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イ
ギリスにとって大いなる混

乱の時代のことでした。カ

トリックとプロテスタントの

抗争が激しく続き、大勢の人々はあれこ

れと考えるしかありませんでした。どっ

ちつかずの人や、疑問を抱く人も沢山い

ました。疑う人もいました。自由になり

たいと切に願うものの、長年強制されて

きた因習の型から放たれるのを恐れる人

が沢山いました。彼らは、真理のために

立ち上がろうとする人を何よりも必要と

していたのです。イエスの教えをただ実

践し、従う人を。

　　私は若く、教養がありました。本を

読み、聖書を勉強していました。多くの

書を読み、私は、ある単純な真実に出会

いました。人の道や人の知恵は必ず滅び

るものの、神の真理、私たちの救い主で

あり主なるイエスの御言葉は永遠に生き

続けるということです。私は、人の思い

を本当に変えるには心を変えなければな

らないことに気づきました。でも、それ

ができるのは神様と、その奇跡を行う力

と真理しかありません。

　　主が私に示してくださった真理を実

践することこそ、私の義務と感じ、それ

以外は何もできませんでした。私は若

く、固い意志と霊を抱いていました。真

理のために戦うには命を懸けるのもいと

いませんでした。主の素晴らしい御言葉

を読めば読むほど、その言葉は私の心の

中で明るく生きていき、命を捨てること

になっても、無のために生きるよりは何

かのために死ぬほうが良かったのです。

　　その頃、裏で政治的な操作が多く行

殉教者の道

「イエスはあな

たの命令にいつ

でも従う特権を

私にくださいま

した。彼らは私

を九日女王と呼

びましたが、私

がイエスの宮廷

とダビデの軍隊

で女王になると

は思ってもいま

せんでした。」
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われており、巧妙に政治を

動かそうとしたり、権力や

王座を手にしようとする試

みが沢山ありました。私と

素敵なギルフォードにとっ

ては、最初から勝算などほ

とんどありませんでした。

けれども、これらすべてに

イエスは計画を持っておら

れ、より大いなる目的があ

り、私たちはそのご計画の

一部でした。主は私たちが

生きた短い人生のためだけ

ではなく、死においてもご

計画があり、私たちを力強

い証し人として使われまし

た。

　　私たちの死は、当時の

暴虐や腐敗に対する大いな

るテスティモニーのためで

した。イエスは私の心に安

らぎを与えて、信仰と信頼

と、主のみが与えたもうゆ

るしさえ抱いて死刑執行人

に会えるようにしてくださ

いました。禁固されて過ご

した何ヶ月の間、イエスが

私の心を準備してください

ました。困窮の思える中

で、絶えずいと近き助けと

なってくださいました。

　　私たちの殉教は、腐敗

した体制と、その体制を指

示している者たちに対

する証しであり、神の

真理に敵対して戦おう

とする者たちに対する

神の裁きをもたらしま

した。

　　メアリーは王座を

主張しましたが、彼女

は心の中では真理を

知っていたものの、自

分の利得と、体制を喜

ばせるために確信を妥

協したので、安らぎが

得られませんでした。

　　私たちを死刑に処

した裁判官も真理を知って

おり、あの後大きな変貌を

遂げました。真理は必ず最

後には勝利するものです。

メアリーや裁判官や、利己

的で世俗的な道に身を委ね

ていたその他の人々たちに

ついて言うと、私たちの死

によってすべて終わったわけ

ではありません。彼らは神の

御手を一蹴することなどでき

ません。

　　裁判官は私が死刑にさ

れた後、気が狂ってしまい

ました。私が後をついてま

わっているかのように霊気

が感じ取れたといいます。

確かにつきまとっていたか

らです！　彼らは私たちの

体を殺しましたが、私たち

自身は生き続けました！　

あの頑固な男は神と戦おう

と一生懸命骨を折っていま

したが、自分の強情なしつ

こさのゆえに苦しむことに

なりました。今の彼は全能

の神ご自身に対して清算し

なければなりません。今の

彼は自分の道が誤っていた

のがわかっています。

　　あんなに若かった私が

確信のためにあれほども堅

く立ち上がれた理由が理解

できない人が大勢いまし

た。イエスが、あの最後の

日々の私を助けてくださっ

モーガン裁判官

モーガン裁判官は、ジェーン妃を死刑に処したが、その少し後、気が狂
い「ジェーンを追い払ってくれ」としょっちゅうわめいていた。そして
自分の命を絶ったのだった。

－－Fox’s Book of Martyersより
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たのです。私自身の力では

