともがく後継者のこ

真の聖子、神様の息子、娘とはどのような

とです。そのような群れだけが、天の前に立

人でしょうか。神様を愛するのと同じように、

つことができるのです。（一九六〇．四．

神様に属するすべてのもののために歩もうと

三）

する人が聖子です。

今日までの歴史路程は、善と悪の闘争によ

それゆえに、私は聖子の道を歩もうという

ってつづられてきた路程です。このような歴

のです。先生は、神様も愛していますが、人

史が私の前に迫ってきたので、私を中心とし

類も愛しています。怨讐であるアメリカまで
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も愛しているのです。そうであってこそ、神

手となっており、私の顔がどれほど天の前に

様が御覧になるとき、「私の息子よ」とおっ

孝子の姿として、天が慕うことのできる人に

しゃることのできる人は、神様を愛するのと

なっているでしょうか。

同じように、人類のために生きる人です。そ
自らの一身が、どれほど孝子の触媒となり、

のような人が神様の息子です。

いかなる逆境にあっても、昼夜その逆境を克
御自身のことを忘れて人類のために生きる

服しながら、孝子の行く道を開拓してあげる

神様なので、自分を忘れてこの人類のために

ために努力される父の姿を現すことができる

生きるのです。そのように生きるので孝子だ

ようにしてさしあげたのかという問題を考え

というのです。その定義をはっきりと知らな

てみるとき、そこでは、私たちは自分という

ければなりません。

ものをもつことができません。（一九七二．

私たちは、孝子の道と忠臣の道から聖子の

八．一）

道を尋ねて行くのです。聖人の道を尋ねて行
くのではありません。そのような内容を中心

孝子になろうとすれば、父母のすべての苦

とした孝子の道理と忠臣の道理を通じて、聖

労を、あるいは父母の前に最も困難な道を選

子の道理を成し遂げてこそ、その国が何の国

んで責任をもつために立ち上がる者にならな

となるのですか。地上天国です。そこで生き

ければなりません。

れば、そのまま天国に行きます。そのように

また、そのような孝子になることができな

することが神様の創造理想だったのです。

い子供を孝子にさせたいと思う父母がいると

（一九八四．七．一九）

すれば、その父母はどのようなことをさせる
でしょうか。死ぬほどのことをさせるのです。

二、真の御父母様に対する忠誠は神様に対す

「おい、これをしなさい」と言って、兄弟の

る忠誠

中で最も大変なことばかりを選んでさせるの
です。

父母に親不孝した息子の立場に置かれてい
るのが人類です。不幸を招いた張本人が、私

ただ一つしかない孝子の名をもってこられ

たち人間です。天の前に言い表すことのでき

るお方がメシヤです。ただ一つしかない孝女

ない不孝をしたので、親不孝した者が天の前

の名をもってこられるお方が、メシヤの新婦

に堂々と立つためには、孝子となることので

です。

きる立場に立たなければなりません。
イエス様は男性なので、男性の前に女性だ
統一教会の食口たちは、天の孝子となるこ

からといって、すべての人が新婦でしょうか。

とを誓って立ち上がったということを自負し

新婦がたくさんいるのですか。新婦は一人し

ています。しかし、私たちは、再度冷静に批

かいません。しかし、新婦になろうとすると

判、分析しなければなりません。私の手が、

ころでは、誰もが競争することはできるので

天の前にどれほど孝子の手として、天が慕う

す。（一九七二．九．一〇）
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故郷に孝子がいるとすれば、歴史時代にお

地上のすべての宮殿法と国の法と、天上世

いて、その地にいた孝子の中のいかなる孝子

界の宮殿法と国の法を完成し、それをすべて

よりも立派な大王の孝子にならなければなり

守ることができなければなりません。それを

ません。忠臣がいたとすれば、それよりも立

守ることができてこそ、聖子になるのです。

派な大王の忠臣にならなければなりません。
その故郷の地を訪ねていって何をするかと
いくら孝子と忠臣になったとしても、真の

いうと、「家庭盟誓」の第二番の孝子、忠臣、

父母と横的な因縁をもたなければ何の意味も

烈女にならなければなりません。二番を成す

ありません。真の父母を中心として、横的な

のです。今まで神様は、そのようなものをも

父が水平になる時、縦的な父が現れるのです。

つことができなかったので、サタンのものだ
ったというのです。（一九九四．一二．二

完全なマイナスが生じるようになれば、完

二）

全なプラスが訪ねてくるのです。（一九八八．
三千里半島の至る所で、三千万民族の代わ

五．二二）

りとなり、父のために忠孝を果たそうと誓う
真の父母とは何かというと、家庭では孝子、

群れが現れることを先生は待ち望んでいます。

国家では忠臣、世界では聖人、天地では聖子
の伝統的道理をすべて果たした人です。その

皆さんが胎中にもいない時に、先生はこの

ようなコンセプトをもたなければ、神様を中

ような誓いをなしたのであり、皆さんがこの

心とした家庭において、神様の願われる孝子

ような道を行くことを夢にも思わなかった時

として立つことができず、そのような中心を

に、既に先生はこのような道を歩んでいたの

中心として築かれた国において、神様の国を

です。涙が多いとすれば、三千万民族の誰に

中心とした忠臣として立つことができず、そ

も劣らないほど涙が多いのです。誰かが現れ

のような世界において神様が願われる聖人と

て私に一言でも言えば、抑えることができず

して立つことができず、そのような天地にお

に痛哭してしまうでしょう。

いて孝子となり得る聖子として侍ることはで
この世から見れば、先生は本当にかわいそ

きません。

うな人です。どれほどかわいそうでしょうか。
それゆえに、私たち自身が、このようなサ

心の安らぐ場所がありません。天地がどれほ

タン世界の蕩減復帰のために、このような四

ど広くても、心の安らぐ場所がないというの

大条件を完成し、天の前に奉献しなければな

です。

りません。聖子とは何かというと、天国の宮
殿法と天国の法と地上の宮殿法と地上の国の

イエス様が、「きつねには穴があり、空の

法を守らなければなりません。天国にも王宮

鳥には巣がある。しかし、人の子にはまくら

があり、国があるのです。

する所がない」（マタイ八・二〇）とおっし
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ゃいましたが、その心が理解できます。（一

歴史の条件を残すことができないのかという

九六三．一〇．一六）

のです。簡単で易しい方法だというのにです。

皆さんは、先生に対して、天の父母のよう

家庭を代表して父母の前に孝行し、国に対

に孝行したことがありますか。サタン世界に

して忠誠を尽くし、天に対してすべてのこと

生まれて死んでいった数多くの孝子たちも、

をなし、歴史的な勝勢の権限をもっていくこ

その国が追慕することのできる孝子の碑を残

とができるチャンス、天のすべての偉業を無

したのではありませんか。

条件に相続し得る絶対的なチャンスを得たに
もかかわらず、なぜそれをすることができな

また、いつ忠臣の道理を果たしたのかとい

いのかというのです。そのようにしてこそ、

うのです。死ぬ最後の時まで、生命を捧げる

地から国を経て天国に入っていく時に、遮る

までは、孝子になることはできないのであり、

者がいないというのです。

忠臣になることはできないのではないですか。
私は、そのような人を願いました。私が教育

サタンはどのようにするのかというと、家

をしたのは、そのような人を願って教育した

庭の前で遮ったのです。私個人がいくら完成

のです。それにもかかわらず、標準がすべて

したとしても、父母の前に孝行しなければな

ずれてしまいました。

りません。そのようになっています。また、
いくら父母の前に孝行したとしても、国の前

いつ皆さんが、本当の意味で国を愛し、本
当の意味で兄弟を愛し、本当の意味で先生を

に忠誠を尽くすことができなければなりませ
ん。

愛し、本当の意味で先生の家庭を愛したこと
がありますか。蕩減復帰の原則において、い

いくら国の前に忠誠を尽くしたとしても、

かなる孝子よりも、いかなる忠臣よりも勝っ

人類の前に忠誠を尽くさなければ、天国に行

ていなければならないのではありませんか。

くことはできません。（一九六七．一二．二

それが、「原理」が教えてくれている教示で

六）

はありませんか。
私が愛さなければならない万物という父母
そのような基準に立ったことがありますか。

の前に孝子となることができなかったのであ

このようなことを皆さんは知らなければなり

り、私を生んでくれた父母の前に孝子となる

ません。（一九七三．八．一五）

ことができなかったのであり、この霊界と神
様の前に孝子となることができなかったので

先生が命令することのために、なぜ手が曲

すが、先生を中心として真の父母に侍ること

がるほどに忠誠を尽くすことができないのか

によって、代わりに孝子の資格を与えてもら

というのです。それを見つめる時、その話を

うことができるのです。それゆえに皆さんは、

聞く時、なぜ胸がふさがって痛哭が出てくる

粘り強く従っていかなければなりません。
（一九七九．九．三〇）
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世の中の若い男性や女性たちも、「初愛は

うなことを思うとき、今日、私たちは神様の

忘れることができない」と言うでしょう。皆

前にあまりにも厚かましく、あまりにも傲慢

さんは、みな結婚したことがなくて分からな

だったという事実を発見するようになります。

いかもしれませんが、初愛は忘れることがで

（一九七〇．四．一二）

きないものです。
天地を代表して真の父母に侍るにおいて、
神様と私たち人間との間で父と息子の因縁

歴史上のいかなる先祖よりも、いかなる時代

をもち、父の前に孝行した孝子として記憶さ

の人よりも忠孝を尽くすという自覚をもって

れた息子、娘は、神様の心の中から取り除い

行動しなければなりません。そのように行動

てしまおうとしても、絶対に取り除くことが

すれば、天とその環境において、すべての人

できません。それは、アダムとエバよりも勝

が影響を受け、自分を中心として一つになる

っている立場に立っているからです。

のです。（一九九五．一二．八）

アダムとエバは孝子になったでしょうか。

皆さんは、社会に忠誠を尽くさなければな

孝子になることができませんでした。孝子に

らず、教会に忠誠を尽くさなければならず、

なる道とは、どのような道でしょうか。孝子

家庭に忠誠を尽くさなければなりません。そ

の道を行こうとすれば、父のみ旨のとおりに

れでは、教会とは何をする所でしょうか。人

生きなければなりません。父のみ旨のとおり

格を形成し、人格を育てる所です。堕落した

に生きた人でなければ、孝子になることはで

ので、教会が必要です。家庭と社会で終わる

きません。（一九七二．五．三一）

のではありません。

自分のために苦労してくださる父母の前に

人格を復帰するにおいては、そのままでは

孝の道理を全うするためには、まず涙をもっ

復帰できません。大学を卒業して何かの博士

て父母を慰労し、引き受けた十字架を堂々と

の学位を受けたからといって、それで人格が

背負っていかなければなりません。

復帰されるのではありません。ですから、教
会が必要だというのです。

あなたが歩んでこられた十字架の道は、子
女を愛するがゆえに悲惨だったという事実を

それでは、どこに忠誠を尽くさなければな

告げる心をもって、「父よ！ これ以上苦労

らないのでしょうか。家庭に忠誠を尽くす前

しないでください。父よ！ 私のためにこれ

に、教会に忠誠を尽くさなければなりません。

以上心配しないでください！」と言うことの

社会に忠誠を尽くす前に、教会に忠誠を尽く

できる立場に立たなければなりません。

さなければなりません。教会が主体であり、
家庭と社会は対象です。

これが、今まで悲しみを受けながら歩んで
こられた父母である神様の前に、立つことの
できる孝子の姿ではないでしょうか。このよ
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知恵深い人はどこに立つのでしょうか。対

ません。ですから、代表的家庭になり、中心

象の立場に立つのではなく、主体の立場に立

的家庭にならなければなりません。それで、

つのです。主体の立場は一つしかありません。

孝子、忠臣、聖人、聖子の道理は、私が行く
道だというのです。天性的に私が必然的に行

対象は、東西南北の四方において三六〇度

くべき道だというのです。

回転しなければなりませんが、主体は、中心
のただ一箇所しかありません。それは、ある

それゆえに、家庭では孝子にならなければ

圏内の絶対的な立場です。二つではありませ

なりません。それから、国では忠臣にならな

ん。中心が二つになることができますか。こ

ければなりません。忠臣は、生まれながらそ

れが行ったり来たりすれば、滅びる可能性が

の道理を外れることがありません。夜も昼も、

大きいのです。（一九六九．九．三〇）

焦点を合わせていかなければなりません。先
生は、一生の間、寝ても覚めてもみ旨という

大統領になるには、大統領になり得る基盤

焦点を忘れたことがありません。床から起き

を築かなければなりません。いくら皇太子と

上がれば、それを続けます。千年、万年続け

して生まれたとしても、王になるには、王に

るのです。

なり得るすべての法度と規則を学ばなければ

先生が勝利した内容があるので、「氏族的
メシヤの責任を果たすことができなかったと

なりません。

しても、国家的メシヤの責任を果たして、自
ですから、皆さんは、言葉ばかり言うので

分たちの誤ったことを清算しなさい」と言っ

はなく、人類歴史最後の路程で、父母の言葉

て前に立てたのです。そこで孝子にならなけ

を一つ聞いて実践するのです。そのようにす

ればならず、忠臣にならなければなりません。

れば、神様が「あなたは孝子だった」という

世界と国家を愛する心で、兄弟たちのために

印を押して、天国の孝子として天国に送って

祈祷しなければなりません。そのようにして

くださるのです。これは、どれほど驚くべき

こそ、真の御父母様に従って聖子の地位をも

愛でしょうか。その基盤は何ですか。家庭教

ち、神様のみ前に現れることができるのです。

会という基盤です。天国は孝子が入っていく

（一九九七．四．八）

のです。
先生が国を担いました。その道において、
息子は息子でも、ならず者は入っていくこ

皆さんが功臣です。それゆえに、孝子の道、

とができません。孝子の名をもっていかなけ

烈女の道、忠臣の道を築くために行く道だと

ればならないので、孝子という名の印を押し

いうことを知らなければなりません。それが

てもらうためのものが家庭教会です。（一九

氏族的メシヤの使命です。

八二．一一．一）
孝子は家庭における息子の立場であり、烈
家庭で安楽に暮らす人々は愚か者です。家

女は夫婦の立場であり、国を代表する父母の

庭天国の垣根の中にしかとどまることができ

立場は忠臣です。忠臣になることによって国
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と連結され、父母の立場を代表するのです。
（一九九一．一〇．一六）

先生のために、神様は多くの涙を流してい
ます。そのようなことを知らないでしょう？
皆さんの中に、先生に涙をたくさん流させる
孝子、孝女がいますか。それを願っているの
です。
そのような人は、まだ探し出すことができ
ずにいます。深刻な男です。（一九九四．三．
一二）
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Book 十五: 天一国主人の生活

愛による道徳性の喪失と家庭の破壊によって、

The Life of an Owner of
Cheon Il Guk

極度に乱れた生活を送っています。
人類の父母であられる神様は、このような
乱れた生活を送っている堕落人間が一日も早
く創造本然の立場に戻り、天一国主人になる
生活を送ることを願っていらっしゃいます。
まず、神様から召命を受けた私たち祝福家庭

はじめに

が、天一国主人としての生活を率先して実践
真の御父母様は、神様と人類の解放、そし
て幸福な永遠の理想世界を実現するために、

することにより、自らの氏族を祝福して天の
懐へと導かなければなりません。

八十年の生涯を血と汗と涙で濡れた蕩減の路
程を歩んでこられました。そのような苦難の

「天一国主人の生活」は、一心、一体、一

路程の中で、一九九三年に成約時代の到来を

念、一和の精神を土台として、純潔、純血、

宣布され、天宙平和統一国（天一国）の基盤

純愛、純孝、純忠、純聖、純婚、純家庭の純

を固められて、二〇〇一年に天一国を宣布さ

潔八段階を常に実践することにより、天一国

れました。さらに、二〇〇二年の「真の子女

の主人になることができるというみ言が収録

の日」には、天一国主人として祝福家庭を祝

されています。

福してくださいました。
天一国の開門が成された今、時代は大きく
真の御父母様は、天国に対して多くのみ言

変わりました。古い時代は行き、新しい時代

を語ってくださいましたが、天宙平和統一国

が到来しました。人間始祖の堕落によって出

（天一国）宣布以来、天国の具体的名称は

発したサタン主権の時代は行き、勝利された

「天一国」だということを明確にしてくださ

天地父母様が天宙を治められる神様主権の創

いました。

造本然の時代が到来しました。

天一国三年二月六日、天一国開門が宣布さ

すべての祝福家庭は、天一国主人にならな

れて以降、天一国主人としてふさわしい生活

ければなりません。このみ言を訓読し、実践

のために精誠を尽くしている祝福家庭の皆さ

することにより、天一国主人になられること

んのために、真の御父母様のみ言集の中から

を祈願します。

天一国に関するみ言を精選して『天一国主人
の生活』という本を発刊するようになったこ
とを、神様と真の御父母様に感謝申し上げま

二〇〇三年三月

す。

堕落した人類は、個人主義的利己主義と物
質万能主義、瞬間的な快楽のみを追う即席的
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第一章 創造の原動力は神様の真の愛

は何かというと、私たち人間たちが喜ぶ黄金

一 真の愛は神様のみ旨がとどまる中心

の塊ではありません。それは、いつでもつく
ることができます。それから、知識も同じで

神様は、真理の大王、善の大王、真の大王、
愛の大王です。では、神様は、もともといら

す。神様は、全知全能のお方です。知識の大
王であり、能力の大王です。

っしゃったのでしょうか、お生まれになった
のでしょうか。神様も大きくなってこられま

真の愛の深さは、神様がお生まれになる時

した。それを知らなければなりません。それ

の、その底まで包括するという話です。どれ

をどのように知ることができるのですか。神

ほど深いか分かりません。神様が存在し始め

様の本性に似たすべてのものが、小さな細胞

た根源から始まったので、どれほど深いか分

から育ってくるのと同じです。それでは、神

からないのです。一生の間生きても、すべて

様は何によって大きくなってこられたのでし

そこまで行けないので、あの世界に行っても、

ょうか。愛ゆえに大きくなってこられたとい

それに向かって永遠に発展するのです。です

うのです。絶対的な愛を中心として大きくな

から、夫婦でけんかをして別れるというのは

ってこられました。愛の主体が神様であり、

考えることもできません。

人間はその愛の対象です。
神様御自身も育ってこられたというのです。
神様は、真の愛のために天地を創造されま

神様がその深さまで、出発とともに根源と一

した。神様が天地を創造されたのは、人を見

緒にいらっしゃったのです。根源は、神様が

るためではありません。愛ゆえに創造された

先ではなく愛が先です。「神様は二性性相に

のです。愛は、神様お一人でもつことはでき

なっている」というのですが、なぜ二性性相

ません。お一人で愛を感じることはできませ

ですか。愛ゆえに二性性相を大切に保管する

ん。もちろん、御自身の中に愛はあるのです

のです。

が、円満に和合する喜びが充満した愛は感じ
ることができません。いくら美しい花が咲い

真の愛は、神様が思いのままにお出ましに

ても、香りが出なければならず、いくら香り

なることができる橋になるのです。すべての

をもっていたとしても、風が吹いて初めて香

四肢五体が、いつ愛を中心として表面で一つ

りが飛んでいくのです。ですから、風のよう

になってもＯＫであり、内面で一つになって

に相対的な刺激の対象が必要なのです。

もＯＫです。北でも、南でも、東でも、西で
も、天国でも、地上世界でも、どこでも同じ

真の愛は、神様が創造される時の根源的力

です。愛を中心として和合することができ、

です。原動力だというのです。それゆえに、

愛を中心として自律的に和動することができ

神様も好むのは、真の愛だというのです。神

るのです。それは、愛だけがもっているもの

様も、私たちのように御飯も召し上がり、目

です。

もあり、鼻もあり、すべてあります。そのよ
うなお方ですが、そのお方が喜ばれることと
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体制においても同じです。党を神様の絶対

神様は、真理の大王であり、善の大王です。

的な代わりとして立て、完全に一つになろう

真の大王です。愛の大王様です。それゆえに、

とするのは、神様を中心として一つになると

神様を介在させない所には、善なるものがあ

いうことです。

り得ないのです。仕事もそうです。神様を抜
かして行うのは詐欺です。信じることができ

神様も、真の愛に対しては絶対的に服従し

ません。すべてのものがそうだというのです。

ます。真の愛を中心としては、神様も生命を

神様を介在させることによって、真の基準、

捧げようとされます。男性や女性も、真の愛

永遠の基準が設定されるのです。

があれば、なぜ命を捧げようとするのですか。
愛が生命よりも先だからです。神様がなぜ存

それでは、真の愛と偽りの愛を、何によっ

在し始めたのでしょうか。愛ゆえに存在し始

て分別することができるのですか。自分を中

め、愛するために存在されるというのです。

心として「ため」に生きようとする愛は、悪

愛という概念がなかったならば、神様も生ま

魔と通じる愛であり、相対を中心として「た

れる必要がなかったというのです。

め」に生きようとする愛は、天地の道理と通
じ、神様と通じる愛です。ここに境界線があ

それゆえに、神様からつくられたすべての

るのです。

ものは、ペア・システムになっています。鉱
物世界もペア・システムであり、レベルは低

神様の愛は、与えて、与えて、与えても忘

くても、陽イオンと陰イオンも愛を表示しな

れてしまうのです。それが真の愛です。年を

がら絡み合っているのです。これは、レバレ

取ったおばあさん、九十歳になったおばあさ

ンド・ムーンがこの世に現れて、歴史上初め

んが七十歳を越えた息子に、「おい、なにが

て発表したのです。神様御自身も真の愛を絶

しよ。きょう外に出たら車に気をつけなさ

対視され、それに絶対服従しながら生きよう

い」と言って、相変わらず昔の幼い時の息子

と思われるその起源を発表したのは、レバレ

と同じように接してあげるというのです。毎

ンド・ムーンが歴史上初めてです。それは、

日のように繰り返すその話を、九十歳を越え

観念ではなく事実です。このように神様は、

るまでしても疲れません。千万年たっても疲

真の愛を求めるために創造されたのです。

れないのです。そのような愛が真の愛です。

真の愛というものは、神様を介在させるこ

自分の生命までも投入して、また投入する

となくしては成立しません。神様が介在され

という位置、与えて、また与えても忘れてし

なければ、真という言葉、真という男性、真

まうことができる位置においてのみ、真の愛

という女性、真という家庭、真という真理、

が始まるのです。真の愛は、天地を貫きます。

真という愛がないというのです。神様が介在

死の世界も貫いて上がっていくのです。

してこそ、それらが可能なのです。
生命の世界も、硬い心でも、どこでも貫い
ていくことができるというのです。愛が通る
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ことのできない所はありません。愛は、秘密

のような世界が霊界です。その真の愛と和合

の部屋も通ることができるのです。

すれば、通じない所や聞こえない所がなく、
すべて通じるのです。真の愛の主人である神

最も速い速度をもったものが愛です。真の

様の産毛があるならば、その産毛も真の愛に

愛は、神様の創造能力と一致した力です。で

属しているので、少しだけ動いても天下がす

すから、その愛をもっていれば、地の果てか

ぐに知るようになります。鋭敏だというので

ら神様に、「来てください」と言っても来ら

す。感情が宇宙的感情にまで、すべて通じる

れるというのです。醜い孫娘でも、指を少し

というのです。

動かせば、おじいさんが彼女に従っていきま
す。愛は、そのように偉大だというのです。

愛を中心として、人間たちが神様、創造主
以上の位置にまで上がっていける特権を許諾

これが真の愛です。

したその道を歩んでいくことができ、従って
愛というものは、ただそのまま出てくるの
ではありません。神様の愛を通じなければ、

いくことができる方向を教えてあげるので
「神主義」というのです。

栄光が出てこないのです。その人が栄光を享
受するというのは、自分一人でいる愛をいう

「神主義」は真の愛主義ですが、真の愛主

のではなく、億万長者になって金の畑に座っ

義は、堕落した生命を犠牲にして投入するこ

ていることをいうのではありません。

とができる道を訪ねていかない限り、その道
に到達できないのです。それで聖書は、「生

愛の因縁を完全に備え、変わらない幸福な

きようとする者は死に、死のうとする者は生

位置にいることを、栄光を享受するというの

きる」と、逆説的な論理を教えてくれたこと

です。栄光は、神様の愛を除いてはあり得な

を知らなければなりません。

いというのです。責任を完遂したのちに、完
成段階の基準を経たのちに神様の愛を受ける
ようになれば、栄光は自動的に訪れるのです。

愛の道を尋ね求めていく人は、どのような
ものを備えなければならないのでしょうか。
神様の愛、神様と父母、そして私が一つにな

真の愛は、神様よりも貴くなり得るのです。

らなければなりません。それで初めて真の愛

それは何の話かといえば、神様でも愛の相対

だというのです。これが、神様のみ旨がとど

は、何千万倍も立派であることを願うという

まることのできる中心です。私がそのみ旨と

のです。それは逆にいえば、真の愛の対象は、

一つになることのできる中心です。

神様より貴いというのです。皆さんも、相対
が皆さんより立派であることを願うのが愛で

二 神様と真の父母と一体を成し遂げるため

す。

の真の愛

真の愛は、神様の愛です。霊界に行けば、
真の愛の色と味を感じることができます。そ

本来、心と体は、離そうにも離すことがで
きず一つでした。人間の心は神様の心であり、
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人間の体はその心を包む器でした。ところが、

一体のようになって永遠に愛を呼吸し、愛を

人間の堕落が人間の体を悪魔に差し出したの

食べて生きることができるのです。そのよう

です。それから、人間の体は悪魔の僕になり

な世界を天国といいます。真の愛を中心とし

ました。

て一つになったことを、聖書は話さなかった
のです。「わたしは道であり、真理であり、

人間の良心は、神様を代表する心です。良
心は、自分のために存在するのではありませ

命である」（ヨハネ一四・六）、そこには愛
が抜けています。

ん。天の義のために存在します。良心は、常
に善に向かって走ろうとします。ここに体は

真の人とは、真の愛で暮らす人です。真の

反抗します。体は、自分だけ楽をしようとし、

愛は、与える愛であり、永遠にセンターのた

利己的であり、本能的要求によって肉欲を表

めに生きるという愛です。これが神様の核心

そうとします。良心は、この体を叱責して心

です。真の愛は、神様の愛です。神様を永遠

に順応させようとします。ここに、常に血を

に愛そうとすれば、私は真の愛の所有者にな

流す葛藤と闘争が一つの体の中で起きるよう

るのです。

になります。
真の愛は、神様とだけ関係を結んだ愛です。
しかし、神様を自分の中に迎え入れなけれ

自分とか大韓民国とか、また世の中の習慣性、

ば、誰も自分の体を征服することはできませ

風習、国民の伝統性、このようなものがあり

ん。ただ、神様の真の愛と真理の力を中心と

ますが、そのようなものと関係を結んだ愛で

して、主体である心は、対象である体を率い

はありません。神様とだけ関係を結んだ愛で

て神様と一体理想をなすようになっています。

す。人間が堕落したために、神様とだけ関係

これが宗教のいう完成した人間です。

を結んだ愛になることができなかったのです。
サタンと関係を結んだというのです。それが

神様を中心として、神様はお父様であり、

家庭だけではなく、家庭を越えて氏族、民族、

私たち人類の先祖は息子、娘でした。その真

国家、世界まで、地上世界、天上世界までそ

の愛が出てくるためには、神様と一つになら

れが拡大されているというのです。今日、私

なければなりません。一つになるのが原則で

たちが堕落した人として生まれ、生きている

す。一つになるための原則とは何かといえば、

環境に染まったすべての習慣や伝統は、神様

従順にすることしかないという結論が出てき

と関係ないのです。これを否定して、これを

ます。神様が人と一つになる日には、神様の

解決することが、どれほど難しいか分かりま

ものが私のものであり、神様であり私であり、

せん。

私であり神様だというのです。神様と一つに
真の愛は、神様までもコントロールするこ

なり得るのは真の愛だけです。

とができます。真の愛を中心として一つにな
真の愛と和合すれば、彼は神様の体になり、
細胞になります。神聖な神様の肢体になり、

れば、所有権が生じます。愛する相対のもの
は、私のものだというのです。愛のパートナ
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ーは、いつ、どこにおいても取り替えること

うのです。それが真の父母のアンテナです。

はできないのです。絶対的な愛の主人です。

決して変わらないで、最後まで消滅しない貴
重なものです。それで、全霊界の善の霊たち

真の愛には、神様の心と体を絶対的に統一
させ、一つにすることのできる力があります。

が真の父母を通して、新しい自らの明るい道
を行こうとするのです。

神様も人と似ているとすれば、心と体がある
のではないですか。心と体は、何を中心とし

世の中で最も悲しいことは、真の父母を失

て一つになっているのでしょうか。知識でも

ってしまったことです。真の父母を失ってし

なく、権力でもなく、お金でもないのです。

まったことが、どれほど悲しいことかを知ら

ただ、真の愛だけが神様の心と体を完全に統

なければなりません。そうしてこそ、真の父

一させるのです。

母に会うことが、どれほど喜ばしいことかを
知ることができます。

私たち人間は、欲心が多いのです。しかし、
神様の真の愛圏に、さっと入っていけば、欲

それで、私が皆さんに一つ一つ指導するの

心がすべてなくなります。真の愛圏内には相

です。神様の真の愛は、真の父母を通して出

続権があります。ですから、愛の主体である

てくるので、真の父母には天使世界も支配さ

神様までも私のものです。神様に属したもの

れるようになっていて、すべての万物世界も

はあとにして、神様の心と体も私のものにな

支配されるようになっています。世界がその

ります。一体になります。神様と私が一体だ

愛圏内にあることを、いつも考えなければな

というのです。

りません。

真の愛は、神様の一体圏に属するもの、神

真の父母は、世界の人が冷遇する立場で生

様に支配されるものであって、サタンに支配

まれなければならず、世界が反対する難しい

されるようにはなっていません。皆さんの堕

立場で生まれなければならず、万物世界のど

落圏は、そのようになっていません。したが

のようなものよりも貴い立場で生まれなけれ

って、垂直である神様の心情圏の円形は残っ

ばなりません。天使世界の天使が反対しても、

ていますが、血統を誤って継承したので横的

それを克服してこなければならず、神様が反

円形が九〇度になっていません。七五度、ま

対しても、それを克服してこそ、それを越え

たは一五度、このようになっているのです。

て新しい理想的なものが出てくるようになる

その差によって、良心の呵責を受けながら、

のです。

苦悶を避けることができず、圧迫を受けてい
真の愛は、女性から始まるのではなく、神

ます。

様を通して、男性を通して来るのです。それ
真の愛は、ダイヤモンドより貴重です。そ

ゆえに、女性に生命の種を植えようと、男性

のアンテナから強い電波が送出され、自分の

たちが女性を尋ね求めて歩くのです。女性は

方向に従って触れ、出会い、キスをするとい

器です。完全に空の器です。空の器とは、そ
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の器に入っていくものと対等な価値をもつの

婚式は、神様の体の結婚式です。神様の結婚

です。

式です。

人間に真の愛と偽りの愛というものが生じ

外的な位置が体であり、内的な位置が心で

たのですが、偽りの愛とは何であり、真の愛

す。それで、直接的に神様が私たちのお父様

とは何でしょうか。偽りの愛は、サタンと関

です。神様の愛が私の愛であり、神様の生命

係を結んだものであり、真の愛は、神様と関

が私の生命です。神様の血筋が私の血筋です。

係を結んだものです。では、男性も女性も真
夫婦は、すべて違う所から来て結ばれるで

の愛を願いますか。

しょう？ しかし、夫と妻が父母になって私
本来は、真の愛を願うのが人間ではありま

を生み、父子の因縁を残すようにしたのです

せん。堕落したために真の愛が必要なのです。

が、その横的な要素の中で、一つは他の所か

堕落したのです。これが問題です。

ら来ました。それゆえに、夫婦は別れても、
父子の関係では別れることができません。縦

女性が女王になり、男性が王になるには、

的なものは一つしかないのです。これを知ら

真の愛を中心としてなるようになっています。

なければなりません。天地間に、本然の真の

真の愛を中心として女王、または男性の王が

愛を中心として、人類歴史を引き継いであげ

生まれるようになっているのであって、真の

得る血統的伝授の道は、垂直の位置一つしか

愛がなければ生まれることができないように

ないのです。垂直の位置が、なぜ必要なので

なっているのです。真の愛は、最高の位置で

すか。垂直に入っていけば影がなくなります。

会うのです。最高の位置で二人がぴたっと一

正午になれば影がなくなるでしょう？ 神様

つになり、ここに神様が連結するのです。結

と人間の理想的な愛の理想を中心とした垂直

婚するのは、最高の男性世界と女性世界を成

関係ができませんでした。

し、神様を占領するためなのです。二つの世
界を占領するためだというのです。男性や女

それゆえに、この宇宙の中で、人間と神様

性は半分にしかならないので、完成するため

が真の愛を中心として垂直的な直短距離で連

に結婚するのです。真の愛は、神様と一つに

結できる道とは何でしょうか。このように連

するのです。

結できる関係は、父子の関係です。直短距離
は、垂直以外にはありません。少しだけ違っ

神様と人がどこで一つになるのでしょうか。

ても垂直ではありません。直短距離なので垂

結婚式の時に一つになるのです。本然の真の

直です。その垂直を中心として、父母は東西

愛の中心である神様を中心として、ぴたっと

に直短距離で連結しています。

一つになるのです。それは何かというと、神
様がアダムの心に入っていき、エバの心に入

それから、兄弟も前後に直短距離です。こ

っていくという意味です。アダムとエバの結

れが九〇度です。これを面で見れば二十四面
です。全知全能の神様がそのような理想的構
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想力をもたれたので、垂直と水平が九〇度を

主体を中心として相対が一つにならなければ

成し遂げ、前後、左右、すべて九〇度を成し

ならず、前後が一つにならなければならず、

遂げた球形の中央に、宇宙の真ん中にいらっ

上下が一つにならなければならないというの

しゃるのです。神様は、何を中心としていら

です。そのようになれば、原理的な内容を中

っしゃるのですか。真の愛を中心としていら

心として、真の愛によって一つの世界が間違

っしゃいます。神様に尋ねてみれば、それし

いなく完結するのです。

かないとおっしゃるのです。
神様を中心とした真の愛の道が、天国に行
真の愛は、通じれば絶対的になることがで

く道です。偽りの愛の終着地が、いわゆる地

き、唯一的になることができ、永遠不変にな

獄です。今まですべての宗教は、それをはっ

ることができるというのです。真の愛に一致

きりと分かりませんでした。地獄と天国のバ

した人は、神様に対して相対の位置に立つこ

ウンダリー（境界線）を知らなかったのです。

とができます。唯一的な神様、絶対的な神様、

今明らかになりました。堕落した愛を復帰し

不変的な神様、永遠の神様にいつでも相対で

て再出発することが、天国の出発だというの

きる環境圏内に入っていくというのです。

です。

私たち統一教会員の関係は、自分の兄弟よ
り近いのです。このように、今後世界は、前

三 神様の愛の絶対対象は人類の先祖アダム
とエバ

後の世界が一つになり、その次には夫婦が一
つになり、左右の世界が一つにならなければ

新しい万物をつくっておいたそのエデン、

なりません。上下、前後、左右が一つになら

新しい万物と共に永遠の福楽を享有しなけれ

なければなりません。

ばならない主人公のアダムとエバ、そのアダ
ムとエバを立たせておいて、新しい心情的な

上下、前後、左右、これは何ですか。上下

理念を抱いて見つめていらっしゃった神様、

は子女の道理、前後は兄弟の道理、それから

その神様には、一瞬でも貴重でない時がなか

左右は夫婦の道理をいうのです。このように

ったのです。アダムとエバが挙動するその一

して完成すれば、霊界の神様の位置に上がっ

瞬一瞬は、表現できないほど深刻な瞬間であ

ていき、神様に帰らなければなりません。そ

り、表現できないほど貴い因縁の時間だった

れは、真の愛だけができることを知らなけれ

というのです。

ばなりません。
成長するアダムとエバは、日が進むに従っ
真の家庭は、このような公式的基準に訓練

て理知と知能が明るくなり、神様の本性に代

され、完成したアダム家庭を拡大させたもの

わるにおいて不足なものがありませんでした。

なので、この世界に拡大させれば東西が一つ

彼らは、神様から造られる新しい世界に対し

になるのであり、それは、男性と女性が一つ

て、神様の心情に代わって見ることができ、

になったのと同じです。男性を中心として、
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聞くことができ、触れることができる資格者

私たちの先祖アダムとエバは、神様の愛の
懐で育ち、神様の至聖、至大な愛の心情のも

に間違いなかったのです。

とで育てられました。しかし、いくら育つ姿
神様は、アダムとエバを見つめられながら、

がかわいくて、暮らす環境が自由だったとし

彼らの動きが神様御自身の動きであり、彼ら

ても、彼らがもっていないものがあったので

が話す言葉は神様御自身の言葉となり、また

すが、それは何だったのでしょうか。許諾し

彼らが聞いて、見て、感じるすべてのものが、

てくださった万物がなかったわけでもありま

神様御自身が聞いて、見て、感じるものにな

せん。使いがいなかったのでもありません。

ることを願われました。そのような関係と因

それは、アダムとエバが神様の息子、娘にな

縁圏内にいるアダムとエバは、神様が心中で

り得る心情の因縁を結べなかったということ

描かれた、神様の全体に代わる存在だったこ

です。それが恨です。

とに間違いないというのです。
神様が無限の創造の理念とともに享受する
アダムとエバのためにつくられた万物を抱

ことができる希望の世界を立てられ、アダム

いていらっしゃる神様は、アダムとエバを立

とエバによって天下万象が自由自在に主管さ

てておいて、どのような一日を待ち焦がれ、

れる姿を見て喜ぼうとされたのは、彼らを愛

慕われたのでしょうか。六日目までにすべて

されるためだったのです。外的なある条件が

万物をつくり終えられたのですが、アダムと

貴いからではなく、御自身の心血が彼らに浸

エバを完成した姿で創造されなかったという

透していて、御自身の骨肉が潜在していて、

ことは、アダムとエバと神様の間に、必ず何

忘れようとしても忘れられない心情の流れが

か残っていたということです。神様が願われ

アダムとエバに向かっていたがゆえに、アダ

たのは、造っておいた状態のアダムとエバで

ムとエバに天地のすべての万物を許諾された

もなく、彼らが成長する姿を見つめるその期

ということを、私たちは知らなければなりま

間でもなく、アダムとエバを通じて成し遂げ

せん。

ようとする一日であったことを知らなければ
しかし、アダムとエバは、堕落することに

なりません。

よって神様に背きました。万物に背いたので
この一日を迎えるその瞬間、神様も喜ばれ

もなく、施してくださった祝福に背いたので

るはずであり、アダムとエバも喜ぶはずであ

もなく、背いてはいけない一つの原則に背い

り、万物も喜ぶはずなので、万物もその日を

たのですが、それは何でしょうか。それは、

待ち焦がれ、人間もその日を待ち焦がれ、神

神様と心情の因縁を結ぶことができる基盤で

様もその日を待ち焦がれられるのは間違いな

す。心情の基盤に背いたのです。それが堕落

いのです。

です。

神様は、アダムとエバを見つめるたびごと
に希望の心情が燃え上がり、彼らを見るたび
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ごとに、彼らが自己完成して幸福な生活をす

がたは神の宮であって、神の御霊が自分のう

ることを思われて幸福の感情が燃え上がり、

ちに宿っていることを知らないのか」（コリ

神様がつくってくださった天地万物を彼ら自

ントⅠ三：一六）と記録されています。体が

身がつくったもののように主管して、楽しみ、

堕落して救援歴史を経なければならない人々

なでてあげることを願われました。しかし、

も、体を何だと言うのですか。「神の宮だ」

そのような希望の心情は、アダムとエバの堕

と言います。神の宮とは、神様が臨在される

落によって、すべて途絶えるようになったと

場所をいうのです。

いうのです。これが、私たちの先祖が過ちを
犯した罪状の中でも、容認されない、とても

堕落して救援歴史を経なければならない人

大きな罪状だということを知らなければなり

が、神様が臨在できる聖殿になるとしても、

ません。

堕落していないアダムと比較すれば、堕落し
ていないアダムが良いというのです。それで

しかし、神様は、堕落した人間をそのままほ

は、アダムの心に神様が入っていってそこに

っておくことができないのです。なぜですか。

いらっしゃるのでしょうか。言うまでもなく、

本来、人間を永遠の基準である原理的な法度に

百年でも千年でもいらっしゃるというのです。

よって造られたがゆえに、その基準を無視する
ことはできないからです。堕落したアダムとエ

それでは、アダムは、そもそも何でしょう

バを無にしてしまいたい心は切実でしたが、彼

か。アダムとエバが何も分からない間抜けな

らを無にすれば、六日間でつくられた全被造世

らば、神様が創造された天地万物を主管する

界の原則を無にすると同時に、永遠の基準まで

ことができないのです。すなわち、天地を創

無にしなければならない立場になり、永遠の主

造した技術者のような実力がなくては、主管

体であられる神様の実存まで侵害されざるを得

できないというのです。それでは、誰が主管

ない立場になるので、これを知っていらっしゃ

の能力を下さるのでしょうか。正に神様であ

る神様は、アダムとエバをもう一度救援する摂

られます。すなわち、神様がアダムの心と体

理を始められたのです。

に入っていき、アダムをコントロールして初
めて正しく動くというのです。

サタンは、エバと愛の関係を結び、ひいて
はアダムまで堕落させました。すなわち、エ

このように考える時、神様の体になるよう

バがアダムを主管したのです。それゆえに、

に造られたアダムが人間の先祖になるのです。

今までこれを蕩減させるために、歴史的に数

言い換えれば、アダムは実体の神様です。無

多くの女性が男性たちに蹂躙されてきたので

形の神様が実体の世界を主管するためには、

す。女性は寂しく思うかもしれませんが、そ

実体、すなわち体があってこそ見聞きできる

れは事実です。

ので、神様の実体になるように創造された存
在がアダムだというのです。それでは、エバ

それでは、神様は何のためにアダムとエバ

は誰ですか。エバはアダムの妻です。実体の

を造られたのですか。聖書を見れば「あなた

妻です。したがって、アダムが実体をもった
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神様ならば、エバは実体をもった神様の妻で

した王族が地上に残っているならば、今この

す。神聖な神様が妻をもらうなどとんでもな

世界はどのようになっていたでしょうか。神

いと思うかもしれませんが、アダムは実体を

様の理想を中心として、すべてのものが準備

もった神様の体であり、エバは実体をもった

されていたはずですが、堕落することにより、

神様の妻として造られたのです。

サタン圏を中心として数百、数千の民族が分
裂し、闘いの渦中で王族圏を制圧してきたの

そのようなアダムとエバは、どのようにし

です。それが堕落の結論です。

なければならないのでしょうか。見えない神
様の内在的な性稟にそのまま似て一体を成し、

無形の二性性相の主体としていらっしゃる

愛の実を結ばなければなりません。そのよう

神様の男性格性稟を実体として展開し、神様

にすれば、その息子、娘は、アダムとエバの

の内的性稟を見えるように実体として展開し

息子、娘であり、神様の息子、娘だというの

て相対的に造ったものがアダムであり、神様

です。真の愛を通してアダムの息子であり、

の内的な女性格性稟を実体として展開したも

神様の息子をつくらなければなりません。と

のがエバです。別の言い方をすれば、神様の

ころが、正常な軌道で愛の因縁を立てられな

内性的なすべてのものを投入して実体化させ

かったことが億千万代の恨の歴史であり、今

たものが人間の体だというのです。

日この悲惨な堕落の歴史だということを皆さ
エバゆえに、本来の理想的なアダムとエバ

んは知らなければなりません。

が二人とも壊れたのです。それゆえに、理想
神様が王ならば、アダムとエバは、神様の

的「後のアダム」として来られたイエス様の

初代王子、王女です。神様の相対として、天

前に、堕落したエバ、すなわちマリヤがイエ

宙のすべてのものを相続し得る神様の初代王

ス様の妻になるエバを復帰してあげなければ

子と初代王女が、私たちの最初の先祖である

なりません。復帰するには、マリヤ一人では

アダムとエバだったことを、はっきりと知ら

できません。創造主がアダムを中心としてエ

なければなりません。このように、王族心情

バを造る時も天使長が協助したので、復帰歴

圏に一致する生涯を終えて入っていく所が天

史完成のために、「後のアダム」を型として

国です。これを今まで歴史始まって以来、ど

エバを造る時も天使長が協助しなければなり

の宗教家も分からず、誰も分かりませんでし

ません。そのようにすることによって、エバ

た。

が復帰されるのです。

ところが、既成教会では、「イエス様を信

そして、イエス様と復帰されたエバが一つ

じれば、すぐに救われる」と言います。その

にならなければなりません。天使と天使長の

ようなばかな話はありません。心情圏、長子

立場である僕たちが、アダムの立場であるイ

権において、アダムとエバは、初代の長子と

エス様を中心として、エバの立場である娘を

長女でした。初代の真の父母であり、地上王

創造したとすれば、その娘は堕落していない

国の初代の中心人物でした。その王を中心と

神様の娘ではないですか。マリヤとヨセフが、
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その神様の娘とイエス様を祝福してあげなけ

で神様の主管を受けたのです。ところが、ア

ればなりません。ここで、神様の娘と神様の

ダムとエバの堕落により、このようなすべて

息子が一つになるのです。

のことが誤ってしまいました。

主管性転倒問題は、エバが行ったことなの

したがって、それを復帰しなければならな

で、女性が責任をもたなければなりません。

いのですが、それをそのままでは絶対に復帰

それゆえに、マリヤが天使長も復帰してあげ

できないのです。必ず、創造原則によって復

るべきであり、アダムも復帰してあげるべき

帰していかなければなりません。これが原則

であり、エバも堕落前のエバに復帰しなけれ

なので、今までの復帰歴史を見れば、再創造

ばなりません。マリヤが、このすべてを復帰

歴史を通してそれをなしてきたことが分かり

しなければなりません。ですから女性は、主

ます。エデンの園には、天使長がいて、エバ

管性を転倒しなければなりません。マリヤは、

がいて、アダムがいて、神様がいらっしゃい

天使長とアダムとエバ、この三つを復帰する

ました。別の言い方をすれば、神様を中心と

だけでなく、神様の心情まですべて探し立て

して四位の形態を備えた位置だったというの

なければなりません。

です。そのような位置で堕落したので、復帰
するにおいては再創造原則を通さなければな

それをすることによって、神様のみ旨と人
類の目的が成し遂げられるのです。神様が四

りません。それで、今まで復帰歴史は男性が
担当してきたのです。

千年間願ってこられたみ旨と、人類が今後天
国を成すことのできる起源が、ここでできる

ユダヤ民族がイエス様を受け入れなかった

のです。ですから、これが人類の目的点とな

ために、イエス様は、一人で国家と世界のた

ってきたのであり、神様の目的点となってき

めに自らを犠牲にすることに決めました。イ

ました。

エス様は、家族を離れなければならず、孤独
に生きなければならなかったのです。しかし、

アダムとエバが愛を結び、愛を完成すれば、

神様の愛を受けました。結局彼は、堕落した

そこから完全なものへの出発がなされるので

アダムとエバの救援のために堕落していない

す。それゆえに、主管性転倒を必ずしなけれ

兄弟が犠牲にならなければならなかったよう

ばなりません。

に、人のために自らを犠牲にしました。

もしアダムが堕落しなかったならば、アダ

すべての人が堕落したアダムとエバの位置

ムとエバが成し遂げた家庭は、神様が喜ばれ

にいました。彼は、彼らのために自らを犠牲

る家庭であると同時に、人類始祖において最

にしました。祭物になりました。自分を殺そ

高の幸福を感じることができる基台になった

うとする人々を呪わなかったのです。むしろ、

のです。苦痛とか失望とか、あるいは嘆息な

神様に彼らを祝福してくださるように願われ、

どを見たり感じたりせず、喜びと幸福だけを

祈られました。それゆえに、イエス様は、神

感じて永遠を希望とし、神様の直接主管圏内
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様と堕落したアダムとエバの間に仲保者とし

緒にいたいと思う唯一の位置なので、最高の

て立ったのです。

位置です。神様とアダム、そして、神様とエ
バが一つになることができなければ、彼らは

イエス様は、堕落していないアダムとして

その場を占有することができないのです。そ

亡くなりました。そして、全世界、人類の救

の時から、神様を中心としたアダムとエバの

援のための公式的な道を行きました。それで、

間の授受関係が疎遠になります。

彼に従う者は誰でも救われる、代表的なアダ
このような観点から見るとき、私たちは、

ムになったのです。

神様が縦的にだけではなく、横的にも創造し
もしアダムとエバが成熟し、完成していた

ていらっしゃることが分かります。これがア

ならば、彼らは、夫婦の愛によって一つにな

ダムとエバを中心とした創造理想、神様の理

ることができたのです。彼らは、肉体的だけ

想です。

ではなく、霊的にもお互いに愛するようにな
っていました。その場において、アダムは、

アダムが神様と一体になり、エバが神様と

お父様であられる神様と縦的に一つになるこ

一体になれば、彼らの間ではどちらも、「私

とができ、エバは、お父様と娘の立場で神様

のほうがあなたより貴い」と言うことができ

と一つになることができました。その時、ア

ないのです。より貴いものも、より貴くない

ダムとエバが望んだ位置は、一つになる位置

ものも存在せず、ただ完全な一つのものだけ

でした。そして、神様とエバも一つになって

が存在するのです。しかし、様々な理由で、

アダムを望んだのです。

神様とエバのすきま、そして、神様とアダム
のすきまが生じるようになりました。

横的には神様とアダム、そして、神様とエ
バ、三人がいます。この三人は、完全に一つ

アダムとエバが成熟して成婚式をすれば、

になることを望みます。それでは、どこで彼

彼らは神様を中心として直接的な愛圏内で一

らが会うのですか。あの上ですか、でなけれ

つになるのです。ここで中心は、誰ですか。

ばこの下ですか。違います。彼らは、横的に

神様です。そのようになったとすれば、私た

出会って一つになったのです。もしアダムと

ち人間は、実体をもった神様の体になるので

エバが横的に一つになっていたなら、彼らは

す。そのようにしてアダムとエバが一つにな

どのようになったでしょうか。完全に一体に

っていたならば、彼らは神様の体であり、人

なったのです。何も彼らを離すことはできな

類の父母であり、神様の中心になるのです。

かったはずです。

いくら全知全能の神様でも、相対なくして喜
べば、「狂った神様だ」と言うことができる

これを成したのちに、初めて愛の位置に対

のです。

する欲望が生まれます。男性と女性には、こ
れが唯一の道であり、唯一の目標です。それ

絶対的な神様の前に、私たち人間は、相対

は、神様とアダム、そして、神様とエバが一

的存在です。絶対的な愛を中心として一体に
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ならなければなりません。そのように、神様

王女として天国に行くのです。アダムとエバ

とアダムとエバが一体になっていれば、その

は、神様の王孫でしたが、堕落したためにそ

アダムとエバを中心として生まれた息子、娘

のようになれなかったのです。

は、アダムとエバの息子、娘であり、神様の
息子、娘です。そのようになったならば、神

アダムとエバとは誰かといえば、神様の体

様の血族としてこの地上に家庭を築き、氏族

です。エバは、神様の実体の夫人です。神様

を成し、民族を成し、国家を成し、世界を成

は、霊的に縦的なお父様になります。垂直的

していたはずであり、永遠であられる神様の

なお父様、縦的なお父様です。皆さんの心に

愛を中心として結ばれたその因縁は、断ち切

は、その二つの父母の血統を受け継ぐことの

る者がいないので、その国自体が神様の愛を

できる本然的基準があるので、堕落したとし

基盤とした地上天国になることを皆さんは知

ても永遠に変わりません。

らなければなりません。
創造主は縦的な父母として、横的な父母を
アダムとエバが堕落していなかったならば、

縦的な愛の相対として造られたのです。それ

アダムがエバを愛するのは神様の代わりに愛

ゆえに、アダムとエバは、神様の永遠の愛の

することであり、エバもアダムを愛するのは

パートナーです。神様の相対です。アルファ

神様の代わりに愛するという観念がここで形

とオメガだといいました。神様から愛を始め

成されるのです。それゆえに、アダムとエバ

たので、戻れば神様の友人になるのです。あ

の生活は、神様の生活を表示するものになり

とで神様に戻らなければなりません。

ます。
アダムとエバは、誰を中心として結婚生活
アダムとエバが喜べば神様も内的に喜ばれ、

をしたのでしょうか。神様がそれを干渉され

アダムとエバが悲しめば神様も内的に悲しみ

たでしょうか─アダムとエバが息子、娘を生

を一緒に感じられるようになっています。愛

みましたか、生みませんでしたか。生みまし

は、神様のものであり、アダムのものであり、

た。カインとアベルを生みました。カインと

エバのものだからです。一つの愛なので、そ

アベルを生んだのですが、神様が「おい、ア

のようにならざるを得ないというのです。

ダムとエバよ！ お前たちは一緒に暮らして
息子、娘を生みなさい！」とおっしゃって生

本来、堕落していなければ、左翼と右翼は

んだのがカインとアベルですか、自分勝手に

ありません。統一です。「頭翼思想」や「神

生きながら生んだのがカインとアベルですか。

主義」は必要なく、そのまま天国に行くので

自分勝手にして生んだのです。自分勝手に生

す。救世主も必要ないのです。アダムとエバ

んだのですが、誰が喜ぶでしょうか。サタン

から「頭翼思想」によって神様の前に行くの

が喜ぶのです。アダムとエバは、サタンを中

であって、再び戻る必要は何もありません。

心として結婚したのです。これを否定できま

すべて天国に直行するのです。アダムとエバ

せん。

が堕落していなかったならば、天国の王子、
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韓半島がアダム国家ならば、日本はエバ国

日本は、サタン側の国です。天照大神の国

家です。韓国がなぜアダム国家ですか。地理

を、天国のエバとして完全にひっくり返さな

的に見るとき、韓半島は男性の生殖器と全く

ければなりません。次子権を日本人以外の第

同じです。ちょうどローマがそうです。地中

二世に、奪って返さなければなりません。韓

海が女性の陰部と同じで、イタリアが男性の

国と日本は、アダム国家とエバ国家なので一

生殖器と同じです。ですから、二つが一つに

つだというのです。一つにしなければなりま

ならなければなりません。このような地域は、

せん。日本が日韓併合する時には、銃刀で一

いつも文化が離れられません。一つの文化が

つにしようとしましたが、文総裁は、自由の

帰着して離れることができないのです。

環境で、愛で一つにするというのです。

なぜなら、愛の基盤の上に立ったのと同じ

エデンの園において、女性は一人であり男

立場だからです。地政学的なすべてのものを

性は五人ですが、アダムは目がぼーっとして

見ても、ローマと地中海は、男性と女性が一

いて女性を奪うことができないのです。その

つになったものと全く同じだというのです。

ようにしようとすれば、息子、娘をすべて抱
かなければなりません。息子、娘をもってこ

今から父と母に代わって総合的な文化時代

そエバを取り戻せるのです。息子、娘をすべ

が訪れてきます。これは、アダムとエバが堕

て結婚させたので、エバは行く所がないので

落した時に失ってしまったものを再び取り戻

す。

す場なので、その周辺国は、一緒に堕落した
三天使長の立場です。アダムとエバ、三天使

日本自体が国家的にこのようなことをしな

長と同じです。韓国を中心として三天使長は、

ければなりません。そのようにすることによ

中国とソ連とアメリカです。アメリカは、天

って、世界を代表したエバ国家が出生し、そ

の側的な天使長であり、サタン側的な天使長

れがアダム国家と一つになる日には、天使長

が、中国とソ連です。台湾とインドもそうで

国家であるアメリカまで加担して、三つの国

す。これがちょうどそのような立場にいると

が一つになるのです。

いうのです。
「成約時代」と言うとき、「成約」とは、
アダムとエバが家庭を失ってしまったその

アダムとエバを創造して、アダムとエバの家

時に、アダムとエバを失ってしまい、三天使

庭を完成することをいうのです。すなわち約

長がすべて堕落しました。それを復帰しなけ

束を成すことです。

ればなりません。それゆえに、韓半島におい
て、ローマ教皇庁ができないことを収拾しな

そして、アダムとエバの本然的な基準に帰

ければなりません。ローマ教皇庁は、来られ

らなければならないのですが、堕落の血族、

る主のために備えるというみ旨をもっていま

個人、家庭、氏族、民族、国家、世界の五十

したが、失敗しました。

億人類と、歴史時代に霊界に行った数多くの
先祖までぶら下がっています。いくら歴史時
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代に忠誠を尽くし、精誠を尽くして神様を愛

アダムとエバが一つにならなければなりませ

したとしても、それはすべて過ぎていってし

ん。それでは、アダムとエバは、横的な面に

まい、み旨を成せる成約時代に達し得ない忠

おいて、プラスとマイナスを中心としてどこ

誠であり精誠だったというのです。

に行って一つになるのでしょうか。男性と女
性が一つになるのです。男性と女性は、凹、

神様は、アダムを造られ、アダムからエバ

凸で一つになるのです。

を造られたので、神様が責任をもつべきこと
は、アダムを再び造ることです。神様はアダ

神様は心的存在と同じなので、アダムの心

ムを造らなければならず、地はエバを造って

に性相が入っていき、エバの心に形状が入っ

おかなければなりません。そして、エバを中

ていき、彼らが結婚式をするようになるので

心としてカインとアベルの二人の息子を失っ

す。結局は、私たちの心と体が一つになるこ

てしまったので、これを取り戻すのです。そ

とと同じです。神様と私たちの心が一つにな

のように種を蒔いたので、それを収めなけれ

ることが、霊肉一体と同じ立場に立つのです。

ばなりません。

霊肉一体の男性と霊肉一体の女性が神様と一
つになって結婚式をするのです。結婚式は、

母を中心としてアベルは右側であり、カイ

一日、一時に一双で結婚するのです。その結

ンは左側だというのです。三角形の線と同じ

婚式は、アダムとエバの結婚式であると同時

になるというのです。地でそれを準備しなけ

に、神様の結婚式だというのです。

ればなりません。それをどのようにすれば解
放することができるのですか。個人的にカイ

それで正分合です。正で分かれたものが合

ンとアベルを蒔いたのであり、アダムとエバ

わさるときは、それらだけで合わさるのでは

を中心として母と息子、娘が植えたので、こ

ありません。アダムとエバだけではなく、神

れを世界的に蕩減しなければなりません。

様から一つになるのです。

真の愛の礎石を、誰がおいたのですか。人

縦横を中心として運動することにより面積

間がおいたのか神様がおいたのかという問題

が生じるのですが、この面積の中で、神様の

の答えは、神様です。人間が生まれる前に鉱

真の愛を中心として、アダムとエバが内外に

物をつくられ、植物をつくられ、昆虫をつく

同じ姿を備えるようになります。そして、私

られ、すべてつくっておかれたのです。聖書

たち人類の先祖の位置で初愛を結ぶことによ

を見れば、一番あとで人間を造られたのであ

り、永生的で内的な神様の存在と、この肉的

り、最後に造られたのがエバです。

で一生的な存在が一つになるのです。それで、
神様の心の血筋と体の血筋を受け継ぐことに

それゆえに、結局神様は、誰と連結するの

より、その子女は、神様とアダム完成のすべ

ですか。女性と連結しなければなりません。

ての基準を受けるようになり神様が永生され

神様が礎石をおいた目的は、地上でアダムと

るので、私たち人間も永生するというのです。

エバが一つにならなければならないからです。

永生論理がここから展開するのです。

1876 * 千八百七十六

천성경

天聖經
Cheon Seong Gyeong
それゆえに、愛でなければ人間が神様の形

とすれば、心と体は闘いません。闘う人にな

状を受け継ぐことはあり得ません。神様御自

ったということ自体が、「神様はいない」と

身が人間の形状、体の形状を受け継ぐことは

否定し得る条件になるのです。

できないというのです。そのように愛が重要
なのです。それで、神様の愛の理想を完成さ

真の愛は、一人では成すことができないの

せるのに絶対的に必要なのが、絶対主体の前

です。相対がいなければなりません。皆さん

の絶対対象だというのです。その対象的な存

も、自分の相対が自分よりも立派であること

在がアダムとエバです。

を願いますか。誰でも、自分の息子、娘が自
分よりも立派であることを願うというのです。

ここは、内的な形状であったものが実体と

そのような心は、神様から来たのです。

して分かれ、再び完全なアダムとエバを中心
として愛によって一体となることにより、結

それゆえに、神様も、愛の相対が神様より

局は、心的実体である神様がここに内的に入

立派であることを願っていらっしゃる事実を

ってこられ、体的な実体であるアダムとエバ

知らなければなりません。愛の相対が横的に

が愛で一つになるのです。ここにおいて神様

も縦的にも自分より立派であることを願う本

もアダムの形状に似て、アダムも神様の内的

然的起源は、神様にあったというのです。

な形状に似て地上に定着するのです。これが
家庭の基盤です。これを知らなければなりま

女性の心と男性の心が一つになり、女性の
体と男性の体が一つになれば、神様の形状に

せん。これが宇宙の根本です。

なるのです。そのようになれば、その中心に
神様が臨在し、永遠に定着することができる

四 真の愛の初舞台は真の家庭

というのです。正分合作用が三段階を経て、
神様は、真の愛でアダムとエバを造られま

心的基準と体の基準が一体理想を成すのです。

した。そのアダムとエバは、神様の本来の性
相と形状が展開した実体です。神様の見えな

愛の一体、縦横に理想世界の一体圏が成さ

い性相と形状が実体として現れたのが、創造

れるというのです。心身一体という概念に、

されたアダムとエバです。それゆえに、大き

すべてのものが統合されるのです。

くなって上がっていかなければなりません。
大きくなって神様と一つにならなければなり

愛が一体となることにより、実体の神様と

ません。完成したアダムとエバになっていた

して地上に定着し、繁殖した家庭が神様の家

ならば、彼らの心と体が自動的に一つになる

庭になり、神様の一族になり、神様の民族に

のです。

なり、神様の世界になるのです。そのように
なれば、堕落による心と体の闘いがすぐにな

しかし、堕落のために彼らの心と体が闘っ

くなります。神様の性相と一つになっている

たのです。今まで、これが分かりませんでし

ので、自然に神様の愛が臨在して男性と女性

た。神様の創造理想どおりに人間が完成した

の相克がなくなるのです。衝突なく、自動的
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にお互いが愛することができるようになるの

しかし、このような真の愛が欠如した家庭

です。そこに神様が臨在され、家庭で心的な

と国と世界は、抜け殻にすぎず、むしろあら

存在となり、夫婦は体的な存在として一体を

ゆる不信と反目と不倫の納骨堂になってしま

成し遂げるのです。

うのです。人間の純粋な真の愛が成長して完
成する場は、真なる家庭です。真の父母の愛、

真の夫婦というものは、真の生命体を中心

真の夫婦の愛、真の子女の愛、そして、真の

として、男性と女性が真の愛によって結束し

兄弟の愛が共に完熟して実践される真の愛の

た夫婦です。そのような夫婦が真の夫婦です。

初舞台は、真の家庭です。

社会は、そのような因縁を連結しなければな
りません。兄弟圏の心情を横的に拡大した相

真の父母の真の愛を通して神様の真の愛を

対圏が真の社会、真の国家、真の世界です。

学びながら、真の兄弟の真の愛を通して真の

人間は誰しも、自分自身が宇宙の代表になり

国と真の世界人類に対する普遍的真の愛を訓

たいのです。

練させる、平和世界の基本核の場が真の家庭
です。それだけでなく、父母と子女間に受け

真の愛を背景とする因縁を中心として見れ

継がれる真の愛を通して、過去と現在と未来

ば、すべてが平等なので、それに背く者は、

の世代が一貫した真の愛の価値観によって連

立つ位置がなくなるのです。唇は、真の愛に

結していくようになる、歴史的連結の輪の基

よって連結します。それゆえに、生命、愛と

本単位も真の家庭です。

血統、これが自分自身です。
おじいさんとおばあさんは、父と母のため
真の愛の第一故郷は、真の家庭です。真の

に死を覚悟して、命を懸けて愛する、これが

家庭とは何ですか。そこには真の父、真の母、

どれほど幸福ですか。また父母は、息子、娘

真の夫、真の妻、真の子女がいるのです。そ

のために命を懸けて愛するというのです。ど

れが真の愛の家庭基盤です。

れほど幸福ですか。

父母が子女のために無限に投入して犠牲に

皆さんは「愛のために死ぬ」と言うのです

なれば、真の愛が背後にある限り、子女はそ

が、孫がおじいさんのために死ぬことが真の

の真の愛に無限に感謝するようになり、父母

愛です。おじいさんは孫のために、父母は子

は大きな喜びでその犠牲を埋めるのです。こ

女のために、子女は父母のために、姉は弟の

のように犠牲的な真の愛の力は、授け受けす

ために、弟は姉のために、夫は妻のために、

る作用を発展させ、真の家庭で、そして、真

妻は夫のために、おばあさんはおじいさんの

の世界で永遠の喜びと平和の関係を結ばせま

ために、おじいさんはおばあさんのために、

す。このようなところで、永生の理想世界が

愛を中心として生命を捧げようとする家庭が

顕現するのです。

真なる家庭だという結論が出てきます。
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神様が最も好まれるものとは何ですか。神
様が最も好まれるものとは真の愛ですが、真

せん。真の家庭によって拡大するためなので
す。そこには宗教観念がありません。

の愛が最も喜ぶ相対的基準は何かといえば、
アダムとエバの家庭です。この家庭は、理想

第二章 天国と真の家庭

的な神様の立場に立てられたものです。

一 神様の創造理想は四位基台と真の家庭

レバレンド・ムーンが教えてあげる真の愛

本来、神様は、天地万物を創造され、すべ

の道、真の愛の男性と女性が行き、真の家庭

てのものが人間を通じて完成するようになさ

が行き、真の国が行き、真の世界が行く道は、

ることにより、神様の威信と人間の威信を立

絶対的です。一つしかないのです。二つでは

てようとされました。そのようになれば、人

ありません。それを教本として、すべての人

間の完成はもちろん、神様の創造理想の完成

が向かい合える所が家庭だというのです。

も自動的に完結するという結論に到達するの
です。

祝福を受けた夫婦がけんかをすれば、どの
ようにするのですか。夫婦がけんかをすれば、

そのようになっていれば、神様は万宇宙の

自分の息子、娘を呼んでおいて、その次には

中心の権威を備えられ、人間はその息子、娘

信仰の息子、娘を呼んでおいて、許しを請わ

として一体となり、神様の理想的愛の世界が

なければなりません。カインとアベルが、行

この地上に実現していました。そして、神様

くべき伝統に背いたのです。ですから、自分

の悲しみが始まるのではなく、神様の喜びが

の息子、娘と信仰の息子、娘がアベルとカイ

始まっていたのです。そのようになっていれ

ンの立場であり、彼らが一つになれずに反対

ば、神様は、喜びの中で、人間の権威を一〇

のことをしたので、カインとアベルの子女に

〇パーセント褒めたたえていらっしゃったの

悔い改めなければなりません。そのような時

です。

が来るというのです。共同運命です。息子、
娘が間違えば、父母に許しを請わなければな

神様が人間をそのように高く褒めたたえら

りません。もし夫、父が間違えば、その息子、

れることを見習い、人間も、同じように神様

娘と夫人に許しを請わなければなりません。

に対して高く褒めたたえていたのです。その

それが真の愛を中心とした真の家庭です。

ようになれば、共同運命に置かれるようにな
っていたというのです。

宗教は、神様を尋ね求めていくのです。神
様の教えを尋ね求めていくのです。それを成

神様は、人間始祖アダムとエバを中心とし

し遂げるのは、神様ではなく人間です。相対

て、万物を主管するだけではなく、愛の家庭

的な愛を尋ね求めていくのですが、どこでそ

を築こうとされました。私たち統一教会では、

れを定着させるのかといえば、教会でもなく

この基準を「四位基台の完成」と定義してい

世界でもありません。正に家庭だというので

ます。結局、神様のみ旨とは創造理想を完成

す。家庭に真の愛の種を植えなければなりま

することですが、その創造理想を完成すると
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いうことを具体的に言えば、それは四位基台

私たちがしばしば言う「三対象理想」とい
う言葉も、アダムを中心として見れば、天が

の完成だというのです。

いて、妻がいて、子女がいるという意味です。
それでは、四位基台とは何でしょうか。完

これは三掛ける四は十二、十二数の対象圏の

成したアダムと完成したエバが、神様の愛の

ことをいっているのです。またこれは、愛を

中で祝福を受け、そのお方の息子、娘になる

中心とした人々の三つの位置についていって

と同時に神様が願われる夫婦となり、その次

いる言葉です。

に、神様が願われる家庭を築くためには子女
がいなければならないので、子女を完成させ

ところが、今まで信仰生活をしてきた人々
は、神様の愛を中心として創造理想を完成す

ることです。

るという、そのようなみ旨が分かりませんで
神様のみ旨は、創造理想を完成することに

した。それは、神様のみ旨の完成、創造理想

よって成されます。それでは、神様の創造理

の完成をいうのです。それが四位基台の完成

想とは何でしょうか。もちろん万物をつくる

です。四位基台を完成すればどのようになる

ことが神様の創造理想でもありますが、アダ

のでしょうか。天と地が定着するようになり

ムとエバを中心として創造理想を成そうとさ

ます。天と地が初めて定着するようになるの

れたというのです。神様の創造理想の完成、

です。

み旨の完成とは何でしょうか。神様を中心と
して、神様の愛を中心として四位基台を完成

天は上の軸と同じであり、地は下の軸と同

することにより、創造理想も完成し、み旨も

じであって、これを中心として一つになるの

完成するのです。言い換えれば、「神様のみ

です。ここで子女は、中央の軸に向かって一

旨の完成」という言葉は、常に神様の愛を中

つになれる平面的な形態を備えなければなり

心として四位基台的愛の基盤を内包している

ません。そして、これが育つことにより、中

という事実を、皆さんははっきりと知らなけ

央に上がっていって一つの円形を描き、さら

ればなりません。

には愛の理想である球形を成すのです。

四位基台は、愛を中心として東西南北が備

すべてのものは、中央線を通らなければな

えられていくことです。愛を除けば何もあり

りません。なぜ人の鼻は、上から下に垂直に

ません。その愛は、アダムだけの愛ではあり

下りているのでしょうか。中央を失ってしま

ません。エバだけの愛ではありません。アダ

ってはならないからです。顔を見れば、目は

ムとエバが統一された位置で、神様の愛を連

神様を象徴し、口は万物を象徴しています。

結させなければならないのです。神様の愛を

それで、歯が三十二本です。四掛ける八は三

連結させたその位置には、アダムとエバの愛

十二、歯は三十二本です。これは全体数を表

があると同時に、息子、娘の愛が介在します。

しています。四数は東西南北であり、八数は
全体数を代理したものです。乗数なので、四
掛ける八は三十二、全体を象徴しているので
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す。それは、万物を食べなさいという意味で

は三段階でしょう？ 神様、アダムとエバ、

す。これは、外的なものを取り入れることで

息子、娘です。この場合が縦的です。これが

す。一方で、話すということは、内的なもの

横的に展開していかなければなりません。横

をはき出すことです。すべて四位基台になっ

的に着陸することにより、縦的な要素がこれ

ています。授け受けする道理です。

を基盤として、無数に平行に広がっていくの
です。これが一つのモデルとなります。

縦横に備えられた愛の圏が、四位基台の愛
の圏です。そのようになった時に、初めて父

アダムが理想とした四位基台が全世界的に

母が父母として登場するのです。父母として

発展していくためには、このような伝統的な

登場するので、横的な面において初めて実体

家庭の内容を完成させなければなりません。

的な神様の代身者として登場するのです。神

これを完成させなければ、横的な連結を成す

様がアダムとエバを造って感じられた喜びを

ことができません。別々に分けて考えてはい

感じさせるために、横的な子女を養育できる

けないというのです。アダムとエバが結婚し

力を人間に許諾されたのです。これが神様の

て暮らせば、既に神様は右側に来ていらっし

創造理想です。

ゃり、自分の息子、娘は左側に立つのです。
これが一つです。この三つが一つになってい

神様を中心としてアダムとエバが愛を感じ

ることを知らなければなりません。

たとすれば、その愛は神様の愛であり、その
四位基台は神様を中心とした四位基台です。

横的に見れば、アダムは長男です。次男は

それから子女ですが、この子女関係は、神様

イエス様であり、完成したアダムは三男です。

を中心として相対的です。ところで、相対と

縦的原理から見れば、三男は三代目でしょ

なっている子女を生み、ただそのままではど

う？ ですから、おじいさんの立場が第一代

こにも使うことができません。教育をしなけ

であり、父の立場が第二代であり、第三代は

ればなりません。大きくなっていかなければ

息子であり、それは孫の立場です。このよう

なりません。大きくなっていく中で、男性は

になっていたものが反対を向けば、孫がおじ

右側、女性は左側に行かなければなりません。

いさんの立場になります。反対に、祖父、父、
孫となるのです。それゆえに、先生に絶対服

新しい時代の四位基台は、アダムとエバの

従していくことによって、神の国の四位基台、

息子、娘から始まります。ですから、アダム

三代圏を完成し、神の国に入っていくことが

とエバが結婚して繁殖すれば、結局は四位基

できるのです。ですから、蕩減復帰です。

台圏を成すようになっているのです。
統一教会の主体思想は、神様を中心とした
本然の息子、娘に帰っていくには、どのよ

思想です。この主体思想の中で、秩序的段階

うに帰っていくのでしょうか。神様の本来の

について言えば、三段階がなければなりませ

心情と、神様が願われた理想家庭を中心とし

ん。ですから、父母と夫婦と子女がいるので

て、相対圈が新たに生じるのです。四位基台

す。この中心が神様と因縁を結び、四位基台
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理想を拡大させ得る愛の理想圏なのです。こ

凌駕したとしても、これを擁護し、保護しな

れが、私たちの主体思想の内容です。

ければなりません。ここで最も恐ろしいこと
は何かというと、この愛の基盤が破壊される

愛は、拡大する力をもっています。それが
集約されれば一つになります。それゆえに、

ことです。それが一つの核となって拡大した
ものが世界です。

拡大し得る理想と連結し、全人類を抱いて生
きていこうとするので、拡大させなければな

そのようにして、一つのアダム家庭からそ

りません。これを拡大させたのが、私たち人

の息子の家庭が生まれ、父母の家庭と息子の

間の繁殖です。アダムとエバの二人を、横的

家庭が一つにならなければなりません。それ

に拡大させたのです。

で、四位基台が生じれば、この四位基台は将
来、霊界の四位基台へと移っていくのです。

それゆえに、主体思想の内容を要約すれば、
神様が、愛を中心としては絶対的な主体です。

神様の創造理想の最後とは何でしょうか。

その次には真の父母です。その次には自分た

原理でいえば、責任分担を完成し、愛を中心

ち夫婦です。自分たち夫婦が真の父母の代わ

として四位基台の家庭理想を完成することで

りとなり、子女をもつのです。これが四位基

す。なぜ四位基台が必要かというと、父子関

台です。

係の家庭理想を成さなければならないからで
す。父母の愛を中心として一つになったその

四位基台は、父母を中心とした真の愛の起

縦的伝統を受け継いだアダムとエバが、横的

源を表しています。その次には、父母と子女

伝統を展開させていかなければならないので

の完全な愛の一体を表しています。それは、

す。

一時的なものではなく、永遠です。永遠であ
ると同時に、絶対的だというのです。その愛

アダムを起点として十二部族が生まれ、そ

の起点とは、唯一であり、不変であり、絶対

の十二という数字を中心として三百六十日と

的です。そのような愛は、神様だけにあるの

いう日が拡張されたように、すべての民族の

でもなく、父だけにあるのでもなく、母だけ

拡張のための摂理の基準を立てることが創造

にあるのでもありません。家庭的基盤の上、

理想の完成だというのです。

真の家庭の基盤の上に成立するのです。
そのような面から見るとき、「み旨の道」
愛が絶対的なので、その愛を中心とした家

におけるみ旨とは何でしょうか。創造理想の

庭の信義は、絶対的です。愛は、すべての関

完成です。創造理想の完成とは、四位基台の

係においても絶対的です。そこでは、一つが

完成をいうのです。父を中心とし、母を中心

侵犯されるということは全体の破壊を意味す

とし、息子を中心とし、娘を中心としたもの

るので、そのようなことは容認することがで

ではありません。真の愛を中心とした四位基

きません。したがって、四位基台自体は、愛

台の完成です。

が侵犯され得る問題において、自らの生命を
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真の愛を中心として、これが責任分担の完

皆さんは、妻をもって幸福だと思うかもし

成です。責任分担の完成というのは、すべて

れませんが、私は、そのように思いません。

の愛の理想を基準として男性と女性が完全に

女性も幸福なのではありません。幸福なので

一つになり、神様が創造なさったすべての基

はなく、十字架を背負ったのです。主体であ

準に一致すれば、その地上において縦的な基

る人は、相対を幸福にしてあげなければなり

準として受け継いだアダムとエバの伝統を、

ません。子女がいれば、その子女も幸福にし

肉身を通して初めて横的に展開させていくこ

てあげなければなりません。三大十字架を背

とをいうのです。息子、娘を一人か二人だけ

負わなければならないのです。

生むようにはなっていません。アダムとエバ
の時代が来れば、東西南北に息子、娘をたく

ですから、四位基台の復帰が最も難しいの
です。それは、世界を征服することに比喩す

さん生むようになっているのです。

ることができます。
一人の男性は、必ず一人の女性と共に家庭
を形成しなければなりません。そのようにし

皆さんの息子、娘は、神様が数千年の歴史

なくては、統一世界に行くことができません。

を経ながら数多くの預言者、烈士を犠牲にさ

過去の信仰者たちは、家庭を捨てていきまし

せて探し出された一つの家庭を通じて、願い

たが、捨てた家庭を高い次元において再び取

のともし火のごとくに生まれた貴い息子、娘

り戻し、勝利の家庭として新しい基台の上に

です。各家庭の息子、娘が四位基台の完成と

立てなければ、天国に行くことができません。

いう神聖な目標の帰一点をもたらすことを考

一つの家庭が形成されたからといって、その

えるとき、その息子、娘に対しても、日がた

家庭だけで天国に入っていけるのではありま

てばたつほど、本当に感謝しなければなりま

せん。四位基台を形成して初めて行くことが

せん。父母がそのような心をもつようになれ

できるのです。

ば、その息子、娘たちは絶対に飢え死にしま
せん。

どこで四位基台を成さなければならないの
でしょうか。この地上で成さなければなりま

今、皆さんは堕落圏内にいます。長成期完

せん。いつ成さなければならないのでしょう

成級で祝福を受けた家庭は、上がっていく道

か。自分が死ぬ前に成さなければなりません。

があります。それは、先生に従っていくこと
ができる道をいうのです。しかし、皆さんの

それを成さなくては、国家を迎え得る国民
になることはできず、世界を迎え得る人類に

父親や母親と、皆さんの四位基台が一つにな
らなくてはなりません。

なることはできず、神様のみ旨が成されなけ
れば天国世界を迎え得る天民になることはで
きないのです。

ノアじいさんが箱舟を造る時、その夫人が
よく協助したと思いますか。息子、娘がどれ
ほど批判したと思いますか。「神様が審判さ
れる」と言って、一日でもなく百二十年間、
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弁当を持って山に上がっていき船を造ったの

るのです。その道を訪ねていかなければなり

ですが、ノアの妻がよく協助したかを考えて

ません。

みてください。ノアの妻が協助しないのです
から、その息子、娘に至っては、協助しない

神様を愛すれば愛するほど、永遠の父母の

のは当然でしょう。皆さんは、母と完全に一

愛を受けるようになるのです。孝子になれば

つにならなければなりません。

なるほど、その父母の愛を余すところなく受
けるのです。忠臣になればなるほど、聖君の

立体的な四位基台を成さなければなりませ

愛を余すところなく受けるのです。真の夫に

ん。上下の位置、前後の位置で一体を成さな

なればなるほど、妻の愛を余すところなく受

ければなりません。そのようになれば、いく

けるのです。

ら転がしても、止まった時は垂直になるので
す。
素晴らしい善の夫、善の妻とは、どのよう
サッカー・ボールを置いた時、中心は垂直

な人でしょうか。妻として、神様の代わりに、

です。一点しかありません。それゆえに、家

真の御父母様の代わりに絶対視する夫をもっ

庭において四位基台の立体理想が成されなけ

た者、夫としてそのような妻をもった者が真

ればなりません。

の夫婦です。神様を絶対視し、父母を絶対視
し、夫婦を絶対視し、そのもとに生まれた子

父母の前に孝子になるだけではいけません。
夫婦がいなければなりません。ですから、四

女を絶対視しなければなりません。これが統
一教会でいう四位基台理想です。

位基台を成さなければなりません。これは絶
対原理です。このようなことを考えてみると

二 真の家庭は天国の民の生産工場

き、今日、個人的四位基台、家庭的四位基台、
国家的四位基台はどのようになっていますか。

女性は、宇宙を与えられても、神様を与え

家庭的四位基台形態を拡大したものが国家で

られても換えることができない貴い宝物をも

あり、国家的四位基台形態を拡大したものが

っていることを知らなければなりません。愛

世界であり、世界的四位基台形態を拡大した

を実現できる根源の王宮が私にあることを知

ものが天宙なのですが、その根本は家庭です。

らなければなりません。ですから、神様は、
どれほど安全な場所にそれを入れておかれた

そのように行く中で、サタンが一匹もつい

でしょうか。おしりの肉がなければ、どのよ

てくることができないように整備する、家庭

うになっていましたか。凍りついていたでし

四位基台の教育がジャルジン教育です。そこ

ょう。

を通らなければ落ちるのです。国籍を失った
家庭になるのです。登録をするためベツレヘ

男性たちは、どのようになりますか。保護

ムに行って、赤ん坊のイエス様を馬小屋で出

するのにどれほど良くできていますか。すべ

産するという、それ以上に悲惨なことも起き

ての精力、すべてがそこに集まっているので
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す。それゆえに、それは、自分と同じような

その園の中で、昼寝をしたり、動き回ったり

人を再びつくりだすことができる器官です。

してみたいと思われたのです。そのような神

父母となることができるその場所というもの

様だったのです。

は、どれほど神秘の王宮でしょうか。
生殖器は、真の愛を中心とした王宮であり、
天国に行けば生産地がありません。神様が

真の生命を中心とした王宮であり、真の血統

人を造られたのは何ゆえでしょうか。垂直に

を中心とした王宮です。最も貴いものです。

は繁殖がないからです。垂直の位置は一点し

これがなくなれば天地がなくなり、これがな

かありません。神様は、一点、垂直の位置で

ければ神様の理想、神様の家庭、神様のみ旨

愛をなすので、そこでは繁殖をすることがで

を成し遂げることができないのです。これは、

きません。霊界では繁殖することができませ

全体を完成し得る一つの起源です。

ん。それゆえに、横的な三六〇度が必要です。
横的世界には、東西南北に繁殖していくこと
ができる位置がいくらでもあります。

子供は一人だけ生めばよいのに、なぜ神様
はたくさん生むようにされたのでしょうか。
これが問題です。一人だけ生めば、アダムと

ですから、それが、天国の民を生産するた

エバの二人しかいません。そのようになれば、

めの生産地だというのです。その国の民とし

どのようになっていたでしょうか。二人だけ

て来る人は、すなわち天国の息子、娘です。

で生きなければなりません。一家庭だけで暮

神様御自身の愛する息子、娘になるのです。

らすのです。そのようになれば、世界がなく

その人は、神様御自身を中心とした細胞と同

なります。天国をつくろうとすれば、横的に

じです。私たちの生命は、その国に行けば神

広げていって数多くの家庭を生産しなければ

様の細胞と同じです。神様御自身になるので

なりません。そのようにしてこそ、天国の民

す。根本から来たので、根本へ帰っていくの

が生まれるようになっているのです。霊界で

です。

は繁殖がありません。地上の夫婦は、天国の
民を生産する生産工場です。

それゆえに、男性と女性は、霊界に行けば
一つの体となって神様に似るのです。最後は

すべてを満たそうとすれば、一度にはでき

神化するようになるのです。神様に似なけれ

ません。ですから、数多くの世代を継いで生

ばなりません。神様は二性性相だと言ったで

まなければならないのです。そのようにして

しょう？ 二性性相は何から出発したのかと

天国の民が増えていくのを御覧になるとき、

いうと、愛から出発しました。愛の結実とし

神様は喜ばれるのです。その国では、食べる

て本然の神様に似て、帰ってくるのです。で

ことも、着ることも、寝ることも、何も問題

すから神様も、お一人では孤独なのです。

になりません。自動車も必要なく、工場も必
要ありません。すべてのものが準備されてい

神様は、花の咲く愛の園をつくり、色とり

る所です。

どりの花が満開となり、愛の香りであふれた
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自分が願えば、ひゅーっと飛んでいくので

その広大無辺な天国には、数千億の民が必

す。信じることができないほどに早い所です。

要だというのです。先生は、それを知ってい

一歩動けば、数千マイルを移動するのです。

るので、監獄に行きながらも、一つの生命を
救うために、御飯も食べずに、夜も寝ないで

先生は見え、神様は見えないだけです。結

生涯活動してきたのです。夜を朝だと思い、

婚初夜に夫婦同士で盛んに愛し合う時、既に

朝を夜だと思ったことが何度もあるのです。

神様が入ってきてアダムとエバと一つになる

そのようにしながら、一つでも多くの生命を

のです。人間を創造した目的は何ですか。霊

救おうとしているのです。そこにおいては、

界では繁殖することができません。

あらゆる国境を超越しているのです。

霊界の民を創造する所が地上の家庭です。

人間は、誰もが愛を中心として結婚生活を

天の民をたくさん生んで育てたのちに逝く人

する中で連結するようになっています。完全

が栄光の位置に立つのです。栄光の位置に立

な愛を成したその基準の上で完全な息子、娘

ちたいと思えば、今から息子、娘をたくさん

が生まれるのと同じように、神様の子女圏と

生まなければなりません。

神様の兄弟圏と神様の家庭の理想的夫婦圏を
生んで育てなければならないのが、地上で生

地上は、天国の民を生産する生産基地です。

きる私たち人間の責任です。

霊界では繁殖がありません。堕落することに
よって、悪魔の息子、娘になってしまったの

霊界では繁殖が不可能です。霊界は中心で
す。中心は、面積がないので、息子、娘を生

です。

むことのできる空間がありません。ですから
それゆえに、これを接ぎ木する役事をして、

神様は、膨大な天国に行って暮らすようにす

天国の民に戻してしまわなければなりません。

るために、平面的、立体的空間をつくられ、

それゆえに、皆さんがあの世に行く時は、嫁

神様の国の国民を生産するようになさったの

に行く娘が婚礼家具をもっていくのと同じよ

です。

うに、天国の民をどれだけ復帰して連れて帰
それゆえに、夫婦というものは、天国の国

っていくかが問題です。

民をつくる分工場です。そうだとすれば、こ
神様は、孫を御覧になることができません

の地上で息子、娘をたくさん生んで連れてい

でした。アダムとエバを通して孫を御覧にな

くことが、その世界を相続し、所有権を受け

ろうとしたのですが、御覧になれなかったこ

ることのできる相対圏となるのです。息子、

とが恨です。それゆえに、この地で息子、娘

娘がいない人は、そのような相対圏がありま

を生んで育て、その人々をすべて抱いてくる

せん。一つになった素晴らしい相対圏をたく

ことを願っていらっしゃるのです。

さん、十二カ月の十二数以上もたなければな
りません。

1886 * 千八百八十六

천성경

天聖經
Cheon Seong Gyeong
神様を誇り、男性となり女性となったこと

あってこそ、神様の二性性相、理想的主体で

を誇らなければなりません。そのような男性、

ある神様に侍ることができるのです。皆さん

女性となって、天国の民を繁殖しなければな

も、真の父母に侍るためには息子、娘を生ま

りません。これは鉄則です。アダムとエバは、

なければなりません。息子、娘を生むことが

繁殖をしなければなりません。心と体が一つ

できなかった人が養子をとったならば、自分

となり、神様の愛によって霊的五官と肉的五

の息子、娘を生んだ以上にその息子、娘を愛

官が一体となり、真の愛で永遠に一つになら

する訓練をしなければなりません。ですから

なければなりません。そのようになることが

大変です。それゆえに、統一教会では、「愛

できる男性、女性として永遠に会うことので

する息子、娘をたくさん生みなさい」と言う

きる男性は、永遠の人類を代表した王権をも

のです。

った王であり、女性は、王権に対する王妃で
す。父と母は、心の中において万世の父であ

統一教会の子供たちは、天運に乗ってきま

り、万世の母です。真の愛には、そのような

す。食べることは心配いりません。その中か

背後が連結されていることを知らなければな

らは、判事も出てくるはずであり、検事も出

りません。

てくるはずであり、大統領も出てくるはずで
あり、あらゆる人が出てくることでしょう。

そのような姿勢を備えた愛を中心として一

五色燦然と輝く光が出てくることでしょう。

つになり、結婚を通してその愛を訪ねていく
のです。愛ゆえに行くのです。結婚は、二人

それゆえに、真の愛を中心として、母とし

だけではなく、縦的な神様を占領するための

て恥ずかしくなく、父として恥ずかしくなく、

ものです。東西に分かれ、どこに来て爆発す

天国の民をたくさん連れていかなければなり

るのか分かりますか。垂直線です。垂直線で

ません。

爆発してぶつかるので、戻ってこなければな
りません。戻って、上がっていかなければ下

今日、夫婦というものは、天国の民を生産

りていくのです。ここで神様は下りてきて、

する工場です。ですから、息子、娘をたくさ

私は上がっていくことにより、神様が中心に

ん生んで入っていけば不幸ではありません。

入っていくのです。

あの世に行けば、高い位置に行くのです。東
西南北を中心として見れば、四季が三カ月ず

このようにして下りてきてみると、神様が

つで十二カ月です。ですから、イエス様も十

愛の中心核になっているのです。ここにおい

二弟子を選んだのです。イエス様を中心とし

て、このように垂直になっているのを水平に

て、三弟子は、東西南北の代表型と同じです。

しようとするので、息子、娘が必要なのです。

神様を中心として、これが中央を中心として

それゆえに、このような垂直をつくっても息

四方を備えたのです。

子、娘を生むことができなかった男性と女性
は、天上の位置に行って神様に侍ることがで

地上の家庭は、天国をつくるための横的な

きません。息子、娘を生んで愛してみた人で

世界です。縦的な世界は繁殖することができ
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ません。横的な世界で息子、娘が増えれば、

らなければなりません。このような家庭が現

彼らが神様の民となるのです。

れれば、その時には、イエス様も兄弟と共に
喜ぶことができるのです。そのような家庭が

皇族が繁殖すれば、長孫だけを残し、すべ

現れなければなりません。

てが民となります。親戚になるというのです。
親戚にも長孫がいるでしょう？

氏族たちも、

真の家庭は、真の男性と真の女性が一つに

氏族たちを合わせた長孫がいなければならな

なって夫婦として出発するのです。息子、娘

いのではありませんか。それがアダムとエバ

を生んだのちに真の家庭が出てくるのです。

です。アダムとエバは、伝統的な永遠の王と

心と体が完全に一つになった男性と女性が永

王妃です。しかし、民主世界では、これがす

遠の愛を中心として一つになったところから、

べてなくなるのです。

分かれることのない子供が出てくるようにな
るのです。父と母が分かれたところから、感

天国の民を生産するための生成基盤は、天

情的に分かれた子供が出てくるのです。

の家庭基盤ではなく、地上の家庭基盤です。
息子、娘を生むということは、天国の民を生

心と体が一つになり、真の愛を中心として
一つになった夫婦から、心と体が一つになっ

産するということです。

た子供が出発するというのは自動的な結論で
す。そうでなければ、家庭に真の愛がとどま

三 天国の民の教育は真の家庭で

ることができません。神様は、真の愛がない
地上にある家庭は、天国に連れていく民を
再創造する工場です。私たちは、その工場の

所に臨在なさることはできないのです。これ
は論理的な結論です。

主人の役割をなしたのちに霊界に行くのです。
ですから、正しい道さえしっかりとつかんで

天国の倉庫に入っていこうとすれば、神様

おけば、息子、娘を教育する必要はありませ

の愛と神様の生命と神様の血統的因縁を中心

ん。自然になされるのです。自分の神様をす

として、きれいにならなければなりません。

べてもっているのです。教育は必要ありませ

そのようになろうとすれば、生まれた時から

ん。堕落したので、このようになったのです。

神様の息子、娘であり、育っていく時も神様

堕落することによって、根本が分からなくな

の息子、娘であり、暮らすのも神様の家庭で

ったのです。

なければなりません。そのように暮らしてか
ら行く所が地上天国であり、天上天国です。

神様が願われるものは、失ってしまったエ

それゆえに、天上世界にも、そのような家庭、

デンの真の家庭です。その真の家庭に立てら

そのような一族が入っていくのです。個人救

れる真の父母、真の父母の前に立てられる真

援ではありません。

の夫婦、真の夫婦が愛することのできる真の
子女のいる家庭が、神様が一緒にいたいと思

神様の愛を受けることができる息子、娘と

われる天の家庭だということを、皆さんは知

して、神様の愛を受けることができる兄弟と
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して、神様の愛を行使することができる夫婦

完成、兄弟の完成、夫婦の完成、父母の完成

として、また神様がアダムとエバを愛したの

が成されるのです。

と同じように、第二創造主の立場から、神様
の代わりに自らの息子、娘を愛していくのが

神様の教本に提示されたすべての内容を成

人生行路です。始まりも愛であり、過程も愛

すことができなかったことを、今日、真の父

であり、終わりも愛です。愛の教科書に一致

母を通して再現し、知るようになり、それを

することのできる完成品として入っていく所

再度実行することにより、堕落していない本

が天国です。そこに入っていく時には、個人

然的立場において、神様が完全に恨の峠を越

で入っていくのではありません。家庭全体が

えて教育に対する定義を下すことができるの

入っていかなければなりません。

です。そのようになることにより、天国の民
として、合格者、合格家庭になるのです。

妻が夫に対する時は、どのようにしなけれ
ばならないのでしょうか。「私とあなたは、

キリスト教における聖霊は、女性神ですが、

共に生まれ育った双子の兄妹なので、私たち

霊的に、また実体的に二つの世界を生んで育

は、別れようとしても永遠に別れることがで

てなければならない責任があったように、統

きないことを、今やっと分かりました」と言

一教会で祝福を受けた女性は、二つの世界に

いながら、手をしっかりと握り締めなければ

対する責任を負わなければなりません。天国

なりません。アダムとエバがエデンの園から

の民もつくらなければならず、サタン世界の

追い出される時、分かれていくことによって

民をすべて拒否することができるようになら

悲しみの涙を流しましたが、今、復帰時代に

なければならず、その人々を統治できるよう

おいては反対の涙を流さなければなりません。

にならなければなりません。

天国の息子、娘になることができなかったこ
とを、私の一生を通して復帰しなければなら

皆さんの息子、娘は、神様の国の民です。
ある一国家の市民ではありません。天国の民

ないのです。

だというのです。皆さんは、このような目的
国を建てようとすれば、王がいなければな

をもって育てなければならないのであり、そ

らず、女王がいなければなりません。息子、

うでなければ、今後、皆さんの家庭には希望

娘がいなければなりません。また、王国を守

がありません。地獄に行くようになるのです。

ることができる中心家庭がなければなりませ
ん。ですから、今、イエス様は、楽園に行っ

真の御父母様は、いつも私のために生きた

て待っているのです。天国は、一人で入って

父母様だということを知って、今からでもそ

いくようにはなっていないのです。

の父母様のみ旨を私がすべて相続し、今後誕
生する子孫を大切に育て、私のような人には

愛の所有を中心とすれば、相対の故郷が私

しないと決心して立ち上がらなければなりま

の故郷になり、相対の家庭が私の家庭になる

せん。それだけが先生の望む、たった一つの

ことができるのです。そこにおいて、子女の

願いです。

1889 * 千八百八十九

천성경

天聖經
Cheon Seong Gyeong
その貴い息子、娘を再び皆さんのような息

息子、娘は、その父母を、神様の代わりと

子、娘にしてしまえば、どうするのかという

して、真のお父様と真のお母様よりも素晴ら

のです。「私はこうだったが、将来の私の子

しい父母として侍らなければなりません。そ

孫はそのような息子、娘にしない」と決意し

のようにして、真の父母に敬拝する前に、先

て精誠を尽くし、神様がエデンの園でアダム

に自分の父と母に敬拝できる家庭にならなけ

とエバを造って喜ばれたように、息子、娘を

ればなりません。家庭生活の中で神様に代わ

真の息子、娘にするために保護しながら抱い

るのが自らの父母です。ですから、四大心情

て育て、堕落した子孫の前轍を踏ませないよ

圏と三大王権は一つの家庭で成さなければな

うにしなければなりません。

りません。

再びそのような道を行かないように最善を

神様の愛の主権は、絶対、唯一、永遠、不

尽くして育て、神様の前で祝福を受けるよう

変です。その国の主権もそうであり、その国

に、私が準備し、すべての内容を備えさせて

の民もそうであり、その国の万物もそうであ

あげなければならないという責任感をもって

るがゆえに、今、再整備して、絶対、唯一、

将来の家庭を築いていけば、天国の息子、娘

不変、永遠の国民性で再登録しなければなり

になるのです。

ません。万物もそのように再整備する時なの
で、全体を反対に回さなければなりません。

皆さんは、自分の息子、娘を教育する時に、

このように回っていたものが反対に回らなけ

父母だけを愛する息子、娘になりなさいと教

ればならないという事実を知らなければなり

えてはいけません。「私は、この国を愛する

ません。

忠臣だ、愛国者だ。母としての愛国者ではな
く、愛国者としての母、忠臣としての父だ」

神様の国では、絶対主権が必要であり、民
が必要であり、万物が必要です。私たちの家

と教育しなければなりません。

庭を見れば、主権の代わりに父母がいて、民
父母が素晴らしければ、その家の息子、娘

の代わりに息子、娘がいて、万物の代わりに

も素晴らしく、息子、娘が素晴らしければ、

物があります。それが小さな天国の基盤です。

その家で育つ犬や鶏も素晴らしいのです。犬

それを神様のために、すべて捧げてしまわな

がほえることができず、鶏が鳴くことができ

ければなりません。そのようにしてこそ、大

なければ、それが素晴らしいことですか。

きな国、大きな世界が成し遂げられるのです。

「父母は和やかだが、その家の犬はよくほえ
るし、鶏もよく鳴く！」。そのようになって

四 天国の基盤は真の家庭から

こそ素晴らしいのです。「あの家の人はそう
ではないのだが、鶏はあまりにもよく鳴くし、

神様は、絶対者であられ、唯一、不変、永

犬はよくかんだりもする」、そのような家庭

遠であられるお方です。そのお方のみ旨も同

は、滅びるのではありません。栄えるのです。

じです。絶対者であり、不変なお方なので、
そのお方のみ旨もそうだというのです。
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創造主と人間の真の愛を中心として完成す
る真の家庭を願っていらっしゃった神様は、