ありません。私自身が非常

に強かったのではなく、神

様の恵みのみでした。神様

は敗北のように思えたもの

を大いなる勝利に変えられ

ました。私は自分の力で自

分の境遇を変えることはで

きなかったので、肉体的な

逃れ道は与えられませんで

した。私がすごく勇敢だっ

たとか、他の人たちと違っ

たわけでは全くなく、主が

その恵みを注ぎ出してくだ

さっただけです。政治が深

くからんでいて、私のまわ

りの腐敗していて陰険な

人々は、どちらにしても私

を死刑にしようと企んでい

たのですから。私は、必要

じ込められていた時間は、

私の最も熱心な祈りへの答

になりました。愛する人た

ちに対して、魂の責任を果

があればイエスがダニエル

をライオンの口から守られ

たように私を救い出せると

いう固い確信はありました

が、私の殉教を通して当時

の邪悪な体制がさらに暴露

されることこそ、主のご計

画でした。死を通し

ても私は自分の信仰

を貫いていました。

私は後生に残る宣言

をしていたのです。

　　最後の数ヶ月、

ロンドン塔で過ごし

た 暗 く み じ め な

日々、イエスは私の

心を準備し、人知を

超える安らぎをくだ

さいました。主の愛

の温かさと光を豊か

に注ぎ出してくだ

さったので、周りの

湿気や寒さがほとん

ど気にならないほど

でした。確かにあた

りはじめじめしてい

て寒いし、それを感

じましたが、主が守

り通してくださいま

した。

　　ロンドン塔に閉

たしたいという願望を満た

してくださったのです。こ

れはほとんど手紙を通して

行ないましたが、紙に書く

ことによって、後になって

から彼らが嘘のために生き

るか、私と同じように真理

を受け入れるかが自分で決

断できるように、彼らが

ずっと持っていてじっくり

考えられるものを残してい

たわけです。これは主が恵

み深く私に許してくださっ

た、私の心の願いでした。

その手紙ゆえに、それ以

来、私は、親族をはじめ数

多くの人々の人生や心の中

に生き続けることができた

のです。当時の私はまさか

あれらの言葉がこれほども

大きな影響を与え、こんな

に沢山の人生が影響を受け

るとは知りませんでした。

　　これは腐敗と虚偽で満

たされたこの世界、私が何

よりも嫌悪した世界、肉の

やり方や肉の思いの世界、

競争や軽薄な生き方の世

界、偶像や束縛や死んだ宗

教の世界を去った時の私の

喜びでした。私は嘘のため

当時の私はまさかあれらの言葉がこれほども大きな影響

を与え、こんなに沢山の人生が影響を受けるとは知りま

せんでした。
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に生きるよりは真理のために死にまし

た。

　　まわりのすべてが偽善であり、腐

敗した体制と人間の邪悪な道がはび

こっていて、邪悪な人々の強欲が普及

し、人の信仰や宗教が欲や恐れや偶像

礼拝で支配されている時、あなたは何

かをしなくてはなりません。これこそ

死をいとわずに私に信仰を貫かせたも

のでした。私は若かったけれども、た

とえ死んでもキリストと真理のために死

ぬことは益であると知っており、解放さ

れて幸せでした！

　　私が空中で主と対面した

あの日は、なんと栄光に満ち

た日だったことか！　あの素

晴らしい再会はあまりにも尊

いものです。斬首はそんなに

困難な死に方ではなく、素早

く終わって、私はほとんど痛

みを感じませんでした。イエ

スが安らぎで満たしてくだ

さったので、直前もあまり不安ではあ

りませんでした。

　　私は愛するギルフォードと感動的

な、愛に満ちた再会をして、天国の流

儀の指導を受けました。それから、本

当の仕事が始まったのです。イエスは

霊の世界から仕事を続けさせてくださ

いました。地上にいた時にはできな

かった方法で人々の人生に触れ、心に

働きかけられるようになりました。

やっと政治的な策略や腐敗した人々の

やり方を黙認することから解放され、

主の御仕事を自由に行なえるようにな

りました。

　　親愛するファミリー、恐れること

は全くありません。すべての預言者や