す。それゆえに、天国が別の所にあるのでは
ありません。

人間と一体となる条件が必要でした。ですか
ら神様は、人間始祖に与える戒めが必要だっ

天国は、真の家庭によって構成されます。

たのです。その戒めとは何でしょうか。愛の

神様のように暮らすのです。内的な父母であ

家庭、愛の全体、最も貴いものを相続してあ

る神様と永遠に共に暮らせる夫婦の生活環境

げようという約束の条件が戒めだというので

だというのです。天国とは、そのような人々

す。人間には成長過程を経て成長して上がっ

が入っていける所です。神様の体、神様の家

ていく未完成段階があるということを御存じ

庭に属する家庭が入っていく所です。完成し

である神様が、最も貴い真の愛と家庭を人間

たアダム家庭が、そこに入っていくのです。

に相続してくださろうとした条件が戒めでし
ですから、天国は、家庭的に入っていくよ

た。

うになっているのであって、一人で入ってい
真の愛と真の家庭を相続してあげようとい
うのが、神様の約束された戒めです。

くようにはなっていません。今まで「個人救
援を受けよう」と言っていたのは、天使長世
界です。ですから、真の家庭の所有は、天国

神様のみ旨は、一つにすることです。堕落

です。真の家庭が所有物であり、主人となる

していなければ、私たちの心と体は一つにな

のが天国だというのです。真の家庭と真の主

っているのです。男性の心と体が一つになり、

人が真の所有権をもつのが天国だというので

女性の心と体が一つになっていたのです。そ

す。家庭的主人が所有するのが天国だという

のようにして、二人が心と体の一つになった

のです。

家庭を成していれば、そこからは統一の世界
皆さんが、神様の息子、娘となり、神様の

が展開していたのです。

家庭を築いてこそ、天国が成されます。一つ
今日、この世界は一つになっていません。

の家庭においても、すべて同じです。サタン

この世界というものは、男性と女性を拡大し

がわなを仕掛けて引っ張り、神様も引っ張っ

たものです。

ているのですが、その食口が神様の前に完全
に帰ろうとすれば、限りない精誠を尽くさな

神様は、最も深い所に隠密にいらっしゃい

ければなりません。そのようにしてこそ、個

ます。より深い所に下りていけばいくほど愛

人個人に対して、五人家族ならば五人家族に

は大きくなっていき、最後には神様の真の愛

対してサタンが引っ張り、神様が引っ張って

を探し出すようになるのです。

いても、サタンの綱を切ってしまい、天の側
に帰っていくのです。

皆さんが子女をより一層深く愛すれば、神
様の愛と出会うようになるのです。このよう
な真の愛の家庭は、地上天国の基盤となりま
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夫婦は、神様をお迎えして愛の部屋に入っ

れば、協助して愛の理想的世界を築かなけれ

ていくことを、お互いが考えなければなりま

ばなりません。愛の理想的な主体と対象とし

せん。そのようにして、心と体が完全に一つ

て、自らを愛の対象として迎えてくれたので、

になれば、その夫人は、天下の女性の中で王

お互いに感謝し、「ため」に生き、尊敬する

の中の王であり、美人の中の美人であり、一

ことができる世界を築かなければならないと

つしかない絶対、唯一、不変の永遠の私の体

いうのです。

だと思わなければなりません。愛する私の体
だと思いなさいというのです。愛の体だとい

真の家庭の核心は、夫婦です。それでは、
夫婦とは何でしょうか。神様の実体対象であ

うのです。

る神様の体です。真の愛をもった神様のこと
主体と対象が愛で一つになることにより、

を、皆さんは父と呼びます。神様が父ならば、

夫人は私の愛の所有になります。愛で一つに

私とは父子の関係だというのです。父と息子

なる時は、相対を中心として、その愛も私の

であり、母と娘ですが、一つの体です。縦横

ものなので、主人も私のものになり、その主

を一つにしたものなので、そうだというので

人の所有も私のものになるのです。同じ価値

す。

をもったので、宇宙がすべて私のものになる
若い青年男女の願いは、理想家庭の完成、

というのです。

すなわち真の家庭を築くことです。ここで真
このことは、神様を感じなければならない

の家庭とは、神様が喜ばれる家庭のことをい

という話です。ですから、誰もが、神様に侍

います。それゆえに、最も重要なことは、神

って生き、愛したという体験をしなければな

様をいかに知るかということです。

りません。そのようにしてこそ、天国家庭と
して神様の貴族となり、血族となることがで

真の家庭は、神様の目に入れても痛くない

きるということを知らなければなりません。

というのです。胸に抱いて踊られるのです。

神様が天国においてこのような祝福家庭を御

どれほど踊り騒いでも、神様は全能でいらっ

覧になれば、星のように輝いているというの

しゃるので、抱いて空中を舞いながら踊りた

です。ですから、神様が常に喜ばれるという

いと思われるのです。真の家庭は、神様を解

のです。

放して慰労することができる対象です。

栄光の真の家庭とは、地上でも幸福であり、
霊界でも幸福になれる、真なる家庭のことを

真の家庭とは、神様がつくられ、神様のみ
旨どおりに理想が成し遂げられた家庭です。

いうのです。あの世の中心存在であられる神
様と直接共に暮らすことができる家庭が、栄

完成したアダム家庭が真の家庭だというの

光の真の家庭になるのです。うれしくて、ま

です。しかし、アダム家庭がそのようになる

たうれしくて、永遠に喜べる真の家庭になら

ことができなかったので、そのようになるた

なければなりません。お互いにうれしくなけ

めには復活が必要です。復活した家庭によっ
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て、復活した氏族、民族、国家、世界を立て

そ、真の愛のカップルになることができます。

ようというのです。そのようになれば、この

真の愛のカップルになってこそ、真の愛をも

地上において、サタンや、罪悪や、神様とサ

った神様の子女となります。そのようにして

タンが闘う人類歴史の戦争などというものは

神様の家庭になるのです。

なかっただろうというのです。そのようにな
れば、サタンもいなくて、この世界は、今日

神様が最も好まれるものとは何でしょうか。

のように様々な国に分かれ、民族が異なり、

ただ真の愛だけです。愛は、一人でなすもの

文化が異なり、言葉が異なり、すべてが異な

ではありません。神様が人間を造られたのは、

る、このような世界にはならないというので

御自身のパートナーを造られたということで

す。

す。真の愛のパートナーとして人間を造られ
たのです。それを手本として、全宇宙がペ

それでは、真の父母とは、どこから来られ

ア・システムをもって造られたのです。

たお方でしょうか。神様からです。神様から
連結されているのです。ここで、第一に神様

ですから、神様の愛も永遠であり、男性の

の愛、第二に神様の生命、第三に神様の血統

愛も永遠であり、女性の愛も永遠であり、子

にならなければなりません。これは何かとい

女の愛も永遠なのです。これが神様の家庭で

うと、ここにあるすべての世界も、神様の愛、

す。

神様の生命、神様の血統のために生じたとい
神様を中心として家庭生活を始めるという

うことです。

ことは、神様の家庭が出発するということで
そのようになれば、ここには、サタンを中

す。そのようにして、神様と人間が愛を中心

心とした愛や、生命や、血統などというもの

として一つになって家庭が出発するのですが、

はあり得ないのです。そのようにしようとす

私たちの家庭だけが出発するのではありませ

るので、今までの愛と生命と血統、このすべ

ん。天国の家庭の出発とともに、これが並行

てのものは、神様に帰らなければならないと

していかなければなりません。

いうのです。
神様の解怨を成就した家庭が、神様の家庭
しかし、直接帰っていくことができないの

です。兄弟以上に愛することができる長男の

で、ここで息子、娘を通じて帰っていくので

資格、夫の資格をもった人々によって構成さ

す。この時、カインとアベルが問題になりま

れた家庭が、安息の場所なのです。父母とし

す。ですから、アダムとエバを中心として神

て、こじきまでも自らの子女として迎えて暮

様に帰っていくのだというのです。

らしたいと思う安息圏をつくらなければなり
ません。それが統一教会の祝福家庭の使命で

男性も、真の愛でなければ心と体が一つに
ならず、女性も、真の愛でなければ心と体が

す。それが祝福家庭の宿命的使命だというこ
とを忘れてはなりません。

一つになりません。心と体が一つになってこ
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真の父母の真の愛を通じて神様の真の愛を

それらをすべて完成すれば、すなわち天上

学びながら、真の兄弟の真の愛を通じて真の

世界が完成し、地上天国が完成すれば、神様

国と真の世界人類に対する普遍的真の愛を訓

が形状をもたれるのです。それは、愛を中心

練させる、平和世界の基本、その核の立場が

として可能なのです。アダム家庭において肉

真の家庭です。

体的に愛が一つになっていれば、神様も、性
相と形状を兼ね備えることができるので、体

霊界に行けば、理想的夫婦、理想的な真の

をもつことができるというのです。それは、

家庭は、神様といつでも共に暮らすことがで

愛でなければできません。「一体」という言

きます。ですから男性は、神様の性相、心の

葉は、そこから出てくるのです。

立場にならなければならず、女性は、形状と
なって一つにならなければなりません。これ

霊界は、真の愛、絶対的な愛によって統治

が一段階もっと大きくなって一つになるので

する世界です。すべてのものが真の愛と連結

す。この二人の心的な面が性相になり、体的

しているのです。真の愛は、種です。堕落し

な面が形状となって、ここで初めて実を結ぶ

ていない種が連結して、地上と天上に満ちる

ようになります。それで、神様を中心として、

のです。

心と体の一体圏が成されるのです。
ですから、今の世の中は、堕落した結果の
そのようになれば、アダムの息子、娘には、

世界なので、なくならなければなりません。

神様の心、神様の愛を中心とした骨が生まれ、

堕落した世界の血統はなくしてしまい、本然

アダムとエバのような体が生まれるようにな

の神様の血統を連結しなければなりません。

るのです。それゆえに、神様御自身は、アダ

どのようにしてそのような世界をつくるので

ムとエバのような形状をもって、見える人類

しょうか。その方法が結婚です。結婚とは何

を支配することができるのです。そのように

かというと、家庭を接ぎ木することです。

なれば、完全に地上天国となり、神様を見る
霊界にいる人々も、真の家庭が必要です。

ことができるのです。

その真の家庭がなければ、神様の位置に連結
今は、天国に行っても神様が見えません。

されず、天国に入っていくことができません。

真の父母がそのようなすべてのことを成し遂

地上天国で暮らした夫婦も、あとから天国に

げてあの世に行った時、神様は真の父母の心

入っていくようになります。それが神様の創

の中に入っていかなければなりません。その

造理想です。そこには宗教もなく、文化も一

ようになれば、神様が体をもたれ、すべての

つしかなく、家庭がすべてのものを完成する

宇宙を動かし、支配することができる時代に

のです。家庭があらゆるもののセンターです。

入っていきます。神様が神聖な形状をもたれ

ですから、私たちの家庭は、センターに立ち

るというのです。

たいと思うのです。
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そこには、宗教が必要ありません。キリス

がら、毎日のように闘っていくことができな

ト教も解放であり、仏教も解放であり、すべ

ければなりません。そのような人が、神様に

て解放です。イエス様も家庭が必要であり、

代わることのできる人です。

釈迦牟尼も家庭が必要であり、マホメットも
必要であり、すべての聖人も家庭が必要なの

今まで、私たちが信仰してきた観念という

ですが、その家庭は、誰によるものでしょう

ものは、「私は、神様を信じて天国に行こ

か。真の父母の家庭です。

う」というものでしたが、天国に行く前に何
をしなければならないのか分かりますか。私

今までは、すべての家庭は、偽りの血統で

自身が、心と体を中心として一つに統一され

連結されていました。本然の家庭ではなかっ

なければなりません。そのような闘いをしな

たのです。祝福家庭が現れることによって、

ければなりません。自分を統一できない人が

神様の血統が連結された真の家庭が生まれる

天国に行くことはできません。私の家庭を中

ようになったのです。

心として一つになることができなければ、天
国に行くことができないというのです。私が、

レバレンド・ムーンは、四方八方のあらゆ

親族を中心として善の場所に導いていくため

る場所に勝利的な基盤を築きました。霊界と

には、精誠を尽くさなければなりません。そ

肉界も同じです。そのようにして、真の家庭

のようにしなくてはならないのです。

から真の世界に発展していくのです。真の家
庭から、真の氏族、真の民族、真の国家、真

アダムとエバは、堕落することによって死

の世界、真の宇宙、真の天国が築かれるので

亡世界に占領され、死亡世界を主管するサタ

す。

ンは、神様の創造理想時代において、反対に
神様に背く家庭をつくり、現在まで神様と対

今は、私というものをはっきりと知りまし

峙する世の中をつくりあげてきたことを考え

た。私は、どこから因縁を結び、どのような

るとき、神様が心で思い描かれるのは、もち

生活過程を経て、どこに向かって行くのかと

ろん理想的な家庭ですが、その内心は、怨讐

いうことを知りました。このように行く私は、

が願う基準よりも、怨讐が知っているその基

何をもって行くのでしょうか。神様の憂いを

準よりも、堕落前の理想時代の家庭基準より

抱いて行くのです。私の個性が復帰されてい

も、もっと素晴らしく、愛情の深い家庭を成

れば、私がこの家庭だけに安息するのではな

したいと思われたのではないのでしょうか。

く、私には、家庭を中心とした氏族があり、

そのようなことを私たちは考えなければなり

氏族を中心とした民族があり、民族を中心と

ません。

した国家と世界人類が残っているという事実
を知って、死んで土に埋められる前に、この

イエス様がこの地上に来て教えられた真理

世界の果てまで行って数多くの民族を父の前

は、簡単です。「天地を創造した神様は、私

に導き、その後ろから万民を祝福していくこ

の父だ。私は、その息子だ。あなた方は、私

とができる一日が私に来ることを侍ち望みな

を信じればその息子になることができる。私
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の父であると同時に、あなた方の父だ」と言

家庭、すなわち新郎新婦が出てくれば息子、

いました。その次には、私たちに子女の道理

娘が出てくるのであり、息子、娘が出てきて

を教えてくれると同時に、自分の父を教えて

繁殖すれば、氏族になり、民族になり、国家

くれました。それから、「私は新郎であり、

になり、世界になるのです。その世界とは、

あなた方は新婦だ」と言いました。これは何

どのような世界でしょうか。神様の愛と連結

でしょうか。神様を中心として家庭を築くの

した「神主義」の世界です。「神主義」の世

に必要な要件を、イエス様が来られて初めて

界であると同時に、アダムとエバ主義の世界

叫ばれたのです。聖書がそうです。ほかのも

です。アダムとエバ主義の世界とは何でしょ

のは必要ありません。

うか。父母主義の世界です。

聖書を見れば、神様を父だと教えてくれて

天国の終着点は、真の家庭の完成です。真

います。イエス様は、「自分はひとり子だ」

の家庭の中には、真の国があり、真の世界が

とおっしゃいました。またイエス様は、信者

なければなりません。真の世界と真の国に影

を見て「新婦」と言い、それから「兄弟だ」

響を及ぼすことができる真の愛の伝統として、

とおっしゃいました。これが、神様の家庭を

「絶対セックス」という言葉が出てきます。

中心としたその愛の型において、すべてのも

絶対セックスとは、絶対、唯一、不変、永遠

のを備えた内容を明らかにする教理となって

のセックスをいいます。神様の属性である愛

いるので、神様の家庭をつくっていく教理で

を中心として連結された対象的なパートナー

あり、その息子が神様の家庭に安息すること

と、そのような観点において愛で一体化する

ができる家庭の道理を教えてあげたものです。

のは、すべて性関係によって結ばれるのです。

聖書が教えてくれたものは、家庭です。イ

互いに異なる人種と文化背景をもった夫婦

エス様は新郎であり、私たちは新婦だという

であっても、神様の真の愛で一つになった家

のです。新郎新婦が出会って神様を中心とし

庭を築いたならば、そこから生まれる子女の

た「小羊の婚宴」をなし、家庭に帰っていく

間には、人種や文化的な葛藤が存在できませ

のです。これが新約・旧約六十六巻を総合し

ん。

た結論です。それゆえに、聖書は偉大だとい
その子女たちは、父母を愛するそれ以上の

うのです。

心をもって、両方の文化と伝統を愛し、大切
聖書が指向する最高の目的は何であり、聖

にするはずです。世界の至る所で深刻な社会

書が要求する希望とは何でしょうか。イエス

問題となっている人種間の葛藤を、政治や経

様個人ではありません。イエス様が新婦と一

済によってのみ解決しようとすれば、その結

つになった神様の家庭を、侍ち焦がれていら

果は失敗しかありません。人種差別は赤ん坊

っしゃったというのです。神様の家庭をつく

の揺りかごから始まるものなので、真の愛を

れば、何をするのでしょうか。

中心とした真の家庭の理想をもたなくては、
この問題の根本的な解決は不可能です。

1896 * 千八百九十六

천성경

天聖經
Cheon Seong Gyeong
したがって、その中心理想は、やはり一人

国家基準において世界化し得る立場になる

のお方、すなわち神様の真の愛を中心とした

ので、真の父母の基準が私たち個人から世界

真の家庭を築くことです。

と天宙まで連結し、真の家庭基準が連結し、
真の純潔の血筋が連結することによって、堕

人類が歴史の最初から神様と一つになって

落がなかった解放の時代に越えていくのです。

いたならば、既に人類は、真の愛を中心とし

ですから、この全体を清算するためのデモを

た真の家庭を築き、「ため」に生き、より

しなければなりません。伝道よりも、このこ

「ため」に生きる真の愛を実践することによ

とをしなければなりません。

って、真の国家、真の平和の世界を成し遂げ
第三章 神様と真の父母

ていたでしょう。

一 真の父母は神様と人類の希望
この歴史的な闘いを終息させるためには、
神様に帰らなければなりません。まず、神様

神様は、私たち堕落した人間にとって、先

を中心として個人の心と体が一つにならなけ

生の中の最も大きな先生です。先生の中の大

ればなりません。そのような真の男性と真の

王の先生だというのです。それは、神様に知

女性が、神様を中心として真の家庭を築くこ

らないことがないからです。また、父母で言

とにより、その中に再び神様を迎えるように

うなら、父母の中でも最初の父母です。すな

なるのです。真の愛を中心とした真の家庭こ

わち、真の父母です。王としては、王の王で

そ、神様がお住みになる地上基地になるので

す。

あり、さらに真の国家、真の平和世界の出発
地になるのです。これによって、真の自由と

今日、堕落した人間の願いは、神様の息子
に会うことです。神様の息子としては、個人

幸福の世界が開かれるのです。

的な息子、家庭的な息子、氏族的な息子、民
今からは、デモをしなければなりません。

族的な息子、国家的な息子がいます。彼らを

デモをして、真の父母を誇り、真の家庭を誇

すべて取り戻さなければならないのですが、

り、真の血族を誇り、真の純潔を誇らなけれ

このように取り戻そうとすれば、人類がどれ

ばなりません。それは、真の御父母様がこの

ほど苦労するでしょうか。ですから、国家的

地上に来られた目的を世界化させるのと同じ

基準にある息子圏を代表したメシヤを送るの

ように、皆さん個人や、家庭、氏族、民族、

です。このメシヤを迎える日――個人的神様

国家も、すべて真の父母になるためです。個

の息子、家庭、氏族、民族、国家的息子まで、

人において家庭的な真の父母、家庭的な基準

すべての息子を取り戻したという喜ばしい知

において真の父母、真の家庭、真の純潔、民

らせを、人間世界に与えるためのものがメシ

族基準において真の父母、真の家庭、真の純

ヤの降臨だという事実を、皆さんは知らなけ

潔、国家基準において真の父母、真の家庭、

ればなりません。

真の純潔、これが世界化されるのです。
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堕落した私たちは、神様の息子、サタンの
讒訴圏から外れた神様の息子に会わなければ

中心として創造理想を完成した地上・天上世
界を、統一させるという目的があります。

なりません。会ってからのちには、神様が愛
することのできる父母を取り戻さなければな

それゆえに、個人から世界、天地まで、そ
の統一的中心になったので、個人も接ぎ木す

りません。

ることができ、家庭、氏族、民族、国家、世
またその次には、父母の家庭を取り戻すの

界が接ぎ木することができるところにまで来

です。父母の家庭を取り戻し、神様の愛を取

たというのです。先生は今まで、一生涯この

り戻すのです。そして、神様に会うというの

ことを準備してきました。神様の真の愛を中

です。

心として、個人の中心にならなければならず、
家庭の中心、氏族の中心、民族の中心、国家

神様の愛を中心として愛の関係を結ぶこと

の中心をどのように形成するか、これが目的

ができるものは、ただ完成したアダムだけで

でした。そのような目的に向かっていくとい

す。アダムは、真のお父様です。それゆえに、

う概念をもって、これから始めなければなり

先生が真のお父様の位置にいるというのです。

ません。

それでは、パートナーは誰ですか。女性です。
絶対女性です。世界的な女性を代表したもの

神様が終わりの日に約束された一日は、

がキリスト教の新婦教会です。新婦宗教を代

「父母の日」です。真の父母に侍ることがで

表したものがキリスト教です。キリスト教の

きる日です。別の言い方をすれば、堕落によ

主流思想は、再臨主、メシヤを中心とした新

って父母を失ってしまったこの地上の数多く

婦思想です。

の人々が、神様の祝福を成すことのできる本
然の父母を、再び迎える日です。

真の父母は、二つではありません。唯一で
す。それは、男性も絶対的に一人であり、女

人類がある復帰の一つの目標を定め、神様

性も絶対に一人です。二人ではあり得ません。

に向かって進んでいく中において、必然的な

そのように、二つの唯一な存在が出会って真

条件とは何かといえば、父母の門を通らなけ

の父母になるのです。真の父母は、神様の創

ればならないということです。父母の門を通

造理想を中心とした真の理想的夫婦だという

るまでは、心情を連結させることができませ

のです。

ん。この時代は、心情的にはこの民族とあの
民族が通じることができず、この宗教とあの

真の父母は、個人的、絶対的一つの標的に

宗教が通じることができず、この家庭とあの

なり、家庭的標的、氏族的標的、民族的標的、

家庭が通じることができない時代です。私た

国家的標的、世界的標的となり、地上・天上

ちがこれを通じさせるためには、必ず神様の

天国の一つの中心形態を代表するのです。真

心情を知らなければならず、神様の心情と因

の父母を立てるということには、神様の愛を

縁を結ばなければならないのですが、これを
連結してくれる仲保者が真の父母です。です
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から、失ってしまった本然の真の父母を探し

アダムとエバは、神様が本当に願う真の人

出してこそ、神様の心情と連結することがで

類の先祖、人類の真の父母にならなければな

きるというのです。

らなかったのです。その真の父母の血族によ
って、私たち人類は生まれなければなりませ

エデンからアダムと神様を追い出しました。

んでした。歴史の出発から始まらなければな

それで、霊的な父と肉的な父に分かれました。

らなかった人類の真の父母、その真の父母は、

これを家庭で失ってしまったので、世界的に

神様の栄光の実体として、人類の前には勝利

取り戻すときには、世界型の大家庭が生まれ

的な永遠の実体として現れなければならなか

なければなりません。それでキリスト教文化

ったのです。それにもかかわらず、アダムと

圏は、母の文化圏なのです。新婦の文化圏で

エバは、勝利的な実体として現れることがで

す。東洋と西洋を中心としてカインとアベル

きませんでした。

が一つになった息子、娘をキリスト教が抱い
て、誰のところに行かなければならないのか

これが、今までの悲しい歴史を成してきた

といえば、来られる再臨主のところに行かな

怨恨の基台になったということを、私たちは

ければなりません。そのようにしていれば、

よく知っています。それによって天の法度を

七年以内に世界を統一するのです。

離れ、自らの実体を失ってしまい、神様の心
情を蹂躙した私たち人間は、み言によって実

その来られる再臨主が真の父母です。真の

体を取り戻し、心情の世界を取り戻す復帰の

父母が現れ、真の子女が現れ、真の家庭が出

路程をたどってきているということを、私た

てこなければなりません。真の家庭を編成す

ちはよく知っています。

るのが統一教会でいう祝福です。家庭を編成
このように堕落した人間は、万物よりも悪

するのです。

なる位置に立つようになり、神様に自由に対
エデンの園で真の父母になることができな

することができない悲しい立場に落ちるよう

かったことが堕落です。真の父母が来られる

になったのです。このような人間は、自ら回

ことによって、試練と迫害の路程がなくなる

復することができないので、神様は、彼らを

ときには、世の中は真の父母の道理を求めて

目覚めさせて再創造の役事をしてこられまし

くるのです。真の父母の息子、娘を見ると、

た。僕の位置を経て、養子の位置を経て、息

彼らの生活とすべての人生は、世の中の人と

子の位置を経たのち、勝利的な主管圏を備え

は違うというのです。貧しく見えても、そこ

て真の父母の位置まで復帰してこられたとい

には平和があり、哀れに見えても、そこには

う事実を知らなければなりません。

希望があり、苦しんでいるように見えても、
そこには喜びをもった人生があるというので
す。

皆さんは、堕落の氏族です。皆さんは、神
様がどのような方でいらっしゃるのかを知ら
なかったのです。真の家庭、真の社会、真の
国家、真の主権がどのようなものだというこ
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とを分かりませんでした。それでは、皆さん

それでこそ、神様の祝福を受けるようにな

は、これからどのようにしなければなりませ

ります。「あなたこそ本物の孝子であり、本

んか。人間の堕落以後六千年間、数えきれな

物の愛国者であり、本物の聖人、聖子だ」と

いほどの涙を流されながらサタンと闘う神様

言われるその時、初めて「私があなたを祝福

ではなく、栄光の神様を知らなければなりま

する」と言われるのです。そこからすべての

せん。二千年間闘ってきたイエス様と聖霊で

ものを相続されるようになります。その場が、

はなく、栄光のイエス様と聖霊を知らなけれ

すべての統一教会員の本郷です。

ばなりません。闘う天上世界の億千万の聖徒
ではなく、栄光の中で生き、栄光を享受する

本来、「父子」という言葉は、本然の父と

億千万の聖徒を知らなければなりません。地

息子、娘をいうのです。そのような父子がな

上で迫害されて苦痛を受ける聖徒ではなく、

ければ国もできません。万民は、平和の世界

栄光の中にいる聖徒を知らなければなりませ

を願っています。その世界は、今日の世界の

ん。そのような聖徒を見ましたか。見ること

先進国家が追求している、そのような文化を

ができませんでした。アブラハムも、ヤコブ

通して成されるのではありません。

も、モーセも、イエス様も栄光の神様を紹介
するために来て、死んでいきました。栄光の

真の父母を通して成されるのです。真の父

真の父母を紹介して、栄光の真の息子、娘を

母が一枚のむしろを使い、ぼろきれのふろし

紹介して、栄光の真の民族と真の天民をつく

き包みを担ぎ、いくら色あせたよれよれの服

るために努力しました。

を着ていたとしても、また千丈、万丈の奈落
から気力の果てた姿で出てきたとしても、堕

神様が御覧になる時、この世は堕落した世
の中なので、愛国者が一人もいませんでした。

落した人間は、その真の父母を中心として神
様の心情を学ばなければなりません。

孝子もいなくて、聖人、聖子もいなかったの
です。メシヤが地上に来られて、神様の家庭

それでは、どの程度に心情を接ぎ木しなけ

を築かなければなりません。そこから孝子が

ればならないのかといえば、お父様の腹中か

出てきて、国の基盤の上に愛国者が出てきて、

ら接ぎ木をし、お父様と共に生きたという条

世界的基盤の上に聖人、天宙的基盤の上に聖

件を立てたのちに、お母様の腹中を通して生

子が出てくることができるのです。第一・第

まれ、成長しながら父母に侍って暮らさなけ

二アダムが失ってしまったものを取り戻すこ

ればなりません。しかし、それによって終わ

とが、私に対する召命です。すべてのものを

るのではなく、父と母と共に暮らすことので

売り払ってでも、その国を取り戻さなければ

きる親戚と愛の因縁を結び、親戚を中心とし

なりません。統一教会員ならば、霊的、肉的、

た氏族と心情の因縁を結び、その氏族は民族

すべてのものを投入して犠牲になっても、

と心情の因縁を結び、その民族は国家と心情

「私が天国を成し遂げる。愛国者になる。聖

の因縁を結び、その国家は世界と心情的な因

人、聖子になる」と考えなければなりません。

縁を結び、その世界は天地と心情の因縁を結
び、その天と地を通して神様まで心情の因縁
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を結んだという基準を立てなければなりませ

い主義を立てなければなりません。それが真

ん。それでこそ神様が「あなたは私の息子で

の家庭主義です。真の家庭主義が出てこなけ

ある」とおっしゃるのであって、自分自身だ

れば、世界主義が出てくることができません。

けを中心として心情の因縁を結んだ人を、神

この真の家庭主義の代表者は、神様の真の息

様が私の息子だとはおっしゃいません。

子にならなければなりません。彼は、神様の
心情的なすべてのものを相続する内情的な相

再び生まれなければならないというのは、

続者であり、外形的な相続者、そして、万物

堕落したアダムとエバの子孫である父母の血

所有権の相続者にならなければなりません。

肉を通して生まれなければならないというこ
とではなく、堕落とは関係のない父母の血肉

別の言い方をすれば、神様の心を相続する

を通して生まれなければなりません。そうで

ことができる方であり、体を相続することが

なくては神様に帰ることができないのです。

できる方であり、万物を相続することができ
る方でなければなりません。そのような息子

罪の根本は、アダムとエバから始まったの

でいてこそ神様の代身者になることができま

で、これを踏み越えて、すなわち原罪と因縁

す。その息子が来て、初めて天国が成される

がない位置で生まれたという資格を備えるこ

ようになるのです。

となくしては、神様のもとへ帰ることができ
真の家庭主義は、神の愛主義です。愛がな

ないのです。

ければ、いくら世界の第一主義だと威張って
神様が私たち人類を救援しようとされると

歩き回っても、その人は不幸な人です。真の

き、堕落圏以下ではいくら救援しようとして

家庭主義は、父母が行けば、その息子、娘が

みたところで救援できないのです。それで、

父母のあとを永遠に従っていく主義であり、

神様は、堕落していないアダムとエバ以上の

また兄が行けば、弟が永遠に従っていく主義

真の父母をこの地上に再び送り、その父母を

であり、弟が行けば、兄が永遠に従っていく

通して人類が再び生まれる路程を経るように

主義です。ですから、弟の国があれば兄の国

して、サタンと永遠に関係がなくなり、サタ

が従っていき、兄の国があれば弟の国も従っ

ンが讒訴しようにも讒訴できないようにされ、

ていかなければなりません。

神様だけが主管され、神様だけが干渉なさる
ことができるようにされるというのです。そ

それでは、神の愛主義とは、どのような主

のような位置で人類が再び生まれることなく

義ですか。国境を超越して、このすべての平

しては、原罪をもった人間が、原罪のない位

面的な世界を超越して、お互いが授受するこ

置には帰れません。

とにおいて、争って先に与えようとし、受け
ることを遅らせようとする主義です。そのよ

堕落した父母の因縁によって、神様から離

うな主義の世界が今後、訪れる理想世界です。

脱した伝統を受けて、この世界がこのように

理想世界は、何か大きな権勢をもって号令す

なりました。ですから、真の父母が来て新し

る世界ではありません。理想世界というもの
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は、自動的に心が動いて神様の愛に和合する

今日の既成教会では、「イエス様を信じて

ことができる万民兄弟主義世界です。今後、

天国に行く」と言うでしょう？ 私たちは、

そのような世界になるはずです。

「天国を成していく」と言います。天国は今、
空いています。本然の理想的な家庭形態をも

四大心情圏と三大王権を私の家庭で花咲か

つことができず、これを成し遂げようとしま

せ、嫁に行って、妻をめとって、そのまま本

したが成し遂げることができなかったので、

郷の地に移しておくことが神様の創造理想で

再臨時代にメシヤが来て成し遂げなければな

した。ここに、すべてのことがかかっていま

りません。再臨主は真の父母です。そして、

す。ここに真の父と母、真のおじいさん、お

真の国の王、天地の王として来るのです。

ばあさん、真の夫婦、真の子女がいるのです。
天国にあるのではありません。ここで一つに

先生は、天地の全体を代表して開拓した真

なって、もっていくようになっています。人

の父母になりますが、それは一つの種と同じ

類平和の家庭、王の家庭を築くことができる

です。種を植えれば、それを中心として根か

教材、テキストブックが統一教会にだけある

ら幹を経て芽が出てくるのです。千年、万年、

というのです。その教材をもってこられた方

いつまでも大きくなるのではありません。大

が真の父母なのです。真の父母の家庭には、

きくなれる時まで大きくなって、次第に縮む

真の父母のおじいさん、おばあさんもいらっ

のです。それと同じです。種は、実を結ぶよ

しゃり、真の父母の息子、娘もすべているの

うにしてくれるのです。

です。その真の御父母様は、どのようなこと
をされるのでしょうか。世の中の国は、すべ

帰ることができなかった故郷を、真の父母

て滅びていきます。アメリカも滅び、イギリ

を中心として真の国を成し遂げた立場で取り

スも滅び、韓国も滅びる兆しでいっぱいでし

戻すことができるように、勝利的権限を下さ

ょう？

ったことが、天下を与えられても取り替える
ことができない有り難いことだということを

真の父母は、家庭を収拾して国を収拾する
のです。この二つの責任が真の父母にありま

知って、涙を浮かべながらその故郷の道を帰
らなければなりません。

す。真の愛と真の愛の生命の種で接ぎ木する
ことにより、収拾することができるのです。

不平を言えば呪われます。先祖がしりをた

人類が堕落したので、今日の偽りの愛、偽り

たくので、今後、息子、娘が平安でなくなり

の生命の種を受けました。これが野生のオリ

ます。皆さんに対して薬を与え、病を与える

ーブの木になったので、真のオリーブの木に

時が来るというのです。

接ぎ木して真の愛に接ぎ木し、真の愛を中心
とした生命を再び受け継がなければなりませ

私たちは、サタンから生まれた堕落した人

ん。そうでなければ、真の父母の血族になる

間なので、サタンの愛から出発しました。そ

ことができないのです。

れで、神様の愛と真の父母を中心とした愛の
因縁をもつことができなかったので、真の父
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母の息子、娘になることができなかったとい

先生が今まで四十年の闘争過程で滅びなか
ったのも、神様が願われるそのような考え、

うのです。

そのような思想をもったからです。神様と同
結局、メシヤとは何ですか。真の父母です。

じ立場にいるので、それを保護されるために

それでは、なぜ真の父母の愛を必要とするの

滅びないのです。それと同じように、皆さん

ですか。私が真の父母の愛を通して再び生ま

も自分を中心として考えるなというのです。

れなければ、生命が出発することができない

このすべての国境を越えて、神様の息子、娘

からです。生命は、愛によって出発するので

の代わり、真の父母の息子、娘の代わりとし

す。ところが、私たちは、堕落した生命から

て生きるようになれば、今後、成されるすべ

出発したので、これを否定して真の父母の愛

ての版図は、皆さんのものになるのです。

と因縁を結ぼうとするので、真の父母の愛を
求めるのです。それで、メシヤが必要なので

神様の理想が分からず、統一の概念が分か
らない者たちは、地獄に落ちるのです。彼ら

す。

は、恥ずかしい姿になってしまうのです。皆
救世主、その方さえこの地に来られれば、
その方の中では、神様が求めてこられた個人

さんは、子女です。今この時の皆さんは、子
女になるのです。

も生き返ることができ、神様が求めてこられ
た家庭も生き返ることができ、民族、国家、

旧約時代には兄弟でした。兄弟として長子

世界が生き返ることができるので、今日、道

権を復帰する、そのような時代は過ぎました。

義世界を望んでいる数多くの民族は、「救世

メシヤの心情は、父母の心情です。祝福を受

主よ、来たりませ！」と言いながら、救世主

けて、周囲の堕落した人々を一度見回してく

を待ち焦がれているというのです。

ださい。サタンは滅びていくのです。

なぜなら、その方が完成した世界的な真の

歴史上のどのような聖人、賢哲、どのよう

父母の立場にいらっしゃるので、私たちは、

な孝子、忠臣を問わず、私が神様を愛するこ

その方にさえ侍れば、真の父母の息子、娘に

とにおいては、彼らとはその根本が違います。

なります。また息子、娘になって育ててもら

私は、世の中を中心としてはいませんでした。

えば、私たちも結婚して真の父母になること

完全に新しい次元において、神様の本然的愛

ができるというのです。

を中心として、本然の愛による生命と一つに
なり、その生命と一つになった血統の因縁を

統一教会の食口だけは、世界を兄弟のよう

自分が伝授されて、神様が「私の息子、娘を

に考え、一つの国のように考え、神様を中心

抱いた家庭だ」と誇ることのできる家庭が、

として一つの血筋を受け継いだ兄弟のように

今日の堕落した世界には一つもないというの

考えることができるのです。この運動が統一

です。家庭を夢見て、それを成すために送っ

運動です。

た方がメシヤであり、これがメシヤの使命な
のです。
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真の父母は、家庭を収拾するために必要で

父母の中の真の父母が神様です。神様は、

す。サタンが家庭を破綻させておいたので、

私たちの真の父母だというのです。真の家庭

その混乱した家庭を収拾するために救世主が

の王、真の国の王、真の世界の王が私たちの

必要なのです。サタンが国を滅ぼしておいた

御父母様だというのです。その方に侍ること

というのです。家庭を破綻させて国を滅ぼし、

ができる千年太平時代を迎えなければなりま

神様の家庭と神様の国を永遠に編成できない

せん。韓国の「月よ、月よ、明るい月よ、李

ようにすることがサタンの最高目的です。で

太白が遊んだ月よ……」という歌のように、

すから、家庭をサタンから奪ってくるために

この地上で御父母様に侍り、千年、万年生き

真の父母が必要なのであり、サタンが滅ぼし

たいという、そのような希望を成すことがで

ておいたものを奪って、神様が願う国をつく

きる統一教会員各自の使命と、召命的目的が

るために救世主が必要なのです。

あるということを知らなければなりません。

皆さんが知っているように、レバレンド・

天地に運動する数多くの存在物の価値基準

ムーンの夫婦は、真の父母という言葉で全世

を決定し得る核心であり、中心が真の父母で

界に知られています。今日、私たち夫婦が本

す。すべての存在の希望の価値を決定し得る

当に真の父母として真の愛、真の生命、真の

要因が真の父母だというのです。したがって、

血統によって神様と連結したということが事

神様が常に共にいらっしゃるのです。神様が

実ならば、この地上には、平和を成し遂げた

そのようなお方としていらっしゃるからです。

「真の家庭と私」から解放と自由と統一と幸

歴史的な結実を追求する原理の原因になるの

福の天国が芽生えてくることを記憶してくだ

であり、時代の中心であり、未来の主人が神

さるようお願いします。

様です。したがって、真の父母は、神様が臨
在なさることができる中心本部なのです。

神様が愛の理想を中心として、解放された
位置に堂々とお立ちになり、「私は解放され

真の父母は、神様の体です。私たちに良心

た天地創造の主人である！」と言って万歳を

と肉身があるのと同じように、宇宙の原点、

お叫びになることができるためには、地上で

最初の出発点は神様と真の父母です。人を例

真の父母を中心として愛の因縁を、血縁的関

に挙げれば、神様はアダムとエバの心です。

係を結ばなければなりません。また、そこで

それが平面的な心ではなく、立体的な心です。

血縁的関係を結んで生まれた息子、娘がいな

その立体的心と平面的心が自分の位置を決定

ければなりません。その息子、娘を中心とし

することは、それ自体では不可能です。愛の

た家庭によって一つの国家、世界まで形成す

力によって永遠の位置を決定するのです。真

ることが、創造主と全人類の歴史を通じた希

の愛の出発は、そこからなされます。そのよ

望の基準だということを知らなければなりま

うになる場合には、すべて一体です。良心に

せん。

苦痛があるときには、肉身も苦痛を感じます。
避けることができません。一体です。
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真の父母という人は、神様の心の中におけ

ではなく、真の父母を通さなければなりませ

る息子の中で、最高の息子だというのです。

ん。皆さんが祈祷するとき、最後に真の父母

相対完成した永遠の息子として、その息子の

の名によって祈祷するということは、簡単な

歴史は、このようになってこそ永遠の息子が

ことではありません。習慣的に感じる、その

生まれるという神様の教本となるものであり、

ような簡単な内容ではありません。

そのような歴史を残した息子だというのです。
そのような内容が成される一つの起点は、
神様が見ていらっしゃるレバレンド・ムー

天上ではなく地上だというのです。それで、

ン、真の父母の価値と、皆さんが知っている

地上で新しい天地が展開することを皆さんは

価値とは、天地の差です。原理的な観点で、

知らなければなりません。真の父母との因縁

あまりにも差があります。神様の立場で見れ

は、霊界のような漠然とした世界ではなく、

ば、レバレンド・ムーン、真の父母というも

地上で連結します。真の父母は、実体を備え

のは、歴史始まって以来、創造の時代から願

て地上へいらっしゃるというのです。ですか

ってきたことです。真の父母というものは、

ら、真の父母は、私が呼べば返事をすること

堕落した人間たちが願う前に、創造された神

ができ、私が難しい立場にいれば同情してく

様が願われたものです。創造する前から願わ

ださるのです。このように平面的な途上にお

れたものなのです。創世以前に神様が願われ

いて、真の父母に出会うことができるという

た目的だったというのです。

ことが、人間にとってどれほど幸福で楽しい
ことか分かりません。

それでは、この被造世界は何億万年などと
言いますが、何千万年の歴史を経ながら、創

地上に生きなければならない人々は、本来

世以前の理想をこの地上に実現するために、

神様の真の愛から生まれ、真の父母を通して

あらゆる努力をしてきたのが今までの宗教歴

真の子女を中心とした血縁関係を経て、この

史です。それが主流宗教の歴史だというので

血縁的基盤を縦的として、世界に拡大してお

す。ユダヤ教は第一次選民、キリスト教は第

かなければならなかったのです。そのような

二次選民、統一教会は第三次選民圏を通して

主体的家庭を中心として、相対的家庭によっ

出てくるのです。長い歴史時代を通して多く

て連結した世界像、すなわち地上世界と天上

の犠牲者を出したのは、その一つの目的を再

世界が成し遂げられなければならなかったの

び取り戻すためなのです。

です。これが神様の愛を中心とした創造理想
世界です。

真の父母には神様の愛が宿っています。今
まで私たちが考えることもできず、夢にも考

皆さんの中心は、イエス様を中心とした真

えることができなかった、そのような神様の

の父母です。歴史的な万民は、真の父母を中

愛が宿っています。神様の愛を中心として父

心として一つにならなければなりません。こ

子の因縁が連結するのです。それゆえに、皆

こから未来の伝統的起源が立つようになりま

さんが祈祷するときには、神様を直接呼ぶの

す。統一することができる伝統の起源は、こ
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こからだというのです。三数の中心がここか

真の父母と生活すれば、どのようになりま

らです。それでは、私たち統一教会員は、ど

すか。個人的な生活、家庭的な生活、氏族的

のような群れですか。真の父母の教理を教わ

な生活、国家的な生活、世界的な生活、天地

り、真の父母の息子、娘になる群れです。真

においての生活、神様に侍る生活、すべてが

の父母の息子、娘にならなければならないと

通じるのです。皆さんが真の父母の家庭を中

いう教理を教える所は、統一教会しかありま

心とすれば、氏族も皆さんの家庭であり、民

せん。

族も皆さんの家庭です。私の家庭です。民族
も私の民族であり、国家も私の国家であり、

それゆえに、統一教会は、歴史が探し求め

世界も私の世界であり、天地も私の天地であ

てきた中心である真の父母に侍ることができ

り、神様も私の神様だというのです。このよ

る所です。時代が要求する中心である真の父

うな観念を知らなければなりません。すべて

母に侍ることができる所です。未来の起源と

真の父母と一つになっているのです。

なることができる真の父母の因縁を、私が相
続することができるというのです。したがっ

真の父母は、神様と一つになっているので

て、私は、歴史的な結実です。私は、時代的

すが、神様は世界人類と共に生きようとされ

な中心です。未来の起源となるのであり、先

るのであって、一つの宗派と共に生きようと

祖になるのです。真の父母の心情と一致する

はされないのです。宇宙と共に、理想世界全

ことができる因縁を結んでこそ、そのように

体と共に、その愛を中心として生きたいとい

なる事実を知らなければなりません。このよ

うのが神様の創造理想であり、神様の家庭を

うな心をもって、このような祈祷をすれば恥

中心として始まる生活方法です。

にはなりません。
霊界に行けば、アダムとエバが神様の形状
これを何によって統合するのですか。真の

に似て神様と一つになるのと同じように、皆

父母の愛によって統合させなければなりませ

さんが真の父母を通さなければ、神様の形状

ん。誰に統合させるのですか。息子、娘に統

を完全に受け継ぐことはできません。

合させなければなりません。その息子、娘と
は誰ですか。真の父母の愛を中心とした息子、

また、神様がアダムとエバを中心として愛

娘です。別の言い方をすれば、堕落していな

の世界を成し遂げることができなかったので、

いアダムとエバが生む息子、娘と同じです。

真の父母を通して愛を再現させるのが復帰で

ここから天国の息子、娘になることができる

す。

のです。したがって、今日、三時代の愛の因
縁をもって生まれた位置が、真の父母の息子、

今すべての父母が「レバレンド・ムーンが

娘になる位置です。たとえ人間が堕落したと

真の父母ならば、私たちは何だ」と言いなが

しても、歴史過程をさかのぼっていき、その

ら大騒ぎです。聖書を見れば、来られる主は

位置を取り戻さなければなりません。

真の新郎だといいます。それでは、自分の新
郎は何になるのですか。それは偽りの新郎で
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す。そのようになるのです。聖書には二人の

真の父母は、神様が創造される前、神様の

人の話だけが出ています。一人は新郎、一人

心の世界から始まったというのです。神様が

は新婦です。本然のエデンの園における理想

創造されたすべての理想は、真の父母を中心

的な新郎はアダムであり、新婦はエバでした。

とした愛の理想を表題として始まったので、

彼らは、神様が造られた理想的なカップルだ

「真の父母」は、創造前から神様が願われた

ったのです。

希望の言葉だということを知らなければなり
ません。

かわいそうなアメリカの家庭に、真の父母
を教えてあげたという事実は驚くべきことな

真の父母を探し出すために、神様の摂理路

のです。真の父母を知るようになったという

程において数多くの人々が犠牲になったとい

事実は、驚くべきことです。また真の兄弟、

う事実を知らなければなりません。神様は、

真の家族を取り戻したという事実は、驚くべ

数多くの宗教を立てて摂理してこられました。

きことです。真の家庭、それ自体をアメリカ

宗教の中では、天使世界の宗教、カイン的な

が本当に願うのであり、真の世界が願うので

宗教、アベル的な宗教、庶子的な宗教、養子

あり、真の宇宙が願うのです。ところが、ア

的な宗教、庶母的宗教、養父母的宗教、それ

メリカの人々は、父母の愛を知ることができ

から真の母の宗教、真の父の宗教があります。

ません。それが恨です。
新教と旧教が、神様の摂理の全体的なみ旨
王は、自分の国の家庭のために自分の息子、

に合わせて世界を指導する責任を負ってきた

娘を犠牲にさせ、王自身が犠牲にならなけれ

すべての宗教圏を統合し、一つの国、一つの

ばなりません。そのように犠牲になっても、

世界、一つの平和世界を成し遂げなければな

自分の民族を食べさせて生かす責任を果たす

りません。一つの平和世界を追求する神様の

人が善君です。それで、母と息子が一つにな

み旨を完成させようという数多くの宗教が現

り、王と一つになるのです。このように、こ

れたのですが、その主流宗教がキリスト教だ

の王が父母の愛をもってよく食べさせるよう

ったというのです。

にし、すべて投入して、投入して、投入しな
ければなりません。それが善なる王です。

キリスト教は、何を教えるのですか。真の
父母と愛を教えるのです。イエス様に関して

真の父母になれば真の子女が出てきて、真

は新郎だという話を教えてあげ、兄弟だとい

の家庭が出てきて、真の氏族が出てきて、真

う話を教えてあげ、神様に関しては父母だと

の国、真の世界がここから自動的に生じるの

いう話を教えてあげました。家庭的理想を中

です。その中で「真の父母」という用語が最

心とした内容を全面的に備えたものがキリス

も重要です。

ト教なので、そのキリスト教は、神様が理想
とされる家庭を全面的に完成させられる内容

二 神様は縦的父母、真の父母は横的父母

を教えてあげたというのです。それゆえに、
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数多くの宗教を越えて、キリスト教だけが世

赤ん坊は、神様が産むのではありません。
真の父母を通して生むのです。横的な真の愛

界を統一したのです。

の父母の位置に立った方が誰かといえば、今
それでは、再臨主とは誰ですか。エデンで

日の統一教会でいう真の父母です。神様の前

真のお父様と真のお母様を失ってしまったの

に、縦的な愛を中心とした真の父母の前に、

で、真のお父様としてこの地に来られ、真の

九〇度を備えた横的な愛をもった方が真の父

お母様を立て、神様との心情的一体を中心と

母です。それゆえに、二つの父母の愛が必要

して、血統的一体、血肉の一体を中心とした

なのです。一人のお方は、創造主である父母

神様の家庭にならなければなりません。神様

であり、一人のお方は、被造物の、神様の対

をお迎えして暮らすことができる第一次の家

象として理想を描きながら造られた肉的な父

庭がメシヤの家庭だというのです。

母です。それゆえに、神様は心的な父母の位
置にいらっしゃり、真の父母は肉的な父母の

メシヤとは、完成したアダムの位置をいう

位置にいます。このように、縦的な愛と横的

のです。完成したアダムとエバが夫婦を成し、

な愛を中心として生まれなければならなかっ

神様をお迎えして暮らし、神様を中心とした

たのが人間でした。

息子、娘を生んで、神様の一族を生み、この
地上で生きて、神様と共に天上世界へ移って

皆さんもこれに似なければならないので、
自由に縦的な愛に似るようにするために「縦

いくのが天国だというのです。

的な私」がいるのです。それが心です。今ま
見えない針の先端が神様ならば、見える先

で心が分かりませんでした。仏教でも心を知

端は私たち人類の先祖です。それで、神様は

りません。しかし、統一教会では心を知って

垂直的な父母です。そのような神様が霊界で

います。神様の創造理想を通して縦的な愛の

息子、娘を生めばどれほど良いでしょうか。

前に、横的な愛を中心として、それから前後

しかし、霊界では生産ができないのです。

の愛、球形的な理想を描いてこそ、東西南北
に通じる力の消耗がなく、いつ作動しても良

神様はなぜ、横的な父母アダムとエバを造
られたのですか。アダムとエバは、天国の民

いことばかりであって悪いことはないという
のです。相克がないというのです。

を生産するための生産工場として造られたの
です。なぜなら、垂直には一つの焦点しかな

皆さんの心は縦的な私であり、体は横的な

いので生産できないのです。中心で生産すれ

私です。真の愛を中心として、この点で一つ

ば、どのようになりますか。今までのすべて

になるのです。そうでなければなりません。

のものを押し出さなければならないという結

皆さんの心と体は闘うでしょう？ なぜです

論になるのです。そのように、垂直には一点

か。堕落したからです。これがどのように一

しかないので生産が不可能なのです。

つになるのですか。真の愛がなくては一つに
なりません。
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ここで、神様のように真の愛を通して一つ

て侍ることができ、民族的、国家的、世界的

になれば、そのまま天国に行きます。救世主

なお父様として侍ることのできる権威を相続

が必要ないのです。そのまま入っていくので

されるというのです。

す。
それは、父母になるための神様であり、父
天の王は縦的な中心となって心の位置に来

母の立場にいらっしゃる神様だからなのです。

て、地上の王は体になるのです。それゆえに、

それで、個人の神様であると同時に、個人の

完成したアダムとエバの理想的結婚式は、神

お父様であり、家庭のお父様であり、氏族の

様が中心になり、アダムとエバが体となって

お父様であり、民族のお父様であり、国家の

する結婚式です。それが神様の結婚式であり、

お父様であり、世界、天の国のお父様だとい

アダムとエバの結婚式だというのです。

うのです。それは世界でも同じであり、霊界
でも同じです。

カインとアベルが一つになって神様の前に
帰る時、初めて横的基盤が築かれるのです。

先生のものは私のものではありません。こ

神様の前に帰ろうと思えば、どのようにしな

れは人類のものであり、神様の愛を中心とし

ければなりませんか。真の父母を通して行か

て一体となった、堕落の侵犯とサタンの讒訴

なければなりません。このように完全に一つ

圏から外れた、本然の所有決定の条件基地だ

になったその場を中心として、主である真の

と考えるのです。アベル、天の側の愛を中心

父母が来る時まで引っ張ってきた歴史がキリ

として相続された所有物だというのです。初

スト教歴史です。それが霊的なキリスト教歴

めて地上に、真の父母を中心として神様の所

史だというのです。

有が生まれるのです。それゆえに、統一教会
では、物を買ったなら売ってはいけません。

皆さんも先生が行く天国に行こうとするな

必ず真の御父母様が手放すという方式を経な

ら、資格がなければなりません。それをもと

くてはいけません。それゆえに、先生が一度

うとすれば、先生のみ言どおりに一つでもし

買ったものはこじきになっても売ろうとしな

なければなりません。それによって皆さんが

いのに、それを売り飛ばした者たちは、あと

どのようになりますか。皆さんが真の神様、

ですべて法に引っ掛かるのです。

真の父母、真の国、真の世界、真の天国を中
心として、愛で連結される価値をもつように

真の父母は、神様の愛と一つになった所有

なります。神様を、私個人のお父様であり、

を決定されましたが、この横的な祝福を受け

家庭のお父様であり、その次には国のお父様

た家庭に、父母の位置に進んでいける道がな

であり、世界のお父様であり、すべての天地

ければなりません。しかし、そのような愛を

のお父様として侍り得る権限を得るというの

中心とする所有の決定を父母から受けること

です。言い換えれば、神様を私の個人的なお

ができませんでした。ところが、「父母の

父様として侍ることができ、家庭的なお父様

日」を共に記念することによって、皆さん自

として侍ることができ、氏族的なお父様とし

身にも、今まで万物から子女、このように逆
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に上がっていったものが、この直接主管圏時

違いない」と言うことができなければなりま

代に来て平面で連結するのです。ここで個人、

せん。

家庭、氏族、民族、国家、世界、天宙、この
七段階の形態がすべて成され、中央線に連結

なぜなら、それは霊的な面において完全に

されなければなりません。それは、男性の七

勝利の基盤を築いたので、実体圏にある力は

段階、女性の七段階を中心として、すべて連

消えるようになっていて、押せば、引くよう

結するためなのです。

になっています。

救世主がこの地上に来られる時は、自らの

皆さんは、ただの一個人ではありません。

新婦を取り戻されるというのです。真の女性

「自分は世界全体を代表した中心だ」という

を取り戻さなければなりません。真の女性を

観念をもてば、それがそのようになるのです。

取り戻すことによって、神様を中心として歴

誰でもそのような考えをもって世界を代表し

史上初めて、堕落しないで完成できる縦横が

ています。息子、娘は父母を代表していて、

連結するのです。内的天のお父様と外的真の

父母はその一家を代表しています。同じです。

父母を通して初めてこの地に着陸して、天国

感謝しなければなりません。

と直通する道が連結するのです。
「摂理は自分のためのものだ」というその
先生は、歴史始まって以来世界人類の中で、

内容は、簡単なものではありません。自分が

最も多くの迫害を受けた人です。多くの反対

負債を負っていくことなので、四方を見るこ

を受けた人です。一つの時代において、個人

とができないくらい恥ずかしさを感じること

的にも世界的迫害を受けなければならず、家

ができなければなりません。一時でも、その

庭的にも世界の迫害を受けなければならず、

ような過程を通過しなければなりません。父

それから氏族も同じです。統一教会の氏族は、

母によって自分が生まれたことを幸運だと考

世界の祝福家庭を通して全世界百六十カ国の

えて孝行をするならば、すべての歴史が自分

すべての民族に接ぎ木しなければなりません。

のためにそのようになったと考えれば、その

それを復帰していくのです。氏族的に、それ

孝行以上に国と世界を愛さなければなりませ

から民族的に、その次には国家的にしていく

ん。そのような関係をもって行かなければで

のです。

きません。そのような主体性をもった息子、
娘が、真の父母の息子、娘になり得るという

皆さんは、先生が世界的条件を中心として

ことを記憶してくださるようにお願いします。

勝利した基盤の上にいるので、先生の心情を
受け継がなければなりません。その心情を受

今日、私たちが生きているこの世界に真の

け継いで、「私は真の父母の息子、娘である

父母を迎えましたが、この地には、真の父母

ことに間違いなく、アベル的立場に生まれた

の息子、娘だけが生きているのではなく、堕

が、この世界のカインを屈服させることは間

落した父母の息子、娘も生きています。本来
は、真の父母の血肉を通して、神様の愛する
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息子、娘になるはずだったのですが、堕落に

神様が生きていらっしゃるということが本

より、堕落した息子、娘になったので、私た

当に実感できます。韓国の独立万歳運動の指

ち人類始祖が誤ったことを、すべて解怨成就

導者が三十三人です。韓国の反対側がウルグ

してあげるために再び来られる父母が再臨主

アイですが、ウルグアイの独立軍指導者も三

であり、救世主だというのです。ですから、

十三人です。南米の国も三十三カ国で、今私

その方が来られて、先に生まれた長子を復帰

がジャルジンに行って仕事をしていますが、

しなければなりません。その長子が庶子のよ

そこも都市が三十三だというのです。本当に

うになりました。血筋が変わりました。庶子

不思議です。その周囲にある主要都市が三十

と同じです。本然的愛では、神様の血統を受

三だというのです。それは本当に不思議です。

けたのですが、堕落することによって、他の
血筋を受け継ぎました。だからといって神様

摂理のみ旨を見れば、神様が生きていらっ
しゃるからそうなのです。ですから、三十三

が捨てることはできません。

人にしなければいけません。自分まで入れれ
皆さんが労働をするのは創造です。一生働

ば三十四人です。重要です。国家的メシヤと、

いても疲れを感じないで、神様の愛の世界に

何が何でも一つにならなければなりません。

接触することができ、神様を慰労し得る道を

不平を言ってはいけません。絶対信仰、絶対

訪ねていくことが愛の一生だというのです。

愛、絶対服従しなさいというのです。

神様が創造されたものを、私が趣味と思い、
楽しく天の記念品にしていくと考えて生きな

三 神様を解放する真の父母

ければなりません。
悲惨にも、神様が理想とされた真の家庭は
それで、真の御父母様がそのように自然を

実現されませんでした。エデンの園で蛇はエ

求め、海という海、五大洋六大州、川という

バを誘惑し、エバはアダムを誘惑して、利己

川、山という山、景色の良い所をすべて実地

的な偽りの愛をこの世に植えました。人類の

調査しながら生きるのです。皆さんも、その

罪と不幸は、人間の先祖アダムとエバがサタ

ように神様の愛をもって自然の嘆息圏を解放

ンを動機として結ばれた不倫なる愛の結果か

させるという真の父母の生活に従っていきま

ら始まりました。

すか、都市にいて自分個人を中心として環境
を破壊し、公害を起こし、子女の情緒的側面

個人を復帰して、真の家庭を復帰して、真

を発展させることができる道を妨げる父母に

の愛と善を世界的基準に拡大しなければなり

なって生きるつもりですか。このようなこと

ません。ただ、この真理だけが争っている教

を比較してみる時、先生がこのように自然を

派を一つに統一することができ、また地上天

愛していった道を統一教会の食口たちは自然

国を成すことができるという事実を知ってい

に従っていくので、都市分散、自然化した都

る私は、五十年前にこの啓示をキリスト教徒

市世界、自然と和合し得る理想的天国が可能

に明らかにしました。私は、もう一つの分離

だというのです。
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された教派をつくる意向は絶対にありません

イエス様は、家庭を成し遂げることができ
ませんでした。エデンの園でも、家庭が失敗

でした。

したのでアダムが追い出されました。それを
しかし、神様のメッセージは、既成教団か

復帰するために真の父母が現れ、失ってしま

ら拒否されて迫害を受けました。私は、やむ

った家庭以上のレベルである国家基盤の上で

を得ず他の基盤を築かなければならなかった

メシヤを派遣したのです。

のであり、過去四十三年の苦労がそれでした。
人間が堕落することにより、神様を失って
一九五四年、韓国で「世界基督教統一神霊

しまい、真の男性、真の女性、真の夫婦、真

協会」として始め、日本、アメリカ、ヨーロ

の子女の位置を失ってしまいました。粉々に

ッパ、そして、全世界に宣教師を派遣しまし

すべて壊れました。堕落した人間たちは、神

た。この基盤の上に私たち夫婦は、多くの団

様と一つになることができません。神様に侍

体を立て、真の家庭の原理が学術、言論、宗

ることができる真の男性と女性が一つになり、

教、芸術、産業分野等で扱われ、この世界を

離れようとしても離れることができず、別れ

蕩減復帰することができる標本と典型をつく

ようとしても別れることができない真の夫婦

ろうと努力しました。

を成して、真の息子、娘を生まなければなり
ません。すなわち、神様を中心とした真の父

エデンの園で失ってしまったすべてのもの
をどのように復帰するのか、これが先生の還

母、真の夫婦、真の息子、娘となって四位基
台を成し遂げなければなりません。

故郷という考えです。故郷へ帰らなければな
りません。それで、氏族的メシヤと国家メシ

したがって真の父母は、神様をお迎えして

ヤを派遣しました。神様は、イエス様という

きて、すべての家族の中心にならなければな

一人のメシヤしか送ることができませんでし

りません。ここでの生活制度は、万民が生活

た。そのメシヤは、氏族を解放するメシヤで

することができる生活制度であり、ここで望

した。今この時に、先生は、神様の立場で百

む国家観、ここで論議される世界観、ここで

八十五カ国に国家メシヤを派遣しました。そ

教える理念は、全世界の万民が共通してもた

の国家メシヤは、イエス様の時の氏族的メシ

なければならない国家観であり、世界観であ

ヤより次元が高いのです。

り、理念だということを知らなければなりま
せん。

そのようなコンセプトがイエス様の時には
ありませんでした。十字架ですべてのものを

ところが、これがそのようにできないので、

失ってしまいました。家庭がなかったのです。

現在、修羅場が展開されるのです。しかし、

それで、天国に入っていくことができず、楽

人類は、今まで一つの門に向かって終末の時

園にとどまるようになったのです。本然の天

を願ってきたのです。真の父母の願いは、人

国では、家庭から氏族、民族、国家へと続い

類が神様を中心として真なる家庭、氏族、民

ていくのです。

族、国家、世界、天宙を成し遂げることです。
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そのようになれば、神様の愛までも復帰する

先生が祝福してあげることによって、神様
を中心とした一族、一国が、一世界、天上天

ことができるのです。

下に垣根がつくられるので、神様が解放され
神様の怨恨とは何でしょうか。民族を抱え

るのです。

て泣かれ、地に対して泣かれましたが、神様
が願われる勝利した息子を抱いて喜びの涙を

神様の胸に打ち込まれた釘を、地上で真の

流せないことが天の怨恨だというのです。す

父母の胸に打ち込まれた釘を抜かなければな

なわち、天から「あなたは勝利した息子だ」

らない責任者とは誰ですか。真の父母だとい

と認められる人がいないことが、天の怨恨で

うのです。また、そのことを最後にしなけれ

あり悲しみです。

ばならない人が、お母様です。お母様を前面
に立てて世界を巡回するのです。女性たちは

それだけではなく、失った息子、娘を復帰
するために、そのようにさまよわれた神様を

全員、お母様の代わりにならなければなりま
せん。

抱いて泣いた人が一人もいなかったというの
今日の歴史は、父母を取り戻さなければな

です。

らない歴史的な方向に流れています。神様が
「神の日」において、人間として成してさ

いらっしゃるならば、その神様を中心として

しあげなければならない神様の願いとは何か

創造の目的を完結させることができ、すなわ

といえば、神様の真の愛を中心として神様を

ち救援の目的を完結させることができる真の

完成させてさしあげることです。神様を完成

父母がいて、その真の父母が神様に孝心を尽

させようとするならば、人間が完全な主体の

くさなければなりません。同時に天使たちは、

前に完全な対象の位置に立たなければなりま

その真の父母の息子、娘を中心として忠誠の

せん。それが真の父母です。また、神様を真

道理を果たすのです。それが本然の創造原則

の愛を中心として解放しなければなりません。

ですが、それが壊れてしまったのです。です

それを誰を通してするのですか。真の父母を

から、私たちは、それを再現させて蕩減しな

通してするのです。このような内容を知って

ければなりません。失ってしまったのならば、

いるので、神様を解放してあげることができ

失ってしまったその姿どおりに取り戻さなけ

るのです。

ればなりません。

主体的神様を中心として、先生がマイナス

皆さんは、父母が所有する父母の息子、娘

になって一つになったのと同様に、皆さんが

ではなく、先に神様の息子、娘にならなけれ

真の父母を中心として、実体的にプラスとマ

ばなりません。堕落していなかったならば神

イナスになることによって、神様と一つにな

様の息子、娘ですが、逆になっています。今

った位置に思いのままに行くことができるの

は、神様の息子、娘になることができなくな

です。再創造原理がそのようになっています。

っています。ですから、真の父母の息子、娘
になったという条件的基準で、根が違うので
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その根を切り捨て、大木の根元を切り捨てて

その中心から全体の環境的要件まで、自分

ここに接ぎ木をし、先生を中心として新しい

と接触させることができる愛の解放的王子、

芽を連結するのです。接ぎ木をするのです。

王女として登場する家庭が、私が暮らすこと

それが神様を解放してさしあげることです。

のできる私の家庭だったのです。神様の家庭
であり、私たち人類の家庭であり、私の家庭

キリスト教だけでも数百の教派に分かれ、

だったのです。それが大きければ大きいほど、

教派間で闘っています。そのように闘うとこ

神様と、人類と、愛することのできる国を代

ろが神様の肢体と神様の踏み台になることが

表するのであり、それが平等と統一がある愛

できますか。できないというのです。そのよ

の天国だったというのです。

うな観点で見てみるとき、神様が思いどおり
アダムが堕落することにより、偽りの父母

にできる教派がないというのです。

が生まれたでしょう？ ですから、真の父母
それでは、神様にこの地上で天国を成し遂

が現れなければなりません。偽りの父母は、

げようという理念があるならば、神様はどこ

サタンを根拠として生まれたので、神様を中

に行かれるはずですか。仕方なく一つの家庭

心として真の父母にならなければならない本

でも訪ねていかれるしかないという結論が出

然の創造理想が残っているというのです。そ

てきます。

れゆえに、堕落したアダムを救い、本然の真
の父母の理想を地上に実現しなければなりま

それでは、父母が神様と直接一つになり、

せん。

その父母を中心とした子女が父母と完全に一
つになり、神様がその家庭の唯一の主人にな

それでは、どのような力でできますか。偽

り、その家族が主人である神様の家族になり、

りの父母を通して生まれたこの世界人類が、

その家庭の所有が神様の所有になる、そのよ

もし堕落していなかったならば、神様の息子、

うな家があるかというのです。

娘になり、本来真の父母の息子、娘になって
いたのです。それが創造原理なので、偽りの

アダムとエバがエデンの園で夫婦になるこ
とができなかったことを、歴史時代を通して

愛によってこのようになったことを放棄でき
ないというのです。

克服してきたすべての結果を締めくくるもの
として、真の父母を再現するその祝宴が「小

皆さんがいくら忠臣の家庭になったとして

羊の婚宴」です。「小羊の婚宴」を通して真

も、国がなくなる時にはなんにもなりません。

の父母が結婚式をもつならば、その息子、娘

国でいくら忠臣でも、国がない時は歴史に定

もその伝統に従って結婚することにより、す

着できる基盤がないというのです。ですから、

べてのものを真の父母の理想に、神様の願わ

家庭を通して国を取り戻さなければならず、

れる愛の世界に包括することができるのです。

国を通して世界を取り戻さなければならず、
世界を通して天宙を取り戻さなければなりま
せん。そのようになれば天宙の主人です。
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ですから、個人は家庭のために投入しなけ

でこそ、家庭で解放されなかった恨を抱かれ

ればなりません。投入して忘れてしまわなけ

たかわいそうな神様が、終わりの日に世界と

ればなりません。「ため」に生きて犠牲にな

天宙で解放され、初めて自分の姿勢を備え、

りなさいというのです。個人は家庭のために、

神様を中心とした家庭愛、氏族愛、民族愛、

家庭は氏族のために犠牲になるのです。氏族

国家愛、天宙愛の法度を中心とした主権を立

は民族のために犠牲になり、すべて犠牲にな

てることができるのです。

らなければなりません。民族は国家、国家は
世界、世界は天宙、天宙は神様のために犠牲

四 真の父母は天国への通路

にならなければなりません。神様まで行くよ
うになれば、神様も犠牲になり、私に戻って

アダムとエバの位置が、神様に代わる位置

くるというのです。そのまま流れていくので

であり父母の位置ならば、先生も霊的に見れ

はありません。最後に神様に投入して忘れて

ば父母の位置、神様に代わって地上を代表し

しまえば、神様がすべて所有され、それに愛

た位置にいるのです。この地を通して霊界に

を加えて天地の世界を私に与えてくださるの

行ったすべての霊人たちは、アダムとエバを

です。

追いかけていったのです。ですから、先に行
った霊人たちは天使世界に属しています。し

人類の解放とともに神様が解放されること
を知らなければなりません。皆さんの家庭が

たがって、皆さんを思いのままに後援するこ
とができるというのです。

解放されることは、家庭を失ってしまった神
様の悲しみを私が慰労してさしあげることで

今、霊界に行っている霊人たちは、真の父

す。一族を解放させ、一族を失ってしまった

母を通して生まれずに、偽物の父母を通して

神様の悲しみを慰労して、一国を私が建国し、

生まれたので、真の父母を協助することがで

神様が国を失ってしまったことから解放して

きません。しかし、天使長が失敗したすべて

さしあげなければならないのです。先生の一

のものを蕩減して、子女の位置でアダムとエ

生は、失ってしまった天宙を取り返して、神

バが成長しているそのような立場に対しては、

様の悲しみを慰労するということです。私の

いくらでも後援することができるようになっ

願いはありません。私の考えはありません。

ています。それゆえに、霊界が協助すること

絶対信仰、絶対愛、絶対服従するのです。

により、世の中がますます短期間のうちに崩

「死になさい」と言えば直行します。死んで

れていくというのです。

も戻ろうと思いません。
父母がお互いに愛し、息子、娘を愛しなが
それで、神様を完成させて、神様自体を永

ら、国を代表してそれを見せてあげ、その次

遠にサタンから解放しなければなりません。

には天地に代わってそれを見せてあげ、自分

自然監獄に閉じ込められたのと同じように、

の親戚に代わってそれを見せてあげ、父母を

捕らわれの身になったことを解放することが

通じて見せてあげ、兄弟を通じて見せてあげ

できる息子にならなければなりません。それ

るように教育しなければなりません。これが
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世界から順番に下りてこなければなりません。

「重生」という言葉があるでしょう、生ま

天地を愛する標本、世界を愛する標本、国を

れ変わるという言葉です。ニコデモが夜にイ

愛する標本にならなければなりません。将来

エス様を訪ねてきて、生まれ変わるというこ

において、見せてあげることができる教科書

とに対して尋ねた時、イエス様が「あなたは

にならなければなりません。

イスラエルの教師でありながら、これぐらい
のことが分からないのか」と答えられたので

それだけではありません。主人にしようと

すが、重生は再び生まれるということです。

するので、父母の心情と、先生の心情と、神

生まれ変わるというのです。生まれ変わると

様の心情を知って所有権を相続しなければな

いうことはどういうことですか。偽りの父母

りません。教会に入ってきて再び生まれ、教

から生まれた人が、真の父母を通して再び生

育を受けて完成するのです。成長すれば、す

まれることを意味するのです。再び生まれる

べてのものを知るようになるのです。私も主

時、神様の愛、神様の生命、神様の血統を受

人の位置に立ちたいと思うようになります。

け継ぐためには、「サタン世界の愛と、サタ

すべてを相続するのです。それが主人です。

ン世界の生命と、サタン世界の血縁とは全く

どこでも同じです。それが主流思想です。こ

関係がない、それは意識にもない」と言うこ

ちらについていっても真の先生に会い、あち

とができるようにならなければなりません。

らについていっても真の父母に会うのです。
すべて同じです。それゆえに、天国はどこに
行っても同じだということができます。

堕落する時と反対に、真の父母を通して、
イエス様を中心として二人が一つになって蘇
生、長成、完成の位置に復帰してあげなけれ

皆さんが残さなければならないことは、天

ばなりません。アダムの息子、娘を霊界と肉

から真の愛、真の父母から真の愛を受け継ぐ

界が一つにして、イエス様の息子、娘を一つ

と同時に、真の血統を受け継がなければなり

にして、再臨時代にも一つにして、すべてこ

ません。これが誇りです。これが変われば、

こに入ってこなければなりません。このよう

天国に行くことができないのです。行けませ

にすることによって、アダムの息子、娘にな

ん。結婚というものは、それ自体が父母様の

るというのです。

愛を受け継ぐことです。皆さんは、堕落した
ために真の血統をもつことができなかったの

皆さんには、父母がいて、息子がいて、万

です。真の血統は、祝福によってのみ可能で

物がありますが、家庭教会はこのような姿を

す。堕落した世界の根は、堕落した父母です。

拡大させたものです。アダムが堕落により、

それで、真の父母を中心として新しく接ぎ木

この三つを失ってしまいました。ですから、

をし、新しい真の血統を受け継がなければな

この三つを一度に取り戻し、神様に捧げなけ

りません。そのような位置が統一教会の祝福

ればなりません。失ってしまったものを取り

の位置だということを知らなければなりませ

戻し、真の父母を通して神様に捧げようとい

ん。

うのです。
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ですから、神様を経てこなければなりませ

皆さんが天国の所有を受けるためには、皆

ん。失ってしまったものを探してあげ、神様

さんの財産、息子、娘、皆さんの一身、すべ

が所有され、父母から再び相続しなければな

てを捧げなければなりません。旧約時代型、

りません。それでこそ皆さんの家が生じ、皆

新約時代型、自分自身をすべて神様の前にも

さんの世界が生じるということを知らなけれ

っていって所有権を決定し、「あなたの家庭

ばなりません。

は私の家庭であり、あなた方はすべて私のも
のであり、あなたの息子、娘は私の息子、娘

その基台が、正に家庭教会です。これは何

である」と言うことができ、神様の物、神様

かというと、祭物です。これは、一つの祭壇

の息子、娘、神様の分身という公認を受け、

です。ここで三大祭物を捧げるのです。

神様が「今はもう必要ない」とおっしゃり、
真の父母を通して、父母を通して、母を通し

自らのものをすべて自分の所有圏にはでき

て、息子を通して相続する時、初めて皆さん

ないのです。自らの所有圏をもてばサタンで

において天上世界と地上世界の所有権が決定

す。私のものという心をもてばサタンです。

するのです。愛の所有権ではなく、万物の所

本来の神様のものに帰らなければなりません。

有権が決定するのです。堕落の愛によって、

帰るには、そのままでは帰ることができませ

すべてのものが堕落の所有として決定したの

ん。天使長を通して、エバを通して、アダム

と同じように、本然の愛によって、すべての

を通して神様に帰るのです。それは何かとい

ものに対する所有権が決定するというのです。

うと、真の父母を通して帰らなければならな
いという意味です。皆さんが着た服も、皆さ

所有権を神様に返してさしあげるためには、
真の父母の名前を通さなければなりません。

んのものではありません。

真の父母の名前を通さずには帰る道がありま
家庭を築くためには、皆さんに所有圏や所

せん。それゆえに、世界統一は統一教会を中

有観念があればできません。私は誰々の父だ、

心として成就せざるを得ません。手をつけな

という所有圏を越えなければなりません。私

くても、争ってより早く入籍しようと列を成

は何をもっている、という所有観念を越えな

して待つようになるのです。最初になるか、

ければなりません。これがすべて神様の所有

二番目になるか、三番目になるかを争いなが

になり、そして、神様が本来人間をすべての

ら、必死になって闘う時が来るでしょう。

万物の主人として造られたので、真の父母を
中心として真の父母の所有の系統を通したの

個人が行く道も真の父母を通して、家庭が

ちに、三段階ごとに神様に公証され、真の父

行く道も真の父母を通して、氏族の道も真の

母から皆さんが所有権を伝授されて、初めて

父母を通して、民族の道も真の父母を通して、

皆さんの所有権時代が来ることを知らなけれ

国家の道も真の父母を通して、世界の道も真

ばなりません。

の父母を通して、天国に行く道も真の父母を
通して行かなければなりません。そのような
道を真の父母が築くために、一生を懸けて受
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難の道を歩いているという事実を知らなけれ

て生まれなければならない全人類が、偽りの

ばなりません。

父母を通して生まれ、偽りの父母になったの
で、女性が彼らを真の父母のように愛するこ

真のアダムは、真の父母です。真の父母の

とができる運動を起こしてこそ、世界は復活

言語は、真の子女が真の父母を通して引き継

して解放が展開するのです。その運動が「世

ぐ言語です。それが原理です。真の父母は、

界平和女性連合」の運動です。

レバレンド・ムーンとして来たのではありま
せん。天から来たというのです。神様から来

それで、世界的な基準で家庭と相対するの

たというのです。それゆえに、神様が分から

です。家庭では、母と息子、娘が一つになら

ない人は真の父母が分からないとみなすので

なければなりません。そして、父と一つにな

す。

らなければなりません。ところがこの父は、
偽りの父だというのです。ですから、真のお

皆さんが生んだ息子、娘は、神様が四千年

父様が来られれば、この真の父母を中心とし

間準備して生んだメシヤ、イエス様より立派

て一つになり、母と息子、娘が偽りの父を教

になることができる息子、娘です。イエス様

育しなければなりません。そして、一つにな

の父母がいるならば、その父母が祝福を受け

って本然の家庭を復帰するのです。母と息子、

てイエス様を生みましたか。皆さんは、真の

娘が父を救ってあげなければなりません。

父母を通して祝福を受けて生んだというので
地上に生まれたすべての人間の中で、真の

す。

父母を通して生まれた人は一人もいません。
祝福は、先生の主張ではありません。すべ

真の母、真の父、真の父母の血統を受けずに

て神様が教えてくださるとおりに処理し、こ

生まれた者は、天国に入っていく道がないと

のような論理体系を間接的につくりました。

いうのです。神様の創造理想から見れば、真

私がもともと分かっているならば、私の口で

の父母の血統を受け継ぎ、真の父母を天上天

話をします。ですから、どのようにも否定す

国、地上天国の王権の主人として仕え、親族

る道理がありません。

圏内で愛を中心として真の御父母様と共に暮
らし、自分も結婚して子孫を残し、そのまま

復帰するためには、母の腹中で絶対的に一

移るところが天国です。ですから、皇族圏の

つになり、父母が率いた世界の人と絶対的に

愛を中心として、体恤した経験をもたない人

一つにならなければなりません。それは、女

は天国に入っていくことができないのです。

性が一つになるようにしなければなりません。
女性が堕落することにより、真の父母を失っ

勝利した真の父母と、国家的に祝福を受け

てしまい、神様まで失ってしまいました。今、

た家庭が一つにさえなれば、その国が帰って

女性が復帰されることにより、神様と真の父

くるようになります。国連で真の父母と国連

母を知ったので、その真の父母と完全に一つ

の各国が決定さえすれば、一日で復帰できる

にならなければなりません。真の父母を通し

のです。そうすれば、祝福さえしてあげれば
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よいのです。堕落は、結婚式を間違ったので

ばなりません。その次にサタン世界を取り戻

す。神様と真の父母を通して、正しい結婚さ

さなければなりません。このような内容は、

えしておけば、完全に復帰するのです。来た

すべて本質的な内容です。

る再臨主がすべてのことを勝利したので、思
いどおりにしても、サタンはこの横的な線を

それは、皆さんが先生の息子、娘を愛さな
くては入っていくことができないという意味

侵犯することはできません。

です。腹中から愛したか尋ねてみなさいとい
サタンが最も無念で悔しいこととは何かと

うのです。先生を愛して、神様のみ旨をもっ

いうと、皆さんが真の父母に出会ったという

と愛して、腹中から私の息子、娘を自分の体

事実、その次には、真の父母が皆さんに、

よりも愛したのですか。問題は、自分より愛

「皆さんが真の父母の息子、娘だ」というこ

したのかということです。イエス様は、「自

とを教えてあげたことです。このように教育

分の息子、娘より、自分の家族よりも、私を

することを最も嫌い、最も恐れます。ですか

愛したのか」と言いました。これをしなけれ

ら、その伝統を見習うことが問題です。

ば行くことができません。それが引っ掛かっ
ていれば、今からでも三年間で蕩減しなけれ

皆さんの希望がほかのところにあるのでは

ばなりません。

ありません。真の父母の息子、娘になるので
す。真の父母の息子、娘となり、真の孝子、

イエス様が氏族的なメシヤとして立つため

孝女になるのです。その真の父母が、今後天

には、ヨセフ家庭とザカリヤ家庭が一つにな

下を中心として地上の王の王になるのです。

った基台をつくらなければなりません。そし

それゆえに、人類の希望や歴史の希望、時代

て、国家を蕩減しなければならなかったので

の希望、すべての希望の中心が結実すること

すが、それができませんでした。しかし、統

ができるところがここです。

一教会は、この国家に対して蕩減することが
できる民族的基盤を築いていっています。今

原理で見れば、真の父母の愛が成したその

は、氏族時代が過ぎた基台の上にいます。

基盤の上で、万物が支配されるようになって
いるので、このような愛の内容を皆さんが決

一つは真の御父母様に侍ったということで

定的に備えたのかという問題が、何よりも重

あり、また一つは真の父母の息子、娘という

要な問題なのです。

名前をもったということです。子女になるこ
とができるというのです。それは、本当の子

養子が直系の位置に行こうとするなら、ア

女ではなく庶子です。養子は血筋が通じてい

ダムとエバの時代に天使長がもった心情的な

ないのですが、庶子は血筋が通じるのです。

すべてのものを蕩減しなければなりません。

そのような位置に立つことなくしては、この

猜忌というものを蕩減するためには、信仰の

世の中を救う道がありません。言い換えれば、

息子、娘が信仰の父母の腹中にいる息子、娘

氏族圏を越えて民族圏に向かってきたという

を、自分の生命より貴重に思い、愛さなけれ
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のです。その圏内において、皆さんが祝福を

たか分かりません。鼻が真の父母の胸で、真

受けました。

の父母のにおいをかいでみたかったというの
です。偽りの父母に会ったことを、どれほど

神様が万物をつくられましたが、主人にな

嘆いたか分からないというのです。口が真の

れずにいるというのです。本来、万物は、愛

父母の話をして、真の父母の乳を飲みたかっ

を通して、愛と一つになるその場で神様の所

たのですが、偽りの父母のうそを学び、偽り

有として決定します。神様の所有として決定

の伝統を立てたのです。この耳が真の父母の

した真の御父母様を中心として、その真の父

話を聞いてみたかったというのです。この手

母の愛と因縁をもった基盤のもとで、真の父

が真の父母の胸を触って、真の母と真の父を

母の子女も愛の中から出てくるので、真の父

引き寄せることができる手になりたかったの

母の息子、娘の所有圏が展開し、その息子、

ですが、偽りの父母と怨讐にもてあそばれ、

娘の所有圏を通して一つになることのできる

恨を抱いた手になったのです。広げようにも

万物の基盤が愛と連結するとき、その息子、

広げることができず、握ろうにも握ることが

娘の所有物が出てくるようになるのです。

できない恨の手になったことを知らなければ
なりません。

イエス様とアダムの解怨を成就しなければ
なりません。イエス様が間違い、アダムが間

永遠に真の父母に侍り、出発と同時に永遠

違って父母になることができなかったので、

に分けることのできない真の父母の伝統を受

それを解怨成就しなければなりません。それ

け継ぎ、そこに満足感を感じて生きなければ

で、三代のために生きなければなりません。

ならない体であり心だったのですが、歴史の

おじいさんから三代です。アダムが蘇生であ

恨をもって悲惨さと怨恨を抱き、嘆息圏内か

り、イエス様が長成であり、真の父母の息子、

ら抜け出すことができない心と体になったと

娘まで、三代圏を連結しなければなりません。

いう事実を知らなければならないというので

これは不可避なことです。

す。

「真の父母の日」が展開することによって、

この地球星のすべての地も、真の父母が踏

「真の子女の日」が生じ、「真の家庭の日」、

んであげることを希望するというのです。真

「真の国家の日」、「真の世界の日」、「真

の父母の息子、娘が踏んであげることを希望

の天宙の日」、真の神様の解放まで連結する

するのです。

ことができるというのです。それゆえに、ど
の時代であっても、「真の父母」の名がなく

神様が家庭から所願成就できる道を計画さ

ては連結することができないという事実を知

れたので、真の父母を願われたのです。真の

らなければなりません。

父母の考えから真の父母を創造され、真の父
母の愛とともに一致することを願ったという

皆さんの目は、先に真の父母に会いたかっ

のです。そうです、蘇生、長成過程を経て成

たというのです。どれほどこの目が涙を流し

熟し、アダムとエバの結婚式が神様御自身の
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結婚式として、人間と神様の愛が定着するこ

歴史的な転換時代に置かれている私たちの

とができる一つの焦点を合わせなければなり

責任は、神様の身代わりの立場に立つことで

ません。

あり、真の父母の身代わりの位置に立つこと
であり、真の家庭と、真の国家、真の世界の

ほかの父親には真の愛がありませんが、レ

代表者の位置に立つことなので、歴史時代に

バレンド・ムーンは真の愛をもっています。

孝子の中の孝子になるのです。歴史時代の孝

それで、白人も喜び、黒人も喜び、万物も喜

子が私を本物の孝子だと称賛することができ

び、天地もすべて喜ぶというのです。私たち

る天国の孝子にならなければならず、天国の

統一教会の家庭には、真の父母、真の子女、

忠臣にならなければならず、天国の聖人にな

真の家庭、真の社会、真の国家、真の世界、

らなければならず、さらには天国の聖子にな

真の神様がいるということを知らなければな

らなければなりません。

りません。そして、永遠に変わらない真の血
統をもっています。人は、真の血統の橋を通

偽りの父母は、サタンの愛を中心として落

じて、すべて愛で連結されています。愛を中

ちたのですが、真の父母は、神様の愛を中心

心として、ここから始まり、神様まで、すべ

として上がっていくので、愛の世界へ前進し

て真の血統です。

ていくのです。

真の家庭は、一つの言語と文化をもつので

愛とは偉大で永遠に平等なのです。愛とい

す。文化は、言語を意味するのです。文化は、

う名前だけ聞けば、いくら高い位置にも一度

言葉によって、言語によって形成されます。

に同参できる資格をもつようになります。女
性が無学文盲で、男性が世界の大学者でも…

新・旧約聖書をすべて捨てても、真の父母

…。

を取り戻さなければならないという事実を知
らなければなりません。真の父母をもたなけ

それは、私たち人間がいくら不足でも、神

ればならないということなのです。それで、

様と愛の関係を結ぶようになれば、神様の位

真の兄弟が出てきて、真の国が出てきて、す

置に上がっていくことができるということで

べて出てくるのです。それで、世界的な因縁

す。そのような価値の内容があるために、す

を通じて基盤を築き、その父母が出てきたの

べての人間の心はどうなのかというと、最高

ちに、父母を通して子女が出てくることがで

のものを願うのです。

きるのです。そのような天地の調印式をしな
世界をすべてもったとしても、それ以上に

ければなりません。

良いものがあれば、またもちたいと思うので
それを神様が公認して、サタンが公認して、

す。

その次には真の父母が公認しなければなりま
せん。その時から「真の子女の日」が世界的
に設定されるのです。

偽りの愛の立場にいるものを真の愛で取り
戻してこようと思えば、すべてのものを否定
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しなければなりません。真の父母を通して、

また、統一教会がカトリック文化圏に従っ

真の愛を知ったあとからは、過去、現在、未

ていくのではありません。統一教会が生まれ

来に対する垣根がない、すべてのものを完全

れば、カトリック文化圏が統一教会を通して

に清算した息子、娘として生まれたという解

行かなければならず、ブラジル人が父母様を

放的な位置に立つので、皆さんが結婚をして

通して行かなければなりません。そうでなく

夫婦で暮らすことができるのです。そうでな

ては行く道がありません。

ければ、到底望めないというのです。イエス
様も、今まで夫婦生活ができませんでした。

氏族的メシヤの氏族的基盤である百八十家
庭は、すべてを天の前に奉献しなければなり

世の中の家庭、氏族、民族は、すべて滅び

ません。祝福される前のすべての所有、家も、

るようになっています。中心がないというの

土地も、万物も、所有物というものは、本来

です。サタンがそのようにしておいたのです。

神様の所有だったのですが、祝福とともにア

神様は、その中で個人的中心、家庭的中心、

ダムの前に伝授してあげなければなりません。

国家的中心、世界の中心的存在を求めて、統

これが原則ですが、堕落することにより、神

一教会を通して祝福をしてくださったという

様が主人の立場に立つことができなかったの

のです。サタン世界の五十億の人類を滅ぼし

であり、真の父母が主人の立場で来ることも

たその代わり、それ以上の資格で立てたもの

できなかったのです。

が祝福家庭だということを知らなければなり
今に至っては、主人の立場に立つことがで

ません。

きなかったことを、サタン世界で天使長の使
キリスト教を中心として、アメリカがアベ

命を行うことができる人を通して、息子を通

ルならば、ここ（ブラジル）はカイン、カト

して、母を通して、父を通して、族長を中心

リック圏です。ラテン文化圏、カトリックは

とした全体が献納しなければなりません。血

カイン圏です。お兄さんと同じだというので

統復帰、所有権復帰、心情圏復帰を、七代を

す。プロテスタント、弟を通さなければなり

中心として献納して戻っていかなければなり

ません。弟がこのカトリックを助けてあげな

ません。

ければなりません。
地獄が二つあります。地上地獄、天上地獄
アメリカを中心に、新教で弟であるアベル

がありますが、天国の門は一つです。地獄の

国家圏の北米を一つにし、その上に父母様が

門が開くからといって、地上から天国に直接

来て、アメリカに築かれたすべての勢力基盤

入っていくのではありません。真の父母を通

を通して、この南米帝国、カトリック文化圏

して入っていくのです。真の父母を通して入

を消化しなければなりません。先生がカトリ

っていく門が、一つの天国の門です。

ック文化圏についていくために来たのではあ
りません。
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所有権、心情圏、実体圏を神様に返してさ

種をつくっておけば、チャンピオンの記録を

しあげなければなりません。家族と共に、国

引き継ぐことができる後継者になるのです。

家と共に、世界と共に神様に帰らなければな
りません。それを祭物として、真の父母を通

力のある者が世界を指導するといいました。

して神様に返してさしあげ、すべてのものを

お互いが力で対決して闘うのではありません。

清算しなければなりません。

力のある者が力をもつことができるように環
境条件をつくり、弱い者をすべて巻き込んで

そのような基盤の上で、真の父母を通して

しまって、チャンピオンシップ、新記録達成

皆さんの家庭の父母と、子女と、万物の所有

者のような行いをしているので、これは、神

権平面的基台が連結するのです。そこが地上

様が願われる善意の競争を通して勝利の結果

天国です。堕落していない立場で所有権を地

をもつことができなかったというのです。そ

上に連結しなければならなかったのですが、

れゆえに、これは、いずれ地球上で清算され

堕落したので、蕩減の道を経て再度連結しな

てなくならなければなりません。

ければなりません。
世界のすべての家庭が、真の父母を中心と
そうすれば、天国の所有権、絶対的な愛の

して、「真の父母の息子、娘だ」と言うこと

主権時代を迎えることができるのです。その

のできる再覚醒が展開するようになる時、そ

ような解放圏を迎えるために、家庭盟誓の八

こから世界的天国が顕現するのです。

番に地上天国の解放圏を完成し、その目的を
世界の家庭全体を中心として、このように

達成することを宣言したのです。

なる時、新しい地上天国の世界へ入っていく
いくら理想家庭を願い、いくら理想的な父

のです。

母を願い、いくら理想的な夫婦を願い、いく
ら理想的な息子、娘を願ったとしても、ない

成約時代というものは、全世界が等しく真

というのです。それが、真の父母を通し、初

の父母の恩恵を受けることができる場に入っ

めて総合的な完成が成されるのです。

てきたというのです。その代わり、血統転換、
所有権転換、心情圏転換をしなければなりま

皆さんがそのような伝統の位置で、神様に

せん。これが氏族的メシヤの責任です。正に

代わり、真の父母に代わる後継者として天下

女性時代になったのでこのようなことが可能

になかった兄弟の位置で、同じ種の価値、ア

なのです。

ダムとエバが神様と一つになったものと同じ
種の価値を成し遂げなければなりません。世

堕落したこの世界に、悪魔の愛と生命と血

界で収穫された家庭を拡大したその基盤で、

統を受け継いだこの世界に、神様の所有権を

すべての人間の新しい子孫の種を、神様と真

完全に奪われました。今、私たちは、これを

の父母が一つになって蒔いた種と同じ価値の

元に戻さなければなりません。神様の真の愛
を受け得る息子と娘が一つになり、この世界
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を収拾しなければなりません。神様の愛を受

ができずに人間から離れるようになり、すべ

けることができる息子、娘を中心として、ア

ての被造世界から離れるようになったのです。

ダムとエバ、カイン・アベルを中心として失
ってしまった家庭の血族的因縁を収拾しなけ

それゆえに、今まで神様は、御自身が立て

ればなりません。そして、万国が解放され、

ようとされたその愛を中心として、すべての

歓迎するその基盤の上で、このすべての悪魔

万物を糾合し、神様と万物が共に喜ぶことの

の、サタン世界の所有権を真の愛の主人、愛

できる一日を願われながら、六千年の歴史を

を受け得るナンバーワンの男性と女性、ナン

経過してこられたのです。しかし、いまだ全

バーワンの息子、娘を中心として神様にお返

被造万物が神様の愛を中心として一つに統一

ししてさしあげなければなりません。

されないまま、その神様の理念は、理念のま
ま残っていて、取り戻さなければならない希

全世界の人間たちは、真の父母の愛を通っ

望の愛もそのまま残っているのです。ですか

て行かなければなりません。その門を通らな

ら、今まで神様は、そのみ旨を必ず成し遂げ

くては、天上世界の本然的故郷の地へ帰る道

るために摂理してこられたのです。

がありません。地獄しか行く道がないのです。
これをさかのぼっていかなければなりません。

このように、人間の堕落以後今日まで、時

反対する国と闘い、勝ち進んでいかなければ

代を問わず、神様は、神様の希望を成し、人

なりません。そして、今日の統一教会は、世

間に対して信じ得る心と、愛することができ

界的メシヤ圏の勝利を受け継ぎ、国家的メシ

る一つの心を取り戻すために、長い間摂理し

ヤ圏を越え、氏族的メシヤ圏を尋ね求めてき

てこられたのですが、いまだにそれらを成し

たのです。サタン世界の氏族圏を中心として、

遂げることができず、取り戻すことができず

サタン家庭に入っていって世界と交替しなけ

にいらっしゃるのです。

ればなりません。
創世以後今日まで、宇宙的な勝利の一日を
第四章 天一国の民になる道

迎えることができなかった神様は、地上の人

一 人類に対する神様の希望

間を通して、願われた勝利の日を迎えようと
していらっしゃるのです。それゆえに、地上

神様と人間が一つのみ旨を中心として一つ

の人間たちがその日を探し立ててさしあげる

の愛に和合して生き、全天地が神様の愛を喜

ことができなければ、この地で人間を蹂躙し

びながら、その愛を実際の生命の中心として

ているサタンを処分することができないばか

立てた中で、すべてが一つになって生きるこ

りでなく、天上で神様に人間を讒訴している

とが神様の創造本然のみ旨でした。しかし、

サタンの勢力も退けることができないのです。

アダムとエバが堕落することにより、神様の

それゆえに、神様は、いかなる苦労も意に介

愛は、神様の愛としてのみ残るようになりま

されることなく、いかなる犠牲も意に介され

した。すなわち、人間と関係を結ばなければ

ることなく、いかなる闘いも意に介されるこ

ならない神様の愛は、人間と関係を結ぶこと

となく、きょうこの時間まで、皆さん個人個
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人を立てるために盾となっていらっしゃるの