殉教者や聖徒たちがあなたのそばにい

ます。神が御名のためにあなたに苦し

　　ひざまずいた彼女はフェックナムの方を

向いて、「この詩篇を朗読しましょうか？」

と尋ねると、彼は「はい」と言った。彼女は

「ミゼレーレ・メル・デウス（詩篇５１

篇）」を最後まで英語で熱烈に朗読した。そ

れから立ち上がり、手袋とハンカチを、少女

のエレンに、本をブルージュ夫人に渡した。

続いてガウンのひもをほどき始めた。処刑人

が手伝おうと申し出たが、彼女はそれを断

り、２人の侍女が上着とネッカチーフを外す

のを手伝ってから、目をおおうためにきれい

なハンカチを渡した。処

刑人がひざまずいて彼女

のゆるしを求めると、彼

女は喜んで彼をゆるし、

「素早く処分してくださ

るように願います」と

言った。

　　それからひざまずい

て、「横になる前に済ま

せてくださいますか？」と言った。

　　処刑人は「それは出来ません」と答え

た。

　　彼女はハンカチを目の回りにくくりつけ

てから断頭台を手で探りながら、「どうすれ

ば良いのでしょう？　台はどこですか？」と

言った。

　　そばにいた人が台まで導いてくれたの

で、彼女は頭を断頭台の上に横たえて、体を

伸ばしてから、「主よ、あなたの御手にわが

霊を委ねます」と言った。

　　こうして1554年2月12日、１７年ほどの

彼女の人生は終わった。このようにして

ジェーン妃は断頭され、妃の夫でもあり、

ノーサンバーランド公の息子のギルフォード

公も共に断頭された。

――Fox's Book of Martyrsより
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ジェーン・グレー妃（1537-54）

むように要求されることが

あっても、恐れる必要は決

してありません。神はあな

たがたを耐えられないよう

な試錬に会わせることはな

いのです。また覚えていて

ください。ほとんどの人

は、生きた殉教者、毎日他

の人を勝ち取るために命を犠

牲として捨てるのをいとわな

い証し人となるよう召されて

います。

　　私は死んでからダッド

と知り合う光栄に恵まれまし

た。殉教した時の私はまだ

ティーンだったので、ダッド

は特に私のことをもっと知り

たいと思いました。私は当然

ながら、ダッドが天国に来た

時から特に会ってみたいと

思っていました。ファミリー

が初めてイギリスに来た時、

チンブルック・ロードやブロ

ムリーやメードストンの頃か

ら興味は持っていました。あ

れ以来、ずっとファミリーの

進展を見守ってきました。

　　イエスはあなたの命令

にいつでも従う特権を私に

くださいました。彼らは私

を九日女王と呼びました

が、私がイエスの宮廷とダ

ビデの軍隊で女王になると

は思ってもいませんでし

た。私はあなたの命令を受

ける女王であり、この光栄

を大切にしています。私は

恵まれています。そして、

愛するファミリー、あなた

のそばで戦う準備ができて

います。

　　９日間、イギリスの女王を務めた。ジェー

ン妃が１５歳の時に、イギリスの有力な宮内長

官ノーサンバーランド公は、息子のギルフォー

ド・ダドレーとの結婚を手配した。宮内長官は

慢性的に病的な状態にあった若い国王エドワー

ド６世の死と共に、ジェーン妃を使って王位継

承順位を変えた上、彼女を通して国を支配しよ

うという意図だった。エドワードは結婚を認

め、ジェーン妃が王位継承者であるという証書

の証人も確保した。国王が1553年7月6日に死ん

だ時、ジェーン妃の即位が宣言されたが、エド

ワードの異母姉妹のメアリー・チューダーがこ

の継承順位に異議を唱えた。ジェーン妃はその

結果としてロンドン塔に幽閉された。妃と夫は

反逆罪のために告発され、1554年2月12日に２人とも断頭された。ジェーン妃が

１７歳の時のことである。

――Microsoft (r) Encarta (r) 98 Encyclopediaより
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処刑される前夜に、ジェーン妃が妹キャサリンに送った手紙。

これは新約聖書の最後にギリシャ語で書かれていた。

　　「妹キャサリン、見た目は金箔で飾り立てられてい

ませんが、中身は宝石よりも価値ある本を、こうしてあ

なたに送ります。愛する妹よ、この本は主の律法が記さ

れた本です。主の契約と最後の遺言書であり、主はこれ

を私たち哀れな人間に遺贈してくださいました。永遠の

喜びの道へと導いてくれるものであり、良い心をもって

読み、従おうと熱心に決意すれば、不滅で永遠の命をも

たらしてくれるでしょう。生き方と死に方を教えてくれ

るでしょう。悲惨なお父様の土地を所有することから得

られたものよりも多くのものを得させてくれるでしょ

う。ダビデのように、主なる神の律法を理解するように

望んでください。

　　この世には公然と反対し、悪魔を否定し、肉をさげ

すみ、喜ぶ時は主のみによって喜んでください。私のよ

うに、キリストの内に喜びなさい。主人であるキリスト

の足跡に従い、十字架を負いなさい。あなたの罪をキリ

ストの背に委ねて、常に主を抱きしめなさい。私の死に

ついてですが、私がこの腐敗から解放され、朽ちない衣

を着ることができるゆえに、私と共に喜んでください。

命を延ばそうとして主の真理を否定すれば、神はあなた

を否定して命を縮められるでしょう。主にしっかりつな

がっていれば、主はあなたの慰めとご自分の栄光のため

にあなたの命を延ばされます。神は今、私をこの栄光へ

と連れて行かれ、あなたも神の御心の時に連れて来られ

るでしょう。妹よ、さようなら。神だけに信頼を置きな

さい。神だけがあなたを助けられるからです。」
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ライオンの口