合おうとされたのですが、アブラハムも、や

です。

はり神様が抱かれた慕わしい心情を完全に解
いてさしあげることができなかったのです。

これを見れば、私たちは、神様の希望とは

そのようにして、数千年間抱いてこられた慕

何かということを知ることができます。神様

わしい心情を悟らせるために、三代を経なが

は、皆さん個人個人を立てられ、人間を堕落

らヤコブ家庭を立てられたのです。しかし、

させた怨讐サタンを分別して、サタンが主管

その家庭においても、完全にみ旨を成し遂げ

する悪の歴史を終結させようとしていらっし

ることはできませんでした。

ゃるのです。
イスラエル民族を立てられても、このよう
私たちは、そのような神様の希望を成して

な慕わしい心情を躊躇なく話すことができず、

さしあげ、天の前や万物の前に堂々と立つこ

教えることもできず、支配することもできな

とができ、神様に勝利の栄光をお返しできる

い立場で、彼らのあとから従っていかざるを

人間にならなければなりません。そのように

得なかった神様の事情を、私たちは知らなけ

なってこそ、苦労してこられた神様の摂理の

ればなりません。

目的が成し遂げられるようになるのです。
慕わしく思ってこられた一つの民族形態を
神様は、アダムとエバを造られ、彼らが希

地上に立てられ、その民族が塗炭の苦しみに

望の人格者になることを懇切に願われたので

陥るたびに、神様は、その慕わしく思われる

すが、そのアダムとエバが堕落してしまいま

心に比例して苦衷を感じられ、悲しまれ、困

した。堕落前から抱いてこられた慕わしい心

難に遭われたという事実を、私たちは知らな

情、堕落前から抱いてこられた希望の心情に

ければなりません。

対して、人類の先祖アダムとエバが裏切るこ
とによって、神様の心には悲しみがしみわた

長い歴史路程を経てこられる間、神様は、

るようになったのです。神様は、アダム家庭

慕わしい心情を私たちの心に植えつけ、歴史

に対する悲しみの心情、憤りの心情を抑え、

に植えつけ、世界に植えつけるために闘って

慕わしい心を再び取り戻すためにカインとア

こられました。それゆえに、私たちが接する

ベルを立てられたのですが、彼らは、その希

物一つにも神様の慕わしさがしみ込んでいる

望を成してさしあげることができず、逆に悲

という事実を知らなければなりません。私た

しみだけを神様に与えたという事実を、皆さ

ちが対する食口にも、歴史的な神様の慕わし

んは考えなければなりません。その後、千六

さがしみ込んでいるということを知らなけれ

百年という歳月を経て、再びノアを立てられ

ばなりません。私たちが生きているこの国、

ました。しかし、結果は同じことになりまし

この世界にも、神様の慕わしさがしみ込んで

た。そこからまた四百年を経て、アブラハム

いるというのです。

を立てられたのですが、やはり同様でした。
慕わしく思った一人に出会って心情を分かち
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したがって、私たちが目を上げて、神様が

っていかなければなりません。その理想の園

つくってくださった万象を見つめる時、その

とは、人間が神様の栄光を現し得る世界であ

万象が神様の切実な慕わしさの対象だという

ると同時に、喜びに陶酔して生き得る世界で

ことを感じなければなりません。万物でもそ

す。別の言い方をすれば、人間が動ずれば万

うであるならば、万物の霊長である人間はど

物が動じ、人間が静ずれば万物が静ずるよう

うでしょうか。

になり、人間と万物が動じ静ずると同時に、
創造主である神様も動じ静じ得る世界です。

たとえ悪の姿をしていても、神様は間違い

そればかりでなく、神様と人間の相対的な関

なく一つの基準をもって慕ってこられたとい

係を超越して一体となり得る理想の園なので

う事実を皆さんが感じるようになる時、天の

す。

前に本当に感謝しなければなりません。
神様はこのように、人間が神様御自身と一
神様が、今まで数多くの悲しみの歴史過程

つになることを願われたのであり、一つにな

を経てこられながらも、人類を捨てることが

った中で驚くべき愛を中心として喜びに酔う、

できずに胸に抱いてこられた内容とは何でし

その一場面を思い描きながら、そのような世

ょうか。それは、神様が人間に対して「お前

界を創造してこられたのです。ところが、人

は、私の実の息子、娘だ」と言い得るように

間が堕落することにより、これが自分たちの

なることを願われたのです。このような理想

恨みとなると同時に天倫の恨みとなり、堕落

を成し遂げるために、今まで神様は闘ってこ

以後今日まで、その恨みに恨みを加重させる

られたのです。

悲しい歴史を引き起こしてきたのです。

神様の善の園において、神様の栄光の中で、

それでは今日、神様がこの地に対して摂理

神様の愛を中心として万物が和動する中で、

なさる最大の希望とは何でしょうか。それは、

万物の主人の資格を備え、神様に「私の父

堕落の父母をもっている人類を再び神側に立

よ！ 栄光をお受けください」と言えたはず

て、「私は、あなた方の永遠の父であり、あ

のアダムは、堕落により、そのような価値を

なた方は、私の永遠の息子、娘だ」と叫ぶこ

喪失してしまいました。ですから神様は、創

とです。そのようにすることができる日を迎

世以後本然の息子、娘が現れて、「お父様」

えることが、堕落した人間たちの歴史的な希

と叫ぶその一言をお聞きになりたかったのだ

望であり、天倫に対する天的な希望だという

ということを、皆さんは知らなければなりま

ことを、皆さんは悟らなければなりません。

せん。
今日、この地上には、数多くの人々が生き
今日私たちが叫んでいるそのお父様は、罪

ています。彼らは、各自のビジョンと意見を

悪の立場から叫ばれる、そのようなお父様で

もって生きており、また何かの主義主張をも

はありません。したがって、私たちは、罪悪

って生きています。しかし、心から神様に敬

の世の中から抜け出して、善の理想の園に入

拝し、神様を主張しながら、神様から召命を
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受けたと、天と地の前で自信をもって立ち上

ることができる一つの兄弟、父母、夫婦をも

がる人はいません。

たなければなりません。そのようにして、家
庭を超えて、社会、国家、世界の舞台にまで

今、私たち人間が最後に取り戻さなければ
ならないこととは何でしょうか。自らの主義

伸びていかなければなりません。これが神様
の願われた希望だったのです。

主張と、自らのあらゆる主観的な行動をすべ
て放棄し、自分の心と体は神様に代わり、自

しかし、神様は、人間を個人の立場で追い

分は神様に代わって行動すると主張して立ち

出され、信じることができない立場に立てら

上がる人がこの地上に現れることを、今日ま

れ、人間世界のいかなる希望もすべて絶たれ

で歴史上に現れて死んでいった数多くの人々

た中で、人間をして神様を信じさせるように

が望んでいたのです。また、神様は、このよ

されました。そのようにして、その信じる人

うな代身者が現れることを願われ、無限な苦

が一つになって、すなわち兄弟同士、友人同

労と忍耐をされながら、長い間摂理していら

士で、神様に代わってお互いに信じ得る関係

っしゃるのです。

を結ぶことを神様は願われたのです。これが
まさしく神様の願われた最高の希望なのです。

したがって、地上の悲しみとは何かという
と、何かの主義がなくて悲しいのではなく、

レバレンド・ムーンがサタンに、「サタン

また行動する人がいなくて悲しいのではなく、

よ、お前が要求するものはすべて満たしてあ

神様の心情に代わり、神様のみ旨に代わって

げたか、あげなかったか」と尋ねれば、「満

主張することのできる主義がなく、また神様

たしてくれた」と答えるというのです。神様

に代わって行動する人がいないということが

の本然の愛を中心としたすべてのものを中心

悲しみであり、切なさだというのです。

として、堕落したサタンまでも愛して余りあ
るほどに、天国に入っていき得る堂々とした

今日、この地と人間世界に散在している嘆

基盤を築いたので、サタンは、「あなたが行

息と苦痛と、しみわたっているあらゆる恨み

く世界は解放であり、あなたの願いで成し遂

を除去することに対しても、神様に代わるこ

げられないものはない」と言って祝福しなけ

とができる主義主張と、神様に代わる一人の

ればなりません。「どこに行こうと、あなた

人が現れなければなりません。したがって、

が願うもので、成し遂げられないものはなく、

摂理の目的もこの一人であり、歴史の目的も

あなたが願うもので、あなたのものではない

この一人だということを知らなければならな

ものはありません」と言うというのです。

い時になったということを、皆さんは再び感
「神様のみ名によって、真の御父母様のみ

じなければなりません。

名によって、真の家庭の名によって世界は解
皆さんは、神様に代わって心から本当に信

放されなければならない！」と言う時は、

じることができる一人の友人をもたなければ

「アーメン」と答えるようになっているので

なりません。さらには、神様に代わって信じ

す。春が来ました。雪がどれほど冷たく、氷
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がどれほど硬いとしても、溶けるようになっ

そのような情熱的な夫婦に出会ったならば、

ているのです。ですから、春の季節には種を

神様は、人間と離れて生きられるでしょうか、

蒔きなさいというのです。サタンが悪の種を

それともくっついて生きられるでしょうか。

蒔いた以上に世界の果てまで、アメリカの果

くっついて生きられるのです。したがって、

てまで種を蒔くのです！

愛を中心としてのみ、愛においてのみ永遠性
があるということを知らなければなりません。

良い種は、家庭です。サタンは一つ植えた
のです。それが堕落したアダムとエバです。

真の愛には永遠という概念がある、という話
が成立するのです。

今、私たちは、新しい家庭をつくるために、
どこにおいてもそれを築き上げなければなり

二 天一国は本然の故郷

ません。そこにおいてすべてのものを栽培す
ることができます。それをこのアメリカの地

人間は、誰かの子女にならなければなりま

でしなければなりません。それが神様の願わ

せん。その誰かの子女とは、神様の子女のこ

れた目的です。

とです。誰かの兄弟にならなければなりませ
ん。その誰かの兄弟とは、神様の家庭の兄弟

神様が男性と女性を造られ、大きくなるこ
とを願われたのは何ゆえでしょうか。愛する

です。誰かの夫や妻にならなければなりませ
ん。それは、神様の家庭の夫や妻のことです。

ためです。愛するためだとすれば、その愛は
神様よりも高くなるほうが良いでしょうか、

内的な神様のすべてのものを実体的なもの

低くなるほうが良いでしょうか。神様が、

として御覧になり、刺激をお受けになるため

「おい、お前たち！ 私がお前たちを愛する

に、神様はアダムとエバを創造されました。

よりも、お前たちが私を愛するほうが大きく

アダムとエバは、第二の実体の神様です。愛

なってはいけない」とおっしゃるでしょうか。

の相対を必要としてお造りになったからです。

そのようにはおっしゃらないというのです。

神様の愛の相対は、猿ではありません。人間
以外にはいないのです。

それでは、今皆さんが永遠の神様とつかみ
合って闘えば、神様のほうがより情熱的でし

今まで神様は、所有権をもつことができま

ょうか、それとも弱いでしょうか。情熱的で

せんでした。サタンがすべて所有したのです。

す。神様には、すべてあります。ないものが

サタンの国、サタンの民、サタンの物、すべ

ありません。神様がより情熱的な時は、どの

てがサタンの所有です。サタンが神様の所有

ような時でしょうか。新しい男性と女性が現

権を盗んでいったのです。真の父母も所有権

れて、昔の私たちの先祖よりも情熱的に愛す

をもったことがありません。いまだに真の子

るようになれば、神様も息切れされるように

女、真の国、真の世界としての所有権をもっ

なるのです。

たことがありません。真の人、真の男性と真
の女性が生まれなかったのであり、所有し得
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る人が生まれなかったので、そのような所有
権をもつことができなかったのです。

イエス様がエルサレムを回られる時、道端
にあるいちじくの木を見て、実がないといっ
て呪われました。すると、そのいちじくの木

今まで神様は、所有権者になることができ
ませんでした。悪魔が主人になったのであり、

は、たちまち枯れてしまいました。実がなけ
れば、そのような結果が訪れるのです。

神様の息子、娘が主人になることはできませ
んでした。主人に代わって悪魔と悪魔の息子、

未来国家を建設するにおいて、あなた方が

娘が、神様の創造された被造物に対して権勢

神様のために準備したものは何ですか。それ

を振るい、害を被らせてきたのです。これを

は、実を意味し、中心核を意味し、事実を意

すべて回収しなければなりません。万物は、

味します。それは何でしょうか。神様の国の

すべて本然の父母のもとに帰らなければなり

民です。神様の国の民は、りんごや桃の実で

ません。真の父母と真の子女、真の国、真の

はないというのです。

氏族のもとに帰らなければなりません。
今まで神様は、天国の民をおもちになるこ
今、私たちは、誰々の息子、娘、誰々の兄

とができませんでした。ですから、今、その

弟という考えから抜け出さなければなりませ

本然の民を救っているところなのです。完成

ん。私は、神様の息子、娘であり、真の父母

した民をもつことができなかったのです。

の息子、娘であり、世界と天宙を解脱させる
相続権を受け継ぐことができる私自身だとい

真の国を地上天国と呼びます。その国がで

うのです。そのような私に、サタンの立場で

きてこそ、神様が本然のアダムとエバに「完

一族が矢を投げつけましたが、私が何千年の

成した時に、あなた方は、万物を主管しなさ

歴史を経るのではなく、生きている間に私の

い」と祝福されたそのみ旨を成し、人間は初

備えるものをすべて備えてメシヤとなり、過

めて、この地の真の主人として現れることが

去に反対した一族と父母を訪ねていって救っ

できるのです。また、その時に初めて人類は、

てあげられる平面的再臨の形態を備え得る、

お互いに真の兄弟になることができるのです。

このような時代を迎えることにより、初めて

その時に初めて私たちは、神様の真の息子、

地球星の天国化が可能なのです。

娘になるのです。天のお父様に対しては真の
孝子、孝女になり、主人に対しては忠臣にな

このように見るとき、今日、祝福家庭が今

り、この宇宙万物に対しては真の主人になる

まで暮らしてきた生活と行動は、すべて零点

のです。そのようになれば、神様は、私たち

です。悪魔の巣窟の中にいたということを知

に全権をゆだねられるのですが、外的な全権

って、自らの解放圏を迎えるために努力しな

だけではなく、内的な全体の心情の中心まで

ければなりません。そのようにせずに、昔と

移してくださるようになるのです。神様がす

同じ習慣性をもって息子、娘を抱いてそのま

べてのものをゆだねられても安心することが

ま幸福になることを願えば、すべて滅びるの

できる息子、娘になるのです。

です。
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人類歴史は、暗い夜を過ぎ、夜明けを経て
新しい光明の太陽を迎えるために進んでいま

ようにして、初めて家庭的な定着地が生まれ
るのです。

す。それでは、太陽とは何を表しているので
しょうか。人類の太陽は「人類の父母」を表

個人と家庭、氏族、民族、国家、世界がこ

しています。この父母が現れるまでは、人類

の一点を中心として定着するのです。これが

の故郷である本郷の地が現れることはできま

軸です。

せん。
神様は男性格主体だと言ったでしょう？
愛の故郷をもつことができるという事実は、

ですから、男性が中心です。なぜ男性が中心

氏族的メシヤの福音であり、朗報です。その

かというと、赤ん坊の種、生命の種をもって

次には、祝福を中心として血統が転換される

いるからです。女性には赤ん坊の種がありま

のです。今からは、故郷が私の故郷になるの

せん。それが核です。愛の種も、生命の核と

です。私の血筋は、そこから流れ出てきまし

接するためのものです。神様と一つになるた

た。その血筋を広め、万国の愛の流れがきれ

めのものです。生命の種が神様でしょう？

いな水になり、天国という大海に入っていく

それゆえに、理論的で、核心的な定着点は、

のですが、そこが霊界です。

神様の愛と一致する所です。

霊界は、この地上の愛の大海が連結された

現在、堕落圏内にいる私たち人間が行かな

世界であり、そこが天上天国です。それゆえ

ければならない目的地は、天国です。別の言

に、あの世では、愛の体恤心情をもたなけれ

い方をすれば、還故郷しなければならない、

ば生き残ることができないのです。

故郷へ帰らなければならない、このように思
うのです。故郷へ帰るにおいては、私一人で

愛の心情は、子女の心情、その次には兄弟

は行くことができません。創造目的というも

の心情です。兄弟は拡張であり、夫婦は統合

のがあるので、創造目的を完成した立場で故

です。このように一つになって中央を占領す

郷へ帰っていかなければなりません。

るのです。
堕落していないアダムとエバの立場から見
結婚とは、本然的神様が愛という概念を中

れば、たった二人で帰ったとしても、彼は天

心として一つになることができるようにされ

地を代表し、世界を代表し、国を代表し、家

たことです。彼らは、成熟して愛を中心に一

庭を代表した立場で帰っていくことができる

つになることによって、この実体の位置で神

のです。これが、本来神様によって息子、娘

様と一つになるのです。そこにおいて何が垂

として造られたアダムとエバに賦与された責

直かというと、愛が垂直です。それゆえに、

任でした。

縦的な神様を中心として、初めてここにおい
て横的なアダムとエバが、縦的に運動する愛

自分が生まれた故郷を中心として、いかに

の実体の前にさっと入ってくるのです。その

してこれを天国の故郷に代置して拡大させる
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かということが問題です。それゆえに、氏族

真の父母復帰、真の父母が立つことができる

的メシヤを設定したのです。氏族的メシヤを

位置で、このようにすべての天国の条件、天

設定することによって、母親はアダム家庭に

宙復帰の基盤を完成してこそ、真の父母が使

代わり、それから自分はイエス様に代わり、

命を完成するのです。

先生は再臨主に代わるのです。三代、二代、
一代が、歴史の根源地である自分の先祖と真

皆さんの故郷はどこかというと、真の父母
が生まれた所であり天国です。ソウルが真の

の父母圏を横的に連結するのです。

父母の生まれた所であり天国ですか。そのコ
それゆえに、自分を生んだ母親がアダムと

ンセプトをどのように克服するのですか。そ

エバに代わり、皆さんはイエス様に代わり、

のコンセプトをどのように越えていくのです

先生は再臨主に代わるのです。これによって、

か。「私は全羅道の人だ。私は京畿道の人だ。

皆さんの母親と皆さんの生まれた場所が天国

私は韓国人だ。私はアメリカ人だ！」という

の故郷になるのです。天の領土圏内にある故

コンセプトを神様は願われません。エデンの

郷の位置を再び復帰してきたのです。

園のアダムとエバに、そのようなコンセプト
はなかったというのです。

皆さんの故郷は、故郷ではありません。国
が故郷となり得る時が来たのです。それゆえ

神様の遺業を相続するために最後に越えな

に、皆さんがあの世に行くようになれば、今

ければならない条件とは、神様をもち、真の

まであった境界線はなくなります。今は故郷

父母をもち、真の兄弟をもち、真の民、真の

に境界がありますが、このようなことをして

国、真の世界をもたなければならないという

おけば、霊界に行って国境なく連結すること

ことです。「全人類が私の兄弟であり、あな

ができるのです。どの故郷の地にも連結する

たと私は永遠、不変だ」と言うことができ、

ことができる地上天国の基盤ができるのです。

分けることのできない兄弟の心情を通じて、
天的家庭の家族として生きることができる人

ですから、これを連結すれば、すべての国

にならなければなりません。

家の戸籍に入籍したものが、そのまま天国に
編入されるのです。ですから、堕落せずに繁

「この地は私たちのもの、天は私たちのも

殖した人間の故郷が天国の故郷に代わるよう

の、父は私たちの父だ」と言うことができる

になったので、天国に生まれた立場に立ち、

真の家庭を中心として、この地上に真の国を

すべて接ぎ木されて天国に入っていくように

成し遂げ、神様の遺業を相続することができ

なるのです。そのようにして、故郷復帰が成

る皆さんにならなければなりません。

されるのです。
今日、私たちの信仰生活と神様を信じると
そのような故郷、そのような国家が復帰さ

いうキリスト教を注意深く見てみるとき、天

れれば、天宙が復帰されるのです。そのよう

国に残ることができる民は、どれくらいいる

な基盤の上で真の父母復帰が完成するのです。

でしょうか。さらには、「神様の所有だ」と
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永遠に主張することができる民族はどこにい

界です。これは水平です。天国と地上の人で

て、「神様の国だ」と主張することができる

す。天の人と地上の人の二重構造になってい

地はどこにあり、そのような物、そのような

るのです。皆さんは心と体の二重構造になっ

人はどこにいるのかというのです。これを皆

ているでしょう。心と体は、一つになってい

さんは知らなければなりません。

ますか、なっていませんか。闘っていますか、
統一されていますか。闘っている人は、天一

どれほど立派な夫をもらい、どれほど良い

国の国民になることができません。

暮らしをしたとしても、神様が分からなけれ
ば、地獄に行くのです。神様の民として入籍

神様王権即位式ののちには何をしたのでし

しなければなりません。いくら有名なハーバ

ょうか。韓国において先生が何をしましたか。

ード大学の総長だったとしても、神様の国の

神様祖国定着大会をしたのでしょう？ それ

民として登録されなければ、地獄に行くので

は、真の愛の血統を受け継ぎなさいというこ

す。家庭、社会、国家、世界、人類の歓迎を

とです。それを世界的に行いました。その次

受けたのちに天国に入っていくのです。

には何をしたのでしょうか。天一国を宣布し
ました。天宙平和統一国です。それが天一国

天一国には、主権と国と国民が必要です。

です。それでは、天一国とは何でしょうか。

ですから、昨年（二〇〇一年）の神様王権即

二人が一つになる国です。分かりますか。天

位式は主権復帰でした。それから、神様祖国

は二人でなければなりません。父母は二人で

定着大会は領土復帰であり、その次には天一

なければなりません。すべてペア・システム

国国民として入籍するのです。分かりますか。

になっているのです。天一国とは何でしょう

ですから、カードをもって初めて国民になる

か。昆虫世界、動物世界から、すべてペア・

のです。国が形成されるためには、主権と領

システムになっています。それが一つになら

土と国民が完備されなければなりません。そ

なければなりません。二つの物、二人の人、

れが完備された上で、このような天一国の万

二人の父母、二つの性格、主体と対象が一つ

世安着を宣布したという事実を信じ、神様の

になった所には本然の基台が生じ、神様がお

ように自信をもち、文総裁、真の父母のよう

立ちになることができるのです。

に自信をもって一気に押せば、押すことので
聖書にも、「もしあなたがたのうちのふた

きないものはないというのです。

りが、どんな願い事についても地上で心を合
神様の王権を樹立したのは神様ではありま

わせるなら」（マタイ一八・一九）となって

せん。真の父母です。分かりますか。天一国

いるでしょう？ 神様まで合わせれば三人で

をつくったのは神様ではありません。真の父

しょう？ 同じことです。二、三人の人が国

母です。

の基盤になるのです。家庭の基盤になり、国
の基盤になり、世界の基盤になるのです。そ

天一国という言葉は、天宙平和統一国です。
「天」という字、これは二人です。二つの世

こから家庭が生まれ、氏族の出発がなされる
のです。二人以上でそのようになるのです。
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きょうは、天一国二年十一月五日、第四十

のが忠臣であり、忠臣の伝統を受け継ぐのが

三回を迎える「真の子女の日」でございます。

聖人であり、聖人の伝統を受け継ぐのが聖子

「神の日」と「子女の日」と「万物の日」を

であり、聖子の伝統を受け継いで王権が樹立

総合して、エデンの園において家庭で成し遂

されるのです。

げることができなかったことを、天上世界に
まで拡大した人類を中心として、エデンの家

ですから、相続とは、王権を手にしたその

庭完成を総決算することができる天一国を中

基盤において成されるのであり、自分のもっ

心とした平和統一平定時代を発表いたしまし

ている所有意識であれ、国に属しているもの

た。神様が、天上地上平和統一解放聖火式の

はすべて否定されなければならないのです。

終わった各祝福家庭を訪問するにおいて、支

それは、あってはならず、いずれにしろ決別

障なく思いどおりに訪問され、苦楽を共にす

しなければならない堕落した結果だというの

ることができる時代として、同じ生活圏にお

です。神様が願われない怨讐の血筋で連結さ

いて迎えることができるように、天上世界の

れた汚れた世界です。神様は、そこに影を掛

願いは地上にあり、地上世界の願いは天上に

けることも願われないのです。

あるので、天の願いどおり、地の願いどおり
にお互いが一つになって平定された基準に立

それゆえに、神様は、今日この世の中のす

ち、解放された忠孝の道理を残し、天国中心

べての悪の世界、戦争によって数多くの人々

の先祖たちとして地上に残ることができるよ

が死んで滅び、栄枯盛衰を経てきた今までの

うに祝福してくださることを懇切にお願い申

すべて世界に対しては管掌なさることができ

し上げます。

なかったのです。

きょう、天一国平和統一平定時代の到来を

一度神様の前に一〇〇パーセント本物の孝子

発表し、今や、霊界の恨を解き、地上に再臨

の家庭になってみたいと思いますか。そのよう

して子孫たちを協助し、また教団の教主たち

になってみたいと思うならば、何が惜しいでし

は宗教を中心として世界に協助し、不義によ

ょうか。それしかありません。そのようになろ

って苦衷の中に束縛された天のすべてのもの

うと思えば、自分の七代先祖から燃やして祭物

を解怨成就し解放することができる時代、自

にしたとしてもしなければなりません。祖業田

発的に、自由に活動することができる時代、

や国まで売ったとしてもしなければなりません。

蘇生の天国を創建することができる時代を迎

このようになっているにもかかわらず、「総生

えましたので、許諾してください。

畜献納を教会に納付しなさい」と言っても躊躇
し、食べて残ったものを……。アナニヤがペテ

きょう掲げた標語は何ですか。真の愛で？

ロの前でそのようなことをして、夫婦ともその

私たちの家庭は天一国の孝子、忠臣、聖人、

場で死んでしまい、地上から消えてしまったと

聖子の真の家庭を完成させます。ここには神

いう聖書の話を知っていますか。それよりもも

様の創造理想のすべてが入っています。この

っと恐ろしい時代が来たということを知らなけ

真の家庭を中心とした孝子の伝統を受け継ぐ

ればなりません。
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から、今まで神様は、心情の基台を広めるた

三 天一国の民の態度と資格

めに、その一日を見つめながら、歴史の峠ご
神様は、ただ外的に民族の形態だけを備え

とに背後で苦労してこられたのです。今日私

た民族を待ち望んでいらっしゃるのではなく、

たちは、このような事実を知らなければなら

外的な形態だけを備えた国家を待ち望んでい

ないのであり、これを知らなかった先祖に対

らっしゃるのでもありません。民族がいれば、

しては、公憤の心情を抱いて抗議しなければ

その民族を動かすことができ、国家と主権が

なりません。

あれば、その国家の主権を動かすことができ
る、心情で連結された一つの主権と、一つの

私たちが様々な事情に絡んだ生活環境で暮

民族と、一つの民を待ち望んでいらっしゃる

らしているとしても、それは結局、すべて過

のです。

ぎ去ってしまうものです。いくら「地上で幸
福な生涯を生きた」と言って自らの栄華を謳

選民ならば、彼らは、神様がいかなるお方
かを知り、いかなる目的のために自分たちを

歌する者がいたとしても、それはすべて過ぎ
去ってしまうのです。

立てられたのかを、はっきりと知らなければ
なりませんでした。そのようにして、いかな

しかし、何かの使命をもって生涯を生きた

る苦難に直面しても、いかなる艱難が迫って

人ならば、その人には残るものがあります。

きたとしても、それを貫かなければならなか

それは何でしょうか。事情ではなく、事情を

ったのです。このようなことが、当時のイス

支配し得る心情です。この心情が歴史を支配

ラエル民族の取るべき態度であり、神様に対

し、民族精神を鼓吹させ、思想を連結させて

する心的基準でした。

いくのだという事実を、私たちは否定するこ
とができません。

しかし、選民であることを誇ったイスラエ
ル民族は、歴史路程において神様に多くの罪

今まで神様が働いてこられたとすれば、そ

を犯しました。もちろん、その時代に対する

れは、人間を救援し、御自身のみ旨を成すた

犯罪よりも、その時代を動かしている神様の

めです。神様のみ旨とは、神様の国を成し遂

心情に対する犯罪のほうが大きかったという

げることです。それゆえに、その国の民とな

ことを、まず私たちは知らなければなりませ

ることができ、その国の息子、娘となること

ん。

ができ、御自身の側にいることができる人を
育ててこられるということは、間違いないと

それでは、神様が人間を復帰するには、何

いうのです。

から復帰しなければならないのでしょうか。
願いも願いですが、事情、さらには心情を復

神様は、どこに国を建てようとしていらっ

帰しなければなりません。切っても切ること

しゃるのでしょうか。霊界に建てようとして

ができず、分けても分けることができない心

いらっしゃるのではありません。正にこの地

情の世界を復帰しなければなりません。です

に地上天国を建てようとしていらっしゃるの
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です。それでは、この地に立てられ、神様の

ある私が取り戻さなければならない因縁の中

国の民となることができる資格者とは誰でし

心だということを、皆さんははっきりと知ら

ょうか。それがまさしく皆さんです。皆さん

なければなりません。

は、天国を建国することができる中心です。
天国の民の段階に入っていかなければなら
皆さんは、「過去の人間は、こうだったの

ない運命が、皆さんの前に置かれています。

だなあ。今日の私は、どうであり、今後はど

このような皆さんは、新たな歴史的な意識を

のようになろう。神様の事情はこうであり、

もたなければなりません。私という一存在は、

神様のみ旨はこうであり、神様の心情はこう

自分のために生きようとするのではなく、天

であり、お父様は悲しいお父様だったので、

国の民である同胞のために生きようという観

私はそのお父様の前にどのように進んでいか

念をもたなければなりません。それだけでは

なければならないのか。お父様が血と汗と涙

なく、天国の兄弟のために、天国の夫婦のた

をもって祭物となってこられたので、その祭

めに、天国の父母のために努力しようという

物を受けるためには、血と汗と涙を流さなけ

観念をもたなければなりません。それは、部

ればならない」。このようにして悲しい涙を

分的な観念ではなく、宇宙的な観念です。

もって、「お父様は、与えるために悲しんで
こられ、与えるために血の汗を流してこられ

ただイエス様を信仰する人として、むやみ

たが、私たち人間は、受けるために死に、受

にイエス様を信奉するのではなく、内的にも

けるために涙を流し、受けるために苦痛を受

外的にも天地の運勢と和合してイエス様を信

けてきたので、授け受けすることができるそ

仰する人にならなければなりません。神様は、

の一日は、どれほどの喜びとなるだろうか。

宇宙的な摂理を中心として、天国復帰の理念

涙で出発し、喜びの涙が目の前を遮り、しみ

を立てていらっしゃいます。私たちは、そこ

わたった恨が込み上げて爆発し、私の口で喜

に立つことができる息子、娘、そして民にな

びと栄光と勝利の凱歌を歌うことができるそ

らなければなりません。そして、天国の同胞

の日をもたなければならない」。こうでなけ

を愛することができなければなりません。

ればなりません。
皆さんの周囲に信じる民がいれば、皆さん
そこにおいて初めて神様が、「お前は私の

は、彼らを兄弟と、また同胞と思うことがで

息子だ、お前は私の娘だ」とおっしゃること

きる人にならなければなりません。また、す

ができ、天下万物のすべての福を前に置いて、

べての人がそのようになるようにしなければ

心情と事情が通じ合う立体的な理念圏内にお

なりません。このようなことを考えてみると

いて、神様が「お前は私の息子であり、私は

き、皆さんの責任は、この上なく大きいので

お前の父だ」とおっしゃることのできる父子

す。

の因縁を復帰して印を受け、初めて天の家庭
を築き、天の民族を築き、一つの世界、一つ

六千年歴史を縦的に見れば、旧約時代には

の主権、一つの天地をつくることが、人間で

天の民を集め、新約時代には天の子女を集め
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ました。このように歴史は逆に流れてきたの

条件を探し出さなければなりません。そのよ

です。

うにして皆さんは、一身の生活において闘争
して勝利し、神様の息子であるイエス様に代

この地の誰もが異口同音に、今日を「終わ

わる存在にならなければなりません。すなわ

りの日だ」と言っているこの時、すなわち歴

ち、皆さん自身が、その国に処することがで

史的な終結、科学的な終結、倫理と宗教的な

きる人、その国の義の民になろうとすれば、

終結を予告している世界的な終末時代に置か

食べること、着ることで争う愚かな人になっ

れている皆さんは、どのようにしなければな

てはいけません。食べる問題、飲む問題、着

らないのでしょうか。

る問題を超えて生きる人にならなければなら
ず、むしろそのような物が自分に少しでも付

イエス様が叫ばれたみ言、すなわち「まず

与されれば、ぼろを着て飢えている人にそれ

神の国と神の義とを求めなさい」のように、

を分け与えることができなければなりません。

自らのことは考えずに、ただこの地上に神様

一切れのパンがあれば、そのパンを一人で食

の国と神様の義を立てるために不変の忠誠を

べるのではなく、多くの人に分け与えたいと

尽くす人にならなければなりません。そのよ

思っていらっしゃるのが神様の心情です。イ

うにして、皆さんは、自らを万宇宙に誇るこ

エス様は、このような心情を身代わりしたの

とができなければならず、神様の代身者の使

ですが、イエス・キリストの前に現れた人間

命を完遂する人にならなければなりません。

たちは、そうではありませんでした。

すなわち、その国の本質的な理念の内容を

それでは、今日、家庭において不和が生じ

皆さん自体の生活に適用し、それが皆さんの

る原因、争いが起きる原因はどこにあるので

生涯の実体的な価値を形成し、永遠の未来を

しょうか。それは、家庭は自分だけのために

約束する希望の一日を実現するようにしなけ

存在すると考えているからです。食べ物があ

ればなりません。もしそのような皆さんにな

れば、それは自分だけが食べるためにあると

ることができなければ、皆さんは、神様がア

考えるので、争いが起き、不和が生じるので

ダムとエバの堕落以後四千年間苦労されたの

す。正にこれが罪の矢であり、サタンだとい

ちにイエス様を送られて役事させたみ旨と、

うことを、皆さんは肝に銘じなければなりま

イエス様以後今日まで、イエス様と聖霊を合

せん。

わせた三位神が役事してきたそのみ旨とは、
それゆえに、今日皆さんは、食べる問題を

何の関係もなくなるというのです。

解決しなければならず、着る問題を解決しな
このような観点から、今、皆さんは何を探

ければなりません。自分だけのために生きよ

し出さなければならないのでしょうか。皆さ

うとする心、すなわち家庭不和の条件を打破

んは、その国とその義を立てることができな

しなければならず、正にそのような歴史的な

いようにしている、すなわち天宙的な理念を

矛盾を踏み越えなければならないのです。こ

立てることができないようにしている不義の

のように、皆さんは、衣食住のすべての問題
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を超え、真の勝利者の姿をもって神様の前に

皆さんは、不義を見れば憤慨する心をもち、

現れなければならない立場に立っていること

また与えたいと思われる神様の愛をもち、こ

を忘れてはいけません。

の世の果てにまで行って、神様の国と神様の
義を探し立てるために苦労しなければならず、

皆さんは、国と義のために生きる人になら

さらには、今まで人類を救援するために悲し

なければなりません。いかなる難しい環境に

みの中で苦労してこられた神様の心情を慰労

直面したとしても、自分自身に対する父の願

することができなければなりません。

いがあることを思いながら、その環境と闘っ
て勝利する人にならなければなりません。そ

それだけではなく、皆さんは、神様の国と

のような皆さんになって初めて「神様の真の

神様の義を探し立てるその過程において、サ

息子、娘だ」と言うことができるのです。

タンとの闘いで敗北せずに勝利し、個人から
家庭、社会、民族、国家、世界を一つに連結

それでは、神様の国を建設することができ

させることができなければなりません。すな

る人とはどのような人でしょうか。自分自身

わち皆さんは、いかなる立場に置かれたとし

を否定し、切ない心で神様のために生きる人

ても、そこにおいてサタンと闘い、勝利する

です。自らを否定し、社会と民族、国家、世

人にならなければなりません。

界のために生きる人が、まさしく神様の国を
建設することができる人だというのです。さ

社会に出ていけば、その社会のどのような

らには、国家と世界を否定しても神様のため

環境の中でもサタンと闘い、勝利しなければ

に生きる人が、天国を建設することができる

ならず、国家に出ていけば、その国家の最も

人だというのです。また何かの悲しい環境に

難しい問題に責任をもって立ち上がり、サタ

直面しても、自分自身のために悲しむのでは

ンと闘い、勝利する人にならなければなりま

なく、社会と国家、世界、ひいては神様のた

せん。

めに悲しむ人であってこそ、神様の国を建設
もしこのような人が現れれば、私たちがそ

することができるのです。

の人を見ると、今は滅びるように見えるので
今日、皆さんは、皆さん個人の何かの欲望

すが、あとから繁栄するようになるというこ

を満たすために努力するのではなく、より大

とを、皆さんは知らなければなりません。ま

きな目的のために犠牲となり、奉仕する信仰

た、正にそのような人が、家庭や職場、団体、

生活をしなければなりません。そのようにし

国家の主人です。家庭において父母のために

て、ただ神様のみ旨と人類だけのために苦労

自らの生命を捧げて孝の道理を尽くし、夫と

されたイエス様の心情的基準まで行かなけれ

妻が各々烈男烈女の道理を尽くし、国王のた

ばならず、今まで苦労してこられた神様の切

めに忠臣の道理を尽くす人が、正にその家庭

ない心情を慰労してさしあげる神様の真の子

の主人であり、その国家の主人です。

女の立場まで行かなければなりません。
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このような心が皆さんの心の中からわき出

ならなければなりません。そして、皆さんは、

てきて、体と一つになり、サタンまでも皆さ

いつどこにおいても、父のみ旨から外れるこ

んを尊敬して従うようになる時、初めて皆さ

とができないということを肝に銘じなければ

んは、その国とその義を探し立てる民として

なりません。

立つことができるのです。
歴史的な終末時代において、私たちは、華
今日、数多くの人々は、「私はいかなる人

やかに着て、おなかいっぱいに食べて生きる

間だ」、「私は国の民だ」と言って誇ってい

民族ではなく、歴史に代わって耐え、奉仕す

ます。今日、アメリカ人たちは、「大国の民

る民族にならなければなりません。逆さまに

だ」と言って誇っています。しかし、それは

ならなければなりません。そうであってこそ

永遠ではありません。アメリカは、自分の国

公平です。主権をもって他の生命を奪ってき

だけのために生きているのであって、他の国

たいかなる理念にも、反対の立場に立たなけ

のために生きなければならないということを

ればなりません。そのような時が来なければ

知らずにいます。昔、ギリシャ文明がローマ

なりません。必然的に、このような過程を経

のためにあったという事実を知らなかったの

なければならない歴史路程です。そうでなけ

と同じです。ローマも、自分の国の文明がイ

れば、道がふさがります。

ギリスを経て現代文明のためにあったという
ことを知りませんでした。それゆえに、今日、

そうだとすれば、神様が行く道、神様の息

アメリカの国民は、自分の国のために働くの

子、娘が行く道、神様の民が行く道とは、ど

はもちろんですが、他の国のためにも働かな

のような道でしょうか。耐えて、奉仕し、犠

ければならないことを知らなければなりませ

牲になりながら行く道です。皆さんは、耐え

ん。しかし、大部分のアメリカ人は、これを

るにおいて盲目的であってはいけません。救

知らずにいます。そのような中でも、自分た

い主のために、神様のために耐えなければな

ちだけのために生きるのではなく、天倫のた

りません。神様のみ旨のために耐えなければ

めに働かなければならないという理念が一部

なりません。一時があるので、その時のため

の人々に立っているということは、不幸中の

に耐えましょう。それゆえに、再臨思想がな

幸いです。

い高等宗教はありません。

今日、統一教会に集まった皆さん、皆さん

一時が来ると言いますが、その時とは、ど

は小さな教会に座っていますが、これを広げ

のような時でしょうか。心の主体であられる

れば世界に代わることができ、さらには天城

神様が、心の目的を達成される時です。人間

に代わることができるという心情を感じたと

は、心の主体であられる神様のみ旨に従って

すれば、問題は解決するでしょう。いかなる

闘い、その時のために探し求めていかなけれ

ことも解決することができるのです。皆さん

ばならない歴史的な運命に置かれています。

は、神様のみ旨を身代わりした子女なので、

人間が神様に従い、神様の目標に向かってい

神様をこの世界の主人として侍る天国の民に

くところでは闘いの路程がないはずがないの
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で、このような曲折を記録しているのが歴史

ことができません。サタン世界の文化背景を

です。

中心として習慣化した、そのような痕跡は、
天国の本然の世界にはあり得ないというので

その闘いとは、どのような闘いでしょうか。
耐える者が先に打たれる闘いであり、犠牲に

す。生活的、習慣的な要素が残っていては天
国に入っていくことができないのです。

なる者が支配される闘いであり、新しい理念
と新しい希望をもって立ち上がる人々が殺さ

民さえ転換すれば、地は自然に転換するよ

れる闘いです。そのような闘いの歴史路程で

うになります。主権さえ立てられれば、民も

した。それゆえに、この地上で善を叫んでき

転換し、国も転換するのです。ですから、レ

た人は、誰もが苦痛の路程を耐えなければな

バレンド・ムーンは、世界的な主権を手にす

らなかったのであり、民族に代わって犠牲に

ることができる最も近い基地であるアメリカ

ならなければならなかったのであり、自分の

とソ連に対して関心をもつのです。今まで、

信念を曲げないために死の場に出ていかなけ

ソ連はアメリカと両極化していましたが、彼

ればならなかったのです。

らさえも世界の頂上で一つに統一されていま
す。神様は、そのような頂上を導きたいと思

貧しく暮らしている人に対しては、助けて

っていらっしゃるのです。強いて比較するな

あげなければなりません。日本を中心として

らば、そのようになった時、導いていく機関

アメリカを助け、アメリカを通して飢えて死

車のようなものがレバレンド・ムーンだとい

んでいるアジアの人、かわいそうなインドの

うのです。

ような所を助けなければなりません。この世
界の人々は、一つの国の人々です。アメリカ

このような一つの主権における一つの民、

人がアメリカの国民を愛するよりも、天の国

一つの地、一つの文化圏がエデンの園ですが、

の人が天の国を中心として愛するほうが、よ

エデンの園には言語問題がないというのです。

り強いというのです。

なぜならば、天国には天国の母国語（真の御
父母様の言語）を使う人が入っていくように

今、韓国は悲惨な立場にありますが、ここ

なっているからです。

で支援しているすべてのものをもって韓国を
助けてあげれば、韓国民族が私を褒めたたえ

一つの国家を見ても、そこには代表者がい

ながら喜ぶことを知っています。しかし、私

て、氏族には氏族の代表者がいて、家庭には

は、韓国を助けずに、アメリカに来て、この

家庭の代表者がいます。人間は、このような

ようなことをしているのです。なぜならば、

すべての世界と関係をもっているので、宇宙

アメリカには世界へ向かい得る、より高い次

的な父母、教団的な父母、家庭的な父母に侍

元の何かがあるからです。

っていってこそ天の民となることができると
いうことを、皆さんは知らなければなりませ

自分の生活文化の背景に歴史時代の痕跡が

ん。

残っていては、本然の純粋な天国の民になる
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今日、全世界の人類が探し求めているもの

天国の息子、娘であり、天国の主人だ、その

とは何でしょうか。宇宙的な父母です。特に

ような結論が出てくるというのです。家庭か

キリスト教信者たちは、教団的な父母が現れ

ら出発して、天国の主人になるのであり、皇

ることを願っています。その宇宙的な父母が

族圏に入っていくのです。家庭の主人は孝子、

現れる日が、正に再臨の日です。しかし、ま

国の主人は愛国者ですが、これが一つにずっ

だ教団的な父母と対面させることができる摂

と連結されなければなりません。一つの道を

理が成されていません。

行かなければなりません。孝子から愛国者、
愛国者から聖人、聖人から聖子になるのが一

神様は、六千年間摂理のみ旨を立ててこら

つの方向です。あとに戻ることはありません。

れましたが、教団を中心として大祭司長の責
任を担ってこなければならないという再臨主

神様は、一つの道を行くことを願われます。

の使命が残っているのを見るとき、新郎新婦

最初は孝子にならなければなりません。「あ

という約束圏内の摂理は成されたのですが、

なたが絶対的に必要だ。苦難の場であろうと

新郎新婦が教団を中心として生活することが

幸福な場であろうと一緒にいたい」とおっし

できる真の父母の位置には、まだ行くことが

ゃることができる私にならなければなりませ

できていないことを知ることができます。

ん。生涯、「永遠に一緒にいたい」とおっし
ゃることができる私にならなければなりませ

真の父母の位置が決定するまでは、真の子

ん。誰かがいくら否定し、迫害したとしても、

女たちによって築かれる真の家庭は成立しま

皆さんはその道を行かなければなりません。

せん。一段階さらに進んで、宇宙的な父母の

天国の民になれば、そこには蕩減がありませ

位置が決定するまでは、教団的な父母の位置

ん。一度成し遂げた結果は、永遠に存続する

が決定されないのです。

のです。

二十四時間、常に明るい光を発し、常に熱

皆さんは、この国が認めなければならない

い情熱を発する人が神様の国の人です。虫た

真の家庭になるのです。この国の民が認めな

ちが、真っ暗な夜に光りのある所に寄り集ま

ければなりません。この国の氏族が認め、こ

ってくるのと同じです。

の国の家庭が認め、この国の個人が認め、皆
さんの家庭が個人、家庭、氏族、民族、国家

それゆえに、神様の生命力と愛の力、明る
く熱いものを永遠にもち続けることができる

の認定圏を超えてこそ、世界へ入っていくこ
とができるのです。

人ならば、その人は天国の人に間違いありま
ここで認められなければ、皆さんの行く道

せん。

はふさがるのです。認められることによって、
真の父の国、真の母の国、真の長子の国が

歴史始まって以来、初めて皆さんは天国の民

あります。そこに連結されて天国の民が生ま

として入っていくことができることを知らな

れるのです。ですから、私が天国の民であり、

ければなりません。

1940 * 千九百四十

천성경

天聖經
Cheon Seong Gyeong
皆さんの婚約者が気に入らなくても、耐え

いうのです。それから、その夫婦は、天国を

て犠牲となり、耐えて奉仕しながら行かなけ

代表した夫であり、天国を代表した妻だとい

ればなりません。「あの人と出会わなければ、

うのです。そのように思うことができる心で

私は学ぶことができなかったはずであり、私

あってこそ、入籍する時、天国の基準に拍子

を天国に行かせるためにあの人を私に与えら

が合うのです。そして、その基準に共鳴する

れ、もっと苦労し、奉仕し、犠牲になること

ことができるのです。この地上において共鳴

ができる精神を私にもたせてくれるのだな

的体験をしなくては、いくら祝福を受けたと

あ！」。そのように考えれば、偉大な人とな

しても、天上世界では困るというのです。

り、天国に行くことができる人になるのです。
男性も同じです。女性をもったということ
神様は、罪人までもその息子、娘にするこ

が最高の幸福です。二人が一つになって、愛

とを願われていらっしゃるのに、婚約者の顔

を中心として息子、娘をもったということが

が少し悪く、日本人で、背が小さいからとい

第二の幸福です。そのような愛の家庭を世界

って、「ああ、私の好みに合わない！」と、

に伝授しなければなりません。そのようにな

そのように考えることができますか。男性と

れば、天国の民としての資格を完全に備える

して生まれ、最も醜い女性を連れて、より犠

のです。

牲となり、より奉仕すれば、一等天国に行く
のだということを考えなさいというのです。

三位基台は、三大祭物です。アブラハムの
三大祭物があり、ノアにも三層の箱舟があっ

最も偉大な夫となり、聖人の夫になるのだ

たでしょう？ すべて三大祭物です。このよ

ということを知らなければなりません。統一

うに祭壇を築いて三人が祭物を捧げ、その地

教会の食口ならば、それくらいのことは考え

域の民のために忠誠と誠心を尽くし、自分の

られなければなりません。

息子、娘に対して福を祈る心情をもって、そ
の地域を抱くことができる人にならなければ

女性にとって最も幸福であり、最も貴いこ

なりません。そのような地域を受け持って三

とは、夫をもったということです。それから、

年間だけ活動すれば、天の民の資格を備える

夫婦にとって最もうれしいことは、子女をも

のです。

ったということです。その子女は、父親のも
のでもなく、母親のものでもありません。こ

真の人とは、全体のために犠牲となって苦

の世界のものです。天国のものです。族譜は

労した人です。真の人の中には、真の息子が

天国にあるのです。

いて、真の娘がいて、真の師、真の友人、真
の父母、真の兄弟、真の家庭、真の国、真の

自分の息子、娘ですが、みな国籍に入って

天国があります。それでは、真の天国とはど

いるでしょう？ 国籍があるということは、

のような所でしょうか。全体のためにより犠

その国の民だということです。それと同じよ

牲となり、苦労した人々が行く所です。

うに、その息子、娘は、天国の息子、娘だと
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アダムとエバは、個人で間違った結婚をす

のです。そこは、真の父母が教えてあげるの

ることによって滅びたので、今は逆に、国家

ではなく、真の父母を通して完成した人々が

間において二世が交差結婚をするのです。今

行く所です。あの世には、そのような教育制

は、愛さざるを得ません。愛によってその怨

度がありません。この地上で教育を受けてか

讐を溶かさなければなりません。このような

ら行かなければなりません。地上でつなぐこ

基準を立てるためには、アメリカという国を

とは、天でもみなつながれ、地上で解くこと

中心として、六カ国の怨讐の国々、日本、韓

は、天でもみな解かれるのです。

国、ドイツ、フランス、イギリス等の怨讐が
集まり、その怨讐の国に行き、その国の忠臣

天国の民は、万民の前に奉仕の旗を掲げて

以上になり、新しい国を蘇生させるための伝

立ち上がった人々です。それゆえに、今日私

統として、怨讐を愛したという挙国的な愛の

たちがある民族を救うためには、自分が所有

基台を通してのみ、一つになったその基台の

しているすべてのものを、その民族のために

上で天国が出帆するのです。

分け与えなければなりません。それでも救う
ことができなければ、自らの生命まで捧げる

天国に行こうとすれば、怨讐を愛さなけれ

ことができる人にならなければなりません。

ばなりません。エデンの園には、神様を中心

このような人が、すなわち天国の民です。こ

としたアダムとエバ、それからアダムとエバ

のような民を糾合して天国理念を成就しなけ

を中心とした天使長がいました。アダムとエ

ればならない神様の事情があることを、皆さ

バが完成して天国に入っていく時、天使長も

んは考えなければなりません。

一緒に入っていくようになっていました。愛
して入っていく所が天国です。天使長が、神

怨讐の子女を自分の息子、娘よりも愛さな

様の愛とアダムとエバの愛を受けたのちに、

ければ、天国に行く道がありません。今日の

一緒に入っていくのです。それが創造原理で

既成教会員たちは、神様に「いつも幸福にし

す。

てくださり、私たちの罪と悪なることを、す
べて許してください」と祈ります。それは、

生きるのは、自分のために生きるのではあ

すべて偽物です。それを知っている文総裁は、

りません。全体を代表して生きなさいという

神様に祈祷することができません。祈祷する

のです。自分が女性ならば、すべての女性に

前に実績を収め、それを捧げながらも恥ずか

代わってこの時代に生まれ、自分を見ている

しさを感じなければなりません。面目ない私

女性の手本にならなければなりません。一つ

たちの先祖の罪を、何をもって神様に許して

の標本として生きるのです。そのようになれ

いただくのですか。

ば、子孫たちは間違いなくその標本に従って
いくのです。そのように標本に従って連結す

いまだに真の父母が結婚式を挙げることが

る所が天上世界であり、永遠の世界です。こ

できていません。真の父母が定着できていな

こに合格すれば、すべてのことが無事通過で

いのです。しかし、今は、真の父母が「真の

すが、合格できなければ、大変なことになる

父母と成約時代安着」という時代を迎えたの
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で、真の父母が初めて還故郷することができ

しを慕わしく思い、間違いなく後ろを顧みる

るようになったのです。還故郷する時には、

のです。ですから、終わりの日にはそのよう

散在していたすべての子女を連れていくので

な時があるので、「身重の女と乳飲み子をも

す。故郷に行き、真の父母が定着して結婚式

つ女とは、不幸である」（マタイ二四・一

を挙げたので、息子、娘を結婚させるように

九）と言ったのです。

なるのです。
皆さんの国がありますか。この国のすべて
それゆえに、統一教会は、今まで他の宗教

の結論を出さなければなりません。ですから、

と反対の道を歩んできましたが、誤った宗教

今から盟誓文も天一国主人です。主人になる

ではなく、正統の道を教える宗教だというの

のです。天一国主人私たちの家庭は、真の愛

です。なぜならば、「真の父母」という言葉

を中心として。これが主体です。このように

をもっているからです。偽りの父母が教えた

するのです。分かるでしょう？ 盟誓文が変

世界とは反対の世界に立っているのです。

わるのです。盟誓文に主人が生まれました。
誰もがみな売り飛ばすことができます。しか

偽りの父母の立場から、修養して真の父母

し、天一国という言葉は、永遠に、永遠に真

の道を求めていくためにこのようなことを教

の父母によって生まれた言葉です。神様の王

えてあげたので、真の父母は、当然還故郷を

権を樹立し、天地父母安着生活圏を経て、地

しなければならず、家庭をもたなければなら

上天上和合統一大会を経て、天宙、天上地上

ないというのです。ですから、真の父母の息

平和統一解放聖火式が終わったので、新しい

子、娘も還故郷し、家庭をもたなければなら

国が必要です！ 分かりますか。

ないということは理論的です。
統一教会に入ってきてどれほど信仰したと
皆さんの心が「今、私は新しい時代に越え

しても、心と体が一つにならなければ天国に

てきている」と思えば、後ろも振り返らずに

行くことはできません。闘うところには影が

「世の中よ、さようなら！ 私は行く」と言

あるからです。

わなければなりません。何の話か分かります
か。天上地上平和統一解放聖火式をしたので、

皆さんがここで入籍修練を受け、祝福を受
ける時、正午定着ということを言いました。

その峠を越えたのです。

影があってはなりません。
ソドムとゴモラを離れる時、後ろを顧みて
はならないと警告したにもかかわらず、ロト

皆さんの心と体が一つになっていなければ、

の妻が、「ああ、行く道が漠漠としている」

日の光がさすとき、心が高い位置にあれば、

と言って……。行く目的地も知らず、どこに

左側に影が生じます。体が良心よりも高くな

行くのかも知らず、避難することよりも、今

れば、左側から影が生じます。正午定着にな

の苦痛が目の前をふさいでいて真っ暗な天地

らなければなりません。上中下が完全に垂直

だと思って行くので、女性たちは、昔の暮ら

に立たなければなりません。神様が一代だと

1943 * 千九百四十三

천성경

天聖經
Cheon Seong Gyeong
すれば、アダムが二代であり、三代圏が垂直

ていらっしゃる希望の理想世界を再現するこ

にならなかったというのです。神様には三代

とはできないのです。

がありませんでした。孫と孫娘をもつことが
できなかったかわいそうな神様だということ

私が神様を正しく見せてあげてこそ、彼ら

を知りませんでした。私たち人類の先祖であ

が私に従ってきて天の民になるのです。また、

り、私たちの師の中の師であり、主人の中の

その集まる民を正しく連結させてこそ、天の

主人であり、王の中の王であり、天下の大主

祖国光復が蘇生するのです。

宰であられるそのお方が、このように悲惨な
立場に立っていらっしゃったという事実を、

「一つの民」という言葉の中には、黒人、

堕落した人類は知りませんでした。知ること

白人、黄色人がすべて入っています。一つの

ができませんでした。

民は、すべての文化を消化させることができ
る能力をもたなければなりません。また、歴

四 天国の所有権を得ようとすれば天の民を

史的なすべての習慣と環境を消化し得る能力

大勢連れていかなければならない

をもたなければなりません。

皆さんは、「私たちは、希望の民を求めて

この一つの民となり、父母を中心として兄

きた群れだ。希望の国を蘇生させるための群

弟になろうというのです。しかし、まだこの

れだ。私たちが手を付ける日には、国を蘇生

世界は、そのようになっていません。それを

させ得る、一つの要素となる国民が蘇生する。

完全に一つの民になることができるようにし

私たちは、国の伝統的思想を受け継いだ者と

なければなりません。

して、私たちの願う国を再建するために立ち
上がったので、正しい伝統的思想によって彼

そのままほっておけば、そこにはいつも悪

らと一つになり、正しい国を求めていかなけ

なる人が残ります。私たちが家庭教会活動を

ればならない。私たちは、そのような群れを

することにより、一つの民をつくることがで

募集するための募兵責任者だ」、このように

きるのです。

考えなければなりません。
一つの民をつくる方法は、家庭教会活動を
ここで、国を愛する心にあふれていなけれ

通じなければならないという事実を知らなけ

ばならず、民を愛する心にあふれていなけれ

ればなりません。それ以外には道がないとい

ばなりません。今までのような、国の民とし

うのです。数多くの氏族がいても、一つにす

て国を愛した立場とは違わなければなりませ

る運動をしなければなりません。

ん。今までの自分の親戚、あるいは父母、兄
弟、妻子を愛したものとは違わなければなり

統一教会は、祝福を受けることにより、統

ません。それらとは異なる意味で民を愛し、

一教会の正常な食口として扱われ、天国の民

国を愛することができなければ、神様が求め

として扱われます。そのようにすれば、サタ
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ンは、理論的基準で自動的に分別されざるを

を天国の氏族化させる時代に入っていくよう

得ないという結論が出てきます。

になります。それゆえに、先祖が役事して、
我知らず統一教会に行くようになるのです。

サタンの愛よりも神様の愛が気高く、原則

春が訪れてくれば、葉が強制的に出てくるの

的な愛の基盤で祝福を受けた男性と女性とし

ではありません。自然に出てこなければなり

て立ったので、サタンが讒訴できる基準では

ません。ですから、徐々に朝日が浮かび上が

なく、その上にいるがゆえに、讒訴すること

るその世界が目前に迫ってきたので、解放さ

ができません。なぜならば、真の御父母様の

れた姿で、神様の子女の名分を中心として、

血筋を通してすべて本然の血統基準を立てた

威風堂々と天地の大主人として出ていくこと

ので、その血統圏にいることができるならば、

が、私たちの義務であり使命だということを

サタンは生まれることもできないというので

忘却してはいけません。

す。ですから、完全にサタン分別圏に越えて
先生の願いは、天国の民を生かすことです。

いくのです。

しかし、サタン世界に属した民をどのように
統一教会は、家庭天国理想のために前進す

変化させるのでしょうか。これが問題です。

る代表的教会です。この家庭の中には、国が

それを否定して、一八○度方向を転換させる

宿り、世界が宿り、天地が宿り、神様が宿る

のです。今、サタンは上に位置し、神様は低

ということを知らなければなりません。

い所に位置していらっしゃいます。それをど
のように変えるのですか。零点にならなけれ

真の父母の血族の因縁をもったので、今後

ばなりません。天国の民をどれだけ連れてい

野生のオリーブの木になってはいけません。

ったのかということが、最も貴いことです。

真のオリーブの木の種をもって、万国のどこ
に行って根を下ろしても、真のオリーブの木

皆さんは、先生のおかげで全員天国の民に

の実が結実しなければなりません。万国万邦

なったでしょう？

同じです。皆さんの息子、

を越えて同じ実を収め、天国の神聖な民族と

娘が天国の民になることができるようにする

して倉庫に納めなければなりません。それが

ためには、自分が死んでも、天国に連れてい

神様の創造理想だったことを知らなければな

って暮らすことができる息子、娘として教育

りません。天国の民を拡張させなければなら

しておかなければなりません。それが皆さん

ない責任、蕩減の役事がない自由解放圏内の

の財産です。それをシステムにして、皆さん

天国の民を拡張させなければならない責任が、

の息子、娘を教育しなければなりません。そ

私たち統一教会の家庭にはあるのです。それ

れでこそ、彼らが一つの所に行くのです。す

が皆さんの使命だということを忘却してはい

べての人々が一度に天国の民になるならば、

けません。

神様がどれほど喜ばれるでしょうか。そのよ
うにしなければなりません。それが、あの世

今から氏族圏が発足するのです。今からは、

の財産です。

神様が主管されるのではなく、皆さんの一族
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嫁いでいく新婦が嫁ぎ先に行くときに、所

霊界においての所有圏は、天国の民をどの

帯道具をもっていくのと同じように、それが

くらい連れて入ってきたかということで決ま

あの世に行く時の贈り物です。自分の国の人

ります。それが自分の財産です。これからは、

はもちろん、数多くの国の人を連れてきたと

それを正さなければならない時が来ました。

いうときには、天国で祝宴が催されるのです。

今からは、一日に何百万が伝道される時が来
ます。統一教会には、そのような素晴らしい

原理のみ言を通じて、事業ならば事業分野

内容があるのです。世の中を見なさいという

において、天国の民を連れて入っていくこと

のです。今死ぬとか生きるとか、人生が何だ

が最大の贈り物です。天国に入っていく時に、

とか、地に足をつけることができずに空中を

何をもっていくのですか。自分の家族だけ連

さまよいながら、狂ったように歩き回り、最

れていくのではありません。自分の家族だけ

後に自殺する人がどれほど多いですか。

連れていけば、サタン世界のカインの息子、
これからは交流時代に入っていくのです。

娘を、誰が救ってあげますか。

統一教会の食口交流時代、近隣の三、四カ国
ですから、今まで、真の愛を中心として天

を中心とした交流時代、その次には大陸間の

国に入っていった民がいなかったというので

交流時代、さらには東洋と西洋の交流時代が

す。そうです、天国は空いているのです。で

来るのです。このように交流すれば版図が変

すから、天国の民をたくさん復帰していくこ

わるのです。

とが、神様から賞を頂き、天国の近くに行く
ことができる贈り物だということを知らなけ

なぜそれが必要でしょうか。その国家と国

ればなりません。知識や何かの活動や実績で

家を見れば、境界線に接している国家同士は、

はいけないというのです。

大概が怨警視しています。自らの実利を追求
しているのでぶつかることが多く、怨讐にな

永生基盤がなくては、長久な闘争はできな

ったというのです。それゆえに、霊界では、

いのです。実績がなければ流れていきます。

暗黒の時代で生きた人は、すべて障壁でふさ

先生は、永生をかけて闘ったので、今まで残

がれているのです。これをどのように開くの

ってきたのです。同じです。深刻な問題です。

ですか。地上で子孫が崩してあげなければな

その力を知らずにいます。いずれ、一度は死

りません。

ぬのです。どのコーナーで死ぬのか分かりま
せん。いつかは霊界に行くのです。行く時に、

その子孫が崩してあげることにより、その

天の前に何をもっていくのですか。体をもっ

障壁が崩れるというのです。その障壁を崩そ

ていくことはできません。すべての人が天の

うとするので、日本の人を、憎んだ以上に愛

民を率いていかなければなりません。それゆ

することができる人にならなければならない

えに、先生の後ろには、多くの民が従うよう

というのです。それがアベルの使命です。先

になっているでしょう？ それは、しなけれ

に知った人が、先に十字架を負わなければな

ばならないのです。

りません。
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あの世に行くにおいて、個人所有になるも

理を知りました。これは、数千、数万の民を

のは、この地上にいる時に天国の民をどれだ

救うことのできる武器です。今まで神様が人

け多く接ぎ木させていったかということです。

間に教えることができず、それを分からない

宗教では、この意識を植えつけてあげなけれ

中で摂理なさる神様の切なさ、それに代わっ

ばなりません。私たち統一教会の食口が二世

て地上で神様以上のことを私たちがするので

にこの意識を植えつけることができなかった

す。私たちには、原理で数百、数千のアダム

ので、ほかの所に行こうとするのです。「就

を教化して連れていくことのできる道がある

職だ」、「何だ」と言って、世の中に流れて

のです。

いこうとするのです。
皆さんは、天国に連れていくことができる
ですから、この地で霊界、天国の民を生産

息子、娘を何人つくりましたか。皆さんがし

するようになっているというのです。霊界で

なければならないことは、それしかないので

は生産ができません。地上で生産するのです。

す。いくら億千万のお金をもって幸せに暮ら

ですから、本来は、アダムとエバを中心とし

しても、すべて流れていくのです。それは、

て、原則的に生産したとすれば、すべてが天

自らのすべての物質と知識と自分の命まで、

国の所属なのですが、堕落したためにひっく

堕落した自分の命まで投入してでもしなけれ

り返ったのです。

ばなりません。それを別々に投入するのでは
なく、一度に投入して天国の民をつくろうと

御飯を食べることよりも重要なことが、天

思わなければなりません。投入して全体が加

国の民を治めることです。それが、この地上

重されるに従い、その価値は比例していくの

に生きる私たちの本業です。生涯にしなけれ

です。

ばならないことの中で、それ以上に貴いこと
はありません。世の中で就職して出世したり、

皆さんがどれだけ永遠に天の前に称賛を受

お金を集めたりすることは、すべて流れてい

けられるかは、どれほど天の民を収穫して収

くのです。あの世では、お金を集めても何の

めるかという問題にかかっています。それを

意味もありません。あの世では、物質が必要

収めることのできる鍬が、今まではなかった

ないのです。知識が必要ないのです。学ばな

のです。分からないのでできなかったのです。

くても心が先に知っています。一週間以内に

しかし、皆さんには、背負子があります。熱

何でも、すべて通じるのです。

心にみ言を伝えれば、爆発的に収穫すること
ができるのです。

今後、皆さんはあの世に行き、復帰歴史を
される神様の前に、一人のアダムを取り戻す

自分によって多くの天国の民、天国の家庭

ために今まで苦労された神様の前に行って、

を拡大しなければなりません。あの世に行っ

何と言うのですか。神様は、創世以後、今ま

て新しく策定される位置が、地で決定すると

で一人でアダム完成者を尋ね求めてこられた

いうのです。地で結べば天でも結ばれ、地で

のではありませんか。しかし、皆さんは、原
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解けば天でも解かれると言ったでしょう？

山に行って山菜を摘む女性が、良い山菜を

このことを前提として語られた言葉です。

取ろうと一日中あちこち飛び回れば、夕方に
帰ってくる時にはかごが空だというのです。

磁石のＮ極とＳ極がお互いに「引っ張れ」

おなかが空き、その山菜をつまみ食いして空

と言って引かれていくのではありません。そ

のかごで帰ってくるのです。しかし、着実に

のように自然な作用が展開するのです。台風

落ち着いて取る人は、元気に飛び回っていた

が吹くのです。これが定着しなければなりま

女性を家に使いとして連れてくることができ

せん。エバ圏を中心として、母を中心として、

るというのです。

台風のように吹いてくる世界の運勢と共に、
カイン・アベル圏を家庭にしっかりと植えて

今、天国には民がいません。天国は空いて

おかなければなりません。出産するのです。

います。それゆえに、統一教会の門を通じて、

皆さんがする出産は、母の出産であり、息子、

空いている膨大な天国を民で満たさなければ

娘の出産です。この道を行くにおいて、女性

なりません。そのような時代が来たにもかか

たちは解放者です。男性たちは、無関心な自

わらず、世界のことは考えないで自分のこと

由天地圏にいるので、自分の息子、娘が行く

ばかり考えていてはいけません。うずらのよ

ことに干渉できないのです。女性は、二十四

うに頭の羽が抜け、せきれいのように頭の羽

時間いつでも占領することができる時代圏に

が白くなってはいけません。仕方なく尾を振

入ってきたという驚きを、天地の前に、父母

りながら、哀れに飛んでいくせきれいになっ

様の前に感謝しなければなりません。それゆ

てはいけないというのです。貴婦人にならな

えに、どれだけたくさん収穫して天国に行く

ければなりません。

のかということが問題です。
最近韓国では、婚礼家具問題で騒々しいで

なぜ神様がアダムを造られたのかというと、

しょう？ ちょうどそのような時になりまし

横的な面積が必要なので造られたのです。多

た。天国に、どれだけ多くの民と家庭を連れ

くの男女が結婚して家庭を築くのは、家庭の

て入っていくのかということが問題です。天

息子、娘をすべて移動させ、天国を満たすた

国には家庭も民もありません。民とともに家

めなのです。それゆえに家庭は、天国の民を

庭をつくってさしあげれば、神様がどれほど

創造、製造する分工場です。

有り難いと思われるだろうかというのです。
真っ暗な夜中に天を見れば、星が輝くのが見

家庭が分工場なので、多くの息子、娘を刷

えるでしょう？ 皆さんはその中で、どのよ

り出しなさいというのです。天国では、誰が

うな星になりたいですか。大きな星になりた

民をたくさん連れて入ってきたかによって天

いと思うはずです。へそのような大きな星に

国の位階が、栄光の位置が決定するのです。

なるかならないかは、民をどれだけ、家庭を

息子、娘をたくさん育ててみれば、十二タイ

どれだけ率いていくかにかかっているのです。

プの人間、二十四タイプまで育ててみれば、
人間をすべて愛したという位置に立つという
のです。
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今回、私がハワイに出発する時に、今まで

れは、国家、世界、全宇宙を滅ぼしてしまう

神様王権即位式と、それから神様の故郷と祖

ことができる破綻です。偽りの父母がこのよ

国定着、それから天一国宣布とともに国民…

うにしてしまったので、偽りの父母の王であ

…。国を成すためには主権がなければなりま

るサタンが生まれ、偽りの父母と一つになっ

せん。それが王権樹立です。国がなければな

て神様を追放し、神様が願われる世界を滅ぼ

りません。祖国定着です。その次には国民が

したのです。そのようにして、今まで、政治

いなければなりません。ですから、天国入籍

世界が宗教圏を犠牲にしてきたのです。しか

カードをもつようになっているのです。

し、今からは、これがひっくり返ります。

このようなことをなすことによって、天の

ですから先生は、超宗教、超国家、超ＮＧ

全権を中心とした主権と国と国民を備えるこ

Ｏ運動をして、秩序がひっくり返っているも

とができる天一国の基盤がすべて準備されま

のを順次的な方向に立て、天と地が統一され

した。ここにおいて自らの確定的な価値決定

た解放の結果として合わせるのです。合わせ

は、今から皆さんが天の前にどれくらい一族

るにおいては、霊界で合わせるのではなく、

を収拾するかにかかっています。逆に行かな

地上で合わせてすべてのものを解放して越え

ければなりません。ここから上がっていかな

ていかなければなりません。

ければなりません。
越えていく時は、サタンが汚した血痕の残
今からは、先祖を動員する時代です。先祖

っている一切、汚した痕跡が残っている一切

たちを動員して協力させなければなりません。

を燃やしてしまうのです。今まで、自分個人

そのようにしようと思えば、この内容をはっ

や家庭やおしりにぶらさがっていたものをす

きりと知り、天上の構造がどのようになって

べて燃やしてしまい、この天上地上平和統一

いて、どのように再臨役事が成されるのかと

解放聖火式を通して越えるのです。

いうことをはっきりと知って動員しなければ
なりません。そのようにして、皆さんが旗手

越えるのですが、その越えた位置は何かと

となり、誠心誠意を尽くす彼らの方向を先に

いうと、祝福中心家庭です！ 越えるにおい

つかんであげ、模範とならなければなりませ

ては、家庭から失敗したので、家庭をもたな

ん。地上がお兄さんです。地上が模範となら

ければ越えることができません。個人では越

なければなりません。分かりますか。ですか

えることができません。それゆえに、今、霊

ら、一人でするのだと思わないでください。

界でも祝福完結のために大騒ぎです。地上に

先祖を動員すれば、すべて協助してくれるの

対して要求するのです。

です。
それゆえに、地上で生きたのちに死んでい
堕落とは何かというと、神様にも創造なさ

った皆さんの先祖や、また宗教の責任者であ

った責任があり、アダムには堕落させた責任

る宗主たちには、地上に再臨し、その氏族や

があります。その堕落は家庭破綻であり、そ

宗教を中心とした主人の立場で責任行為を完
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結して越えていかなければならない責任があ

ればなりません。王が願うとおりに一心にな

るので……。

らなければならず、世界の大統領と一心とな
り、神様と一心となり、天地の大統領と一心

「今、統一教会は外部の人を伝道してはな

統一になれば、世界は一つの国になるのです。

らない」と言いました。自分の一族、自分の

その統一された国は、人の国ではなく、正に

家庭に属している僕を救ってあげ、それから

私の国なのです。

養子を救ってあげ、庶子を救ってあげ、直系
の子女を救ってあげ、一つになって父母に侍

アダムとエバが神様の前に責任を果たして

り、本然の家庭の夫であるメシヤを中心とし

いたならば、神様が祝福式をしてくださった

て教育を受けるのです。そのようにすること

のです。祝福を受ければ、そこから善が出発

によって、新たに解放された地上の個人から

し、真理の一体化、実体の一体化、心情の一

天上解放圏まで完結することができるのです。

体化が成されるのです。真理の一体化とは、
神様が「このようにしなさい！」とおっしゃ

五 天一国主人の生活

れば、「はい」と言って、神様のみ言どおり

一) 一心、一体、一念、一和

に従ってすべて成されるのです。神様のみ旨
から見たアダムとエバは、本来二人ではあり

あなたと私は、心と体が一つになった同じ

ません。アダムがエバに引かれて天法に背い

位置、それはすなわち夫婦一心、父子一心と

たので二人になったのであって、本来は一人

いう位置です。一心は、一つは上にあり、も

なのです。真理の一体化、実体の一体化が成

う一つは下にあるという状況では成立できま

されたのちには、心情の一体化が成されなけ

せん。父親が上にいて、息子、娘が下にいれ

ればなりません。そのようになれば、神様と

ば、一心になることはできないのです。お互

一体化するのです。神様は、そのようになる

いが同等な立場で平面的に位置していてこそ

日を待ち望んでこられました。

一心になるのです。内的外的関係が平面線上
の位置に立ってこそ一心になるというのです。

天国は、神様の愛を中心として完全に一体
となった夫婦が入っていく所であり、その一

夫婦も同様です。

体となった夫婦によって生まれた子女たち、
横的関係において内外関係、前後関係の位

すなわち神様を中心として一体となった家庭、

置に立ってこそ一心になるのであって、上下

氏族、民族をすべて率いて入っていく所なの

関係では絶対に一心になることはできないと

です。

いうのです。
統一教会の第一条件は、心身一体です。そ
一心統一です。目が一心にならなければな

れで、神様が天地創造される時、絶対信仰、

らず、鼻も一心であり、すべて一心です。心

絶対愛、絶対服従を命じたのです。自分が言

と体も一心であり、男性と女性も一心です。

えば、信じたとおりに実体が現れます。現れ

国の氏族も一心であり、国も一心にならなけ

なければ、投入して現れるようにして成し遂
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げるのです。いくら大きなものでも、自分が

を愛しなさいということです。男性と女性に

命令したとおりに成し遂げられるというので

おけるすべての願いの骨子または主流は、一

す。願った以上に投入するので、完成するの

心、一体、一念の思想です！

分かりますか。

です。
ですから、きょうの表題を言うと、一心、
エバの堕落は、絶対信仰、絶対愛を追求で

一体、一念安着は、一念と言ってもかまいま

きなかったということです。それで、蕩減復

せん。一心、一体、一念は神様と天宙人の主

帰原則において、良心を中心として絶対信仰、

流思想です。天宙と言えばみな分かるでしょ

絶対愛を取り戻すために、天のために生きる

う？ 神様の家なので、万物世界、天地がす

一念、一片丹心しかないというのです。世の

べて入るのです。天宙人の主流思想です！

中のすべてのものは、天とは背反するものな

分かりますか。一度言ってみてください。

ので、これを断ち切って絶対否定しなければ

（一心、一体、一念は、神様と天宙人の主流

なりません。

思想です）。天宙人とは、天地の家の人です。
すべて入ります。被造万物がすべて入るので

一和という言葉は、「一」という字に、和

す。天宙人の主流思想です。分かりましたか。

するの「和」という字です。化けるの「化」

一度言ってみてください。（一心、一体、一

という字ではありません。和するの「和」と

念は、神様と天宙人の主流思想です！）。そ

いう字は、皆さんの個性がそれぞれ違います

れ以外にはありません。

が、個性の違う人たちが一つになるのと同じ
ように、個性の違う民族、個性の違う国家が

万福の根源であられるお父様！

一つにならなければならないという意味が内
地上に真の父母を送られて数多くの恨の峠

包されています。

を蕩減させられ、今は、天上地上和合統一大
一和という言葉の「和」という字は、本質

会とともに天上地上平和統一解放聖火式を終

が変わっていきながら和合するのではありま

え、天と地が共に水平上に立つことのできる

せん。男性なら男性が、女性なら女性が、変

天一国平和統一平定時代を迎え、天と地が共

わらずに和合するのです。どちらが貴いかと

に一体理想を中心として、個人から天宙まで、

いうと、本質が変わって和合するよりも、そ

水平的基準で一つの目的に向かって前進する

のまま和合するのが貴いのです。

ようになりました。個人完成を中心として、
心と体が一つになり、一心、一体、一念を中

一心、一体、一念。一心は何かというと愛

心として和することのできる一和の実体を中

天です。天を愛しなさいということです。一

心として、天が願われた相対的理想を完成す

体は何かというと、人類を愛しなさいという

るための愛の理想のために絶対的に必要なも

ことです。そうではありませんか。一念は愛

のは、対象的基準として創造されたアダムと

国です。愛国は国家を愛しなさいということ

エバです。無形の天国の父母と有形の実体の

です。国家は家庭を拡大したものです。家庭

父母が、一心、一体、一念、一和の統一的基
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準を中心として、愛の理想相対をもたなけれ

人、家庭、氏族、民族が相対的基準で一体化

ば、絶対愛、唯一愛、永遠不変の愛、神様に

するのです。

おける属性の主流的理想の目的を完成するこ
それで、無形の神様と実体の天地父母の愛

とはできません。

を中心として、家庭的出発形態を拡大した世
界理想の基準として抱き、一つの家庭形態と

二) 純潔の八段階

して結論づけることができるようになるとき、
救援摂理は再創造摂理です。再創造摂理は、

地上天国と天上天国が解放され、天の国に直

神様の創造原則にかなう純潔な万物、純潔な

行することができる道が開かれるようになる

人、純潔な血統、純潔な愛を立てるためのも

のです。このような内容を成し遂げることが、

のであり、これが創造の過程なのです。純潔

神様と真の父母の使命です。

な地上に純潔な万物、純潔な人、純潔な愛を
立てるためのものが創造の理想であり創造目

心と体が一つになり、一心、一体、一念、

的なので、これを成し遂げるためには、私た

一和の姿で神様の前に真の孝子となり、国の

ちの一身において自由にならなければなりま

前に忠臣、世界の前に聖人、聖子の道理を果

せん。

たし、純潔な孝誠の心で、「私は、永遠に真
の父母に侍って暮らします」と言うことので

純潔な体を取り戻すためには、サタンの基
盤になっている体を打って、サタンを追放し

きる群れにならなければ、天一国の民になる
ことはできません。

てしまわなければなりません。そして、純潔
な心と体、物質と精神が一つになり、それか

自分一人だけが幸せに暮らそうと考えるこ

らサタン圏を抜け出し、約婚段階において三

とはできないということを発見しながら、世

年を経たのちに完成圏の祝福家庭を成すので

の中にいかなる困難や幸福な環境があったと

す。これを原理から見るときには、人間の責

しても、それを越えて不幸な立場にまでも自

任を完成することができる立場に上がってい

分が行き、開拓の王子の立場で神様の代身者

くということです。このような復帰路程と蕩

になろうと思うことができてこそ、天一国を

減路程を知らなければなりません。このよう

相続することができる相続者になるのです。

にしなければ上がっていく道がありません。
一緒に暮らしたいと思って真の御父母様が
純潔の八段階とは、純潔、純血、純愛、純

苦労されるので、私は、千倍万倍苦労しても

孝、純忠、純聖、純婚、純家庭の道理を果た

良く、持っているものをすべてかき集めて、

し、真の父母によって個人から家庭、氏族、

その生活圏内に相対基準を造成し、誰よりも

民族、国家、世界、天宙、神様まで、地上に

真の御父母様を解放された喜びの立場に立て

おいて八段階の秩序を完成した形態として立

ようと思わなければなりません。

てることによって、はじめて対象的な横的個
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自分は極の極の立場で苦難も消化しながら

血統を維持しなければなりません。清い血

感謝することができ、賛美を捧げ、天の前に

統、純潔な血統を維持しなければならないと

栄光を捧げ、子孫の前に永遠に誇りを残して

いうのです。神様が堕落したアダムとエバを

あげようと思うことができる人になってこそ、

追放したのと同じように、血統が汚されれば、

天一国の主人になることができるのです。

自分を完全に除去してしまい、堕落した人と
同じように、再び人類の後ろに戻っていかな

習慣性を正し、サタンにずるずる引っ張ら

ければならないのです。

れる糸口を残さないためには、神様の摂理と
してこれは良いチャンスだと考えなければな

今後、天国の責任者は、このような純潔を
守って生きてきた人だけがなることができる

りません。

のです。この人たちは、主流の伝統思想を受
純潔の血統を残すためには、真の御父母様

け継いで相続していかなければなりません。

の血統を受けて継承した清潔な基盤の上に、

祝福を受けた家庭が再堕落することは、絶対

純潔な愛によって純潔な種を蒔いて、純潔な

に赦すことができません。

子孫を迎えるその日の喜びを思って耐えて越
えていかなければなりません。そのような道

家に帰ってくれば、誰よりもまず父母にあ

が、山の峠が重なりあっています。それを重

いさつし、孝道を尽くす伝統がありますが、

大だと思って希望に満ちて越えていくことを

それは、特に女性に強く強調されたことです。

先生はお願いします。分かりますか。

なぜ沈清でしょうか。それは、女性が不孝を
したからです。世界的な歴史を蕩減し、孝子

真の父母は、アダムとエバが失敗したすべ

の伝統を立てるために、一人の女性をナンバ

てのことに責任をもち、解決してあげなけれ

ーワンの位置に立てなければならないのです。

ばなりません。そのようにしなければ、真の

復帰天国を成していく時に、これが蕩減の第

父母の立場に帰る道がありません。父母が植

一条となるので、女性が孝子の伝統を立て、

えたので父母が収穫し、悪いものは火で燃や

志操を守り、純潔を誇ることができる娘にな

し、良いものは倉庫に入れ、万民が要求する

ったというのです。

種を分配してあげなければならないというの
です。それが原理のみ言です。真の愛のみ言

天国の主人になるということは、孝子にな

です。純潔な血統のみ言です。理想の夫婦に

ったのちに言う言葉です。孝子の次には、忠

関する愛のみ言です。それ以外に、人間とし

臣、聖人、聖子の家庭です。

て尋ね求めていく道はありません。それ以外
はすべて消えていきますが、これは、人間の
生命と共に、永遠の生涯と共に行くのです。

聖子の家庭が真の家庭です。真の家庭にな
ってこそ、天国の主人になるのです。

そのように貴重なのです。
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心と体が一つにならなければ、今後、天国

庭的孝子聖人、家庭的孝子聖子を真の父母の
前にすべて捧げ、神様の前に収拾してさしあ

に行くと考えてはいけません。

げなければなりません。その国も、すべてこ
もし原理のみ言を知って一つになろうと思
ったならば、一つになる時まで、あの世に行

のような婚姻申告をしなければならず、出生
申告をしなければなりません。

って待たなければなりません。
祝福された家庭は、純潔血統、純愛家庭を
皆さんは、孝子にならなければならず、孝

中心として、家庭的孝子、国家的孝子、世界

婦にならなければならず、それから孝聖にな

的孝子、天宙的孝子になって「神様は私の父

らなければなりません。その次には、純潔、

だ」と言わなければなりません。内外にある

純血、純愛を中心として、家庭基盤の上で神

すべてのものが似て、心も似て、体も似て、

様に対して家庭的孝子にならなければなりま

細胞も似て、一心、一体、一念、一和になら

せん。一人だけではありません。家庭全体が

なければなりません。しかし、相対がいませ

孝子にならなければなりません。そして、孝

ん。一和の立場で愛を投入しなければなりま

子忠臣家庭、それから孝子聖人家庭、孝子聖

せん。投入し、万物時代から絶えず上がって

子家庭です。

いかなければなりません。最終的には神様に
まで上がっていかなければなりません。神様

そのような立場で、個人から天宙まで、あ

が喜ばれれば、天下が喜び、天地が和動でき

の世の天国の王権を受け継ぐことができる王

る本然の創造理想、完成完結した解放的起源

子、王女として、遜色のない主人の代身者と

がそこから出発するのです。そこまで行かな

ならなければなりません。私たちは、常にそ

ければなりません。それを早くしなければな

のような訓練をしなければなりません。天一

りません。雷のごとくしなければなりません。

国主人という言葉は、そのような意味です。
三) 神様と真の父母のための侍る生活
真の父母がすべてを収拾し、主人の位置に
奉献してさしあげなければなりません。なぜ

今日、堕落した人間たちに父母はいますが、

かというと、アダムとエバは、結婚したのち

その父母は真の父母ではありません。その父

に相続されるのです。結婚前に所有している

母は、神様に認められた父母ではないという

ということは、盗品を購入したということで

のです。それでは、終わりの日に私たちがし

す。

なければならないこととは何でしょうか。私
たちが生きているこの時に、宇宙的な父母を

盗んだ品物を買って使っているか、借りて

お迎えしなければならず、教団的な父母をお

使っているか、自分で盗んで使っているか、

迎えしなければならず、その次には家庭的な

主人ではない者が主人の役割をしているとい

父母までをお迎えしなければなりません。す

うことです。すべて果たし、純潔、純血、純

なわち三代の父母に侍らなければなりません。

愛の家庭を中心として、家庭的孝子忠臣、家

家庭は、民族を代表することができる型であ
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り、教団は、子女の代わりをすることができ

真の母の命令に絶対服従しなければなりませ

る型であり、宇宙的な父母は、真の父母の代

ん。エデンの園で戒めを守ることができなか

わりをすることができる型です。

った恨を解かなければなりません。絶対服従
しなければならないのです！ また、その母

今日、地上に人間たちが生きていますが、

の言葉に息子、娘が絶対服従しなければなり

神様が許諾された真なる父母の愛の圏から外

ません。それを誰が教えてあげるのでしょう

れています。父母と血と肉が相通じる因縁が、

か。父、完成したアダムが教えてあげるので

私から永遠の世界まで連結していないことが

す。

寂しいことなのです。それゆえに、家庭的な
父母から教団的な父母と、宇宙的な父母と、

蒔いたとおりに刈り取るということは真理

神様の愛が絡み合って、初めて六千年全体の

です。エデンの園のアダムとエバは、何の種

愛の圏に入っていき、神様に顔を上げて立つ

を蒔きましたか。フリー・セックスの種です。

ことができるということを皆さんは知らなけ

それで下部を隠すのです。幼い子供も、父母

ればなりません。これが、私たち人間が必ず

が買っておいた菓子か、おいしいものがある

行くべき路程です。

とき、それを隠れて食べていて、父母が来れ
ば隠します。犯罪の部分を隠すのが本性の作

もし人間が堕落せずに生まれていれば、神
様の愛と生命がすべて連結された種から生ま

用です。神様の前に現れることができないの
です。

れていたのです。それでは、その生命はどこ
に行くのかというと、ほかに行く所はないと

堕落した人間が地獄に落ちたので、天国に

いうのです。その生命は、自動的に神様に帰

行こうとすれば、一八〇度反対の道を行かな

ります。磁石があれば、Ｎ極は、Ｓ極に向か

ければなりません。ここで間違った血筋をも

って自動的に行くのと同じです。そのように

って生まれ、地獄に落ちるようになりました。

なっていれば、神様がいるのかいないのかを

血統が変わったのです。それゆえに、メシヤ

尋ねる必要はないというのです。空気がある

が来なければなりません。神様が創造された

のかないのかは分かりませんが、なければ息

エデンの園で、堕落しないで堕落前の位置に

が苦しいのです。同じように、神様もいるの

行き、家庭を築くことができる主人として送

かいないのか分かりませんが、その愛とその

るのがメシヤです。これが理論的に合わなけ

生命力によって生きなければ、すべてのもの

ればなりません。神様に侍る家庭を通してそ

が窒息してしまうのです。

れを連結し、国家を中心として家庭的に切っ
て接ぎ木した位置で、一度にひっくり返そう

真の父母を通して生まれ変わってこそ、天

というのです。

国の民になることができます。それでは、ど
のようにして再び生むのですか。生むことが

フリー・パスをもつためには、真の父母の

できる条件を掲げるのです。完全に一つにな

名前を通じなければなりません。そのように

らなければなりません。それゆえに、女性は、

しなければ、それをもつことができないので
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す。父がもっているものは子女に相続してあ

どれほどひどいことでしょうか。個人が天国

げるのが道理です。それゆえに、皆さんの家

に行こうとすれば、一人では行くことができ

庭教会活動は、真の父母の身代わりであり、

ません。二つが一つになり、兄と一つになっ

神様の前に真の父母の息子、娘として行うの

て父母に侍っていかなければなりません。

です。
エデンの園でアダムとエバは、自分勝手に
神様を中心として真の父母のみ旨に一致す

堕落して、その堕落圏内で生きたので、直接

ることができないときには、他人の息子、娘

的な侍義の生活をしてみることができません

です。彼らが真の父母の息子、娘として心情

でした。このような侍義の生活ができない人

一体になるとき、自分の息子として伝授され

間たちは、天上の天国に入っていく資格があ

るのです。

りません。しかし、皆さんは、堕落の血統を
受けて生活したとしても、一つの復帰路程を

堕落した人間は、他人の息子を生んで育て、

蕩減し、アダムとエバが地上で実体をもって

その息子を通して自分が高い位置に行かなけ

侍ることができなかった真の父母に侍り、神

ればなりません。このような観点がきちんと

様に侍って暮らしたという条件により、天国

設定されることにより、ここには否定があり

に入っていくことができる資格を得るという

得ないのです。

のです。そのようにしてこそ、天国の市民権
を得るようになります。

神様の息子、娘になろうとすれば、神様の
ようにしなければなりません。皆さんが真の

「天一国平和統一平定」を宣布するのです。

父母のようにしなければ、真の父母の息子、

「天一国平和統一平定」です。どこも同じだ

娘になることができないのです。同じ原理で

ということです。分かりますか。同じでない

す。先生も「蕩減」という言葉は嫌いです。

ところはないということです。「平定世界時

しかし、なぜいつも蕩減を中心として話さな

代」を発表するのです。天一国平和統一平定

ければいけないのでしょうか。これが公式だ

時代到来発表宣言！ ですから、この言葉は

からです。公式を解くことができなければ、

何かというと、天国も地上も同じだというこ

落第するのです。十年ではなく、千年たって

とです。平定です。

も落第するのです。
皆さんがある宗教を信仰したとすれば、そ
神様を宇宙の父母として侍れば、神様の愛

の宗教の責任者を呼んだときに答えなければ

がこの地上に君臨するというのです。そのよ

なりません。また、先祖を呼べば、子孫たち

うになる日には、神様の愛を受けて兄弟を愛

は真正に天一国平和統一の祝福を受けた家庭

するようになり、「闘いなさい」と言っても

なので、答えてあげなければなりません。で

闘わなくなります。エデンの園で堕落したこ

すから、霊界が自由自在に地上に再臨するこ

とは、どれほどひどいことでしょうか。エデ

とができ、地上の人の願いが先祖と神様の前

ンの園で争い、今まで血を流してきた路程が

に自由自在に伝えられ得る時代を意味するの
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です。天一国平和統一平定時代到来発表を宣

のような意味において、天一国平和統一、何

言します。「アーメン」と言ってください。

ですか。平定時代が来たのです。

きょうを記憶しなさい。きょうの早朝、こ

それゆえに、皆さんが活動する時は、一人

のような内容を祈祷する中で、このような時

で活動するのではなく、皆さんの国が従って

が来たのだなあということを感じ、このよう

回ります。霊界全体が、天の国全体が回り、

な内容を発表するのです。ですからそのよう

地上世界と万民が擁護する中で主人の資格を

な時代が来たので、きょうは、どのように生

もって生きているのです。ですから、神様の

きなければならないのかということを、しば

愛の伝統を私の一族を通して、一国の伝統の

らくの間話そうと思います。

その骨のような思想に自分が仕えるべき主人
にならなければなりません。アーメン。

私たちの願いは何かというと、神様と同じ
位置に立ちたいということです。同位権です。

六 天宙天地真の御父母様の勝利圏相続

同居権は共に生きるのです。それから同参権

一) 名前

です。同参権も同行権も同じです。共に参席
し、共に行動するのです。そのようにして、

先生の説教集を調べてみてください。四十

その次には同愛権です。共に愛の目的のため

年前に語った話や、今語っている話がそのと

に生きるのです。

おりになってきているのです。すべて読んで
みましたか。説教集を読んでいますか。（は

イエス様も、「わたしは道であり、真理で

い）。私は、イエス様をこの上なくよく知っ

あり、命である。だれでもわたしによらない

ている人です。「真の父母」という名前は、

では、父のみもとに行くことはできない」と

六〇年から生じたのです。歴史時代に「真の

言いました。しかし、「わたしは道であり、

父母」という名前が登場したということは、

真理であり、命である」と言いましたが、愛

驚くべき事実です。

の言葉を抜きました。のちの統一教会は、天
統一教会が世界主義になることによってど

一国は愛を中心として進むのです。

のようなことが起きるのかというと、霊界の
ですから、皆さんの願いは何かというと、

霊人たちがすべて霊界にとどまっていません。

真の御父母様と同じ位置にとどまりたいとい

地上で完成して入っていくのが目的なので、

うことです。それが願いでしょう？ 真の御

すべて再臨するようになります。すべて再臨

父母様と共に生きたい。真の御父母様と共に

するようになるのです。すべて活動するので

すべてのことに同参し、行いたい。そのよう

す。世界に散在している統一教会の教会員た

にして何をしようというのでしょうか。愛を

ちが尖端に立ち、「動け！ 動け！ 動け！

中心として、幸福に、自由に、解放された位

動け！」と言うのを願っているのが、数千億

置で永遠に共に生きるのです。アーメン。そ

になる霊界の霊人です。それが霊界の霊人た
ちの願いです。ですから、ここで合わせ、霊
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界にもっていって一つにすれば、神様が主管

って愛することによって滅ぼしたからであり、

なさる世界になるのです、真の父母の前に一

今日、神様の名と真の父母の名により、男性

つに統一された世界が永遠に継続するのです。

と女性が、世界を越えて神様の愛で完全に一
つになって生きることにより、世界は一つに

今、全世界の統一教会の人々は、「先生が

なり得ることを知ったからです。それゆえに、

韓国に行った」と言えば、既に韓国を中心と

私たちはそのようなことをするのです。韓国

して全員が一つになっているのです。あやし

人同士で結婚するよりも、できるならば、韓

げでしょう？ そのような意味において、こ

国に対して怨讐の国の人と結婚するのです。

この全（斗煥）大統領がアフリカに行くから
といって、人々がみなそこに行ったりします

皆さんは、神様がそのように待ち焦がれ、

か。しないでしょう。ところが、統一教会は

願いのみ旨をもってこの地上に送ってくださ

奇妙でしょう？

った人に対して、どれくらい歓迎しましたか。

白人、黒人、誰彼を問わず、

私のあとをついて回るのです。なぜでしょう

男性だけではありません。真の父という名前

か。どうしてですか。愛ゆえにです。

をもってこの地に根を下ろし、そこに真の母

名前は何ですか。先生の名前は何ですか。

を中心として、真の父母という名前をもった

名前が二重にあるではないですか。愛を代表

という事実、この地上の白衣民族がそのよう

して何と言うのですか。（真の父母です）。

な栄誉ある立場に選出されたということは、

この名前があるのです。ただの名前は文鮮明

驚くべき事実です。それを八八年のオリンピ

であり、愛を代表しては何と言うのですか。

ックに比べることができますか。

（真の父母です）。（笑い）真の父母です。
愛を代表する真の父母です。ただの真の父母

今日、文総裁が真の父母という名前を誇る

ではありません。それを知らなければなりま

ことができるのは何ゆえでしょうか。愛を中

せん。愛を代表して、神様の統一的な愛を中

心として、塀で遮られていたものを崩し、歴

心として、宇宙的な統一理念を広げるのに愛

史時代における縦横のすべての段階的分野を

を中心として、それが一つの鍵、キーになっ

解決し、門を開放させることのできる内的心

ているので、真の父母です。

情圏を備えたからです。そのような勝利的基
盤は、私の喜びだけではなく、天地が喜び、

私たち統一教会の教会員は、西洋の人々も、

歴史が喜び、時代が喜ぶことのできるもので

東洋の人々も、あるいは黒人たちもすべて同

なければなりません。そのような段階におい

じです。統一教会の教会員はそこが違います。

て喜ばなければならないのであって、歴史を

統一教会の人々は、西洋の人ともよく結婚す

否定し、過去を否定して喜んではいけません。

るでしょう。皆さんを西洋人と結婚させれば、

過去と現在と未来において共に喜ぶことがで

しますか、しませんか。（します）。します

きる内容として残らなければならないのです。

か、しませんか。（します）。なぜですか。
どうしてですか。世界を一つにしようとする

これをお立てになって第四次アダム圏を準

からであり、アダムとエバの夫婦同士が間違

備するために、イエス様の名によって祈祷し、
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真の父母の名によって祈祷していたすべての

歴史時代を経てこられたことを知らなければ

ことを越え、祝福された家庭の名前をもって

なりません。分かりますか。

祈祷することのできる時代を迎えました。そ
れゆえに、今や祝福された家庭が、アダムか

それゆえに、モーセがイスラエル民族と共

ら堕落せずに夫婦の名前をもって自らの息子、

に故郷に訪ねていく荒野路程を経てきたよう

娘たちを祝福してあげることのできる、この

に、真の御父母様の八十歳を中心として、こ

ような時代を迎えることによって、本然の第

のすべての事実を蕩減し、四十年を中心とし

四次アダム、地上・天上天国の解放圏をもた

て、家庭的荒野路程において天国入城を果た

せることのできる、このような頂上を越える

さなければなりません。そのことをなしてい

この日を「二・十節」として定め、ここに訪

るのです。家庭的カナン福地に入っていくの

ねてきてお父様の前に申し上げます。

で、イスラエル民族は割礼をしてあげました
が、統一教会は接ぎ木するために祝福をして

この日を分別し、この日を立てるために、

あげるのです。祝福を中心として、今まで反

「二・十節」を期してここに訪ねてきて、こ

対され、ありとあらゆる迫害を受けてきまし

の日を第四次アダム圏の頂上を越える日とし

たが、すべての民族が歓迎する、その峠を越

て定めることを願い、この日を立てて宣布い

えなければなりません。

たしますので、天がこれと共に天上地上が共
に一つになった場、祝福家庭が一つになった

父母は、子供が銃弾を受けて死ぬ場、刑場

場において、天地父母の名前に従ってこのよ

に出ていくようになれば、その子供の代わり

うな日を制定することを、すべての万象と万

に銃弾を受けて死のうとしますか、それとも

宇宙、サタン圈全体が喜んで従うことを願い、

避けていきますか。（代わりに受けます）。

真の父母の名によって「二・十節」第四次ア

父母の中の父母であられる神様はどのような

ダム解放圏を宣布いたします。アーメン！

心情をもって歩んでこられたのかを考えてみ
てください。それを本当に知るようになれば、

神様とサタンが闘ってくるときに、誰がそ

不孝という言葉は、自らの生涯の中から永遠

の闘いをやめさせるのですか。神様も止める

にその痕跡も見ることができないようになり

ことができません。サタンも止めることがで

ます。そのような神様を解放するために、真

きません。なぜでしょうか。偽りの父母がこ

の父母が来て苦労しましたか、それとも、よ

の闘いを起こしたので、偽りの父母以上の資

く食べてよい暮らしをしましたか。（苦労し

格をもった人が現れて神様の前に立つように

ました）。今もこのようにしているのです。

なった時に、（神様が、）「あなたは私の願
う者なので、私はやめる」とおっしゃり、サ

先生のふくらはぎを見てください。教主の

タンも、「あなたが勝利したので、私は退き

ふくらはぎをです。これは何ですか。完全に

ます」、このようになってこそ止まるのです。

黒人になっているのです。黒人の父にもなら

神様も、どうすることもできないので、長い

なければなりません。漁夫の父にもならなけ
ればなりません。農夫の父にもならなければ
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なりません。牧夫の父にもならなければなり