僕
の名前はヨセフです。皇帝

が改宗する直前のローマ帝

国の時代に生きていまし

た。あれはつらい時代でした。人々は救

いを非常に必要としていました。ローマ

は悪い霊やあらゆる汚れたものにふけっ

ていて、民衆は深い暗黒に包まれていま

した。

　　でも僕と家族と友達にとっては興奮

させられる時代でした。真理を知ってい

たし、真理を宣べ伝え、自分たちが正し

いことを知っていたからです。これが僕

らを導く灯りであり、霊感であり、僕ら

を駆り立てた力であり、がんばり続けさ

せてくれました。まわりのすべてが暗

く、見込みがない時に、自分は他の人が

切実に必要としていたものを持っている

のを知っていると、目前でライオンの吠

えていても、耐え抜く安らぎと確信が与

えられるのです。

　　カタコンベで暮らし、隠れて集ま

り、常に警戒していなければならず、常

に信用できる人が誰かわからず、誰が裏

切るかわからないような時代、これは僕

にとってはらはらさせられる時代でし

た。僕は若くて活力や情熱やエネルギー

であふれていて、真理で爆発しそうだと

感じる時もあったほどです。それにふさ

わしい時が来るまで待たなければならな

いのは知っていましたが、まわりに暴虐

や、嘘や、痛みや苦しみや、偽善や流血

や、イエスの真理を知らずに死んでいく

大勢の人々があふれているのを見ると、

神の真理のために信仰を貫こうという刺

激を受けました。正しい大義のために生

きているのは僕らのほうだと知っていた

「ローマの護送兵

が僕らを闘技場の

中へと連れ出した

時、一瞬だけ僕に

は幼い妹の顔がち

らっと見えまし

た。…」

ヨ
セ
フ
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からです。これらのことを

どう伝えるかという手段に

ついては、気を付けなけれ

ばなりませんでした。大い

なる知恵を用いて、へびの

ように賢く、はとのように

素直に振る舞わなければな

りませんでした。

　　しかし民衆の前で立ち

上がって大胆に語り、ロー

マのすべての権力に対して

よりも神への愛と忠誠心を

宣告して、最後の栄光の閃

光として去っていくこと、

これは僕の生涯で最も興奮

させられる機会の一つでし

た。あの最後の証しの興奮

感、立ち上がって民衆に説

教すること、自分は正しい

ことを行なっていて、切実

に助けを必要としている国

に対して正しいことを伝え

ているのを知ることから来

る刺激、これらの興奮感は

僕らを興奮とエクスタシー

の絶頂に高揚させてくれま

した！　何という恍惚感で

しょうか！

　　誰もがそれぞれ召しを

受けていますが、最後の証

し人として選ばれた僕ら

に、イエスは、この時のた

めに恵みと栄光と超自然的

な力をくださったのです。

まるで、究極の恍惚感のよ

うでした！　自分は魂を勝

ち取っていて、真理を語っ

ているのであり、この真理

は敗れることがないのを知

ることから来る興奮です！

　　ローマの護送兵が僕ら

を闘技場の中へと連れ出し

た時、一瞬だけ僕には幼い

妹の顔がちらっと見えまし

た。つかの間でしたが、妹

がためらいと恐れの誘惑に

かられていて、恐れている

のを感じ取りました。これ

を見て感情がかきたてら

れ、僕は歌い出して一同を

導きました。すると直ちに

恐れは消え去りました！

　　僕が幼い妹のナオミの

手を握ると、ライオンが闘

技場に放たれました。しか

し僕らの戦いの讃美歌は観

衆のどよめきよりも高く響

き、僕らは力づけられまし

た！　まるで空中に舞い上

げられ、天の高き所へと運

ばれたかのようです。今日

の世界で比べられるものは

何もありません。地上の刺

激や興奮感の内、あの一瞬

の興奮と比べられるものは

ないのです。イエスの御心
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であれば、ライオンの口を

閉ざすことができるのを

知っていましたが、僕らの

召しは違いました。僕らは

肉体的に救い出されるよう

に召されていたのではな

く、証しになるように召さ

れていたのであり、霊の内

に救い出されることによっ

て大勢の人が救われるため

でした。そして彼らは救わ

れました！　ローマは改宗

したのです！

　　僕はあの日、最後の方

に死にました。妹をしっか

りと抱きしめながら、僕ら

の兄弟の体にライオンの牙

が刺さるのを見る度に、毎

回、一撃ごとに天使たちの

歌声が聞こえました。鐘が

鳴り、チャイムが響き、天