場合には、サタンがいつも私のものだといっ

ません。心情的面においてそれ以上の立場に

て、引っ張っていきます。ですから、実体基

立てば、彼らを天国に連れていくのです。私

準を立てようとすれば、サタンと正面で対抗

が皆さんを愛する情に従って「来なさい」と

し、勝利しなければなりません。

言えば、天下の地上世界が真の父母のあとに
従っていくことができるのです。それゆえに、

聖書には、善悪の実を「取って食べてはな

真の父母という名前を定着させるのです。で

らない」という内容が出てきます。そこには、

すから、真の父母は、個人的にも絶対的に必

人間と神様との関係を破綻させ得る内容が込

要なのです。必要です。父子関係、夫婦関係、

めてあったからです。それで問題になるので

家庭的に絶対的に必要なのです。氏族的にも

す。原理ではこの事実を明確に解明していま

絶対的に必要です。そうでなくては、国を救

す。原理は、堕落に対する事実がはっきり分

うことはできません。

からない人には、偉大な福音です。苦痛を受
けながら生きているすべての人々を救援する
ことのできる、偉大な福音です。

二) み言

原理には三大裁きがあります。真理、人格、

善悪の実は、文字どおり木と見ることはで

心情において裁きます。堕落は三大要件を犯

きません。木の実ではありません。億千万代

したからです。先生は成して、あなた方に教

（にわたって）人類がこのように破綻の立場

えているのです。復帰の道は成して教えるべ

と闘争の路程で呻吟する状況をつくるような

きであって、成さないで教えるのであれば、

果実を、神様がなぜつくられるでしょうか。

聖書において六千年前にもう既にやってきて

先生が語る、愛の内容を中心として現れた結

います。なぜでしょうか。原則があるからで

果だというのが、何よりも理論的だと考えら

す。父母の信仰が立たないから、父母が先に

れます。

知らなかったから、知るのも父母が先に知ら
なければなりません。父母が先に実行できな

復帰の法度が原理です。この原理は、大学

かったから、実行するのも父母が先に実行し

で教える科学の原理のようなものではありま

てこそ、知るようになるのが原則です。です

せん。人間が堕落し、父母を失ったので、そ

から、原理は先生から、もう成した基準に立

の父母を捜し出すための公式を教えるのが原

っていないと教えられないのです。

理です。それなのに原理を知らないでいいの
かというのです。また、知ったならば、どう

あなた方は、原理をパスしなければなりま

しなければならないでしょうか。ただ知るだ

せん。原理をパスして、原理基準に引っ掛か

けで、見物だけしていればいいのでしょうか。

らないような自らとならなければなりません。

実践しなければなりません。自ら学んで、実

そうして原理の実体者にならなければなりま

践しなければなりません。「原理」のみ言ど

せん。蕩減原則から外れた人には実体復帰は

おりに実践しようとすれば、原理に対する確

成されません。そのような条件が残っている

信がなければならないのです。
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では、「原理」のみ言を聞いて何をします

原理を学んだと言いながら、原理を全部奥

か。父母が自ら、原理を中心にして実践した

にしまい込んで、自分がしたいままに、自分

から法度になったのです。ですから、子女た

は自分なりに、原理は原理なりに一つになっ

ちも「原理」のみ言を中心にして実践しなけ

ていないのです。それで伝道してうまくいか

ればなりません。

ないのです。神様が共にいらっしゃらないの
で、そのようなものは偽物です。原理どおり

統一教会には「原理」という言葉がありま

にしなければなりません。皆さん、原理の本

す。原理というのは、宗教を信じる人も、宗

を見れば、そこには神様の六千年の心情があ

教を信じない人も、千年前も万年前もこの道

るのです。先牛の一生の血を流した闘争の歴

を経なければならない、その原則的な道をい

史が、そこにあります。皆さんの知らない内

うのです。

容がいくらでもあるのです。そのような原理
の本を一ページ一ページ見るたびに、夜を徹

ですから、統一教会で今、教えている真理

して祈祷しながら、ここに神様の心情を探す

というのは、神様と人間世界における曲折の

ことのできる鍵があるのではないかと思いな

すべての事情、恨が残ったものを解くことの

がら覚えましたか。線を引きながら、この一

できる原則的な内容を教えているのです。教

言の背後にどのような歴史があるのか考えて

理ではありません。教理は、天使長圏復帰解

みましたか。それで何、「神様が協助してく

放時代までです。それでは家庭を築くことが

ださらない」と言うのですか。ですから新し

できないのです。家庭を取り戻すことができ

い制度をつくらないわけにはいかないのです。

ません。

今からみな体質を改善しなければなりません。
神様の仕事をする聖職者の業が、どれほど神

私という純粋な者をどこで探るか、という
問題を結論づけなければなりません。まずも

聖なものであるかを知らないでいるのではな
いかというのです。

って、この統一教会の真理が、唯一の真理で
あるというその自信をもたなければなりませ

原理は、生命のみ言が入っている倉庫です。

ん。それから、変わらない、天然、霊界も、

原理を聞けば、大きな倉庫にゴムホースをつ

他界も、あるいは歴史を通しても、永遠に変

けて生命の水を供給されるのと同じです。こ

わらない真理です。誰も、国も変えることが

の生命の水の味を一度知ると、夢中になって、

できなければ、世界も変えることができませ

口を離そうとしても離せられなくなるのです。

ん。神様も変えることができないのです。先

口を離そうとすれば口だけが取れてしまって、

生自体もそうです。過去、現在、未来におい

行くなら行くでしょうが、離せなくなるとい

て変わらないという真理であるとするならば、

うのです。これはちょうど蜂が蜜を吸うとき、

この真理は、人間本来が願う、理想的な価値

ピンセットのようなものでおしりをつかんで

をもっているに違いありません。

引っ張れば、おしりがとれてしまいますが、
蜜から口を離そうとしないのと同じです。こ
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のように、原理には蜜よりももっと甘い何か

とのできる実績をもたなければ、天国に行く

があります。

ことができません。それを知らなければなり
ません。過去の時代は、今霊界に行っている

私たち「統一教会の原理の内容」といえば、
身震いするほど話してみなさいというのです。

善霊人たちや天使たちの時代だったのであり、
現在の時代は、父母の時代です。

身震いするほど、一度やってみようというと、
それはどんなにおもしろく、どんなに興味深

そして、未来の時代は、神様の時代です。

いか分かりません。み言は創造の能力をもっ

それゆえに、霊界を動員し、真の御父母様を

ているという事実を、確実に分からなければ

動員し、神様を動員することのできる、その

なりません。私がどこに行こうとも、天が共

ような実績をもたなかった人は、天国に入っ

にいらっしゃることを知っているので、その

ていくことができないというのです。アダム

心情が直接大衆に影響を与えることができる

とエバに対して天使が協助し、神様が動いた

のです。

のと同じです。そのようにしたのちに、宇宙
はアダムとエバが動かさなければならないの

み言と伝道、皆さん、統一教会の人たちが

です。

みな原理を知らないでいるのです。み言で武
装するのと同時に伝道しなければならないの

実績のない人は、神様には必要ありません。

です。心情の体恤というものは、自分一人で

愛を中心とした実績がなければなりません。

は駄目です。伝道しなければなりません。伝

それゆえに皆さんも、三十六家庭、七十二家

道です。どうやって？ 何で伝道をするので

庭、百二十家庭の一族を従えてこそ、天国に

すか。『原理講論』の本をみな覚えるほどに

入っていくことができるのです。それをなす

朗読しなければならないのです。どのページ

ことができなければ、入籍することができま

には何があると、全部分からなければならな

せん。原理がそのようになっているのでしょ

いのです。

う？。

そうですか、そうではありませんか。

「三十六家庭だ」と言って威信を誇りますが、
先生が三十六家庭を立てたのは、ただ立てた

三) 実績

のだと思いますか。恐ろしい位置なのです。
過去にはこのような蕩減路程が……。過去
には、祈祷し精誠を尽くしても、この時以外

サタンも、誰かをもってこの前で攻撃させる
かもしれません。

は宗教の教主と会うことができませんでした。
会ったのちには分かれるのです。ですから、

今、完成した真の父母が多くの宣布式を行

また上がっていかなければなりませんでした。

っています。それは、あの訓読会の内容の中

しかし、今は、宗教圏を中心としてすべて地

にあります。何々の式、天地父母天宙安息圏

上に再臨することができる時代が来ました。

などです。世界平和統一家庭連合定着と蕩減

そのような時代が来たので、皆さんは、過去

解消宣布式など、多くの式をしてきました。

の時代、現在の時代、未来の時代を動かすこ

それは、解放していく道をつくり、峠を崩し
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て平坦にしていきながら、本来の世界の基準

（お父様は、「いつかは自分の名前で祈祷

にしようとすれば仕方のないことです。その

する時が来る」と教えてくださいました。そ

ような過去の実績をもった人でなければ、真

のようなみ言を語ってくださいました）。そ

の父母になることはできません。メシヤにな

れは、自分の名前で祈祷するというよりも、

ることはできません。再臨主になることはで

自分のことを報告しなければならないという

きません。それをはっきりと理解しなければ

ことです。「何々をします」と言って、実践

なりません。

してから報告しなければなりません。報告す
るものがなければ、ひざまずいて悔い改めな

原理の道がそのようになっているので、真

ければなりません。悔い改めです！ 不浄な

の父母は、このような蕩減条件を払い、障壁

ものまでを悔い改めなければなりません。

を崩していきながら、成し遂げた勝利的権限

「どれくらい成しました」と言って報告し、

を譲ってあげたいと思っているのです。しか

約束しなければなりません。

し、このような実績を宣布するいかなる基盤
皆さんは、あのサタン世界のハーレム街、

もないのです。

サタン世界の中心街に行ったとしても、それ
先祖が過ちを犯したならば、それを解かな

をすべてのみ込むことができますか。ですか

ければなりません。それゆえに、このような

ら、統一教会員は、すべて世界の最も悪い所

証の時間は貴い時間だということを知って、

に送るのです。

これを流してしまってはいけません。必ず皆
さんの心に参考にして、そこに対比していき
ながら自らを育てていかなければなりません。

先生は、韓国で生まれ、日本を経て、アメ
リカを経て、ソ連を経て、世界を復帰するた
めの道を歩んでいるので、皆さんにも、この

劉正玉氏も、多くの経験をしました。霊界

道を歩まなければならない責任が残されてい

も多くの指導をし、霊界の教えに従ってきた

るのです。ですから、皆さんは、少なくとも

あらゆる実績があるので、霊界ではそのよう

四カ国を経ながら奉仕した歴史的実績を残さ

な人を捨てないのです。また、先生自身も、

なければなりません。

そのような人を知っています。説明しなくて
も、心を知っています。そのような人を従え

ですから、皆さんは、真の御父母様が歩ん

て仕事をしなければならないのであって、こ

だように、反対する四つの国を訪ねていき越

の世的な外的面を見て仕事をすれば、必ず害

えることのできる訓練がなされていなければ

を被ります。ですから、内的な人格を浄化し

なりません。行って父と母の責任を果たそう

てきなさいという、このような経験を通じた

とすれば、その国の言葉を学ばなければなら

証を通して得られるものは多いので、多くの

ず、そのようにして、彼らを子女として養育

参考にしてくれるようにお願いします。

した実績を残さなければ、天国に行くことは
できません。先生は、百二十カ国に宣教師を
送り、先生の代わりにすべての国の言葉を学
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ばせ、心情による父母の種を植える運動をさ
せました。そのようなことをすべてなしまし

七 天地父母様天一国開門祝福聖婚式と
天宙天地真の父母様平和統一祝福家庭王

た。ですから、皆さんは、先生を代表した条

即位式

件でも立てなければなりません。それゆえに、

一) 天地父母様天一国開門祝福聖婚式の祈祷

条件を立てることのできる四カ国を経ていか
天宙を抱いて真の御父母様の天一国開門祝

なければなりません。

福聖婚式が始まり、夫婦の因縁を備え、天上
先生は素晴らしいですか。（はい、素晴ら

世界と地上世界に恥ずかしくない、真の御父

しいです）。素晴らしいと言いますが、何が

母様の伝統、本然の創造理想の願いであった

素晴らしいのですか。言葉をよく理解させる

心情的要求の希望を完成することができる天

から素晴らしいのですか。仕事をしなければ

地解放のうえに、天一国、祝福家庭が入って

なりません。実績が必要なのです。実力だけ

いく国の基礎を出発することができる、真の

では、天下は動きません。実績をもたなけれ

御父母様の聖婚式を中心として、真の愛、真

ばなりません。人間として生まれて世界に対

の生命、真の血統の因縁によって伝授された、

してすべきことをすべてなした、いかに偉大

すべての祝福家庭、地上にいるアベル的祝福

な人であっても、そのなしたことは、先生の

家庭と天上にいるカイン的祝福家庭、私たち

なしたことの十分の一にもなりません。今は、

の先祖たちが地上にいる祝福完成した家庭を

アメリカ自体も、すべての西欧の人物たちが

協助するために、天上世界の神様と聖人、聖

集まって「レバレンド・ムーンは、名実共に

子、すべてが地上の祝福を受けた家庭を協助

再臨主だと言わざるを得ない」と言う、この

し、弟の立場で兄に侍る、一体的な地上完全

ような肯定的版図圏内に入ってきています。

勝利の覇権の前に一体となり、万世の解放と
善意の覇権を、愛の主権をもって、ごく小さ

共産党を解放し、呻吟する人類とこの世界

なものから大宇宙全体を抱いて愛することの

を解放する方が主人だというのです。それが

できる、御父母様の血肉的因縁を全体の被造

世界のメシヤであって、ほかにあるのかとい

万物が相続し、本然の生命の喜びと本然の幸

うのです。それゆえに、今は、「レバレン

福の充足をもって、小さなものは大きなもの、

ド・ムーンはメシヤだ」と言っても、それを

大きなものはより大きなもの、最後には、神

肯定する段階に来ているのです。

様から生命が出発した真の父母の体にまで、
吸収、統一、完成し、真の父母の愛を中心と

ワシントンＤ・Ｃの政治街でもそうではあ

した家庭、祝福家庭と万宇宙の存在を一体化

りませんか。集まると、「昔、レバレンド・

させ、再びお父様の前に祝福の解放圏の天一

ムーンは何々と言った」と、ワシントンＤ・

国に入っていくことができる被造万物として、

Ｃの政治街の最高の話題です。その段階にす

奉献することができる、出発の時を迎えるよ

べて入ってきました。ですから、実績をもた

うにしてくださったことを感謝いたします。

なければなりません。
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この日の祝福は、天上世界の喜びであり、

今、御父母様がこの地上でなした実績、天

地上世界の喜びであり、天地父母の解放的喜

上において天宙父母様がなした実績、天上・

びであると同時に、天地父母の勝利的、解放

地上の御父母様が標本となり、復帰路程で苦

的喜び、二人の父母が喜ぶことのできる天一

労したすべての子女たちを再創造し、天一国

国の地上・天上の祝福家庭が一体となり、一

の国民として入籍することができる祝福の家

心、一体、一念、一和のみ旨を抱いて、故郷

庭が、本然の基準において失ってしまったも

を出発し、あなたの願われる、相対的で理想

のを蕩減復帰し、本然の位置で天地父母をお

的な祖国に向かって、神様の創造理想の本性

迎えして、子女の名分を備え、本然の地上・

的基準で祝福を受けた、天宙を相続するのに

天上の宮殿を中心とした先祖の故郷に向かっ

不足のない、完成解放、勝利、完結すること

て直行し、入っていくことができ、祝福され

のできる、天一国の民となることを、この時

た天上・地上の兄弟の友愛を哀れんでくださ

間に、特権をもって、天地父母と天宙父母の

り、真の父母がこの地上で功を立てて、蕩減、

名によって宣布いたしますので、祝福の日の、

解放し、血統的な立場で伝授して、与えられ

この記念を、共に伝授、相続してくださるこ

たすべてのものを、今、ここにいる直系の子

とを、真の父母の名によって、懇切にお願い

女から、御父母様の名と、そのみ言と、み言

申し上げながら、報告いたします。アーメ

の実績と、み言の実績を中心とした天宙解放

ン！ アーメン！ アーメン！

の全体解放の標準を、そっくりそのまま相続
し、地上にいる弟の立場が兄の立場に代わり、

二) 天地父母様天一国開門祝福聖婚式の祝祷

天上にいる兄が弟の立場で教導し、ひっくり
返ったものを元に戻して、本然の天上世界、

愛するお父様！ きょうは、天一国三年二
月六日、この時間を期して、天上世界の祝福

天に直行することができる大道に向かって前
進するようになります。

を受けた家庭と地上世界の祝福を受けた家庭
が、天一国に入国するためには、入国するこ

それゆえ、きょう、この時間から、一心、

とのできる天理の道理に従い、天上・地上世

一体、一念、一和の心をもって、創造理想の

界の家庭が兄弟の因縁を立て、カイン的兄で

対象である子女創造、相対創造、父母創造し

あるすべての先祖も祝福を受け、弟の立場に

たすべてが一体となり、定着し、地上家庭が

いる地上の家庭も祝福を受け、兄弟の因縁を

天倫に完全に定着することができる時代を迎

御父母様の血筋を通して代置してくださる功

え、天をお迎えして直接地上で暮らすことが

労によって、兄の立場の先祖が弟になり、弟

できる、そのような生活をすることができる

の立場が兄になって、天地開闢の役事を起こ

栄光を誇りと思う真の御父母様が伝授してく

すことのできる、希望の出発である、「天一

ださった祝福を、すべての万福の根源を、そ

国開天日」をもつようにしてくださったこと

の家庭に、永遠に、永遠に、絶対、唯一、不

を感謝申し上げます。

変の愛の理想を中心として、その伝統を受け
継ぎ、後世の万民の前に、ここに立っている
子女たちと共に、ここに共に立っている祝福
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家庭と、兄弟の友愛を中心として、カインと

完成のみ旨を、堕落以降のサタンの愛と生命

アベルの兄弟の友愛を結び、縦横に一体とな

と血統による数千億の人が、すべて同じ位置

り、未来において私たちの先祖と子孫たちが

で、解放の同等な祝福の恩賜によって、あな

すべて横的な基準で、これを完成し、天の前

たの懐に抱かれることができる、祝福中心王

に四位基台完成、家庭理想の安着解放圏に前

即位式を挙行いたしますので、一体理想とし

進することを許諾いたしますので、天一国の

て、愛の主権王となり、全体を統治すること

門を開け放ち、三六〇度に門をすべて開き、

ができる日として、受け入れてくださること

どこでも御父母様の伝統に従い、その名と、

を願いながら、真の御父母様の名によって申

そのみ言と、その実績と、その成就した勝利

し上げながら、御報告いたします。アーメ

のすべてのものを相続するために、忠誠、忠

ン！ アーメン！ アーメン！

孝の道理を果たし、忠臣の道理を果たし、聖
人、聖子の道理を果たし、自由地上圏内でそ

四) 天宙天地真の父母様平和統一祝福家庭王

れを相続することを、天宙父母様と天地父母

即位式の祝祷

様の願われるとおりに成就してくださること
愛するお父様！ きょうは、天一国三年二

を、懇切にお願い申し上げます。

月六日、この日は、真の御父母様の、八十三
このすべてのことが、あなたの創造理想の

回と六十回を迎える聖誕の日であると同時に、

一念を解放させる、地上・天上天国の統一国

「天宙・天地真の父母様平和統一祝福家庭王

入国、全体解放によって、未来において、本

即位式」を挙行する、歴史的な転換の日でも

然の王権、祝福圏を相続することができる、

ございます。

後継者たちと子孫たちとなるよう、祝福して
くださることを、懇切にお願い申し上げなが

「天一国」という名は、神様が、堕落して

ら、真の父母の名によって心から御報告申し

いない本然の創造理想を中心として完成した

上げます。アーメン！ アーメン！ アーメ

アダムとエバを中心として、祝福することに

ン！

よって、霊的父母と実体父母が一体となり、
新しい真の愛を中心として真の生命と真の血

三) 天宙天地真の父母様平和統一祝福家庭王

統を連結させ、家庭定着を願った希望の一日

即位式の祈祷

でありました。

お父様、「天宙・天地真の父母様平和統一

人類始祖が実体圏を中心として、アダムは

祝福家庭王即位式」を奉献いたしますので、

男性的代表格、エバは女性的代表格として、

天上の天一国の民と地上の天一国の民が、一

高い無形の神様の位置から、上弦に代わる相

心、一体、一念で、相対的世界の統一の家庭

対の位置である下弦の低い子女の立場に立ち、

を根源とした全体祝福の恩賜の式典として受

東西南北に広がっていくことができる四方を

け入れてくださり、天宙解放圏の勝利の覇権

備え、男性と女性が東側と西側から、無形の

をもって、本然の堕落のなかったアダム家庭

天地父母様と中央で一つになって完成基準と
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なり、子女時代を成熟させ、その次には、約

臨在なさることができる中間の位置に、逆に、

婚時代と結婚時代を備えることによって、地

天使長が入り込んできて、アダムとエバと一

上の一つの下弦的完成基準と上弦的完成基準

体になることによって、天地父母の位置を悪

が、東と西、男性と女性の完成基準が、合徳

なる父母が占領するようになり、その結果、

することができる、中心位置における祝福結

心と体が怨讐となり、男性と女性が怨讐とな

婚によって、無形の天宙父母と有形の天地父

り、天とこの地が怨讐となり、兄と弟が怨讐

母が愛の理想を中心として、創造理想の最高

となり、その闘争の結果、神様は、孤独な立

の頂上の位置で合徳することによって、神様

場、囹圄に閉じ込められた立場となり、サタ

的中心の愛を中心として、上弦を中心として

ン全権時代になるという、悲しく、恨めしい

はアダムとエバと神様、下弦を中心としては

歴史が展開したという事実を、統一教会の教

アダムとエバと子女、右弦を中心としては神

会員はみな知っております。

様とアダムと息子、左弦を中心としては神様
の女性性相とエバと娘を中心として、四位基

お父様！

その怨恨にとらわれた天の父母、

理想的位置で、一心、一体、合徳し、勝利の

台をなすのでございます。

覇権的家庭の出発をなし、万世に愛を中心と
その四方、前後、左右、上下が、一体理想

して、太平聖代圏に、たった一つの国、たっ

の定着をすることができる、四位基台の中心

た一つの血族、たった一つの民族、たった一

である神様の真の愛を中心として、上弦、下

つの文化世界を、永遠に創建するということ

弦、右弦、左弦、前弦、後弦が一体理想を備

が、すべての面で反対となる闘争の歴史によ

え、神様が一代ならばアダムとエバは二代で

って、この地、今日の人間の歴史、先祖たち

あり、三代となるアダムとエバの息子、娘を

の歴史が、血に染まってきたという、無念で

中心とした、相対的一体理想である四位基台

悔しい事実を、統一教会の教会員たちはよく

の安着が、祖父、祖母、父、母、夫婦を中心

知っております。

とする、六数一体とともに、子女を中心とし
て八数圏を、種として決着し、全天地におい

そのような環境を見つめながら耐えてこら

て完成的愛の理想家庭の出発をなそうとした

れた天の父母の前に、誤った罪状を悔い改め

すべてのことが、堕落によって、このように

ることができない子女の立場を、神様が哀れ

なってしまいました。

みで包まれ、赦され、代わりに蕩減してくだ
さることによって、天が先に、個人的な蕩減

そのようにして、上弦、下弦、右弦、左弦、

の峠を越えるうえでも苦労され、家庭的峠、

前弦、後弦が一体的理想をなすことができず、

氏族的峠、民族的峠、国家的峠、世界的峠、

父子である神様と子女が、男性と女性が、兄

天宙的峠を越えるうえで、この地上の人間た

と弟が、闘う怨讐関係の立場となり、神様を

ちが無知であるがゆえに、行く所が分からず、

頂点として、真の愛で連結した真の生命と真

代わりに犠牲となりながら、これを開拓する

の血統を中心として、安着の家庭理想を願わ

ための代表的な機関として宗教を立ててこら

れたのが神様の希望でありましたが、神様が

れました。
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その宗教の中に選民イスラエルを立て、ユ

民主世界、自由環境を破綻させるサタン圏の

ダヤ教とイスラエルの国を中心として、内

主権と闘いながら、個人克服、家庭、氏族、

的・外的、カイン・アベルを基準とする統一

民族、国家、世界、今日の国と世界の限界線

圏を中心として、そのうえに来られるメシヤ

を越えて克服することによって、お母様が再

を中心とした、父母の位置を策定し、家庭的

び出産の苦労をされ、真の父母のあとに続い

勝利の覇権のうえに勝利的基盤を築き、国家

て従うことによって、初めて、この天地間に、

的勝利の覇権を願い、国家的勝利の覇権のう

勝利した母、霊肉完成した実体をもつように

えに勝利的基盤を築き、それによって世界と

なりました。

天宙史的な勝利圏を願った希望の一念を、す
べて失ってしまわれたという、天の悲痛な事

今から、天の国の王権を受け継ぐことので
きる天一国を開門することによって、地上世

実を知っております。

界の天国の基盤と天上世界の天国を準備し、
不忠で不孝な私たち子女の罪によって、そ

一心、一体、一念が動ずる、愛の理想的、真

のような立場に天宙父母を立たせるようにし

の愛、真の生命、真の血統、真の家庭定着と

てしまい、宗教を中心として、超宗教、超政

いう、解放された名を取り戻して復帰するこ

治、超国家、超ＮＧＯ、超世界、一つの国を

とによって、怨恨の多かった惰性の世界を除

成し遂げようとされたみ旨、メシヤを送ると

去してしまい、希望に満ちた未来の勝利的愛

イスラエル民族に約束され、そのメシヤが男

の主権を再び建国し、天の前に奉献すること

性完成者として来て、失ってしまったエバを

ができる、この式典をもつようになったこと

取り戻すために、国家的基準においてアダム

を、感謝、感謝、感謝申し上げます。

家庭が失敗して失ってしまったエバの基準を
立てることによって、家庭基盤を築き、その

天にいるすべての霊人たち、祝福を受けた

うえに民族を超え、国家的基盤のうえに勝利

長子圏、天使長圏の祝福家庭たち、そして、

の覇権を立て、エデンで理想としていた神様

地上のアベル圏、堕落していない本然の家庭

の愛の主権を復帰しようとされたすべてのみ

のアダム的アベルの立場で祝福を受けた兄弟

旨が、このように悲しみに包まれて、黒く汚

たち、天使世界にいる先祖である兄たちが地

れ、転がり落ちてしまいました。

上に来て、アベル的弟の立場を兄として侍る
ことができ、一体となることによって、天

それを暗中模索しながら、真っ暗闇の中で、

上・地上一体圏のうえに、縦横に天地父母を

お一人、僕の僕の立場から僕の立場、養子、

お迎えし、地上における個人時代祝福、氏族、

庶子の立場、そのようにして直系の子女まで、

民族、国家、世界、天宙の祝福の平面途上に

そして、母を捜し立て、父母の立場にまで立

おける解放的基準、立体途上の個人祝福、氏

ち、カイン・アベルの共産圏と民主世界を収

族、民族、国家、天宙的祝福家庭が、縦的な

拾し、これを抱いて、本然の父である真の父

位置にいるのですが、この兄と弟の祝福の位

母に奉献してさしあげなければならない、地

置が交差することによって、天上にいる兄の

上の母、エバの使命を中心として、すべての

祝福家庭が地上に来て、弟の立場にいるすべ
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ての祝福家庭を縦的な位置に代置することに

事を万宇宙に出発し得る、家庭的天国理想世

よって、天地開闢的大転換、反対に復帰、転

界に出発することができることを、宣言、命

換することができる時代を迎えたのでござい

令するようになったことを感謝申し上げます。

ます。
きょうを期して、悪の権勢は後ろに退かな
そのようになることによって、天宙父母、

ければならず、善の権勢は、前に立って全体

天地父母、真の愛を中心とする平和統一家庭

を指揮、指導し、新しい天国文化世界の創建

王即位式を拡大した平面的世界水準と縦的な

に向かって前進し、天の国の栄華と栄光を全

世界水準が、本来のアダム家庭で一体となり、

天宙に充満させ、万世の祝福された家庭が相

一つのところから出発することができなかっ

続し、天上・地上における解放の主権的愛の

たことを、元返して、それを成し遂げ、地

主権を受け継いで相続するうえで、天上世界

上・天上天国天一国理想圏の出発をなすこと

と地上世界の前に不足のない、天国に入籍し

ができるように、宣布し、祝福の王即位式を

た祝福家庭の国となるように許諾してくださ

もつようにしてくださることによって、天宙

ることを、懇切にお願い申し上げます。

父母、天地父母が真の愛を中心として、一心、
一体、一念、和合し、真の愛を中心とする、

この日、天宙父母と天地父母が、一心、一

真の父母から真の子女の真の血統を中心とし

体となった場において、天国開放を中心とす

て、完成した真の家庭定着をアダムとエバが

る天一国の統一の世界に、一体理想の主権の

失敗することによって、偽りの父母が汚した

世界に前進することを、真の父母の名によっ

血筋をすべて征服し、きれいに復帰された立

て、命令、宣布しながら、懇切にお願い申し

場において、一つのアダム家庭を解放させた

上げますので、願うとおりに成就するように

祝福の位置を、天地父母を通して……。

してください。真の御父母様のみ名によって
御報告いたします。アーメン！ アーメン！

真の父母は、汚れたサタンの血筋を清める

アーメン！

時まで、数千億の霊界と地上の人たちを、一
心、一体、一念で祝福することによって、天
宙父母と天地父母の腹中に一つになって宿っ
た息子、娘の姿となり、出発的基準において、
天上、天の国を中心として地獄と楽園を解放
し、三六〇度、どの方向にも天の玉座に向か
って直行することができる、自由解放圏をも
つようにしてくださった「天宙・天地真の父
母様平和統一祝福家庭王即位式」をもつよう
になることによって、本然の形態の姿勢を整
えた場において、新たに神様と真の父母が一
心同体となり、全体、全般、全権、全能の行

1969 * 千九百六十九

천성경

天聖經
Cheon Seong Gyeong

1970 * 千九百七十

천성경

天聖經
Cheon Seong Gyeong

Book 十六: 真の家庭と家庭明誓

そのために、不可避的にこのような盟誓文を

True Families and the Family Pledge

立てるのです。

今、四十年を経て、初めて「家庭盟誓」が
出てきたのです。この「家庭盟誓」は、歴史
にはなかったものです。「家庭盟誓」が出て

第一章 家庭盟誓宣布と前提条件
一

家庭盟誓が出てくるようになった背景

くることによって、今後、地上世界のサタン
家庭には行き場がなくなります。「家庭盟

一) 今は個人ではなく家庭時代

誓」が出てきたということは、先生が四十年
今まで統一教会では、個人的に「私の誓

を通して四千年歴史を蕩減することによって、

い」を暗唱してきました。一九五二年を中心

失われた第二次大戦後の勝利の基盤を復帰し

として、新婦文化圏であるキリスト教文化圏

た基準に立ち、地上に天国が設定されるとい

が新郎と神様を迎え、世界的舞台において天

うことを意味しています。最初は何ですか。

上天国と地上天国を完結すべきだったのです

「私たちの家庭は真の愛を中心として」です。

が、それに失敗したので、再びこれを四十年

すべてに「私たちの家庭は真の愛を中心とし

間で蕩減してくる歴史を経てきたのです。

て」という表題が出てくるのです。真の愛と
は何ですか。「真の愛」という言葉は、神様

一九四五年から一九五二年までの七年です。

の愛と真の父母の愛が堕落せずに一つになり、

一九四五年から一九五二年までの七年だった

その真の愛を中心として真の生命、真の血統

のですが、これを一九五二年から一九九二年

が連結されることを意味しているのです。

までの四十年に延長したのです。教会を中心
としては、四十年かかったのです。そのよう

今、統一教会は四十年の峠を越えて「世界

にして、一九九四年五月を中心として、「家

平和統一家庭連合」になったのです。これは、

庭盟誓」を宣布したのです。歴史的です。数

完全に復帰された家庭です。復帰された家庭

理的に蕩減してくるのです。

は、個人の心身が統一され、夫婦が統一され、
子女が統一された家庭とならなければなりま

この世の中で「家庭盟誓」という言葉を聞
いたことがありますか。歴史始まって以来、

せん。このような家庭が暗唱しなければなら
ないものが「家庭盟誓」です。

初めて出てきた言葉です。男性と女性が家庭

「家庭盟誓」は、心身が闘争している中で

を失ってしまったので、「家庭盟誓」を設定

は暗唱することはできません。また、夫婦間

することによって、堕落していない本然の基

でけんかをしていては暗唱することはできま

準で、神様と人類が歓迎を受けることのでき

せん。そして、子女を生まなければいけませ

る家庭の母体をこの地上に再び立てなければ

ん。心身統一、夫婦統一、子女統一が成され

なりません。そのようにしなければ、神様が

た真の家庭が入っていく所が天国です。神様

喜ばれ、神様が来られて暮らすことができる

の愛を中心として一つになって「家和万事

地上天国と天上天国を築くことができません。

成」を成すことができる家庭が入っていく所
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が天国です。それで、真の愛の一体圏を成し

て防御することができる、摂理史全体を代表

た者たちが暗唱しなければいけないものが

した七項目（のちに一項目が追加されて八項

「家庭盟誓」だというのです。「家庭盟誓」

目になる）の誓いを中心として、すべて入っ

は、歴史始まって以来、初めて出てきたもの

ているのです。それゆえに、新約、旧約の完

です。

成と原理を知らなくても、これを中心とし、
神様のみ旨を中心として、ただそのまま家庭

統一教会は、四十年の峠を越えると同時に

だけが絶対信仰、絶対愛、絶対服従すること

「世界平和統一家庭連合」をつくりましたが、

ができる基準に越えていけば、天国に行くの

それを成し遂げるためには絶対的規約が必要

です。

です。その絶対的規約、憲法のようなものが、
「家庭盟誓」なのです。「家庭盟誓」という

今まで、一般の既成教会ではアダムとエバ

言葉は、歴史にありません。天国に向かう、

だけが堕落したと思っていたのであって、そ

天国を完成する「家庭盟誓」です。

こには兄弟を入れていません。カインがアベ

「家庭盟誓」をよく見れば、それは、蕩減

ルを殺すことによって堕落した、ということ

復帰の内容を中心として、完全に解放を受け

を知らないのです。家庭が堕落した、という

ることができる内容になっています。それゆ

ことを知らないのです。すべて堕落したので

えに、これを暗唱する人は、堕落した世界の

す。これから統一教会では、どのように誓う

家庭圏内ではなく、完成した家庭圏内に入っ

のですか。家庭を中心として誓うのです。ほ

てきた人です。真の愛を中心とした家庭圏が

かのことは必要ありません。すべての幸福と

形成されることによって、偽りの愛によって

自由、平和、そして天地も、すべて家庭から

分立された心身の統一が起きるのです。それ

出発するのです。今、家庭を中心とした誓い

ゆえに、心と体が一つにならなくては、「家

が必要です。家庭を失ってはなりません。家

庭盟誓」を暗唱することはできません。

庭さえ一つにすれば、世界が統一され、天国
ができるのです。

統一教会員は、真の御父母様が立てた家庭
的伝統を世界に誇示しなければなりません。

氏族的メシヤを派遣しなければ、大変なこ

なぜ世の中に「家庭盟誓」が出てくるのかと

とになります。その氏族の生まれる道がふさ

いうのです。このような時が来るので、それ

がってしまいます。氏族的メシヤになること

に備えるためのものとして「家庭盟誓」が出

によって、平面的にアダムが堕落せずに完成

てくるのです。これが、家庭のモットーにな

し、イエス様が死なずに完成し、国家的基準

るのです。

で国家と国家がすべて連結されるのです。そ

神様の創造理想圏に戻ってきた家庭は、ど

のようになれば、個人から家庭、氏族、民族、

のようにしなければならないかという内容が、

国家、世界、天宙、神様の八段階まで、すべ

「家庭盟誓」にすべて出てくるのです。今後、

てその完成の基盤は、この地上の平面、水平

全世界がこの誓いを中心として従ってくれば

線です。

よいのです。真の御父母様の勝利的盾をもっ
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これを蕩減したので、個人の家に行こうと、

今までは「私の誓い」を唱えてきましたが、

氏族の家に行こうと、国家に行こうと、どこ

「家庭盟誓」というものは初めてです。歴史

に行こうと、サタンが反対できない自由の活

時代において、「家庭盟誓」というものはあ

動舞台となり、神様を中心として生活する出

りませんでした。これは驚くべき事実です。

発がなされることによって、地上に天国がで

四十年間の世界的蕩減路程を終え、全世界が

きるのです。そのような時代が来たので、

先生を中心として動く時代に入ってきたので、

「家庭盟誓」が出てきたのです。「家庭盟

それが可能なのです。第二次大戦直後に、成

誓」のとおりにならなければなりません。

し遂げられた統一的世界キリスト教文化圏を
破綻させてしまったことを、条件的ではあり

家庭というものは、驚くべきものであり、
恐ろしいものです。ですから、「家庭盟誓」

ますが、先生を中心として世界的に、この覇
権的基盤の上に載せたのです。

の内容は、天宙的な大宣言だということを忘
れてはいけません。昨年（一九九七年）から

真の御父母様の安着時代を中心として、主

真の御父母様が講演してきた講演文の内容は、

体の前に恥ずかしくない家庭完成時代を迎え

原理的な家庭をもたなければならないという

なければなりません。ゆえに、ここにおいて

ことでした。これは鉄則です。霊界解放の祝

私たちは、「家庭盟誓」が「必要だった」、

福式をしなければならない時が迫っているの

「必要だ」、「必要だろう」、どれになるの

です。三百六十万双が終われば、霊界祝福式

ですか。「必要だ」となるのです。これは千

をするのです。相対が霊界に行けば、呼び出

年、万年の表題になります。驚くべきことで

して結んであげることができる時代に入って

す。

いくのです。ですから、地獄世界まで解放さ

堕落した宗教の仮面を脱ぎ、解放の位置に
おいて、私がこのような盟誓文を暗唱するこ

れるのです。

とができるということを感謝しなければなり
今まで、私たちは定着することができませ

ません。涙なくしては暗唱することができな

んでした。押し流されてきました。浮き雲の

い、数多くの恨があったのです。血を流し、

ような生活をしてきたのです。キリスト教文

この血の祭壇を統一教会まで引っ張ってきた

化圏も、霊肉を合わせた基盤がなかったので、

のです。その血の祭壇から、これを踏み越え

定着することができなかったのです。しかし、

ることなくしては、この世界から天国に行く

今や真の父母と成約時代が定着したので、相

ことはできません。ゆえに、この祭壇がなけ

続権が生じるのです。定着するにおいて、何

ればならないのです。

を相続してあげるのでしょうか。個人ではあ
りません。家庭です。それを知らなければな

二) 成約時代安着と家庭時代の出発

りません。ですから、「家庭盟誓」が出てく
るのです。「家庭盟誓」を徹頭徹尾、教育し
なければなりません。

「真の父母と成約時代の安着」、これは恐
ろしい言葉です。「真の父母と成約時代の安
着」とは、サタン世界において闘って勝利し
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たということです。家庭、氏族、民族、国家、

までの歴史において、このような事件はあり

世界、天地が動員された、そのすべてのもの

ませんでした。

と戦って、勝利して成就したのが成約時代で
す。約束を成して安着したのです。これは驚

創世以後、神様の復帰摂理は、何千万年の
歴史を経てきましたが、その基準を立てるこ

くべきことです。
堕落とは何ですか。アダムが天使長を主管

とはできませんでした。先生が来て明らかに

しなければならなかったのに、それが逆にな

することによって、統一教会時代において初

ってしまったのです。皆さんは天地のサタン

めてこれが可能になったのです。それゆえに、

を屈服させ、その上に上がっていかなければ

「成約時代」を発表し、「真の父母」を発表

なりません。そのようにしなければ安着する

したのです。これは世界的な事件です。事件

ことはできません。それは、言葉で言うのは

というよりは、新しい世界を創建できる一つ

簡単ですが、どれほど難しいことか分かりま

の起源となるのです。「真の父母」という思

せん。「先生と完全に一つになろう」という

想と、「成約時代」というその言葉自体が、

信念をもっていれば、どこに行こうと、先生

そうであるというのです。

がすることを成すことができるのです。

成約時代は、何の約束を成すのですか。神
様が人間と共に創造した、その約束を成すの

一九九二年を中心として、世界に「メシ

です。復帰摂理時代が成されるのでもなく、

ヤ」を宣布し、「真の父母」を宣布してきま

救援摂理時代が成されるのでもありません。

した。このようにして、すべてを集め、一九

創造理想世界が成されるのです。それゆえに

九三年に入って、五月十三日からアメリカを

「真の父母」という名前は、人間よりも神様

中心として「真の父母と成約時代」を発表し

が先に考えたのです。

たのです。そのようにすることができる環境

真の父母の顕現は、創造理想です。ですか

を、すべてつくったのです。皆さんが知って

ら、神様の創造の太初から、旧約時代、新約

いるように、アメリカは全世界を代表した国

時代を経て成約時代へと、どのように回って

です。キリスト教文化圏において最終定着地

いくのでしょうか。成約時代とは、神様と人

になる国です。

間との一体圏をいうのです。真の愛によって

今からは、真の御父母様を中心として、新

一体圏を成し、平等な価値の内容を連結する

しい時代に転換するのです。成約時代に入っ

立場になるのです。神様だからといって縦的

ていくのです。今回の宣布は、地上において

だけでなく、人間だからといって横的だけで

は初めての出来事でした。今まで神様は、こ

はありません。縦と横が一つになるのです。

の時をどれほど待ち焦がれていたことでしょ
うか。歴史時代において、神様はどれほど悲

一九七二年から一九九二年までの二十年間

惨な立場にいましたか。今や、希望の時代が

は、韓国を中心として、キリスト教の使命を

近づいてきたのです。「真の父母」を宣布す

果たす期間でした。この期間、私は、国家的

ることができる時代に入ってきたのです。こ

な次元において旧約時代に相当することを成

れは歴史的であり、宇宙史的な事件です。今

したのです。真の御父母様が六〇年に結婚式
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を行い、世界的舞台であるアメリカで成して

服させなければなりません。強制屈服ではあ

きたことは、旧約時代と新約時代の関係と完

りません。説得屈服です。皆さんは、自然屈

全に一致するのです。内容が同じです。その

服されたのですか、それとも強制屈服された

ようにして、この期間に真の父母の世界的な

のですか。説得されたので、自然屈服したの

定着が完了したのです。それで、成約時代を

でしょう？

発表したのです。今からは、神様と共に生活

このようにして、地上天国と天上天国の家

するのです。私たち統一教会員は、神様と共

庭的なエデンで成し遂げられたものを、世界

に暮らすのです。

のすべての国家が同一の立場で……。何千年
もかかったそのような勝利の覇権が、真の父

成約時代とは何でしょうか。中心である真

母の家庭をモデルに、家庭を中心として一時

の父母の家庭が、堕落圏世界において完全に

に……。金型を押し出すことができる、その

勝利して越えた時を意味するのです。そのよ

ような青写真があるのです。それをすべて配

うになれば、その環境には「文総裁の家庭を

布しなければなりません。どこであろうと、

やっつけよう」と言う怨讐はいなくなります。

それで押し出しさえすれば、カチャンカチャ

そのような人たちは、闘って負けたのでいな

ンと製品が出てくるのと同じように、全世界

くなるのです。いくら射撃のチャンピオンで

五十億人類の家庭が家庭的に接ぎ木されるこ

あっても、オリンピックに出て負ければ、

とによって、失われた解放の国と天国に帰っ

「自分が一番だ」と言うことができますか。

ていくのです。この時が成約時代、すなわち

自分がもっているチャンピオン杯を譲り渡し

約束を成す時代です。

てあげなければならないのです。
今日、歴史的路程において最も重要なこと
成約時代は、誰について言っているのです

とは何かというと、選民圏が生じたというこ

か。父母が父母として安着し、家庭が家庭と

とです。この時代になり、世界的途上におい

して定着して、その家庭が天下の平和の世界、

て、蘇生、長成、完成の三段階の基盤を連結

統一の世界になったとすれば、その家庭に反

させようというのです。イスラエル民族は蘇

対するものはありません。障害物がないので

生級、キリスト教は長成級、そして統一教会

す。今、文先生が戦って勝利したということ

は完成級です。イスラエル圏を中心としたも

は、家庭環境だけではなく、全世界と天地が

のが旧約時代ならば、キリスト教は新約時代

すべて動員する中で根を下ろしたということ

であり、統一教会は成約時代です。

です。それは素晴らしいことですか、素晴ら

成約時代とは何かというと、成し遂げると
いうことです。何を成し遂げるのでしょうか。

しくないことですか。

個人的に成し遂げ、家庭的に成し遂げ、氏族、
成約時代は、家庭に戻っていく時代です。

民族、国家、世界的に成し遂げるのです。何

統一は、個人からです。この峠を越えなけれ

を中心としてですか。神様の愛と、神様の生

ば永遠に天国に入っていくことはできません。

命と、神様の血統を中心として連結するので

長子権を復帰することはできません。自然屈

す。単一血統、単一愛、単一生命の伝統です。
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このようになれば、サタンは離れていかなけ

統一教会はすべてを備えていくので、これが

ればなりません。接ぎ木することによって、

交差するのです。昔は、統一教会がサタン世

サタンの血統的因縁がなくなるのです。

界の支配下にありましたが、これが交差し、
反対になるのです。これが安着です。

問題は何でしょうか。家庭が完全でなけれ
ばなりません。家庭的カナン復帰完成時代で

成約時代とは何でしょうか。サタンの主管

ある成約時代を迎えたので、皆さんの家庭は

圏を越えて成し遂げられる世界だ、というこ

み言に従って完成し、定着しなければなりま

とを知らなければなりません。成約時代は、

せん。そのような時代が来たことを知らなけ

何をもって完成していくのでしょうか。祝福

ればなりません。ゆえに、そのみ言を聞く時

家庭を通して成し遂げていくのです。それで、

には、それを流れていくみ言として聞いては

アダム家庭や、ノア家庭や、ヤコブ家庭など

いけません。それらのみ言は、先生が生死の

の家庭が出てきたのです。それから、先生の

境で、死ぬか生きるかという境地で、「この

時代になって、イエス様家庭を編成したので

み言を残していかなければならない」としな

す。

がら明確に教えてあげたものです。それを知

イエス様家庭を編成するのと同じ立場で編
成したものが、三十六家庭、七十二家庭、百

らなければなりません。

二十四家庭です。四百三十家庭は韓国を代表
第二次大戦直後に、キリスト教文化圏とア

していますが、この韓国の四千三百年の歴史

メリカを中心とした一つの世界を成し遂げて

を中心とした四百三十家庭を中心として、世

いれば、どれほど早かったでしょうか。アメ

界の四十三家庭を連結させたのです。七百七

リカとキリスト教文化圏が世界を支配するそ

十七家庭は、すべての国家を代表し、それか

の時代に、もし内的に一つになっていれば、

ら千八百家庭を経て、現在は七千以上の家庭

どれほど早かっただろうかというのです。そ

に越えてきているのです。ですから、世界的

のように見れば、第二次大戦直後は、神様に

な足場の基台ができてくるのです。成約時代

おいては歴史上最大の希望の一時であり、サ

は、家庭を通して成し遂げていくのです。

タンにおいては最大の危機の時でした。その
時に、キリスト教文化圏と、アメリカを中心

今年（一九九五年）の標語は、「真の御父

とした自由世界が統一教会を受け入れていた

母様の勝利圏を相続しよう」です。「圏」と

ならば、その時から、霊界の統一圏を地上の

は個人的世界版図、家庭的世界版図、氏族的

統一圏に一致化させていたはずです。これが

世界版図、民族的世界版図、国家的世界版図、

摂理観です。

世界的世界版図、天宙的世界版図、地獄と天
国の版図です。そこまで先生が統一し、解放

今からサタン世界は、どんどん崩壊してい

してあげたのです。今からサタンは後退しま

きます。見ていなさい。サタン世界は、個人、

す。日がたてばたつほど、すべて衰退してい

家庭、氏族、民族、国家が行く方向や中心を、

くのです。

すべて失ってしまいました。しかし、私たち
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エデンにおいて、善悪の出発が兄弟の間で
起こったので、世界の人々は、今日「地球村

に代価なく、愛をもって相続する時が来たの
です。

になった」と言っているのです。先生の教え
では、「地球家庭になった」と言っています。

地上天国と天上天国が一つになり、そこで

地球家庭と地球村は相対的関係です。一方は、

神様の真の愛を中心として一致した家庭生活

サタン世界を代表したカイン的位置であり、

をした人が、地上で暮らしたのちに天国の家

お兄さんの位置です。地球家庭は、統一教会

庭へ移動していくのです。ですから、個人の

のアベルの位置です。これが一つにならなけ

救援時代ではありません。
キリスト教を見れば「個人の救援だ」と言

ればなりません。

いますが、それは違います。家庭救援が神様
カイン世界は、統一教会に従っていかざる

のみ旨です。堕落は家庭で起きたので、復帰

を得ません。家庭を完成しようとすれば、個

も家庭で成さなければなりません。そのよう

人を完成しなければなりません。個人を完成

な時代が来ました。今や真の父母を中心とし

することによって家庭理念というものが……。

て……。今まで、地上の歴史時代にはなかっ

真の男性、真の女性は、統一教会以外にはい

たことです。初めて、新しく定着時代に入っ

ません。統一教会は、エイズと関係なく、フ

てきたのです。

リーセックスと関係なく、ホモと関係なく、

今年（一九九四年）の標語は、「真の父母

レズビアンと関係なく、麻薬と関係ないので

と成約時代の安着」です。真の御父母様の家

す。ですから、真の愛を中心として、個人的

庭が初めて定着するのです。真の父母の家庭

中心を完成するのであり、家庭的中心を完成

を中心として、今まで祝福を受けた家庭を中

するのであり、氏族、世界、天宙の解放圏を

心として、氏族、民族、国家が編成されるの

完成するのです。そして、神様と真の御父母

です。これは世界的な版図になっているので、

様まで解放し、孝子の道理、忠臣の道理、聖

今から定着時代に入っていくのです。放浪の

人の道理、聖子の道理を完成すれば、天上世

身ではありません。ですから、体制をつくら

界と地上世界を自由往来し得る解放がなされ

なければなりません。
家庭を連合して氏族、氏族を連合して民族、

るのです。
それが、先生の教えの目的である、人格者

そして民族を連合して国家を編成する時代に

になるという道です。結論は簡単です。世界

入っていくのです。私たちの力で、家庭を中

的な解放圏を完成させるために数多くの事情

心とした地上天国の基盤をつくらなければな

をつづりながら、先生が五十年の生涯││一

りません。

生です││にわたって迫害の道、あざけりの
道、あらゆる追放の道を経てきて、今は、神

成約時代には、霊界を知らなければなりま

様が願われた世界的勝利圏を全人類の前に相

せん。先生は霊界を知っていたので、このよ

続してあげることができる時代が来たのです。

うな迫害を受けても勝利してきたのであり、

父母が自らの備えたすべてのものをその子女

その世界に拍子を合わせるために、今まで受
難の道を歩んできたのです。これを知らなけ
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れば行くことができないということを、はっ

すべて家庭を捨てて、出家していったのです。

きりと知らなければなりません。

今は、時代が違います。いかなる宗教も個人
救援を唱えていたのであって、そこには家庭

今からは、霊界を知らなければ、成約時代

救援や氏族救援、また国家救援という言葉は

を思いどおりに歩むことはできません。アダ

ありませんでした。私たち統一教会は、家庭

ムとエバが堕落しなければ、彼らは先に霊界

を中心として国家救援、世界救援を主張して

を知っていたのです。神様の世界がどのよう

いるのです。

になっているのかをすべて知り、そこに拍子
を合わせるようになっていたのです。

家庭が定着し、世界と通じることができる
家庭となってこそ、エデンで願われた神様の

三) 「世界平和家庭連合」の創立、世界

創造理想の結実が現れるのです。息子、娘を
中心として横的に拡大し、それが神様の願わ

家庭化時代へ

れた氏族となり、それがまた自動的に民族に
家庭を失ってしまったので、家庭を捜し求

連結しなければなりません。ゆえに、家庭が

めていかなければなりません。その家庭は、

重要です。すべてのものは、「世界平和統一

世界中のいかなる人でも歓迎することができ

家庭連合」で終わるのです。さあ、「世界平

る家庭とならなければなりません。過去、現

和統一家庭連合」と、一度言ってみてくださ

在、未来の人、すなわち天上世界にいる人や、

い。（「世界平和統一家庭連合」）。その中

未来に来る人など、すべての人が追慕するこ

心は何かというと、家庭です。

とができる家庭基盤を中心として、「世界平
和家庭連合」を定着させるのです。そのよう

「世界平和家庭連合」を成し遂げることが

にすることによって、人類の解放圏が成され、

できなければ、平和世界は絶対に訪れてきま

平和、幸福、理想、希望にあふれた地上天国

せん。これは重要です。家庭がそれくらい重

と天上天国の世界が到来するのです。

要なのです。平和世界も家庭から始まるので
す。

世界基督教統一神霊協会の使命が終わるこ

家庭に家族が十人いれば、その家族十人が

とによって、宗教の使命が終わり、人類史上

すべて一つにならなければなりません。一つ

初めて宗教を必要とせず、救援を必要としな

となり、お互いが縦横、前後、左右において

い新しい時代へ入っていくのです。「家庭連

立体的に和合するようになれば、理想的平和

合」は、家庭を理想家庭につくりあげて、神

の世界が訪れてくるのです。「世界家庭連

様の創造理想を復帰完成し、天的理想世界を

合」を完成し、平和の世界を創建しましょ

立てるのです。

う！ 創建とは、再度収拾して建てようとい
うことです。

家庭が定着しなければなりません。今まで
の宗教は、個人圏を目標としたのであって、
家庭圏を目標とした宗教はありませんでした。

今からは「世界平和統一家庭連合」です。
家庭が根源地です。家庭を中心として、その
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家庭に神様をお迎えし、その氏族に神様をお

ません。家庭に帰っていかなければなりませ

迎えし、その国に神様をお迎えするのです。

ん。

神様と一体となり得る家庭の理想を完成する
ことなくしては、地上天国はできません。

家庭は、世界を代表することができる平和
の道、統一の道を行かなければなりません。

本然的アダム家庭の世界型版図に加入しな

すべてのものは、家庭と連合した基準に連結

ければならない時代に入ってきたので、全世

されたものだということを知らなければなり

界の人々は、家庭を中心として完成しなけれ

ません。今後、素晴らしい家庭は、出世する

ばなりません。ここで完成しなければならな

のです。

いこととは何でしょうか。堕落した家庭を、
蕩減復帰した家庭にしなければなりません。

これからは家庭中心です。ですから、独り

このことは、「家庭連合」を通して、世界的

で行くことはできません。今後は、人事も夫

に、各自が努力して備えなければならないの

婦一体です。夫が長ならば、妻は副責任者で

です。

す。また、その息子、娘があらゆる実力基準

完成は、アダムとエバがしなければなりま

において優秀な場合には、彼らを重要な部署

せん。神様がしてあげるのではありません。

に、家庭的に配置するのです。そのようにし

また、真の父母がしてあげるのでもありませ

て、一族で配置することができるのです。

ん。これによって「家庭連合」が形成される
のです。これは世界的な組織です。堕落した

今後、重要視しなければならないことは、

世界の、アダムの血統を越えるのです。山を

「世界平和統一家庭連合」ですが、そこから

越え、坂道を越えるのと同じように、復帰過

世界を忘れてしまってはいけません。世界を

程を上がっていく途中で失敗すれば、いつで

忘れてしまえば、平和になってどうするので

もこれを繰り返すのです。何百万年、何千万

すか。また、平和を忘れてしまえば、統一を

年を繰り返すのです。

してどうするのですか。統一がなければ、家
庭をもって何をするのですか。家庭は、一つ

人間は、夫婦の愛の伝統を立てることがで

の家庭ではありません。連合の主管がなけれ

きませんでした。父母の伝統を残すことがで

ば、家庭をもってどうするのですか。すべて

きなかった世の中に、これをすべて実践した

関係しているのです。

「真の父母」の名をもった二人のお方がこの

連合を考えれば、統一を考え、家庭を考え、

地に現れたということは、民族の誇りであり、

平和を考え、世界を考えなければならないの

歴史の光明です。たとえ天地を与えても換え

であり、世界を考えれば、平和を考え、「統

られない貴い宝物であるということを知って、

一家庭連合」を考えなければならないのです。

今日、厳粛にこの内的な因縁を相続し、皆さ

一体だというのです。家庭がそのようになっ

んの家庭で伝授することを願います。ゆえに、

てこそ、神様が臨在することができる世界の

「世界平和家庭連合」が定着しなければなり

代表の主人となり、平和の主人となり、統一
の主人となり、家庭の主人となり、連合世界
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の統一天下の主人となるのです。そこに神様

り、歌うことができることが神様のみ旨の完

が臨在し得るのです。

成です。

統一教会といえば、「世界平和統一家庭連

第二次大戦以後、キリスト教文化圏は、世

合」です。そうすれば、皆さんの家庭でも、

界統一を成したその基準を整理し、七年路程

「世界平和家庭連合」という家庭連合が立て

の上で世界の方向をつかまなければなりませ

られるのです。サタン的家庭や、中間的な天

んでした。

側の天使長家庭、そしてアダム家庭などをす

その七年路程に今年（一九九四年）も含ま

べて収拾しなければならないのですが、これ

れます。このような時が来たので、四十年目

らは結婚を誤ってばらばらになっているので、

にして「家庭連合」をつくり、すべて平面的

結婚を正しく行って完成級に入っていき、統

に立つことができるのです。ですから、世界

一的な世界へ越えていかなければなりません。

統一を成そうとしたのと同じように、この時

このように上がってきた坂道、険しいヒマラ

に家庭さえ一遍に統一されれば、すべてのも

ヤ山脈が、ここからは平地になっていくので

のを蕩減することができるのです。ゆえに、

す。そのような時代に越えていくのです。

この盟誓文を唱えようとすれば、心と体が一

それで、四十年の峠を越えると同時に「世

つになり、夫婦が一つになり、子女が一つに

界平和統一家庭連合」をつくりましたが、そ

なってこそ初めて唱えることができるという

れを成し遂げるためには絶対的規約が必要で

ことを知らなければなりません。

す。その絶対的規約、憲法のようなものが、

これが一つにならなければ、サタン世界に

「家庭盟誓」なのです。「家庭盟誓」という

属するのです。この盟誓文はその上で暗唱す

言葉は、歴史にありません。天国に向かう、

るのです。それゆえに、「家庭盟誓」が出て

天国を完成する「家庭盟誓」です。

きたのです。それで、全世界を、「家庭連
合」がこの盟誓文を中心として強力に統治し

今までは、中身がありませんでした。それ

ていくのです。毎月一日と十五日は、家庭に

では、その中身とは何でしょうか。今後出て

おいて礼拝を行うのです。二つの組織になる

くる「世界平和家庭連合」を中心として、家

のです。カインとアベルになるのです。

庭的理想が実を結ぶことです。家庭の理想は、
四位基台の完成です。神様の創造理想とは何

最近は「地球村」という言葉を言うでしょ

ですか。神様のみ旨の完成です。それでは、

う？ 地球家庭時代に向かって入っていくの

神様のみ旨とは何ですか。神様の創造理想の

です。地球村でもありません。地球家庭で

完成です。それでは、神様の創造理想の完成

す！ 「地球村」という、その言葉は、今日

とは何ですか。四位基台の完成です。それで

「家庭連合」が出てきたのと相対的な世界を

は、四位基台の完成とは何ですか。父、母、

成しているのです。神様のみ旨を中心として

息子、娘すべてが一つとなり、神様が踊れば

「家庭連合」が出てきたので、世界の環境が

共に踊ることです。神様の調子に合わせて踊

相対的に成されなければなりません。これが
対等な時代に入ってきたので、一度始めさえ
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すれば一時に世界化される時代が来たのです。

世界的版図の上に来られるのです。世界的版

先生が話していることは、夢のような話では

図の勝利的基盤の上に来られるのが、真の御

ありません。

父母様です。このお方は、何をするために来
られるのでしょうか。このお方は真の父母で

今日、世界は経済圏を中心として一つにな

すが、家庭時代の代表の真の父母として来ら

ろうとしているでしょう？ 政治圏と文化交

れるのです。過去の氏族的な時代の真の父母

流、また経済や知識や権力をもって、力の平

として、民族的な時代の真の父母として、国

準を通してこれを一つにしようとしているの

家的な時代の真の父母として連結させなけれ

でしょう？ しかし、それは違います。世界

ばなりません。

を一つにする歴史的、統合的な中心方案は、
地球村時代を越え、地球家庭時代です。地

真の愛です。
歴史が行くべき方向はあるのですが、それ

球家庭時代へと越えていくためには、早急に

は経済圏をもって一つにすることはできませ

平準化された基準をつくらなければなりませ

ん。愛です。真の愛を中心として偽りの愛を

ん。世界にそのような機構をつくらなければ

収拾し、上下を連結しなければなりません。

ならないので、今回の首脳会談でも、宗教の

歴史的な真なる方向は一つです。その真の方

国連と女性の機構をつくることを宣布したの

向に従って個人の人生観、家庭観、民族観、

です。今、その作業をニューヨークで行って

国家観、世界観があり、これがだんだんと広

います。有名な学者やトップ層を中心として

がっていくのです。個人時代、家庭時代、氏

行っているのです。学者たちを通して、国務

族時代、このようにずーっと進んでいく中に

省や、政策的方向において誤っていることを

おいて、その中央線を貫いているものは真の

コーチしているのです。

愛の方向性です。
四) 家庭盟誓を立てた理由
なぜ再臨主が必要であり、真の父母が必要
なのでしょうか。歴史時代において、個人、

それで、今年（一九九四年）において五月

家庭、氏族、民族、国家、世界へ発展してき

に入ると同時に「世界平和統一家庭連合」を

たすべての家庭は、真の父母と共に生活した

創設し、それと同時にサタン世界･天使長世

ことがないのです。再臨主が来た時に、英、

界と、アダム世界とをはっきりと区分し、境

米、仏を中心とした統一世界になっていたと

界線をつくるためのものとして「家庭盟誓」

しても、真の父母を中心として、家庭の統一

が出てきたのです。この「家庭盟誓」によっ

から始めなければならないのです。真の父母

て、初めてサタン世界と完全に隔離されるの

を中心として、家庭が連合しなければならな

です。

いのです。
家庭が一つになれば、氏族は問題ではあり

「家庭盟誓」を暗唱することができる時代

ません。民族も問題ではなく、国家も問題で

が来たということは、歴史的に驚くべき事実

はありません。なぜでしょうか。真の父母は、

です。今までは個人主義的な生活をしてきた
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のですが、これからは家庭主義的生活に移行

を知らなければ、盟誓文全体が、すべてばら

していくのです。自分独りではありません。

ばらになってしまいます。

夫が行けば、最初から妻はそれに従っていく
のです。夫婦が自動的に従っていく生活をし

「家庭盟誓」は、すべてのものを清算する

なければなりません。ばらばらになってはい

ものです。ゆえに、「家庭盟誓」の第三節を

けません。常に統一された、同じ生活圏内で

見れば、四大心情圏、三大王権、皇族圏を完

暮らす生活をしなければなりません。

成しなければならないといっています。その

近ごろは電話があるので、手紙も必要ない

以下の節は、復帰する順序を組んでつくった

でしょう？ そのような時代が来ました。常

のです。ゆえに、「家庭盟誓」は、どのよう

に同じ立場で暮らす生活環境を成していかな

な人が暗唱できるのですか。サタン世界の偽

ければなりません。そのようにしなくては

りの父母による、偽りの愛と偽りの生命の因

「家庭盟誓」のとおりに完成することはでき

縁をもっている人は、唱えることができませ

ません。盟誓文の誓いは、必ず成し遂げなけ

ん。
本然の世界に帰っていき、神様と堕落して

ればなりません。

いない真の御父母様と一つになり、真の愛で
「家庭盟誓」を暗唱することができるとい

心と体が一つになり、夫婦が一つになり、子

うことは、堕落する前の完成したアダムの立

女が一つになることができる基準に立った人

場にいるということですが、これはどういう

だけがこの「家庭盟誓」を暗唱することがで

ことでしょうか。父母から偽りの愛、偽りの

きるようになっているのです。

生命、偽りの血統を受け継いだのが堕落した
家庭ですが、皆さんは、堕落せずに完成した

「家庭盟誓」を暗唱することができる人は、

アダムとエバの位置にいる真の父母を中心と

完成した家庭の位置に立たなければならない

した真の愛によって生まれた子女なので、堕

ので、心と体が一つにならなければならない

落していない家庭となるのです。

ということを知らなければなりません。心と

それでは、「家庭盟誓」とは何でしょうか。

体が一つになっていない人には、「家庭盟

それによって、本然的な家庭の権限一切を賦

誓」を暗唱することはできないということを

与するのです。堕落したのですが、堕落して

知らなければなりません。心と体が一つにな

いない本然の位置に帰り、永遠の原則的基盤

っていますか。堕落したので、心と体が分裂

の上で氏族が連結され、民族、国家、世界が

したということを知ったでしょう？ 偽りの

連結されなければなりません。このようにな

父母、偽りの愛、偽りの生命、偽りの血統な

ってこそ、地上天国ができるのです。それゆ

ので、これをすべて清算しなければなりませ

えに、「家庭盟誓」は、心と体が一つになっ

ん。真の愛、真の生命、真の血統を復帰しな

ていない人には暗唱することはできません。

ければならないのです。

夫婦が一つになっていない人には暗唱するこ
とはできません。息子、娘と一つになってい

「家庭盟誓」と一つになり、家庭に定着す

ない人には暗唱することはできません。これ

れば、既に自分たちは地上地獄で暮らしてい
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るのではなく、新しい世界的な天上天国の世

ません。言葉だけでなく、それを成し遂げな

界で暮らしているのです。ですから、「家庭

ければならないのです。

盟誓」を暗唱する人は、昔の地獄世界ではな
く、別の世界で暮らしているという気持ちを

「家庭盟誓」は、神様を中心として暗唱し

もたなければなりません。その家庭では、争

なければなりません。ですから、相対になら

いがあってはいけません。泣きわめいたりし

なければなりません。すべて相対です。心と

てはならないのです。真の愛を実践しなけれ

体が相対になっていますか、なっていません

ばなりません。「家庭盟誓」を暗唱する時は、

か。目は二つですが、片方はサタン側として

必ず心と体が一つになり、夫婦が一つになり、

死んだのと同じです。皆さんが見るものは、

息子、娘が一つになった上で唱えるのです。

すべて二種類です。道を進んでいっても、二

偽りの愛が始まることによって、心と体が

つの道を行くのです。ですから、常に批判し

分裂し、夫婦が分裂し、兄弟が分裂したので、

なければなりません。食べるのも二種類です。

蕩減復帰の原則に従って一つになり得る家庭

天が私を保護することができる、正当なもの

を取り戻すためには、心と体が一つになり、

を食べているのかというのです。世話を受け

夫婦が一つになり、兄弟が一つになることの

ながら食べるのは、いけないのです。ですか

できる位置を再び築かなければなりません。

ら、今から私たちは「家庭盟誓」を暗唱しな

そのようにすることによって、天上天国と地

ければなりません。

上天国とが連結されるのです。
きょうは、五月一日（一九九四年）です。
「家庭盟誓」の徹底化が必要です。「家庭

今までの宣誓文の前に敬礼を三拝し、「父母

盟誓」を徹底化した人が、祝福を受けて祝福

様がすべて成し遂げたことを代わりに相続し、

家庭に加入するのです。祝福家庭に加入すれ

新しい盟誓文に移ります」と祈祷しなさい。

ば、間違いなく「家庭盟誓」のとおりに完成

そして、それを相続し、「このような新しい

した家庭として、天の前に奉献しても恥ずか

『家庭盟誓』の時代に移されます」と言って、

しくない家庭を、お互いがつくらなければな

申し訳ありませんという気持ちをもって祈ら

りません。そのようにすれば、その家庭を中

なければなりません。盟誓文に悔い改めなけ

心として、神様の版図が自然に広がっていく

ればなりません。これからは「私の誓い」と

のです。天国理想が広がっていくのです。

「家庭宣誓」はやめ、「家庭盟誓」を暗唱す
るのです。祝福家庭でない人も、「家庭盟

ほかの国に「家庭盟誓」がありますか。サ
タン世界のどの国に「家庭盟誓」があります

誓」を一緒に暗唱するのです。一般の人も、
すべてここに入っていかなければなりません。

か。ありません。どこかの国で「家庭盟誓」
を立てて、このように家庭全体を代表して誓
っていますか。誓いは、実践しなければなら
ないのです。誓いは、成し遂げなければなり
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盟誓文を朝、昼、晩の食事の時と、起きた

二 家庭盟誓の意味と特徴

時と寝る時、このように五回ずつ暗唱しなが

一) 家庭盟誓の重要性

ら自分自身を批判し、心と体が闘う基準に連
「家庭盟誓」は、すべての原理の内容を中

結したものをすべて清算しなければなりませ

心として、家庭編成に適した核心的内容を抜

ん。そして、一つになっていなければ、朝食

粋して記録したものです。そのようなもので

を食べることができず、また昼食や夕食を食

あることを知って、皆さんは、祈祷する前に

べることができないのです。御飯を食べては

は、必ず盟誓文をすらすらと暗唱し、現在の

いけないのであり、寝てはいけないのです。

自分自身と自らの家庭の状態が盟誓文のとお

盟誓文は、個人的誓いとは異なります。「家

りになっているか、いないかをたださなけれ

庭盟誓」です。

ばなりません。そして、盟誓文のとおりにな
っていなければ、すぐにそれを是正していか

摂理の時、私たちは誓いをするのですが、

なければなりません。盟誓文のとおりに完成

今は個人ではなく家庭です。家庭がすべての

しなければなりません。過去においては「私

公式であり、根本です。ですから、家庭を代

の誓い」と言ったでしょう？

表して暗唱するのです。父親が全体の家庭を

今は何ですか。

「家庭盟誓」を暗唱すれば、その中にすべて

代表して暗唱するのであり、母親も全体の家

が入っているのですが、今後は「国家盟誓」、

庭を代表して暗唱するのであり、また息子、

「世界盟誓」まで出てこなければなりません。

娘も全体の家庭を代表して暗唱するのです。
第一に、心と体が一つにならなければなり

この盟誓文は、復帰摂理の骨子を抜き出し

ません。第二に、夫婦が一つになるのです。

てつくったものですが、どこへ行こうと、毎

第三に、子女が一つになるのです。どうして

日これを中心として生きなければなりません。

でしょうか。エデンにおいて神様を失ってし

すべての盟誓文において、最初の文句は真の

まいました。アダムとエバを中心として個人

愛です。真の愛とは何ですか。自らの心と体

を失い、家庭を失い、子女を失ってしまいま

を祭物として神様の前に捧げれば、神様まで

した。これを復帰しなければなりません。で

一つになって私たちに返してくれるのです。

すから、「家庭盟誓」は心と体が一つになら

自らの心と体を捧げなくては、神様と一つに

なければなりません。夫婦が一つにならなけ

なり、返してもらうことができないのです。

ればなりません。そして、子女が一つになら

絶対信仰、絶対愛、絶対服従する立場で神様

なければなりません。

の前に捧げるようになれば、神様と一つにな
り、神様が私たちの前に立たれるのです。そ

「家庭盟誓」の最初は何ですか。「私たち

のようにして、万事が天の指示どおりに動く

の家庭は真の愛を中心として」です。すべて

ならば、地上と天上天国のすべてのものが成

「私たちの家庭は真の愛を中心として」と言

されるのです。

うのです。「家庭盟誓」の八大項目の中で、
表題は何かというと、「私たちの家庭は真の
愛を中心として」という言葉です。真の愛と
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は何ですか。真の愛というのは、神様の愛と

うか。一〇パーセントですか。一〇〇パーセ

真の父母の愛が堕落しないで一つとなり、真

ントですか。一〇〇〇パーセントですか。永

の愛を中心として真の生命、真の血統が連結

遠パーセントですか。永遠パーセントという

されたことを意味するのです。

のは、無限のパーセントということです。で
すから、投入して忘れてしまわなければなり

家庭が、すべての団体の根本です。ですか

ません。一〇〇パーセントだけ投入するのな

ら、問題は簡単です。世界の統一は、良心と

らば、一〇〇パーセントしか出てきません。

体が一つになり、夫婦が一つになり、息子、

ですから、投入して忘れ、投入して忘れ、投

娘が一つになるところから始まるのです。世

入して忘れてしまわなければならないのです。

界の統一はそこから始まるのです。ですから、
一番の怨讐は、心の前における体です。体は

失ってしまったものを再度編成して、天国

サタン側です。心と体が一つになりさえすれ

に一致させてこそ、天上世界で空いている天

ば、天下がすべて変わるのです。歴史始まっ

国が回復されるのです。今、先生は南米と北

て以来今まで、いかなる聖人もそのことを教

米を統一しています。南米と北米が統一され

えてくれませんでした。真の父母が出てきて、

れば、韓国と北韓の統一は、あっという間で

初めて教えてくれるのです。

す。それから、天の国を取り戻して立つ時は、

それでは、堕落したのですが、なぜ体が心

その時からは天国の憲法が制定されるのです。

を引きずり回すのでしょうか。偽りの愛で堕

皆さんの家庭が唱えている「家庭盟誓」の中

落したのですが、その偽りの愛の力が良心の

から、憲法が制定されるのです。四大心情圏

力より強いので、問題が広がったのです。ゆ

と三大王権、そして皇族圏の内容から憲法が

えに、私たちは、心に神様の愛を注入しなけ

制定されれば、それは公式になるので、誰も

ればなりません。「神様を愛する」と言って

がみな知るようになります。そのようになれ

注入しなければなりません。心と体が一つに

ば、欺くことはできません。

なれば、神様の愛が注入されるのです。
このような原則によって憲法が制定されれ
家庭が必要です。そこで自分のために生き

ば、そのとおりに生活すればいいのです。そ

ますか、子女のために生きますか、それとも

のようになれば、教会は必要ありません。そ

妻のために生きますか。子女のために生きな

のとおりに生きればいいのであり、国のため

ければなりません。なぜでしょうか。創造原

に忠誠を尽くせばいいのです。国のために忠

則がそのようになっているからです。世の中

誠を尽くし、忠臣になり、孝子になり、聖人、

の存在原則がそのようになっているからです。

聖子にならなければならなかったのですが、

歴史がそのようになっているのです。

そのようになることができなかったので、そ

神様が創造したのは相対のためです。です

れを教育するのです。

から、相対が自分よりも優れていることを願

皆さんには、まだそのような観念ができて

うのです。優れていることを願うのですが、

いないのであり、皆さんの時代においては、

何パーセント優れていることを願うのでしょ

昔の観念は変わっていかなければなりません。
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皆さんの息子、娘、何代かを経て、これを是

なりません。その王宮に入っていっても侍ら

正しなければなりません。

れ、国に行っても侍られ、地上の王宮に行っ
ても侍られ、地上の国に行っても侍られなけ

「家庭盟誓」は、すべて初めに「真の愛を

ればなりません。先生は、その道を行かなけ

中心として」から始まるのです。復帰の道は、

ればなりません。その道において自然屈服さ

神様と一つになった真の愛の道から出発する

せ、尊重される勝利の覇権を復帰しなければ

のです。故郷に行っても神様を身代わりし、

ならないのが先生の行くべき道です。

真の御父母様を身代わりしなければなりませ
皆さんは家庭で孝行し、国で忠誠を尽くし、

ん。

世界で聖人の道を行き、天宙で聖子の道を行
二) 家庭盟誓は復帰の総論を集約させた

かなければなりません。それが先生の歴史で
す。皆さんも、四段階の道を行かなければな

もの

りません。すべては成すことができなくても、
「家庭盟誓」は、先生の歴史について述べ

一段階目である孝子になったとしても、その

た言葉です。先生が家庭を編成してきた歴史

国の救いを受けるのです。一つでもしなけれ

について述べた言葉だということを知らなけ

ばなりません。

ればなりません。ですから、最初は何ですか。

数多くの家庭の中で家庭の王座を守らなけ

環境でしょう？ 再創造歴史です。地上を復

ればならず、数多くの忠臣の中で忠臣の王に

帰しなければなりません。一族を救い、その

ならなければならず、数多くの聖人の中で王

国を復帰しなければなりません。二番目は何

にならなければならず、数多くの聖子の中で

ですか。「真の愛を中心として、神様と真の

も王にならなければなりません。多くの聖子

御父母様に侍り、天宙の代表的家庭となり、

の中で王になってこそ相続を受けるのです。

中心的家庭となって……」、天宙の代表的家

そのようになって、そこから相続を受けると

庭です。それは、誰の家庭のことですか。先

いうことが始まるのです。祝福を受けたから

生の家庭です。中心家庭です。その伝統を受

といって、その家庭が相続を受けるのではあ

け継ぎなさいというのです。

りません。

ですから、家庭では孝子となり、国家では
忠臣、世界では聖人にならなければなりませ

聖子は、地上のすべての宗教を統治し、神

ん。今までの歴史上の聖人は問題ではありま

様の代身の位置に行くことによって、家庭を

せん。「神様の家庭を成して世界と連結させ

中心とした世界を祝福するようになっている

よう」という祝福家庭を取り戻さなければな

のです。家庭が別々、民族が別々、このよう

りません

にはならないということを知らなければなり

天国には、二つの法があります。王宮の法

ません。そのような位置に立ったので、四大

と国の法です。地上天国にも、王宮の法と地

心情圏と三大王権を成すことができるのです。

上の法があります。この四つの法を、すべて

すべてが祝福の位置を越えることができる

知って守ることができる家庭にならなければ

位置に立ち、王権に対して東西南北、すなわ
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ち十二真珠門の三六〇度方向の、どこにおい

ません。天上世界がすべて壊れて、機能して

ても自由に行動することができるのです。こ

いないのです。ですから、それをするのです。

こから四大心情圏をもってくるのです。四大

先生がそれをするのです。地上世界を中心と

心情圏の中で、聖子の心情圏、聖人の心情圏、

して、天上世界を手術して是正するのです。

忠臣の心情圏、孝子の心情圏を越えることな
くしては「四大心情圏を越えた」と言うこと

六番は何ですか。「私たちの家庭は真の愛

はできません。これが「家庭盟誓」の三番で

を中心として、神様と真の御父母様の代身家

す。

庭として、天運を動かす家庭となり、天の祝
福を周辺に連結させる家庭を完成することを

四番は何ですか。「真の愛を中心として、

お誓い致します」です。自分たちだけが幸せ

神様の創造理想である天宙大家族を形成し…

に暮らすのではないのです。自分だけ幸せに

…」、天宙大家族です。世界が兄弟です。一

暮らしてはいけないのです。神様は、そうで

つの血統です。神様のように保護しなければ

はありません。父母は、そうではありません。

なりません。神様の王宮の座に就いたとして

息子、娘がもっと幸せになるようにしなけれ

も、この四番を成さなければなりません。天

ばならないのです。四方にすべて連結させる

宙の大家族を形成し、自由と平和と統一と幸

家庭を完成しなければなりません。

福の世界を完成しなければなりません。先生
は、そのような心情です。天宙大家族主義者

七番は、「私たちの家庭は真の愛を中心と

です。自由と、幸福と、統一と、平和を植え

して、本然の血統と連結された為に生きる生

つけてあげなければなりません。その言葉は、

活を通して、心情文化世界を完成することを

何を表しているのですか。先生の歴史を表し

お誓い致します」です。本然の血統です。本

ているのです。先生の歴史が表題です。

然の血統と連結された心情文化世界です。ど
こにも、引っ掛かるものはありません。地獄

頭の中にだけ入れたからといって良いので

に行こうと、天国に行こうと解放です。これ

はありません。平和の世界、幸福の世界だけ

は復帰の総論を越えて……。総論だけではあ

で暮らすのではありません。天上世界に直行

りません。序論から主な内容、そして結論ま

できなければなりません。「真の愛を中心と

でのすべてを集約させたものが「家庭盟誓」

して、毎日、主体的天上世界と対象的地上世

です。先生のこのような話を聞けば、考え方

界の統一に向かい、前進的発展を促進化する

が変わるはずです。今後、国をつくりあげれ

ことをお誓い致します」です。前進的な自分

ば、皆さんもその歴史をすべて話してあげな

たちになりなさいというのです。

ければなりません。そのような内容です。

世の中がこのように邪悪なのにもかかわら
ず、ただ座って眺め、寝て休むことができま

最近、「家庭盟誓」の文の八番ができたで

すか。一秒が重要です。一日を、いかに、よ

しょう。「成約時代を迎え、絶対信仰、絶対

り復帰していくのかというのです。雨が降っ

愛、絶対服従によって、神人愛一体理想を成

たり、夜になったりすることが問題ではあり

し、地上天国と天上天国の解放圏を完成する
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ことをお誓い致します」です。簡単なことで

することができなかった人は、天国に行くこ

す。解放ではなく、解放圏です。皆さんの家

とができません。「家庭盟誓」に出てくる四

だけに行ってはいけません。地上において、

大心情と三大王権、皇族圏を体恤することが

皆さんの国と皆さんの世界に、完全に責任を

できなければ、天国に行くことができなくな

負わなければならないのです。

っているのです。

三) 家庭盟誓の中心思想は「真の愛」

「家庭盟誓」の最初の部分は何ですか。最
初は、どのようになっていますか。「私たち

統一教会では、「家庭盟誓」というものを

の家庭は真の愛を中心として」です。真の愛

宣布しました。「家庭盟誓」は、一般の人が

です。真の愛を中心として成すのです。堕落

暗唱するのではありません。「家庭盟誓」は、

したので、真の愛をもつことができなかった

誰もが暗唱できるものではありません。「家

人は、家庭というものをもつことはできませ

庭盟誓」の八大条項の書き出しは「私たちの

ん。それを知らなければなりません。真の愛

家庭は真の愛を中心として」となっています。

をもつことができなかった人は、本来、神様

それが前提となっています。それは何を意味

の前に家庭をもつことができなくなっている

しているのでしょうか。その言葉は、サタン

のです。堕落とは何かというと、真の愛が腐

世界と関係がない基盤から話しているのです。

っているのです。そうではありませんか。

なぜ「家庭盟誓」に真の愛を前提条件とした
のかというと、堕落がなかったエデンの園の

すべてが相対的関係です。独断的にしては

本然の世界に入っていることを主張するため

いけません。そのようにすれば副作用が生じ

です。

ます。原理原則を中心として愛の理想世界を
展開し、発展させようとすれば、投入するこ

「家庭盟誓」をすべて説明してあげました

とができる内的因縁がなければなりません。

か。「家庭盟誓」は、一から八まで「私たち

それがなくては、発展することはできません。

の家庭は真の愛を中心として」という言葉が

愛が広がっていくことはできないのです。

表題になっています。真の愛とは何ですか。
今後、皆さんが真の愛を中心として一つにな

神様を除いてしまえば、真の愛はありませ

らないまま霊界に行けば、神様に侍って生活

ん。皆さんは、それを知らなければなりませ

することはできません。

ん。自分の父親と母親がけんかをしないで幸
福に暮らしているので「真の父、真の母、真

真なる私と真なる家庭を復帰しなければな

の愛だ」。そうではありません。神様が介在

りません。「家庭」といえば、三代のことを

しなければなりません。未婚の男女が恋愛を

いうのです。祖父母と父母と子女です。これ

して、お互いが死ぬほど愛し合い、たとえそ

を拡大したものが世界です。それゆえに、ど

れが生命を投げ出すような愛であったとして

のような人であろうと、父母、夫婦、兄弟、

も、それは真の愛ではありません。神様が介

子女が必要です。これは公式です。それを愛
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在しない場合は、真の愛ではありません。真

愛という言葉は、投入して忘れるということ

の愛には、神様が介在しなければなりません。

です。

神様と関係を結び、神様の息子、娘になろ
うとするならば、神様の血統と、神様の生命

四) 家庭盟誓を基準として生きなければ
ならない

と、神様の愛に関係しなくては不可能です。
神様の愛と、神様の血統と、神様の良心を受

「家庭盟誓」を完成しなければ、天国に入

け継がなければなりません。すべて必要です。

っていくことはできません。キリスト教徒た

神様の真の愛も真の愛が必要であり、神様の

ちは「イエス様を信じれば天国に行く」と言

真の生命も真の愛が必要であり、神様の真の

っていますが、天国に行くことはそれほど簡

血統も真の愛が必要であり、神様の真の良心

単なことではありません。今、全世界はキリ

も真の愛が必要なのです。それが真の愛とい

スト教文化圏ですが、天国になっていますか。
地獄の中の地獄になっているのです。地獄

うものです。

に近いのですか、天国に近いのですか。境界
真の愛とは、天理を立てるためのものです。

線で見れば、境界線を越えていきましたか、

ゆえに、愛も原理原則に基づくのです。愛は、

越えていきませんでしたか。自らがどの位置

原理上にあるのでしょう？ 自由も原理主管

にいるのかすべて分かるのです。どの位置な

圏、すなわち原理上にあるのであって、原理

のか、すべて分かるようになっているのです。

を否定するものではありません。

それで、「家庭盟誓」が出てくるのです。そ
のような基盤ができて「家庭盟誓」が出てき

「家庭盟誓」には、敵という概念がありま

たということを知らなければなりません。そ

せん。個人の徹底した精神だけを要求するの

れで、「私たちの家庭は真の愛を中心とし

です。「家庭盟誓」は、そのようになってい

て」というように、すべてに真の愛が入って

るのです。探してみてください。怨讐という

くるのです。真の愛を中心として個人、家庭、

概念はありません。愛以外の内容はありませ

息子、娘を一つにして、父母として来られた

ん。地上天国の内容に適合した、基礎的な柱

ということを知らなければなりません。

と同じです。地上天国建設のための基礎公式
盟誓文には、すべて真の愛が入ってきます。

なのです。

真の愛は、この上で展開されるのです。心と
「私たちの家庭は真の愛を中心として」、

体が一つになり、夫婦が一つになり、子女と

これによってすべて越えていくのです。真の

一つになったのちにおいてこそ成されるので

愛を中心として、すべて越えていくのです。

あって、それ以外には成されません。それが

父母の誓い、夫婦の誓い、子女の誓い、血族

できなければ、盟誓文を暗唱できないように

の誓い、一族の誓い、国家の誓いは、すべて

しなければなりません。今まで、個人的に盟

真の愛を中心として越えていくのです。真の

誓文を暗唱してきましたが、実際は家庭です。

愛は、引っ掛かるところがありません。真の

祈祷会をする時は、毎回この盟誓文を暗唱し
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てから祈祷しなければなりません。心と体が

げるために苦労したのであって、私を救うた

一つにならなくては、祈祷することはできま

めに苦労したのではありません。

せん。神様を「お父様」と呼ぶことはできま
せん。私たちは、堕落がどのようにしてなさ

霊界と地上において、すべて夢のような話

れたのかを知っているので、直すことができ

が実現されるという事実ほど、恐ろしく、貴

るのです。

いものはありません。ゆえに、不平を言わず
に素直に原理の道、み旨の道を行かなければ

真の愛とは何でしょうか。心と体が一つに

なりません。それが神様と真の父母の伝統的

ならなければなりません。どのようにすれば、

な考えです。それは、相続しなければなりま

一つになることができるのでしょうか。サタ

せんか、相続してはなりませんか。相続しな

ンの血統を断ち切らなければなりません。根

ければなりません。今、先生が「相続しては

を抜き取ってしまわなければなりません。そ

いけない」と言えば、どのようにするつもり

れが宗教生活です。修養です。それで、心を

ですか。先生がそのように言ったとしても、

中心として体を一つにするのです。体を打っ

皆さんは相続しなければなりません。そのよ

て心を強くし、心に体が従ってくるようにす

うにすれば、たとえ先生が反対し、逃げ回っ

るのです。既に良心は、天国に行くことを知

たとしても、やむを得ず解放してあげざるを

っているのです。体を打ってサタンを分立す

得ないのです。

れば、自然に切り離されるようになっている
のです。真の愛といえば、そのようになって

「家庭盟誓」の一、二、三、……。すべて
のものが原理原則です。これは、すべて暗記

いるのです。

しなければなりません。それを知らなければ、
神様は、心と体が闘いますか、一つになっ

摂理の方向が分かりません。方向が分からな

ていますか。一つになることは簡単ですか、

ければ、途中で混乱が生じるのです。「家庭

難しいですか。世界をひっくり返すことより

盟誓」と、今回お母様が講演する内容は、新

も難しいのです。自らの完成は、世界に勝利

しい天宙復帰の大原則として本にして出版し

することよりも、もっと難しいのです。いか

なければなりません。堕落したこの世界にお

にして心と体を一つにするのかというのです

いて、長子権を復帰し、家庭定着を成して逆

が、それは簡単なことではありません。

に戻っていくのです。それで、家庭という絶

難しいことですが、それはしなければなら
ないことですか、してはならないことですか。

対的な権限をもって発展していくようになっ
ているのです。

しなければならないことです。そのような難
しいところに、先生はハイウェイをつくりま

真の愛を成したならば、その責任を全うし

した。橋を架け、山にトンネルを通してハイ

なければなりません。無責任な人には、「完

ウェイをつくったのです。先生は、先生のた

成」という言葉は永遠にありません。そうで

めにこのような苦労をする必要はないのです。

しょう？ 責任を負うようになってこそ、初

世の中の人、皆さん、そして世界を救ってあ

めて完成が可能になるのです。完成というも
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のは、責任のない人とは何の関係もありませ

ありません。常につぶやきながら生活してい

ん。そのようなことをはっきり理解して、夫

るのです。

婦生活を成していかなければなりません。責
任を負わないところには完成がないのです。

一族で、家庭的なメシヤをつくらなければ

愛というものは、責任的基盤で決定されるも

なりません。十二名以上つくり、家庭を中心

のなので、責任を負う限り、そのすべては均

として自分の一族、孫の嫁まですべて育てる

一的な結果をもたらします。責任を負わなけ

ことができなければなりません。三代、四代

ればなりません。

までしなければなりません。そして、何をし
ようというのでしょうか。自分の一族を拡大

既に、私は八十歳になりました。八十歳に

するのです。

なりましたが、クリスマスの時でも家で過ご

氏族は、七十門徒を中心として百二十門徒

したことがありますか。先日の誕生日も、家

まで編成しなければなりません。イエス様は、

で過ごすことができないようにしました。近

百二十門徒を中心としてザカリヤ家庭で一つ

ごろでは、先生が還暦も解放してきたのです

になり、朝廷のすべての官吏を中心として国

が……。正反対のことをしてきました。今で

の形態を備えて解放しなければならなかった

も、先生は皆さんの世話にはなりません。毎

のですが、それができませんでした。それは、

日、毎時間、父母の子女として、真の子女と

氏族的責任です。メシヤとは何ですか。真の

して、忠告したこのすべての内容を中心とし

父母でしょう？ 真の父母の家庭、真の父母

て考えるのです。私利私欲を中心として考え

の愛、真の父母の血族です。

る暇はありません。
毎日、天上と地上の統一に向かって前進的

国家メシヤを配置したでしょう？ 先生は

発展を促進化させなければなりません。気合

独りでそのような過程を勝利し、その勝利的

いを入れてあげ、強制的にでも一気に追い立

覇権をもってすべてを収めたので、国家的メ

てていかなければなりません。それで、霊界

シヤを配置したのです。神様が地上に来られ、

を動員し、霊界にいる先祖を動員するのです。

失ったものを取り戻し、再び主人となること

その代わりに、霊界の先祖たちがする活動に、

ができる相対圏を取り戻すために配置したの

私が負けてはなりません。絶対に負けてはな

です。その相対圏になろうとすれば、その相

りません。それで、「私についてきなさい」

対世界の家庭に、神様が自由に出入りするこ

と言い、寝ながらでも講義し、そのようにし

とができなければなりません。そのようにな

ながら寝るのです。先生はそのように生活し

れば、家庭の自由圏、氏族の自由圏、国家の

ています。

自由圏、世界の自由圏が生じるのです。

み言をすべて話すことができなかったなら

国家を取り戻し、その国家全体を犠牲にし

ば、寝ながら話しているのです。あすの朝に

て、その国とすべてのものを売ったとしても

説教することも、すべて夜に話しているので

世界のために生きるのならば、彼らの貢献し

す。お母様は、そのような先生の秘密を知っ

た国家が世界の主体国家になるのです。です

ています。夜だからといって、寝る先生では

から、どれほど深刻でしょうか。
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先生が教えてあげたすべての内容は、天国

ろう、聖子の道理を完成しようということで

に入っていくことができる鍵です。ここに合

す。イエス様は聖子になるために来られまし

わなくては、天国の門を開けることはできま

たが、それを成し遂げることができなかった

せん。先生があげる鍵で開けてこそ天国の門

ので、私たちの家庭で、このすべての出発を

が開くのであって、その鍵でなければ開きま

することができるようにしなければならない、

せん。いくら「アメリカの誰々だ」と言って

ということを考えなければなりません。それ

も駄目です。先生の鍵は、本質的な鍵です。

が私たちの伝統です。

たとえ金や銀でつくったとしても、それらの
鍵ではいくらやっても開きません。しかし、

毎日、盟誓文を暗唱し、朝起きた時、朝食

先生があげた鍵は、真鍮でつくられていて何

を食べる時、昼食を食べる時、夕食を食べる

でもないもののように見えても、さっと開く

時にそれを考えなければなりません。それか

のです。誰も、そのような鍵をつくることは

ら、寝る時に考え、「私は心と体が一つにな

できません。

り、夫婦が一つになり、子女が一つになるこ
とに精誠を尽くしただろうか」と反省しなが

神様がこの地上で人間と共に暮らすことが

ら、これを毎日の生活の標準にしていかなけ

できないのは、この統一的見解が家庭におい

ればなりません。夫婦同士でけんかをしては、

て成されていないからです。これが成し遂げ

唱えることはできません。「家庭盟誓」を暗

られれば、神様が再び来られて暮らすことが

唱することができないということが、どれほ

できるのです。「真の愛」と言えば、「心と

ど息詰まる事実かということを感じることが

体が一つ、夫婦が一つ、子女が一つ」という

できなければなりません。これは盾です。

観念がさっとそこに集約されていなければな
りません。この三つが一つになれば、真の愛

寝る時に暗唱し、また起きて暗唱しながら、

の家庭は、地上天国と天上天国の出発となる

「今日は何節について考え、そこに合わせて

のです。神様と真の御父母様を中心として一

生活し、そのように生活しただろうか」と鑑

つになる時、地上天国と天上天国が建設され

定する生活をしなければなりません。それが

るのです。ですから、地上天国はどこから出

できなかったならば、あす、再びその世界に

発するのですか。私と息子、娘からです。家

到達できるように……。そのようにして、御

庭からです。

飯を食べて大きくなるのと同じ生活的な要素
として、天国の生命的な要素を基準要素とし

五) 家庭盟誓に対する私たちの姿勢

て、盟誓文を暗唱しながら鑑定しなければな
りません。

盟誓文の中の第一番は、皆さんが故郷に帰

家庭をもった人が「家庭盟誓」を暗唱する

っていき、神様の創造理想を再び創建しなけ

ことができなければ、偽物です。これは皆さ

ればならないということです。二番目は何か

んの家庭を代表した標準なので、ここに一致

というと、神様の歴史的な恨を解いてさしあ

しないものは不合格であり、脱落です。これ

げる孝子になろう、忠臣になろう、聖人にな

を知り、ここに標準となることができるため
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には、主人である皆さん父母たちは、これを

暗唱することができないということを知らな

すべて暗記し、細分化して、子女たちに教え

ければなりません。

なければなりません。そして、周囲の人々も
そこに同感することができるように、リード

「家庭盟誓」は、すべて「私たちの家庭は

していかなければならないということを知ら

真の愛を中心として」という言葉から始まり

なければなりません。

ますが、真の愛は、心と体が一つになり、夫
婦が一つになり、子女と一つになる、その上

真の良心をもって真の父母を再び見てくだ

で生活することだということを常に考えなけ

さい。そのような良心をもって父母を愛し、

ればなりません。霊界に行けば、皆さんは、

夫や妻を愛し、国を愛し、世界を愛しなさい

盟誓文にすぐに引っ掛かるのです。誓いとい

というのです。真の御父母様に対して、皆さ

うものは、そのように恐ろしいものです。常

んの態度が絶対的な相対的基準で一つになら

にそのように生きなければなりません。

なければならない時代に入っていくのです。

父親がこの盟誓文と一つになっていなけれ

真の御父母様の家庭が定着したので、この

ば、母親も共同責任を負い、息子も共同責任

ような相対基盤を中心として、皆さんは完全

を負い、個人も共同責任を負うのです。心と

に一つにならなければなりません。自らの観

体が一つになり、真の愛を中心として一つに

念があってはなりません。心と体が一つにな

なった夫婦から、その一つになった心と体の

らず、夫婦が一つにならず、子女が一つにな

子供が出発するということは自動的な結論で

らなくては、盟誓文を暗唱することもできず、

す。そうでなければ、家庭に真の愛がとどま

先生を「父母様」と呼ぶこともできません。

ることはできません。真の愛がない所に神様

今まで呼んでいた父母は、利用してやるため

が臨在なさることはできません。論理的な結

のものです。先生は、そのような言葉を聞き

論です。

たくはありません。それゆえに、「家庭盟
誓」を徹底化できる基準をもたなければなり

「家庭盟誓」は、中心に安着した場におい
て、神様と全体が一つになった立場から説い

ません。

ているものです。アメリカが中心ではありま
真の父母と真の父母の子女たちが真の愛を

せん。日本でもなく、先進国でもありません。

相続して暮らす世界には、宗教が必要ありま

それらの世界は、ますます悲劇と、悲しみと、

せん。良心的な世界にならなければなりませ

苦痛と、怨恨に満ちた世界になって終わって

ん。ですから、ここに「家庭盟誓」が出てく

いくのです。今まで、統一教会という所は、

るのです。真の父母と一つになった皆さんは、

地獄のように最も暗く、真っ暗な天地だと思

「家庭盟誓」を暗唱する時、心と体が一つに

っていたのですが、朝となり、これが反対の

ならなければならず、夫婦が一つにならなけ

世界へ上がっていくのです。

ればならず、子女が一つにならなければなり

ですから、天国の運勢が……。創造理想と

ません。そのようにならなくては、盟誓文を

は何かというと、家庭理想です。家庭理想、
すなわち四位基台の完成です。四位基台は三
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代から成ります。三段階に展開したものが四
位基台です。神様、父母、子女です。神様と

三 祝福家庭と家庭盟誓
一) 真の家庭の理想と価値
(1)真の家庭は創造本然の家庭

アダムとエバ、そしてアダムの子女たちです。
それが本来の公式です。アダム家庭は、公式

創造目的の完成は、み旨の完成です。み旨

家庭です。

の完成は、四位基台の完成です。このように
「家庭盟誓」の文は、真の御父母様が闘っ

なるのです。四位基台の完成は何かというと、

てきた戦勝の記録です。勝利した伝統の記録

真の家庭を完成することです。真の家庭には、

です。天宙の解放圏を成す時まで、この伝統

真の父母がいなければならず、真の男性と真

的事実を自分の生活圏に適用させ、毎日のよ

の女性がいなければならず、真の夫婦がいな

うに自分の生活を批判しながら、相対的実体

ければならず、真の子女がいなければなりま

圏を自らが立てなければなりません。皆さん

せん。これは理論的です。最も中心は、個人

が盟誓文を斉唱する時、盟誓文を暗唱しなが

の目的も真の父母であり、男性と女性の目的

ら、盟誓文を中心として常に批判しなければ

も真の父母であり、赤ん坊の目的や兄弟たち

なりません。その言葉を、天から聞こえてく

の目的も真の父母だということです。真の父

る言葉と思い、私がその実体圏になっている

母になって息子、娘をもとう、家庭をもとう、

かを批判し、そのようにできていない部分は、

このようになるのです。

削り取らなければいけません。「この悪党、
統一教会を滅ぼすために入ってきたのか」と

真の家庭が出てくるためには、真の男性が

いう警告状を出さなければならないのです。

出てこなければなりません。真の男性とはい

それを考えてみたことがありますか。

かなる人ですか。神様と一〇〇パーセント一
つになった男性です。神様の理想と完全に一

イスラエル民族が契約の箱をもって四十年

つになった男性であり、そのような人が神様

路程を歩んだように、統一教会も、「家庭盟

の理想と完全に一つになった女性と一つにな

誓」をもって一つになり、天国に入っていく

らなければなりません。女性にも心と体があ

のです。イスラエル民族がエジプトから出て

り、男性にも心と体があるでしょう？ 彼ら

きたのが建国のためだったように、建国思想

が成熟してこそ、初めて心と体は一つになる

を徹底化させなければなりません。同様に、

ようになっています。男性でも女性でも、心

今私たちには全世界的に国がありません。統

と体がすべて一つになった人が、初めて互い

一教会には国がありません。それは、どこが

に横的に一つになることができる力を感じる

ならなければなりませんか。韓国がならなけ

のです。そのようなものが男女の愛です。で

ればなりません。

すから、男女は初愛を中心として、絶対的に
一つにならなければなりません。

神様が主体であり、私たち人間が客体であ
るならば、神様が願われる理想的な愛と、人
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間が願う理想的な愛が安着し得る一つの基準、

が、真の家庭になるのです。真の家庭におい

センターが家庭です。それゆえに、夫とどの

ては、神様が中心軸です。その軸を中心とし

ように向き合い、妻とどのように向き合うの

て、アダムとエバの家庭に、神様が愛の中心

ですか。神様の前に恥ずかしくなく、子女の

として定着しなければならなかったのです。

前に恥ずかしくない夫と妻とならなくては、
夫婦の愛を結ぶことはできないという結論が

家庭を中心として見るとき、夫婦の愛はどの

出てくるのです。

ようなものかというと、妻にとって、夫は神

お互いに愛し合って愛をなそうとする時、

様の代身者であり、自らの絶対的な夫であり、

神様が笑うことができ、理想的な神様の愛の

今後息子を愛することができる中心存在です。

安着点、中心点を通して、今後、喜びの子女

妻は、その夫に対しながらこの世を相対的に

をもつ資格をもった男性と女性にならなくて

感じることができ、相対的に考えることがで

は、この地上に理想的家庭を立てることはで

きなければなりません。夫は宇宙に一人しか

きないという結論が出てくるのです。

いないのです。過去、現在、未来を通じて永
遠に一つしかない存在です。また、夫にとっ

理想的な夫婦、理想的な真の家庭は、神様

て、妻は母の代身者であり、世界を代表した

と常に、共に暮らすことができます。ですか

絶対的な相対です。世界を代表した娘として、

ら、男性は神様の性相、心の立場にならなけ

愛の実体として愛することができなければな

ればなりません。そして、女性は形状となっ

りません。

て一つにならなければなりません。このよう
になったものが、一段階もっと大きくなって

真の父母になれば、真の子女が出てきて、

一つになるのです。心的な面が性相となり、

真の家庭が出てきて、真の氏族が出てきて、

体的な面が形状となって、この二人がここに

真の国が出てきて、真の世界がここから自動

おいて初めて実を結ぶのです。それで、神様

的に生じるのです。そうではありませんか。

を中心として心と体の一体圏ができあがるの

ですから、一番重要な名前は何ですか。「真

です。

の父母」という名前です。「真の父母」とい
う用語が一番重要です。

生命を超越していく愛から、初めて真なる
家庭が築かれるのです。真の夫は、自分の妻

真の家庭とは何でしょうか。夫婦です。夫

のために命を懸ける夫です。真なる父母も、

婦は、神様の実体対象です。神様の体です。

自分の息子、娘たちのために、そのようにす

真の愛をもった神様を、皆さんは「お父様」

る父母です。真の男性もそうであり、真の女

と呼びます。神様が父です。父子関係なので

性も同様です。真の男性と真の女性が出会っ

す。父と息子であり、母と娘なのですが、一

て真の夫婦となるのでしょう？ その真の夫

体です。それを知らなければなりません。縦

婦から生まれる息子、娘が真の息子、娘です。

横を合わせたものなので、そうだというので

その息子、娘は、すべて真の息子、娘になる

す。

のです。そのようにして成し遂げられた家庭
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父母が子女のために無限に投入して犠牲に

真の父母の真の愛を通して神様の真の愛を

なれば、真の愛が背後にある限り、子女はそ

学びながら、真の兄弟の真の愛を通して真の

の真の愛に無限に感謝するようになっている

国と真の世界人類に対する普遍的な真の愛を

のであり、父母は大きな喜びをもって、その

訓練させる、平和世界の基本核の位置が真の

犠牲の立場を満たすのです。このように、犠

家庭です。それだけでなく、父母と子女の間

牲的な真の愛の力は、授受作用を発展させ、

につながっている真の愛を通して、過去と現

真の家庭で、そして真の世界で、永遠の喜び

在と未来の世代が一貫した真の愛の価値観に

と平和の関係を結ばせます。このようなとこ

よって連結されていく、歴史的連結の輪の基

ろから、永生の理想世界が顕現するのです。

本単位も真の家庭です。

しかし、このような真の愛が欠如した家庭
や、国や、世界は、抜け殻の建物にすぎず、

家庭を通して、すべての人を愛し得る経験

むしろあらゆる不信と、反目と、不倫の納骨

をすることができます。幼い子供から年寄り

場所となってしまうのです。人間の純粋な真

まで、男性は女性全体を、そして女性は男性

の愛が成長し、完成する場所が真なる家庭で

全体をそのようにお互いに愛することができ

す。真の父母の愛、真の夫婦の愛、真の子女

る因縁の世界こそ、より生きがいのある理想

の愛、そして真の兄弟の愛が共に完熟し、実

に近い世界です。ですから、家庭は、理想世

践される真の愛の初舞台が真の家庭なのです。

界を紹介するための教育場です。

(2)真の家庭は、本然の血統と真の愛

最高の真理とは、どのようなものでしょう
か。父母に仕え、真の子女と共に生き、真の

が連結されなければならない

父母と真の子女を中心とした真の家庭を中心
として、「真の家庭とはこのような家庭だ」

神様の究極的、不変の摂理目的は、真の父

と言うことができるものです。さらには「真

母を探し立てることです。真の父母は、真の

の氏族、真の民族、真の国家、真の世界と真

愛の化身体であり、真の生命の種として来ら

の天地とはこのようなものだ」と言うことが

れます。真の父母から真の家庭が始まり、こ

できるものです。このような「真」という因

の家庭は、復帰されるべきすべての家庭の標

縁ができなければ不可能なのです。

本となるのです。

神様の真の愛の動機により、その対象とし

統一教会でいう心情圏がどのように伝授さ

て造られた人間にとって最も貴いものは、真

れるのかという問題は、神様の本然の愛を中

の愛を中心とした真の家庭を成すことです。

心とした血統的因縁が連結されなければ、神

真の愛は、人間に真の幸福をもたらす根本で

様を中心とした本然の心情圏は、完全に一〇

す。真の愛の中に無限の喜びがあり、無限の

〇パーセント伝授されないのです。

自由があるのです。真の愛の中から、永遠の
調和が成し遂げられるのです。

神様が中心になって成長したアダムとエバ
を祝福してあげた場合には、神様を中心とし
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た真の愛と、真の生命と、真の血統を受け継

結ばれるのです。そこで、縦的愛と横的愛が

いだ真の夫婦が生じ、真の家庭、真の氏族、

連結されるのです。そのようになれば、その

真の民族、真の世界へ拡散していったはずで

縦横の愛を通じて、神様の血統的因縁と血縁

す。しかし、人類は、堕落したがゆえに真の

が生じるのです。血統が生じるのです。

父母を失ってしまいました。その結果、偽り

それゆえに、その血統、すなわち神様の愛

の父母が生じ、地獄が生じました。その偽り

を中心として一つになった縦横の愛と因縁を

の父母の歴史を払拭し、再び真の父母の歴史

結んで生まれた血統には、サタンは干渉する

を登壇させることが神様の摂理です。

ことができません。サタンと因縁がないので
す。ですから、心情を受け継ぐためには、純

神様は、真の愛を中心とした真の父母、真
の子女、真の家庭、真の国家、真の世界、そ

粋な神様の愛を中心とした本然の伝統的血統
を受け継がなければなりません。

して真の宇宙を立て、真の愛の理想によって
主管しようとされましたが、サタンが偽りの

祝福結婚の儀式は、偽りの愛の因縁を清算

愛を中心として、偽りの父母、偽りの子女、

し、絶対性を中心とした結婚の神聖な内容と

偽りの家庭、偽りの国家、偽りの世界、そし

価値の回復を指向します。真の夫婦の愛、真

て偽りの宇宙を立てて主管してきたのです。

の父母の愛、真の子女の愛を回復するための
儀式です。したがって、祝福結婚式に参加す

堕落後に、アダムとエバから連結した人類

る当事者は、純潔と信頼を生命視し、不変の

の血統は、サタン側に属しています。自然世

夫婦愛を誓約するのです。その真の愛の基盤

界のすべてのものも同様です。そこで、反対

の上で、真なる家庭を成し、真なる子女を養

に祝福を受けることによって、すべてのもの

育し、生活の中で真の国家と平和世界の実現

が逆に帰っていくのです。財産、息子、娘、

に献身することを誓うのです。

夫婦が神側に属するようになるのです。
そのようになることによって全宇宙が神様
に連結されます。そこから、神様が思いどお

二) 真の家庭と家庭生活
(1)侍ることによって生活の天国化を実現

りにすることができるようになるのです。そ
のように帰っていかないものは、サタン側に

神様は、妄想的な神様、観念的な神様では

残ります。すべてのものが神側へ帰っていか

ありません。抽象的な神様ではありません。

なければなりません。財産、息子、娘、家庭、

生活的な主体性をもち、私たちが生活してい

そして先祖まで、本然の位置に帰っていかな

る生活の主人として、常に共にいらっしゃる

ければならないのです。

のです。侍られているだけではありません。
共同的な愛を中心として、共同的な生活をし

神様の愛を中心として完全な神様の愛が顕

ていらっしゃる神様です。夢のような話です。

現する時には、サタンは現れることができま
せん。それが責任分担の完成です。責任分担

神様を心の中に迎えて侍り、私たち人間が

を完成した直接主管圏において、愛の因縁が

体の立場から完全に一つになることのできる
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起源をつくらなくては、この悪魔世界を清算

神様は、宇宙の中心存在であられるので、

することはできません。このような観点から

その近くに行けば、千年、万年、主管を受け

見るとき、侍りの時代、すなわち侍義の救援

たとしても、もっと主管を受けたいと思うの

時代だとみなすのです。侍ることによって救

です。神様を中心とした侍る道理がそのよう

いを受けるのです。神様は、あの空の遠く彼

になっているので、今日、私たち人間もその

方にいらっしゃるお方ではありません。私た

ような位置で主管を受けることができるなら

ちの生活圏内の主体者として、神様に侍らな

ば、それ以上の幸福はないという事実を、私

ければなりません。

たちは考えてみることさえできなかったので
す。

皆さんは、神様がいらっしゃるということ
を一日に何度自覚しますか。二十四時間中に、

皆さんは、侍る生活をしなければなりませ

何度、神様がいらっしゃる、ということを感

ん。なぜ侍る生活をしなければならないので

じますか。侍ることによって救いを受けよう

しょうか。神様の愛を受けるためだ、という

という人が、二十四時間中の一、二時間程度

事実を知らなければなりません。したがって、

侍ればよいのですか。空気よりも、切迫して

まず神様に侍らなければなりません。神様に

必要なものが神様です。水よりも、切迫して

侍らなければならないのです。

必要なものが神様です。御飯より、もっと貴
重なものが神様です。しかし、皆さんはその

一日二十四時間の生活圏内で私が見聞きし
たすべてのことは、何のためでしょうか。神

ように感じていますか。

様のためです。神様のために見て、聞かなけ
今から、皆さんは侍る生活をしなければな

ればならず、感じるのも、神様のために感じ

りません。今までの信仰生活は、信仰によっ

なければなりません。私たちは、地上で生活

て救いを受けましたが、今後は、侍ることに

していますが、天上世界の生活と連結させて

よって救いを受ける時代です。本来、堕落し

生活しなければなりません。

なかったならば、私たちは、神様に侍ること
によって行くべき道を行くようになっている

神様が喜ばれ、悲しまれることを常に鑑別

のです。侍るには、皆さんの生活と心で、共

しながら暮らす人は、悪人になろうとしても

に侍らなければなりません。

なることはできず、天の法度に背こうとして
も背くことはできません。そのような男性は、

侍る生活をしなければなりません。希望の
天国は迎えましたが、侍って実践しながら生

どれほどの美人が誘惑しても負けません。そ
こに同化することができないのです。

活する天国は迎えていません。すなわち生活
的な面において、主体であられる神様を知ら
ないのです。

今日、家庭を脱皮する不幸な青年男女がた
くさんいますが、その原因は、どこにあるの
でしょうか。それは、天倫の法度に一致した
愛が失われてしまったからです。ですから、
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家庭を中心として、その家庭に神様を定着さ

その神様を占領できる道は、誰よりも神様の

せることができる、天地父母が顕現しなけれ

ことを思い、神様のために奉献しようとする

ばならないのです。

ことです。その人を中心として神様は訪ねて
いくのです。

(2)家庭生活の中心は真の父母
人間においては、神様を愛することが第一
最後に残るものは何でしょうか。神様プラ

の戒めですが、愛する時は、死ぬほど愛さな

ス人間、すなわち神人であり、神人の生きる

ければなりませんか、一時的に愛さなければ

道、神人の生活観です。人生観も同様に神人

なりませんか。皆さんは、神様を死ぬほど愛

の人生観であり、神人の世界観です。そして、

しますか、死ぬほど愛しませんか。たとえ雷

それは神様に対して人間が漠然と知るといっ

に打たれて死んだとしても、愛さなければな

た程度の立場ではなく、人間が離れようとし

らないのです。神様を死ぬほど愛さなければ

ても、永遠に離れることができない立場です。

なりません。死ぬほど愛さなければならない

神様と人間は、本来離れてはいけない立場か

とすれば、死ぬ前までに、できないことはあ

ら離れていったので、離れてはならない立場

りません。

以上の立場に到達しなければなりません。そ
のような立場で、神人が一つになった生活的

この道を行くためには、愚かでなければな

な舞台、世界的な舞台を要求していかなけれ

りません。忠臣たちは、別の見方をすれば愚

ばなりません。

かな人々です。少し愚鈍に見えます。熊のよ
うな性格をもっているのです（注：熊には愚

皆さんは、侍義時代、すなわち侍る生活を

鈍な人という意味がある）。自分の腕を切ら

する時代において、正確な中心をもっていか

れたとしても、「ああ、ここがあまり切られ

なければなりません。神様に侍るにおいては

なかった、もっと切りなさい」という、その

法度があります。その法度に背く時は、神様

ような間抜けで愚かな点がなければなりませ

は非常に憤慨されます。子女を愛している父

ん。

母が、その子女の一言の言葉によって胸に釘

熊や猪は、銃に打たれた時に、動くのに足

が刺さったり抜けたりする思いを味わうのと

手まといになる部分があれば、その部分を口

同じように、神様も、人間を愛していらっし

で切り落として逃げていきます。死について

ゃるがゆえに、怒りも多いお方なのです。万

はあとで考え、まず邪魔になる部分を切って

が一誤れば、神様から怒りを買うようになり

しまうのです。そのような、間抜けで愚かな

ます。それゆえに、先生も先生なりに、常に

何かがなければなりません。忠臣、烈士は、

神様を喜ばせてさしあげようとしているので

愚かでなければなりません。少しは間抜けで

す。

なければならないのです。

皆さんも、皆さんのことを思ってくれる人
を訪ねていくでしょう？ 神様も同じです。

レバレンド・ムーンとは、どのような人で
しょうか。一つの芸しかない人です。愚かに、
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ただまっすぐにしか行けない人です。口をち

真の父母が自分と共にいて、自らの父母が共

ょっと閉じて適当に回っていけばいいのに、

にいることを感じて生活しなければなりませ

なぜしきりに悪口を言われるようにするので

ん。「神様はいない、死んだ」という考えは

しょうか。それは、多くの人々の反対を受け

もつことができない時代に入ってきました。

てこそ、一つの峠を越えていくことができる
からです。ところが、皆さんは回っていく考

父母の愛を受けようとすれば、何をしなけ

えをしているでしょう？ では、どうして世

ればならないでしょうか。父母が愛する、す

の中のすべてのものを切って、行かなければ

べてのものを愛さなければなりません。その

ならないのでしょうか。父と母の愛に引っ張

ようにしたのちにおいて、初めて愛を受ける

られれば、まっすぐに行くことができないか

のです。家庭でいえば、自分の父母から愛を

らです。今まで、神様がまっすぐな道を訪ね

受けることを願うならば、その息子は、父母

てこられたので、まっすぐに行かなければな

がもっているすべてのものを愛したのちに愛

らないのです。

されなければならない、ということを知らな
ければなりません。これをしないで愛を受け

神様がそのように寂しいお方であり、孤独

ようとする人は、どろぼうです。父母が貴く

なお方であられるので、私が死ぬ日まで、そ

思うものを、すべて自分勝手にめちゃくちゃ

のみ旨とその願いを一つでも解いてあげ、そ

に引き継いでは、愛を受けることはできない

の分野の一つの基盤でも拡大させ、神様のた

のです。
皆さんは、先生の血と汗の代価をもって買

めに生きることができる人を集めることが使

ってきた人々です。先生の体を与えて買って

命だ、と思って歩んできたのです。
悪口を言われ、むちで打たれても復讐する

きた人々です。したがって、皆さんは、先生

ことを知らず、愛で耐えてきたのは、神様の

と同じ仕事をしなければなりません。先生は

息子として生まれたからであり、そのお方の

食口たちを誇りたいのです。このような立場

み旨を立てなければならない責任があるから

から、公約しましょう。

です。しかし、この伝統をいかに立てていく
かということを考えながら、ふらつき、ある

皆さんは、実体の神様の立場に立っている

いは腰が曲がり、這いずりながら、「これだ

真の父母が恋しくて、泣かなければなりませ

けは残さなければならない」としながら闘っ

ん。しきりに会いたいと思わなければなりま

てきたのです。

せん。御飯一膳でも炊き、水でも一杯くんで
おき、そのようにしながら侍りたいと思わな

今から、皆さんは真の父母と共に生活しな

ければなりません。そのような、切実な心を

ければなりません。それゆえに、真の父母は

もたなければなりません。涙が先立つ心情を

おじいさんの立場であり、自らの父と母の立

もっていれば、できるのです。そのようにす

場であり、自分たちは長子の立場だというの

れば、先生を中心として心情一致が成され、

です。これが違うのです。三代が共に生活す

先生と共に呼吸することによって、先生の人

るという結論です。神様が自分と共にいて、

格基準と、それを後ろ盾する先生の過去と、
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そこに絡まった事情がどのようになっている

ない偉大な力を統一教会がもっているのは、

のかを知るようになり、さらにはそれを相続

正にこのためです。生きている神様を私たち

し、引き継ぐことができるのです。

が直接目で見て、感覚をもって体恤すること
ができる圏内で、体験を繰り返しながら歩ん

エデンの園でアダムとエバは堕落して、そ

でいくのが、私たち統一教会の道です。

の堕落圏内で生活したので、直接的な侍る生
人間の願いは、真の父母に出会うことです。

活をしてみることができませんでした。侍る
ことができなかった人間には、天国に入って

死の道を行ったとしても、出会わなければな

いく資格はありません。しかし、皆さんは、

らないお方が真の父母です。歴史をすべて失

堕落の血統を受けて生活したとしても、復帰

い、時代をすべて失い、自らの子孫をすべて

の路程を蕩減し、地上で実体をもってアダム

失ってしまう恨があったとしても、真の父母

とエバが侍ることができなかった真の父母に

に出会うならば、歴史を取り戻し、時代を取

侍り、神様に侍って生きてから行ったという

り戻し、未来を取り戻すことができるのです。

条件を立てることによって、天国に入ってい

このようなお方が正に真の父母だということ

くことができる資格になるのです。それで、

を、皆さんは知らなければなりません。

天国の市民権を得るようになるのです。
「チャム・プ・モ（真の父母）」というそ
皆さんが考える神様に対する侍りの生活と

の名前三文字を思う時、真の父母によって歴

は、どのようにしなければならないものでし

史が治められ、真の父母によって新しい世界

ょうか。神様を一体と思い、真の父母を一体

に戻っていくことができる起源が生じ、真の

と思い、生活するすべてのものが一体となっ

父母によってサタンを屈服させることができ

て、私が生活するときに「このすべてのもの

る内的な因縁が決定され、真の父母によって

は神様のものであると同時に真の父母のもの

外的な世界を占領しているサタンを征服して、

であり、真の父母のものは真の父母の国のも

初めて神様を解怨成就してさしあげることが

のであり、真の父母の国のものになれば、私

できる中心が決定されるのです。したがって、

のものである」という観念をもたなければな

真の父母と共に生き、真の父母の命令を奉じ

りません。

て行動することができるこの驚くべき恩賜に、

この宇宙も真の父母のものであり、この家

皆さんがまず感謝しなければなりません。

も真の父母のものであり、国も世界も真の父
母のものであるならば、私は真の父母の息子

神様を解放しようというのです。真の神様

なので、すべてのものは私のものだ、という

の権威を中心として、理想の境地で人類始祖

結論が出てくるのです。

と共に無限な幸福を褒めたたえながら暮らす
ことができる中で、侍られながら暮らされる

成約時代には、神様自体が真の父母の姿を

べきだった神様が、このように悲惨になった

して万民の前に現れるようになります。政治

という事実を知ったので、その神様を私たち

によるいかなる力を投入したとしても、負け

の手で解放してさしあげようというのです。
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これは驚くべき提案です。そのような内容

今まで私たちは、いい加減に生きてきたの

が宗教界から出てきたという事実は、神様に

であり、言葉もいい加減に使ってきました。

とっては、限りなくうれしい知らせです。福

しかし、今から、私たち祝福家庭も規律を立

音の中の福音です。このように見るとき、仏

てなければなりません。腹が立ったからとい

教を立てられたお方も神様であり、儒教を立

って、父母が子女を自分勝手に棒でたたき、

てられたお方も神様であり、イスラム教を立

「この駄目息子」という世俗的な卑しい言葉

てられたお方も神様であり、キリスト教を立

を使ってはいけません。今からは、すべてが

てられたお方も神様なので、すべての宗教が、

一新されなければなりません。神様を中心と

もろ手を挙げて歓迎しなければならないので

して、言葉から、態度から、生活から、一新

す。

した立場に立たなければなりません。

皆さんが真の父母と完全に一つになる時、

個人生活はどのようにしなければならない

国家があるのであり、氏族もあるのであり、

かということを、はっきり糾明しなければな

民族もあるのであり、家庭もあるのです。天

りません。また、家庭生活はどのようにしな

地のあらゆる栄光の価値を総合した実体基準

ければならないかということも、はっきり糾

が、真の父母です。真の父母を世の中のお金

明しなければなりません。過ぎし日に漠然と

と換えることができますか。自分の生命と取

生きてきた生活を改め、これからは具体的に

り替えることができますか。それゆえに、昔

生きていかなければなりません。

とは違うのです。皆さんがどこに行ったとし
ても、真の父母に侍るために大韓民国を訪ね

父母は、子供のために存在します。もし父

てこなければなりません。皆さんの息子、娘

母のために父母がいるとすれば、「父母」と

も、千代、万代の後孫も、そのようにしなけ

いう言葉は出てきません。今後、統一教会の

ればなりません。それゆえに、統一教会は違

原理を中心として、倫理観が形成されなけれ

うのです。

ばなりません。父母は、どのようにあるべき
ですか。子女を生む父母は、子女のために存

三) 真の家庭の伝統と家法を正しく立てよう

在しなければなりません。それが倫理の第一
条です。それには、説明が必要ありません。

先生が心配していることは、いかにすれば
統一教会の名を後世に残すことができるかと

息子のために存在しようとする立場は、不幸
な立場ではなく、幸福な立場です。

いうことではなく、いかにすれば先生の伝統
を受け継いだ人々を後世に残すことができる

皆さん自身は、誰のものですか。父母のも

かということです。ですから、今まで、伝統

のであると同時に、息子のものです。そのよ

を重要視しなさいという教育をしてきている

うになるとすれば、父母は誰のものですか。

のです。

父母は、子女のものであると同時に、神様の
ものです。ゆえに、皆さんは、まず神様のも
のとなり、子女のものになったのちに、自ら
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のものとなるのです。そのようになる時、初

未来に対して、どのように暮らすことが、

めて完成がなされるのです。ですから、父母

幸せに暮らすことでしょうか。私が幸せに暮

を敬うその法度は、地上に残っており、人間

らすことが問題なのではありません。子孫を

生活に残っているのです。ここから、「父母

教育しなければなりません。子孫の前に残し

を敬い、子女を愛しなさい」という言葉が出

てあげなければなりません。今まで、統一教

てきたのです。父母がいなければ孤児です。

会を指導してきた先生自身もそうですが、皆

父母の愛を受けてみて、子女を愛してみてく

さんもかわいそうな道を歩んできました。避

ださい。そのようにして初めて「私」という

難民として定着することができなかったので

人間が四方を分別し、上下を分別することが

す。荒野路程を歩んできたのです。今から、

できるのです。

私たちは定着しなければなりません。そして、
定着しようとすれば、闘って勝利しなければ

伝統を残さなければならず、その次には、

なりません。カナン七族を滅ぼしたように、

善なる立派な子孫を残さなければなりません。

戦って勝利しなければ定着することはできな

小心者の子孫ではなく、強く雄々しい立派な

いのです。この民族を中心とした闘いにおい

子孫を残さなければなりません。そのように

て、必ず勝利しなければなりません。

なれば、たとえその国が滅びる運勢圏にあっ
父母は、死んでも、天道は、残していかな

たとしても滅びません。滅びるべき立場から、
新しい恩人が現れるのであり、追われる立場

ければなりません。その家庭は、何のために

から、新しい勝利の旗がついてくるのだとい

存在するのでしょうか。自らの子女のために

う事実を知らなければなりません。残すべき

存在するとしても、まず神様のために生き、

その伝統は、大韓民国だけでなく、万民が喜

国のために生きなければなりません。結局は、

ぶことができる伝統にならなければならず、

そのことが自らの子女のために生きる道です。

そして善の子孫も残さなければなりません。

そのようにしてこそ、子女たちは神様の運と

これができなければ、天の前にもっていく礼

世界の運と共にあり、国の運と共にあること

物がなくなります。

ができるのです。したがって、祝福されて生
んだ貴い子女たちが苦労したとしても、その

いかにして私たち祝福家庭の息子、娘たち

子女たちに拍子を合わせるのではなく、神様

が先生のように生き、そのように三代を生き

と、世界と、国の運勢に拍子を合わせなけれ

ることができるか、ということが大きな問題

ばなりません。

です。三代が共に功臣になるならば、天下に
いない、あの天上世界の功臣になるのだ、と

私たちが神様から受けた純粋な血統を、い

いうことを考えてみましたか。ですから、自

かにして保有するかが問題です。堕落した血

らの息子、娘を抱き、今から教育して、その

統ではなく、純粋な血統をいかに保存してい

ような思想を入れることに精誠を尽くさなけ

くのかというのです。彼らのために、心から

ればなりません。

心配しなければなりません。汚染されていな
いエデンの園においても堕落したのですから、
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この罪悪世界できれいになるということは、

習慣は、最も凝り固まった悪い癖です。結

非常に難しい問題とならざるを得ません。罪

婚したのち、皆さんが子供たちを育てながら

悪世界で生まれた父母は、たとえ苦労したと

習慣的な生活をするようになれば、それが体

しても、祝福を受けて生まれた子供たちには、

に染みついてしまいます。そのような環境の

汚染されていない環境をつくってあげなけれ

中では、特別な精誠や祈祷をする時間があり

ばなりません。私たちが犠牲になったとして

ません。子供たちがそばで騒ぎ立てるので、

も、二世たちのために早くそのような環境を

祈祷をする時間がないのです。

準備しなければならない、というのが先生の
私たちは、個人中心ではなく、家庭中心で

考えです。急がなければなりません。

す。だからといって、家庭だけを中心として
習慣的で世俗的な家庭であってはいけませ

すべてのものを清算するのではなく、すべて

ん。「今はこうであるが、今後は良くなるだ

を連結しなければなりません。したがって、

ろう」と考えてはいけません。既に完全でな

昔、独りで道の生活をしていた時の努力をす

ければいけません。現在が問題です。過去と

るだけではいけません。「昔努力していた時

現在が完全であってこそ、未来も完全であり

の何倍も努力しよう」という決意と覚悟を添

得るのです。このような一日を、エデンの園

付させなければいけません。悪に対して挑戦

でももつことができなかったことが、堕落の

していく生活は、ややもすれば疲れて後退し

証拠です。過去と、現在と、未来が一致する

やすいのです。家庭をもった時は、独りでい

ことができる位置が、理想的な位置です。現

た時の何倍も努力しなければなりません。家

在を捧げることができなければなりません。

庭は、中心をつかんでいる立場です。私たち

地上の永遠の足場となることができるか、と

は、現実を避けることはできません。前後、

いうことが神様の願いなのです。これは、歴

上下、左右の関係を家庭で完成しなければな

史的な総合点です。

りません。過去の信仰形態ではいけません。
過去の一方的な信仰態度をもっていてはいけ

イスラエル民族がカナン復帰を成し遂げた

ないのです。

のちに滅亡したのは、彼らが既存の環境に同
化し、習慣化されたからです。より豊かに暮

皆さんは、一代のために生きる家庭になる

らし、よく食べて贅沢をする生活にすべての

のではなく、世界と永遠のために生きる家庭

精神を注いだので、滅亡したのです。彼らは、

にならなければなりません。また、愛の基盤

異邦人であっても、相手が金持ちの家ならば

を広げ、万民の心情を集めて、ろうそくのあ

結婚しました。また、権力を貪り、知識を好

かりをつけ、香をたいて祈りを捧げ、天と地、

みました。結局、既存のカナン文化に同化さ

万民と共同の因縁を結んで生きたのちに死の

れ、選民の精神を売り飛ばしたので、彼らは

う、という家庭にならなければなりません。

滅亡したのです。

そのような家庭になれば、いかなる苦難が迫
ってきても、神様がその家庭を保護してくだ
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る地上天国と天上天国を創建することを

さるはずです。天が種として残しておくので

お誓い致します。

す。

一) 私たちの家庭は真の愛を中心として

皆さんは、侍る生活法度を知らないでしょ

(1)真の愛は神様とのみ関係した愛

う？ これは、まだ教えてあげていません。
今後、時になれば、すべて教えてあげようと
思っています。侍る時は、世の中のいかなる

摂理的な観点から見るとき、復帰摂理の時

孝子よりも、歴史上のいかなる忠臣よりも、

代は終わったとみなしています。復帰摂理時

最善を尽くして侍らなければなりません。天

代が終われば、本然の創造理想の世界へ越え

下が、このような家庭の規範に頭を下げるこ

ていくようになるのです。復帰摂理時代が終

とができる心情的起源をつくるために行く道

わるという言葉は、堕落したサタンの権限の

が、統一教会の行く道であるということを皆

世界が終わり、神様が地上と天上世界を直接

さんは知らなければなりません。

管理する時代に越えていくということです。
このような時が来るので、統一教会において

祝福家庭は、家庭の伝統を立て、家法をつ

は「家庭盟誓」というものを宣布したのです。

くらなければなりません。そして、子女たち

「家庭盟誓」は、一般の人が唱えるのでは

の教育基準と家庭の規範をつくらなければな

ありません。「家庭盟誓」は、誰もが唱える

りません。そのようにしなくては、もし父母

ことができるものではありません。「家庭盟

が誤り、子女たちの追及を受けるようになれ

誓」の八項目の書き出しは「私たちの家庭は

ば、返す言葉がないのです。

真の愛を中心として」であり、それが前提と

これからは匕首をもって、切るべきところ

なっています。それは何を意味しているので

は切り、解剖すべきところは解剖しなければ

しょうか。真の愛はサタン世界と関係ない基

なりません。皆さんの思いどおりにしてはい

盤から、という意味です。

けません。統一教会は、天国を成さなければ
ならない教会なので、個人ではなく、家庭を

堕落することにより、偽りの愛を中心とし

取り戻さなければならないのです。家庭生活

て、偽りの生命、偽りの血統が連結した世の

で模範となることができない人は、世界的な

中になってしまったので、これを克服して越

指弾を受けるでしょうし、全天宙的な指弾を

えるためには何をもたなければならないかと

受けることでしょう。

いうと、真の愛と、真の生命と、真の血統の
位置を占めなければなりません。そのように
しなければ、これを克服することはできませ

第二章 家庭盟誓の各節の解説
一

ん。このことを、はっきりと知らなければな

家庭盟誓第一節の解説

りません。
「家庭盟誓」に真の愛を前提条件とした理

私たちの家庭は真の愛を中心として、本
郷の地を求め、本然の創造理想であ

由は、堕落がなかったエデンの園の本然の世
界に入っていることをいうためです。真の愛
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と、真の生命と、真の血統が、神様と共に一

とはできません。それを知らなければなりま

体的理想を成したならば、そこには偽りの愛

せん。真の愛をもつことができなかった人は、

と、偽りの生命と、偽りの血統がありません。

本来神様の前に家庭をもつことができなくな

地上で生活しても、それ自体が地上天国と天

っているのです。堕落とは何かというと、真

上天国になるのであり、永遠の世界の出発を

の愛が腐っていることです。

形成するようになっていたのですが、これを

それでは、真の愛とは何ですか。神様との

堕落によってすべて失ってしまったのです。

み関係を結んだ愛です。自分や国家や、また
世の中の習慣性や風習、あるいは国民の伝統

今まで、歴史を通じて数多くの宗教の宗主

性といったものがありますが、そのような関

や、数多くの聖賢、賢哲たちが現れましたが、

係を結んだ愛ではありません。神様とだけ関

真の愛とは何らの関係もありませんでした。

係を結んだ愛です。

このようなすべてのものを解決するために、
この地上にイエス様がメシヤとして来られ、

堕落したので、神様とだけ関係を結んだ愛

新郎新婦の基盤を築こうとされたのです。そ

になることができませんでした。サタンの愛

れでは、メシヤが来られて成さなければなら

と関係を結んだのです。それが家庭だけでは

ないこととは何でしょうか。新しい家庭と、

なく、サタンの家庭を越えて氏族、民族、国

新しい氏族と、新しい国家と、新しい世界に

家、世界、そして天上世界にまで拡大されて

向かって新しい皇族圏を設定しなければなり

いるのです。私たちが堕落した人間として生

ません。皇族圏の直系先祖は誰でしょうか。

まれ、その生活環境で身につけたすべての習

本然の愛と神様の直系子女であり、真の愛を

慣や伝統は、神様とは関係がありません。こ

中心として真の生命と真の血統の基盤を中心

れを否定し、これを解決するということはど

とした堕落していない人です。そのお方が種

んなに難しいことか分かりません。純粋な本

です。

然の神様の愛はどのように本質的基準へと帰

その種から根が出てくれば、中心の幹の根

っていくのでしょうか。神様の愛に接するた

となるでしょうし、そこから中心の幹、中心

めには、自らの愛という習慣性、愛という伝

の芽へと大きくなっていくのです。これが縦

統を完全に否定しなければなりません。

的に大きくなることによって、そこに対応し
て横的世界へ拡大していくので、家庭と氏族

神様が、この地上の人間と共に生きること

が連結され、民族、国家、世界が連結される

ができないのは、この統一観が家庭で成し遂

のです。

げられなかったからです。これが成し遂げら
れれば、神様が再び来られて共に生きるよう

「家庭盟誓」の最初の部分は、どのように

になります。真の愛といえば「心と体が一つ、

なっていますか。「私たちの家庭は真の愛を

夫婦が一つ、子女が一つ」というコンセプト

中心として」です。真の愛を中心として成す

（観念）がそこに集約されていなければなり

のです。堕落したので、真の愛をもつことが

ません。この三つが一つになれば、真の愛の

できなかった人は、家庭というものをもつこ
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家庭は、地上天国と天上天国の出発になるの

自然にこれを先代から後代に伝承するように

です。

なっていたのです。そのような世界が創造本

神様と真の御父母様を中心として一つにな

然の世界でした。

る時、地上天国と天上天国を建設することが
創造本然の人間は、その心と体に神様の真

できます。ですから、地上天国はどこからで
しょうか。私と家庭から、息子、娘からです。

の愛をもち、それにそのまま感応しながら生
活するようになっています。言い換えれば、

統一教会は、真の愛の理想によって神人と

心は、真の愛を中心として神様に感応し、体

心身を統一する所です。神様は、真の愛と、

は、その心に自動的に共鳴するようになって

真の生命と、真の血統をもっていらっしゃる

いるのです。心と体が闘うことのない真の統

お方であり、私たちはそこから出てきたので、

一の起源は、神様の真の愛をそのまま受け継

私たちにも、真の愛と、真の生命と、真の血

いで体験するところにあります。心と体が統

統がなければなりません。人間は、神様の真

一体になるという人間の理想は、神様の真の

の愛を中心として、父子一体の関係をもって

愛を完全に所有する時に成し遂げられるので

生まれたので、神様の心と体が真の愛によっ

す。心と体が真の愛を中心として統一される

て統一されているように、私たち人間の心と

ところから、真の自由と平和の理想が出発で

体も真の愛によって自然に統一されていなけ

きるようになるのです。そして、心と体が統

ればなりませんでした。ところが、サタンの

一された基盤の上で、自由で平和な個人、家

愛と、生命と、血統を受け継いだ堕落人間の

庭、氏族、民族、国家、世界を成し遂げるこ

体はサタンの側に立ち、そして心は神側の一

とができるのです。

線に立って、これらが継続して闘っているの
真の愛は、神様と連結しています。真の愛

です。

の根は、自分を中心として連結されていませ
真の愛の起源である神様は、父の立場から

ん。根本的に神様と連結されているのです。

人間に絶対不変の真の愛を相続しようとされ

そして、神様は永遠の存在なので、真の愛に

ました。真の愛の中では完全調和と統一が成

連結されれば自動的に永遠の存在になること

されるので、神様の真の愛は、そのパートナ

ができるのです。これはすべて理論的です。

ーである人間に完全に相続されるのです。そ
れだけではなく、このような真の愛の属性に

真の愛は、どこから生じるのでしょうか。

よって、相続権と同居権、同参権が自然に生

真の愛は、「ため」に生きるところから生じ

じるので、人間も神様の子女として同行する

るのであり、「自分のために生きなさい」と

ことができるようになっていたのです。また、

言うところには真の愛はありません。なぜで

人間相互間においても、真の愛を中心として

しょうか。天地創造の根本、出発がこの注入

相続権、同居権、同参権を享受するようにな

からだったのではありませんか。世の中のす

っていました。そして、人間は神様の真の愛

べてのことは、自己投入です。愛の理想を探

を中心として、各自の理想と幸福を所有し、

し求めてきた神様のこの宇宙創造の軸は、注
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真の愛とは何でしょうか。全体を投入し、

入からです。引っ張り込むことからではなく、
投入するところから始めたのです。自らの生

また投入し、また投入しようとすることです。

命を投入しても忘れてしまうことができる立

永遠に投入するところから真の愛の真の相対

場になることが、真の愛の道理だということ

を中心として、一つになることができる道が

を知らなければなりません。

できるのです。

真の愛とは、天理を立てるためのものです。

真の愛とは何でしょうか。自らの生命まで
も投入し、また投入しようというこのような

ですから、愛も原理原則に基づくのです。愛

立場、与え、また与えて忘れることができる

は原理上にあるのでしょう？ 自由も原理主

立場からのみ、真の愛が始まるのです。真の

管圏、すなわち原理上にあるのであって、原

愛は、天地を貫くのです。死の世界も貫いて

理を否定するものではありません。

上がっていくのです。生命の世界でも、強い
(2)真の愛の基盤は真の家庭

心でも、どこでも貫いていくことができるの
です。愛の通じない所はありません。愛は、

真の愛の第一の故郷は、真の家庭です。そ

秘密の部屋にも通じるのです。

こには真の父、真の母、真の夫、真の妻、真
真の愛とは何でしょうか。投入して忘れて
しまい、投入して忘れてしまうことです。立

の子女がいるのです。それが真の愛の家庭基
盤です。

派な父母とはどのような父母でしょうか。投
家庭には、男性と女性がいます。それでは、

入して、投入して忘れてしまう父母です。
「私が大学に行かせてあげたので、私が老い

その男性と女性は、どのような男性と女性で

れば養って、その代価を払わなければならな

すか。創造理想から見るとき、再創造過程に

い」と言って、それを手帳に記録して計算書

適合した男性と女性です。すべてのものは同

をあらかじめ準備する父母は、偽りの父母で

じです。男性と女性は、心と体が一つになら

す。そのような父母は、神様のように理想的

なければなりません。心と体が一つになるな

な孝子に対することはできません。

らば、男性が一つの主体、プラスになり、心
と体が一つになった女性をマイナスとして、

真の愛は、いったい何をするのでしょうか。

それと一つになろうとするのです。

皆さんの心と体が闘っているのを、すべて統

このようにして、夫婦が大きなプラスにな

一することができるのです。今まで、心と体

り、子女と一つになろうとするのです。家庭

が統一しなかったのは、真の愛がなかったか

は、この原則に従って、主体と対象によって

らです。偽りの愛をつくっておいたからです。

一つになるのです。プラスとマイナスがこの

真の愛でなければ一つにすることはできませ

ように一つになったものが父母になり、夫婦

ん。堕落は、偽りの愛によるものだったので、

になり、兄弟になり、このように主体と対象

真の愛でなくては一つにする道がないのです。

によって一つになるための三段階の内容を備
えて結束したものが家庭です。
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す。そして夫は妻のために、また妻も夫のた
心と体が一つになり、夫婦が一つになり、

めに投入して忘れてしまい、兄弟もやはり同

父母と子女が一つになる、それ自体の力は何

じように投入して忘れてしまう、このような

でしょうか。愛の力です。真の愛の力です。

基準が、創造理想の愛を中心として、真の神

それでは、真の愛の力は、どこから出発する

様が願った理想的な出発点だったのです。

のでしょうか。皆さんが結婚する時、相手が
父母は家庭の王であり、氏族の中心は氏族

自分よりも百倍、千倍、万倍、無限大に素晴

の王になるのであり、民族の中心は民族の王

らしいことを願うのです。無限大です。
そのような心は、どこから来たのでしょう

になるのであり、世界の中心は世界の王にな

か。神様から来ました。人間もそうであるよ

るのです。アダムとエバがこのようになるの

うに、神様も、御自身の対象が無限大の価値

です。神様を主体にすれば、人間は対象にな

になることを願っているのです。ですから、

るのです。それで、家庭の中心の王、すべて

絶対的であり、永遠であり、唯一的な対象の

の中心の王になれば、神様もここで王になる

愛を中心として願うのです。その愛の力は、

のです。プラスであり主体です。いくら大き

どんどん大きくなろうとするのです。小さな

くても、この公式に適合しなければなりませ

ところから大きくなっていこうとするのです。

ん。

真の愛だけが大きくなることができるのです。
神様は、相対のためにこの宇宙を造りまし

そのようにして、この愛を通じて宇宙と連結

た。神様も独りでいれば、孤独です。皆さん

されるのです。すべて同様の公式です。

も独りでいれば孤独でしょう？ ですから、
人間は、なぜ生まれたのでしょうか。それ

相対が必要です。

は愛のためです。真の愛のためです。真の愛

パートナーが必要なのです。それは何のパ

とは、いったいどのようなものでしょうか。

ートナーですか。愛のパートナーです。その

宇宙のすべてのものを与えても得ることがで

ような愛の主体である神様が投入して忘れ、

きない価値をもっているものです。その真の

無限に投入して忘れてしまう観念をもって始

愛をつかめば、神様をつかむことができます。

めるならば、その相対となるパートナーも、

神様の本体をつかむことができます。ですか

無限に投入し、無限に注入し、刺激すること

ら、結婚というものは偉大なものです。どん

ができる相対として立たなければなりません。

ぶり勘定式ではありません。縦的に完成し、

神様の愛は、投入して忘れてしまう思想です。

横的に完成し、神様と一体となるのです。縦

このような思想なので、自ら自身を消耗させ

横の完成や前後完成という、すべてのことが

る奉仕と犠牲の精神によって宇宙が生じ始め

そこで成し遂げられるのです。

たのです。
宇宙の存続が始まりました。それで、神様

皆さんは真の人間になりましたか。真実の

も愛の相対が必要です。皆さんも愛の相対が

子女がいるかというのです。子女のために、

必要でしょう？ 神様も真の神様なので、真

父母は投入して忘れてしまい、また投入しま

の愛を中心として真の相対と愛し合うことが
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できる、そのような位置を中心としてこの地

心が慕うと同時に体も慕い、永遠に安息する

上に定着しようとするのです。

ことができて幸福の基台だと誇ることができ
る本郷を、私たちは訪ねていかなければなり

定着する基盤は何かというと、家庭です。

ません。今までの歴史過程において、数多く

これが基礎です。これが単位です。公式は単

の人々がこのような本郷を慕い、追求し、欽

位を通して連結するのです。神様が喜ぶこと

慕する途中で死んでいきました。また、今ま

ができ、神様が踊ることができ、神様が笑う

での数多くの宗教人や哲人たちも、この本郷

ことができ、神様が歌うことができる定着的

の地を探すために苦労してきたということを、

出発地はどこでしょうか。それは国でもなく、

私たちは知らなければなりません。ですから、

世界でもなく、いかなる男性や女性でもあり

本郷の地は必ず現れなければならないのです。

ません。男性と女性が一つになって神様の相
本然の園は、理想の園です。有無相通

対的立場で定着することができる家庭です。
そこから、すべてのものが出発するのです。

（注：あるものとないものを互いに融通する

すべての出発です。理想、自由、幸福、すべ

こと）の世界であり、兄弟の感情が万宇宙の

てのものの出発です。すべて同じ公式です。

どこにおいても通じる世界です。今日のよう
に、民族的な感情、あるいは国家の主権的な

真の愛を実践しなければなりません。「家

違いをもって論議できるような理想と主義の

庭盟誓」を暗唱する時は、必ず心と体が一つ

世界ではありません。民族の差別、あるいは

になり、夫婦が一つになり、息子、娘が一つ

国家の主権など、そのようなすべてのものを

になった上で唱えるのです。

越えて論議する世界です。人間の経済的な事

偽りの愛が始まることによって、心と体が

情や文化などという条件の違いをもって論議

分裂し、夫婦が分裂し、兄弟が分裂したので、

するのではなく、心情をもって論議する世界

蕩減復帰の原則によって一つになり得る家庭

です。

を取り戻すためには、心と体が一つになり、
夫婦が一つになり、兄弟が一つになることの

本来、人間始祖が堕落していなければ、そ

できる位置を再び築かなければなりません。

の本郷はどこでしょうか。アダムとエバが生

そのようにすることによって、天上天国と地

きたエデンの園であり、その村であり、その

上天国とが連結されるのです。

山河であることに間違いありません。今日、
堕落した父母の血統を受けて生まれた人間た
ちは、「本郷！」と言えば、自分たちが生ま

二) 本郷の地を求め
(1)本郷の地の真の意味

れた所を思い浮かべますが、今日の人類が追
求し、慕っている理想的な本郷というものは、

本郷とは、どのような所でしょうか。行き

あまりにもでたらめなものです。

たくて、見たくて、暮らしたい、そのような

今日、統一教会が探し求めていく最高の目

所です。私たちの心が行きたいと思い、心と

的地はどこでしょうか。失ってしまった本郷

共に体が行きたいと思う、そのような所です。

を捜し求めていかなければなりません。その
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本郷には両親がいらっしゃり、兄弟がいて、

国、すなわち国までが本郷に入ってくるよう

親戚がいます。そこは、彼らが悲しみの中で

になります。また、宇宙、あるいは天宙とい

私たちを迎えるのではなく、永遠の喜びと幸

う見地から見れば、この世界が私の本郷にな

福の中で迎えることができる所であり、そし

ります。このように、眺める範囲が大きくな

てその喜びが一時的な喜びで終わるのではな

ればなるほど、その本郷の範囲もそれに比例

く、永遠に続く、そのような本然の場所を私

して大きくなっていくということを、皆さん

たちは訪ねていかなければなりません。

は生活過程においてよく感じるはずです。

本然の地は、悪が宿る所ではありません。

本郷を訪ねていかなければなりません。エ

悪と絶縁し、あふれる本然の愛を中心として、

デンで堕落せずに完成していれば、私たち人

永遠無窮に幸福を謳歌して暮らす永遠の統一

類の先祖は神様と同苦同楽（注：共に苦しみ

世界です。本郷というものは、幸福を謳歌し、

共に楽しむ）できるそのような本郷の基地に

父母の愛と家庭の愛に浸り、天地万物を主管

行くのです。宗教指導者や父母や先生の指導

しながら天地が喜ぶ中で永遠に生きたい所で

を受けることなく、良心の命令に従って自ら

す。

の行くべき道、天理の大道を行くのです。
「良心を教育しよう」という言葉を聞いたこ

私たちが本郷の地を慕うのは、そこには誰
よりも近い父母と兄弟と親戚がいて、常に私

とがありますか。良心は、自らの一生におい
て知らないことがありません。

を導いてくれ、いつどのような時に訪ねてい
っても常に私を変わらず迎えてくれるからで

皆さんは、みな故郷をもっているでしょ

あり、私が困難な目に遭えば、それに同情し

う？ ところで、神様の本郷はどこでしょう

慰労してくれ、私を喜んで迎えてくれるから

か。神様の本郷の地があれば、その本郷から

です。

一族が生じ、その一族から民族が生じ、民族
から国家と世界が生じ、それによって地上に

本郷が慕わしく、恋しくて訪ねていったと

天国が生じるはずです。この地球星に神様の

しても、もしそれがなければ、切に恋い慕っ

本郷の地があるとすれば、行きたいですか、

た心情はなくなり、かえって嘆息の条件をも

行きたくありませんか。行きたいのです。ひ

って帰ってくるようになるということを知ら

どく愚かな母、父、お兄さん、お姉さんが暮

なければなりません。本郷の地には、必ず迎

らす故郷であっても行きたいと思う人間であ

えてくれる人がいなければなりません。

るのに、神様の本郷に行きたいとは思わない
でしょうか。神様の本郷は、私たちすべての

本郷というと、皆さんは何を連想しますか。
本郷には自らの愛する父母がいて、愛する村

故郷であるのに、行きたいと思わないならば、
それはうそです。

があり、愛する家があり、愛する兄弟がいま
す。私たちが故郷を遠く離れて外国に行くよ

神様がこの地上に着地し、家庭をもって生

うになれば、その本郷の範囲は広くなり、祖

活できる所ができるようになれば、そこは、
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人類全体を代表した位置になるのです。ゆえ

なりません。そのようになるためには、先生

に、神様が生活を出発したその家庭基地は、

が内外をひっくり返さなければなりません。

人類の本郷の地になるのです。それゆえに、

韓国が本郷であり、祖国であるとすれば、す

神様が暮らすその根本の出発地が故郷になる

べての世界的な文明は、韓国で成就しなけれ

のです。

ばなりません。私たちが韓国を本郷の地とす

堕落したがゆえに、神様を中心として、そ

るためには、今日、忠誠、精誠、愛、犠牲の

の出発地から出発することができませんでし

祭物になることを覚悟しなければなりません。

た。家庭がそのような立場になることができ

そのようにしなければ、韓国は本郷としての

なかったのです。そのような故郷がありませ

資格を失うようになります。良いものをつく

ん。先生が現れることによって初めて、真の

るためには、実践が必要です。血と汗と涙を

愛を中心として神様と真の父母が一つになっ

流しながらでも成し遂げなければなりません。

て着地して出発することができる起源を備え
たのです。そこは、人類の本郷の地とならざ

もし韓国が神様の願われる、この世界の本

るを得ません。復帰されたそこが本然の形態

郷の地となり、宇宙万民の祖国となれば、そ

の出発基地と同じなので、そこは、神様の愛

の国の新しい文明は世界を支配し、その国の

を交わすことができる真の愛の基地であり、

言語は世界語になり、その国の男女は世界的

人類の本郷の地となるのです。

な男女になるはずです。本来の父母を中心と
して生まれていれば、言語は一つです。

神様が願われる国、すなわち祖国は、どこ

堕落したがゆえに分かれたのです。それで、

でしょうか。人類の祖国は、どこでしょうか。

韓国が祖国の地、本郷の地となり、神様が願

人類の真の父母が来られるその国が祖国です。

われる国になれば、今後、韓国は持ち上げら

それが道理です。祖国はどこでしょうか。

れることでしょう。神様が踊れば、韓国を持

（人類の真の父母が来られる国です）。人類

ち上げて踊るのです。今まで、神様は一日と

の本郷の地はどこでしょうか。アフリカなど、

して踊ったり笑ったりすることがおできにな

国は数多くありますが、人類の真の父母とし

れなかったのです。

て来られたそのお方の生まれた故郷が、宇宙
とこの歴史的な世界の本郷の地になるのです。

愛の本山が韓国です。人類の愛の家、愛の
故郷、愛の国を成し遂げることができる本郷

神様が願われる祖国は、どこでしょうか。

の地は韓国です。それで、真の父母であると

人類の本郷の地は、どこでしょうか。真の御

いうこの人は、真の愛を中心とした絶対不変

父母様が誕生された故郷こそ、歴史的であり、

的な家庭理想を中心として、国家形態、世界、

宇宙的であり、世界的な本郷の地になるので

天国、地上と天上天国を連結する直通行路を

す。

開拓したのです。外国でもそのようなことを

先祖と、思想と、伝統を受け継がなければ
なりません。それをしなければ、継子の扱い

知っています。ですから、自らの国を捨て、
韓国に来て生活しようとするのです。

を受けます。韓国民族は選民にならなければ
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地上天国で神様の家族として生活した人々
が行く所が、霊界の天上天国です。天上が私

で暮らすはずなのに、生まれてみると怨讐の
地であり、悲しい地であったのです。

たちの本郷の地です。天上天国が私たちの本

今、生きているこの場所は、私たちが本拠

郷の地なのです。しかし、人間の堕落後、今

地とし、幸福の基台であると賛美することが

までそのような地上天国が築かれることはな

できる地でしょうか。違います。それゆえに、

かったので、天上天国は空いています。天上

通り過ぎなければなりません。家庭よ過ぎ去

天国に入っていった人はいないのです。

れ、国よ過ぎ去れ、世界よ過ぎ去れ、共産主
義も民主主義も過ぎ去れ！

(2)私たちが求めていかなければなら

先生が願うのは、

本郷の地の愛主義であり、父母の愛を分け、
血肉を分けた兄弟主義です。イエス様は、漠

ない本郷の地

然とそのようなことを叫びましたが、今は具
懐かしい本郷の地は、どこですか。父と母

体的です。

がいる所です。それは、間違いありません。
今の人間世界は、堕落したアダムとエバが神

本郷を求めなければなりません。本郷は、

様の前から追放され、失楽園したのちに結婚

どこでしょうか。イエス様の本郷は、どこで

して、息子、娘を生むことによって繁殖した

しょうか。イエス様が死ななければ、イスラ

五十億人類によってできている世界です。

エルの国がイエス様の本郷になっていたはず

「そうではない」と言う人はいません。この

です。世界の祖国の出発は、イスラエルの国

ように病気になったので、行くべき道が分か

を中心としてなされていたはずです。イエス

らないのです。事件が起こり、孤児として流

様がこの地上で負う責任と、担当しなければ

れてきました。出発が不明確であり、目的地

ならない使命とは何でしょうか。本郷の地を

が不明確です。人類は、どこに行くべきかを

創建しなければならないということです。堕

知らないのです。どのようになるのか、誰も

落したすべての人類の前に本郷の地となるた

知りません。それを知らないので、神様が五

めには、すなわち故郷の地となるためには、

十億人類に教えてあげようと、まず先生に教

天が探し立てた父母が登場しなければなりま

えてくださったのです。統一教会に入ってく

せん。そのようにならなければ、本郷の地が

れば、神様を知らない人はいません。

現れることはできません。父母がいないのに、
兄弟が現れることができますか。できないの

堕落することによって、私たちは本郷の地

です。

を失い、故郷を失ってしまったのです。本来、
私が堕落しないで生まれていれば、この世で

故郷には誰がいますか。親戚がいて、兄弟

生きて死ぬ時に、どこで死にますか。本郷の

がいて、父母がいなければならず、それから

地です。それで、死んでも本郷の地に埋めて

家庭を中心とした所有物がなければなりませ

もらいたいと思うのです。暮らすならば、ど

ん。なぜ故郷を恋しがるのでしょうか。自ら

こで暮らしますか。本郷の地です。故郷の地

の命の心情的な因縁がそこから始まったから
です。それゆえに、自らの生命の価値を重要
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視する限り、故郷を忘れてしまってはいけま

それで、盟誓文の第一節は何ですか。「真
の愛を中心として、本郷の地を求め」です。

せん。

その地を訪ね求めていかなければなりません。
「希望の祖国の一時が早く来てくださ

「神様の創造理想である地上天国と天上天国

い！」。天の一国家を立てることによって、

を完成すること」を誓うのではありません。

今まで天の前に怨讐であった大サタンを審判

創建しなければなりません。私の手でつくら

し、悪を取り除いてしまい、善だけを中心と

なければならないのです。悪魔の世界から、

した平和の天国をこの地上に成し遂げなけれ

きれいに取り戻してこなければなりません。

ばなりません。それが神様の願いであり、イ

サタンの世界圏を完全に回復しなければなり

エス様の願いであり、今までの摂理路程にお

ません。それゆえに、完成ではなく、創建な

いて多大な貢献をした私たちの先祖の願いだ

のです。これが違うのです。

ったということを、皆さんははっきりと知ら
故郷に帰っていって孝子、忠臣になり、神

なければなりません。

様の創造理想であるモデル的家庭と国をつく
今までの人間たちは、恨を抱き、悔しく、

りあげ、王権を成就することによって、地上

かわいそうな神様であることを全く考えませ

天国と天上天国になるはずでした。しかし、

んでした。よく分からなかったのです。御自

堕落してもう一つの世界ができたので、これ

身の息子、娘である世界の万民が、怨讐の鉄

を神様の大家庭の理想を中心として一つにし

柵網にかかり、「死にそうだ」と言う恨みの

なければなりません。そのままにしておいて

声が天地に響きわたっているのに、神様が

はいけないのです。天上世界と地上天国を一

「ああ、お前たちは、何をそのように大きな

つに連結しなければなりません。これを早め

声を出しているのだ。私はちょっと寝なけれ

るためには、発奮し、情熱的な立場から発展

ばならない」と言って、腹をなでて眠る神様

させなければなりません。

でしょうか。神様は、休むことなくこの地を
復帰してきているということを知らなければ

「私たちの家庭は真の愛を中心として、本
郷の地を求め、本然の創造理想である地上天

なりません。

国と天上天国を創建する」ということは、地
「本郷の地を求めて」と言いました。です

上天国と天上天国を私がつくるということで

から、今までの宗教世界では、出家を命令し、

す。家庭を失ってしまったので、家庭をつく

独身生活を命令したのですが、統一教会はそ

らなければならないということです。私たち

の反対です。還故郷です。「故郷に帰りなさ

の家庭は真の愛によって、本郷の地を中心と

い」というこの言葉は、宗教世界の歴史には

して、本然の創造理想である地上天国と天上

なかった福音の中の福音です。これは、一度

天国を創建するのです。本郷の地です。家庭

しかない朗報の中の朗報です。そうであるの

を中心とした本郷の地です。国ではありませ

に、還故郷の道をのろのろ歩んでいた罪人た

ん。故郷へ帰らなければならないということ

ちがどれほど多いでしょうか！

です。
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皆さんにそのような家庭があれば、故郷の

す。皆さんの立場はそのような立場です。皆

地へ帰っていき、地上天国と天上天国をつく

さんがそのような概念さえはっきりと知って

りあげなければなりません。故郷さえ取り戻

歩んでいくならば、サタンは退いていくので

せば、今は国と世界のすべてが自然に一つに

す。ですから、氏族的メシヤの使命を完遂し

なるのです。心配する必要はありません。地

なければなりません。

上天国と天上天国が自然に成し遂げられるの
定着する所で何を相続してあげるのでしょ

です。それが家庭から起きるのです。

うか。個人ではありません。家庭です。それ
還故郷とは何でしょうか。真の愛の根源地

を知らなければなりません。それで、「家庭

が神様なので、その本然の地に帰っていき、

盟誓」が出てくるのです。ですから、「家庭

その根や枝や実と共に永遠に生きようという

盟誓」を徹頭徹尾、教育しなければなりませ

ことです。愛を中心として、平和に、幸福に、

ん。この「家庭盟誓」を見れば、第一節は、

永遠に暮らそうというのが、本郷に帰ってい

真の愛を中心として、本郷の地を求め、創造

くということの道理です。簡単なことです。

理想である地上天国と天上天国を創建しよう
という内容です。それ一つをもって、すべて

いかに本郷を連結し、神様と連結するので

成し遂げることができるのです。

しょうか。本来、皆さんが生まれた所が故郷
三) 本然の創造理想

ではないですか。すべての人々は、故郷から
全世界に横的に連結されるのです。今まで、
全世界の人々は、天側の故郷をもつことがで

神様のみ旨とは何でしょうか。真の愛です。

きませんでした。それを失ってしまいました。

創造理想を完成しようというのです。神様の

本然のアダムの位置を探し出すことができな

創造理想を完成しようとは、どういうことで

かったのです。私たちがその場所を探し出し

しょうか。四位基台を完成しようということ

ていかなければなりません。そこに帰ってい

です。アダムとエバが結婚することによって

かなければなりません。その場から家庭を出

神様と人類が一つになっていれば、万物がす

発し、氏族を出発して、国と世界まで進んで

べてその愛の上で一体となるので、神様を占

いかなければならないのです。これは理論的

領し、創造された被造物を占領することがで

です。観念的なことではありません。そのよ

きる第二の主人になるのです。神様は目に見

うにすれば、行くことができる道がすべて現

えない主人となり、私たちは目に見える主人

れてくるのです。

となるのです。神様は内的な神様であり、私

個人の基盤の上で先祖のアダムを復帰し、
イエス様の立場を復帰しなければなりません。

たちは外的な神様になろうというのです。み
な神様になりたいという欲望をもっています。

そのようにすれば、完成時代において、再臨
主である真の父母を中心として本郷に入って

神様の創造理想である四位基台の完成は、

いくことができるのです。そこに入っていけ

愛によってアダムとエバが神様と一つになる

ば、すべてのものは皆さんの所有となるので

ことです。上下、前後、左右に神様が入って
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くるのです。そのようにして、何をしようと

に暮らしたいと思ったその基台が家庭だった

いうのでしょうか。第一は、人間の愛と神様

のです！

の愛を完成することです。神人愛の完成です。
一体です。愛して一つになれば、所有権が決

本来、神様の創造理想というものは、真の

定します。永遠の愛には、愛の所有権が決定

父母を標準としてつくられたのです。創造の

されるのです。夫の前の女性に対して、夫が

すべての始まりは……。真の父母を標準とし

永遠の所有権をもつのであり、女性の前の男

て、すべての被造物を創造されたのです。真

性に対して、女性が永遠の愛の所有権をもつ

の父母が完成する時間、すなわちアダムとエ

ようになるということを知らなければなりま

バが完成した段階に入っていき、真の父母が

せん。

聖婚式を行うその時間は、神様の聖婚式と同
じです。一箇所において成されるのです。神

神様は縦的な父であり、縦的な主体であっ

様は真の愛の主人であり、真の愛の根となら

て、人間は横的な主体です。縦横が一つにな

れるお方なので、その真の愛を中心として、

ってこそ構成体を完成させるのです。立体的

これと人間が一つになり、真の愛の根をこの

な構成体というものは、縦横が一つになり、

平面世界、人間世界、地上世界に拡張するこ

前後が一つになっていなければなりません。

とを願ったのが創造理想でした。

それで、縦的な存在とは何かというと、父子
の関係です。横的な関係、東西の関係は夫婦

しかし、堕落によって、血統的にはサタン

の関係であり、兄弟の関係は前後の関係です。

の血肉を受けました。このサタンの血と、サ

このように、一つの家庭に愛の理想の一つの

タンの血統と、地獄をすべて取り除いたとし

球形を形成しようとすることが神様の創造理

ても、天国に入っていくことは難しいのです。

想です。

これをすべて取り除いたとしても、私たち人

それでは、神様はどこにいらっしゃいます

間は、神様の創造理想を中心として、神様と

か。中央にいらっしゃいます。父として代表

真の父母が真の愛を中心としてもつことがで

し、夫として代表し、母として代表し、妻と

きるその血統的因縁の世界とは、元から関係

して代表し、息子として代表し、お兄さんと

がないからです。

して代表し、弟として代表できる、中心存在
としていらっしゃることを願われたのが神様

良心は最高の理想を願い、体も最高の欲望

の創造理想です。それはどういう意味かとい

をもつのです。それゆえに、皆さんが考えて

うと、神様は、男性と女性と永遠に共に暮ら

も、男性でも女性でも、何を願うかというと、

したいということです。彼らが父母になれば、

この世界の王になり、女王になることを願う

父母の位置で永遠に共に暮らしたいと思うの

のです。それが神様の本来の創造理想です。

であり、彼らが夫婦になれば、夫婦として永

横的に無限大の中心存在となり、縦的には神

遠に暮らしたいと思うのであり、神様は父母

様と同じ存在になるのです。神様以上の最高

であられるので、父母として永遠に人間と共

の存在がいますか。それでは、女性と男性は
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何かというと、神様の聖殿です。目に見えな

を中心として、神様のみ旨と神様の創造理想

い神様の内的な実体なのです。

を中心として、その方向を一致させ、目的の
一致を成し遂げるところにおいて、平和の世

神様が願われた創造理想は、最初は一粒の

界が可能だったのです。神様のみ旨とは何で

種を植えることです。これが公式です。一粒

しょうか。これは重要な問いです。統一教会

の種を植えるのです。そのように植えられた

では、神様のみ旨は何であるといいますか。

一粒の種が、絶対的な男性の代表です。二つ

第一は、創造理想を完成することです。簡単

ではありません。女性も同じです。そのよう

です。それでは、創造理想の完成とは何でし

な女性がクイーンであり、そのような男性が

ょうか。四位基台の完成です。四位基台の完

キングです。そのようなキングとクイーンが

成とは何でしょうか。理想的家庭です。簡単

愛で一つになることが理想です。そのように

なことです。その理想家庭になっているかと

連結するところに神様が臨在されるのです。

いうことが問題です。

堕落世界には、そのような内容の理想的な公
神様の創造理想から見るとき、真の男性と

式基盤がありません。

真の女性を描き、真の愛と真の生命と真の血
愛は一体を成すのです。父子一体、夫婦一

統を連結させて、それが安着した位置から家

体、兄弟一体という言葉は、愛を離れてはあ

庭が出発するならば、神様の愛と神様の生命

りません。男性と女性の体は、神様の実体で

と神様の血統が縦的に降りてきて天と地が一

す。これが一つになる時は、縦的な基準を求

つになり、地で定着し、横的に拡大していか

めて上がっていくのです。この一点に集まる

なければなりません。相対的な愛を中心とし

のです。縦的基準がまず連結されるのです。

て家庭ができれば、個人と家庭を中心として、

縦は引力に引かれて下りてきます。横より
も早く下りてきます。自然に来て縦的基準が

氏族になり、民族になり、四方性を備えるよ
うになるのです。

ぴったり中心となり、これらが一つになって
回るようになれば、この全体が一を中心とし

未来において、私たちが天上天国の中心に

て球形を成すのです。これが核となり、アダ

なり、地上天国の中心となるのです。天上天

ムとエバが夫婦になって一つの愛の球形体を

国は縦的基準であり、地上天国は横的基準で

完成するのです。その位置が息子、娘の完成

すが、これが一つになって地上天国と天上天

した愛の実体です。その位置が天国家庭の愛

国が統一されるのです。これは、神様の真の

の理想の完成体です。その位置が男性と女性

愛を中心として、統一的大家族の編成を模倣

が理想とした神様の創造理想であり、根源的

したものです。これが神様の創造理想です。

な核心点を爆破、結実させたそれ自体なので
真の愛を中心として、神様が人間を無限の

す。

価値をもつ者として完成させることによって、
平和の世界において根源となるものとは何
でしょうか。神様が中心になるのです。神様

神様も真の愛の完成を成し、永遠の理想愛が
宿る創造理想世界が完成するのです。
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神様の愛の理想は一人では完成することが

神様のみ旨は、創造理想の完成です。創造

できません。これは、必ず家庭を通して、夫

理想の完成は、真の愛の理想の完成です。こ

婦の結婚を通して成されるのですが、今まで

れが堕落したので、再び戻ってくるためには

この内容が分からなかったので解決すること

どのようにしなければならないのでしょうか。

ができませんでした。堕落して偽りの父母と

長子権復帰、父母権復帰、王権復帰、皇族圏

なることによって、いまだに偽りの後孫は天

復帰を成し、そのように生きて天国に入って

国に入ることができないのです。神様が創造

いくことができる本然の基準を完成しなけれ

理想によって立てられた天国に入っていくこ

ばなりません。これが統一教会の摂理史の主

とができません。この中間段階にとどまって

流です。創造摂理が主流ですが、堕落したの

いるのです。イエス様も同様です。イエス様

で復帰摂理がすべて主流になったのです。

がなぜ楽園に行かれたのかというと、結婚す
四) 地上天国と天上天国を創建

ることができなかったからです。
それゆえに、霊界にいるすべての先祖たち

(1)地上天国と天上天国の出発基地は家庭

も、すべてばらばらになっているのです。ど
こに行くのかというと、どれほど愛し合って

アダム家庭は、神様の理想と一致した真の

いる夫婦が霊界に行ったとしても、神様の国、

愛の家庭を成さなければなりませんでした。

天国に入っていくことはできません。中間天

人間始祖のアダムとエバは、神様の無形の性

国のようなところに入っていき、自らの心霊

稟を実体的に完成し、神様のみ旨と愛を宇宙

状態に該当する場所に行くのです。ですから、

に伝えるという期待の中で創造されました。

家族が十人いれば、みなばらばらになってい

アダムとエバとその子女たちは、全人類が従

るのです。

うことができる根本原理を生活の中で確立し
なければならなかったのです。

世界と同化することができる核、モデルケ

そのようになれば、アダムとエバの後孫た

ースを家庭で完成させようとするのが神様の

ちは、心と体を一つに完成し、神様と一つに

創造理想です。それは夫婦を通じて成されま

なった個人、夫婦が一つになった家庭、また

す。それゆえに、もし夫婦がまっすぐ行かず

子女たちと一つになった家庭を築き、全地上

に曲がるようになれば、四大心情がめちゃく

に自由と、平和と、幸福と、希望の満ちあふ

ちゃになります。家庭で完成した心情圏は、

れた安定した基盤が成し遂げられていたはず

天国に入っていくようになっているのであり、

です。その典型が家庭や国家にとどまること

そのようにできなければ、天国ではなく地獄

なく、世界と全宇宙に広がっていくのが神様

に行くようになるのです。初愛の貴さを知ら

の理想でした。家庭で成された天国の模型が

なければなりません。これを知ることによっ

国家全体に拡大され、国家圏の天国が全世界

て、統一教会の家庭がどれほど素晴らしい家

に拡大され、世界圏の天国が全天宙に拡大さ

庭かということを知らなければなりません。

れるのです。

2018 * 二千十八

천성경

天聖經
Cheon Seong Gyeong
人間の最も基本的な心性と人格は、家庭か
ら形成されます。家庭は、愛と人格、そして

国の出発基地であるということを知らなけれ
ばなりません。

生命の出発であり、その根本基台となります。
人の一生というものは、家庭の基盤の上で父

神様は真の愛の本体なので、真の愛と連結

母の愛によって生まれ、息子、娘の位置から

されればすべてが同じ体となります。父母は、

夫婦の位置、父母の位置、祖父母の位置へと

神様を身代わりした生きている神様であり、

その位相を異にしていく中で愛の人格体とし

夫と妻は、お互いにもう片方の神様であり、

て完成し、愛の中で暮らしたのちに、最終的

息子、娘は、もう一つの小さな神様です。こ

に天国に行くようになっているのです。これ

のように三代が真の愛を中心として築いた家

が創造原理です。

庭組織が天国の基盤です。そのような基盤を

家庭を通して歴史と国が生まれ、理想世界

築かなければ、天国は築くことができません。

が始まります。これがなければ、個人の存在

家庭というものは、宇宙の中心です。家庭完

する意味もなく、血統の伝承もありません。

成は宇宙完成の基礎となるので、家庭で愛す

したがって、家庭は、すべての価値と理念、

るのと同じように宇宙を愛すれば、どこでも

そして制度と体制を優先する、最も貴い人間

無事通過です。このような場合、神様は、全

の愛と生命の本拠地となるのです。

体の宇宙の父母であり、愛の複合的な中心の
位置にいらっしゃるのです。

神様を歓迎し、真の父母と共に、地上で家
庭を中心として神様に侍りながら生きること

神様を中心として一つになる時、千態万状

によって、地上の家庭から地上と天上天国の

に回るようになるのです。したがって、父母

家庭となり、統一された世界へ入っていくの

が子女を愛するのを見習って、兄弟間におい

です。ですから、皆さんの家庭で神様が暮ら

ても、兄は弟を愛さなければならないのです。

すことができなければなりません。神様が暮

そのように愛して一元化された家庭には、家

らしたいと思われるエデンの家庭を築かなけ

庭愛が花開くのです。またこれは、社会愛に

ればなりません。神様は、アダムとエバの家

なることができます。これがさらに進めば、

庭で暮らすことができなかったので、皆さん

民族を愛する民族愛になります。このように

の家庭に神様をお迎えして暮らさなければな

愛すれば世界ができるのです。しかし、今日

りません。

の世界においては、これが漠然としているの

氏族的メシヤとして、皆さんの一族が神様

です。

に侍らなければなりません。皆さんの国が神
様に侍らなければなりません。皆さんの世界

アダムとエバが堕落していなければ、神様

が神様に侍って暮らし、天地が神様に侍って

は、何をしてあげようとされたのでしょうか。

暮らさなければなりません。そのように神様

神様は、祝福によって結婚式をしてあげ、息

に侍り、共に暮らすことができる出発基地が

子、娘を生ませて神様が喜ぶことができる家

家庭です。私たちの家庭が地上天国と天上天

庭を編成し、これを繁殖させて氏族と民族を
編成しようとされたのです。これがさらに広
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がっていけば、その世界は、何主義の世界で

らば、天は発展していきます。なぜ神様が人

しょうか。神主義の世界であると同時に、ア

間を造られたのかというと、縦横の理想構成

ダム主義の世界です。その世界に理念がある

を願ったからです。なぜ子女を必要とされた

とすれば、それはアダム主義の理念であり、

のかというと、横的な前後を中心として球形

そこに宇宙観があるとすれば、アダム主義の

を成さなければならないからです。それで、

宇宙観であり、天宙観があるとすれば、アダ

創造されたのです。

ム主義の天宙観であり、生活観があるとすれ
家庭は、どのような家庭でしょうか。神様

ば、アダム主義の生活観です。
五色人種の皮膚が色とりどりなのは構わな

は、おじいさんの位置です。アダムは、現在

いのです。それは環境によって変わったこと

の家庭を代表しているのであり、息子、娘は、

なので、数多くの民族の皮膚の色が異なるの

未来です。神様は、過去の象徴であり、父母

は構わないというのです。それでは、どうし

は、現在の象徴であり、息子、娘は、未来の

て数多くの民族の言語が異なるようになった

象徴です。このような愛の理念を中心として、

のでしょうか。人類始祖が堕落したので、天

一つの家庭で四大心情圏と三大王権が展開し

が分立させたのです。

なければなりません。この心情が完成すれば、
どのようになるでしょうか。神様が地上の表

兄弟を通して国民が形成され、人類が形成

面に姿を現され、家庭においてはおじいさん

されるのです。兄弟は前後を表示するもので

の位置に立たれ、その家庭を治めて天上天国

すが、それは肉となるのです。平らになって

と地上天国が一つになって完成できるように

いるところに肉がついたのです。ここから円

されるのです。それで、繁殖した子女たちは、

形が生じるのです。ですから、円形をつくる

二つの国の相続者として連結されるのです。

のが兄弟であり、国民です。兄弟が広がって
国民になるのです。ですから、兄弟愛という

家庭は、地上天国と天上天国のモデルです。

ものは世界愛と通じるのです。多くの兄弟た

そこには、祖母、父母、夫婦、赤ん坊まで、

ちが育つ家庭は、世界の人類を抱いて理想的

四代の系列があります。これを拡大すれば、

な地上天国と天上天国をつくるモデルのよう

世界各国においても、祖母、父母、自らの夫

なものです。それゆえに、兄弟はここから広

婦、赤ん坊のような四代の段階になっていま

がっていくのです。

す。個人は家庭のために、家庭は氏族のため
に、氏族は民族のために、民族は国家のため

地上天国と天上天国の民を愛さなければな

に、国家は世界のために犠牲にならなければ

りません。これは兄弟です。三つの愛がそこ

なりません。より大きなもののために犠牲に

から成されるのです。兄弟同士で愛すること

なるという原則を中心として外国に出て行っ

ができる、このような一つのモデルが天国の

たとき、自らの家庭の父母、祖母、自らの夫

軸です。理想的天国建設の一つの軸です。地

婦、息子、娘以上に、また自分の国の人以上

上の軸です。地上軸、天上軸となり、地上の

に世界の国の人を貴く思うならば、天国の本

国と天上の国が交代して天国を育てていくな
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宮と一致した位置で完成し、天国のどこへで

う一つは横的な出発です。理論がちょうどそ

も入っていくことができるのです。

のようになっています。そのようになること
によって、地上天国と天上天国が一体となる

神様を中心として地上天国と天上天国が統

のです。それを理論的に説明することが可能

一され、縦的に神様と真の父母を中心として

です。今までの既成教会の神学をもってして

横的にカイン、アベルが一つになるのです。

は、それは不可能です。彼らは、創造主は神

愛のゆえにつくったので、地上天国と天上天

聖なものであり、被造物は卑しいものと見て

国は愛で一つになるのであり、神様の本然的

いるのです。そのように見ていながら、愛の

な理想を中心とした主体と対象も、愛の理想

理論をどのようにして立てることができます

を中心として一つになるのです。この宇宙、

か。一遍に問題になるのです。彼らが主張し

創造世界は愛から始まりました。それゆえに、

ているように、神様は、何でも思いどおりに

神様も愛を中心として一つにならなければな

することができるお方でしょうか。違います。

りません。地上天国と天上天国の対応的な主

神様にも思いどおりにできないことがあるの

体は何かというと愛です。

です。愛を中心としては、神様も思いどおり
にすることができないのです。

人間の完成は、真の愛を中心として心と体
が永遠に一つになり、そのようになった男性

家庭というものは、世界を縮小させた横的

と女性が永遠の夫婦の愛を成し、そのような

な基盤です。ここから、国家と世界が展開し

夫婦の愛を成した父母が真の父母の立場とな

ていくのです。家庭とは何でしょうか。家庭

って、そのような父母を中心とした歴史が、

は、世界の横的な縮小型であり、絶対的な中

先祖から千年、万年変わることなく継続する

心の前に相対的な基準です。それでは、私と

ことによって、これを縦から横的に拡大する

は何でしょうか。絶対的な中心がとどまるこ

のです。そのようになった世界は、地上天国

とができる基台です。

と天上天国になります。そこで天地合徳が成
家庭は、すべての人類の男性と女性を縮小

就されるのです。

したものです。人類といえば、それは男性と
統一教会の原理の驚くべき点は何でしょう

女性です。家庭は、すべてのものを拡大する

か。今までは、地上天国と天上天国がどのよ

ことができる種です。種から繁殖して家庭、

うに一つにならなければならないかという理

そしてその家庭が増え、それらの家庭が連合

論的な根拠を知りませんでした。それは、真

して数が増大することによって氏族となり、

の愛を中心としてアダムとエバから始まるの

民族となり、国家、世界、天宙まで拡大して

です。神様は、内的なアダムの人格を身代わ

いくのです。家庭は機関車です。ですから、

りし、アダムは、神様の外的な人格の代表者

トンネルを過ぎて目的地に走っていくように

なのです。この二つが一つになるのです。

なれば、一番後ろを走っていた皆さんの国と

それゆえに、神様の愛はアダムと共に出発

世界は、自動的に天国に到着するのです。

するのですが、一つは縦的な出発であり、も

2021 * 二千二十一

천성경

天聖經
Cheon Seong Gyeong
(2)天国創建は祝福家庭の任務

教世界の歴史にはない福音の中の福音です。
これは、一度しかない朗報の中の朗報です。

「家庭盟誓」の第一節は環境復帰です。失
ってしまったすべてのものを蕩減復帰しなけ

「本郷の地を求め！」です。この地球星が

ればなりません。今までの宗教は、出家を要

本郷の地です。本郷の地において、本然の創

求し、独身生活を要求してきましたが、統一

造理想である地上天国と天上天国を完成する

教会において初めて還故郷を命令したのです。

のです。何を通してですか。愛を通してです。

「還国」です。世界的にとてつもない事件が

みな本郷に帰っていくことができる愛の道に

起きたのです。宗教界にとってこれ以上の幸

従ってきたのです。堕落した人々の本然の愛

福はありません。それは言葉だけではありま

を復帰して、再創建するのです。

せん。
地上天国と天上天国が一つになり、そこで
本郷の地を求め、それから何ですか。地上

神様の真の愛を中心として、一致した家庭生

天国と天上天国を創建しなければなりません。

活をした人が、地上で暮らしたのちに天国の

追放されたので、すべてを失ってしまったの

家庭へ移動していくのです。ですから、個人

でしょう？ 求めて何をするのですか。地上

救援時代ではありません。

天国と天上天国を築かなければなりません。

キリスト教では、個人救援というのですが、

私が創造しなければなりません。失ってしま

それは違います。家庭救援が神様のみ旨です。

ったので、すべてつくらなければなりません。

堕落は家庭で起きたので、復帰も家庭で成さ

盗まれたので、再び取り戻してつくっておか

なければなりません。そのような時代が来ま

なければならないのです。千年、万年かかっ

した。今までの地上の歴史時代においては、

てもしなさいというのです。それで、統一教

なかったことです。初めて家庭が、新しく定

会では還故郷を唱えたのです。これは、宗教

着時代に入ってきたのです。

界にない出来事です。
「本然の創造理想である地上天国と天上天
地上天国と天上天国は、アダムとエバが失

国を創建することをお誓い致します」。ここ

ってしまったので、私たちが取り戻さなけれ

に「創建」という言葉を使いました。どうし

ば、神様もそれを取り戻すことはできません。

て「創建」というようになったのかというと、

悪魔は、さらにそれを破壊しようとするので

これは、私たちが再びつくらなければならな

す。地上天国と天上天国は、私たちが取り戻

いからです。ただそのままできるのではあり

さなければなりません。「本郷の地を求め」

ません。つくらなければなりません。再創造

と言いました。ですから、今まで宗教世界で

しなければなりません。地上地獄になってお

は、出家を命令し、独身生活を命令したので

り、天上地獄になっているので、私たちが再

すが、統一教会はその反対です。還故郷です。

びこれを再創造しなければならないのです。

「故郷に帰りなさい」というこの言葉は、宗

「本郷の地を求め、本然の創造理想である
地上天国と天上天国を創建することをお誓い
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致します」。私たちがつくらなければならな

私たちの一片丹心とは何でしょうか。失っ

いということです。私個人において、地上天

てしまった本郷の地を取り戻し、本郷の祖国

国と天上天国になるのが家庭です。家庭にお

を創建しようというのです。今日、「再建」

いてつくらなければならないので、「家庭盟

という言葉を言うでしょう？ 再建とは、あ

誓」です。これをつくることができなければ

るものを取り壊して再びつくることです。統

なりません。それは私たちがつくらなければ

一教会の群れは、再建ではなく、創建しよう

ならないのです。

というのです。これは材料もなく、このこぶ
ししかありません。

「家庭盟誓」の第一節は、還故郷です。故

本郷の地がありますか。本郷の国がありま

郷の地の環境へ帰っていくのです。ですから、

すか。ありません。ないので創建するのです。

「本郷の地を求め、本然の創造理想である地

創建するのですが、何を材料にするのでしょ

上天国と天上天国」と言ったのです。そこで

うか。皆さんのこぶしが材料であり、皆さん

失ってしまったのでしょう？ 創造は誰がす

の体が材料であり、皆さんの骨が材料です。

るのですか。私たちがしなければなりません。

この体を動かし、骨を削り、すべての血と肉

私がしなければなりません。家庭がすること

を注ぐようになれば、世界の金銀財宝が飛ん

ができなかったので、アダム家庭がしなけれ

でくるのです。それで、材料を購入しようと

ばなりません。

いうのです。

先生が、その基盤をすべて築いてあげまし
た。反対されなければ、今はそのようなみ言

皆さんにとって、「家庭盟誓」の文をもっ

と内容をもってどこに行こうと、自動的に覇

たということは有り難いことです。他郷で悲

権を掌握することができます。どこかに行っ

しく歩んできた宗教圏でしたが、「家庭盟

て、口を開けて話さなければなりません。眠

誓」は、「帰郷しなさい」と言っているので

っている町中の人々を起こして「集まってく

す！ 「還郷しなさい」と言っているので

ださい」と言うのです。それでも集まらなけ

す！ 「故郷へ帰りなさい」と言っているの

れば、棒でたたいて、強制的にでも引っ張っ

です！ 忘れることのできない言葉です。

てきて、三十分、一時間、二時間、説教する
(3)還故郷と氏族的メシヤの使命完遂

のです。「悪い話であれば反対しなさい」と
言うのです。聞けば、有り難く思うようにな

個人的なゴルゴタを越え、家庭的なゴルゴ

っているのです。
そのような絶対的権限をもって、一方的に

タ、氏族、民族、国家的なゴルゴタを越えて

一気に推し進めても、副作用がない環境条件

世界的なゴルゴタに向かっていかなければな

ができあがってきているというのに、これを

りません。天は、私たちを前に立てていくこ

目で直視しながら行動することができなけれ

とを望んでいるのではなく、今まで天が前に

ばばかだというのです。そのような者たちは、

立って私たちの行くべき道を開拓し、私たち

乞食に奪われてしまうのです。僕になるので

に「来なさい」と言っているのです。このよ

す。

うな道を行くことができなければ、滅びます。
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滅びなければなりません。千回、万回、死ぬ

なぜ氏族的メシヤとしての責任分担を果た

ようなことがあったとしても、この道を行か

さなければならないのでしょうか。第一の理

なければなりません。

由は、皆さんの父母を救ってあげなければな

今日、韓国人の手によってこのような本郷

らないからです。父母は第一のアダムの立場

が創建されれば、世界の人々は、私たちを祖

であり、皆さんは第二のアダムの立場です。

国の民として迎えることでしょう。私たちは、

父母を復帰し、再創造してアダムの使命を完

天が願われる園に向かって、きょうも歩んで

遂しなければなりません。第二の理由は、皆

いるのであり、あしたも歩んでいくことがで

さんには故郷が必要だからです。氏族的メシ

きる準備をするために集まったのです。です

ヤの使命を果たすことによって、自分の故郷

から、力と精誠をすべて捧げ、世の中の何も

をもつことができるようになるのです。結局、

のよりも貴く思いながらこの道を行かなけれ

氏族的メシヤの責任分担を果たさなければな

ばならないというのが、生まれながらの生涯

らない理由は、アダム家庭を完成するためで

の目的であるということを、皆さんは絶対的

す。具体的には氏族を教育しなければなりま

に知らなければなりません。

せん。

故郷へ帰っていくのです。今はすべて追い

氏族的メシヤがいなければ、家庭基準を中

出されています。追い出されたので、復帰し

心としてすべて連結されません。それが連結

ていかなければなりません。完成した家庭と

できなければ、皆さんの故郷はあり得ません。

して訪ねていくことができるのです。それで、

先生の故郷はあっても、皆さんの故郷はあり

本郷の地に訪ねていって何をしようというの

ません。家庭をすべて復帰しておけば、今後

でしょうか。そこで暮らすのではありません。

入籍時代が到来します。入籍時代が到来すれ

失ってしまった地上天国と天上天国を、私

ば、部族の編成が起こり、入籍する順序の系

が捜し出して築かなければなりません。今は、

列ができるのです。先に入籍する人々がお兄

サタンが本郷の地を占領しているので、天国

さんになり、彼らを先祖のように侍る新しい

をつくらなければならないのです。なぜこれ

体制ができます。全世界をすべてそのように

をしなければならないのでしょうか。真の父

して、初めて地上天国の完成が成されるので

母が築き上げたものを相続してあげようとい

す。

うのです。真の父母が来て、世界的舞台にお
いて本郷の地を訪ねていき、アダム家庭が失

統一教会の教団は、氏族です。私の血が共

ってしまったものを復帰して地上天国と天上

に動じるのです。私が涙を流せば涙を流さな

天国を完成することができる基盤を築き上げ

ければならず、私が喜べば喜ばなければなり

たのです。先生が世界的基盤を築いたので、

ません。血族です。五色人種を超え、文化背

皆さんは、氏族的基盤を築かなければなりま

景の異なるすべての国家基準を越えて、壁を

せん。

突き崩して一つに団結した新しい天国創建の
ための民族です。この民族が神聖になれば、
天国の「創国」が顕現するのであり、そのよ
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うな神聖な「創国」の民族として生きていく

先生が願っていることは、今日の統一教会

時、「創世界」が展開するのであり、その世

の青年男女を、どこにおいても通じることが

界の上に天宙的な地上天国と天上天国が連結

できる人々にすることです。国が慌しくなる

するのです。

時に、どのような分野でも任せることができ
る人々をつくらなければなりません。

今、先生は、皆さんに「メシヤ」という名

じっと座って土ばかり掘って農作業だけし

前を与えました。氏族的メシヤです！ それ

ているのならば、いっそのこと死んでしまっ

では、皆さんはどのようにしなければなりま

たほうがよいのであって、そのようなことで

せんか。メシヤとして何をしなければならな

何ができるのですか。土を掘るにしても、一

いのでしょうか。国家的メシヤ、世界的メシ

度行けば、村の人々が想像もできない仕事を

ヤ、天宙的メシヤになることができるすべて

してくるのです。十年後、二十年後にそれを

のものを準備しておいたのです。皆さんのた

知る時が来るはずです。私たちがそうです。

めに山のように大きな宝物を準備しました。

とんでもないことをしながら、ほかの人がで

皆さんがメシヤになりさえすれば、宝石の山

きないことをするために準備している人々で

のようなものが連結され、水が流れ下ってい

す。行こう！ 行こう！ 本郷の地に早く行

くように、皆さんにすべて相続されるのです。

こう！ 本郷の地に早く行こう！ しよう！
しよう！ 早くしよう！ あらん限りの力を

地上天国で生きた人が、死んで入っていく

尽くして闘おう！ しよう！ しよう！ 早

所が永遠の天の国、天国です。それでは、こ

くしよう！ 一致協力して何をしようという

こでどのように一体となるかを考えなければ

のですか。真のみ旨を立てようというのです。

なりません。これからは、ほかのことを考え
る必要はありません。自分を中心として、こ

私たちは、きょうも行き、あしたも行かな

のすべてのことを完成して解決し得る最後の

ければなりません。皆さんを指導する先生も、

終着点にとどまっているということを知らな

この道を歩んでくるために袋だたきにも遭っ

ければなりません。そして、これをどのよう

たのです。監獄にも、何度も行きました。先

に完成するのかという問題が残っているので

生の監獄生活を計算すれば、何年くらいにな

す。

ると思いますか。監獄にも入り、むちで打た

それは、私自身の心と体の問題であり、家

れて血を吐いたこともあり、悲しみと迫害の

庭の夫と妻においては、自分と相対の問題で

中で、ありとあらゆる恥ずかしさと惨状も味

あり、父母を中心として子女がいれば、親と

わいました。父母の恨も、親戚の恨も、国の

子の上下関係の問題です。これが、皆さんの

恨も、民族の恨も、数多くの宗教の恨も受け

家庭全体が共通に連結された完成の表題とな

ました。

っていることを知り、どれか一つでも偏れば、

しかし、行くべき道がそれよりももっと大

すべてが傾くようになるというこの事実を、

きく、もっと貴いということを知っていたの

皆さんは知らなければなりません。

で、それらは問題にならなかったのです。で
すから、きょうまで歩んできたので、あした
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もまた行かなければならず、あした行けば、

ん！ そのようになれば、神様が願われる地

あさってもまた行かなければならず、今年行

上天国、永遠の家庭の出発がなされるのです。

けば、来年もまた行かなければならず、十年、
二十年、四十年の人生を歩んできたならば、

二 家庭盟誓第二節の解説

また生涯が終わる時まで行かなければなりま
私たちの家庭は真の愛を中心として、神

せん。そのようにして行くべき本郷の地が残
っているのです。その本郷の地とは、どのよ

様と真の御父母様に侍り、天宙の代
表的家庭になり、中心的家庭となって、

うな所でしょうか。行きたい所、行って会い

家庭では孝子、国家では忠臣、世界

たい所、会って暮らしたい所です。

では聖人、天宙では聖子の道理を完成す

その道が、今日の世の中のどのようなもの
よりも、私の周囲のどのようなものよりも貴

ることをお誓い致します。

い道であるということを知り、どのようなも
一) 神様と真の御父母様に侍って

のよりも切実であるがゆえに、それらをすべ
て捨てていかなければならない運命があるの
です。ですから、今日、これが私たちの行く

「私たちの家庭は真の愛を中心として、神

統一の道であり、師が歩んでいく道であると

様と真の御父母様に侍り」です。神様と真の

いうことを皆さんは知らなければなりません。

御父母様に侍らなければならないのですが、

生涯の最後まで行かなければならないのです。

エバが堕落することによってアダム家庭が追
い出されてしまったのです。神様と真の父母

家庭の最終着点の美化を完成しなければな

に侍らなければなりません。神様と真の父母

りません。芸術的な家庭理想を備え、神様に

が縦的な父母と横的な父母であり、二つの父

侍り、真の御父母様が自分の家庭に来られれ

母が一つになることによって、初めて私が出

ば、永遠に離れたくないと思われるような家

てくるのです。

庭を築かなければなりません。同じように神

神様は縦的な父母であり、完成したアダム

様も永遠に離れたくないと思われるような家

とエバは横的な父母であって、この二つの父

庭を築かなければなりません。万民のすべて

母が一つになったその上で統一が成され、天

の責任者、指導者、さらには天国にいる真の

国と神様が連結されるのです。ですから、神

御父母様の直系の息子、娘、そして皇族圏が

様と真の父母に侍らなくては何もできません。

あるとすれば、どのような皇族圏もその家に

それで一つになって天宙の代表的家庭になる

行って暮らしたいと思うことができるような

のですが、その家庭はどのような家庭でしょ

モデル的家庭を築かなければなりません。そ

うか。その家庭は、堕落する前のアダムとエ

れが私たちの責任です。

バ以上の立場なのです。

天は、このことを今の時代の当面の課題と
して提示しているということを知らなければ

成約時代は、真の御父母様を中心として神

なりません！ 成就しなければなりません！

様に侍って暮らす時代です。これは、エデン

責任をもった中心者にならなければなりませ

の園の家庭的基盤において暮らすことではあ
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りません。世界的頂上を越えて暮らす時代だ