国からのメロディーが聞

こえました。僕らが

歌っていた歌を完璧

なタイミングで演

奏してくれてい
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たのです。まるで伴奏して

くれるバンド、つまり天国

のオーケストラがいるかの

ようでした！　生涯でこん

なに素晴らしい音楽を聴い

たことはありません！

　　僕らは天国から一様に

流れてくる明るい光にすっ

ぽりと囲まれました。この

白くて温かく、心をなだめ

てくれる光は、どんな傷も

痛みも取り去ってくれまし

た。事実、誰も痛みを感じ

ていませんでした。とても

良い気持ちです。あまりに

良い気持ちなので僕らはほ

ほ笑むしかできませんでし

た！　恐れがすべて消え

去ったので、あんなに大き

くほほ笑むことができたの

です！　誰か１人が倒れる

度に、空中へ舞い上がって

いき、イエスの御腕の中へ

と真っ直ぐ引き上げられる

のが見えました。

　　イエスと神と大勢の聖

徒たちが、僕たちを歓迎し

ようと大手を広げて天で

待っていました。天が開か

れ、その情景が見えまし

た。こうして僕たちはさら

に大きな声で歌い、互いに

声援を送り合いました。栄

光に満ちた日でした。つい

に自由になれるのです！

　　するとまた、ある事が

僕と妹に起こりました。こ

れは主からの余分の祝福

だったのがわかります。こ

の最後の瞬間まで、僕は観

衆をまったく意識していま

せんでした。確かに彼らの

叫び声は聞こえましたが、

僕らはこういう興奮感や恍

惚感に包まれていたので、

観客席の人々を認識すらし

ていなかったのです。

　　天に引き上げられる時

が来る直前に、観衆の中で

一番近い所に座っている何

人かの目と目が合いまし

た。彼らの目を深くのぞき

込むと、自分の奥深くに感

じている愛と安らぎが、彼

らの魂そのものにしみ込ん

でいるのがわかり、彼らが

完全に変えられたのがわか

りました。彼らの驚きが目

に見え、メッセージが伝

わったのがわかりました。

まるでその場で改宗してい

るのが見えるかのようで

す。実際、改宗した人が沢

山いました。目の前の光景

に非常に感動し、あっけに

とられ、困惑していまし

た。それを見て、僕は、彼

らが残って仕事を続けるよ

うに残された兄弟たちから

御言葉を受け取る準備がで

きているのがわかりまし

た。

　　また、不安気で、途方

に暮れている見物人もいま

した。これもまた神の御手

が彼らの人生に働きかけて

おられ、決断させようとし

ておられたのです。僕らの

死が観衆に対してどういう

影響を及ぼしているかをこ

の目で見たのは特別な喜び

でした。この冷淡で無情な

群集は、冷酷で救う見込み

などないように思えました

が、あの日救われた人は沢

山いました。大勢が救わ

れ、全員が決断に迫られま

した。誰も心の中で何らか

の決断をせずに闘技場を去

ることはできませんでし

た。

　　イエスのための証しに

なるという栄光と栄誉は与

えられ得る最大の使命で

す。証しのスリルや、魂が

救われたり、人生が変えら

れたのを見たり、世界を変

える何かを行なっているの

を知ることは、最大の使命

です。真理を宣べ伝えるの

はすべての恍惚感の内、最

高の恍惚です。自分が正し

いと知っているのであり、

誰もそれを取り去ることは

できません。

　　闘技場で信仰を貫いた

あの素晴らしい日に、イエ

スは僕らにすべての賜物の

内で最も尊い賜物、つまり

信仰の賜物をくださいまし

た。僕らの信仰はこの世を

征服した勝利であり、今も

この世と、真理に反抗する

すべての世の人々を征服し

続けています。勝利は僕ら

のものであり、この勝利は

僕らの信仰です！
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愛のために死ぬ

僕
はイエスについて何も知らな

い若いティーンでしたが、イ

エスのために立ち上がった、

ある人への愛のために殉教しました。

　　僕は宮廷にいる、ある貴族の侍従でし

た。彼は皇帝にとって息子のような存在で

した。僕は彼にとって召し使い以上のもの

であり、友達同士であり、彼は僕を信用し

てくれました。ある日、彼はクリスチャン

の見本を見て、イエスの愛を感じた後に改

宗しました。彼が僕に何が起こったのかを

説明する間もなく、皇帝が彼の改宗のこと

を耳にしました。それで彼は牢獄に連れて

行かれ、直ちに処刑される予定でした。彼

は信仰を否定するかどうかの選択を与えら

れました。僕は彼が何のために戦っている

のかは知りませんでしたが、彼があんなに

堅く信仰を貫いたのを見て、彼は容易に自

分の人生を危険にさらす人ではないと知っ

ていたので、きっと真理を見出したのだろ

うと確信しました。僕は、死ぬまで彼につ

いて行こうと決心しました。彼が見出した

ものは、僕が今捨てようとしている空しさ

すべてよりも価値あるのがわかったからで

す。

　　僕と話しをしたり、自分の人生にどう

いうことが起こったのかや、見出したこの

大いなる真理とは何かについて説明してく

れる時間は彼にはありませんでしたが、主

は、僕が話しを喜んで聞くこと、またその

ために死ぬのをいとわないのをご存じでし

た。彼の目に輝く愛を見て、それが本当の

ものだとわかったからです。こうして僕は

救われました。イエスの素晴らしい愛につ

いて聞くことによってではなく、主人の目

に光る確信を見て、また主人がそのために

ジ
ュ
リ
ア
ス

「主人の目に光

る確信を見て

. . .救われたの

です。」
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死ぬ価値があると思われる

なら、僕も同じように命を

捨てようと思うことによっ

て、救われたのです。主人

と共に闘技場までに行き、

共に天の王国へと連れ去ら

れ、僕はここで何のために

命を捨てたのかを知りまし

た。それはイエスだけが

知っていて、この世界は全

く知らないような、素晴ら

しい愛のためです。

　　僕と全く同じような

ティーンは沢山います。天

の領域と王国を一瞬でも垣

間見ることができれば、誰

かが神の御霊の塗油を受け

て立ち上がって、ローマ皇

帝に反対するメッセージを

伝えるのを見れば、彼ら

も、たとえそのためだけで

あっても立ち上がって殉教

するでしょう。彼らの多く

は今でさえローマ（体制）

を憎んでいますが、その他

の何のために立ち上がるべ

きかわからないので、ロー

マの力に流されています。

　　ローマ全体があなたに

敵対していても、真理のた

めに大声で語っているのは

あなただけであっても、忠

実に証しをしなさい。真理

のために語り、急進的な

メッセージを伝え、人々が

毎日頻繁に聞いている音よ

りも高く響く何か、彼らを

振り向かせて耳を傾けさせ

るような何かを伝える機会

があったら、それを逃さな

いように。誰が知るでしょ

うか？　あなたもまた、も

う１人の誰かをこの天の王

国へ連れて来ることになる

かもしれません。

ローマの殉教者ガリエン

　　ローマの時代には、僕らのような殉教者が沢山いまし

た。僕らは迫害や死を目前にして勇敢にならなければなり

ませんでした。私達はもともと勇敢ではありませんでした

が、勇敢にさせらたのです。今僕らは、あなたが勇敢にな

り、強くなるのを助けられます。

　　ローマ時代のような時代がまた来るでしょう。体制は

変わっていません。僕らはローマ人と共に働かなければな

りませんでした。また、奴隷にもなったし、召し使いにも

させられました。体制にいましたが、体制の一員ではあり

ませんでした。あなたが残るつもりなら、強くならなけれ

ばなりませんし、僕らの助けが必要です。だから僕らを呼

んでください。舞台の脇にいてカーテンコールを待ってい

ます。僕らの役目を果たそうと、またあなたが役を果たす

のを助けようと待っています。

ローマ帝国

「私達はもとも

と勇敢ではあり

ませんでした

が、勇敢にさせ

らたのです。」
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「自由」の国で拷問を受ける

ハ
ロー！　私はウェコの悲劇で

死んだティーンの女の子で

す。実に悲惨な出来事でした

が、神はきっと耐え抜くのを助けてくだ

さると信頼できたことを感謝していま

す。神への信仰がなければ、気が狂って

しまったことでしょう！　でも、聖書と

神の恵みが、あの恐ろしい体験を耐え抜

くのを助けてくれました。

　　このような事件が起こるなんて、全

然思っていませんでした。自由の国にい

て、自分の家にいながらにして、まるで

狂暴な犯罪者のように扱われるなんて、

ショッキングでした。政府の人が罪のな

い人を殺そうとやって来るなんて、

「Ｅ．Ｔ．」のような映画の中だけだと

思っていました。まさか現実だとは思って

いませんでした。こういうことが実際に起

こり得るとはまさか思っていなかったの

で、あっけに取られてしまいました！

　　警察が来ると最初に聞いた時、私た

ち子供たちはどんなに深刻な事態か、気