さらに進んで神様の恨を解いてさしあげなけ

というのです。

ればならず、地上の恨を解かなければなりま
せん。そのためには、「神様の前で幸福を謳

神様は父母です。今まで、神様は漠然とし

歌し、賛美することができる真の息子、娘に

ていました。統一教会は、神様とどれほど近

なろう」という思いが切実でなければなりま

いでしょうか。縦的な私の父です。私たちの

せん。そのような立場で、孝子、孝女となり、

良心とは何でしょうか。神様は縦的な創造主

忠臣、烈女となって、真の御父母様に侍りた

として、真の愛を中心とした霊的な父の立場

いという切なる思いをもってこそ、今日の重

から私たちにすべての血統をつないでくださ

い十字架を踏み越えていくことができるので

るのですが、それを相続した代表的立場が縦

あって、そのような強い信念と強い欲望がな

的な良心の立場です。したがって、良心は

くては、この十字架を越えることは難しいの

「縦的な私」です。良心は、縦的な天の父か

です。

ら受け継いだ私であるというのです。私は二
人です。縦的な私と横的な私、この二人です。

霊界は、いくら距離が離れていても神様を
目の前で見ることができます。時間と空間を

堕落した家庭から出発したので、神様を中

超越しているので、神様に侍って暮らすので

心として真の御父母様に侍り、真の家庭の秩

す。霊界に行っても、神様のみ声は聞こえま

序を立てていくことによって神様のみ旨が初

すが、神様の体は見えません。今後、真の御

めて成就されるのです。私たちは、家庭を中

父母様が霊界に行けば、神様の体が現れるの

心として神様に侍るということを誇らなけれ

です。なぜでしょうか。地上で体をもった父

ばなりません。そして、真の御父母様に侍っ

母に侍ったからです。そのようにして霊界で

ているということを誇らなければならず、真

も体をもつようになるので、より刺激的であ

の氏族圏と民族圏をもったということを誇ら

り、より幸福になるのです。今は、神様を見

なければなりません。

ることができないので、神様と共に喜びを感
じることはできません。ですから、天国の王

祝福は、真の御父母様に侍り、神様に侍り、

宮が空いているという言葉が出てくるのです。

天国に入っていくことです。霊界まで参加さ
二) 代表的家庭、中心的家庭となって

せるのです。霊界は、弟の立場です。後のア
ダムと共に自らの子孫に従って祝福を受け、

(1)アダム家庭が代表的家庭、中心的家庭

共に入っていくことができる天地の解放圏が
アダム家庭は一家庭でしたが、未来の世界

展開するのです。

を築くことができる中心であり、国家の中心、
皆さんも、この世界に真の勝利の基台を備

家庭の中心だったのです。アダム家庭は、全

え、神様に侍り、真の御父母様に侍って、個

体の理想を実現することができる一つのモデ

人の恨と、人類の恨と、今までの数多くの歴

ル家庭です。それは、アダム家庭が完成して

史的な恨をすべて蕩減しなければなりません。

いれば、氏族も完成し、国も完成し、世界も
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完成し、天宙も完成するはずだったという話

家庭であり、代表家庭です。代表は一つしか

です。そのようなアダム家庭になっていれば、

ありません。中心も一つです。それが種です。

その家庭がすべての理想の代表的家庭であり、

アダムとエバがその種です。そして、祝福を

中心家庭である、このような言葉が出てくる

受けた家庭の種は、すべてイコールです。皆

のです。

さんの家庭も全く同じでなければなりません。

「神様と真の御父母様に侍り、天宙の代表

アダムとエバは、真の愛に絶対的に侍る道

的家庭となり」、アダムとエバは、頂上の代

を通ることによって、家庭から国家、世界、

表的家庭です。「天宙的家庭になり、中心的

天を無事通過するのです。家庭から国家、世

家庭となり」、中心、頂上の代表の位置から

界、天に直行するようになっています。今ま

地上に着陸する時に中心家庭になります。ア

での歴史時代の思想観は、そのような内容に

ダム家庭は、すべての最高の愛を中心として

なっていませんでした。すべてジグザグに上

降りてきた根の家庭です。根の家庭なのです。

がっていったのです。このように、万年不破

最高の位置に立ったものがこの地上に来るよ

の愛を中心として、一体的な家庭拡大の理想

うになれば、平面的な根になるので、中心家

に従って歩んでいかなければなりません。家

庭になるのです。

庭のモデル形態は変わりません。それが代表
的家庭であり、中心的家庭です。堕落せずに

アダムの位置は、世界人類の過去と現在を

完成したアダム家庭が天宙史的な代表家庭に

代表した位置であり、頂上の位置です。数億

なるのです。代表的家庭、中心的家庭になる

万年の人類先祖の頂上です。最初は、この一

のです。「家庭盟誓」の第二節にあるように、

つしかありませんでした。アダムとエバは頂

中心家庭であると同時に、代表家庭だという

上で結婚し、地上の中心家庭として着地して

のです。頂上、すなわち神様の前まで上がっ

世界に拡大していくようになっているのです。

ていき、アダムとエバと神様の三者が一つに

そのような位置で天国の孝子となり、天国の

なるのです。

忠臣となり、国をもって忠臣となり、国をも
って聖人となり、国をもって聖子の道理を果

アダムとエバが天地の中心です。全世界の

たさなければならなかったのですが、アダム

人類を代表した中心家庭です。ここから上が

は、それを成すことができなかったのです。

っていくのです。国の大統領の家庭がありま
す。世界の大統領も家庭があります。神様も

第二節は何でしょうか。「私たちの家庭は

家庭があります。同じです。これをしっかり

真の愛を中心として、神様と真の御父母様に

押さえれば、世界版図なので、八段階に拡大

侍り、天宙の代表的家庭となり、中心的家庭

されれば標準は一つになるのです。これが大

となって、家庭では孝子、国家では忠臣…

きくなり、軸が一つになるのです。家庭とい

…」、このように続いていきます。それは、

う軸を中心として一つになるのです。

何を意味するのでしょうか。天宙の中心家庭

私は家庭軸の代表なので、世界に一つしか

は、アダムとエバです。アダムとエバが中心

ない位置に立つのです。それで、王子、王女
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になりたいと思うのです。欲望は、神様を占

るのです。アダム家庭は、世界家庭の代表で

領し、この地上における最高の男性、女性と

す。時間的な未来にそれを残しておきました

なって最高の神様の相対になることです。そ

が、彼が行かなければならなかった所は、全

のようになることによって、神様が私のもの

世界家庭の代表の位置です。それで、今日蕩

になると同時に、神様がつくられたすべての

減復帰の原則によって私たちが立った位置は、

被造世界も私のものになるのです。愛は、一

世界的代表の位置です。

体になることです。所有権が決定されるので
アダム家庭は代表的家庭です。ここにおい

す。これは驚くべき言葉です。

て神様は一番頂上にいらっしゃるので、一番
「家庭盟誓」の第二節に「代表的家庭とな

頂上に立たなければなりません。その前でプ

り、中心的家庭となって、家庭では孝子、国

ラス・マイナスとして一つになることができ

家では忠臣」と続いていくでしょう？ 孝子

る最高の位置に連結されるのです。代表的で

の道理、忠臣の道理、聖人の道理、聖子の道

す。代表的家庭です。ここで植えたので、植

理をすべて愛によって連結させなければなり

えたものは、後代を通じて広がっていくので

ません。そのようにすれば、アダムとエバの

す。家庭、氏族、民族、国家、世界、天宙、

代表的家庭です。一番頂上の家庭です。頂上

天と地を中心として、この中心地に植えつけ

で結婚すれば、地上に着陸するのです。天上

られて連結されるのです。

で愛を中心として着陸すれば、中心家庭にな

それで、代表的家庭なのですが、家庭は、

るのです。それは聖子の家庭であり、聖人の

地上に植えなければならないので、平面図上

家庭であり、忠臣の家庭であり、孝子の家庭

で中心的家庭になるのです。八段階です。全

です。それが永遠の種となり、それが実を結

宇宙の中心になります。このような種を植え

ぶことによって拡大していくのです。千代、

れば、ここから家庭が広がり、氏族、民族、

万代、この原則に立脚した人になることによ

国家、世界が展開していくのです。全く同じ

って、間違いなく天国の民になるのです。

価値の種です。同じです。

アダムとエバの家庭という一つの起点を中

アダム家庭において、天がアダムとエバに

心として、氏族は、その周りを形成するので

祝福した種、それは結婚の種です。結婚の種

す。家庭は核です。核は、移動することがで

がそのようになっているので、今日人類が家

きません。そのような家庭を中心として、氏

庭をもつようになれば、それは世界家庭とし

族、民族、国家、世界、天宙、神様を解放さ

て、種から実を結んだものなので、アダム家

せることができる位置を備えなければなりま

庭の種も、今日その数千万代の子孫となった

せん。神様と同居することができなければな

種も、その価値は同等になります。種の価値

りません。

が違っていていいでしょうか。松ならば、松

神様が家庭に同居でき、氏族、民族、国家、

の種を一つ植えれば、それが世界へ広がって

世界、天と地に同居できる家庭的価値の内容

いき、数千万の松の中から数億個の種ができ

を備えてこそ、堂々と天国に入ることができ

たとしても、その種はすべて一つの種と同じ
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価値をもった松として培養されなければなら

ム家庭の一点を中心として宗族が連結され、

ないということです。

氏族が連結され、世界まで発展して一つにし
て、しっかり押さえておけば、一点を中心と

(2)祝福を受けた家庭は本然の家庭と同じ価値

して球形と円形に発展するのです。それと同
じです。

祝福というものは、堕落していない本然的

それと同じように、中心者であるアダムと

な神様の愛と連結され得る基準なので、堕落

同じ本然の種の位置を自分が再び譲り受けた

していないアダムとエバの家庭と同じ価値を

ので、アダムが成そうとしていた氏族、民族、

もたなければなりません。そうであってこそ

国家、世界型と、等級は違っても同じ内容の

同じ種になるのです。夫婦を中心として兄弟

価値をもたなければなりません。

がいれば、その兄弟に神様が対するのは同じ
だというのです。どんなに広がっていっても、

真の父母の家庭、これは種です。種が完全

一つの家庭がもつ価値は、アダム家庭のもつ

な種であれば、その種を植えて繁殖した数億

価値と同じです。同じ種の価値をもたなけれ

万の家庭があっても、種は同じ価値をもちま

ばなりません。

す。イコールです。神様が定着される家庭の
基準は、何千代、何万代、何億万代になった

祝福を受けた家庭は、名実共に世界を代表

としても同じ価値を認められるので、種はイ

した家庭です。したがって、世界を代表した

コールです。それゆえに、私たちの家庭は代

家庭として、真の父母の血族と氏族、民族、

表的家庭です。大韓民国を代表しているので

国家の数多くの血族の前に恥ずかしくない、

す。

神様を身代わりした家庭にならなければなら

それで、盟誓文の第二節に「私たちの家庭

ないということは間違いのない事実です。こ

は真の愛を中心として、神様と真の御父母様

のような意味で代表的家庭であり、中心的家

に侍り、天宙の代表的家庭となり」としたの

庭です。そのようになることによって、アダ

です。代表は頂上です。その次には中心家庭

ムとエバの家庭と私の家庭が同じ価値になる

になるのです。縦横に連結するようになれば、

のです。それが結論です。ですから、皆さん

縦横が連結される位置です。代表的家庭であ

は、ここではこのように生き、あそこではあ

り、中心家庭です。そのようになれば、宇宙

のように生きるということはできません。

はすべて皆さんのものです。

祝福を受ける位置は……。大韓民国の金氏

「代表的家庭となり、中心的家庭となっ

ならば、金氏の息子として祝福を受けるので

て」、これを考えなければなりません。皆さ

はありません。神様の直系である堕落前のア

ん、祝福を受けた家庭は五十億人類の五十億

ダムとエバと同じ位置で祝福を受けるのです。

分の一ではありません。逆です。五十億人類

それはどういうことでしょうか。その家庭を

を代表しているのです。代表的家庭であるア

中心として、全体を代表しているということ

ダムとエバの二人で出発したものを失ってし

です。アダム家庭が全体の代表となり、アダ

まったので、代表的家庭として、世界中のす
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べての男性と女性に推薦させて、その代表者

の王国であり、天宙の王宮です。皆さん、男

一人一人として残った者を引き抜いてきて組

性に尋ねれば「王になりたい」と答え、また

み合わせた結婚です。代表的家庭は、地上の

女性に尋ねれば「女王になりたい」と答える

頂上でしっかり押さえれば中心的家庭になり

でしょう？ いったいそれはどういうことで

ます。

しょうか。本来のアダムとエバは、王であり、

ですから、中心的家庭となって、家庭では

女王だったということです。

孝子、国家では忠臣、世界では聖人、天宙で

世界を代表し、宇宙を代表するのです。家

は聖子、イエス様の恨、このようなすべての

庭を代表するのはもちろんのことです。王と

ものを解いたというのです。先生がこれを完

女王です。それが種です。皆さんはその結実

成したので、皆さんに相続してあげるのです。

です。実というものは、同じ種から出てくる

ゆえに、従ってきて収拾すればいいのです。

のです。種と同じ価値をもっているのです。
同じ脈絡です。皆さん、男性と女性の二人を

皆さんが結婚する時、一対一の男性と女性

連れていって植えつけておけば、堕落しなか

として行くのではありません。人類を代表し

ったアダムとエバになり、家庭の王国、国の

た位置で結婚した家庭だということを考えな

王国、天上・地上天国の王国の基地となるこ

ければなりません。真の愛を結ぶ夫婦は、人

とができると思いますか。統一教会で真の父

類を代表した位置で結ぶのです。アダムとエ

母を通じて祝福を受けた家庭がそのような対

バと同じ位置です。八段階です。一、二、三、

等な価値をもたなければ、雷に打たれるので

四、五、六、七、八、八段階です。アダムと

す。

エバは、この頂上にいるのです。これがすべ
てアダムとエバの伝統を相続して大きくなっ

真の父母を中心とした家庭は、神様の愛を
中心とした直系の血統圏内に入っていくので

ていくのです。これが王権です。

す。このような真の父母の歴史性の結実とし
天宙の中心家庭は、アダムとエバです。ア

て世の中に現れたものが祝福家庭です。祝福

ダムとエバがその中心家庭であり、代表家庭

家庭は世界的です。世界の平面図上で祝福さ

です。代表は一つしかありません。中心も一

れるのです。その下には、数多くの国家があ

つです。それが種です。アダムとエバが祝福

り、氏族があり、家庭があり、数多くの個人

を受けて結婚した家庭の種です。その家庭の

がいるのです。逆になったのです。これを代

種はすべてイコールです。皆さんの家庭も全

表しています。したがって、アダム家庭が世

く同じでなければなりません。

界的家庭を完成することによって統一世界を
成し遂げていれば、その価値と私において成

「祝福を受けた家庭は復帰された家庭だ」
と言うとき、アダム家庭とその内容の価値は

し遂げられた価値は同じです。種です。世界
的種なのです。

違いますか、同じですか。皆さんの家庭に行
けば、皆さんの家庭は家庭の王宮です。また、
氏族の王宮であり、国家の王宮であり、世界

先生が神様の家庭において孝子になり、国
において忠臣になり、世界の聖人になり、天
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宙の聖子になったように、皆さんもそのよう

ていると同時に、平面的にはすべての国と世

な伝統を受け継がなければなりません。それ

界を代表している家庭だというのです。縦的

を受け継がなければ、代表的、中心的家庭に

な基準においても代表的であり、横的な基準

なることはできません。代表的なアダム家庭

においても代表的な中心です。これは最高の

は、家庭の中心であると同時に天宙の中心で

代表家庭です。地上においては、これが横的

す。中心は一つです。代表は頂上であり、中

な世界の中心にもなるのです。そのようにな

心は垂直です。家庭、氏族、民族のこの八段

ってこそ、同じ皇族圏としての心情をもって

階をしっかり押さえれば円形になるでしょ

天国に入っていき、神様に侍り、王に侍り、

う？

王の一族として暮らすことができるのです。
そのような所が天上天国だということを知ら

皇族圏の直系先祖は誰でしょうか。本然の

なければなりません。

愛の神様の直系子女であり、真の愛を中心と
して真の生命と真の血統の基盤を中心とした

神様と真の父母に侍り、代表的な家庭とな

堕落していない人です。そのお方が種です。

り、中心家庭となって、家庭ではもちろん孝

その種から根が出てくれば、中心の幹の根と

子孝女、国では忠臣烈女、世界では聖人、天

なり、そこから中心の幹、中心の芽へと大き

地では聖子の道理、このような天が願ったす

くなっていくのです。これが縦的に大きくな

べてのものを私たちの家庭では完成しようと

るにつれて、それに対応して横的世界へと拡

いうのです。父母として子女教育をなし、国

大していくのです。ですから、それを見れば、

家では民族教育、世界では……。そして、天

家庭と氏族も連結され、民族、国家、世界も

と地ではその天国の一族として、家庭の一員

連結されるのです。したがって、真の根と真

としての合格者になることができるようにし

の幹と真の芽に連結している枝も、すべて真

ようというのです。

の愛の枝となるので、そこで結ばれた実は、
時間と場所に関係なく、古来すべての人間

本然のアダム家庭と同じです。
中心の幹の根となることができ、中心の幹

は、みな自分が中心存在になりたいと思って

となることができ、中心の芽になることがで

きました。それは人情の常です。私たちはみ

きる種の起源が結実として現れる時、その結

な、それが人間としてもっている共通の内容

実・・家庭を中心とした夫婦を中心とし

であることを知っています。

て・・を植えておけば、一族を中心として、

それでは、人間は、どうしてこのような欲

その一族の新しい中心の根となり、中心の幹

求をもつようになったのでしょうか。それは、

となり、中心の芽となるのです。それゆえに、

自分が生まれたのちにもつようになったので

実には同じ価値があるのです。

はありません。生まれながらにしてそのよう
なものをもって生まれてきているのです。で

統一教会の食口は、「アダムとエバと同じ

すから、生まれてみると、そのようにならざ

ように、私は天地を代表して立った」と思わ

るを得なかったのです。本然の基準にこれが

なければなりません。そして、宇宙を代表し

あり、避けることができないものとして、歴
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史性とともに私たち人間に連結されているの

「孝」というものは、孝子に従っていこう

で、誰彼を問わず自分が一番の存在になりた

とします。年を取って老いていきますが、彼

いと思うのです。

らの父母のことを思う心情に従って、未来の
自らの後孫や父母に属するすべての兄弟まで

三) 家庭では孝子、国家では忠臣、世界

も、その孝子に任せようとするのです。神様
に向かい、神様が願われる家庭と世界を神様

では聖人、天宙では聖子の道理を完成
(1)必然的に行かなければならない孝

のために創建するのです。誰がですか。私が
です！ 駄目でも私に任せ、後援することが

子、忠臣、聖人、聖子の道

できるそのような情緒的な神様であることを
家庭において、孝子孝女とは、どのような
人のことをいうのでしょうか。父母のために

知って、信念をもつ人は滅びることはありま
せん。

心と体を犠牲にしても、それを超えて父母を
愛したいと思う人のことを孝子孝女というの

神様は、御自身の愛の相対が自分よりも優

です。愛国者とは、何でしょうか。国家のた

れていることを願っていらっしゃるので、神

めに自らの一身を顧みず、いくらでも犠牲に

様に命令して暮らすことができる位置にまで

なり、投入して忘れてしまう人が真の愛国者

行くことができるのです。孝子が父母に「来

です。十回投入して忘れてしまう人と、十一

てください」と言えば、来ますか、来ません

回投入して忘れてしまう人がいるとすれば、

か。来るでしょう？ どのようなことでも新

十一回投入して忘れてしまう人が主体になる

しいことをしなければならないのが孝子の道

のです。

であり、忠臣の道であり、聖人と聖子の道理

この原則によってのみ、すべてのものが平

です。

和に収拾されるのです。愛を除いてしまえば、
「ため」に生きる道を除いてしまえば、それ

「家庭盟誓」の第二節に出てくるように、
家庭では孝子、国家では愛国者、忠臣になら

を成し遂げる道はありません。

なければなりません。この孝子とは、地上の
家庭には孝子が必要です。父母と絶対的に

サタン世界における孝子のことではありませ

一つになった息子のことを「孝子」といいま

ん。歴史上初めて現れる孝子です。神様は、

す。国の忠臣は、国の中心存在と絶対的に一

アダム家庭を失ってしまった恨を残したので

つにならなければなりません。これが宇宙の

す。それで、真の父母を探し出すために、さ

存在的実相です。世界には聖人がいて、聖人

まよい歩んでこられました。それゆえに、真

と絶対的に一つになりたいと思い、それを越

の父母というもの自体が、どれほど貴いもの

えて天宙では、すなわち天と地を中心として

なのかということを知らなければなりません。

は、中心である神様と絶対的に一つになりた
いと思うのです。

妻を探し求めていく夫が、その愛の前に絶
対服従するとすれば、妻は幸福でしょうか、
不幸でしょうか。絶対的に幸福だというので
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す。夫を探し求めていく妻もそうであるなら

果たそう」と言うことができなければなりま

ば、その夫も絶対的に幸福だというのです。

せん。

父母の前に絶対服従することができる者を
「孝子」といい、国の前にそのようにするこ

家庭において孝子という場合は、すべての

とができる者を「忠臣」といい、世界の前に

息子、娘の中で、一番犠牲になりながら投入

そのようにすることができる人を「聖人」と

したがゆえに孝子となるのです。国において

いい、天地の前にそのようにすることができ

も、どの氏族、どの国民よりも投入したがゆ

る人を「聖子」というのです！ アーメン。

えに愛国者となるのです。聖人も、世界のた

それは、すべて私を教育してくれる教材で

めにより投入した人が聖人になるのであり、

あり、教本だったのです！ アー、舌まで踊

天地のためにより投入した人は、イエス・キ

りながら、メン！ 腹の肉、腹の皮、はらわ

リストのような王子になることができるので

たまで踊りながら「メン」です。メン

す。そのように生きなければ、天国に行くこ

（man）とは「人」のことです。「アーメ

とはできません。天国は、そのように生きた

ン！」と言えば、「アー！ 驚くべき人だ」

人が行く所であって、そのように生きること

という「アーメン！」です。そのような意味

ができなければ、天国に行くことはできませ

を考えながら「アーメン！」と言うのです。

ん。
ここに来て仕事をするのは、食べて暮らし

分かりましたか。

ていくためではありません。出世するためで
「どんなに難しくても、孝子の道を取り戻

もありません。天国の民となり、天国の孝子、

す道であり、忠臣の道を取り戻す道であり、

忠臣、烈女、聖人、聖子の道理を果たすため

聖人と聖子の道を築いていく道であるので当

に集まっているのです。神様が求め、神様が

然だ」と言うことができる信念が必要です。

好まれる家庭と、神様が好まれる家族を愛し、

父母のためには、自分一身だけではなく、自

そのような家庭において生きたのちに行った

らの妻子を犠牲にしたとしても、孝子の道を

人が地上天国と天上天国の民となり、家族に

行こうという思いをもたなければなりません。

なるということを知らなければなりません。

この孝子に対して父母が一つになり、「父
母まで犠牲にしてでも国を救わなければなら

皆さんは、真の意味で国を愛したことがあ

ない」と言えば、忠臣の位置に立つのです。

り、真の意味で兄弟を愛し、真の意味で先生

それから、この忠臣に対して国が一つになり、

を愛し、真の意味で先生の家庭を愛したこと

「国まで犠牲にしてでも世界を救おう」と言

がありますか。蕩減復帰原則において、いか

うとき、聖人の道理を果たすようになるので

なる孝子よりも、いかなる忠臣よりも優れて

す。それが、アダムの行くことができる創造

いなければならないのではありませんか。そ

の理想です。私が孝子にならなければならず、

れが原理の教える教示ではありませんか。そ

忠臣にならなければならず、聖人になり、聖

のような基準に立ったことがあるかというこ

子の道理を果たさなければなりません。「家

とを、皆さんは知らなければなりません。

庭全体をすべて犠牲にしてでも聖子の道理を
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神様の救援摂理は、家庭を通しては村を救

夫と妻が夫婦的孝子であり、夫婦的忠臣であ

わなければならず、村を通してはその社会を

り、夫婦的聖人であり、夫婦的聖子です。そ

救わなければならず、社会を通しては国家を

れから、そのような国家的夫婦であり、その

救わなければならず、国家を通しては世界を

ような世界的夫婦であり、そのような天宙史

救わなければならず、世界を救ったのちは、

的な夫婦であり家庭であるということができ

霊界を救わなければならず、このようにして

る家庭が、創造理想的み旨を完成した家庭に

霊界と世界を救って神様を解放しなければな

なるのです！ アーメン！ アーメン！ ア

りません。このような救援摂理の道があるの

ーメン！ そのような家庭を完成することに

で、どうしてもそのような結論を下さざるを

自信があるという人は手を挙げて誓いましょ

得ないのです。それで、孝子は天に通じ、忠

う。そうです。万歳！ 万歳とは何かという

臣は天に通じ、聖人は天に通じるという結論

と、すべてのものが億万年まで「万事亨通」

が出てくるのです。

（注：万事滞りなくうまくいくこと）という
ことです。永遠に継続するという意味です。

今まで、皆さんは何をしましたか。天の孝
子になり、国の忠臣になるために努力したと

「ため」に生き、また「ため」に生きよう

思いますか。ここに該当する精神は、まさし

とする人が中心存在になるのです。間違いあ

く一にも孝と忠であり、二にも孝と忠であり、

りません。家庭において孝子とは何かという

十にも、百にも、千にも、万にも孝と忠であ

と、父母のために生きる人です。そのように

ると言わなければなりません。私が死ぬとし

生きれば、その家庭の中心存在になり、家庭

ても、いかにしてこのような位置に上がって

の相続を受けるのです。愛国者も同じです。

いって死ぬのかということが問題です。これ

国王のために生き、国のためにすべてを投入

が、今まで摂理のみ旨を担ってきた人々の生

して、投入して、犠牲となり、もっと犠牲に

活でした。忠の位置に到達するためには家庭

なろうとするならば、国の責任を負うことが

が責任を果たさなければならず、氏族まで責

できる人になるのです。そのような人が大統

任を果たさなければならないという結論が出

領や首相になるのです。そのような人が必ず

てくるのです。

中心存在になります。
ですから、私の良心は「そこまで行きなさ

完成した私は、世界人類を代表した家庭に

い」と言うのです。「家庭では孝子になり、

おける孝子であり、歴史的国家を代表した忠

国家では忠臣になり、世界では聖人になり、

臣であり、世界を代表した聖人であり、天の

さらには、天地において聖子の道までも行き

摂理全体を代表した聖子として完成した私で

なさい」と教えてくれるのです。

あるという自信をもってこそ、個人からサタ
ン世界を完全に越えて天に帰っていくのです。

家庭で心安らかに暮らす人々は間抜けです。
家庭天国の垣根の中にしかとどまることがで

そのような私です。
そのような孝子、忠臣、聖人、聖子として

きません。必ずそのようになるのです。それ

完成することができる私であり、そのような

で、代表的家庭となり、中心的家庭とならな
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ければならないというのです。孝子、忠臣、

タン世界の忠臣以上の位置に統一教会の男女

聖人、聖子の道理は、私が行く道です。私が

が立たなくては、天国の民となることはでき

必然的に行かなければならない道です。それ

ません。サタン世界の孝子以上の位置に行か

ゆえに、家庭では孝子にならなければなりま

なくては、天国家庭の食口になることはでき

せん。その次に、国では忠臣です。忠臣とい

ないのです。統一教会では「食口」と言うで

うものは、生まれつきその道理を外れること

しょう？ サタン世界の孝子、孝女以上の因

がありません。夜でも昼でも焦点を合わせて

縁から脱け出て、それ以上にならなくては、

いかなければなりません。一生の間、先生は、

「食口」という名で呼ぶことはできないので

み旨という焦点を失ったことがありません。

す。

寝ても覚めても、布団から起きれば続けます。
忠臣も、一人でなるのではありません。統

千年、万年続けるのです。

一教会でいう忠臣は、一人でなることはでき
家庭で本物の孝行をする人は、国の忠臣の

ません。家庭を成した夫婦であってこそ忠臣

道と直通するのです。国に本物の忠誠を尽く

になることができるのです。それゆえに、皆

す人は、聖人の道と直通するのです。それを

さんは、忠臣という立て札を立てるためには、

知らなければなりません。道は一つです。二

孝子を生まなければなりません。

つではなくて、一つです。ですから、結論は
何かというと、家庭において父母を絶対的に

今日、国家では個人を表彰しています。忠

愛していこうという道が孝子の道であり、国

臣烈女や孝子孝女を表彰しているのですが、

のすべての国民と主権者を絶対的に愛してい

これは、あくまでも個人を表彰しているので

こうという道が忠臣の道です。

あって、家庭を表彰しているのではありませ
ん。今まで、家庭を中心として表彰した国家

私たちが正しく行動すれば、国が生きるの

はありませんでした。同じように宗教におい

であり、私たちが正しく行動できなければ、

ても、家庭の構成員を目標としてきた宗教は

国が滅びるのです。私たちが正しく行動すれ

ありませんでした。

ば、世界が生きるのであり、私たちが正しく
行動できなければ、世界が滅びるのです。歴

真の孝子、本物の孝子に対する父母は、王

史時代のいかなる家庭とも比較にならず、天

様よりももっと難しいのです。言葉一つにも

情を中心として団結した家庭、そして孝子、

注意し、行動にも注意するのです。それはな

忠臣、烈女を中心として団結した家庭とも比

ぜでしょうか。家庭において王様に侍ること

較にならない、そのような千人、万人の前に

ができることを見せてあげなければなりませ

模範となり得る驚くべき家庭のモデルを、統

ん。そのように侍ろうとすれば、息子、娘も

一教会が提示しなければなりません。

父母に対する時、いい加減に対することがで
きないのです。子女を敬って丁寧に対する父

男女を問わず、愛国愛族する人にならなく

母にその子女たちが対する時、どれほど大切

ては、天国の民となることはできません。サ

に思いながら侍るでしょうか。一言でもいい
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加減に言うことができないのです。何度も考

のではありません。忠誠を尽くして孝子、忠

えてから言うのです。

臣、烈女になった立場においても生命を捧げ
て死のうとする基準の人々や、堕落した世界

「家庭では孝子になりなさい」と言うでし
ょう？

孝子になって何をするのでしょうか。

の孝子以上、堕落した世界の忠臣以上になっ
た、そのような天の側の人を中心として言っ

「孝子になりなさい」と教える父母は、みな

ている言葉です。そのような人々が、その立

自分の利益のためにそのように言うのだと思

場に立っても生命を捧げようとする時は生き

うかもしれませんが、それは違います。「父

るというのです。地獄のどん底にいれば、生

母の愛の上にあなたの愛をプラスさせなさ

命が何百個、何千個になっても、神様とは関

い！」。このようになるのです。そのように

係ありません。露骨に言えば、そのような意

なってこそ球形が生じるのです。大きくなる

味のみ言になるのです。

のです。運動する存在は、すべて大きくなる
でしょう？ 運動すると、なぜ大きくなるの

神様が救援摂理を行う理想には、そこから

でしょうか。すべて愛というものを中心とし

すべて区別しなければなりません。その中に

て作用するので、大きくなっていこうとする

は、神様のためにすべての生命を捧げて感謝

のです。

することができる、特別な何かがなければな
りません。アダムとエバの背反的な歴史の基

人の夫になり、人の妻になるということは

準を越えなければなりません。それを知らな

簡単なことではありません。息子、娘は、自

ければなりません。神様が現れなければ、堕

分の息子、娘ではありません。この世界の息

落する以前のアダム、その人類の先祖以上に

子、娘です。世界の息子、娘の父母になると

神様が現れることを願いながら、御飯を食べ

いうことは簡単なことではありません。また、

ずに、寝ないで待つことができる、心情的に

先生になることは、簡単なことではありませ

孝子、忠臣、烈女以上の位置に入っていかな

ん。また、そのような父母の前に孝子孝女と

ければなりません。

なることは、簡単ではありません。それゆえ
に、家庭において完全に「ため」に生きる訓

孝子は地獄には行きません。地獄に行かな

練を、祖父母から、父母から、夫婦から受け、

ければならない場合には、再臨主が来られる

自らの息子、娘にもそのようにし、「ため」

時まで保留されるのであって、地獄には行き

に生きることができるモデル的形態の家庭を

ません。中間霊界というものがあるのです。

築くようになれば、その家庭は天上世界のど

皆さんは、孝子になろうと思いますか、愛国

こに行こうと、どの国、どの村に行こうと歓

者になろうと思いますか、聖人になろうと思

迎を受けるのです。

いますか、聖子になろうと思いますか。父母
に孝行しなくても、愛国者になった場合には、

聖書に「生きようとする者は死に、死のう
とする者は生きる」という言葉があります。

父母への孝行を完成したものの上に立つので
す。

ろくでもない者たちが死ぬことを言っている

2037 * 二千三十七

천성경

天聖經
Cheon Seong Gyeong
統一教会で忠臣になるのならば、世の中に

天国の孝子になり、天国の忠臣になり、国

いない忠臣になろうと思いますか、世の中に

をもって忠臣になり、国をもって聖子の道理

いる忠臣になろうと思いますか。孝子になる

を果たさなければならないのですが、アダム

としても世の中にいない孝子、忠臣ならば歴

はそれを成すことができなかったのです。先

史にいなかった忠臣、聖人ならば歴史にいな

生の恨は何かというと、青春時代の血気旺盛

かった聖人、聖子ならば歴史にいなかった聖

な時代に孝子の道理を果たすことができなか

子の道理を果たしてこそ、神様に侍ることが

ったことです。時を逃したのです。また忠臣

できるのです。このように悔しく無念な恨が

の道理を果たすことができなかったのです。

エバの一日の失敗によって生じるようになっ

国が生きることができるならば、いかなる冒

たのです。これを知る時、今日私たちが統一

険を冒してでも先頭に立ち、愛国者としての

教会において血統を転換し、所有権を転換し、

血を流しながらも感謝することができる、そ

心情圏を転換するためにどれだけ深刻になら

の道を歩んでみることができなかったのです。

なければならないか、ということを知らなけ
なぜ私は、歴史をつづりながらこのような

ればなりません。

衝撃的な宣言と刺激的な話をするのでしょう
真の愛を中心とした対象となり、御自身よ

か。これが神様の事情なのです。その事情は

りも何千倍も優れていると言うことができる

死んでいません。胸に積もり積もった恨を、

愛の相対を迎えるようになれば、神様は、自

いまだに解くことができずにいるのです。真

動的に解放されるのです。それゆえに、孝子

の御父母様の胸に積もり積もった恨を、解く

の中の孝子、烈女の中の烈女、忠臣の中の忠

ことができないでいるというのです。青春時

臣、聖人の中の聖人、聖子の中の聖子になら

代において、神様の前に孝子の道理を守るこ

なければならないという事実を知らなければ

とができなかった真の御父母様の恨！ 国を

なりません。そのようにならなくては、神様

もつことができずに忠臣の名誉をもつことが

を解怨することはできません。それ以上にな

できなかった恨！ 万国を代表して聖人の道

らなくては、解放することができないのです。

理を果たすことができなかった恨！ 天と地

イエス様に従っていったとしても、楽園に

の勝利の覇権を備えて包括することができず、

しか行けません！ 独身生活するのです。ほ

神様を解放して聖子の道理を果たすことがで

かの宗教では、すべて「出家をしなさい」と

きなかったその恨！ このような恨が残って

言い、「独身生活をしなさい」と言いますが、

いるのです。

統一教会では何でしょうか。「出家しなさ
い」と言いますか。「故郷へ帰りなさい」と

孝子、愛国者、聖人、聖子、これらがなぜ

言うのでしょう？ そして、「結婚しなさ

必要なのでしょうか。父母に孝行したといっ

い」と言うのでしょう？ 反対です。どのよ

ても、長くても百年くらいです。ずーっとす

うな理由で、そのようにするのでしょうか。

ることはできません。父母は、千年、万年生

宗教は必要ありません。宗教を克服した位置

きることはできません。生涯孝行しても、百

に立ったのです。

年未満です。しかし、愛国者は一代を越える
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のです。愛国者の伝統は、祖父母から父母、

筋が一つになっており、愛の根と幹が連結し

自らと自らの子孫にまで相続されるのです。

ているのですから、父子有親ではなく、父子

そうでなければ、国が成り立ちません。聖人

一身です！ そして、夫婦一身です。それか

の思想は、愛国者を超越するのです。宇宙全

ら、何でしょうか。「君臣有義」です。君臣

体を愛した上で生きなければなりません。で

は有義ですか。君臣一身です。何をもってで

すから、聖人の道は、愛国者の道を超越し、

すか。愛をもってです。それゆえに、家庭に

聖子の道は、聖人の道を超越して最高の位置

おいて、愛を中心として絶対的に「ため」に

に立つのです。地上天国と天上天国の法律、

生きることができる中心存在は、孝子だとい

その両国の法律をすべて尊重し、内外の縦横

うのです。国を中心として見るときも、絶対

の関係を維持しているのです。

的に「ため」に生きる愛をもって王様のため
に歩んでいくようになれば、その人を忠臣と

真の御父母様は、どのようなお方かという

いうのです。

と、家庭においては歴史始まって以来初めて
(2)聖人と聖子の違い

現れた孝子であるということを、皆さんは知
らなければなりません。天国においては、一
人の忠臣と同じ位置、代表的な忠臣の位置に

聖人と聖子の異なる点は何でしょうか。聖

立っているのです。それから、聖子の道理を

子とは、堕落していない本然的アダムとエバ

果たした聖子の位置に立っています。それゆ

が、神様の愛を中心として、神様の生命体と

えに、今皆さんがもたなければならないもの

して、神様の血統として一つに結ばれた位置

は、真の御父母様の思想です。

から出てくるものです。神様の息子、娘の血

息子として、孝子として、忠臣として、聖

統を受け継いだ位置から聖子が出てくるよう

人、聖子の道理をすべて経たように、皆さん

になっているのです。しかし、聖人はそうで

もそれと同じ伝統を真の父母に従って受け継

はありません。ゆえに、堕落した世界には聖

ぎ、全世界のたった二人の息子と娘であると

子がいないのです。聖人までは出てくること

いう心情をもたなければなりません。世界を

ができます。今まで、聖人たちは、外的な相

代表した息子と娘の位置に行き、真の父母に

対的世界の道理は教えてくれましたが、内的

よって祝福を受けたという事実は相対圏を許

な主体的な道理は教えることができませんで

されるということです。そして、祝福家庭は、

した。なぜでしょうか。父母が現れず、聖子

先生の家庭と生活を共にしたという心情的体

が現れなかったからです。父母と聖子の道理

恤圏をもたなければならないということを皆

を植えつけるものが再臨の思想です。それが

さんは知らなければなりません。

メシヤ思想です。

東洋哲学の「三綱五倫」を中心として見れ

この世の聖人の中で、最も中心の聖人は誰

ば、五倫の中には「父子有親」というものが

でしょうか。イエス様です。イエス様の血統

あるでしょう？ 有親が良いのですか、一身

は、既に腹中にいる時から聖別されていたの

が良いのですか。父子有親とは何ですか。血

で、サタンのどのような条件にも引っ掛かり
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ませんでした。神様を中心として、神様の愛

世界的な人物になるためには、どのように

によって身ごもったその赤ん坊は、最初の真

しなければならないのでしょうか。人倫道徳

なる愛の結実体です。したがって、そのお方

だけを中心としては、そのような人物になる

は、偽りの愛とは関係がありませんでした。

ことはできません。人間のみを中心としては

そのような聖子として生まれた方は、イエス

なれないのです。人間のみを中心としては、

様以外にはいません。釈迦牟尼もそのような

国を越えることができません。国を越えるこ

人ではありません。マホメットも、孔子も違

とができる内容は、天にあるのです。天宙思

います。しかし、イエス様は、心情圏を中心

想をもつことなくしては、国を超越すること

として神様のひとり子になるのです。

はできません。それゆえに、聖人たちは、人
間だけを紹介したのではなく、神様を紹介し

歴史時代において、血統を清めて最初に生

たのです。聖人の列に加わった人々を見れば、

まれた息子がイエス様です。したがって、神

その人たちは、神様を崇拝しましたか、しま

様の前において、その息子は長子であり、ひ

せんでしたか。神様を除外して聖人になった

とり子となるのです。宗教圏において、この

人はいますか。また、聖人たちは、人倫の道

ように血統を清めて生まれた聖子は、イエス

理のみを教えてくれたのではなく、それとと

様しかいないので、「聖子」と言うことがで

もに天倫の道理を教えてくれたのです。

きるのです。
聖人の道理とは何でしょうか。世界の人々
イエス様は聖人の中の聖人です。初めて血

に生きることができる内容を教えてあげるこ

筋を清めることによって、初めての愛の先祖

とです。自らの国の民のために生きる人は忠

になることができたのです。

臣です。自らの家庭のために生きる人は孝子
です。神様は、孝子よりも、忠臣よりも聖人

イエス様は、神様の愛を中心として、国家

を好まれるのです。聖人の中でも最高の聖人

的基準で生まれた血統を転換させた、神様の

がいるとすれば、その最高の聖人は救世主と

第一号の息子であり、ひとり子です。有史以

なるのです。皆さんは、それを知らなければ

来、そのように血統を清めて生まれた聖人は

なりません。統一教会は、この道を行かなけ

いません。孔子であろうと、釈迦であろうと、

ればなりません。

マホメットであろうと、誰であろうと、その
ような伝統的な背後の血統を清めて生まれた
お方は、イエス様お一人しかいません。

忠臣は、一つの国における忠臣ですが、聖
人というものは、国家を超え、万民を超えて、
万世に栄光の基台を築き、万国の解放圏をつ

イエス様は、ひとり子の聖者であり、聖人

くり、自らが勝利したすべての栄光を与えて

の中の聖人です。イエス様は、真の愛を中心

も、もっと投入しようとする人です。そのよ

とした一代目の先祖です。

うになる時に聖人の道理となるのです。五色
人種を超え、文化背景やすべての階級を超え
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て、投入して、投入して、また投入しながら
その平等的価値を追求していく人が聖人です。

宗教の出発は、どのようになされたのでし
ょうか。聖人たちがすべて宗主となっていま
す。宗教の主人になっているのです。この人

聖人とは、国境を越えて世界の人を愛する

たちが精誠を尽くし、道を通じて神様の教訓

人です。したがって、聖人の道理は人種を超

を受けることができる位置から出発したので

えて世界を収拾していくのです。

す。しかし、より高い位置に上がっていくよ
うになってからは、徐々に世俗化されていっ

聖人とは、どのような人でしょうか。家庭

てしまったのです。

を捨ててでも天と世界のために生き、国を捨

それゆえに、世界が混乱する中にあるこの

ててでも天と世界のために生きる人が聖人で

ような時に、本質的で明確な内容をもって正

す。それでは、どのような人がより大きいの

しい道へと指導することができる宗教体制が

でしょうか。孝子よりも、国のために生きる

ありません。ブロック的な体制はありますが、

忠臣のほうがより大きく、国のために生きる

世界全体をカバーして収拾することができる

忠臣よりも、聖人のほうがもっと大きいので

宗教がないというのです。宗教も実験済みで

す。皆さんは何になろうと思いますか。

す。すべて実験済みです。政治も実験済みで
あり、すべての思想も実験済みであり、すべ

「聖子」と言えば、神様の息子のことです

て失望的な帰着点に到達しました。今はもう、

が、聖子は、神様はもちろん、天と地を愛そ

進んでいこうとしても進んでいくことができ

うとされるのです。天と地の愛の圏だけでは

ない限界線にぶつかっています。

なく、天国の王宮法まで愛そうとされるので
す。聖子は天国の王子なので、天国の王宮法

今まで、神様が共に暮らすことができる家

も守り、地上世界の王宮法もすべて守らなけ

庭がなく、国がなく、世界がなかったという

ればなりません。その上で天国の王孫たちも

ことは繰り返して言うまでもありません。皆

愛し、天国の民たちも愛し、地上の国の王孫

さんは、常にこのような概念をもたなければ

たちも愛し、地上の国の民たちも愛さなけれ

なりません。私自身においても、神様が共に

ばならないのです。

生きることができず、家庭においても生きる

そのようにして、二つの世界の宮殿と、二

ことができず、国においても生きることがで

つの世界の民を愛することができるようにな

きず、世界においても生きることができなか

る時に、神様の息子であるというのです。神

ったのです。そのような神様を再びお迎えし、

様の息子は、この地上の民も必要であり、こ

堕落した世界のいかなる孝子、いかなる忠臣、

の地上の王族たちも必要であり、あの世の民

いかなる聖人、いかなる聖子よりも、高い位

も必要であり、あの世の王族も必要とするの

置において神様に侍って生活しなければなら

です。そのようになってこそ聖子になるので

ないという、そのような信仰のモットーを強

す。

化しなければなりません。
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「聖人」といえば、世界人類を愛する人々

して、国を越えて世界の前に愛を教えようと

です。今まで、宗教指導者たちが聖人になっ

するのが聖人の道です。世界を自らの家庭よ

てきましたが、聖人の中でも大聖人は誰かと

りも、自らの国よりも愛そうとするのが聖人

いう時、人類のために血を流し、いくらでも

の道理です。聖子の道理は何かというと、天

命を投げ出そうとすることができ、それを続

と地のすべての法よりも、王宮法を中心とし

けてきた人が聖人の中のナンバーワンである

て「最高の愛を実践しなさい」と言うのが聖

という論理が成立するのです。そのような意

子の道理だということを知らなければなりま

味で、歴史を通じてキリスト教が数多くの血

せん。

を流してきたので、キリスト教が第二次大戦
アダムが堕落しなければ、家庭の王であり、

以後に世界を統一したのです。

氏族の王であり、民族の王であり、国家の王
私たちは、命を投げ出して生きているので

であり、天地の王になっていたのです。堕落

す。既に覚悟した体であり、天の前に誓った

した人間世界ではありましたが、この道理を

体です。ゆえに、たとえ客死する運命であっ

備えるために孝子を育ててきたのです。忠臣

ても恨みはありません。神様がその場に訪れ

を育ててきたのです。聖人を育ててきたので

てこられて、私の体を引き取ってくださるこ

す。聖子を育ててきたのです。

とができる孝子となり、国王が訪れてこられ
て、その場を整えてくれる忠臣になったとす

(3)人間が行かなければならない真の道

れば、またそのような聖人になり、聖子にな
ったとすれば、それ以上の幸福はありません。

人間が願う最高の願いも、愛を通じた願い

そのようになれば、倒れたその場所は名勝

です。神様の願われるすべての願いも、愛を

地になるのです。天下の万民を蘇生させるこ

通じた願いです。神様がもし孝子の位置にい

とができる祝祭の基台となり、記念の基台と

るとすれば、父母のための愛を通じた孝子を

なるのです。そのような悲しい場所によって、

願うようになるのです。夫婦をもったならば、

数多くの後代の若者たちが新しく生まれ、そ

愛を通じた夫婦、また愛を通じた父母、この

の国を身代わりして活火山のように爆発する

ようなことを願うようになるのです。

のです。そのような材料を統一教会はたくさ
自らの体を燃やして犠牲になっていく所に、

んもっています。

家庭の光が現れるのです。それを孝子といい、
歴史は、何を通してつづられてきたのでし

国のために全国民が犠牲となって光を発する

ょうか。堕落した世の中であっても、人倫道

ところに国の忠臣が現れ、そして、世界の聖

徳を中心としてつづられてきたのです。その

人、天地の聖子が現れるということを知らな

道徳の中心は何でしょうか。愛です。父母の

ければなりません。

前における孝子とはどのような人かというと、
父母をより一層愛する人であり、国の前にお

心と体が一つになり、全宇宙のために生き

ける忠臣は、より一層国を愛する人です。そ

ることのできる人は、宇宙の中心存在になる
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ということを知らなければなりません。「孝

て天国を代表した孝子の基盤をつくるのであ

子」と言えば、家庭において、父母に対して

り、忠臣の基盤をつくるのであり、聖人の基

より「ため」に生きる人が孝子になるのであ

盤をつくるのであり、聖子の基盤を経ていく

り、国において、国王と民に対してより「た

ことによって、神様がアダムを中心として願

め」に生きる人が愛国者となり、世界を中心

われた理想世界になるのだということを知ら

として、より「ため」に生きる人が聖人とな

なければなりません。

るのです。そして、天地を中心として、より

真の御父母様は、そのような立場に立って

「ため」に生きる人が神様の息子になり、聖

いるので、あの世に行き、孝子たちに対する

子になることができるのです。

中心のプラス、すなわち主体になるのであり、
忠臣の主体になるのであり、聖人の主体にな

孝子というものは、父母に面倒をかけるの

るのであり、聖子の主体になるのです。皆さ

ではありません。父母に面倒をかけさせるの

んの父母の理想、皆さんの国の理想、忠臣の

です。忠臣とは、国に面倒をかけるのではな

理想、聖人たちの世界理想、天と地の理想、

く、国に面倒をかけさせる人です。聖人は、

そしてイエス様が願われた願いを皆さんの一

世界に面倒をかけるのではなく、世界に面倒

身で蕩減することによって、解放が成される

をかけさせる人です。また、天地の前に面倒

のです。これが建国理想であり、建国理念の

をかけるのではなく、面倒をかけさせること

中心であり、一番の基調となるのです。

によって聖子の道理を果たすということを知
聖子になってくれることを誰が願うのです

らなければなりません。
今や世界は、真の御父母様を中心として動

か。神様が願われるのです。聖人は、誰が願

くことができる時になったのです。世界途上

うのでしょうか。世界が願うのです。国は、

においてサタン世界の孝子、サタン世界の忠

何を願うのかというと、忠臣を願うのです。

臣、サタン世界の聖人、サタン世界の聖子の

家庭は、孝子を願うのです。まさしくこれが

道理はありましたが、天国を中心とした孝子

真なる真理の道です。真なる父母がいるとす

と、忠臣と、聖人と、聖子の道理、標準はあ

れば、「あなたは孝子になったので忠臣にな

りませんでした。それを私たちが創建しなけ

ってはいけません。忠臣の道を行ってはなり

ればならないということを皆さんは知らなけ

ません」とは言いません。
真なる父母は、その孝子に「あなたは家庭

ればなりません。

を犠牲にし、忠臣の道を求めて国に仕えなけ
皆さんの家庭は、天と地を与えて買った以

ればならず、聖人の道理を果たさなければな

上の価値をもっているということを知らなけ

らず、聖人の道理を犠牲にして天が願われる

ればなりません。皆さんの祝福家庭の価値が、

道を行かなければならず、天地を犠牲して神

これほど途方もないものであったという事実

様を探し求めていかなければならない」と教

を知らなかったでしょう？ けんかをしたり

えてあげなければなりません。このような概

殴ったり、このようなことをしてはいけない

念があるということを知らなかったのです。

のです。この途方もないものが、地上におい

投入して犠牲にならなければなりません。そ
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のようにしなくては、一つの世界、一つの国

地なのです。行きたいですか、行きたくない

は永遠に現れません。

ですか。頑固な性格では行くことはできませ
ん。東西南北に通じることができません。平

理想的な人間、人間構成、人格の完成にお

面上の三六〇度も通じることができないのに、

いて必要となる、孝子、忠臣、聖人、聖子の

どうして縦に三六〇度回ることができるので

ような前進的なものを教えてあげなければな

すか。「東西が軸になり、反対に三六〇度回

りません。自らの息子に「孝子、忠臣、聖人、

りなさい」。このような自由自在に行くこと

聖子の道理を果たし、最後は神様まで行かな

ができる立場になっていないではありません

ければならない」ということを教えてあげな

か。

ければなりません。そのように教える父母が
いるとすれば、神様が御覧になるとき、「い

家庭完成、親族完成、国家完成、世界完成、

やあ、あの人は父母の役割を果たしている。

天宙完成、神様解放までです！ 神様を救っ

あの人は先生の役割を果たしている。あの人

てあげなければなりません。親不孝者を迎え

は主人の役割を果たしている」と思われるで

た父母の心を解放するためには、孝子の中の

しょうか、思われないでしょうか。

孝子にならなければなりません。神様はかわ

「あなたには父母の資格があり、先生の資

いそうな神様であることを知らなかったので

格がある」と言われる時は、主人の資格があ

す。無念でかわいそうな事情を抱えてきた神

るのであり、さらには、王になることができ

様が私たちの父であったということを思うと

る父となるのです。西欧の人々に孝子という

き、千年、万年痛哭し、地を這ってでもその

概念がありますか。忠臣の概念がありません。

涙を止めることができる悲運をもって生きる

聖人の概念がありません。聖子という概念が

孝子の道理を守らなければならないのが、今

ないのです。ですから滅びるのです。

日地上で救いを受けなければならない人々の
責任であるということを知らなければなりま

皆さんは、神様よりも優れた者になりたい
という欲望をもっているでしょう？ そのよ

せん。深刻なのです。このようなことを誰が
教えてくれるのですか。

うな欲望をもっているでしょう？ そのよう
になることはできるのです。嘆き悲しんでい

苦労の道から出発し、苦労の生涯で終わっ

らっしゃる神様を慰労する孝子であれば、神

たとしても、いかにして神様の心情を解放し

様を慰労することができるように、神様より

てさしあげ、いかにして神様のために生きる

も次元が高くなくてはならないのではありま

立場に立つかということが、孝子として天に

せんか。泣いていらっしゃる神様を慰労しよ

向かう、天の子女が取るべき態度です。天国

うというのに、神様よりも劣っていて神様を

に対して、先生は、そのようにして愛国心を

慰労することができますか。そうではありま

残したいのであり、聖人が完成させることの

せんか。理論的なのです。

できなかったその世界を、聖子の名をもって

そのようになることができる世界が、今後、
迎えることができる私たちの永遠なる本郷の

完成圏に移行させたいのです。先生は、その
ように真剣です。
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神様が自分を御覧になって勇気をもたれ、

聖人となり、聖人は聖子とならなければなり

悪なる世界を倒そうと思いながら進み出る、

ません。天上世界と地上世界の統一のための

そのような神様になられるとすれば、その瞬

家庭を中心として、聖子の道理が地に埋まっ

間から、神様の活動舞台が自分によって生じ

ています。初臨のメシヤであるイエス様が来

るのです。それは、自分にとって、ある貴い

られ、「小羊の婚宴」を中心として祝福でき

立場や玉座、また栄光の立場において、一生

る世界が現れなかったので、先生の時代にこ

ではなく何世代にもわたって、それ以上のも

れを表面化しなければなりません。

のをプラスしても及ばない喜びの 賜 です。
「自分は、歴史を越えてまでも、迫害に対し

なぜ神様は、これほどまでに孝子を好まれ、

て立ち向かっていこう」と思うのが、永遠の

愛国者を好まれ、聖人を好まれ、聖子を好ま

歴史を代表した孝子、孝女が行くべき道では

れるのでしょうか。それは、宇宙の核だから

ないかと思うのです。それが永遠の国に対す

です。宇宙の核です。孝子は一代先祖であり、

る忠誠の道ではないですか。

忠臣は二代先祖であり、聖人は三代先祖であ
り、聖子は四代先祖です。三段階です。段階

人間がいなければ、神様は愛から解放され

から見れば、三段階を意味します。これが愛

ません。父母は、孝子を迎えることによって、

によって連結されるのですが、「ため」に生

心情世界が解放され、王は忠臣、また聖人は

きる一方通行の愛の天理を中心として、理想

今後の世界の大統領、そして神様も、聖子が

圏が動くようになっているのです。

孝子の道理で愛の対象者としてすべてを成し
て、初めて解放されるのです。そのような意

真の愛とは何でしょうか。真の血統とは何
でしょうか。真の生命とは何でしょうか。神

味です。驚くべき言葉です。

様が真の血統であり、真の生命であり、真の
先生は、一生の間、不平を言うことができ

愛であられるとするならば、神様は何をされ

ませんでした。批判してみることができませ

たのでしょうか。自らを投入して新しい理想

んでした。孝子の道、忠臣の道は、不平があ

的な世の中をつくろうとされたのです。ゆえ

りません。批判というものはあり得ません。

に、人間が理想を探し求めていくためには、

完全な主体の前に、愛の関係を結んだ以上、

家庭ならば家庭において、自らのすべての生

不平や批評をすることはできないのです。夫

命と血統と愛を投入しなければなりません。

が過ちを犯せば、すべて自分の過ちです。私

家庭のためにそのように生きる人が孝子にな

の過ちです。妻が過ちを犯しても、私の過ち

るのであり、国のためにすべてを投入する人

であるということを知らなければなりません。

が忠臣になるのであり、世界のためにすべて

「私は、あなたが嫌だ」と言ってはいけない

を投入する人が聖人になるのであり、天地の

のです。

ためにすべてを投入する人が聖子になるので
す。さらに進んで、天地と世界と国家と家庭

神様の前に、孝子の表札を掛けることがで
きませんでした。孝子は忠臣となり、忠臣は

全体を一つにして率いていくことができるお
方が神様であられるのです。
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一日の生活は、天と同行するものでなけれ

理を完成するのです。それゆえに、神様のす

ばなりません。天が私の中に入っており、世

べての相対圏は、私から、天から、世界から

界が私の中に入っており、国が私の中に入っ

私たちの家庭にまで連結することができるの

ており、家庭が私の中に入ってきていなけれ

です。それがこの世で生きている間に成し遂

ばなりません。何を中心としてですか。孝子

げなければならない道です。完成する道です。

の愛、忠臣の愛、聖人の愛、聖子の愛、神様

このような言葉を初めて聞いたでしょう？

の愛を中心としてです。ですから、愛を中心

このような話は、具体的にはアメリカでのみ

として父母を思い、国を思わなければなりま

してあげたのであって、ここでは初めてです。

せん。

ですから、孝子にならなければならず、忠臣

どのようなことをより一層思わなければな

にならなければならず、聖子にならなければ

らないでしょうか。父母よりも国のことを思

なりません。自分がどこにありますか。自分

わなければなりません。国よりも世界のこと

というものがありますか。母の骨と父のもの

を思わなければならず、世界より天のことを

しかありません。国でいえば、王様は父と母

思い、この全被造世界よりも神様のことを思

の骨です。そこに接ぎ木されて大きくなろう

わなければなりません。神様の愛が最も大き

とするのです。私が家庭をもたなければ、国

いので、ここにそれよりも少し小さな世界の

の前に立つことができないので、家庭も国の

愛が入っていくことができるのです。それか

前に……。サタンの国の前には破綻させられ

ら、愛の国もいくらでも入っていくことがで

るのです。国が必要ですか、必要ではありま

きます。

せんか。

今後、個人別に実績の統計を出す計画です。

愛は、自分を主張するところからは徐々に

真の父母と成約時代の安着とは何ですか。さ

なくなり、逃げていきます。「ため」に生き、

まよい歩いていた天が、すべて帰ってきて、

より「ため」に生きるならば、ますます大き

そこで生活をしなければなりません。その国

くなっていくのです。それゆえに、真の人は

で生活をしようとすれば、税金を納めなけれ

「ため」に生きるところから存在するのです。

ばなりません。そのような忠臣が必要であり、

真の夫も「ため」に生きるところから、真の

孝子が必要です。家庭には孝子が必要であり、

父母も「ため」に生きるところから、真の孝

国には忠臣が必要なのです。忠孝の道がすべ

子、真の王、真の国家も、「ため」に生きる

ての国家形成の基本ではありませんか。自分

ところからのみ存在するのだということを知

は飢えるような困難なことがあっても、また

らなければなりません。

死ぬようなことがあったとしても、天に侍り、
国を滅ぼしてはいけないのではありませんか。

三 家庭盟誓第三節の解説

私たちの家庭は真の愛を中心として、四

人間に必ず必要なものは、孝子の道理、忠
臣の道理、聖人の道理、聖子の道理です。堕

大心情圏と三大王権と皇族圏を完成

落したので、聖人が必要なのです。聖子の道
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愛の関係を結ぶ、凹凸が一つになる位置です。

一) 四大心情圏と
(1)人間の完成は四大心情圏の愛の完成である

初愛の男女が関係するその位置から子女の愛
が完成されるのであり、兄弟の愛の目的が完

「家庭盟誓」の三節は、堕落していない本

成されるのであり、夫婦の愛の目的が完成さ

然の世界のことを語っています。本然の世界

れるのであり、父母の愛が出発するようにな

に帰るのです。幼児が成長したのちに結婚を

るのです。四大心情圏が一つになる位置で

するということ、これは、夫婦の位置を尋ね

す！ それを考えてみたことがありますか。

求めていくことであり、父母の位置を尋ね求

兄弟の愛が完成する位置、夫婦の愛が完成す

めていくことです。神様と一体になる位置を

る位置、それから父母の愛が始まる位置です。

尋ね求めていく道です。四大心情圏の完成は、
人間完成に向かって私が行かなければならな

アダムの完成、エバの完成が成されれば、
アダム自体は息子の完成者となるのです。神

い道です。

様の心情をもって愛を受けることができる完
人間が神様を中心として結婚し、初愛を結

成した息子、また、天の父母と天の子女の心

ぶ位置は、すべての完成の結実点であり、中

情を中心として兄弟の因縁を備えた立場から

心となります。したがって、結婚は、天地人

兄として完成した人間となるのです。それゆ

の合徳であり、縦横、前後、左右、全体を完

えに、ここまで上がってきた時、父母と父子

成することです。結婚は、真の子女、兄弟、

の関係の愛を中心として、常に一つになって

夫婦、父母理想の真の愛の完成地です。アダ

いる代表的な兄となるのです。ですから、創

ムとエバの夫婦は、神様が最も愛する実体対

造理念とは、兄の心情の完成であり、それか

象である第二先祖であり、第二創造主の立場

ら新郎の心情の完成です。四大心情圏を知っ

です。そして、そのような立場は、第一神様

ているでしょう？ 新郎の心情を完成し、父

が第一創造主として感じるすべてを相続し、

としての完成の位置まで行かなければなりま

子女、兄弟、夫婦、父母の位置を神様の代身

せん。父として完成する位置で相対理念を成

として喜びを感じながら体恤するためのもの

し遂げなければならないのです。

です。
ここにおいて神様は第一創造主であり、ア

四大心情圏を知っているでしょう？ 結婚

ダムとエバは第二創造主、そしてアダムとエ

する瞬間、初愛が結ばれるその瞬間は、息子、

バの子女は第三創造主の立場となるのです。

娘の完成であり、兄弟の完成であり、夫婦の

第一、第二、第三創造主、すなわち神様とア

完成であり、未来の父母の完成です。四大心

ダムとエバとその子女は、四位基台を中心と

情圏完成の焦点となっているのです。そこか

した公式的な範疇となり、すべての人類が従

ら爆発するのです。そこから種となって蒔か

わざるを得ない存在の根本原則となるのです。

れるのです。それゆえに、自分の妻は自分の
妹です。双子としての神様の息子、娘です。

結婚の初日、すなわち結婚して愛の関係を

妻は天国の王女であり、自らは天国の王子で

結ぶその位置が中心の位置です。結婚して初
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す。アダムとエバは天国の王子であり、天国

らず、誰かの息子にならなければなりません。

の王女です。

息子、娘が大きくなって兄弟となるのです。
兄弟は何になるのでしょうか。母と同じよう

このようになった家庭は、どのような家庭

に、また父と同じようになるのです。アダム

ですか。神様は、おじいさんの立場です。ア

とエバも兄弟であり、夫婦となり、そして父

ダムは、現在の家庭を代表しているのであり、

母になるのです。同じです。
ですから、妻というものは妹です。エバは

息子、娘は、未来です。
神様は過去の象徴であり、父母は現在の象

妹です。夫は兄です。そして、神様の前には

徴であり、息子、娘は未来の象徴です。この

息子、娘です。神様の息子、娘として、男性

ような愛の理念を中心として、一つの家庭で

は男性の行くべき道があり、女性は女性の行

四大心情圏と三大王権が展開しなければなら

くべき道があります。学校を経て、男性の道

ないのです。この心情圏が完成すれば、どの

理、女性の道理を果たし、父母に似ていくの

ようになるのでしょうか。神様が地上の表面

です。父と母と同じように結婚するのです。

に現れ、家庭において祖父の立場に立たれて
その家庭を統治され、天上天国と地上天国を

人間は、誰もが息子、娘として生まれ、兄

一つにして完成することができるようにする

弟として大きくなり、夫婦となって父母にな

のです。それで、繁殖した子女たちは、二つ

っていくのです。これは、人間において必然

の国の相続者として連結されるのです。

的な公式過程です。これを経ることができな
かった人は、あの天上世界に行って不幸なの

真の愛には、最初は子女完成があり、二番

です。夫の愛を知らない人、父母の愛を知ら

目は兄弟完成があり、三番目は夫婦完成があ

ない人、また兄弟の愛を知らない人、子女の

り、四番目は父母完成があります。これを延

愛を知らない人は、神様の近くに行くことが

長したものが男性と女性であり、兄弟であり、

できません。ですから、統一教会では、四大

夫婦であり、父母です。このすべての家庭を

心情圏を主張するのです。

一つにしたものが世界となり、天国となるの
です。目に見えない神様を実体として完成し

「家庭盟誓」の三節とは何でしょうか。天

た四大心情圏を備えるようになれば、どの家

国のテキストブックです。アダムとエバが完

庭にも息子、娘がいて、兄弟がいて、夫婦が

成し得なかったものが四大心情圏です。息子

いて、父母がいるのです。同様に、どの社会

の完成の終着点、兄弟の完成の終着点、夫婦

に行っても、そのような形になっているので

の完成の終着点、父母の完成の終着点が結婚

す。

生活です。結婚生活をして神聖な息子、娘を
生まなければなりません。それが結実です。

人間は、誰もが父母、夫婦、兄弟、子女の、
この四大原則の中で生きるのです。人間の息

父母が子女を愛することは、千年、万年変わ
りません。

子、娘である以上、誰もがこの過程を経なけ

結婚した夫婦の位置というものは、とてつ

ればなりません。誰かの娘にならなければな

もない位置です。歴史時代において人類が望
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んできた子女としての希望峰が花開く位置で

って神様の相対となり、神様の理想愛を完成

あり、兄弟として花開く位置であり、夫婦と

させるようになるのです。

して花開く位置です。そして、夫婦として愛

すなわち、真の愛を中心として、神様が人

した神様が創造を始められたように、息子、

間を無限な価値者として完成させることによ

娘を生むことをもってアダムとエバが創造を

って、神様もその真の愛の完成を御覧になっ

開始するのです。それで、実体的創造主の立

て、神様の創造理想である永遠の理想愛が宿

場となり、私を中心として平面的創造主の立

る家庭理想を立てて、理想世界を完成しよう

場から息子、娘を生むのです。

とされるのです。

夫婦の位置は、神様の家庭において子女が

いくら優秀な男性であっても、愛というも

一つになった位置であり、兄弟が一つになっ

のは独りで成すことはできません。それゆえ

た位置であり、夫婦が一つになった位置であ

に、自らの家庭で四大心情圏を完成しなけれ

り、父母が一つになった位置です。四大心情

ばならない、ということを教えてあげました。

圏を中心として見る時、夫婦の位置は自分を

世界平和は簡単なことです。心と体が一つに

完成させてくれる絶対的な位置なのです。

なり、夫婦が一つになり、父母と息子、娘が

したがって、夫は、妻に理想的な神様の息

一つになれば、すべて終わるのです。天下は

子を迎えさせる位置であり、天の兄を迎えさ

統一されるのです。天国は、そこから始まる

せる位置であり、天の夫を迎えさせる位置で

のです。平和な世界も、そこから出発するの

あり、天の父を迎えさせる位置なのです。そ

です。

して、妻も、夫にとってこれと同様の位置に
子女の心情、兄弟姉妹の心情、夫婦の心情、

立つようになるのです。
このような夫婦は、神様が体恤されたのと

父母の心情を四大心情といいます。人間が完

同じように、子女を生み、その子女を通して

成するためには、神様の真の愛のもとで四大

自分たちが成長してきたすべてのことを、実

心情を完全に体得しなければならないという

体的に体恤することによって喜びを感じるよ

ことです。この基台が理想的な家庭です。人

うになるのです。

間に対する神様の創造理想が成就される最小
単位が、四大心情圏を完成した家庭です。真

結婚して夫婦が真の愛をなす位置は、神様

の愛の主人であり、起源であられる神様は、

と人間の愛と、生命と、血統の根源となる王

父の立場で人間に絶対不変の真の愛を相続し

宮の位置であり、理想のための地上天国と天

ようとされたのです。真の愛の中からは完全

上天国の出発地です。このような真の愛によ

調和と統一が成されるので、神様の真の愛は、

って結実した子女は、真の愛を中心とした夫

子女である人間に完全に相続されるのです。

婦一体を完成し、神様に侍って暮らす家庭と
なり、平和と理想の出発基地になるのです。

男性は、女性に幼児の心情圏を完成させて

そして、半分である男性と女性は、一体とな

あげ、兄弟の心情圏を完成させてあげ、夫婦
の心情圏、父母の心情圏、これら四大心情圏
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を完成させてあげるのです。また、反対に女

めちゃくちゃな子女、めちゃくちゃな夫婦、

性も、パートナーに対する四大心情圏を完成

めちゃくちゃな父母になっているのです。こ

させてあげ、それぞれがお互いを完成させて

れを一つに収拾してすべてが完成するゼロ点

あげなければなりません。愛の関係を結んだ

ができれば、子女の愛の台風が吹き、兄弟の

のちにおいては、自らの妻は、昔自分と一緒

愛、夫婦の愛、父母の愛、宇宙の愛の台風が

に生まれた子供と同じです。その次は兄弟で

吹くのです。

す。別れることはできません。その次には、
自分の妻であると同時に母の代身です。それ

今から方向を一八〇度転換し、神様の心情

を破壊すれば、子女の心情、兄弟の心情、夫

圏に向かって立たなければなりません。その

婦の心情、父母の心情をすべて破綻させるこ

ようになるためには、四大心情圏を完成しな

とになるのです。

ければなりません。四大心情圏とは何でしょ

愛の関係とは何ですか。一つになることを

うか。子女の心情圏、兄弟の心情圏、夫婦の

いうのです。二人が愛の関係を結べば、既に

心情圏、父母の心情圏です。家庭においては、

それで終わりです。それゆえに、自分の妻を

おじいさんが神様の位置にいるのであり、横

妹のように思わなければならないのであり、

的なアダムとエバは、完成圏において垂直の

双子のように生まれ、死ぬ時も一緒に死なな

神様と直接連結する位置にいるのであり、自

ければなりません。それほど重要なことです。

らの息子、娘は、未来世界を代表する位置に

これが完全になってこそ、完全な神様の息子、

いるのです。過去、現在、未来の三大王権を

娘になるのです。

相続する基盤が私たちの家庭であるというこ
とを、はっきりと記憶しておかなければなり

四大心情圏の定着基地が分裂することによ
って、子女は子女なりに、兄弟は兄弟なりに、

ません。
縦的な神様の心情圏においては、四大心情

夫婦は夫婦なりに、父母は父母なりに別々に

圏が完成されなければなりません。子女の心

なる、このようになるのです。どこに行った

情圏の完成、兄弟の心情圏の完成、夫婦の心

としても、一つにならなければなりません。

情圏の完成、そして父母の心情圏の完成です。

ゆえに、動機が一つになり、過程も結果も永

アダムとエバがそのように完成していなけれ

遠に一つにならなければなりません。四大心

ばならなかったのです。それゆえに、縦的な

情の完成の定着地は、夫婦を中心として愛が

四大心情圏を完成し、神様の悲しみを解放し

一体となる位置です。夫婦の愛が一体となる

なければなりません。

時、アダムとエバも完成されるのですが、神
四大心情圏の完成は、結婚して愛を中心と

様まで完成されるのです。

して一つになることによって可能です。もし
ゼロ点から一八〇度が始まり、三六〇度が

これが壊れれば、子女の心情圏の未完成、兄

始まるのです。ところが、そのゼロ点があり

弟の心情圏の未完成、夫婦の心情圏の未完成、

ません。四大心情圏のゼロ点がめちゃくちゃ

父母の心情圏の未完成となるのです。霊界に

になっているのです。めちゃくちゃな兄弟、

行くには、このような心情圏を完成していか
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なければならないのですが、堕落したがゆえ

と女王のことですが、縦的な神様が介在して

に、これまでその心情圏を完成したことはあ

こそ、初めて王権が生じるのです。

りません。それゆえに、蕩減復帰しなければ

そのようになって、初めて神様自体が、地
上に生まれたばかりのアダムとエバと完全に

ならないのです。

一つになるのです。これが一つとなり、息子、
(2)家庭は四大心情圏を体恤する基盤

娘を横的に展開させることは、すべて同じ一
つの四位基台を成すのと同じです。三人の息

父母は、神様の代わりに、実体父母の立場

子がいれば、その息子たちの四位基台は、同

から子女を神様の子女として養育するのです。

じモデル形態とみなすのです。そのようにな

そのようにすることによって、目に見えない

れば、その価値は、アダムとエバの家庭と同

無形の神様が子女を養育したことを、私が実

じです。種というものは価値が同じだという

体的に感じるのです。神様も、そのようにし

のです。

ながら大きくなられたのです。神様も子女の
時代、兄弟の時代、夫婦の時代、父母の時代

二代目の創造主の基準は約束されています
が、三代目の創造主である息子、娘、孫を見

を通じて発展してこられたのです。
自分を中心として自分の息子、娘を生んで

ることができなかった、ということを知らな

育てながら、目に見えない神様の過去の歴史、

ければなりません。皆さんが孫にならなけれ

すなわち目に見えない神様の幼児時代の第一

ばならない、ということを知らなければなり

創造主、無形の創造主の姿を見るのです。第

ません。その孫は、第一の目に見えない神様

二創造主、すなわち目に見える創造主の立場

と第二の神様が育ってきたすべてのものを再

から幼児を育て、兄弟として育てて夫婦にす

現させ、神様も喜び、父母も喜ぶことができ、

ることは、神様がアダムとエバを息子、娘か

自らの過去の全体歴史を展開させて、二つの

ら兄弟として育ててきたのと同じようにして、

愛の世界を感じさせることができる存在です。

無形の内的なすべての実相を平面上で実体的

そのような立場に立ったものが、アダムでも

に見るためです。これが自分の息子、娘です。

なく、神様でもなく、孫なのです。
それゆえに、神様も息子、娘を崇拝されま

四大心情圏の完成は、神様を中心として、

す。神様も孫を崇拝されるのです。ですから、

過去、現在、未来の表出化された対象が愛に

アダムも自分の息子、娘を崇拝しなければな

よって結実することです。その位置は、結婚

らないということです。息子、娘を誤って育

して夫婦が愛によって一体となることです。

ててはいけません。ゆえに、皆さんの家庭に

ですから、一体となるその位置は独りではで

おいて堕落した子供が生じれば、家庭の脱落

きません。神様を中心としなければなりませ

という、途方に暮れるような事態が起きると

ん。神様が介在していってこそ、夫婦を中心

いうことを知らなければなりません。

としたところに王の位置が出てくるのです。

四大心情圏と三大王権を完成しなければな

そこにおいて、愛の一体が成されなければ王

りません。おじいさんは神様の代身です。お

権が生じません。王権とは何かというと、王

父さんは二世の中心になっているので、この
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世界の家庭の王になるのです。父と母に、国

理想を完成した神様として、無限な喜びを感

王と皇后のように侍らなければなりません。

じられるのです。

そして、おじいさんに、神様のように侍らな

私たち人間も、神様と同じ喜びを感じるた

ければなりません。それで、二つの愛を受け、

めに、誰もが子女、兄弟、夫婦、父母の位置

神様の代わりに父母の二つの愛を受けること

に立つようになります。人間は、誰もが四大

によって、孫の時代に入っていけば、地上天

心情圏を中心として家庭を形成するので、家

国と天上天国の拡大世界へ越えていくのです。

庭は、理想の心情圏を体恤するための基地と
なるのです。

目に見えない良心をもってアダムとエバを

私たちにおいても、神様のように実体の四

愛していたところから、目に見える実体をも

大心情圏を体恤する者だけが地上天国や天上

ってアダムとエバの愛する息子、娘を愛する

天国、どこでも一つになることができます。

ようになったのです。ゆえに、神様とアダム、

そのような理想的人間になるために、家庭を

エバが孫を愛する位置は異なります。それゆ

望むようになるのです。それゆえに、人間は、

えに、結実を結ぶのです。二重になるので、

誰もがみな本然の家庭を探して、愛のすみか

結実を結ぶというのです。正、分、合です。

を復帰しなければなりません。

正から分かれ、神様がアダムとエバを創造
される時に、子女から兄弟、夫婦を経て父母

四大心情圏と三大王権が分かったでしょ

に上がってきたのと同じように、ここでも子

う？ 皆さん夫婦は、これを成し遂げなけれ

女の愛、兄弟の愛、夫婦の愛を経て、父母の

ばなりません。そのようになれば、霊界から

愛へ上がっていかなければなりません。です

地上まで、いつでも思いのままに往来するこ

から、父母の愛は、必ず縦横が連結されなけ

とができるのです。四大心情圏の完成は、結

ればならないということを、はっきりと知ら

婚して愛を中心として一つになることによっ

なければなりません。それゆえに、天と地に

て可能です。もしこれが壊れれば、子女の心

縦的な基準が起きるのです。その次には、父

情圏の未完成、兄弟の心情圏の未完成、夫婦

母を中心として、ずっと拡大されていくので

の心情圏の未完成、父母の心情圏の未完成と

す。すべての歴史は、父母を中心として発展

なるのです。霊界に行くには、このような心

していきます。これが公式発展です。父母を

情圏を完成していかなければならないのです

中心とした家庭形態をもって発展していくの

が、堕落したがゆえに、これまでその心情圏

です。

を完成したことはありません。それゆえに、
蕩減復帰しなければならないのです。

神様も成長してこられました。実体として
創造されたアダムとエバが、子女、兄弟、夫

四大心情圏は、夫婦によって愛の一体を成

婦、父母となることによって、無形の心の中

したところで結実し、三大王権は、アダムと

にある子女、兄弟、夫婦、父母を第二の御自

エバが息子、娘を生むことによって初めて完

身として体恤されることによって、真の愛の

成するのです。息子、娘を生んだのちにおい
て初めて三大王権が完成するのです。霊界を
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代表しているのは、おじいさんを代表した神

福を受けてください。それが最も早い解決方

様であり、アダムとエバは現在を代表してい

法です。そのようにしながら学ぶのです。

ます。過去、現在、未来です。現在を代表し

男性と女性が和合して、失ってしまった天

たアダムとエバを中心として、未来を代表し

国の家庭を取り戻し、神様を王として侍らな

た息子、娘が出てくるのです。

ければなりません。ですから、おじいさんは
神様の代身です。おじいさんを神様の代身と

私たちの地上生活は、そのまま霊界に移っ

して侍らなければなりません。自分の父母は、

ていくのです。それを知らなければなりませ

五十億人類の家庭を中心とした王です。その

ん。それでは、霊界に行って、どのように横

息子、娘に対しては未来の王のように侍らな

的に連結するのでしょうか。私の家庭で感じ

ければなりません。神様のように、現代家庭

たものが宇宙の家庭で感じる、そのような世

を代表した王のように侍る父母の道理を受け

界に入っていくのです。世の中で縦的父母を

継ぎ、千代、万代にその道理を残していく世

中心として、もちろん神様圏を中心としての

界が地上天国になるのです。アーメン！

縦的父母ですが、横的父母を中心として家庭
二) 三大王権と

において生活したのちに永遠の縦的世界、父

(1) 三大王権は創造理想の基本型

母の世界へ行くのです。その世界は天国なの
で、それは一代ではありません。数千代がす

本来、アダムが完成すれば天国の父が完成

べて入っていくのです。
この世において、神様を中心としておじい

し、エバが完成すれば天国の母が完成し、そ

さん、父母、自分の息子、娘と暮らしていた

して家庭の主人になれば、家庭的天国の王権

ことを拡大させた世界なので、そこに入って

が生まれるのです。したがって、アダムとエ

いって暮らそうとすれば、地上において、姉

バは個人的王であり、家庭的王であり、氏族

として、妹として、それから妻として、母と

的王であり、民族的王であり、国家的王であ

しての責任、また兄として、弟として、夫と

り、世界的王になるのです。

して、父として、一家庭において感じた責任
を横的に感じることができる因縁ができてい

アダムとエバは、何をしなければならない

なければなりません。そのようになって初め

のかというと、神様の形状を完成させなけれ

て和するのです。

ばなりません。神様の形状は、人類の父母で
あると同時に万国の王です。アダムとエバが

皆さん、このような話は初めて聞いたでし

堕落することによって三大権限を失ってしま

ょう？ 四大心情圏と三大王権を復帰し、皇

ったのです。人間の中で、アダムは、初子で

族の愛をもっていくべき祖国が天国です。死

あり長男です。長子権をもっています。アダ

んでみてください。いくら優秀な人であって

ムは、神様の長男です。長子権をもっている

も、ここに引っ掛かるのです。その時になっ

のです。その長子が父となるのです。長子権、

て「文総裁の言うことを聞いていれば良かっ

父母権……。父母になって何をするのですか。

た！」と後悔しないように、早く決定して祝

のちには王になるのです。三大権限とは何で
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しょうか。一つは長子権、その次は父母権、

アダムとエバは、神様の息子、娘でしょ

それから王権です。三大権限を賦与してもら

う？ 神様の息子、娘なので、天国の王子で

うために、私たち人間は生まれました。

あり、この地上の王子なのです。天国の王子
であると同時に、成長すれば地上の王となる

父母を復帰しなければ、すなわちアダムが

のです。王孫です。それゆえに、天国の王宮

完成しなければ王権が樹立されません。アダ

における法度を守り、その道理をすべて実践

ムは王子です。エバは王女です。息子は男性

し、神様の愛を中心として縦横、前後、左右

としての王であり、娘は女性としての王です。

に一つの理想的なモデルとなるのです。

その二人が王権を立てなければならなかった

東に行こうと、西に行こうと、南に行こう

のです。そのようにしようとすれば、四大心

と、北に行こうと、前に行こうと、後ろに行

情圏の上に三大王権を立てなければなりませ

こうと、どこに行こうと理想的なモデルとな

ん。三大王権を立てるようになる時は、氏族

るのです。なぜかというと、この中心の位置

を中心として既に三代、四代を経ていくので、

に立っているからです。その位置というもの

宗孫（注：宗家の一番上の孫）を中心として、

は、中心を中心として東西南北、上下関係、

何十年間の何百家庭が一つにならなければな

どこにおいてもすべての核となるです。その

りません。王族圏の愛の心情を体恤できなか

ような立場を見るとき、どこに行こうと、皆

った人は、天国に入っていくことはできませ

さんは模範とならなければなりません。

ん。
おじいさん、おばあさんとは何でしょうか。
神様は天上の王であり、アダムは地上の王

天国が派遣した全権大使です。ゆえに、おじ

であり、アダムの息子は天上と地上の王とし

いさん、おばあさんを神様のごとく侍らなけ

て育つのです。ある人に「あなたの家庭はど

ればなりません。自分の父母は、現在の五十

のような家庭になることを願いますか」と尋

億人類の家庭の王であり、自分は未来の王権

ねれば、「私のおじいさんも王になり、私の

の伝授を受けようとする王子、王女です。そ

父も王になり、私も王になることを望みます。

のような伝統をもっています。それでは、人

それが人間の最高の欲望です」と答えるので

間の目的とは何でしょうか。天国の過去の王

す。皆さんは、三大王権の息子、娘であると

権、現在の王権、未来の王権を伝授してもら

いうことを知らずに生きています。三大王子

うために生きるのが人間の目的です。ですか

になるためには、おじいさんを天国の王のよ

ら、みな王になりたいのであり、女王になり

うに侍り、自分の息子、娘を王子のように侍

たいのでしょう？ そのような主流思想を基

ることができなければなりません。そのよう

盤として、ここに相対的な兄弟の心情圏の国

な家庭の出発こそ、神様の理想を中心とした

民となるのです。これは、直系の長孫（注：

アダム家庭の出発だったのです。そこにはア

最初に生まれた孫息子）を中心として王族に

ダムの国があり、アダムの世界、アダムの天

千年、万年継承するのです。

地がすべて内包されているのです。
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本然の理想家庭は、天父王、すなわち天国

自分自身は天上と地上の王権を継承する未来

の王であり、地父王、すなわち地上の王です。

の王です。神様は天国の王権であり、父母は

天国の王であり、地上の王ということです。

地上の王権です。息子、娘はこれを相続する

天父王は神様の位置であり、地父王は父と母

王です。このような三大王権が結実しなけれ

の位置であり、子女は王子であり、息子、娘

ばならない所が私たち理想家庭です。

の位置になるのです。その三代を家庭として
見れば、おじいさんは神様の代身であり、地

おじいさんは、過去を代表しているので、

父王は父と母の家庭を代表し、息子、娘は王

天国の特使として送られた家庭の天国大使で

子、王女となるのです。この三時代は、すべ

す。父と母は、現在の地上天国の王です。孫

て王権を代表した代表者ということになりま

は、父の愛を受けることができるのであり、

す。おじいさんは過去を意味し、父母は現在

おじいさんの愛も受けることができます。ア

を意味し、息子、娘は未来を意味するのです。

ダムとエバは、神様の愛しか受けることがで

これらが連結して、過去、現在、未来まです

きませんでした。アダムの愛を受けることが

べてが入っていくのです。

できる存在がいなかったのです。神様も一代
しか愛することができませんでした。二代目

三代圏を成すことができなかったのが堕落
なので、三代圏をもつことができる再創造主、

の孫まで愛さなければならないのです。
そこから拡大していくのです。三代が一つ

第三創造主の位置に立って、地上天国と天上

の範疇です。それで、おじいさんを神様のよ

天国を建設しなければならないのです。その

うに侍らなければならず、父と母を世界の王

ような使命がこの手にあるということを忘れ

のように侍らなければならず、孫を未来の天

てはなりません。三大王権です。神様の天の

国と地上天国の王のように侍らなければなり

国と、地上の国と、未来の国を完成しなけれ

ません。二重になるのです。三代は、おじい

ばならないのであり、神様の愛と真の父母の

さんの愛と父母の愛を受けることができます。

愛の二大実体圏を完成しなければならないの

二重になるのです。ここから、地上天国と天

です。第三代が地上天国の権限をもっていま

上天国が展開していくのです。

す。皆さんは、その権限をもっていません。
その基準を立てるために、第三次アダム勝利

私たちの三大王権とは何ですか。神様は、

圏の世界を建設しようとするのです。それを

アダムしか愛することができませんでした。

目前において、サタンの血統の断絶、祝福家

アダムとエバの一代しか愛することができな

庭の全面解放の世界的宣言をしなければなら

かったのです。孫をもたなければなりません。

ないのです。そのようにしなければ、第四次

孫をもって初めて四位基台が完成するのです。

本然世界の解放圏を成し得ません。

孫をもてば、神様は孫を愛し、アダムは息子
を愛し、二人の結合が生じるのです。それゆ

四大心情圏と三大王権を完成した家庭が理

えに、ここから生まれる者は、地上と天上天

想的な家庭です。それで、おじいさんは神様

国の出発が地上で合成して顕現する者です。

と同じであり、父母は世界家庭の王であり、
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四大心情圏は、夫婦によって愛の一体を成

子供たちは、未来の全宇宙の王子、王女の

したところで結実し、三大王権は、アダムと

代表です。これほど価値のある場所のセンタ

エバが息子、娘を生むことによって初めて完

ーが私たちの家庭です。本当に誇らしいこと

成するのです。息子、娘を生んだのちにおい

です。このような素晴らしい理論基盤の上に

て初めて三大王権が完成するのです。霊界を

私たちが立っているということは、本当に貴

代表しているのは、おじいさんを代表した神

いことです。「私は中心家庭として、理想的

様であり、アダムとエバは現在を代表してい

夫婦の代表的な家庭であることを自負しま

ます。過去、現在、未来です。現在を代表し

す」と、このように言うことができるように

たアダムとエバを中心として、未来を代表し

なる時は、未来のあらゆる万物まで、すべて

た息子、娘が出てくるのですが、正から分か

が歓迎するのです。そのような価値の家庭、

れたこれが合わされなければならないのです。

歴史的家庭の背後が分かりますか。これがま
さしく、神様が創造された理想家庭の組織で

アダムとエバが完成して夫婦を成し、ここ

す。皆さんは、その位置まで行かなければな

に神様が介在され、神様がアダムとエバを創

りません。神様は、おじいさんの位置です。

造された時と同じようにここから息子、娘が

その場に行けば、誰もがその前で敬拝するの

生まれてくる時、その第三の息子、娘は神様

です。

の代身であり、第二アダムの代身です。ゆえ
に、三大王権の表出の実体は孫なのです。そ

おじいさん王権時代、それから父王権時代

の孫は、おじいさんの愛も受け、父の愛も受

だけなく、天国王権時代と地上王権時代を一

けるのです。これが一つです。したがって、

つにした統一的な理想が三大王権です。おじ

これが三大王権です。

いさんは一代で、父は二代です。二代にしか
なりません。三代になりません。孫がいて、

おじいさんとおばあさんは、神様の代身と
して振る舞わなければならず、父と母は、世

父の愛とおじいさんの愛を受けなければなら
ないのです。

界の大統領の代身として振る舞わなければな

本当に不思議です。先生も息子、娘を生ん

らず、その息子、娘は、天国の王のごとく、

で育てましたが、孫が友達です。友達になり

王子、王女として振る舞いながら生きなけれ

ました。年を取れば取るほど孤独になり、環

ばならないというのが家庭の理想であり、創

境が変化し、縮んでいくのです。ですから、

造された神様の愛の本来的な家庭です。

孫と結託するようになるのです。それによっ

家庭は天国の王宮であり、その構成員は天

て一人のおじいさんも完成し、父も完成し、

国の王族を代表するのです。おじいさんは、

このようにして一つの種になります。それゆ

神様から見れば王子、王女の代表です。父母

えに、てっぺんがここまで連結すれば、すべ

は、すべての国家世界の王子、王女の代表で

て連結されなければなりません。二つが連結

す。誰もがみな、そのような欲望をもってい

されれば、これが一つの種になるのです。

るでしょう？ 全く同じです。
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神様は、アダムとエバが堕落することによ

家庭のこの三代を見るとき、それは宇宙を

って、三代の位置に立つことができませんで

見るのと同じです。宇宙の愛は、現在と未来

した。二代目で堕落したのです。ですから、

を代表した真の家庭にあるのです。真の家庭

今、アメリカの家庭において最も悲惨なこと

でおばあさんを愛し、母を愛し、姉を愛して

とは何でしょうか。おじいさんとおばあさん

……。おばあさんがいなければ不安定です。

が孫に会うことができない、ということです。

おじいさんがいなくても不安定であり、どの

おじいさんは、幼児から成長しておじいさん

人がいなくても同様です。このようになって

になったので、幼児に帰っていかなければな

こそ、そのまま天国に移っていくのです。祖

りません。

父母、父母、子女がそのまま天国に行くので

その友達が誰かというと、孫です。年を取

す。真の祖父母を愛し、真の父母を愛し、真

ればぼけるでしょう？ ぼければ幼児のよう

の子女、真の家庭、真の国家、真の宇宙を愛

になります。幼児のようになっていくのです。

した人が天国に行くのです。その模型の教科

健忘症が出てくるようになれば、言葉もすべ

書が家庭です。これを思う時に、神様のこと

て忘れてしまうでしょう？ それゆえに、一

を思えば永遠の未来になるのです。神様を愛

つにならなければならないのです。おじいさ

しながら「私の愛は未来のために行きます」

んになってみると、自分の息子、娘よりも孫

と言うとき、永遠の未来になるのです。

のほうがもっとかわいいのです。慕わしいも
のが自分の息子、娘ではなく、孫なのです。

今から地上天国時代に入っていくので、私

そのようなものです。ですから、アメリカの

の家庭は王の家庭となるのです。ですから、

年を取った人々は、どれほど悲惨でしょうか。

どれほど模範的にならなければならないでし
ょうか。王が自分勝手に生きることができま

おじいさんを愛し、尊敬することは、過去

すか。王と王妃、王子や王女たちは、その国

をすべて受け継ぎ、過去の世の中を学ぶこと

の法をすべて守らなければなりません。それ

になるのです。父からは現在を学ぶのであり、

だけでなく、王宮の法もあります。法の中に

子女を愛し、子女を貴く思うということは、

王宮法があるのです。

未来を学んでいくことです。おじいさんとお

宮殿において貴族たちが暮らしていくため

ばあさんを通し、父母を通して何を受け継ぎ、

の法があるでしょう？ イギリスでも韓国で

何の血統を受け継ぐのかというと、真の愛で

も、王の血筋を引く者たちは、どれほど暮ら

す。真の愛を受け継ぐのです。おじいさんと

しにくいでしょうか。先生はその道、その復

おばあさんは年を取っていますが、その二人

帰の道をすべて歩んできました。そのように

は真の愛で一つになっていて、父母が一つに

してみなければ、天国を意識することができ

なっているので、私たちもそのようになり、

ません。皆さんは、天国を治める王の位置に

未来を受け継ごうというのです。真の家庭に

上がっていくことができません。女王に侍る

ならなくては、絶対に未来を受け継ぐことは

ことを知らずに、どうして男性の王になれま

できないということを知らなければなりませ

すか。そうではありませんか。

ん。
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先生の教えは、歴史の最初であり、人類の
希望の始まりであり、幸福と平和の始まりで

救援摂理歴史は、カイン、アベルが一つに

す。天国のあらゆることの出発なのです。し

なって母を取り戻し、父を取り戻す歴史です。

たがって、先生の在世時に因縁を結んだ皆さ

失ってしまったので、これを取り戻さなけれ

んの家庭は、皇族圏に立つのです。間違いな

ばすべてのものは無駄になるのです。母を取

くこのような生活をした場合には、その完成

り戻し、父を取り戻したのちには、家庭を取

の程度に比例した基準の霊界に行って暮らす

り戻すのです。そのようにすることによって、

ようになるのです。自分とは関係ない話だと

永遠の理想家庭をこの地上で成し遂げるので

思ったなら、大きな誤算です。

す。
最初は長子権復帰であり、二番目は父母権

(2) 三大権限の復帰が人類歴史

復帰です。これが一つになって初めて王権を
復帰するのです。本来、アダム家庭は王宮で

三大王権には、必ず第一創造主、第二創造

す。アダムとエバは王と皇后なのです。男性

主、第三創造主の概念が入っていなければな

は天を象徴し、女性は地を象徴するのですが、

りません。この概念が入っていなければ、三

二つの世界の王権が堕落しないで完成してい

大王権は出てきません。ですから、神様は過

たならば、理想的な家庭になっていたはずで

去の先祖であり、アダムは現在の先祖であり、

す。それがアダム家庭の理想です。その次に

アダムとエバの息子は未来の先祖です。先祖

は皇族圏です。

の概念が入っていなければなりません。その
概念が入っていなければ、三大王権が出てこ

三大王権とは何ですか。おじいさんは天国

ないのです。それから、皇族圏は直系を中心

の王であり、父と母に対しては地上の王とし

として、相対的関係をもって、そのままつい

て侍るのです。自分たちは未来の王です。そ

ていくのです。

のようになれば、天国の王であるおじいさん
の訓示と父母の訓示に、絶対服従しなければ

復帰歴史の総合的な結論として、長子権復

なりません。孝子の道よりも忠臣の道を行こ

帰、父母権復帰、王権復帰、皇族圏復帰です。

うとするので、絶対服従しなければなりませ

長子権復帰の目的は、父母権復帰です。父母

ん。アダムの息子、娘である孫は、父の愛も

権復帰の目的は、王権復帰であり、王権復帰

受け、おじいさんの愛も受けます。アダムは、

の目的は、皇族圏復帰です。これが四大心情

父の愛しか受けることができませんでした。

圏です。おじいさん、父、自分たち夫婦が三

おじいさんの愛を受けることができなかった

大王権を象徴します。おじいさんは過去を象

のです。アダムの息子は、おじいさんの愛を

徴し、父母は現在を象徴し、自分たち夫婦は

受けなければなりません。それで、三代にな

未来を象徴します。そして、おじいさんは霊

るのです。おじいさんの愛を受けてこそ、初

界の特権大使として自分の家庭に送られた方

めて横的に拡大されるのです。

なので、おじいさんの言葉に絶対服従する家
庭は繁栄します。

三段階を経ていかなければなりません。そ
れが一つのモデルです。それが四位基台です。
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三代を連結させなければなりません。それゆ

真の父母と一つになって伝統を相続し、皆

えに、孫は、おじいさんの愛を受ければ、地

さんの家庭が主体的伝統をもって万国を統治

上で天国と接するのです。天国の王孫の後継

できる基盤となり、主体性をもつことができ

者となるのです。地上でも同じです。

る家庭になる時、天国の皇族圏内に入籍する
のです。このようにして入っていく所が天国

堕落は三代を経てきたのです。おじいさん

です。天国は誰でも入っていける所ではあり

は旧約時代であり、父と母は新約時代であり、

ません。「その道を行こう」と三代が決意し

自分は成約時代であり、今後息子は世界時代

なければなりません。おじいさん、おばあさ

に越えていくのです。これを家庭で連結しな

んから、父と母、夫婦、息子、娘まで、段階

ければなりません。ところが、これを連結さ

は四段階であり、夫婦を備えた系列は三代で

せなければならない家庭において、父母を失

す。

ってしまい、長子権を失ってしまい、王権を
失ってしまいました。しかし、父母と王権は

民主世界には、王という概念はありません。

既に備えられました。父母権と長子権、そし

民主世界は兄弟主義です。ですから平面的に

て王権を復帰できる道を真の父母が築いてお

見るのです。それが兄弟主義世界なのですが、

いたので、これを伝授するのです。

兄弟主義世界では互いに争いをします。あな

王権を中心としたこのような基準があるの

たの物、私の物としながら、争奪が繰り広げ

で、皆さんは氏族的メシヤです。国の王権、

られるのです。民主主義は、闘う概念ではあ

世界の王権、天上の王権を代表して、皆さん

りませんか。与党と野党が闘い……。その内

に氏族的メシヤの称号を付与したということ

容とは何でしょうか。王権を互いに奪おうと

は、皆さんが氏族的王であるということです。

しているのです。大統領は何ですか。王権で

氏族的真の父母です。

はありませんか。これが行ったり来たりして、
搾取するのでうまくいかないのであって、絶

本来、堕落していなければ、私たち人類の
先祖は神様の息子、娘となり、地上天国と天

対的な王が現れれば問題がありません。絶対
的な平和の世界が来るのです。

上天国の王子、王女になるはずでした。それ
は世界的です。根源であると同時に最後です。

民主世界の政治の姿は闘争の体制です。で

アルファであり、オメガです。アルファから

すから、私たちが父母の位置に上がっていか

善の父母が出てくることができずに悪なる父

なければなりません。そのようにすれば闘い

母が出てきたので、これをすべて取ってしま

を止めることができます。すべての兄弟たち

わなければなりません。それゆえに、悪なる

が父母を中心として一つになるのです。ほか

父母として始まったすべてのものを消化する

に方法はありません。まず真の父母を取り戻

ことができる、真の父母が現れなければなら

し、そこから真の子女、真の国家、真の平和

ないのです。

を含むすべてのものが取り戻されます。それ
以外に方法はありません。
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神主義は、真の父母を中心とした思想です。
神主義は、垂直圏に属しているのですが、そ

せん。今までのすべての宗教は理論に合って
いないのです。

の垂直と平衡を合わせ、世界の形体のすべて
を合わせて球体理想として現れるのです。愛

アダムとエバは誰ですか。神様が被造世界

は球体です。その球体はどこにおいても垂直

の王だとすれば、アダムとエバは、その王の

と通じるのです。ですから、その表面は理想

愛の相対者であり、皇族圏を相続する皇太子

圏になります。それゆえに、表面圏である世

です。王子、王女です。堕落していないアダ

の中は、不平を言うことはできません。サッ

ムとエバはそうだというのです。全宇宙の大

カーボールが転がっていって止まる時、どの

王であられる神様を中心として生まれた長男

面でも垂直と通じる平等な面をもっているの

と長女が、アダムとエバだったということを

です。ですから、その価値観によって平等な

はっきりと知らなければなりません。

世界、バランスの世界に到達するのです。そ
のことをはっきりと知らなければなりません。

天国に入っていくことができる人々は、神
様の愛の直系子女であり、天国の王孫として

神主義を中心として統一するのです。真の

……。神様の前に王子、王女の門を経なけれ

父母は家庭の王です。家庭は、ほかの様々な

ばなりません。天国はどこでしょうか。王孫

家庭と交わることによって自動的にできます。

として、皇族として行く所です。この地上で

そのようになれば、氏族の王が出てきます。

模範的な兄弟の友愛の直系子女と傍系的子女

また、氏族は、ほかの様々な氏族と合わさっ

となり、模範的な一つの一族と国家を形成し

て民族となり、民族の王が出てくるのです。

た立場で、皇族の名誉をもって生きたのち、

国家、世界、天宙も同じです。このように、

そのまま移動していく所が天国です。

王たちが連結して神様までつながるのです。
ですから、神様は、王の王になるのです。

今から皆さんは、真の愛を中心とした皇族
にならなければなりません。アダムが直系子
女とすれば、傍系子女であるその兄弟や姉た

三) 皇族圏を完成することを
(1)天国は愛の皇族圏が行く所

ちは、すべて民となるのです。それゆえに、
天国の王子、王女の愛を備え、その権威と威

天国は、神様の愛を中心として王子、王女

信を堂々ともち、生涯の路程において足どり

となり、王と皇后の愛を受けた皇族たちが入

も堂々と威信をもって入っていかなければな

っていく所です。今日、キリスト教では「イ

らない所が本郷の国、天国であるということ

エス様を信じて天国に行くのだ」と言ってい

を知らなければなりません！

るでしょう？ どのようになるか、行ってみ
なさいというのです。文総裁の言っているこ

世界を愛さなくては、入っていくことがで

とが正しいか、正しくないか、行ってみれば

きません。世界が私のものであり、世界の人

分かるはずです。それは、理論に合っていま

類が私の一族だといって愛してこそ、入って
いけるのです。神様の代わりに、彼らの痛み
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を私の痛みのごとく感じることができる位置

になれば、神の国の皇族圏が始まるのです。

に立つことができなければ、天国の王子、王

皇族圏が始まろうとするならば、このように

女となることはできません。神様はそのよう

生き、今後、先生の息子、娘と同じ血統にな

なお方です。そのような方が、王子、王女の

らなければなりません。何の話か分かります

位置に立つことができなければならないので

か。先生の息子、娘と姻戚を結んでこそ、皇

す。それで、長子権復帰、父母権復帰、王権

族圏を連結させることができるということで

復帰です。

す。

その次には皇族圏復帰です。最後にこの門
をすべて通ることなくしては、本然の世界で

完成した家庭とは、何を中心として築かれ

神様と出会うことはできません。先ほど話し

るのでしょうか。四大心情圏と三大王権、皇

た根を探し求めていって結果が一つとなり、

族圏の生活をすることによって初めて家庭理

すべてのものが自由天地で循環するにおいて、

想、神様の創造理想が完成するのです。そし

衝突することなく歓迎一色で自分を迎えてく

て、王家にならなければなりません。王家は、

れることができるのかというのです。天上世

王を中心として一つにならなければなりませ

界に行こうと、地獄世界に行こうと、その人

ん。それで、皇族圏内で暮らしたのちに行く

が通り過ぎればみな頭を下げるのです。

所が天国です。そこで暮らしたのちに移って
いく所が天国です。

長子権復帰ができなければ、父母権復帰が
できません。本然の兄弟を失ってしまったの

四大心情圏と三大王権を成したのちに皇族

で、再び取り戻したその基盤の上で父母の位

圏に入っていくのです。それを中心とした真

置に上がっていくのです。復帰は反対に行く

の愛の位置が皇族圏の位置です。天国まで無

のです。父母を取り戻したのちに父母、すな

事通過です。それが神様のアダム家庭に対す

わちアダムとエバが王になるのです。氏族を

る理想です。そこに真の息子と真の娘の完成

中心とした王権、王権を中心として傍系的な

があるのです。兄弟の完成がそこにあります。

血族が広がり、一族が広がることによって皇

そこに夫婦完成と父母完成があるのです。

族圏が広がっていくのです。これが復帰摂理
の全体の結論です。これは伝統的結論なので、

長子権復帰は父母権復帰であり、父母権復

誰もがこのようにならなければなりません。

帰は王権復帰です。王権を復帰することによ

そのようになってこそ、真の父母の息子、娘

って皇族圏が広がるのです。皇族とは生活舞

になるのです。

台のことをいうのです。そのような時代に入
ってきました。それで、勝利して反対に越え

四大心情圏と三大王権を、私たちの家庭で

ていくのです。越えていけば、何をするので

成し遂げなければなりません。これを完成し

しょうか。家庭で失ってしまったので、家庭

た人々は、今日、イエス様を信じる必要はあ

を取り戻すのです。

りません。先生も必要ありません。そのまま、
神様の玉座の前に直行するのです。そのよう
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天国の国民、天国の氏族と国の民というも
のは皇族から始まるのです。したがって、本

を中心とした、皇族の伝統的生活をしなけれ
ばならないという結論が出てくるのです。

来私たちがもたなければならない位置に帰っ
ていこうとすれば、天国の真の愛を中心とし

私が求めている人は天国の皇族です。天国

て、皇族的心情圏を体得しなくては、天国に

の愛の皇族です。皆さんは種にならなければ

帰っていくことはできません。そのようにな

なりません。種になるということは、収穫さ

っていないことが神様の恨です。

れて倉庫に入っていき、北風や冷たい雪、寒

神様が王子をもち、王女をもって、王子と

風が吹き寄せる冬の季節を越え、明くる年に

王女を愛することができなかったのが恨です。

南方から吹いてくる春風と春の日ざしを受け

そして、王孫を中心として孫をもつことがで

て新しい芽が芽生え、その太陽の光とともに

きませんでした。アダムとエバが成長しなが

方向を備えて自分自体内に創造力を発揮し、

ら、王子、王女として、王の代を引き継ぐこ

生命力をつくりだすことができる、そのよう

とができる位置において愛をなすことができ

な種になることです。そのような種になって

なかったのです。すべて中間、すなわち原理

こそ、生命の芽となるのです。

結果主管圏内で堕落してしまいました。です
(2)皇族圏とは

から、神様の愛を中心として神様と直接話し
合うことができる相手とならなかったのです。
天地創造の大偉業を中心として父と息子がお

皇族圏とは何でしょうか。アダム家庭にお

互いに相談し、歴史を編成していく、そのよ

いて、兄のカインがいて、弟のアベルがいま

うな相談相手とはならなかったのです。

した。アダムの息子、娘として、カインとア
ベルの兄弟が生まれたのです。カイン、アベ

堕落していなければ、天地の王権と天地の

ルです。環境には必ず主体と対象がなければ

父母権と天地の長子権を中心とした直系の息

なりません。この主体と対象が一つにならな

子、娘となって、この地上の王宮となり、天

ければならないのと同じように、カインとア

国の王宮になっていたはずです。また、そこ

ベルが一つにならなければなりません。一つ

における傍系的なすべての兄弟たちは、直系

になったその家庭を中心として、堕落した世

の王宮の伝統を横的に受けることができるの

界の家庭と一つにならなければならないので

であり、これと一つになって生きた人々が天

す。これが皇族圏というものです。
兄が中心者なので中心となり、自らの直系

国に行くようになっていたのです。
それでは、天国とは何かというと、愛を中

の兄弟たちは右側になり、復帰しなければな

心として、皇族の伝統を通過したその家庭と

らない立場にいるものは左側において、それ

一族が入っていく所だということを否定する

を一つにしなければなりません。堕落したの

ことはできません。それゆえに、前にいる人

で、このようなことが起きるのです。堕落し

も、枝のほうにいる人も、同じ皇族の生活環

なかったならば、アダム家庭の兄弟が一つに

境で生活した人が天国に行くようになってい

なれば終わりです。ですから、世の中のサタ

るのです。それゆえに、すべての家庭は、愛

ン世界を救おうとするので、カインとアベル
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の兄弟が一つになったものをアベルとし、サ

とによって、堕落していない天国に入ってい

タン世界をカインとして、それを一つにする

くのです。天国には、皇族愛を受けた人々が

ことによって、長子権復帰、父母権復帰、王

入っていくのです。このようなモデル家庭が

権復帰の基準を立て、これに弟が従順に従う

できましたが、残っているものとは何かとい

ことができるようになる時に皇族圏が成立す

うと、世の中が残っています。

るのです。
それゆえに、堕落した世界の息子、娘も、

皇族圏とは何ですか。今は、家庭しかない

長子権の直系子女を通じて次子の立場に立ち、

のに、皇族圏とは何ですか。それはカインで

長子の立場に入っていくことによって、地上

す。カインを救ってあげなければなりません。

天国と天上世界で共に同居することができる

王子の道理を身代わりし、誤っている世界の

のです。これが、皇族圏です。

王権を教育し、導いていかなければなりませ
ん。カインとアベルを救って弟にし、王家の

皇族圏というのは、自分の息子、娘ではあ

すべての伝統を教えて弟の立場に導いていっ

りません。堕落した世界の人たちですが、本

てこそ、地上の後孫たちも、王孫としてあの

来は堕落していない第一王子にならなければ

世に入っていくことができる皇族圏に連結さ

ならない人たちです。堕落し、悪魔に群がり、

れるのであり、地上にいるこのすべてのカイ

サタン世界の長子権をもって天国を破綻させ

ン世界が兄弟の因縁を結ぶことができなくな

てきましたが、アベルがいくつもの恨の峠を

れば、皇族圏は地上に残るようになります。

越えて、それらを開拓し、自然屈服させるこ

ですから、カインを忘れてはならないので

とによって、長子が次子となり、次子が長子

す。自分の家庭が皇族圏になるのではありま

権を中心として、天地大道を完全に変えなけ

せん。その家庭と自分の家庭という兄弟が一

ればならないのです。そのような場において、

つになることによって、世の中の王権をすべ

真の父母を中心としたこのような基盤が広が

て引き継ぎ、カイン家庭を弟の位置に立てて、

ったというのです。

引き連れて入っていかなければならないので
す。そのことをいうのです。ここで収拾され

本来、皇族圏はありません。これは、堕落
した世界の息子、娘を、悪魔を弟にするので

れば、カイン、アベルが逆さまに一つになる
のです。それについて言っているのです。

す。皇族に参与することができる立場に立た
なくては、サタン世界のカインが天国に入っ

皇族圏とは何でしょうか。これはアダムと

ていくことはできません。カインも、皇族圏、

エバの直系子女のことではありません。この

神様の次子の愛の圏内に入らなければなりま

堕落した世界が残っているので、皆さんが復

せん。長子として天を破綻させて長子権を失

帰されたとしても、祝福家庭を中心として、

ったからといって、追放すると考えてはいけ

皆さんの息子、娘を中心としてカイン圏、氏

ないのです。

族的メシヤ圏、世界カイン圏が残っているの

弟の位置に立ったので、兄と父母たちが愛

です。それを復帰して長子の立場に立たなけ

さなければならない環境圏を立てて愛するこ

ればなりません。サタンの反対を受けたアベ
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ルが、天の長子の立場である長子権を復帰し、

ん。皇族のように認めてあげなければならな

昔長子だった兄を弟にして、共に天国に入っ

いのです。皇族として認めてあげなさいとい

ていくことができる、そのような責任を中心

うのです。

として皇族圏と言っているのです。
カインとアベルは横的に怨讐となったので、

長子権を中心として次子までも上がってい

横的に一つにならなければなりません。それ

くことができる道をつくったので、アダムの

で、誤って逆さまになっている兄弟を……。

体が過ちを犯したのですが、縦的な再臨主が

アベルがお兄さんになり、カインが弟となる

来られて長子権復帰をなし、次子圏を認定す

ことによって、堕落していない本然の神様の

ることによって、第一アダム、第二アダムも

息子、娘を中心として、カインとアベルの兄

一つの体と同じ位置に立てられるようになっ

弟が復帰されて天国に入っていかなければな

たのです。ここから皇族圏が出てきたのです。

りません。それで、故郷に帰って孝子、忠臣、

皇族圏とは、すべて堕落したサタン側の長

聖人、聖子の道理をなし、神様が来られて成

子として生まれてきたのですが、天の側の長

そうとされた、家庭における公式的なテキス

子権復帰を願って承認されれば、サタン側の

トのすべての内容を完成すれば終わりです。

長子が弟となるロイヤルファミリー（皇族）
として扱われるのです。このことは、堕落し

長子権、次は父母権、その次は王権、その

ていないアダムの体と同じ扱いをするという

次に皇族圏です。皇族圏とは何ですか。神様

ことです。それが兄弟になります。再臨主は

の前で、大きな事件が起きました。どのよう

エルダーサン（長子）アダムであり、これは

な事件かというと、み旨を成してみると、願

ヤンガーサン（次子）アダムになるのです。

わなかった女性と息子、娘が生まれたのです。
そして、その直系の息子、娘が生まれたとい

縦的な王権が主体です。この縦的な王権と

うのです。ここから悲運の歴史が始まりまし

横的な皇族圏が一つになり、より大きな統一

た。

された世界をつくるのです。そこで神様と連

今までこれを知らなかったので、収拾する

結されるのです。最高の相対と連結されると

道がなかったのです。向こうの群れは五十億

いうのです。マイナスの立場で、より大きな

人類なのに、こちらは息子、娘が数人しかい

プラスと一つになって発展するのが理想世界

ません。文総裁がそのような立場にいるとす

です。これが再創造の公式です。統一教会の

れば、十三人の息子、娘しかいないのです。

この概念以上の代案はありません。ですから、

十三人しかいません。カイン・アベルをどの

大統領であろうと、何であろうと、みなレバ

ように収拾するのですか。

レンド・ムーンのあとに従ってこなければな

どこに収拾する道がありますか。怨讐を愛

らないのです。

さなくてはできません。アベルが愛をもって
教育しなければならないのです。蕩減復帰し

神様も皇族圏をもつことができませんでし

た長子権をすべて復帰したのちには、彼らを

た。先生が国さえ取り戻し、王権を備えるよ

自らの皇族圏として認定しなければなりませ

うになれば、皇族圏を編成していくのです。
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憲法によって一遍に秩序が確立するのです。

皇族圏とは、本来ここに生まれた息子、娘

今、統一教会の教会員たちは、そのようなこ

は皇族になるのです。神様が完成した成約時

とを知りません。「それは何の話ですか」と

代と真の父母時代を発表する時は、五十億人

言うのです。霊界にはそれがありません。

類の世界万民をすべて皇族として扱うのです。

「天国が空いている」という話は、そういう

皇族圏として認めます。しかし、皇族圏の資

ことです。中心がないので空いているのです。

格は認めません。皇族圏に入ってくることは

これは唖然とすることです。

許可するのですが、皇族になるためには蕩減
復帰原則によって、個人からこの世界まで、

五十億人類は、長子権の直系王権を受け継
いだ王家の親族です。その皇族圏の心情を体

誰よりもアベルを愛したという歴史がなけれ
ばなりません。

恤した人々が天国に入っていくようになって
(3)皇族圏は直系子女ではない

いるのです。それゆえに、全世界的に平面化
された王族圏を中心として、それを実体化さ
せた世界統一の心情圏を体恤する生活をしな

皇族圏は、先生の直系ではありません。先

ければなりません。そこから、真の父母も長

生の直系は蕩減を越えています。今まで、堕

子の上の真の父母です。真の父母の王権です。

落した人々が長子権の権限をもってすべての

このような王権を中心として、周辺の王族を

人々を地獄に連れていくようなことをしてき

率いていかなければなりません。天国は、こ

たのですが、今は長子権を譲渡し、自分たち

のような家庭の兄弟はもちろん、父母を中心

は次子圏に立っているのです。そのようにな

として、王権を中心として、王族を率いて王

ったので、次子の立場から、王族として全く

権に侍って入っていく所です。そのような心

同じく認められて神側に入っていくことによ

情を体恤して入っていく所が天国です。

って、サタンとサタンに属するすべてのもの
は、神様を讒訴するただの一点もなくなって

先生のみ言を中心として見るとき、どれほ

しまうのです。ですから、公平な神様です。

ど遠い関係にあるのかを、皆さんははっきり

皆さんの一身と一族を中心として、一国を中

と知るようになるはずです。みだりに会うこ

心として、各自がこれを成し遂げなければな

とができる先生ではありません。血統内の血

らないということが今の使命です。

統、心情内の心情を主流的な立場で収拾して
おかなければ、永遠の主流世界へ行くことは

皆さんが先生の直系の子女だと思うことは、

できません。神様は、愛でいらっしゃるので、

大きな錯覚です。復帰された立場から見れば、

永遠の主流圏の相続権を、堕落した後孫であ

復帰された女性と復帰されたカイン、アベル

る姦夫の子女たちに接ぎ木させ、真のオリー

がいます。そして、本来、先生の直系の子女

ブの木の実と同じ価値を認めて天国の倉庫に

であるカイン、アベル、すなわち先生の子女

入れようとされるのです。それで、このよう

とお母様がいます。二つの流れがあるのです。

な立場のことをいうのが皇族圏なのです。

復帰して世界が一つになれば、そのカイン圏
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の人々をどのようにするのですか。これを殺

のです。お母様を中心として見てもそのよう

せば大変なことになります。

になるのです。聖進の母親と聖進を中心とし

本来のアダム家庭においては、それは皇族

て、全くそれと同じことが起きるのです。カ

になるはずでした。皇族だったのです。それ

イン圏をすべて皇族圏として認めるのです。

がサタン的な存在の前に引っ張られていった

復帰された弟の位置に立て、皇族の扱いを

ので、原状復帰されれば、本来の権限に接ぎ

することによって、サタンが讒訴する道理が

木してあげなければならないのです。それで、

なくなるのです。なぜサタンがそれを認める

復帰された女性と子女たちを皇族圏に加入さ

のかというと、「自分の息子だ」と言うこと

せてあげるのです。全世界の人々を皇族圏に

ができる条件が成立しないからです。皇族圏

しなければなりません。

というものを認めなければ、堕落したサタン
圏内に皇族から外れた群れがいるという話が

皇族には二つの法律があります。国家の法

出てくるので、サタンが残されるのです。し

律を守らなければならず、皇族の法律も守ら

かし、皇族圏を認めるので、サタンはなくな

なければなりません。アダムの子孫である五

らなければならないのです。これは重要な話

十億人類が皇族圏に立つためには、先生の直

です。これを混乱させてはいけません。

系の息子、娘を中心としてカイン、アベルで
す。絶対的に一つにならなければならないと

今まで、歴史を通じて、数多くの宗教の宗

いうことです。実際には、皆さんが先生のい

主や数多くの聖賢たちが現れましたが、真の

る所に直行してくることはできません。祝福

愛とは何の関係もありませんでした。このよ

家庭は、サタンにもどこにも属さず、天の側

うなすべてのことを解決するために、この地

にだけ属したカイン、アベル、長子と次子の

上にイエス様がメシヤとして来られ、新郎新

立場にいます。皆さんの中で、何人が選択さ

婦の基盤を築こうとされたのです。それでは、

れるかが問題です。

メシヤが来られてなさなければならないこと

五十億人類が皇族圏にいるといっても、直

とは何でしょうか。新しい家庭と、新しい氏

接関係をもっているかどうかが問題です。先

族と、新しい国家と、新しい世界に向かって

生の直系の血統と皆さんの子女が結婚するこ

新しい皇族圏を設定しなければなりません。

とによって皇族圏と一つになり、カイン・ア

皇族圏の直系の先祖は誰でしょうか。本然

ベルがなくなるのです。ここに集まった女性

の愛と神様の直系の子女であり、真の愛を中

たちの最大の願いは、いかにして自らの子孫

心として真の生命と真の血統の基盤を中心と

を先生の子孫と結ぶようにするかということ

した堕落していない人です。そのお方が種で

です。

す。その種から根が出てくれば、中心の幹の
根となり、そこから中心の幹、中心の芽へと

再臨主の直系子女たちには蕩減条件があり

大きくなっていくのです。これが縦的に大き

ません。蕩減条件に引っ掛かりません。これ

くなることによって、そこに対応して横的世

は何かというと、直系ではなく、地上でカイ

界へ拡大していくので、家庭と氏族が連結さ

ン圏の女性とカイン圏の息子に残してあげる

れ、民族、国家、世界が連結されるのです。
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地上に生まれたすべての人間で、真の父母

(4)皇族圏を中心として天国が編成される

を通して生まれた人は一人もいません。真の
母と真の父、すなわち真の父母の血統を受け

真の父母と一つになって伝統を相続し、皆

ずに生まれた者は天国に入っていく道があり

さんの家庭が主体的伝統をもって万国を統治

ません。神様の創造理想から見れば、真の父

できる基盤となり、主体性をもつことができ

母の血統を受け継ぎ、天上天国と地上天国の

る家庭になる時、天国の皇族圏内に入籍する

王権の主人である真の父母に侍り、その親族

のです。このようにして入っていく所が天国

圏内で愛を中心として真の御父母様と共に暮

です。天国は、誰でも入っていける所ではあ

らしたのち、自らも結婚して子孫を残し、そ

りません。「その道を行こう」と三代が決意

のまま移っていく所が天国です。ですから、

しなければなりません。おじいさん、おばあ

皇族圏の愛を中心とする体恤的な経験をもっ

さんから、父と母、夫婦、息子、娘まで、段

ていない人は、天国に入っていくことができ

階は四段階であり、夫婦を備えた系列は三代

ません。はっきりしています。

です。

今までの愛の理想を、すべて総括的に標準

アダムとエバは、神様の息子、娘として、

として収拾してみれば、歴史になるのです。

神様から王子、王女としての教育を受けるこ

摂理史の主流思想になるのです。摂理史の主

とができませんでした。それから、兄弟の教

流思想とは何でしょうか。大きく見れば四種

育を受けることができませんでした。兄弟の

類です。今までの堕落したこの世の主流思想

教育を受けていれば、兄弟の因縁を中心とし

や、創造以前の主流思想は、第一が長子権復

て、天下の万民が一つになることができてい

帰です。長子権の創立です。それから二番目

たはずです。神様の兄弟が人類ではありませ

が父母権であり、三番目は王権、その次には

んか。そうでありませんか。そこで長子権の

皇族圏です。このように四種類です。この四

宗孫（注：宗家の一番上の孫）を中心として、

種類がすべて入っていきます。アダムが長子

兄弟が横的に広がっていったものが氏族とな

にならなければならず、アダムの兄弟が皇族

り、国となって、世界へ拡大していったはず

にならなければなりません。アダム家庭にお

です。このように本来の人間たちは、天の王

いて、アダムが堕落していなければ、長子が

宮において王子権、皇族圏の心情を体恤して

王になると同時に、次子は王族になるのです。

生活した人々なので、天国に行くのです。天

姉や次子は王族になるのです。この長子権

国は、誰でも行けるようにはなっていません。

を千年、万年引き継いでいくことによって、
国となり、世界となって人類になっていたは

天国の皇族圏を中心として民族を編成して

ずです。ですから、主流の王権は一つであり、

いく時代です。今後、すべてブルドーザーで

それは、皇族圏を中心とした王権であり、父

押しならしていく日が来るのです。私が教え

母権を中心としてすべて一つの世界になるの

るすべての原理のみ言、教えるすべてのもの

です。根は一つです。二つではありません。

を中心として世界へ行く時、この世界の伝統
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を遮る韓国人がいるはずはなく、この世界の

れは、神様が介在していませんでした。国家

伝統を遮る統一教会があるはずはありません。

は介在していたとしても、これが天地の道理

根を抜いてしまわなければなりません。

と連結されていなかったのです。ゆえに、統

私が父と母を捨て、妻子を切り捨てた薄情

一教会の教えを受けなければなりません。そ

な歴史時代を回想しながら、目を閉じて断行

のようにしなければ、皇族圏に帰っていく道

しなければならないのです。天国の伝統を立

がないのです。

てるためにメスを入れなければならない時は、
メスを入れる度胸がなければなりません。

女性たちが誤ったことと男性たちが誤った
ことを、すべて正してあげなければなりませ

皆さん、今は夢のような話みたいでしょ

ん。少しでも曲がれば、サタンが罠で捕まえ

う？ しかし、行ってみてください。悪魔の

ようとするのです。「この者は誤った者なの

愛を中心として、悪魔の生命と悪魔の血統を

で、私が連れていきます」と言うのです。で

受け継いだ者が、天国の純潔な神様の愛を中

すから、真の父母は、すべてを正してあげな

心として、神様の生命と神様の血統圏内に、

ければなりません。男性と女性が、生涯にわ

統一的に理想化された皇族圏内に入っていく

たって行く道を正してあげなければならない

ことができますか。自動的に地獄に入ってい

のです。それは何かというと、四大心情圏で

くのです。地獄に入っていってそれを望むこ

す。この点に行って、四大心情圏と三大王権

とができますか。

と皇族圏を体験するのです。

望むこともできないのです。何代、何十年
かに一度、方向を合わせて望むことができる

いくら高速道路が敷かれたとしても、車が

のです。なぜでしょうか。父母を愛する本性

なく、ガソリンを買うお金がなければ、免許

的欽慕の心情があり、愛のその吸引力の方向

証は役に立ちません。皆さん自身が消化しな

性が残っているので、何年かに一度、その回

ければなりません。先生の家庭に似ようとし

っていく運勢に自分の運が一致し、体と心が

なければなりません。皆さんの家庭は、自動

合う時があるのです。それも、アダムとエバ

車と同じです。コントロールできる運転手が

が十五、十六歳まで育った基準があるがゆえ

必要であり、様々なものが必要です。運転の

にそうなのであって、それもなければ完全に

仕方を学ばなければならず、お金も稼がなけ

不可能です。そのような怨恨の垣根を残して

ればなりません。そして、負債を負ってはな

いるのです。これをけ飛ばしてしまい、いか

りません。負債を負えば、霊界に行って恥ず

に平準をつくるかということが大きな問題で

かしいのです。私が何をプラスしてあげるか

す。

を考えなければなりません。そのようにしな
くては皇族圏に入っていくことはできません。

本来は、夫婦同士で尊敬語を使うでしょ
う？ 士大夫の家門では卑しい言葉を使いま

科学的に組織されている所が天国です。そし
て、家庭が天国の縮小体です。

せん。そのような国は韓国しかありません。
天の法がすべてそうです。それ以上です。こ
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神様の理想は、世界がすべて一つの家庭に

四 家庭盟誓第四節の解説

なることです。一つの家族です。四大心情圏
と三大王権を完成した人々が満ちあふれたと
私たちの家庭は真の愛を中心として、神

ころなので、神様を中心として一つの家庭な
のであって、二つの家庭とはなり得ません。

様の創造理想である天宙大家族を形
成し、自由と平和と統一と幸福の世界を

私たちは、創造理想である天宙大家族を形成
して、世界が一家族になるのです。

完成することをお誓い致します。

創造理想とは何でしょうか。統一教会では、

一) 神様の創造理想

「アダムとエバを中心とした四位基台の完成
「家庭盟誓」の四節は、「私たちの家庭は

である」 と言います。四位基台の完成は、

真の愛を中心として、神様の創造理想である

神様の創造の面から見るとき、み旨の完成で

天宙大家族を形成し、自由と平和と幸福の世

す。四位基台を完成しようとすれば、そこに

界を完成することをお誓い致します」です。

は完成したアダムと完成したエバがいなけれ

ここから幸福が広がっていくのです。神様が

ばなりません。

願われる創造理想的家庭から、幸福と自由と

そのように、完成した女性と男性が一つに
なって完成した子女を繁殖していたならば、

理想が成し遂げられるのです。

完成した勝利をもった創造理想の実体、主体、
「神様の創造理想である天宙大家族を形成

あるいは被造世界の中心となる人間完成体、

し」です。天宙大家族は大きな家庭です。堕

人間完成圏が成し遂げられていたのです。そ

落していない皇族圏によって天宙の大家族を

れを中心として、神様と神様の愛が連結され

形成するのですが、それを成し遂げることが

ることによって、神様が創造しようとされた

できなかったのです。皇族たちが連結された

すべての理想が実現されるのです。真のアダ

平和の基準を通して、天宙の兄弟の友愛をも

ム、真のエバ、すなわち完成したアダム、完

った一族にならなければなりません。天宙大

成したエバ、完成した子女、このような神様

家族を形成するのです。

の前につくられた四位基台を中心とした家庭

大家族を形成すれば、その次には神様も自
由と平和と幸福になるのです。神様も、神様

が、神様の愛と連結されることによって、す
べての創造理想が実現されていたのです。

の息子、娘も、どこでも遮られることがあり
ません。自由と平和は遮られることがないの

最後に残されるものは何でしょうか。愛を

です。そして、統一も遮られることがありま

中心として神様と人間関係が残される、この

せん。平和と自由と統一の大家族理念を造成

ようにみなさなければなりません。神様を中

して幸福の世界を完成することを誓うのです。

心として人間との不変の愛です。この愛の法

そのような意味がすべて入っているのです。

度は、誰も変更させることはできません。い

テキストブックです。

かなる力をもっても変更させることはできま
せん。このような愛を中心として、人間関係、
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すなわち人間対人間の関係と、神様を中心と

が絶対的なので、絶対的です。それから、す

した関係が残されるのです。

べての関係においてもこれは絶対的です。

その世界のことを何というのでしょうか。

そこにおいて、一つが侵犯されるというこ

その世界のことを地上天国というのです。天

とは、全体の破壊を意味するので容認するこ

国の世界です。その世界のことを地上天国と

とはできません。したがって、四位基台自体

いい、そこで生活したのちに天上に行って永

は、愛が侵犯される問題があるので、その愛

遠の理想生活をするようになるのですが、そ

を審判するものが自らの生命を凌駕するもの

こを天上天国というのです。私たちは、常に

であったとしても、これを擁護して保護しな

このような概念をもっていなければなりませ

ければなりません。最も恐ろしいことは、こ

ん。

の愛の基盤が壊れることなのです。それが一
つの核になって拡大されたものが世界です。

「神様のみ旨」と言えば、創造理想を実現

アダム家庭でその息子の家庭が生まれて、父

することです。それでは、創造理想とは何で

母の家庭と息子の家庭が一つにならなければ

しょうか。創造理想とは、「統一原理」で糾

なりません。それで、四位基台が展開すれば、

明したように四位基台の完成です。このよう

この四位基台は、未来において霊界の四位基

な定義を下しています。それでは、その四位

台に移動するのです。

基台とは何でしょうか。それはもちろん、神
様とアダムとエバと子女のことをいうのです。

平和の世界をどのようにしてつくりあげる

それでは、この四位基台の中心は何でしょ

のでしょうか。平和の世界は一つです。統一

うか。それは神様でもなく、アダムとエバで

の世界も一つです。なぜ一つでなければなら

もなく、子女でもありません。皆さんは、四

ないのでしょうか。神様の創造理想が絶対的

位基台というものについて語りますが、この

だからです。絶対的な創造主の創造理想は絶

中心に何をおいて連結されるのでしょうか。

対的です。絶対的に一つしかありません。二

何がセンターを設定するのかということが問

つあるものを絶対的とはいいません。永遠に

題です。それは、神様でもなく、アダムとエ

一つです。一つしかないその中心的存在が神

バでもなく、子女でもありません。真の愛の

様なのですが、神様の創造の偉業、創造理想

みが中心を設定することができるのです。

のみ旨を成し遂げることができませんでした。
アダムとエバが堕落したがゆえに、めちゃく

父母と子女が、完全な愛の一体を成した真

ちゃになってしまったのです。

の家庭は永遠です。それは、永遠であると同
時に絶対的です。その愛の起点というものは、

未来において、私たちが天上天国の中心と

唯一であり、不変であり、絶対的です。その

なり、地上天国の中心となるのです。天上天

ような愛は、神様にだけあるのではなく、父

国は縦的な基準であり、地上天国は横的な基

にだけあるのでもなく、母にだけあるのでも

準ですが、これが一つになって地上天国と天

ありません。家庭基盤の上で成立するのです。

上天国が統一されるのです。これは、神様の

愛を中心とした家庭の信義というものは、愛

真の愛を中心として、統一的大家族を編成す
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ることを模倣したものです。これが神様の創

天国はどのような所かというと、主体的な
神様の愛を中心としてすべてが一つとなって

造理想です。

和合し、お互いに喜ぶことができる家庭を世
人間は、誰もが幸福と自由と愛と理想を希

界的に展開させた所です。そこが神様の理想

求しています。その理想を希求するにおいて

とされる天国です。結局、神様の愛を中心と

は、刻一刻と変わるような理想は願いません。

して調和した大家族理念の世界圏が成されて、

そのような観点から私たち人間世界を見れば、

初めて天国になるのです。そのようになって

人間は変わるのが常であり、変遷していく歴

こそ、神様が構想された世界となるのです。

史の中に生きているのです。そのような観点
から見るとき、今世界人類は、理想や自由や

人間世界に真の愛を完成したならば、政治

真の善などを探し求めていますが、既に壁に

的に、文化的に、また環境的に何か問題が起

ぶち当たって疲れ果て、呻吟しているという

こるでしょうか。真の愛の世界では、解決す

現象を私たちは直視するようになっているの

ることができない問題はありません。真の愛

です。

の世界は、まさしく歓喜と理想が充満した自

真の自由の主人、平和の主人、幸福の主人、

由と平和と幸福の世界です。真の愛の同位権、

善の主人、愛の主人、理想の主人がいるとす

同参権、相続権によって、喜びと幸福が無限

れば、その主人は、私たち人間よりも次元が

に、そして永遠に拡散していく世界です。今

高く、変わることのない絶対的な一つの中心

日、世界人類が抱いている難問題は、真の愛

存在でなければならない、ということを私た

の完成によってのみ、その根本的な解決が可

ちは考えるようになるのです。

能なのです。

それでは、皆さんが相続するというならば、

善の基準は、愛の中心である神様です。今

今までの勝利的なすべてのサタン世界の覇権

日、全人類が苦痛と混乱の現実から逃れよう

的基盤を中心として、神様の心に刺さった恨

とこれほどまでに身もだえし、自由と平和を

の釘を抜いてしまうことも貴いことですが、

これほどまでに渇望しているのは、人類の本

神様の創造理想をもって、超民族、超国家、

心が善の基準を探し求め、愛の中心を探し求

超人種、超宗教的に理想的国家形態は成し遂

めているからだということを示しているので

げなければならないのです。神様の創造理想

す。愛の中心を求めて、地上に永遠の幸福の

は、一つの世界であり、一つの大宇宙家族理

世界を築こうとすることは、万民共通の願い

想なのですが、それを展示することができる

であり、方向です。

ある国、ある国家がない、この現在の世界に
おいては、先生の手を経て出発しなければな

本来、人間を造られた神様の目的は、霊的

らないということを、皆さんは知らなければ

な基準にある妄想的、空想的な国家理念を成

なりません。

し遂げることではなく、生きている間に自分
が汗を流しながら、生活しているその基盤の
上に家庭と氏族を編成し、民族と国家を編成
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して、神様が愛される希望の国、希望の天国

神様が立ててこられた家庭を中心として、

を成すことだったという事実を知らなければ

天下が要求する標準を立てようとするので、

なりません。このような国を成し遂げて神様

祖父母のモデル型、父母のモデル型、夫婦の

の愛を受けなければならないというのが本来

モデル型、子女のモデル型がなければなりま

の創造理想です。このように、地上に何の基

せん。韓国は、親族大家族主義です。七代が

盤もない霊的な国だけを願ってきたというよ

一つの家で暮らすことができる主義をもって、

うなことは、神様の願いではないということ

何百名、何千名が、一つの家族として生活す

をはっきりと知らなければなりません。

ることができる伝統的歴史を、皆さんがつく
っていかなければなりません。
統一教会の氏族的メシヤの道と、どうして

二) 天宙大家族を形成し
(1)天宙大家族の基本は家庭

このようにぴったり一致しているのか分かり
ません。そして、今後皆さんの家庭が、お互

アダムとエバを真の父母として生み殖えた

いに大家族を抱き、世界の前に誇っていく競

人類は、一つの大家族を築き、アダム文化圏

演大会時代が来るのです。そして、一族の家

の平和世界を成し遂げていたはずです。した

庭が祝福を受け、一族で賞金をもらう時代が

がって、復帰歴史の帰結は、真の父母と真の

来るのです。その人々は、すべて皇族になる

愛を中心とした真なる家庭を探し立て、これ

ことでしょう。

を中心として編成されるようになっているは
ずです。この時、中心である真の家庭は、人

「神様の創造理想である天宙大家族を形成

類の願いであると同時に、神様の願いです。

し」とは、神様のみ旨である大家族を完成し

この真の家庭は、真の愛と真の生命の始源と

なければならないということです。ゆえに、

なり、人類の平和と幸福の起点となります。

サタン世界を切ることはできません。
自分がいくら王権を備えたとしても、アダ

第四節は何ですか。天宙大家族です。世界

ム家庭の王権はないので、堕落していない王

が兄弟であり、一つの血統です。神様のよう

権を代表しようとすれば、サタン世界のすべ

に保護しなければならないのです。ですから、

ての人を大家族へと収拾し、同じ自由と平和

神様の王宮に座っていたとしても、この第四

と統一と幸福の位置に立った者にしなければ

節は成し遂げなければなりません。天宙の大

なりません。そこにおいて初めて自由と平和

家族を形成し、自由と平和と統一と幸福の世

と統一と幸福なのです。私たちの理念は平和

界を成し遂げなければなりません。先生の心

統一です。

情は、そのような心情です。天宙大家族主義
者です。自由と平和と統一と幸福を植えつけ

神様の理想は、世界がすべて一つの家庭に

てあげなければなりません。その言葉は何を

なることです。一つの家族です。四大心情圏

意味するのでしょうか。先生の歴史を表して

と三大王権を完成した人々が満ちあふれたと

いるのです。先生の歴史が表題です。はっき

ころなので、神様を中心として一つの家庭な

りと知らなければなりません。

のであって、二つの家庭とはなり得ません。
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私たちは、創造理想である天宙大家族を形成

生きていらっしゃる神様は、永遠、絶対、

して、世界が一家族になるのです。その立場

不変のお方です。したがって、そのお方のみ

は、父子の関係において最高の立場であり、

旨も、永遠、絶対、不変とならざるを得ませ

夫婦の関係において最高の立場であり、兄弟

ん。神様が人間を創造される時、目的と理想

の関係において最高の立場です。また、家庭、

をもって創造されました。その目的が成し遂

氏族、民族、国家に対する関係においても、

げられた世界は、愛によって統一された世界

最高の立場とならざるを得ません。

であり、神様を父として侍り、神様を中心と

中心にいらっしゃる神様は、父にもなられ、
国の中心にもなられるのですが、その国の代

して全人類が兄弟姉妹として仲むつまじく暮
らす人類大家族の世界です。

表者は、その国民を子女のように愛するので
す。また、神様が世界の中心としていらっし

平和というものは、すべての人類が個人、

ゃるのですが、その世界の代表者は神様を中

家庭、社会、国家、世界において神様の真の

心としているので、万民を兄弟のように愛す

愛と真理を共有し、それを実践することによ

るのです。そのような大家族社会であること

って人類が兄弟姉妹であることを悟り、地球

に間違いはありません。

大家族社会を成し遂げた時においてのみ実現
されるものだということを、はっきりと悟ら

神様の創造理想は、大宇宙大家族です。自

なければなりません。

分一人だけではありません。天地のすべての
天宙大家族をつくりあげなければなりませ

人が一つの家族なのです。

ん。一つ一つの単位は家庭ですが、それはカ
人類は、氏族と宗族と皮膚の色の問題を超

イン、アベルの時から一つの家庭ではありま

越して、神様を父母として侍る大家族世界を

せん。全世界の家庭は、天宙的大家族理想を

成し遂げなければなりません。

中心として、いかなる環境においてでも、意
地を張って自分だけを中心として、周りから

私たちが神様の計画を知ろうとすれば、ま

孤立して凝り固まるのではなく、環境に合わ

ず神様のみ旨が何であるかを知らなければな

せて生きていかなければなりません。人類は

りません。神様は、永遠、不変、唯一、絶対

神様の息子、娘の大家族です。このような大

的なお方です。したがって、神様のみ旨も永

家族にならなければならないのであって、た

遠、不変、絶対的でないはずはありません。

だ盲目的に生きるのではありません。その大

神様が人間を創造される時の目的と理想があ

家族形成において、地上世界というものは天

ったので、その目的が成し遂げられていたな

上世界の基準に合わせて生きなければなりま

らば、その世界は、愛によって統一された世

せん。

界であり、神様を父として侍り、全人類が兄
弟姉妹として仲むつまじく暮らす単一世界と

(2)天宙大家族社会は、共生、共栄、共義の

なり、人間大家族の世界となっていたはずで

社会

す。

2073 * 二千七十三

천성경

天聖經
Cheon Seong Gyeong
理想的な社会や国というものは、すべての

様の真の愛を基盤とした共同所有をその中心

人が国境と皮膚の色を超越して相互協力しな

内容とします。共生主義社会の基本となる典

がら調和をつくりだし、幸福に暮らしていく

型は家庭です。単純な物質的所有だけではな

社会です。この社会は、人々が一人の神様の

く、神様の愛を基盤とした共同所有です。

息子、娘であることを自覚し、真の父母を中

家庭におけるすべての財産は、たとえ法的

心として一つの兄弟となった大家族社会であ

には父母の名義になっていたとしても、実質

り、そこは血統と所有権と心情を復帰した祝

的には父母と子女、すなわち全家族の共同所

福家庭が、真の父母の言語と真の父母の文化

有となっています。それと同時に、家族の

のもとで自由と平和と統一の世界を成した世

個々人は、各々部屋と衣類、お小遣いをもつ

界です。神様の心情文化の中で、人々は共生、

ようになります。このように、家庭において

共栄、共義の生活をするようになるのです。

は、全体目的と個体目的が調和を成すように
なっています。このような愛が基盤となった

未来に到来する世界は、神様と人間と万物

家庭の理想的な所有形態が社会、国家、世界

が調和を成した新しい心情文化と真の家庭に

へ拡大されたものが、理想社会の所有形態で

よる愛の文化の世界です。真の愛によって互

す。

いに「ため」に生きながら、和合、協力して
共に生きる、共生、共栄、共義の世界です。

神様と人間の本然の関係は、真の愛を中心

未来の歴史は、「人類一兄弟姉妹」を念願す

とした関係です。神様と私の共同所有、全体

る人類が人種を超越した真の愛による真の家

と私の共同所有、また隣人と私の共同所有な

庭と真の父母中心の真なる家庭理想によって、

ど、様々なケースはありますが、神様の真の

「世界一家庭」の夢を実現する歴史でなけれ

愛が中心となった感謝する心をもって共同所

ばなりません。

有するようになっているのです。

理想世界は、永遠、不変、絶対的な神様を
父として侍り、全人類が兄弟姉妹として「た

神様の愛を完成した人間がつくりあげる理

め」に生きながら仲むつまじく暮らす人間大

想世界においては、全体目的と個体目的は自

家族の世界です。この世界を成し遂げるため

然に調和するようになっています。人間には

の神様の摂理を全体的に指導されるお方を

欲望もあり、愛の自律性もあるので、個人所

「救世主」、あるいは「メシヤ」と呼びます。

有や個体目的は許されています。だからとい

真の愛の回路がふさがった世界において、

って、無制限な個人所有、あるいは全体目的

「ため」に生きる生活をもって模範を示され

を害する個体目的を追求することはありませ

るこのお方は、人類理想の動機であり、目標

ん。完成した人間は、自らの良心と本性によ

です。

って、自分の分限に合った所有量を取るよう
になるのです。

私たちの理想世界は、経済的には共生主義

特に、真の愛による万物の真なる主人の人

であり、政治的には共栄主義であり、倫理的

格をもった理想的な人間の経済活動は、愛と

には共義主義の社会です。共生主義とは、神

感謝を底辺とするので、欲張ることや不正は
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あり得ないのです。同時に全体目的に反して

た人間は、真の愛によって心身の調和、統一

地域や国家利益が強調されることはあり得ず、

を成した人になります。

経済活動の目標は、利潤の追求でなく、全体

このように完成した人々が、真の愛の基地
である家庭生活、またその拡大である社会生

の福祉に焦点が絞られるのです。

活において、自律的に善と義を行う最高の愛
共栄主義は、神様の真の愛を基盤として共

の世界、道義世界がまさしく理想世界です。

同参加し、自由、平等、幸福の理想が実現さ
れる政治を追求する主義です。共同政治参加

理想世界の国家の重要機関と部署は、共同

の形式は、代議員を選出することになります。

目的のもとで、お互いに円満な授受作用をし

しかし、政治の単位が愛中心の家族であり、

ながら調和します。ちょうど人体の様々な器

政治はその愛中心の家族関係を拡大したもの

官が頭脳の指示による共同目的のもとで、合

であることを理解するとき、代議員の候補者

目的的、あるいは自律的に協助し合うのと同

はお互いに敵対関係にはなり得ません。一人

じです。

の神様を父母として侍る兄弟関係によって、
周辺から推薦され、奉仕するための使命感を

三) 自由と平和と統一と幸福の世界を完成
(1)私たちの理念は、統一された一つ

もって候補になるのです。
そして、いくつかの選出段階の過程を経る

の世界

時や最後の決定には、人為的な条件が介入さ
れるのではなく、神様のみ旨に従って決めな

神様の世界的、宇宙的な家庭となり、自由

ければなりません。すなわち、祈祷と厳粛な

と幸福と統一と平和の世界を完成しなければ

儀式によって抽選で当選者を確定する方式に

ならないというのが「家庭盟誓」の第四節で

なるのです。神様のみ旨と天運によって当落

す。代表的な家庭となり、すべて統一するの

が決定するので、みな感謝し、結果を喜ばし

です。四大心情圏がそうではありませんか。

い心で受け入れるのです。

そして、送り出すのです。いくら統一された
四大心情圏を成したからといっても、それで

共義主義は、真の愛を中心とした普遍的な

終わるのではありません。その家庭を中心と

倫理道徳を守り、構成員すべてが善と義の生

して世界を収拾しなければならない責任があ

活を追求する主義のことをいいます。これは、

るのです。

神様の真の愛による絶対価値のもとで、万民

世界の不安と、サタン世界の混沌と不幸と

が倫理道徳を普遍的に実践する道義社会を指

不自由な環境を収拾しなければなりません。

向する理想となるのです。

「家庭盟誓」の第四節は、そのことをいって

理想世界は、理想家庭と完成した人間を前

いるのです。「私たちの家庭は真の愛を中心

提にしています。真の愛による理想的な父母、

として、神様の創造理想である天宙大家族を

理想的な夫婦、理想的な子女の統一的な調和

形成し、自由と平和と統一と幸福の世界を完

が理想家庭の要件になります。また、完成し

成することをお誓い致します」なのです。
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「神様の創造理想である天宙大家族を形成

問題は、すべてこの線上で起きるのです。

し」とは、神様のみ旨である大家族を完成し

平和もここで成され、幸福もここで成され、

なければならないということです。ゆえに、

自由もここで成され、希望もこの線上で成さ

サタン世界を切ることはできません。

れるのです。これが駄目になれば、すべての

自分がいくら王権を備えたとしても、アダ

ものが壊れていくのです。共産党の輩の話で

ム家庭の王権はないので、堕落していない王

す。マルクスやヘーゲルのような人は、よく

権を代表しようとすれば、サタン世界のすべ

見ると心と体が闘っていたのです。ですから、

ての人を大家族へと収拾し、同じ自由と平和

それが人の根本だと思ったのです。堕落ゆえ

と統一と幸福の位置に立った者にしなければ

にそのようになったということを知りません

なりません。そこにおいて初めて自由と平和

でした。堕落したという事実を知らなかった

と統一と幸福なのです。私たちの理念は平和

のです。ここから闘争概念が出てきました。

統一です。共産主義と一つとなり、統一する
統一がないところには自由はなく、統一が

のです。

ないところには幸福もありません。統一がな
今までの聖賢たちは、外的世界をいかにす

いところには平和もありません。統一がない

れば一つにすることができるかということば

ところには希望もないということを知らなけ

かり考えました。しかし、統一教会の異なる

ればなりません。そのようになっているか、

点は何かというと、内的な私たち自身からど

いないか見てみましょう。皆さんの心と体が

のように整備して一つにするかという点です。

一つになっていないのに、幸福ですか。心と

統一がないところには平和はなく、自由もあ

体が闘っているのに、幸福ですか。そこに自

りません。統一が成されたその上に幸福もあ

由がありますか。お互いがよく回らなければ

り、自由もあるのです。統一が最も重要なの

ならないのです。
平和は、お互いにバランスがとれていなけ

です。

ればならないのですが、バランスがとれてい
統一の基盤の上においてのみ平和があり、

ますか。皆さんは、夫婦同士お互いによく調

幸福があり、自由があり、希望があります。

和していますか。皆さん夫婦が、朝二人でけ

皆さんの心と体が一つになっていないのに、

んかすれば、その一日は幸福ですか。そのよ

そこに自由がありますか。会社に行っても、

うなことはありません。それを知らなければ

心と体が世界大戦をして安定していないのに、

なりません。統一が成された基盤の上に自由

自由がありますか。自由という言葉自体も嫌

があるのです。統一がなければ幸福もありま

うのです。心と体が闘っているのに、そこに

せん。統一がなければ平和もなく、統一がな

幸福がありますか。ですから、皆さんも人生

ければ希望もないのです。

問題において悩むのでしょう？ これは、根
本的な大きな問題です。心と体が一つになっ

統一がないところには幸福はありません。

ていないのに、どこに幸福があり、どこに平

幸福もなく、希望もないのです。すべての人

和があるというのですか。

間が願う幸福や希望やすべての平和や自由も、
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その基盤の上に立たなければなりません。統

史的に解放された息子、娘として宣布し、万

一の基盤の上ですべてのものが成されるので

国の万民がすべて統一王国の国民として改善

す。父母と子女の間でも、統一の基盤の上に

されていくのです。

自由があり、幸福があり、真の喜びがあるの
です。このようになっています。それを考え

平和というものは、水平線上におかれるの

てみてください。今日、人類は、自由を求め、

であって、傾斜したところにおかれることは

幸福を求め、平和を求めています。それは、

ありません。皆さんは、みな自由を求めてい

どこで探し出すのですか。どのように探し出

るでしょう？ 「自由！ 自由だ、自由！」

すのですか。統一的基盤の上で、主体と対象、

と、そのようにするでしょう？

縦と横、あるいは前後左右の関係において、

どこで暮らすことを願うでしょうか。統一さ

その相対的主体と対象関係において、幸福や

れた水平線上で暮らしたいと思うのです。そ

平和や自由が成し遂げられるのです。今まで、

の上に自由があり、その上に幸福があり、そ

これが分からなかったのです。実際そうです

の上に平和があり、その上に希望があり、そ

か、そうではありませんか。

の上にすべてのものがあるのであって、傾斜

その自由は、

したところには何もありません。皆さんの個
平和というものは、統一の土台がなければ

人の希望、個人の自由がどこにありますか。

成し遂げられません。平和や幸福という言葉

心と体が一つになった上にあるのです。幸福

があるでしょう？ そして、自由という言葉

がどこにありますか。皆さんの心と体が一つ

があります。このすべてのものが一つになら

になった水平線上にあるのです。希望もそこ

ないところでは何も存在しません。夫婦がけ

にあるのです。

んかするところに平和がありますか。一つに
なるところに平和があるのでしょう？ 夫婦

神様の愛と人間の愛の出発が同じでなけれ

が一つにならなくて幸福がありますか。幸福

ば、この方向が二つになります。方向が異な

が逃げていってしまうのです。自由も同じで

り、目的が異なるようになるのです。そのよ

す。男女がぶつかり合うところに自由があり

うになれば、平和の世界、統一の世界を成し

ますか。対立するところには平和や自由はあ

遂げることはできません。統一や平和、また

りません。自由も統一の土台の上にあるので

幸福や自由や平和や希望がすべてなくなるの

す。

です。

息子、娘が一つになり、平和の国を取り戻

一つになるところに自由があるのです。目

すために統一がなされるところに自由が生じ

も、焦点が一点に合う時は気分が良いのです。

ます。また、平和と幸福が生じます。私の夫

鼻が詰まれば大変ですが、鼻が通れば自由で

までそこで踊る家庭になれば、幸福と平和圏

す。耳も自由です。手も自由です。体も自由

が生じるのです。踊った人がその次には「お

です。一つにならなければ、自由はなく、平

お、有り難い！」と言って、一家が踊り、国

和もなく、幸福もなく、統一もありません。

が踊り、世界が踊るようになれば、神様も歴

バランスのとれた平らなところに、すべての
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創造の完成があるのです。とがっているとこ

いたはずです。アダムとエバを真の父母とし

ろには、とどまることができません。

て生み殖えた人類は、一つの大家族を成し、
アダム文化圏の平和世界を成し遂げていたは

世界的に勝利した真の父母を通して、すべ

ずです。したがって、復帰歴史の帰結は、真

て学んで知っているので、皆さんは家庭的天

の父母と真の愛を中心とした真なる家庭を探

国だけつくればいいのです。先生は世界的天

し立て、これを中心として編成されるように

国をつくらなければなりませんが、皆さんが

なっているはずです。この時、中心である真

真の父母になろうとすれば、心と体を一つに

の家庭は、人類の願いであると同時に、神様

し、夫婦が一つになり、子女が一つになって、

の願いです。この真の家庭は、真の愛と真の

アダム家庭が堕落することによって失ってし

生命の始源となり、人類の平和と幸福の起点

まったものを取り戻せばいいのです。これが

になります。

始まりです。平和、幸福、自由、統一、天国
を取り戻さなければなりません。そのように

人類にとって最も緊急に必要なものは、真

なれば、万事亨通（注：万事滞りなくうまく

の父母による真の愛の革命です。根本的な変

いくこと）です。ＯＫなのです。

革なくして、人類の幸福や平和の世界を願う
ことはできません。今日の諸問題は、真の父

理想的な社会や国というものは、すべての

母が中心になった真の家庭主義と神様の真の

人が国境と皮膚の色を超越し、相互協力しな

愛主義によって整理されなければなりません。

がら調和をつくり出し、幸福に暮らしていく

皆さんは、これまで先生が世界的に展開して

社会です。この社会は、人々が一人の神様の

きた平和運動と、真の愛主義の理念を深刻に

息子、娘であることを自覚し、真の父母を中

評価しなければなりません。青少年に対する

心として一つの兄弟になった大家族社会であ

真の愛と純潔運動、また国境、文化、人種、

り、そこは、血統と所有権と心情を復帰した

宗教を超越した真の愛による「真の家庭運

祝福家庭が、真の父母の言語と真の父母の文

動」等を教団的行事としてのみ考えてはいけ

化のもとで自由と平和と統一の世界を完成し

ません。

た世界です。神様の心情文化の中で、人々は

世界平和は、まず平和な国家がなければな

共生、共栄、共義の生活をするようになるの

りません。そして、国家の平和は、家庭の平

です。

安が前提とならなければなりません。世俗的
な人々が一般的に願ってきた権力や富や知識

(2)愛だけが自由と平和と幸福の要素

は、平和と幸福の必要条件となることはでき
ません。真の幸福は、愛の所有に比例するの

堕落がなかったならば、真の愛によるアダ

ではなく、外的な生活の便利さによって左右

ム家庭は、どのように生み殖えていったでし

されるものでもありません。真の愛とともに

ょうか。アダムとエバは、真の愛による理想

いる時に、真の平和と真の幸福を得るように

的な真の夫婦になり、さらには真の父母とな

なるのです。真の平和も、無限の幸福も、真

って、その子孫と全人類の真の先祖になって

の愛によって人のために生きて与える時、そ
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して与えたものが全体を回って再び訪ねてく

愛で一体となっていない場においてはあり得

る時にだけ、確実に得るようになるのです。

ません。この地上の自由の出発基地はどこで
しょうか。お金でもなく、物質でもなく、知

今人類は、総体的危機時代を迎えています。

識でもありません。愛から出発しなければな

特定分野の準備や努力だけでは不十分です。

らないという論理が出てくるのです。出発点

指導者たちは、時代の良心となって積極的

が一つなので、目的点、定着点が変わっては

に模範を見せながら、平和世界の基本単位で

いけません。

あり、前提条件である真の家庭を創造し、そ
れを人々に指導する運動に乗り出さなければ

自由と平和も一つです。一つになるところ

なりません。先生が主管する三億六千万双祝

に自由があります。しかし、自由だけあった

福結婚式の儀式は、先生が生涯を捧げて理想

のでは、立つ場所がありません。自由は実体

家庭に対する教育をしてきた一つの結実です。

ですか、何ですか。男性と女性がいれば、お

祝福儀式に参加する者は、既に神様に婚姻を

互いに気兼ねすることなく一つになって行動

約束し、神様の真の愛を中心として、真なる

するのです。そのようになるためには、何が

夫婦、真なる父母となって、真なる家庭を成

必要ですか。ただ二人だけでいたのでは、一

すことができる人々です。平和世界実現のた

つになることはできません。これが問題です。

めに、真の家庭運動を通じた歴史的な真の愛

何が一つにするのですか。自由が一つにす

の革命がとうとうと進行しているのです。

るのではありません。男性と女性が自由でい
たければ逃げていくでしょう？ それが自由

愛がないところには、幸福もありません。

ですか。夫を忘れることができず、行く途中

平和もありません。男性と女性は、どのよう

で帰りたいと思い、行く途中で涙を流すこと

にすれば平和になることができますか。男性

が自由ですか。違います。すべてのものは、

と女性が平和であろうとすれば、凹凸を中心

愛を中心としなければならないのです。愛を

として一つにならなければなりません。それ

除けば、すべて壊れていきます。

は、男性と女性の夫婦同士しかありません。
ほかの男性やほかの女性と幸福になることが

父母が愛で一つになる時、一つになったそ

できますか。それは、大きな事故です。すべ

の場が自由の天地です。そこに平和が訪れ、

てそうです。ほかの男性やほかの女性とでは、

幸福があるのです。また、兄弟同士がみな一

自由になることはできません。事故です。ゆ

つになろうとすれば、何が一つにするのです

えに、愛を除いてしまってはすべてのものが

か。自由が一つにするのではありません。

未完成だということを知らなければなりませ

「平等」という、そのような言葉が一つにす

ん。

るのでもありません。愛が一つにするのです。
父母と息子、娘、また小さな子供たちと年を

理想や自由や平和や統一や幸福というもの

取った人たちを、何が一つにさせるのですか。

は、愛を中心として展開するのです。男性世

何が、おじいさんと孫を一つにするのですか。

界、女性世界において、自由というものは、

自由が一つにするのですか。何かの主義が一
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つにするのですか。愛です。愛なのです。国

五 家庭盟誓第五節の解説

もそうです。国の大統領が一つにするのでは
私たちの家庭は真の愛を中心として、毎

ありません。国を愛する愛国者が一つにする
のです。人類もそうです。博愛、愛を中心と

日、主体的天上世界と対象的地上世
界の統一に向かい、前進的発展を促進化

して一つになるのです。これは、どうするこ

することをお誓い致します。

ともできません。

天国は、本然の神様の愛から出発しました
が、それは天上天国と地上天国の出発地です。

一) 主体的天上世界と対象的地上世界の統一
(1)天上世界が主体である

自由の出発地、幸福の出発地、理想の出発地、
平和と統一の起源がそこにあるのです。驚く
べき話です。それを肝に銘じなければなりま

第五節は何かというと、「私たちの家庭は
真の愛を中心として、毎日、主体的天上世界

せん。

……」、天上世界は、私たちの主体の位置に
真の愛がなければ、自由もなく、平和もな

あるのです。そこには、数多くの氏族と数多

く、統一もなく、幸福もありません。真の愛

くの民族が入っています。このような天上世

を中心としてのみ、すべてのものを完成する

界の秩序を基準として、地上もこれに合わせ

ことができます。真の愛を中心とした自由、

ていかなければならないという話です。
「毎日、主体的天上世界と対象的地上世界

平和、統一、幸福の完成時代です。

の統一」です。一つになるためには分かれて
歴史的な闘いを終息させるためには、神様

はいけません。地上世界は、神様の創造理想

に帰らなければなりません。まず神様を中心

である超家庭的基準を中心として一つになっ

として、個人の心と体が一つにならなければ

て暮らすだけではなく、常に主体的な天上世

なりません。そして、そのような真なる男性

界に合わせて暮らしていかなければならない

と真なる女性が、神様を中心として真の家庭

ということです。ゆえに、皆さんの生活にお

を築くことによって、その中に再び神様を迎

いて、体恤的な愛を感じなければなりません。

えるようになるのです。したがって、真の愛

霊界を感じることができ、神様が悲しまれる

を中心とした真の家庭こそ、神様が宿る地上

こと、喜ばれることを感じることができる体

基地となるのであり、さらには真の国家と真

恤的生活にならなければなりません。

の平和世界の出発地となるのです。そして、
これによって、真の自由と幸福の世界が開か
れるのです。

宇宙には、霊界があり、肉界があるという
ことを知らなければなりません。ここで、天
宙大家族をつくりあげようとすれば、地上天
国と天上天国を一つにしなければなりません。
そのような使命があるのです。
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それで、「私たちの家庭は真の愛を中心と

今まで、皆さんが生活する中においては、

して、毎日、主体的天上世界と対象的地上世

毎日、天上世界が主体になっているという観

界の統一に向かい、前進的発展を促進化する

念をもっていませんでした。そのような観念

ことをお誓い致します」なのです。毎日です。

を、ひと月に一度ももちませんでした。それ

一年に一度ずつではありません。「毎日、主

ではいけません。毎日考えなければなりませ

体的天上世界と」です。天上世界の天国があ

ん。一日生活圏がすべて主体的天国に向かい、

るのです。その次に、対象である地上世界が

今日その相対である地上の完成形態を備えな

あるのです。天上世界と地上世界の何ですか。

ければ、未来に天上世界の完成基盤を成すこ

「統一に向かい、前進的発展を促進化」です。

とはできません。直接的関係です。毎日、一

そのように休むことなく、興奮し、刺激的に

年、一生を通じて、その直接的関係を築いて

発展させて、一つにしなければなりません。

こそ、あの世に行ったのちに、そこが自らの

休む暇はありません。天上世界と地上世界の

第二の活動舞台となり、居住地になるのです。

大家族になろうとすれば、天地を一つにしな
神様を中心とした霊界が主体です。今、霊

ければなりません。

界に連結されているあらゆる階層というもの
皆さんは、主体的天上世界を知りません。

は、ないのと同じです。オリジナルは、神様

一日に何回霊界のことを考えますか。全世界

が主体であり、地上の真の父母が主体です。

的に見るとき、霊界に行っている人が多いで

先生が教えることが神様の本質的な内容と一

しょうか、それとも現在この世界にいる人が

致しなければ、すべてのものが駄目になって

多いでしょうか。皆さんは、今考える時、ど

いきます。この柱がつぶれていくのです。で

のように考えましたか。霊界のことを考えま

すから、それらの内容が一致しなければなり

したか。今、この世のことだけを考えるのは、

ません。内容が一致しなければならないので

しっぽのことしか考えていないということで

す。

す。
堕落することによって、霊界の観念がなく

「家庭盟誓」の第五節は何ですか。「私た

なったのです。ですから、ここで私たちの家

ちの家庭は真の愛を中心として、毎日、主体

庭は、毎日、主体的天上世界があるというこ

的天上世界と対象的地上世界の統一に向かい

とを知らなければなりません。どちらがプラ

……」、統一です。霊界と肉界の統一です。

スかというと、霊界です。心がプラスなのと

これが問題です。皆さんは、一遍にこの網の

同じです。体は世界を代表し、心は霊界を代

目に引っ掛かるのです。それを越えるために、

表しているのです。心はプラスと同じであり、

先生も血の涙を流し、恨に満ちた峠を越えて

体はマイナスと同じです。ですから、主体的

きたのです。

な心の世界を無視する生活をすれば、地獄に

皆さんは、統一教会の背後に潜んでいる秘

行かなければなりません。体が心を打ったの

密を知りません。何も知らないのです。また

と同じように、心の世界を否定したのですが、

知る必要もありません。それを知れば、どれ

これを反対にしなければなりません。

ほど多くの重荷を負わなければならないでし
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ょうか。真の御父母様がこのように苦労され

を明らかにしたのです。皆さんは、歴史的な

るのに、私が昼食を一食だけでも恵んでもら

宝物を手に入れたのだということを知らなけ

えば、涙がぽろぽろ出るのです。私はそれを

ればなりません。「家庭盟誓」の第五節で何

願いません。蕩減条件に引っ掛かって、真の

といっていますか。「毎日、主体的天上世

御父母様たちが歴史的な恨をすべて清算する

界」です。毎日、主体的天上世界に対して知

ために苦労したことを中心として回想するこ

らなければなりません。これが分かるのです。

とは、神様も願わず、真の御父母様も願いま

「主体的天上世界と対象的地上世界の統一
に向かい」です。対象的地上世界は、実と同

せん。
それを忘れてしまい、希望に満ちた地上天

じです。ここと、この霊界は同じです。です

国の名を呼び、真の父母の代身者として意気

から、統一です。霊界と地上を統一すること

も高らかに天下を自らの舞台とし、天地を自

ができるという事実です。そのようになるこ

らの国の舞台として飛躍しなければならなの

とによって、地獄の門と天国の門が開き、天

です。跳躍でなく、飛躍しようという欲望を

国に入っていくのですが、それを一刻でも早

もって走り、力強く生きていかなければなり

く促進化させなければなりません。強制的に、

ません。

たたいてでも追い立てていかなければなりま
せん。

統一圏内に、皆さんは、個人から家庭、氏
族まで八段階です。八段階まで統一的内容を

それでは、なぜ地上が重要なのでしょうか。

経ていかなければならない道があるというの

なぜ地上が重要かという問題を考えるとき、

に、一つも知らなかったのです。これを見過

人間が生まれた所は天上世界ではありません。

ごす国があり、主体国があるという時、皆さ

地上世界です。すべてのものを造られた神様

んが霊界に入っていって、この法の統治を受

がこの被造世界を存在するようにした所も、

けなければならないとすれば、どうするつも

この地上です。また、その地上の主人として

りですか。個人的に拘束されるのです。

造られたのがアダムとエバ、すなわち人間で

霊界へ行けば、皆さんの夫婦もすべて別れ
別れになります。家庭に十人の家族がいれば、

す。
そのような人間を造って何をしようとされ

すべて別れ別れになります。一つの所に行く

たのでしょうか。このように見るとき、人間

ことはできません。それを知らなかったので、

を造られた目的は何でしょうか。人間を造ら

そのようにしているのでしょう。そのような

れた目的は、地上に天国をつくるためです。

ことをすべて知った上で見れば、天上世界の

統一教会の言葉を借りて言えば、創造理想を

影のように地上世界があるのです。すべて実

完成することです。それでは、神様のみ旨と

体がなければなりません。映像も実体に従っ

は何でしょうか。創造理想を完成することで

て似ていくのです。一つになっていくのです。

す。その創造理想は、どこで完成するのでし
ょうか。霊界ではなく、地上で完成しなけれ

霊界と地上に通じる道を探すために、地獄

ばなりません。地上が問題です。

からすべてを遍歴し、踏査しながらその内容
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地上生活が絶対的に重要です。地上がどれ

霊界を解決しなければなりません。その世

ほど重要であるかということを知らなければ

界は、地上で解決しなければなりません。霊

なりません。キリスト教徒たちは、世の中を

界に入っていって引っ掛かってはいけません。

捨ててみな天国に行こうと考えるでしょう？

この地上ですべて解決しなければならないの

妄想的です。地上で完成しなければならない

です。これは、観念ではなく実在です。先生

のです。地上生活の重要さを知らなければな

も、そのような世界が現実と同じであるとい

りません。地上生活の重要さを覚醒しようと

うことを感じたので、迫害が多くても問題あ

いうのです。地上生活の重要さを忘れてはな

りませんでした。反対して迫害することが観

らないのです。霊界に行けば、千年、万年、

念ならば、これは実在です。そのようにして

常にその生活に反映されるのです。これがす

こそ生き残るのです。霊界が実在するという

べて種です。ここで種を蒔いたものが、天上

ことをいかにして実感するかということは、

世界で実として刈り取られるのです。ゆえに、

最も重要なことです。

完全な種をよく蒔かなければなりません。地
上世界の重要さを覚醒しましょう！ もう一

自然のすべての現実と同じように、霊界の
事実をそれ以上にはっきりと知らなければな

度覚醒しなければなりません。

りません。霊界は膨大な世界ですが、そこに
(2)天上世界と地上世界を統一させな

はイギリス人やアメリカ人だけが行っている
のではありません。世界各国の人の中で、心

ければならない

霊状態がぴったり合う人同士で集まっている
アダム家庭は、神様が造られた地上世界の
相対的なすべての主体と対象の核であり、神
様は天上世界の主体と対象の核です。それで、

のです。五色人種が一箇所に集まっているの
です。
ドイツ人や、どこどこの人や、昔見た世の

地上天国と天上天国の二つの核が合わさって

中の人の形態は知っていますが、心の世界を

一つの統一された天国になるのです。地上世

見るので、心の世界がどれくらい美しいか、

界の天国の核になることができるアダムと天

そこにどのくらい近くなるかという問題がか

上世界の家庭の主人となる核が一つになるの

かってくるのです。心の世界がより美しい人

です。

と一つになろうとするのです。ですから、
「一つになってはいけない」と言っても一つ

堕落した世界をすべて整理し、一つの世界

になるのです。何千年、何万年前の人であっ

にしなければなりません。真の愛は、一つで

ても、ぱっと会えばすぐに分かるのです。先

す。絶対的に一つです。真の愛を中心として

生の話を観念や夢のように思い、事実として

連結された国は、全体が一つです。霊界と肉

感じることができないでしょう？ 言葉だけ

界は内と外と同じです。今、二つの世界が一

ではなく、事実として感じて生きることがで

つになることに拍車をかけるのです。強制的

きるかが問題です。この世は影です。影と同

にでも、早く行かせなければなりません。た

じです。

たいて追い立てなければなりません。
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天上世界には境界線がないので、その世界
で愛の心をもつようになれば、人と出会うた

ていって収拾するのです。世の中を収拾して
上がっていくのです。

びにすべて通じるのです。心は老いません。
心は、長生きすればするほどもっと美しくな

天上世界と地上世界を連結させることがで

るのです。心は美しくなるのですが、霊界で

きる内容は何ですか。それは、一時的に存在

神様を中心とした息子、娘の見た目が醜くて

したものをもってはできません。時間と空間

もいいのですか。深い愛の中で和合して暮ら

を超越したものであり、過去においても同じ

す人は、みな美男美女になるのです。

であり、今日においても同じであり、未来に

女性たちだけではなく、男性たちも同じで

おいても同じ内容にならなければなりません。

す。すべての問題を祈祷し、先生の教えと導

そして、その内容は、私たちの日常生活にお

きを受けなければなりません。エデンで堕落

いて、接している四方の環境の、すべてのも

していなければ、神様に侍って暮らすはずで

のが拒否せずに常に好む内容にならなければ

した。神様が実体をまといたいと思って創造

ならないのです。夜でも昼でも好むことがで

されたのがアダムの体なので、先生を中心と

きる内容にならなければなりません。そのよ

して霊界も通じるようになるのです。神様の

うになってこそ幸福なのです。

愛を完成させるのは、神様御自身ではありま

そのようなものは何かというと、愛です。
それは、お金では不可能です。知識でも不可

せん。人間を通して完成するのです。

能です。そのようなものは、一方的なものに
今まで、誰が霊界の中心的な役事をしたの

しかなりません。権力もやはり同じです。そ

でしょうか。イエス様が中心でした。イエス

の時代的環境によって、権力の限界はありま

様と聖霊です。神様を中心としてイエス様と

したが、その権力をいかにして拡大させるか

聖霊が一つになるために体制を整えてきた基

という問題を考えてみたとき、「私」という

盤である地上のキリスト教を中心として、神

個人的権力を国家的に拡大させるためには、

様とイエス様と聖霊の名を通じて、キリスト

そこには何が橋渡しとならなければならない

教文化の体制を形成してきたのです。霊界が

でしょうか。また、国家的権力を世界的権力

そのようになっているので、地上もそのよう

へ拡大させるためには、何が橋渡しにならな

な形態になり、霊界と肉界の二つがすべて合

ければならないでしょうか。やはりこれも、

わさって一つにならなければなりません。同

橋となることができる何かがなければならな

じです。

いのですが、それが愛です。

そのようにして、霊的世界と肉的世界が、
いつ一つに統一されるのでしょうか。再臨時

霊界は、先祖が暮らしている所であり、肉

代になって統一されるのです。そのようにな

界は子孫が暮らしている所ですが、この二つ

れば、再臨される主は、霊界のすべての体制

は、カイン・アベル関係です。霊界は天使長

的内容を相続し、引き継いで地上に来られ、

世界であり、肉界はアダム世界です。これが

世の中をその体制に一致する環境に追い立て

一つになって統一されれば、天上天国と地上
天国になって共に暮らすようになるのです。
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地上世界と天上世界が一つにならなくては、

皆さんの心と体の焦点が合わないのです。

天国になりません。霊界と肉界が一つになり、

これを是正しなければなりません。それゆえ

天使長世界とアダム世界が一つになるのです。

に、宗教は体を打つのです。それで、三年か

カインとアベルが一つになることによって、

ら五年の間で、習慣性を通じて、心の命令に

真の父母がいらっしゃることができる基準が

絶対順応することができるようにしなければ、

できるのです。堕落する以前の状況へ戻って

天上世界の道に直行することはできません。

いくのです。

ここから京釜線の線路を通じて北韓と連結し
ようとすれば、レールの幅が同じでなければ

真の愛を中心として、毎日、主体的天上世

なりません。また、中国と連結しようとして

界と対象的地上世界の統一に向かって前進し

も、レールの幅は同じでなければなりません。

ています。前進的発展です。出ていく時も、

それと同じように、人間が地上世界で生きた

前進的発展をして促進化させなさいというの

幅と霊界に行く幅も同じでなければなりませ

です。いかなる制裁を加えたとしても、私が

ん。その軌道は何かというと愛です。霊界の

この地上で先祖から受け継いだ罪の皮を完全

愛と地上の愛が同じでなければ、統一はでき

に脱がなければ、天に飛翔し、解放された天

ません。

国の神様の愛を受けることができる懐へ帰っ
ていくことはできません。家庭復活です。家

霊界をはっきりと知らなければなりません。

庭が行くにおいては、世界に遮るものがあっ

「家庭盟誓」の第五節を見れば、「私たちは

てはなりません。

真の愛を中心として、毎日、主体的天上世界
と対象的地上世界の統一に向かい、前進的発

神様を中心として、地上世界と天上世界が

展を促進化することをお誓い致します」とな

一つになるのです。真の父母を中心として、

っています。ですから、霊界を知らなければ

統一的立て札をもってくることによって、こ

なりません。霊界を知らなければ、完成時代

こで一つになるのです。創造される時、神様

に入っていくことはできません。それで、先

は絶対信仰、絶対愛、絶対服従により、「た

生は、成約時代のみ言とともに霊界の内容を

め」に生きる愛をもって創造されたので、私

教育しようとするのです。

たちも、このような全体、全般、全権、全能
の基盤の上に立たなければなりません。創造

神様は、思いどおりにすることができませ

本然へ帰っていき、そこで愛の対象を取り戻

ん。怨讐世界を殺そうとすれば、一瞬にして

すためには、絶対信仰と絶対愛、そして絶対

殺すことができる能力をもっているのですが、

服従の心情をもって、投入し、忘れてしまう

これを処断することができず、手をつけるこ

のです。神様がなされたすべてのものを再び

とができないのです。そのような血族が残さ

取り戻すために、私たち自身も、神様を身代

れているのが堕落世界であるということを、

わりして、この世界に対して絶対信仰、絶対

今日の宗教圏は知らなかったのです。

愛、絶対服従しなければなりません。

真の父母の名をもって、初めて霊界のすべ
ての実相を詳細に知り、堕落の動機からサタ
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ンの秘密、そして神様の秘密までを探り出し

天国と天上世界に入っていくのです。このサ

て知り、このようなことを明らかにした内容

タンが蠢動したすべてのものをきれいに整理

が統一教会の原理です。今、地上世界と天上

して、統一的神様の本然の理想世界を完成す

世界に分かれて、混乱状態の相反的な歴史を

るのです。ですから、促進化しなくてはいけ

なしているすべてのものを和合させるために、

ないのです。順序がそのようになっています。

これをもって、霊界の根本や実相から、地上
の人生の根本までのすべてを解消して連結さ

真の御父母様がこの地上に現れて知ること
によって、恨多き峠を越えて、平坦な高速道

せようとしているのです。

路をつくらなければならないので、川があれ
「毎日、主体的天上世界と対象的地上世界

ば橋を架け、山があれば穴を開け、今や地上

の統一に向かい」です。統一です。霊界と肉

の家庭が天上まで直行することができる高速

界の統一です。これが問題です。皆さんは、

道路を設定したということを知らなければな

一遍にこの網の目に引っ掛かります。先生も

りません。ですから、先生は、万国の高速道

それを越えて立つために、一生涯血の涙を流

路の建設を主張しているのです。霊界と肉界

し、恨に満ちた峠を越えたのです。

がすべて行き来する時代になってくるので、
それをするのです。主体世界と対象世界が和

私たちは、毎日地上天国を成し、大家族を

合することができる対等な世界に発展してい

成すのですが、その大家族はどこを標準とし

くので、今からこの世界は、霊界と統一化さ

て生きるのかというと、天上世界です。天上

れる急変の時代へ前進することができるので

世界がより大きな大家族です。毎日のように、

す。

相対的な世界のカイン的大家族が拍子を合わ
せ、統一を形成しなければなりません。内容

先日、世界文化体育大典を行ったでしょ

がそのようになっています。「統一に向かい、

う？ 八つの団体を集め、そこで真の父母を

前進的発展を促進化する」のです。前進的発

宣布し、救世主の宣布をしたことを知ってい

展です。そのように一つになってじっとして

ますか。世界の著名な人々がみな集まりまし

いるのではありません。発展していくのです。

た。世界教会協議会（ＷＣＣ）の責任者は誰

家庭時代から氏族時代、氏族時代から民族

ですか。マール・グレゴリオス（Mar

時代、このようにして世界化へと進んでいか

Gregorios）氏が前会長ですが、この人は有名

なければなりません。これができなければ、

な人です。そのような人を集めて「私がメシ

途中ですべて解散してしまい、めちゃくちゃ

ヤです。私が救世主です。私が真の父母です。

になるのです。仕事をしても、どこに行って

私に侍りなさい！」と宣布したのです。

も、座っても、休んでも、いつも主体的霊界

なぜそれをしたのですか。それをしなけれ

の前に対象として一つになり、それが停止し

ば、大統領選挙が終わって、その就任式をし

ないで、発展に発展を重ねることによって、

なかったのと同じことになるのです。それで

家庭から氏族、民族、国家、世界の峠を越え

は、事務処理ができません。サタン世界と地

る立場に立ち、そのようにして、初めて地上

上世界を清算する手続きを踏むことができな
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いのです。引き継ぎができません。先生が発

前進するにも全力を尽くしてするのですが、

表することによって、天上世界や地上世界に

促進化するというのです。統一に向かって前

おいて、相続が起きるのです。霊界で相続が

進的発展を促進化するのです。前進的に発展

起きれば、地上で従っていくのです。それゆ

するにも、棍棒でたたいて促進化させるとい

えに、仏教、儒教、キリスト教が怨讐だった

うのです。「家庭盟誓」の五節は、何ゆえに

のですが、今からは怨讐となり得ません。一

出てきたのですか。地上無事通過、天上無事

つになるのです。このようになることによっ

通過です！

て、霊界の統一が起きるのです。

天国の門にだけ入っていくための行列ができ、

地上と天上地獄の門は関係なく、

動き始めています。「統一に向かって前進的
二) 前進的発展を促進化することを

発展を促進化！」とは、激しく追い立てなさ

(1)毎日、前進的発展を促進化しなさい

いということです。弟がたくさんいる兄なら
ば、弟を張り飛ばしてでも祝福されるように

前進的な発展というものは、絶対に止まっ
てはいけないのです。いつも前進しなければ

しなければならないのです。自分の息子が祝
福されないと問題が生じます。

なりません。発展しなければなりません。前
進的発展です！ これは、東西四方に発展し

家庭時代から氏族時代、氏族時代から民族
時代、このようにして世界化へと進んでいか

なければなりません。
むやみやたらに盟誓文を立てたのではあり

なければなりません。これができなければ、

ません。ですから、心と体が一つにならず、

途中ですべて解散してしまい、めちゃくちゃ

夫婦が闘っていれば、盟誓文を唱えることが

になるのです。仕事をしても、どこに行って

できません。息子、娘を中心として、一つに

も、座っても、休んでも、いつも主体的霊界

なることができなければ、覚えることはでき

の前に対象として一つになり、それが停止し

ないのです。家庭がどれほど貴重なのかを知

ないで、発展に発展を重ねることによって、

らなければなりません。そのような家庭の盟

家庭から氏族、民族、国家、世界の峠を越え

誓文をもったということは、歴史始まって以

る立場に立ち、そのようにして、初めて地上

来のすべての天上世界が注視します。

天国と天上世界に入っていくのです。このサ

あのようにできる地上の幸福者がどこにい

タンが蠢動したすべてのものをきれいに整理

るのかというのです。霊界に行ったすべての

して、統一的神様の本然の理想世界を完成す

先祖がうらやむのです。ですから、私たちの

るのです。ですから、促進化しなくてはいけ

母親は、何も知らずに祝福をしてあげるので

ないのです。順序がそのようになっています。

すから、どれほど喜びますか。先生が初めて
還故郷の話をし、万民の解放圏を中心として、

今日、統一教会の食口たちは、「霊界を中

すべて共に祝福してあげるので、父母もその

心として毎日歩調を合わせよう」ということ

ケースに入っていくのです。このようにして

を、数カ月に一度くらいしか考えません。で

秩序が立つのです。

すから、自分勝手になるのです。これを毎日
のように検討するのです。大家族を築いても、
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また堕落するかもしれません。これを保護す

統一に向かって一つになって行くのですが、

るために、前進的統一に向かって、前進的発

前進的とは何ですか。統一して静かに遊んで

展を「促進化」するのです。拍子を合わせて

いるのではありません。前進しなければなり

いくのです。

ません。世界が、霊界が残っているというの

その次には「することをお誓い致します」

です。統一しても定着できません。さらに進

です。まだ天上天国の統一は成されていない

んでいかなければならないというのです。前

というのです。促進化して、そこに合うよう

進的発展を促進化しなければなりません。早

にしていかなければなりません。これが、絶

くしなさいというのです。促進化することを

対必要です。

誓うのです。

「家庭盟誓」の五節は何ですか。私たちは、

前進的です。いつも進んでいかなければな

毎日このように暮らしているのですが、地上

らないのです。停止してはいけません。「前

天国を築いて、大家族を成したとすれば、そ

進的発展を促進化！」です。発展しながらも

の大家族は、どこに標準を合わせて生きてい

促進化させなさいというのです。重要な言葉

くのかといえば、天上世界です。天上世界が

です。地上において、版図は小さくても、世

より大きい大家族です。相対的な世界のカイ

の中の相対的世界を中心として、自分が暮ら

ン的大家族が、毎日のように拍子を合わせて

す環境に、天国と同じ模型的基準を備えた模

統一を形成しなければなりません。「統一に

型をつくっておいてこそ、あの国に移すこと

向かって」です。内容がそのようになってい

ができるというのです。それはやむを得ない

ます。

のです。そのようなことは、文総裁が適当に

「統一に向かって前進的発展を促進化する

言っているのではありません。天国と地上世

こと」、前進的発展といえば、そのように一

界のすべてのことを総合して、天が願う道は、

つになってじっとしているのではありません。

このように行かなければならない道であるが

発展していくのです。家庭時代から氏族時代、

ゆえに、「家庭盟誓」が出てきたというので

氏族時代から民族時代、このようにして世界

す。

化に行かなければならないのです。それで、
「前進的」といいました。停止する日には滑

育たなければなりません。停止は、死んで

り落ちます。停止する日には地獄と連結しま

いること、死亡と通じるのです。皆さんが統

す。一歩でも前進してこそ、繁栄と天国に連

一教会に入る時、み言を聞いてどれほど喜び

結します。そういうことです。前進的発展で

ましたか。今、それ以上に喜びますか。私の

す。「発展」を促進化させなければならない

喜びを越えて世界の喜びと一つになろうとい

というのです。絶えず発展するように催促さ

うのが神様の心であり、願いであり、み旨な

せなさいということです。前進を早くしなさ

のです。先生もその道を行っています。です

い、早くしなさいということです。

から、私の喜びが私の喜びではありません。
世界の喜びと一つになろうとする努力をして
います。すべて天に始まって、自分に帰りま
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した。人間によってふさがってしまったとい

行くべきだというのです。「そのようにする

うのです。

ことをお誓い致します」というのです。です
から、天上世界に要求されるすべての内容を、

「家庭盟誓」の五番目は何ですか。「私た
ちは真の愛を中心として、毎日、主体的天上

地上世界で寸分も違わないように前進的発展
をしなければなりません。

世界と対象的地上世界の統一に向かい、前進
的発展を」です。前進的発展です。新しい人

「真の愛を中心として、毎日、主体的天上

になるのです。生きている者は育ちます。統

世界と対象的地上世界の統一に向かい、前進

一教会に入る時、喜んだその心が、ますます

的発展を促進化」すると言いました。統一に

大きくなっていきますか、なくなっていきま

向かって前進すればいいのに、前進的発展を

すか。大きくなっていくのです。前進的発展

促進化させなければならないと言いました。

を促進化させなさいというのです。生きてい

激しく追い込まなければならないのです。た

るものは育つのです。育つことができないも

たきなさいというのです。地上でぐずぐずし

のは死にます。霊界との相対的価値を失って

て歩調を合わせることができなければ、激し

しまうために、失われてしまうというのです。

く追い込まなければなりません。

それで、前進的発展を促進化させなさいとい
私たちの「家庭盟誓」の五節に、「前進的

うのです。

発展を促進化することを」というのがあるで
促進、急ぐのです。寝てばかりいて、怠惰

しょう。一つにして前進するのはよいのです

で、食べて楽しんで、そのようなものは、歴

が、その促進化は、棍棒で何度もたたいてす

史にありません。忙しいというのです。一生

るというのです。強制です。子牛のように強

は短いのです。それで、「私たちの家庭は真

制的に引っ張ってきて祝福してあげれば、祝

の愛を中心として、毎日、主体的天上世界と

福を受けたその人が、霊界に入っていくとき

対象的地上世界の統一に向かい、前進的発展

に地獄には行きません。長い時間かからずに

を促進化することをお誓い致します」です。

天国に行くというのです。ですから、強制的

休まないで走りなさいというのです。先生の

にでもしなさいというのです。

ようにということです。眠ることもせずに走
毎日、主体的天上世界と対象的地上世界の

りなさいというのです。

統一、主体世界と対象世界が統一されなけれ
「主体的天上世界と対象的地上世界の統一

ばなりません。統一に向かって前進的発展、

に向かい、前進的発展を促進化することをお

前進していく発展です。「前進的発展を促進

誓い致します」。毎日のように前進しなけれ

化することをお誓い致します」。促進化、早

ばならないというのです。停止すれば、死亡

く早く早くするようにするというのです。停

が展開します。死亡が展開するのです。です

止してはいけません。停止すればいつの間に

から、停止してはいけないのです。「前進的

か落ちていくのです。地獄と通じ、死亡と通

発展を促進化」し一歩でも、毎日毎日、前に

じるのです。停止は落ちていって地獄と通じ、
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促進は発展と通じるのです。休まないで走り

神様は、このように汚された地を再び回復

なさい、走りなさいというのです。先生のよ

されようと、人間と関係を結ぶ救援摂理をし

うに、眠ることもせずに走りなさい、走りな

てきていらっしゃいます。堕落することによ

さいというのです。そして、自分が考えた世

って、神様を裏切った立場にいる人間たち、

界に私が関係を結ぶのであり、考えない世界

万物とも比較できないほど完全に落ちた人間

にどのように関係を結ぶのですか。それでこ

たちに、神様が再び向かい合うために、救援

そ統一がなされるのです。共に考えてあげな

摂理をしてきていらっしゃるのです。サタン

ければなりません。相対的に考えてあげなけ

が支配し、サタンが讒訴する人間を神様が主

ればならないのです。

管されるために、橋を架ける役事をしてこら
れましたが、それが旧約時代を経て、新約時

(2)真の愛のハイウェイを築こう

代を経て、今に至っています。

今までの霊界や地を、神様は見たくないと

「家庭盟誓」の五節は、「私たちの家庭は

いうのです。完全に清算してしまわなければ

真の愛を中心として、毎日、主体的天上世界

なりません。それを皆さん自体が、一つ一つ

と対象的地上世界の統一に向かい、前進的発

救援するのではありません。イエス様の代身

展を促進化することをお誓い致します」です。

として一族の家庭を清算したのちに、氏族的

これは、世界がすべて同じ家庭だというので

メシヤ、国家的メシヤ、世界的メシヤ圏の地

す。天地において、すべて主体的天国の対象

上天国、天上天国を完成しなければならない

的立場で一つにならなければなりません。一

のです。イエス様の心情圏を体恤して、イエ

つになるだけではなく、まだ地上には地獄が、

ス様が十字架の死の位置に行きながらも果た

サタン圏が残っているので、これを早く促進

せなかった、家庭の恨を解いてあげなければ

化させなければなりません。一日の時間が惜

なりません。神様もそれを願っています。で

しいのです。そこに二代、三代が展開すれば

すから、皆さんを通してそれを解いてあげな

問題になります。ますます困難が繁殖してい

ければなりません。その上に皆さんの家庭を

くということを知らなければなりません。至

築かなければなりません。

急だというのです。

皆さんは、今までのキリスト教のように信

二〇〇〇年までに、すぱっと断ち切って総

じる、そのような習慣的な統一教会だと考え

進軍しなければならない時代だというのです。

るなというのです。そのような統一教会では

急進的な発展を催促するので、急進的な滅亡

ありません。深刻です。全体に対して教える

の形態が世の中に展開し、すべて分立されて

み言を中心として、皆さんの世俗的な家庭観

地獄に落ちていくのを、皆さんが死ぬ前に目

念を撃破しなければならないのです。霊界と

で見ることができるのです。復帰の型をもっ

地上世界において、そのような観念をすべて

ていく私たちの家庭が果たさなければならな

清算しなければなりません。清算したのちに、

い使命と不可分の内容を中心として、盟誓文

新しい世界を成し遂げなければなりません。

として設定したということを知らなければな
りません。
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祝福を受けた家庭は、先生が来ることを願

忠臣にならなければなりません。そのために

いますか。皆さんの家に来ることを希望しま

は、「体までも祭物としてください。自分が

すか。いつ行くか分かりません。ですから、

もっているすべての宝物、自分の生命までも

宴のお膳をすべて売って十年間待ちながら備

捧げます」と言い、「これを父母のものとし

蓄しておいて、来るや否や何時間以内に祝宴

て神様に返してください」と言うことができ

できるように準備することができる心をもた

なければなりません。

なければなりません。
そのような家には、先生がどこかに行こう

メシヤはどのような位置に来るのですか。

としながらも訪ねていくというのです。行く

メシヤは、愛を中心として、地上の法も愛す

ことができなければ、車が家の前で故障して、

ることができ、天国の王宮法までも愛するこ

その家に訪ねていくことができるようになる

とができなければならないのです。地上にそ

というのです。精誠を尽くさなければ考えら

のような世界をつくるために来られるのです。

れません。先生が霊界を知らなければ、この

そして、天上世界と地上世界が合徳されるの

道を行くことができません。霊界のお父様が

です。天上世界と地上世界を何によって一つ

先生のお父様です。

にするのですか。天上世界にプラスになり、

ですから、霊界の秘密を誰よりも知ってい
るのです。避難中にも空腹になった時は、先

地上世界にプラスになることとは何ですか。
神様を中心とした愛です。

祖を動員するのです。道端の過ぎゆくお客さ
んのために、宴のお膳を準備するようにして

真の御父母様がしなければならないことは

接待するのです。そのようなものもたくさん

何ですか。地上世界と天上世界のふさがった

恵んでもらいました。そのような話をすれば、

道を、すべて開いてハイウェイをつくってお

うそのようなことが多いので話しません。

かなければならないのです。ハイウェイを地
獄から、ダンベリーから、霊界の地獄から天

結婚するまでは、アダムとエバに所有権は

上までつくっておかなければなりません。

なく、すべて神様のものです。堕落していな
ければ、どうなるでしょうか。ですから、所

地上世界から天上世界まで行くことができ

有していればどろぼうです。国でも誰でも、

る大きなハイウェイを、まっすぐに築こうと

すべてどろぼうです。アダム家庭で結婚する

いうのです。この道は、真の愛の道でなくて

前の所有は、神様の所有です。アダムが堕落

はなりません。真の愛のハイウェイをつくり、

することによって人間が所有権をもったとい

終着と出発が同じ高さ、同じ広さの道を地上

う事実は、神様を追放したということです。

と天上に築いてみようというのです。その目

追い出したのです。物質の所有権、愛の所有

的成就は、地上天国を達成したのちに可能な

権、家庭の所有権を破壊しました。

のです。

この怨恨を知っている神様の前に、この怨
恨を知っている真の父母の前に、これを蕩減
しようとすれば、世界万民が真の孝子になり、

神様の命令によって、天上世界と地上世界
のすべての飛び石を片づけてハイウェイを、
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鉄橋をおくのです。出発すれば、休まずにロ

「家庭盟誓」の六節とは何ですか。「私た

ンドンまで走ることができるその道をつくろ

ちの家庭は真の家庭を中心として、神様と真

うというのが先生の希望です。それは、簡単

の御父母様の代身家庭として、天運を動かす

なことですか、難しいことですか。難しいこ

家庭となり、天の祝福を周辺に連結させる家

とです。

庭を完成することをお誓い致します」です。

どれほど難しいですか。死ぬようなことが

真の御父母様は何をしたのですか。真の御

一度や二度ではありません。途中でストップ

父母様の代身家庭となり、真の御父母様が動

できません。なぜですか。冷遇されたことを

けば天運が従っていくのと同じように、皆さ

耐えることはできません。無視されたことを

んも真の御父母様と完全に一つになり、天運

忘れることができないのです。昼が来ても夜

を動かす家庭となって天の祝福を周辺に連結

が来ても、それを忘れることができないので、

させなければなりません。自分一人ではいけ

昼も夜も走るのです。ついてくる者が一人も

ないというのです。周辺に自分と同じ家庭を

いないようにして神様に会うのです。神様は、

つくるのです。そのような主体的家庭になる

あの人類の果てにいらっしゃいます。そこに

ことを誓うということです。

行って会い、談判することができて、覇権を
握ってもってくるまでは休む時間がないので

「私たちの家庭は真の愛を中心として、神
様と真の御父母様の代身家庭として」、神様

す。
こうして霊界を統一して、地上の闘いで地

と真の父母の代身家庭にならなければなりま

上統一をしたのです。サタンの偽りの家庭出

せん。このようになることによって、真なる

発によって壊されたすべてのものを、真の父

家庭となり、天宙を動かす家庭として、神様

母が来て、神様に一八〇度反対した場で再び

の祝福を自分だけが受けるのではなく、周辺

一八〇度背を向けて結婚することによって、

に連結させる家庭を完成するのです。

地獄と天国が分かれるのです。天国は、家庭

動けば福となり、福を分け与えてあげるこ

で入っていくところであることを知らなけれ

とができる家庭になりなさいということです。

ばなりません。

皆さんの周辺に原理を知らない人がいれば原
理を伝えてあげ、反対しても共に生き残って、
どのようにしようと闘わずにそれを通過させ

六 家庭盟誓第六節の解説

ていくのです。それからさらに周辺に教えて
私たちの家庭は真の愛を中心として、神

あげ、どんどん拡大させなさいというのです。
一人で生きてはならないというのです。

様と真の御父母様の代身家庭として、
天運を動かす家庭となり、天の祝福を周

「神様と真の御父母様の代身家庭として」。

辺に連結させる家庭を完成すること

皆さんは、神様の家庭と真の父母の代身家庭

をお誓い致します。

です。神様と真の父母の代身家庭は、天運を
一) 神様と真の御父母様の代身家庭として

動かす家庭です。「天の祝福を周辺に連結さ
せる家庭を完成することをお誓い致します」。
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私だけが祝福を受けて良い生活をするという

「家庭盟誓」の六節は、何というのですか。

のではありません。結局は、王族となり、全

真の御父母様の代身家庭として天運を動かす

体の人々を民族にしなければならないという

というのです。創造理想がすべて従っていく

のです。

ようになっています。天の祝福を周辺に連結
させる家庭にならなければなりません。それ

天の代表的家庭になり、この地上に平和と

を築いておくのです。そして、神様の祝福世

幸福と自由をもたらす仕事をしなければなら

界と天上世界において、天国の功臣になれる

ないのです。それで、いつも天地に歩調を合

かどうかという問題は、心情文化世界に絶対

わせなければなりません。その次には、神様

に血筋を汚さない歴史を何代、何千年残せる

と拍子を合わせたので、家庭を中心として周

のかということにかかっているというのです。

辺に天運を移してあげることができる家庭に

ぴたっと公式になっています。

ならなければならないというのです。それが
六節だというのです。結局は、そのようにし

六番目、「私たちの家庭は真の愛を中心と

て真の御父母様の代身家庭と天の心情的統一

して、神様と真の御父母様の代身家庭として、

圏が築かれ、心情文化世界が今日の全世界に

天運を動かす家庭となり、天の祝福を周辺に

出発するというのです。それが盟誓です。

連結させる家庭を完成する」です。自分だけ
が幸せに生きようとしてはいけないというの

先生だけが真の父母ではなく、皆さんも真

です。私たち祝福家庭は真の愛を中心として、

の父母にならなければなりません。皆さんも

神様と真の御父母様の代身家庭として・・で

やはり完成しなければならないのです。先生

すから、天運が神様と真の御父母様と共にあ

は大きい木になりましたが、細胞が繁殖する

るのです・・天道を動かす、天運を動かす家

ように、皆さんは細胞のようにならなければ

庭となり、天の祝福を周辺に連結させる家庭

ならないというのです。大きい木である先生

を完成するというのです。その言葉は、「私

に似て出てきた種です。根本に似たのです。

たち祝福家庭は、どこに行っても全体に福を
分け与えることができる中心家庭になる」と

世界的にすべて勝った真の父母によって、

いうことです。

皆さんは、すべてを学んで知っているのです。
先生は、世界的天国をつくらなければなりま

水が流れていって、うず巻きができるのも

せんが、皆さんは、家庭的天国だけつくれば

一つの条件です。同じ道理で、統一教会では、

よいのです。皆さんが真の父母になろうとす

蕩減路程によって成し遂げられていくことを

るなら、心と体が一つになり、夫婦が一つに

皆さんは知らなければなりません。自分一人

なり、子女が一つになって、アダム家庭が堕

ではありません。先生を身代わりし、神様を

落することによって失ってしまったものを取

身代わりした家庭として動いてこそ、天運が

り戻さなければなりません。これが、平和、

協助してくれるということをはっきり知るこ

幸福、自由、統一、天国の始まりです。万事

とを願います。

亨通だ、ＯＫだというのです。
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すべてのものを包括して、すべてのもののた

二) 天運を動かす家庭となり

めにある天運の方向と進行によって、国運や
天運が訪ねてくる道がどこかということを、

世界の方向が決定するのです。世の中で天道

私たち人間は知らなければなりません。天運

を立てるということは、すなわち個人や国家

は、永遠に動くのです。天運は永遠の道を行

の行く道を天運に合うようにするということ

くのですが、その道は、永遠の原則に従って

です。

変わらずに巡り巡っていくというのです。巡
り巡っていきながら、因縁を合わせていきな

天運は、善の人が必要とするすべてのもの

がら興亡盛衰の道をつづっていくのですが、

を供給するようになっています。それゆえに、

ここに立っている私たち人間が、どのように

欲をもって「私がこれをどのようにする」と

これに合わせていくかということが問題です。

考えてはいけません。善であろうとすれば、
必ず私が高い位置に行くか、低い位置に行く

天運を誰が調整するのですか。この宇宙を

か、その二つの道しかないのです。低い位置

創造なさった主人が調整するのです。その主

に行くようになれば、すべてのものが自然に

人とは誰ですか。宗教的術語では神様であり、

供給されるようになっています。空気と水も

そのほかにも様々な名詞がありますが、それ

満たされ、天運も入っていくようになるので、

は問題ではありません。しかし、ある中心存

このくぼみが埋められるのです。

在がいなければならないのです。その中心存
在がいることをはっきりと知って、その中心

「天運を動かすこと」が六節でしょう。

存在が行く道に確実に従っていくようになる

「真の愛を中心として、真の御父母様の代身

ときには、万事が亨通するのです。

家庭として、天運を動かす家庭」になります。
真の御父母様のすべての受難は、自分が幸せ

天理の運勢が巡っていくのですが、その天

に暮らすためのものではありません。すべて

理の運勢は、いい加減にいくのではありませ

の人類を自分が解放させて天運を振り分けて

ん。秩序と軌道があり、法則があるために、

あげ、天運を移してあげるためのものです。

それを通じて動くのです。それゆえに、天運

真の父母に従ってくる天運を、そのまま譲り

に隷属しているすべての存在は、「ため」に

渡してあげなければならないのです。祝福の

生きる存在としてあるのです。

基になりなさいということです。分かります
か。いくら促進化され、一つになっていても、

個人に運があるように、家庭や国家にも家

その人が地上に来て、自分自体の福ばかり受

運と国運があり、さらには世界の運、そして、

けていってはいけないのです。地上に功績を

天と地の全体には天運があります。いくら良

立てて、すべての人が満足し、大きい天運の

い運をもって生まれた人でも、その家庭が傾

恩恵を受けることができるものを譲り渡して

く時は共に困難を経験するのであり、個人運

いかなければなりません。

と家庭運が良い人でも、もっと大きい国運が
傾けば共に没落するしかありません。さらに、
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文総裁が一言言えば、世界がそのとおりに

運をもって神様を中心として神様と対等な位

なるので、みな恐れるのです。それは、ただ

置に立ち、神様から「あなたは、この地上に

そのまま成されるのではありません。歴史の

天運を活用できる主人である」という名前を

行く道が明確なので、そのような時を知って

受け、み印を受けてきて、初めてメシヤにな

話すのです。先生が予言して、それが当たる

るのです。そうしてこそ救世主、真の父母に

のではありません。そうなるようになってい

なるのです。それゆえに、先生一人をおいて

るのです。皆さんも、天運の方向をすべて見

全世界が打ってきましたが、本来、善の人は

分けることができるようになれば、未来のす

打ちません。

べてのこと、千年後のことも「このようにな
るはずだ」と明確に話すことができるのです。

天運に乗ろうとするなら、先に天運が行く
道がどのようなところかを知らなければなり

先生はそれを知っているので、天運の風が

ません。そこは、万民が喜ぶところ、楽しん

吹くようにしたのです。低気圧になっていれ

で飲み食いするところではありません。すべ

ば、高気圧の風が吹くようになっています。

てが嫌う位置です。その場は、どのようなこ

私たちが全力を尽くして、最大の低気圧の精

とでも常に感謝して、責任を遂行しながら栄

誠を尽くせば、神様の高気圧の愛圏が押し寄

光を神様の前に返して、自分自ら感謝するこ

せてくるので台風が吹くのです。このような

とができる位置でなければならないのです。

話を信じなかったでしょう。この天運の風を

そのような位置に立つ人が天運に乗ることが

つかみ取らなければなりません。

できるのです。それゆえに、皆さんは、必ず
勝利しなければなりません。

先生を見て、おばけのような人だといいま
す。世の中の誰も知らないことを知って、天

大韓民国に、神様の愛を中心として、天上

運がどのように巡っているのかを知っていま

天下の代わりをし、歴史を身代わりし、「た

す。今、大韓民国の国運がどこに行き、アジ

め」に生きる愛をもって、万国の愛、万民の

アの運がどこに行き、世界の運がどこに向か

愛の権限、自らの権限ではなく全体の権限を

っているのかを知っているのです。これを縛

身代わりし、自分は影になって彼らを太陽に

りつけておけば、すべて引きずられます。走

して、「太陽の光になりなさい」と言うこと

る千里馬のおしりにくっついているはえは、

ができる慕心の位置に立てば、神様が私を訪

血を吸い込みながらも千里を行くのです。そ

ねてこられて、直接太陽の光になってくださ

うなのです。天運にしがみついて落ちなけれ

るというのです。天国を移していくことがで

ば、万事がＯＫだというのです。

きる力が、万福を移してくることができ、天
運を左右できる力が、真の愛の道の前には同

世界を抜け出すことができない人々は、天

伴するというのです。

運を扱えません。それゆえに、統一教会は、
世界を乗り越えなさいというのです。天運を

今、天運が韓国の地に発動できる時になっ

もって越えなさいというのです。それで、天

たので、皆さんは、この民族のために、再創
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造するところに同参しなければならないので

って、「こいつ！ お前だけ天国に上がって

す。堕落したために、主体は、再創造しない

いこうというのか。み旨がそうなっているの

といけないというのです。思想をもって神様

か。私が『統一教会は嫌いだ』と言えば、む

の代身相対をつくっておかなければならない

ちをたたきながらでも死ぬまで忠告しなけれ

のです。それゆえに、家庭を新しくつくらな

ばならないのに、なぜしなかったのか」。い

ければならず、国家を新しくつくらなければ

つか、このようなことが起きるというのです。

ならず、世界を新しくつくらなければなりま
せん。皆さんは分かりませんが、このような

「天の祝福を周辺に連結させる家庭を完成

使命が天道という命題のもとに、二十四時間、

することをお誓い致します」。これは何かと

時間を超越して作用しているので、皆さんが

いうと、祝福の基です。私が祝福を受けたの

これを受け入れて新しい人生の春を迎え、世

は、私一人がうまくいくためのものではあり

界を抱いて歌っていくことができる、人生行

ません。先に呼ばれれば、全世界の兄弟たち

路の成功者にならなければならないのです。

の家庭を私と同じ家庭にしなければならない
のです。「天運に従って、私と同じ家庭をつ

自分だけが幸せに生きようとしてはいけな

くるための家庭になります」というのです。

いというのです。私たち祝福家庭は真の愛を

一人だけのためのものではありません。「家

中心として、神様と真の御父母様の代身家庭

庭において『家和万事成』を成して、すべて

として・・ですから、天運が神様と真の御父

の家庭が和合して統一することができるよう

母様と共にあるのです・・天運を動かす家庭

にします」、そのような意味です。

となり、天の祝福を周辺に連結させる家庭を
完成するというのです。その言葉は、「私た

自分たちだけ幸せに暮らすのではないので

ち祝福家庭は、どこに行っても全体に福を分

す。自分だけ幸せに暮らしてはいけないので

け与えることができる中心家庭になる」とい

す。神様は、そうではありません。父母は、

うことです。そのように生きられなかったの

そうではありません。息子、娘がもっと幸せ

ではないですか。

になるようにしなければならないというので
す。四方にすべて連結させる家庭を完成しな

三) 天の祝福を周辺に連結させる家庭

ければなりません。

「家庭盟誓」の六節は何ですか。「神様と

今から皆さんが、天の祝福を周辺に伝えて

真の御父母様の代身家庭として、天運を動か

あげなければ、霊界の先祖が皆さん自身を蕩

す家庭となり」です。神様のすべてを相続し、

減させるのです。反抗するというのです。絶

天運を動かす家庭となり、周辺に神様の祝福

えず道を妨げて妨害するというのです。「盟

を分けてあげなければならないのです。周辺

誓文にこのようになっているのに、なぜ行動

とは誰ですか。カイン世界のことをいうので

しないのか、こいつ！」と言います。ですか

す。それが必要です。自分一人で天国に行き

ら、すべて分けてあげなさいというのです。

ますか。周辺にいる人、全員がつるはしを持

それをしなければ、霊界に行って引っ掛かり
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ます。重要な一つの契約文書です、契約文書。

うのです。そのような事実を皆さんは見たで

盟誓文です。

しょう。
誰の名によってですか。先生の名前によっ

「家庭盟誓」の六節は、「私たちの家庭は

てではありません。この宇宙の名によって、

真の愛を中心として、神様と真の御父母様の

神様が共にいてくださったのです。天道が連

代身家庭として、天運を動かす家庭となり、

結されているがゆえに、神様が運行できる道

天の祝福を周辺に連結させる家庭を完成する

にならなければならないので、宇宙が協助し

ことをお誓い致します」です。祝福の基にな

て、勝利に向かって前進するようになってい

りなさいというのです。それでこそ、一つに

るということを知らなければなりません。

なった天と地のすべてのものを備えて、その
場を中心として神様が下さった祝福の基にな
るのです。福の泉になりなさいというのです。

家庭における孝子とは何ですか。愛を中心
とした孝子です。国の忠臣とは何ですか。愛
を中心とした忠臣です。世界において、四大

私だけが祝福を受けて良い生活をするとい

聖人とその教えを中心として文化圏を収拾し、

うのではないのです。結局は、王族となり、

世界的な新しい背景を形成したのも、愛を中

すべての人々を民にしなければならないとい

心として民族を越えて世界の人を愛そうとい

うことです。神様と真の父母の代身家庭は、

う者たちです。

天運を動かすのです。天のすべての祝福を、

このようなことを見るとき、最後に天運に

万民の前に平等に分けてあげる家庭的祝福の

帰結するにおいて、旗手となることができる

基になるというのです。神様と真の父母の家

人は、どのような人でしょうか。神様は、天

庭は一家庭です。一家庭ですが、祝福家庭が

も愛して地も愛します。ですから、天地を愛

たくさんいるので、全世界に拡張して神様の

することができる愛のチャンピオンでなけれ

家庭と真の父母の家庭を身代わりし、福を分

ばなりません！

そのような結論を得ました。

けてあげる機関になるのです。福を分けてあ
げる家庭にならなければなりません。全員が

七 家庭盟誓第七節の解説

福を受けるようにしてあげるというのです。
私たちの家庭は真の愛を中心として、本
大豆のもやしに毎日水を与えれば、水は流

然の血統と連結された為に生きる生
活を通して、心情文化世界を完成するこ

れていきますが、もやしは育ちます。皆さん
の立場は、ただ、何と言いましょうか、水に

とをお誓い致します。

溺れたねずみのように哀れですが、統一教会
一) 本然の血統と連結した

が大きくなっていけばよいのです。先生の身
の上は悲惨で、ダンベリーの監獄に入ってい
って指弾を受ける人になりましたが、これで

「家庭盟誓」の七節が重要です。簡単では

神様のみ旨が拡張されると考えていった先生

あっても重要なのです。「私たちの家庭は真

の道は、ダンベリー以後に一躍飛躍したとい

の愛を中心として、本然の血統と」です。本
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然の血統です、堕落していないアダムの、堕

先生の特権です。誰も手が出せません。誰も

落と全く因縁のない本然の血統を受け継いで、

根本の根になり得ないのです。

「血統と連結した心情文化世界を完成するこ
とをお誓い致します」です。私たちの世界は、

本然の血統は、堕落した血統ではありませ

心情文化世界です。神様のただ一つの愛を中

ん。サタンの血統を根絶した、堕落したもの

心とした、統一家族、一つの家族です。高い

を蕩減復帰した血統です。接ぎ木をしたので

も低いもなく、五色人種が一つの家族生活を

す。根を抜いて接ぎ木をすれば、三代以後に

しなければなりません。今後、そのような時

は、本然の血統の種を受けるというのです。

が来ます。

接ぎ木をした木から種を受けたものが、本然
の真のオリーブの木にならなければならない

神様を中心とした本然の血統です。その本
然の血統を受け継げば、本然の心情文化が展

というのです。そのためには、三代を経なけ
ればなりません。自信がありますか。

開されるのです。本然の血統を失ってしまっ

皆さんは、偽りのオリーブの木でしょう。

たところには、心情文化は生まれません。文

偽りのオリーブの木が接ぎ木される以上にな

化というものは、歴史性を通して連結するの

らなければなりませんが、母の腹中に再び入

です。家庭を中心として、社会を中心として、

っていって出てくることはできないのです。

国家と世界を中心として、これが連結しなけ

三代を経て、そこで収めた種を植える時、真

ればならないのです。

のオリーブの木にならなければならないので

「本然の血統と連結した心情文化世界を完
成することをお誓い致します」。純潔な血統

す。三時代を経なければなりません。深刻で
す。

を残すのが問題です。そのようにしなければ、
自分たちと心情文化世界が中断されるのです。

統一教会で最も重要なことは、本然の血統

あの膨大な天国が私が暮らすことのできる心

を汚さないことです。それは何かというと、

情的基盤になっているのですが、心情文化世

皆さんの子孫が、アダムとエバが堕落したよ

界ができなければ、その世界が断絶されるの

うに血統を汚すことがあってはいけないとい

です。それゆえに、心情文化圏を中心とした

うのです。「本然の血統と連結した心情文化

生活をしなければなりません。

世界を完成することをお誓い致します」です。

「本然の血統」とは何ですか。アダムとエ

エバが行ったたった一度の失敗によって破

バを中心として、純潔な真の父母の直系子女

壊された本然の血統を、億千万世にわたって

の血筋を、千年、万年残さなければなりませ

蕩減条件を立てて取り戻したというのですか

ん。この環境は、めちゃくちゃです。私たち

ら、考えただけでもむごたらしいというので

は、節操を守り、貞操を守ることによって、

す。血統関係とは、本当に恐ろしいのです。

めちゃくちゃな中ですべての最高の福を受け
ることができる位置に行くのです。これは、

本然へ帰るのです。七節は、そのことです。
本然の血統、本然の血統は、神様を中心とし
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た血統です。本然の血統と連結された「た

た祝福家庭から生まれた息子、娘を、神様は

め」に生きる生活を通じて、心情文化世界を

見ることができないのです。これは、罪の中

成し遂げようというのです。血筋、数千代の

の罪を犯したので、地獄に逆さまに打ち込ん

清い血筋を残さなければなりません。千年、

でも、神様は見ることができないというので

万年。男女が一瞬のうちに行った堕落が、こ

す。そのように、男女関係の愛において、支

のような歴史的な世界史を、願わない世界を

流を通じることは恐ろしいということを知ら

霊界と肉界に広げてしまったというのです、

なければなりません。

これをどのようにしますか。深刻に考えてみ
堕落後、アダムとエバから連結した人類の

たことがありますか。

血統は、サタン側に属します。自然世界のす
本然の血統とは何ですか。堕落した血統で

べてのものも同じです。そこで、反対に祝福

はないのです。皆さんは、堕落した血統と連

を受けることによって、すべてのものが逆に

結した夫婦でしょう。いくら誇っても、それ

帰るのです。財産、息子、娘、夫婦が神側に

を否定できません。本然の血統には、堕落し

属するようになるのです。そのようになるこ

ていない本然の神様が連結しています。今か

とによって、全宇宙が神様に連結します。そ

ら、「ため」に生きる生活を通して、心情文

こから、神様が思いどおりにできるようにな

化世界を創造しなければなりません。神様は、

るのです。そのように帰らないものは、サタ

それができなかったのです。本然の血統圏を

ン側に残ります。すべてのものが神側に帰ら

中心として、地上に創造理想の根本である

なければならないのです。財産、息子、娘、

「ため」に生きる方策を連結できなかったの

家庭、先祖まで本然の位置に帰るべきだとい

で、心情世界は、地獄と連結しているという

うのです。

のです。それゆえに、これを天国側に転換さ
二) 為に生きる生活を通して

せるには、本然のものに変えなければならな
いというのです。

「家庭盟誓」の七節で、「私たちは真の愛
真の愛を中心として、本然の血統、血筋で

を中心として、本然の血統と連結した」の次

す、血筋！ 千年、万年、子孫が汚さないよ

に付加すべきものがあります。「為に生きる

うに精誠を尽くす第一代先祖にならなければ

生活を通して」、これを入れなければなりま

ならないのが統一教会の祝福家庭です。その

せん。「本然の血統と連結した為に生きる生

前に、二度と堕落したものを見ることができ

活を通して、心情文化世界を完成」するので

ないというのです。何百倍の世界的途上にお

す。「為に生きる生活を通して」を入れなけ

いて堕落した代表的な家庭になるので、許し

ればならないのです。「為に生きる」では漠

がない時代に越えていきます。恐ろしい時代

然とします。具体的な為に生きる生活を通し

が来ます。

て、個人、家庭、全体の生活を通して、心情

それゆえに、私は、この話ができません。

文化世界を完成するというのです。

今は、結論を話すことができません。堕落し
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「真の愛を中心として、本然の血統と連結

神様までも歓迎するのです。先生のような人

した為に生きる生活を通して」、「ため」に

がそうです。皆さんは、それを知らないので

生きる愛です。愛を感じることができなけれ

実感できないのです。霊界も先生を中心とし

ばなりません。神聖なのです。愛を主管でき

て動いているのです。そのような世界を知ら

なければなりません。自分の思いどおりにし

ないでしょう。ですから、いい加減にしてい

てはいけないのです。為に生きる生活を通し

るのです。

て「心情文化世界」をつくるというのです。
心情文化世界とは何ですか。神様の愛の文化

愛は、一人では成り立ちません。愛は、ど

世界であり、根本的な文化世界を追求するの

こから出てくるのですか。私から出てくるの

です。どこかに愛があるならば、真の愛が関

ではなく、対象から来るのです。対象から出

係していないものがないのが文化世界です。

てくるので、私が頭を下げて対象のために生
きなければならないのです。「ために生きな

私たちの中で、他人に主管されることは死

さい」という天理が、ここから生じるのです。

んでもできない、と考える人々が多いと思い

限りなく高貴なものが私を訪ねてくるので、

ます。しかし、一つ知らなければならないこ

それを受けようとすれば、敬って「ため」に

とは、今まで、人間たちの「ため」に存在す

生きなければならないのです。「ために生き

るものに主管されて暮らすことがどれほど幸

る哲学」を成してこそ、愛されるのです。

福なのかという事実を、夢にも考えることが
真の愛を中心として「ため」に生きる人は、

できなかったのです。
霊界の組織を見れば、天地の大主宰であら

夜でも昼でも、天宙万宙、どこに行こうと歓

れる神様、その神様は、宇宙万有の存在の中

迎を受けるのです。皆さんは、いずれ霊界の

で、「ため」に存在する中心存在であるがゆ

展示場に展示されるのです。人間の博覧会を

えに、その方に支配されることが、どれほど

する所が霊界です。霊界では、地上でどのよ

幸福でしょうか。それが分からなかったので

うな生涯を送った人間なのか、すぐに展示さ

す。千年、万年支配されても、感謝すること

れるのです。そこでびりになってみたいです

ができる理想的統一圏が、ここに成立するこ

か、全員が称賛する人になってみたいですか。

とを知っているので、神様は、「ために存在

どちらですか。最高に称賛を受ける人になっ

しなさい」という原則を立てざるを得なかっ

てみたいでしょう。そのようになるためには、

たのです。

先生が話すとおりに生きなければならないと
いうのです。最高に称賛を受けようとする前

「ため」に生きる人になりなさい。これが、

に、最高に「ため」に生きなさいというので

天宙生成、形成の根本です。神様も「ため」

す。そのような人は、間違いなく中心者にな

に存在していらっしゃるのです。天宙のすべ

るのです。

てのものの中で、これに逆らうものはありま
永遠という概念、これは、自分のために生

せん。このように主体的、生成の根源、エキ
ス的、核心的な位置に立ったその人は、天宙、

きるところには不可能なのです。皆さんが運
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動するのを見ても、押してあげ、引いてあげ

界が訪れることはできません。統一教会が出

る相対的方向が、大きければ大きいほど速く

てきたので、それが可能なのです。

回るのです。知恵の王である神様が「ため」
に存在する法度を立てたのは、永遠であり得

一つになることができ、平和の起源になる
ことができるその道は、どこにあるのですか。

るようにするためです。

神様御自身だけでなく、真の人間は、「た
「ため」に生きる人は滅びません。また、

め」に生きる存在だという原則を立てざるを

「ため」に生きる人は、霊界が絶えずコーチ

得なかったのです。それゆえに、真の愛は、

してくれます。絶えず新しいものと関係を結

「ため」に生きるところから、真の理想も

ぶようにしてくれるというのです。新しいも

「ため」に生きるところから、真の平和、真

のと関係を結ぶので、その人は、自然に有名

の幸福も「ため」に生きる位置で成立するの

になり、世界的に知られるようになります。

であって、「ため」に生きる位置を離れては
見いだすことができません。これが、天地創

理想世界の体制は、どのようになっている
のでしょうか。家庭体制を拡大したものだと

造の根本だということを、私たち人間は分か
りませんでした。

いうのです。その家庭教本の原則に一致でき
る心情圏を完成した人ならば、どの家庭に行

しばしば世の中で言われることは、「あ

こうと、兄弟のように接し、息子、娘のよう

あ！ 人生とは何か」ということですが、人

に接するようになります。だからといって、

生観、世界観の確立、その次には、宇宙観の

夫婦のように接しなさいという話ではありま

確立が問題になるのです。これをどのように

せん。

確立するのですか。系統的段階と秩序をどこ

また、自分のおじいさんやおばあさんと同

におき、その次元的系列をどのように連結さ

じ年代の人は、自分のおじいさんやおばあさ

せなければならないのかという問題は、最も

んのように接して、自分の息子、娘と同じ年

深刻です。しかし、「ため」に存在するとい

代の人々は、自分の息子、娘のように接する

う原則に立脚して見るときに、最も価値ある

のです。どこかに行って、自分の息子、娘の

人生観は、私が全人類のためにいて、全世界

ような子供たちが歩いていれば、「来なさ

のためにいて、国家のためにいて、社会のた

い」と言って、弁当を分けて食べるのです。

めにいて、家庭のためにいて、妻のためにい

このようにすることのできる世界をつくらな

て、子女のためにいるという立場で幸福な自

ければなりません。

我を発見できるならば、これ以上の人生観は

「ため」に生きる世界でなければ、平和世

ないと思うのです。

界は訪れることができないのです。そうです
か、そうではありませんか。「ため」に生き

統一教会に来るようになれば、地上で幸せ

る哲学の論理を、生活哲学から生涯哲学に発

に生きなさいとは言いません。ひどく貧しく、

展させることなくしては、この世に平和の世

激しく苦労して死に、道端に倒れて犬もかみ
つかない死骸を残したとしても、その場には、
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花が咲く日が訪れるはずです。そこには、す

「私たちの家庭は真の愛を中心として、本

べての神聖な人々が集まって都城をつくるは

然の血統と連結した心情文化世界を完成す

ずです。統一教会の群れを、国のために、世

る」です。私たちの家庭は真の愛を中心とし

界のためにうんざりするほど苦労させて、孝

て、本然の血統と連結した・・本然の血統で

子、忠臣にしてみようというのが先生の考え

す。血統が重要です。血統が変わってはなら

です。「行かない」と言えば、張り飛ばさな

ず、汚してはいけません・・心情文化世界を

ければならないのです。足でけ飛ばしてでも、

完成するというのです。心情文化ということ

現在の悲惨さを、現在の困難を克服させるの

は、すべての生活において、真の愛によって

が愛です。

「ため」に生きるという思想が入っていなけ
ればならないというのです。心情文化世界と

三) 心情文化世界を完成することを

いえば、全体を代表した「一つの垣根」をい
うのです。心情圏、氏族をいうのです。

心情文化世界は、本然的神様の文化世界で
あり、堕落していない完成したアダム文化世

本然の血統と連結した心情文化世界を完成

界です。文化は二つではありません。一つし

しなければならないのです。アダムとエバは、

かないのです。言語も一つであり、風習も一

堕落していない純潔な神様の真の愛を中心と

つであり、習慣も一つであり、伝統も一つし

した血統の関係を結ばなければならないとい

かない、このような統一の世界になるのです。

うのです。それで、私たちの文化には、サタ

そこにおいてのみ、神様が個人と共にお暮ら

ンが存在せず、神様が喜ぶことができる文化

しになり、家庭で共にお暮らしになるという

圏を形成しなければならないのです。心情文

ことを知らなければなりません。

化世界を成し遂げなければなりません。真の
愛を中心として、心情文化世界の内容も一つ

心情文化世界とは何か知っていますか。神
様の心の世界や、天上世界、地上世界、真の

であり、方向も一つです。一つです、二つで
はありません。

父母の心の世界、すべてが一つだというので
す。それで、「心情文化世界を完成すること

本然の血統を失ってしまったところには、

をお誓い致します」、これが、私たちの理想

心情文化は生まれません。文化というものは、

です。文化は二つではありません。一つです。

歴史性を通して連結するのです。家庭を中心

堕落した世界は、文化が複雑多端です。心

として、社会を中心として、国家と世界を中

情文化世界でなくては、個人から天宙まで連

心として、これが連結しなければならないの

結することができないのです。ジグザグです。

です。

今まで世の中は、ジグザグに上がったり下が

「本然の血統と連結した心情文化世界を完

ったりしたので、何千年かかってもまだ終着

成することをお誓い致します」。純潔な血統

点に行くことができないというのです。心情

を残すのが問題です。そのようにしなければ、

文化世界では、あっという間に行くのです。

自分たちと心情文化世界が中断されるのです。

ただ真の愛によってのみ可能なのです。

あの膨大な天国が私が暮らすことのできる心
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情的基盤になっているのですが、心情文化世

ないのもいけません。私の民族がいなくては

界ができなければ、その世界が断絶されるの

ならず、私の国がなければなりません。すべ

です。それゆえに、心情文化圏を中心とした

てそうです。私の世界がなければならず、私

生活をしなければなりません。

の天と地がなければなりません。これが心情
の文化です。それゆえに、東方に明けてくる

本然の血統と連結した、神様の血統がある

きらびやかな文化というのは、どのような文

心情文化世界には、どこに行っても神様が訪

化ですか。心情の文化です。これから私たち

ねてこられるというのです。心情文化世界で

は、心情的な文化世界を創造するのです。

は、すべてが拡大して和動するのです。この
ように息をするようになれば、細胞たちも拍

真の愛の文化というものは、家庭文化のこ

子を合わせていくので、同じように息をしな

とをいうのです。皆さんが食べて生きるその

ければならないというのです。神様の真の愛

生活は、真の父母の文化圏で生きなければな

において、「ため」に存在する原則において

らず、一つの文化圏で生きなければなりませ

一元化され、より「ため」に生きることがで

ん。一つの文化を中心として、一つの言語と

きるのです。そのようにすることによって、

一つの文字を中心として生活しなければなら

神様に栄光をお返しすることできる道がある

ないのです。

のであって、自分のために生きなさいという
ところでは、神様に栄光をお返しできません。

ソドムとゴモラをすべて燃やす時、ロトの
妻が後ろを振り返って塩の柱になったのと同
じように、今後皆さんの文化全体を火で燃や

神様の心の世界や、天上世界や、地上世界

して捨てるこのような時、そこに未練をもっ

や、真の父母の心の世界も一つだというので

て後ろを振り返れば塩の柱になる、このよう

す。それで、「心情文化世界を完成すること

な歴史的転換時代が来ることを、皆さんは知

をお誓い致します」です。これが、私たちの

らなければなりません。真の父母と一日生活

理想です。文化は二つではありません。一つ

圏内に生活しながら、同じ文化と同じ言語と

です。それを通してこそ、個人天国、家庭天

文字を書かずにいるとすれば、霊界でそれ以

国、氏族天国、民族天国、国家天国、天上天

上恥ずかしいことがないというのです。

国、永遠の世界の天国に連結するのです。そ
の心情でなければ、個人、家庭、氏族を連結

統一された言葉を使わなければ、過去のよ
うな文化の差が生じるのです。本当に困りま

できません。

す。霊界に行ってもそうです。習慣性は、永
今後、理想的な世界においての主流、ある

遠に続くのです。そのように難しいのです。

いはその基台になることができる文化の源泉

しかし、地上では直すことができます。今ま

は何ですか。原料になる文化として、誰もが

で慣れたことよりも、もっと新しいものを習

みな必要とする文化とは何ですか。心情文化

慣化させれば、地では取り消すことができま

です。父母が子女を見なければならず、子女

す。今しなければなりません。今しなければ、

には父母がいなくてはなりません。兄弟がい
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霊界に行って問題になります。霊界に行って

心情を表面化させ、世界化させる時代になる

引っ掛かってしまいます。

ことによって、統一の心情文化世界、単一文
化世界、統一文化世界が訪れるのです。戦争

統一教会の四十年開拓の基盤の上に、真の

がなく、紛争がない一つの世界、地上天国と

父母と成約時代を迎えた私たちは、真の父母

天上世界になるのです。心情文化世界になれ

主義の実践によって、新しい心情文化世界を

ば終わりです。そのすべてのものが思いのま

創建していかなければならないのです。神様

まであり、私たちの家庭が地上で天国の皇族

と人間が、真の愛の父子関係として統一され

圏に入っていくことができ、内外の内容を整

る時、その愛の調和の中で、人間は、理想と

備して、そこにすべて一体化することができ

幸福の実体になります。

ることを願って、このような盟誓文を設定し
たことを知らなければなりません。

真の愛の心情文化世界へ委譲しなければな
りません。旧時代は堕落時代です。旧時代の

八 家庭盟誓第八節の解説

堕落性を脱いで新時代に向かう、理想時代に
私たちの家庭は真の愛を中心として、成

向かう宗教、哲学、政治、経済、文化全般を、
真の愛の心情文化世界へ転換しなければなり

約時代を迎え、絶対信仰、絶対愛、
絶対服従によって、神人愛一体理想を成

ません。この世界は、堕落したので真の愛の

し、地上天国と天上天国の解放圏を

心情文化世界ではないというのです。

完成することをお誓い致します。
真の愛を中心として楽しく生きなければな
一) 成約時代を迎えて

りません。動物と話し、すべての万物と和合

(1)成約時代とは何か

して神様と和合しなければならないのです。
そのようになれば、国境というものがありま
せん。文化が違いません。愛の文化です。愛

成約時代というのは、これからの新しい時

の文化は、趣味文化であるがゆえに趣味生活

代のことをいうのです。家庭から氏族、民族、

が愛です。自分が妻を愛して、息子、娘を愛

国家、世界まで、一つの平和世界を成し遂げ

そうとすることを世界版図ですることができ

ることができる統一された世界になるこの時

るのです。すべて自分の家庭を拡大した文化

のことをいうのです。これは、全体を代表し

祝典の対象圏です。それゆえに、楽しむ心情

たのです。家庭ではありません。世界を越え

文化世界が地上天国文化だというのです。趣

て、全体を越えて成約時代に行くのです。四

味文化です。趣味文化は、堕落していない本

大心情圏と三大王権を中心とした新しい家庭

然の愛の文化です。趣味文化は、天国の文化

を通して、世界版図を越えて成約時代の型を

だというのです。

備えるようになる時、初めて一つの世界、平
和世界になるのです。

本然の血統と連結した心情文化世界は、心
情世界です。真の愛が表面化した世界です。
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成約時代とは何ですか。真の父母と真の神

を連結しなければなりません。それゆえに、

様をお迎えして、真の神様が、愛と、生命と、

皆さんの所有物は、皆さんのものではありま

血統の因縁を中心として、万国の主体の代わ

せん。万物は旧約時代に該当するものであり、

りに天下の中心的位置に立ち、神様の全権行

息子、娘は新約時代に該当するのです。

事を代行できる人間覇権時代に戻っていくと

旧約時代は、万物を犠牲にして息子、娘の

いうのです。希望に満ちた時代が来ます。遅

行く道を築くためのものであり、息子、娘が

れないように、このことを早く準備してくれ

犠牲になるのは、父母が来る道を築くためで

ることを願います。

す。再臨主、真の父母がこの地に来られて苦
労するのは、神様をこの地にお迎えするため

神様の復帰摂理は、創世以後に何千万年の

なのです。サタンを地に迎えたので地獄です。

歴史を経てきたのですが、まだ、その基準を

神様をお迎えしなければなりません。これは、

立てていません。統一教会の時代に、先生が

真の愛でしなければなりません。

来て初めて明らかにすることによって、これ
が可能になったのです。それゆえに、成約時

今まで摂理的な聖書の歴史、六千年の歴史

代を発表して真の父母を発表したのです。こ

を経てきたのも、この一つの道をつくるため

れは世界的な事件です。事件というよりは、

だったというのです。イエス様の時代におい

新しい世界を創建できる一つの起源となるの

て、成約時代に連結させて地上と天上を一つ

です。真の父母という思想と成約時代という

にしようとしたのですが、それが失敗したの

その言葉自体がそうだというのです。

です。それで、二千年を延長して新約時代を

成約時代は、何の約束を成すのですか。神

迎え、四百年間にわたるローマの迫害によっ

様が人間と共に創造したその約束を成すとい

て、多くの血を流しながら世界拡張運動をし

うのです。復帰摂理時代ではなく、救援摂理

てきたのです。新約時代の拡張運動によって、

時代が成されるのではありません。創造理想

多くの殉教者が出ました。血を流しながら世

世界が成されるのです。それゆえに、真の父

界的に蕩減を拡大してきたのです。

母という名前は、人間よりも神様が先に考え

神様は、それを延長させて、世界的基準に

たのです。真の父母の顕現とは、創造理想で

おいて再蕩減することを願われて、救援の摂

す。太初から神様が創造した理想の根本がそ

理を世界的に拡大してこられました。それで

こにあるのです。ですから、天がじっとして

は、新約時代を中心としてそれを越え、どの

いることはあり得ません。世界的大変革、大

ように成約時代になっていくのでしょうか。

変化時代に入ってくるのです。

成約時代とは、神様と人間との一体圏のこと
をいうのです。真の愛によって一体圏を成し

旧約時代の万物、新約時代の息子、娘、成

て、平等な価値の内容を連結する立場になる

約時代の自分たち夫婦、それから神様です。

のです。神様だからといって縦的だけでなく、

堕落によって、神様を地上にお迎えすること

人間だからといって横的だけではありません。

ができずにサタンを迎えてしまい、神様と離

縦と横が一つになるのです。

別したので、今から神様をお迎えしてすべて
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堕落して偽りの父母が生まれたので、真の

人類歴史を見れば、旧約時代、新約時代、

父母が出てこなければならないということは、

成約時代、このように三時代があります。こ

歴史的な事実です。堕落というものを認める

こでいう旧約時代はどのような時代ですか。

限り、これを否定する道理がありません。堕

祭物を犠牲にして子女を救済する時代です。

落したがゆえに、約束を果たすことができな

神様の息子が来る準備をするのです。

かったのです。旧約は昔の約束、新約は新し

新約時代は、イエス様が祭物となって父母

い約束、それから成約時代です。論理的な基

を迎える時代です。それゆえに、再臨時代を

準に合うのです。成約時代は、何の時代です

迎えて新郎新婦を立て、父母を迎えるための

か。サタンと暮らすのではなく、神様と暮ら

準備をしてきました。成約時代において、先

すのです。そのようにしようとすれば、堕落

生が中心となり、今まで真の父母という名前

圏が整備されなければなりませんが、すべて

をもって四十年以上苦労してきたのは、神様

の国と世界が帰ってくることができる時なの

を地上にお迎えするためです。そして、神人

で、サタン世界の整備が可能だというのです。

一体になるのです。

天国の内容をはっきりと知ることによって、
その内容に違反し、原則に違反する偽りであ

真の父母と成約時代というのは、アダムと

ることが分かるので、偽りの世界を清算でき

エバが完成して堕落していない位置に帰らな

るのです。個人が行く道、家庭が行く道、氏

ければならないのです。そして、全世界の女

族が行く道、民族が行く道、国家が行く道、

性は、お母様の分身として扱うのです。アダ

世界が行く道、天国が行く道まではっきりと

ムも一人でエバも一人です。これが、重要で

知らなければ、処方して代案を提示すること

す。アダム一人、完成したアダム一人、エバ

は不可能だというのです。

も一人にならなければなりません。

今、特別に「侍義」というのは、生活化天

成約時代とはどのようなことをいうのです

国時代のことをいうためです。それで、侍義

か。成約時代とは、約束が完成するという言

を掲げてきたのです。復帰歴史というものは

葉であり、人類を祝福してあげるということ

何かというと、神様の創造理想を再現するの

です。結婚できないのは旧約であり、結婚す

です。

ることを希望したのが新約であり、結婚する

それゆえに、神様が理想とされたすべての

ことが成約です。神様を中心としてアダムと

ものが、神様を中心として天上世界と地上世

エバが結婚し、神様の愛を中心とした生命力

界に展開するのです。天上世界と地上世界は、

をアダムとエバの生命に連結させて血筋を残

堕落によって本然の基準が立っていないので、

そうとするのが神様の創造理想ではないです

これをサタン圏内の支配を受ける環境で、新

か。そのようになっていれば、真の父母にな

しい創造理想、新しい創造世界と同じものと

りました。真の愛とは偉大なものです。

して再現しておこうというのが救援摂理だと
いうのです。

真の父母というのは一組しかいないのです。
人類の一組しかいない父母であるというので
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す。歴史に初めて登場した、空前絶後の真の

そのようにして、この期間に真の父母の世界

父母が顕現した時代が成約時代であるという

的な定着が完了したのです。それで、成約時

のです。

代を発表しました。今からは、神様と共に暮
らすのです。私たち統一教会員たちは、神様

(2)真の御父母様の勝利による成約時代宣布

と共に暮らすのです。

一九九二年を中心として、すべての世界に

成約時代とは何でしょうか。中心である真

メシヤ宣布をして、真の父母宣布をしてきた

の父母の家庭が、堕落圏世界において完全に

のです。これですべて追い込んで、今回のア

勝利して越えた時のことを意味するのです。

メリカを中心として、一九九三年に入って五

そのようになれば、その環境には「文総裁の

月十三日から「真の父母と成約時代」を発表

家庭をやっつけよう」と言う怨讐はいなくな

したのです。そのようにすることができる環

ります。そのような人たちは、闘って負けた

境をすべてつくったというのです。皆さんが

のでいなくなるのです。いくら射撃のチャン

知っているように、アメリカは、全世界を代

ピオンであっても、オリンピックに出て負け

表した国です。キリスト教文化圏において最

れば、「自分が一等だ」と言うことができま

終定着地となる国だというのです。今、真の

すか。自分がもっているチャンピオン杯を渡

父母を中心として、新しい時代に転換するの

してあげなければならないのです。

です。成約時代に入っていくというのです。
今回宣布したことは、地上では初めてのこ

成約時代と真の父母という言葉は、サタン

とでした。今まで神様は、この時をどれほど

と何の関係もない言葉です。サタン世界に成

待ち焦がれていらっしゃったかというのです。

約時代と真の父母という言葉があれば、サタ

歴史時代に神様はどれほど悲惨な位置にいま

ンは退かなければならないのです。これは特

したか。今希望の時代が迫ったというのです。

権です。それで、再臨の時代が来て、これが

真の父母を宣布できる時代に入ってきたとい

すべて完成するのです。

うのです。これは歴史的です、宇宙史的な事
件です。今まで、歴史にこのようなことはな

今、先生が考えていることは、アダム時代、
イエス時代、真の父母時代です。なぜ三代で

かったというのです。

すか。アダム時代は蘇生、イエス時代は長成、
一九七二年から一九九二年までの二十年期

真の父母時代は完成時代です。この三代圏を

間は、韓国を中心として、キリスト教の使命

中心として、旧約時代のエデン復帰、新約時

を越えていく期間です。この期間、私は、国

代のエデン復帰、成約時代のエデン復帰、こ

家的な次元において旧約時代に相当すること

のように展開するのです。今では、成約時代

を成したのです。真の御父母様が六〇年度に

の先生しかいません。

結婚式を行い、世界的舞台であるアメリカで
成してきたことは、旧約時代と新約時代の関
係と完全に一致するのです。内容が同じです。

成約時代は、家庭へ帰るのです。統一は個
人からです。この峠を越えなければ、千年、
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万年、天国に入っていくことはできません。

この準備のために、また祝福家庭が復活の

長子権を復帰することができません。自然屈

原則を通して引っ掛からないで解放されるた

服させなければならないのです。強制屈服で

めに、このような話をするのです。万物は旧

はありません。説得屈服です。皆さんは自然

約時代、アダムは新約時代、自分の実体は成

屈服ですか、強制屈服ですか。説得されたの

約時代、これは神様を中心として一八〇度、

ですから、自然屈服しなければならないでし

方向を元に戻さなければならないというので

ょう。

す。

このようにして、地上天国と天上天国の家

自分の前にあったものが、反対に父母の前

庭的エデンにおいて成し遂げようとしたこと

に帰らなければならないのです。神様の前に

が、何千年を経て勝利の覇権が立てられ、す

行かなければなりません。愛を復活させてい

べての国家が、真の父母の家庭をモデルにし

かなければならないのです。私個人が蘇生で

て、同一の立場で一時に家庭を中心とした金

あり、家庭が長成であり、氏族は完成です。

型を取ることができるブループリント（青写

この三段階が一つにならなければなりません。

真）があるのです。それをすべて配布しなけ
ればなりません。それによって型を取りさえ

今日、歴史的路程において、最も重要なこ

すれば、どこでつくろうと、がちゃんがちゃ

ととは何かというと、選民圏が生じたという

んと出てくるのと同じように、全世界五十億

ことです。この時代になり、世界的途上にお

人類の家庭が、家庭的に接ぎ木して解放され、

いて、蘇生、長成、完成の三段階基盤と連結

失ってしまった国と天国に帰るのです。この

させようというのです。イスラエル民族は蘇

時が成約時代、約束を成す時代です。

生級、キリスト教は長成級、そして統一教会
は完成級です。イスラエル圏を中心としたも

旧約時代に失ってしまったものを復帰しな
ければなりません。旧約時代は万物を犠牲に

のが旧約時代ならば、キリスト教は新約時代
であり、統一教会は成約時代です。

して、新約時代は息子を犠牲にして、成約時

成約時代とは何かというと、成し遂げると

代は父母を犠牲にしました。ですから、この

いうことです。何を成し遂げるのでしょうか。

ようなすべてのことを中心として、自分の家

個人的に成し遂げ、家庭的に成し遂げ、氏族、

庭の父母、自分の息子、娘、このすべてを否

民族、国家、世界的に成し遂げるのです。何

定しなければなりません。否定して、天から

を中心としてですか。神様の愛と、神様の生

サタンが奪っていったものをすべて主人の前

命と、神様の血統を中心として連結するので

に返すために、取り戻したすべてのものにサ

す。単一血統、単一愛、単一生命の伝統です。

タン世界以上の愛を加えるのです。そして、

このようになれば、サタンが離れなければな

それを天にお返しし、すべて否定する位置に

りません。接ぎ木をすることによって、サタ

入っていくことによって、歴史的旧約時代、

ンの血統的因縁がなくなるのです。

新約時代、成約時代を越えていく条件とみな
すことができる一時が来るのです。清算する
時が来るのです。

氏族的メシヤを派遣すれば、成約時代が来
るのです。氏族的メシヤを派遣することによ
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って、すべての家庭が蕩減路程なくして氏族

ることによって、それを分割する立場ですべ

的メシヤに接ぎ木されれば、地上世界と天上

て共通の恩恵を与えることができるというの

世界の垣根がなくなるのです。天国の民へ帰

です。なぜなら、父子関係の因縁と連結して

ることができるというのです。天国皇族圏に

いるからです。そのような時が来たというの

入っていくことができるというのです。

です。至急な時が来ました。

それで、氏族的メシヤが自分の父と母を父
母の位置に立てることによって、自分の故郷

今は、所有権を復帰しなければなりません。

が天国と直結し、自分を生んでくれた父母は、

旧約時代には万物を犠牲にして、新約時代に

堕落していない完成した父母の血統として復

は息子を犠牲にして、成約時代には父母を犠

帰される立場に立つことができるのです。そ

牲にして神様をお迎えしたので、今から何を

のようにすることによって、皆さんの故郷の

しなければなりませんか。皆さんが父母の代

地全体が天国に帰るという驚くべきことが起

身の位置に立たなければなりません。息子、

きるのです。最も重要なことは、成約時代は

娘は新約時代であり、万物は旧約時代です。

神様と共に生きるということです。

この旧約時代、新約時代、成約時代が、あり

ですから、この三大要件、血統転換、所有

ったけの神様の真の愛を中心として、脱線す

権転換、心情圏転換を早くしなければならな

ることによってサタンが主人になったことを

いのです。それで、四大心情圏、三大王権、

すべて蕩減し、本然の主人のところに帰って

皇族圏を皆さんの家庭で実践しなければなり

きて、これを捧げてさしあげなければなりま

ません。これさえ連結させれば、すべて終わ

せん。

るのです。これが、祝福家庭がしなければな
らない最後の任務です。これが、最後の宿命

二) 絶対信仰、絶対愛、絶対服従によって
(1)創造原則と絶対信仰、絶対愛、絶対服従

的な任務です。

真の父母を中心とした成約時代というのは、

神様が宇宙を創造される時、絶対信仰の上

神様を中心とした祝福のことをいうのです。

でされました。神様が語ったことは絶対に成

すべてのものを超越して、万民、人類の解放

るというのです。できないことがないという

を提示するこのような再臨理想の完成によっ

のです。また創造は、愛の対象をつくるため

て、平和統一世界になるのです。真の父母を

です。絶対愛です。疑心がありません。二つ

中心とした成約時代を迎えることが、世界的

の心はないというのです。その次には、絶対

に繰り広げられる祝福結婚だというのです。

服従です！ 絶対服従とは、神様御自身まで
も存在意識がないというのです。

成約時代は、完成基準で祝福したので、万
民が平面的基準に立ち、その後孫が祝福を受

神様が絶対信仰の上で万物を造り始められ

けることができるのです。地上に五十億人類

ました。絶対愛の対象のために造り始めたの

が、三代先祖の子孫が生きているのですが、

です。絶対服従して、自らの意識観念がなか

彼らに三代先祖の解放圏と祝福を与えてあげ

ったというのです。完全にゼロです。完全に
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無であるというのです。無に帰ることによっ

うな人は、どこへ行きますか。地獄に行かな

て、自動的な循環運動が展開されるのです。

ければならないでしょう。

完全にすべて与えて、何もないので下に戻っ
てきます。これが、宇宙運動の起源となって

神様が創造される時、絶対信仰、絶対愛、

いるのです。完全に投入したあとには戻って

絶対服従の上で、理想的な絶対愛の統一世界

くるのです。

を願って創造されました。神様御自身がそう
であるために、私たちも、その神様の相対圏

創造される時、絶対信仰、絶対愛、絶対服

を訪ねていくためには、必然的に絶対信仰、

従の上に創造されたというのです。完全真空

絶対愛、絶対服従をしなければなりません。

状態になるので、絶対有の限りなく小さなと

自分が死の境地に行っても、生命が途絶え

ころまでいってくっつくのです。一つになる

ても、絶対信仰、絶対愛、絶対服従の基準に

というのです。それゆえに、これが自動的に

立たなければなりません。それでこそ、絶対

一つにさえなれば、完全に満たしてしまいま

信仰の上で絶対愛を取り戻すために、絶対投

す。運動が展開するというのです。

入しながら投入して忘れてしまう歴史を経て

絶対無の立場で自分が投入すれば、投入し

こられたお父様の息子として、その姿に似る

たその世界は、絶対の有圏、高気圧圏が完全

ことができるのです。それで、イエス様がこ

に占領する大革命的な運動が展開するのです。

の地に来られて、天国に行くための宣言の標

このような原則を利用すれば、文総裁が絶対

語として、「生きんとする者は死に、死なん

信仰、絶対愛、絶対服従の上に、宇宙を中心

とする者は生きん」と言われたのです。

として投入していくようになる時は、世界が
自動的に一つになり、高気圧圏がすべて満た

アダム家庭で失ってしまったものを再び取

してくれる時が来るというのです。闘わない

り戻してくるのです。絶対信仰、絶対愛……。

で自動的な統一世界が顕現するという論理を

絶対愛とは何ですか。神様の創造の目的は、

見いだすことができるのです。

愛の相対者を探し出すことです。ですから、
絶対的な愛のパートナーを取り戻すためには、

神様は、アダムとエバを絶対信仰の上に立

神様御自身が絶対愛を標準として投入してき

てたいと思われたというのです。絶対信仰の

たというのです。したがって、絶対服従は、

上に、創造した理想世界の愛の安着地がその

自らの意識構造まですべてなくなるのです。

ようにならなければならないので、絶対信仰

私のすべてを投入して忘れてしまうのです。

の上に、絶対愛の上に、絶対服従の上に立つ

神様御自身が、天地を創造した創造主として

ことができるアダムとエバの家庭となること

の価値的内容を認められません。最後まで降

を希望されたのです。ところが、アダムとエ

りていくのです。最後まで降りていきながら

バは堕落してしまいました。絶対信仰基準を

投入されるので、相対は上がっていきます。

破綻してしまったというのです。絶対愛基準

上がっていって神様が立っている位置を越え、

を蹂躙したというのです。絶対服従基準をす

自動的に二人とも生き返るのです。

べて放棄してしまったというのです。このよ
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神様を愛さなければなりません。神様を絶

ん。このコンセプトさえもてば、どこでも通

対信仰しなければならないのです。絶対信仰

じるのです。どこでも通じるというのです。

し、神様を絶対愛して絶対服従しなければな
りません。なぜそうなのかというと、神様の

神様が全権をもって創造される時、絶対信

愛を中心として、神様が相続してくださる所

仰、絶対愛、絶対服従で投入して創造された

有権を認めてもらうためです。神様が絶対信

のと同じように、皆さんもそのような立場に

仰の上で、絶対愛の上で、絶対服従する立場

立たなければなりません。神様が創造された

で天地を創造されたのです。神様が絶対信仰、

主体的理想圏内の相対になって一つになれな

絶対愛、絶対服従の上に立てておいたものが

ければならないのです。皆さんが知らなけれ

被造万物の創造理想です。

ばならないことは、原理のみ言のすべての内

そこの中心存在が、神様の愛の対象である
アダムとエバです。それゆえに、絶対信仰、

容は、先生が絶対的に信じているということ
です。それを知らなければなりません。

絶対愛、絶対服従の上で立てたその基準が、

絶対愛するのです。他の何もありません。

絶対信仰と絶対愛と絶対服従です。キリスト

自分の世界を捨てて、家庭を捨てて、妻を捨

教も信仰と希望と愛です。その中で第一は何

てて、子女を捨てても、それ以上に絶対愛す

ですか。（愛です）。ぴたっと同じです。絶

るのです。絶対服従するのです。自らの一生、

対信仰の上に万物をつくられ、絶対愛の上に

生命もすべて投入するのです。投入して忘れ

つくられ、絶対服従は、自分という意識があ

てしまうのです。今まで皆さんは、観念的に

りません。相対としての存在意識だけなので

絶対信仰、絶対愛、絶対服従を考えていたか

す。希望とは、今現在ではありません。未来

もしれませんが、それは観念ではありません。

に願うことができる相対的な実践のことをい

実際に皆さんが、すべて行わなければなりま

うのです。同じ内容です。

せん。

絶対信仰、絶対愛、絶対服従です。この圏

愛の調和のポケットに、すべての平和の世

内において、すべてのものが成されるのです。

界、統一の世界がないはずはないという論理

神様御自身が愛の相対を造られる時、絶対信

は、統一教会の食口が千万年研究しても先生

仰をもって造られました。「私がこのように

以上に研究することはできないので、否定す

した」、このあとに造られたのです。絶対信

る道がないという結論が下され、絶対信仰、

仰、絶対愛、絶対服従によって、自分自身を

絶対愛、絶対服従といえば、すべて終わるの

完全に投入されたのです。絶対愛の上で絶対

です。皆さんが結婚して、「私を絶対に信じ

信仰であり、絶対愛の上で絶対服従です。こ

ますか。私を信じますか」と聞くでしょう。

れが、霊界の主流思想です。永遠の霊界の主

新婦が結婚した初夜に、「私をどれだけ愛し

流思想です。また、地上の主流でもあります。

ますか」と言うとき、「心と体が一つになっ

地上天国と天上天国、二つの世界において主

て絶対に愛します。心身一体になって絶対に

流だというのです。ですから、皆さんがその

愛します。絶対に信じます」と言うでしょ

コンセプト（概念）をもたなければなりませ

う？
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真の父母の思想は簡単です。絶対信仰、絶

ところが、アメリカの人々は、個人主義に

対愛、絶対服従を中心とするのです。愛を中

なり、「自分が一番高いのであって、レバレ

心として絶対信仰であり、これは一つの概念

ンド・ムーンとは何だ。統一教会の教主なら

です。愛は中心です。

教主なのだろう。私とは関係ない」。このよ

それから、服従とは実践です。愛を成すた

うにしています。レバレンド・ムーンが絶対

めには、愛を中心として服従しなければなり

信仰、絶対愛、絶対服従と言うので、「その

ません。服従するそれ自体の概念は、もっと

ような言葉がどこにある。独裁の王が言うこ

大きいことを成し遂げようとするので、自分

とだ」と、このように言っています。独裁の

を投入しなければならないというのです。自

王は神様です。神様が本物の独裁の王です。

分を中心としてこれが育つ時には、それ以上

偽りの独裁の王はサタンです。それを知らな

大きくなることはできません。投入すれば、

ければなりません。神様に「主人になるな」

いつでも、どこでも継続して、神様の無限な

と言えば、主人にならないでしょうか。永遠

愛の伝統が伸びていくのです。問題は、夫婦

に違うというのです。

の二人だというのです。それで、ジャルジン
を中心とした宣言とは何かといえば、最初は

(2)絶対信仰、絶対服従すれば、天国に直行

絶対信仰、絶対愛、絶対服従です。創造した
第四次アダム圏を解放して定着しなければ

神様の本然の位置に帰るのです。

なりません。真の御父母様が霊界に行く前に、
堕落とは何かといえば、絶対信仰をもつこ

このことをすべて教えてあげなければならな

とができなかったということです。これを知

いのです。先生は、絶対家庭を中心として、

らなければなりません。絶対信仰、絶対愛、

絶対信仰、絶対愛、絶対服従です。ですから、

絶対服従です！ これを神様が強調したので

神様がその家庭のために生きるのです。そこ

す。なぜですか。自らの愛の理想をすべて相

に永遠の真の愛の道が連結するのです。皆さ

続してあげようとするので、神様と同じでな

ん自身が絶対信仰をすることができなければ、

ければなりません。

絶対愛が植えつけられないというのです。芽
が出てくれば育てなければなりません。育て

絶対というのは、一つしかないということ
です。それは、一つに通じる道です。二つで

ようとするなら、自らのすべての血肉を投入
して、犠牲にならなければなりません。

はありません。どのようにして、そのような
一本道を連結することができるのですか。

蕩減が必要ありません。救援が必要ないの

「ため」に生きる概念をもって連結するので

です。それで、絶対信仰、絶対愛、絶対服従

す。神様もそのような概念をもって創造され

という原理のみ言を中心として、天と地の法

ました。絶対信仰、絶対愛、絶対服従だとい

度に従わなければなりません。今から、新し

うのです。神様においても、他の概念は全く

い法が出てきます。憲法が出てくるのです。

ありません。ゼロ、ゼロだというのです。

地上で絶対信仰、絶対愛、絶対服従すれば、
永遠の天国が築かれるのです。皆さんが、地
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上において自然に天の世界をすべて見て、感

自身も絶対服従するというのです。絶対順応

じて、知って暮らすのです。

するところで循環運動が展開されるのです。

祝福家庭とは何かといえば、霊界も肉界も、

エデンの園で神様が創造されるその時に、

神様の真の生命の血筋が連結することができ

絶対信仰、絶対愛、絶対服従によって創造さ

る基盤を相続した人です。それゆえに、神様

れました。絶対信仰、絶対愛、絶対服従によ

が思いのままに主管することができるのです。

って、神人愛一体圏をつくるのです。地上天

ですから、今から神様が、蕩減条件なく全権

国と天上天国が神人愛一体圏となり、絶対的

をもって思いのままに復帰歴史を処理される

な神様のように、息子、娘のすべての権限も

のです。

自由に行使することができ、自由奔放な世界

皆さんがそのような実力をもった相対的立

になって、どこにでも通じることができるの

場に立てるか立てないかということが問題な

です。そのような活動をすることができる能

のであって、決意をもって絶対信仰、絶対愛、

力者になって、初めて神様を解放させること

絶対服従の基準と一つになる時は、一瀉千里

ができるのです。

にすべてのものが、線を引くように水平世界
になることができるというのです。神様と神

不信することによってすべて壊れました。

様の絶対愛と血筋が一つになった位置に立っ

神様に対して絶対愛ができずにこのようにな

ている真の息子、娘にさえなれば、この宇宙

ったのです。神様を絶対愛して、神様の前に

のすべてが息子、娘に相続されるので、それ

絶対服従できないことによって堕落したがゆ

を所有するようになるというのです。愛で一

えに、真の父母がこのすべての蕩減の道、高

つになれば、私のものになるのです。

速道路をつくっておいたのです。ですから、
真の父母に対して絶対信仰、絶対愛、絶対服

祝福家庭は世界的です。天宙的なのです。

従すれば、天地が夜も昼も叫んで十回起こし

先生を代行できる直系の息子、娘のようなも

ても順応するのです。一夜に百回起こしても、

のです。先生が祝福してあげる時は、私より

不平を言ってはいけません。それが服従です。

ももっと成功し、私のあとについてきなさい

従順は、自分の素性はもって従っていくこと

という思いでしてあげたのです。ですから、

ですが、これにはそれがありません。一日に

絶対信仰、絶対愛、絶対服従の心さえもてば、

何千回しても、順応しなければならないので

先生がしたことをすることができるのです。

す。

神様が創造される時、そのような心情をもっ
神様を中心として、地上世界と天上世界が

て出発されました。
主体である神様が、「私が言えば、実体愛

一つになるのです。真の父母を中心として、

の対象が生まれる」と言われたのです。絶対

統一的立て札をもたらすことによって、ここ

信仰です。絶対愛の相対に会うというのです。

で一つになるのです。神様が創造される時、

愛の主人になるためには、相対がいなくては

絶対信仰、絶対愛、絶対服従をもって「た

できません。それゆえに、愛の前には神様御

め」につくられたがゆえに、私たちもこのよ
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うな全体、全般、全権、全能の基盤の上に立

信仰、絶対愛、絶対服従しなさいというので

たなければなりません。創造本然に戻ってき

す。服従とは、自分という意識がありません。

たので、ここで愛の対象を取り戻すために、
絶対信仰をもち、絶対愛、絶対服従の心情を

復帰の道がどれほど険しいですか。そこま

もって投入して忘れてしまうのです。神様が

できたことを蹂躙してはいけません。それで

なされたすべてのものを再び求めて、私たち

は、父母の資格がないのであり、新郎の資格

自身も神様の代身として、この世界に対して

をもてないのであり、兄さんの資格をもてな

絶対信仰、絶対愛、絶対服従しなければなり

いのであり、兄弟の資格をもてないのです。

ません。

そのような心情があるので絶対信仰です。絶
対信仰しなければなりません。絶対信仰、絶

皆さんの家庭は、歴史と天地を代表した家

対愛、絶対服従です。それで、先生が投入し

庭です。絶対信仰、絶対愛、絶対服従の上に

て忘れてしまって、時間さえあれば導いてあ

絶対、唯一、不変、永遠の家庭であり、そこ

げるのです。ですから、私がこのように思想

で神様をお迎えした永遠の家庭となり、それ

によって育てて、誰よりも愛する人を皆さん

が永遠の氏族になり、永遠の民族になり、永

に分けてあげるのです。

遠の天国になる時、地上天国時代から天上天
国に直結して一つの世界になるのです。

皆さんは、天使長の後身ですが、結婚する
相対がいますか。アダムの体を切って接ぎ木
してあげて、弟のようにして結んであげるの

(3)一体の基準は絶対信仰、絶対愛

です。そうです、サタンは、弟を打ち殺した
でしょう。ここは、どのようにしますか。弟

神様を愛で完成させて解放させなければな

を打ち殺すのですか。思いの限り生かすこと

らない道が復帰の道であり、真の父母が立て

が兄だというのです。それで、絶対信仰して、

た道というものを考える時、真の御父母様が

絶対愛して、絶対服従しなさいというのです。

神様の前に、絶対信仰、絶対愛、絶対服従の
道を行ったのと同じように、皆さんも真の御

蕩減の道が残っています。しかし、先生が

父母様の前に、そのような絶対信仰、絶対愛、

すべての道に大通りを築いておきました。皆

絶対服従の道を行ってこそ、先生が水平とな

さんの家庭が、すべてこの道を越えていかな

って従っていくのです。

ければならないのですが、先生が代表的にし
て、サタン世界のすべてのものに高速道路を

絶対信仰、絶対愛、絶対服従です。エデン

築いておいたので、真の父母を絶対信仰、絶

において、アダムとエバに願ったことが、与

対愛、絶対服従できる一体的心情圏を通じれ

えられた戒めです。「私が愛の相対を取り戻

ば、先生のあとに接ぎ木されて、先生が開拓

すためには、絶対的な基盤の上で万物を創造

した道を自由に越えていくことができます。

したので、その上に上がっていかなければな

ですから、絶対信仰、絶対愛、絶対服従です。

りません」ということです。ですから、絶対

アダム家庭において、神様が絶対理想からつ
くられたその基準を中心として、また真の愛
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の理想を中心としてつくられたその基準を中

服従です。それで、心身一体理想を成して地

心として、相対的な面において先生の相対と

上、天上天国の解放圏を築こうというのです。

なり、一体となってこの環境的個人を越え、

それが最後です。家庭定着のことをいうので

氏族、親族を連結するのです。家庭時代を経

す。地上、天上天国をつくって解放圏を築く

て親族時代に入りました。

のです。天とすべてを清算してしまわなけれ
ばなりません。

この方は、善の個人的な父母以上の父母で
あり、国以上の国であり、世界以上の世界で

皆さんと私が分かれる時が来るというので

あり、悪なる人々の父母以上、国王以上の方

す。自分たちは民家であり、先生の行く道は

になったという事実を知らなければなりませ

高い位置だというのです。縦的な位置に行く

ん。この方を支えて絶対的に愛することによ

ので、縦的な位置が横的に越えて入っていく

って、サタン世界、堕落した世界のすべての

ことができますか。続いて上がってくるべき

凶悪な環境も勝利的に越えていくことができ

ではないですか。角度が同じでなければなり

るというのです。このような主体的な方のみ

ません。角度がずれれば落ちるのです。それ

旨の前に、絶対信仰、絶対愛、絶対服従によ

で、絶対信仰、絶対愛、絶対服従、この縦的

って一つになっていくという決意を誓うこと

基準を中心として、絶対的に一つにならなけ

が、堕落した世界を救援して再創造する統一

ればなりません。絶対愛、絶対服従です。

教会の信条にならなければなりません。
どのようなことがあっても、先生が言う家
偽りの愛によって分かれた心と体を一つに

庭的基準において、神様が祝福してくださり、

することができるのは、真の愛しかありませ

すべての相続権を受け継ぐことができる人に

ん。真の愛を行うのです。真の御父母様の命

ならなければなりません。そのようになろう

令に絶対服従しなければならないのです。そ

とすれば、絶対信仰の上に愛を行わなければ

の上でこそ、そのことが可能なのであって、

ならないのです。絶対愛、絶対服従しなけれ

絶対信仰、絶対愛、絶対服従以下では不可能

ばなりません。一家を放棄し、一国を放棄し

なのです。

てでもこの道の前に立ち、アダムとエバに戒
めを命令しても守ることができなかった先祖

絶対に先生と離れてはいけません。絶対信

の恨を解いて、解放的勝利の家庭として、天

仰、絶対愛、絶対服従しなければできません。

国に直行する家庭にならなければなりません。

離れれば、皆さんにすきまが生じるのです。

それが、文総裁が許すことができる特使だと

すきまが生じてはいけません。では、先生は、

いうのです。特使、特権的特使を付与するの

信じるにふさわしいですか。私がそのように

です。これがうそなのかどうか、死んでみて

生きましたか、生きていませんか。

ください。がちゃっと引っ掛かります。その
ように深刻だというのです。

成約時代に家庭を定着させなければなりま
せん。そのために、絶対信仰、絶対愛、絶対
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人間が完成すれば神性をもち、天のお父様

三) 神人愛一体理想を成して
(1)神人愛一体理想が神様の創造目的

が完全であられるように、完全で神的価値を
成し遂げるのです。神様は絶対者ですが、真

真の愛の主体者であられる神様は、真の愛

の愛の理想は、一人では成し遂げることがで

の相対者として人間を立てました。神様の愛

きません。愛の理想は、必ず相対を要求する

の理想は、人間を通じてのみ完成するのです。

からです。ここで私たちは、神様の真の愛と

神様の創造目的は、神人愛一体の絶対的愛の

人間の真の愛の出発と完成が、お互いにどの

理想世界です。人間は、神様の最高最善の愛

ような関連をもっているのかを知らなければ

の対象として造られました。それゆえに、人

なりません。万一、神様が、真の愛の絶対的

間は、創造物の中で唯一、神様の実体をもっ

な対象体として人間を立てずに、他の方法を

た対象です。無形の神様の前に見える体で生

通じて御自身の真の愛の出発と完成を成そう

まれました。人間は、完成すれば神様の聖殿

となさったとするならば、どのようになりま

になります。神様が自由に、また平安に、い

すか。神様と人間の真の愛の理想は、各々動

つでも入って滞在なさることのできる有形の

機が異なるようになり、二つの愛の方向と目

実体です。神様の絶対的な真の愛の全体的理

的は異ならざるを得なくなります。

想は、人間を通じて、父母と子女の縦的関係
神様は、愛の根であり、生命の根であり、

によって実現し完成します。

血統の根であり、地上天国と天上天国の根で
神様の愛と人間の愛が、どこで一つになる

す。アダムとエバの結婚の時には、神様がア

のかという論理を、今まで誰も分かりません

ダムとエバの心に入っていって一体的愛を成

でした。これが分からなくては、「天のお父

されるのです。神様は、縦的な真の父母であ

様」という言葉は荒唐無稽です、荒唐無稽！

り、アダムとエバは、横的な真の父母です。

関係ないというのです。アダムとエバは神様

そのような二つの父母の血縁を受けて生まれ

の体です。それゆえに、アダムとエバが完成

たので、心は縦的な私であり、体は横的な私

すれば、男性の心の中には神様の性相が入っ

になるのです

ていき、女性の心の中には神様の形状が入っ

このようにして神人愛一体圏を形成するの

ていくのです。アダムとエバの実体の結婚式

で、心身一体愛を完成した者は、神様の息子、

は、神様の結婚式だというのです。霊界に行

娘になります。神様の王子、王女になれば、

ってみれば、それがはっきり分かります。

神様と父子の関係となって神様の全体を相続

知ることができなかったこのような理論が、

することができるのです。このような子女が、

すべて当てはまるのです。それゆえに、皆さ

真の愛を中心とした夫婦一体を完成すれば、

んが神様の愛を占領してこそ、その欲望がぎ

神様に侍って暮らす家庭になるのであり、そ

っしり満たされ、「これでよし」と言うので

の家庭は、平和と理想の基地になるのです。

す。

半分である男性と女性が一体となり、神様の
相対として理想愛を完成させるようになると
いうのです。
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すなわち、神様は、真の愛を中心として、

先生が最も苦心したこととは何ですか。神

人間を無限の価値者として完成させることに

人愛一体をどのように形成するのかというこ

よって、神様も真の愛の完成を成し、永遠の

とが一番の問題でした。理論的にどのように

理想愛が宿る創造理想世界を完成されるので

説明すべきかというのです。これが、解明で

す。

きなければ、理論的に体制が定着できません。
人間の愛の根本的位置が設定されなければ、

心身一体を成し、夫婦一体を成し遂げれば、

すべてのものがずれていくのです。

当然、神様に帰るようになっているのです。
真の愛の基盤は、神様を中心として定着する

神様の愛と人間の愛……。それが問題にな

ようになっています。それが完成統一一体圏

ります。神様の愛と人間の愛は、色が同じか

です。そこが統一の基盤なのです。そのよう

違うかという問題です。大きな問題です。神

になった場合には、神様自体も統一します。

様の愛と人間の愛が、どこで結びつくのです

神人一体を分離するものは何もありません。

か。これが、結びつかなければ、神人愛一体

それを分ける力はどこにもありません。

の拠点を見いださなければ、神様も人間も共
に定着できません。神様が喜ばれ、人間も愛

創造主と人間との真の愛を中心として、完
全、完成を願う神様は、人間と一体となる条

を通じて喜ぶ、そのような場が違った場合に
は、大変なことになるというのです。

件が必要でした。それで、神様は、人間始祖
に与える戒めが必要だったのです。人間が、

神人一体は、どのようにするのですか。神

成長期間を経て育っていく未完成段階にいる

様は、真の愛の縦的なお父様です。真の愛を

ことを御存じだった神様は、子女である人間

中心としたお父様です。そのようになれば、

に最も貴い真の愛を相続してあげようとされ、

神様が近いですか、遠いですか。皆さんの目

そのための条件が戒めでした。

に見えますか、見えませんか。なぜ見えませ
んか。近いので、より近い場合には、永遠に

(2)神人一体はどのように成されるのか。

見ることができません。霊界に行っても、神
様を見ることができないのです。だからとい

子女の完成基準、兄弟の完成基準、夫婦の

って、いらっしゃらないのではありません。

完成基準、父母の完成基準は、いったいどこ

いらっしゃいます。愛を見た人はいません。

で立てられるのでしょうか。神人一体圏は、

空気を見た人もいないのです。

いったいどこなのでしょうか。神様が息子、
娘として創造された人間が、成熟して一つに

先生が根本問題を追求する時、神人一体圏

なる場合に、神様はどのような立場になるの

は、いったいどこなのかを考えました。これ

ですか。これは重要です。宇宙の根本を明ら

は、重大な問題です。これを解決せずには、

かにするには、この内容を明らかにしなけれ

出発点と終結点が合わないのです。そのよう

ばなりません。それを解決できなければ大変

な中で、雷のようにきらりとひらめく悟りと

なのです。

は何だったのでしょうか。真の愛は、直短距
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離を通るということです。それはどういうこ

結婚は、なぜするのですか。愛を完成する

とかといえば、垂直は一つです。水平に対し

ためにするのです。横的に左右、東方と西方

て九〇度以外にはありません。これは最高の

を男性と女性だとすれば、その男性と女性の

直短距離です。九〇度なのです。

真の理想は、直短距離に通じることなので、
直面に対して横的な愛の直短距離というのは

原子世界は、陽子と電子を中心として回り

一つしかありません。それは、九〇度以外に

ます。分子世界は、プラスイオンとマイナス

はありません。これが、このように横になれ

イオンが運動するのです。その運動は、中心

ば、楕円形になるのでいけません。すべて同

を中心として運動するのです。男性と女性も

じではありません。平等な位置で、すべてが

運動します。何を中心として運動するのです

同じ基準として立つのは、九〇度以外にはな

か。愛を中心として運動します。神様と人間

いのです。神人一体という愛の結集場所とい

も運動します。神人一体という言葉は何です

うのは、九〇度以外にはありません。

か。合同という言葉も使います。何を中心と
して一体ですか。父子一体、夫婦一体とは、

神様は、御自身の体としてアダムを先に造

何を中心として言う言葉ですか。愛を中心と

られました。アダムは、神様の息子であると

して言う言葉です。

同時に、体をもった神様御自身でもあります。

父子間で、夫婦間で一体である、一体だと

それから、アダムの相対者としてエバを造ら

いうのです。それが神様と人間で神人一体で

れ、横的な愛、すなわち、夫婦の愛の理想を

す。何を中心としてですか。お金ですか、権

完成しようとされました。エバは、神様の娘

力ですか、知識ですか。それが愛だというこ

であると同時に、神様の横的愛の理想を実体

とは、間違いありません。何の愛ですか。真

として完成する新婦でもあったのです。

の愛、神様的な愛です。神様的な愛とはどの

アダムとエバが完成し、神様の祝福のもと

ような愛ですか。絶対的愛です。絶対的愛と

で結婚して初愛を結ぶ場は、すなわち神様が

は何ですか。永遠と通じるのです。永遠の愛

実体の新婦を迎える場なのです。アダムとエ

です。

バの夫婦の愛の理想が、横的に結実するその
場に、神様の絶対愛の理想が縦的に臨在、同

神人一体、神様と人との一体圏です。神様

参なさるので、神様の真の愛と人間の真の愛

が喜ばれる理想の基準と、人間が願う基準が

が、縦横の起点を中心として一点から出発し

食い違えば大変なことになるのです。正に、

て一点で結実、完成するのです。

正面で一体とならなければなりません。水平
で一体になり、垂直に一体とならなければな

アダムとエバは、どのような立場ですか。

りません。これを、前後、左右、九〇度に合

その立場は、私たち人類の横的な理想の愛を

わせれば、上弦と下弦と右舷と左舷、十二箇

中心として和合する位置であり、九〇度に合

所に九〇度の角度でどこに合わせても、すべ

わせる位置であり、焦点を設定する位置です。

てぴったり合うのです。

その位置は、この前後、左右、上下、どこに
合わせても合います。それは、どういうこと
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ですか。神様は、二性性相の主体であられる

縦横は、どこで一つにならなければならな

ので、その愛の焦点に合わせたアダムとエバ

いのでしょうか。天地合徳は、どこで展開す

の心の中に神様が入っていかれるのです。そ

るのですか。縦的基準の前で展開するのです。

れゆえに、堕落していない人間始祖の結婚式

愛が行く道は、直短距離を通じるのです。文

は、神様の結婚式になるのです。

総裁はこの一言を解決すること、これがどこ
で定着するのかという問題で、本当に苦心し

神様は、どこに入っていかれるのですか。

ました。宇宙の根本を解明するにおいて、縦

神様は、アダムの心の中に入られ、エバの心

的愛と横的愛があるということを知りました。

の中に入っていかれるのです。二性性相でし

なぜ分かったのでしょうか。垂直にさっと上

ょう。この二つが、一つの根を中心として入

がっていくことはできません。そのようにな

っていって打ち込まれるのです。そして、息

れば、私が身動きできずにぴたっとここに立

子、娘に連結します。愛で連結し、心と体を

たなければならないのです。

中心として、霊を中心として根を合わせるの

そこを離れて縦的に愛すれば、私がぴたっ
とこのようにならなければなりません。これ

です。
そこから生まれた愛の息子、娘が地獄に行

がどこに行って回るのかというのです。回る

きますか。誰も思いのままにできません。絶

ことができません。このような問題、どのよ

対的な体、絶対的な心、絶対的な霊、絶対的

うに連結させるのかという問題、天地の愛が

な男性、絶対的な女性が、絶対的な神様の愛

あれば、その愛がどのように合徳するのかと

を中心として、生命の起源であり、愛の起源

いう問題が大きい問題でした。しかし、一つ

であり、血筋の起源である生殖器を中心とし

分かったことは何かというと、愛は直短距離

て統一が展開するのです。

を通じるということでした。

アダムとエバは、見えない神様の二性性相

文総裁が宇宙の根本を明らかにしていく時、

から来たのです。見えない二人が一人のよう

最も苦心したことは何ですか。愛がどのよう

な立場に立っているのです。真の愛を中心と

に動き、どのように定着するのかという問題

して、一つになっているというのです。その

でした。愛は直短距離を通るというこの一言

ようになっているものは、男性格位と同じな

を知ることによって、すべてのことが解決す

ので、その男性格位の相対的立場に立った息

るのです。

子、娘を再現させるのです。それは、彼らが

愛が上から来て、天が高くて地が低いとす

成長して愛を中心として夫婦になる時、あの

れば、真の愛が天から地に訪ねてくる時、ど

上にいらっしゃった神様が、その場に共に降

のような道を通して来るのでしょうか。最大

りてこられて、一つは見えない父母の位置に

の直短距離なのですから、何ですか。垂直で

立ち、一つは見える父母の位置に立って愛で

すか。これは、垂直一つしかありません。直

一つになるためだというのです。

短距離です。愛が一番早くて直短距離を通る
というときに、それは、天上世界と地上世界
に接着する完全水平の中で一点しかないとい

2119 * 二千百十九

천성경

天聖經
Cheon Seong Gyeong
うのです。二つではありません。絶対的に一

ければ、神様の真の愛と人間の真の愛が異な

つです。

り二つの愛の出発になるので、二つの愛の方
向と目的地になるというのです。このように

神様の愛と人間の愛は、どこで出会うので
すか。その結着点はどこですか。そこは、愛

なる時は、神様と人間が願う絶対的理想世界
は見いだすことができません。

の結着点、生命の結着点、血統の結着点にな
るのです。そこでなければ、愛と生命と血統

結婚とは何ですか。自我の完成です。男性

を連結できる道がありません。その場は、い

と女性の完成と同時に横的なすべてのものの

ったいどこですか。男性と女性の生命が連結

完成です。ここで子女と兄弟がいるために、

するところです。男性と女性の血統、血が交

この線が入ります。兄弟がいて、夫婦がいて、

差するところです。神様の生命、神様の愛、

父母がいるので、天国の上弦下弦、右舷左舷、

神様の血統、そして、男性と女性の生命、男

前弦後弦が一つになって理想的球形となり、

性と女性の愛、男性と女性の血統がこの一点

神様は、結婚するここにぴたっと入られるの

を中心として連結するのです。これを中心と

です。家庭にとどまるようになっているとい

して子孫が生まれるのです。

うのです。神様が生活をしなければなりませ
ん。このスペースに入っていった球形のすべ

アダムとエバが善の子女をもつ真の父母に
なることは、すなわち神様が永存の父母位を

ての力は、この基準を通じないものがありま
せん。

実体的に確定されて、神様が人間の血統を通

それで、神様がどこにいらっしゃるのか、

じて子々孫々に繁盛することによって、天上

夫婦を中心にするとしても、どこにいらっし

天国の市民を無限に広げたいと思われた理想

ゃるのかという時、それは何ですか。子宮で

を成就なさるようになるということです。

す。そこにいらっしゃるというのです。愛の
根がそこにあるというのです。歴史始まって

(3)神人愛一体理想を正しく理解しな

以来、先生によって、霊界がこのように構成
されていて、このような内容によってなって

ければならない

いるということが明らかにされたのです。こ
神様が創造当時の理想として願った真の愛、

れは、誰も知りません。

その偉大な真の愛を中心として、人間との真
の愛の関係を結んで一つになることのできる、

アダムとエバの堕落は、神様の真の愛の理

このような神人愛一体の家庭を築いたとすれ

想を破った不倫の犯罪です。守らなければな

ば、今日私たちは、天国に行くのか地獄に行

らない戒めが必要だった堕落前のアダムとエ

くのかと心配する必要がなく、そのまま天国

バは、未完成段階、すなわち成長期間に堕落

にすべて入っていくようになるのです。

しました。人類先祖の初愛の結合は、神様御

ここで問題になることは、神様の真の愛と

自身の愛の完成でもあるので、当然神様も、

真の人間の真の愛が、主体的真の愛と相対的

アダムとエバも、宇宙万象も、歓喜と祝福の

真の愛として一つになって一点から出発しな

中で酔う幸福な祝宴の連続でなければならな
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いのです。神様の愛と生命と血統が、人間の

る時、そのようになることはできないという

中で始原を成しながら定着する、幸福な儀式

のです。

でなければなりません。そのような彼らが、
下部を覆って木の後ろに隠れて不安に震えま

四) 地上天国と天上天国の解放圏を

した。天道を拒む偽りの愛、偽りの生命、偽

(1)地上と天上天国建設は真の愛によって

りの血統の根源をつくった不倫の関係を結ん
アダムとエバが堕落しなければ、神様が何

だからです。

をしてあげようとされたのですか。神様が祝
神様が入っていかれる位置にサタンが入っ

福によって結婚式をしてあげ、神様が喜ぶこ

ていってしまいました。アダムとエバとサタ

とができる息子、娘を生むようにして、神様

ンが結婚したでしょう。同じことです。アダ

が喜ぶことができる家庭を編成し、これを繁

ムとエバが堕落しなければ、神様の真の愛と

殖させて氏族と民族を編成しようとされまし

人間の愛が一点で結着するのです。一点で出

た。これが、もっと広がれば、その世界は何

発しなければなりません。二つの点になれば、

主義の世界ですか。神主義の世界であると同

二つの世界になるのであり、二つの方向にな

時に、アダム主義世界です。

るのです。神人一体となって、一つの方向に

その世界に理念があるならば、これは、ア

行くようになれば、一つの方向に現れる個人

ダム主義理念であり、そこに宇宙観があるな

も完成であり、一つの方向に現れる家庭も完

らば、アダム主義宇宙観であり、天宙観があ

成であり、一つの方向に現れる氏族、民族、

るならば、アダム主義天宙観であり、生活観

国家、世界が完成するのです。愛で一つにな

があるならば、アダム主義生活観だというの

ります。これが、理論に合うのです。

です。そして、五色人種がいて、まだらにな
っていてもかまわないというのです。それは、

既成教会と統一教会が異なることは何です

環境によって変わったことなので、数多くの

か。統一教会は、神人一体の愛を中心として

民族の皮膚の色が異なっていてもかまわない

定着させたのです。既成神学では、神様は神

というのです。それでは、どうして数多くの

聖で、人間は俗であり罪なものとして定義し

民族の言語が変わったのですか。人類始祖が

ます。それでは、神様の愛と人間の愛がどの

堕落することによって、天は分立させたとい

ように一つになることができますか。それは、

うのです。

説明することができないのです。
絶対的な神様は何でもできると考えている

一つの国を見れば、国が形成されるために

ので問題なのです。したがって、キリスト教

は、その国の主権がなければなりません。民

が行くところは、血をたくさん流してきまし

族がいなければなりません。国土がなければ

た。神様の命令だとして、侵略して奪取した

なりません。そのような観点で、地上に天国

のです。独裁者を出しました。世界は、その

を実現するという問題をおいて考えてみると

ようにはなっていません。神様の本性から見

き、天国の主人は誰ですか。主権者は誰です
か。間違いなく神様が主権者です。そして、
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民族は誰ですか。民族は万民です。それでは、

平準化しなければならないのです。それは、

国土はどこですか。地球星です。

地上ではありません。霊界がすべて平準化し
なければならないのです。ですから、家庭的

先生が八十歳までの一代ですべてのものを、

平準化、氏族的平準化、民族的平準化、国家

霊界を完全に解放するのです。地上天上、夫

的平準化、世界的平準化、天宙的平準化にな

妻なら夫妻、家庭が天国に入っていくのです。

らなければなりません。それは、何によって

夫婦で天国に入っていかなければならないの

成されるのですか。男性と女性の家庭形成に

であって、一人で入っていくことはできませ

よって成されるようになっています。

ん。地獄の門、天国の門をすべて開いておい
て、戻りながら上がっていくのです。自分の

真の御父母様は、実体世界において、超民

先祖が列をつくって番人になり、案内してく

族的な祝福の因縁を中心として祝福していま

れます。

す。これが連結することによって、地上で個

昔は、サタンが自分の欲望を中心として穴

人解放、家庭解放、氏族解放、民族解放、国

を掘っておいて、千年も万年も行くことがで

家解放圏が築かれます。その解放圏は、霊界

きないようにしていました。そして、使いを

で築かれるのではありません。このように、

させるのです。今では、それをすべて撤廃し

天国の愛の国まで連結させることができる基

てしまいました。うそのようでしょう。その

盤は、地上にあるので、真の父母を中心とし

ようになるのです。見ていてください。なぜ

たすべての霊界と肉界が一つになり、統括的

ですか。霊界の事実がどのようになっている

な面において総清算して、個人祝福、家庭祝

のかすべてよく知っているからです。それを

福、氏族祝福、民族祝福、国家祝福、世界祝

しなければ、後代になって引っ掛かるのです。

福、天宙まで祝福の完成を成さなければなり
ません。

地上世界と天上世界の地獄まで平準化させ

それで、霊界と肉界の祝福家庭の一体化圏

なければなりません。その道を開拓し、平和

が展開することによって、堕落していないア

の天国基地まで、地獄の門を打破して天国の

ダムを中心とした天国理念の基盤が、歴史始

門を開門することができなければならないの

まって以来のすべての家庭を中心として同一

です。神様が自由自在に往来できるようにし

的な価値の位置で成立するのです。その地上

なければなりません、地上世界と霊界、どこ

天国の顕現と天上天国が顕現するところにお

でも……。地獄という恨の門は、神様には意

いて、神様が臨在されるのです。神様は縦的

味がないというのです。それをすべて押し倒

な父母であり、真の父母は地上を平準化でき

しておかなければなりません。そのことを誰

る横的な父母です。それで、「七・八節」を

が知っていますか。

中心として天地父母天宙安息圏を宣布して、

それでは、文総裁がしたこととは何ですか。

新しい時代が出発することによって、「九・

地上世界と天上世界の地獄までふさがってい

九節」を中心として完全に越えていかなけれ

た個人的門を壊してしまったのです。それで、

ばなりません。

ハイウェイを築いておかなければなりません。
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潮水が出ていく時は、悪いものが出ていき

や釈迦の群れも、すべて願っているというの

ます。入ってくる時は、一番後ろから出てい

です。ですから、統一的な方向を経なければ

ったものが先に入ってくるのです。蕩減復帰

ならないので、地上においても真の父母の役

するために、同じ水、同じ月を見れば、中間

事が世界的な基準に上がっていくようになる

に立ち、この二つが入って一つになる時、そ

時、すべての宗教の境界線はなくなり、統合

こにぴたっと引っ掛かるというのです。歴史

運動が霊界の動きに従って自動的に展開し、

的にこれが一時に水平になる時、プラス・マ

その結果が地上で現れるようになるというの

イナスのように祝福してあげることによって、

です。

サタンを完全に追放できるのです。偽りの父

それで、統一教会が世界主義になることに

母を追い出して真の父母と一つになるのです。

よって、どのようなことが展開するのかとい

それをしたがゆえに、地獄を撤廃して霊界

えば、霊界の霊人たちがみな霊界にいるので

にいる先祖を結婚させてあげるということが

はありません。その目的は、地上で完成して

起きるのです。今、数億、数百億、数千億が

逆に入っていかなければならないので、すべ

結婚するのです。霊界を天国にリードするの

て再臨します。すべて地上で活動するのです。

が私たちの先祖です。地上の後孫は、父の位

世界に広がっている統一教会の食口が先頭に

置と息子の位置を縦的に真の愛を中心として

立って、「動きなさい！ 動きなさい！ 動

一つにするのです。東洋と西洋を連結させる

きなさい！ 動きなさい！」と言うことが、

ことができる始発点が、真の愛を中心とした

数千億になる霊界の霊人たちの願いなのです。

家庭基盤です。

ですから、ここに合わせて霊界と一つにして
おけば、神様が主管する世界になるのです。

これから国家、民族的なグループが連合で
きる時代に入っていくのです。それで、地上

真の父母の名前の前に、一つの統一された世
界が永遠に継続されるのです。

の国と氏族、家庭が連合して統一圏に越えて
いくのです。このように越えていくことによ

今、霊界の解放圏まで成し遂げました。霊

って、世界は急速に変わります。ここに反対

界と地上の平準化運動を、今しているという

する人々は、サタンが来てほっておきません。

のです。春が訪ねてきます。天国の春、地上

今までサタンは、地獄に連れていこうとしま

の春が訪ねてくるのです。今までは、天国に

したが、天国に連れていくというのです。こ

春が来て、地上は夏だったのですが、今は、

のように協助して、先祖まで天国に連れてい

地上で夏が行き、冬が行き、永遠に続く天国

こうとするので、天国に行くことを妨害する

の幸福の理想、すべてを消化して新しい生命

者が存在しません。解放圏ができることによ

を復活させることができる春の季節が地上に

って、急速に未来の世界化時代に越えていく

訪ねてくるので、地上には、平和の時代が訪

というのです。

ねてきます。それで、統一教会の先生が今し
ていることは何ですか。「世界平和統一家庭

霊界は、真の父母主義とアダム主義が現れ
ることを願い、イスラムの群れや孔子の群れ

連合」をはじめとして、すべて「平和」とい
う言葉が入っているのです。
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今、解放時代を迎えたということを考える

らば、ごみ箱までも自分の心に合わないもの

時、この地球を中心とした宇宙が、どれほど

がなく、すべて「良い」と言うことができる

称賛しているか分かりません。どれほどきょ

立場にならなければなりません。それでこそ

うを喜んでいるか分かりません。それで、今

解放されるのです。それが引っ掛かれば解放

年に入ってきょうまで、祝賀する雰囲気一色

されません。

になったと思うのです。今、私たちがしよう
とするすべてのことは、天運が従っていきな

真の愛を完全にもってこそ、神様が創造な

がら助けてくれるのです。天運をつかもうと

さったこの世界のすべてのものを、私が再現

努力していますが、天運が私たちのあとに従

させることができます。それは、どういう意

いながら助けるというのです。これは何かと

味ですか。真の愛の完成を成した人は、神様

いうと、神様と霊界が、数多くの先祖と数多

のようにつくってみたければつくり、なくし

くの善の人々を動員して、この地を助けるこ

てみたければなくして、思いどおりの生活を

とができる時が来たというのです。解放圏を

することができるというのです。何であって

成すことができ、変革できる時代が来たとい

も自由自在にできます。直感をもって、全能

うのです。

的な体験をすることができるというのです。
真の愛をもてば、すべて征服できます。神

(2)解放圏を完成することを誓おう

様も征服でき、サタンも征服できます。です
から、先生を通して神様が解放されるのであ

神様を何によって解放するのですか。力に

って、神様を通して先生が解放されるのでは

よってですか。知恵によってですか。神様解

ありません。ですから、霊界で堕落の時から

放とは何ですか。北朝鮮にいた人々が韓国に

取り戻そうとしてきたその価値的なすべての

来て喜び、韓国にいた人々が北朝鮮に行くよ

ものを、地で成し遂げようというのです。そ

うになれば、北朝鮮が解放されて韓国が解放

のことが成されれば、天地がひっくり返りま

されるでしょう。それは何ですか。神様は、

す。

あの天国の玉座にいらっしゃいますが、サタ
ン世界の家庭、あのどん底でも喜ばれます。

先生の八十年の生涯で、神様を解放しなけ

貧しく暮らす人の家庭に行っても、誰彼問わ

ればなりません。そのようにしようとするの

ず、神様を第一に侍れば喜んで幸福を感じら

で、霊界から地上世界に至るまで、すべて蕩

れるというのです。

減復帰し、解放圏のためにイエス様が死んだ

そして、今まで統一教会においては、この

事実を解いておかなければならないのです。

ような歴史過程を経ながら、先生を中心とし

そうでなければ、再臨する道がないというの

て解怨成就の話をしてきましたが、解怨とは

です。キリスト教文化圏によって統一天下が

何ですか。解放しようというのです。ごみ箱

できる時は、すべての条件を越えていけます

のどん底に入っていっても、そこに神様が共

が、統一天下ができない基盤において、来ら

にいらっしゃることができる喜びの場がある

れる主人に侍ることができずに反対する時は、

のかというのです。心を解放しようとするな

すべてサタンの罠に捕らえられていくのです。
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それゆえに、文総裁は、荒野に追い出されて

私たちの先祖が真の御父母様です。真の御

一人です、一人。父母までも私を理解できま

父母様の恩恵によって従っていくのです。あ

せんでした。ですから、ここから再び上陸し

の下の霊まですべて清算しなければなりませ

て、歴史的なすべての蕩減路程を四十年以上

ん。これが、二次になる時は、完全に門を越

歩んできたのです。

えていくことができます。蘇生、長成、完成
を越えれば、三次、この二〇〇〇年までに真

先生の時代は、すべてのものが解放です。

の御父母様は、この地に真の父母として来て

すべてのものが解放された位置に立ちました。

偽りの父母が傷つけたすべてのものを整備で

その解放された価値は、到底言い表すことが

きるように、一つの新しい天地法を発表しま

できません。歴史時代に数多くの先祖から、

す。天地解放法です。

神様の分別的歴史の価値を積み重ねて、積み

それで、最近、「家庭盟誓」の文に八節が

重ねて、積み重ねて解放圏をつくったという

加えられたでしょう。「成約時代を迎え、絶

事実を考える時、それ自体である私たち祝福

対信仰、絶対愛、絶対服従によって、神人愛

家庭は、全体の解放された位置にいるので、

一体理想を成し、地上天国と天上天国の解放

すべての被造世界の汚れたものから光栄なも

圏を完成することをお誓い致します」です。

のまで、全体を身代わりした祭物だというの

解放ではなく、解放圏です。皆さんの家だけ

です。祭物のような位置に立っているという

ではいけません。皆さんの国、皆さんの世界

ことを知らなければなりません。

を、地上で完全に責任をもたなければならな
いのです。

心情圏は、どれほど素晴らしいところです
か。億千万金を与えても買うことができませ

真の御父母様の勝利圏を相続しようとする

ん。地球ほどのダイヤモンドを与えても買う

ならば、絶対服従、絶対従順、絶対信仰で生

ことができないのです。そのように貴いので

きなければなりません。血を流して、汗を流

す。宇宙を与えても取り替えることができな

して、すべてのものを犠牲にしても、真の御

いほど貴いのです。心情圏を中心として、主

父母様のために生畜の祭物になるという心情

体と共に相対関係を結ぶので、宇宙が私のも

一致圏を中心として、真の御父母様が愛する

のになるのです。神様までも私のものになる

以上の愛をもっていてこそ、真の御父母様が

のです。そのような人間の価値基準を自ら知

解放されるのです。真の御父母様が人類を愛

って、その中で解放者として天宙を闊歩しな

する以上に愛する、そのような社会になって

がら、愛で抱いてすべてを指示し、私の要請

こそ、神様の解放圏が生じるというのです。

によって天下万象が和合し呼応する、そのよ

そのようなことができる息子、娘をもつこと

うな自由解放圏をもつことができる人間の特

によって、初めて息子、娘を称賛し、息子、

権が、どれほど驚くべきものなのかというの

娘を愛しながら自分が喜ぶことができる解放

です。これが統一教会の誇りです。

圏が生じるというのです。
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神様を軸にした東西南北三六〇度の平面圏
は、永遠不滅の九〇度が定立するのです。絶
対、唯一、永遠、不変の四大圏が成立すると
いうのです。絶対は東、唯一は西、永遠は南、
不変は北で四大圏です。この四大圏が、絶対
心情の中心に平面の九〇度を立てれば、それ
をどのように延長させて回しても、妨害にな
るものがないのです。地上天上、東方を中心
として、逆にこれを一八〇度反対に回しても
同じです。東西南北を反対にしても、天宙の
すべてが共に和合するというのです。そこに
反発する障害物は、一つもないというのです。
それが解放圏です。分かりますか。解放圏で
す。地上天国、天上天国の解放圏とは、その
ことをいうのです。

偉大だということは、顔や体が偉大なので
はなく、思想が偉大なのです。神様までも動
かざるを得ず、神様までも私についてこなけ
ればならないという精神、それが偉大なので
す。愛の目的を達成できない神様を、私は愛
で解放することを主張するのです。愛の目的
を成就できない恨をもった神様が、今日レバ
レンド・ムーンと出会って解放されたという
ことは理論によるものです。妄想ではありま
せん。体系的な理論、科学的なデータによる
実証的結果によってこれを主張するのです。
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