づきませんでした。それどころか、映画

みたいでちょっとエキサイティングだと

思った子もいたほどです。でも警察が銃

を撃ち始めて、ヘリコプターの音が聞こ

え、外に出られなくなると、その危険に

気づきました。狙撃兵が打つという噂も

あって、命を落とすのではと恐れまし

た。私たちの身に何が起こるのか、全然

わかりませんでした！　私達は囚人のよ

うで、電気が止められ、水道水が制限さ

れてからは、もう刺激的などとは言って

いられませんでした。寒くて気味悪く、

こういう悪条件から病気になった人も何

人かいました。

ウ
ェ
コ
の

犠
牲

者

『私の疑問は、

「これは誰の責

任？　誰がこう

いう命令を出し

ているの？　誰

が私たちを殺す

ように人に命令

しているの？」

でした。』
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　　私が特に怖かったの

は、戦車が行ったり来たり

して地面が揺れたことで

す。まるで侵略のようでし

た！　自分がまるで虫けら

のように小さく感じまし

た。「これは現実に起こっ

ているの？　私たちは無害

な人間なのがわからないの

かしら？」と思いました。

私たちはただ聖書を信じて

いて、昔ながらの人々のよ

うに聖書を勉強したり、イ

エスのような生き方をしよ

うとしていただけでした。

　　誰１人として虐待され

ていた子供はおらず、とて

も幸福でした！　外に出て

遊んだり、ゲームをした

り、勉強もしていました。

聖書のクラスをしたり、歌

を歌ったり、踊ったり、親

や皆ととても親しかったの

です。誰も私たちを殴った

りしませんでした。両親は

もちろん厳しかったもの

の、児童虐待は全然ありま

せんでした。両親は私を愛

していて、一緒に沢山の時

間を過ごしました。

　　けれども、私たちに対

するこの襲撃を通して、私

は外の世界にはあまり愛が

ないのをすぐに知りまし

た。それは確かです！　私

たちの宗教上の信条や見解

のゆえに私たちを殺そうと

している人々がいるのを知

るのは恐ろしいことでし

た。聖句を引用したり、詩

篇を読んだりして、主は私

たちを慰めてくださいまし

た。主はたとえ何があって

も私たちが主のものだと知

る恵みをくださいました。

死んでも、生きても、主の

ものです。一緒に集まる

と、親や長老たちは、私た

ちを迫害している者たちの

ために祈りました。それに

は沢山の愛が必要でした。

　　私たちは、ライオンの

穴の中のダニエルについて

や、火の中に放り込まれた

シャデラク、メシャクとアベ

デネゴについての物語を読み

ました。その意味がわかって

きました。主は何か猛烈な事

件が起こると警告されまし

た。予感があったのです。１

日１日が過ぎていくに連れ、

事態はますます厳しさを増し

ました。夜は眠れず、まるで

拷問のようでした。政府の機

関員こそ私たちをひどく虐待

しているのに、私たちの親を

虐待者として非難していたの

です！　昼間は戦車やヘリコ

プターや騒音で私たちを囲

み、夜は明るい探照灯を照ら

し、死んでいく動物の鋭い叫

び声やぞっとさせられるよう

な恐ろしい音をスピーカーで

送り込んでくるのです！　ホ

ラー映画の中に暮らしている

ようでした！　小さな赤ちゃ

んや子供たちは泣いていて、

私たちは睡眠不足で疲れきっ

ていました。

　　私たちは、歌を歌っ

て、スピーカーで流される

すさまじい、すごい騒音を

かき消そうとしました。戦

争のような音で、銃が発射

されたり、爆弾が破裂する

ように聞こえるので、ス

ピーカーからなのか、本当

に起こっているのかわから

ない時もあるほどでした！

　また地面は戦車のせいで

ガラガラと鳴っていまし

た。絶え間ない恐怖でし

た。親の顔の表情からし

て、この状況を生き延びれ

ないかもしれないのがわか

りました。私はまだ若い

ティーンにすぎませんでし
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たが、死と直面することを

学びました。考える時間は

沢山あり、子供たちすら気

づいていました。

　　私の疑問は、「これは

誰の責任？　誰がこういう命

令を出しているの？　誰が私

たちを殺すように人に命令し

ているの？」でした。彼ら

は、私たちが武装していて危

険だと言っていましたが、私

たちは誰も傷つけようと思っ

ていませんでした。それから

何人かが撃たれました！　私

にとって父親のようなデー

ビッド（コレシュ）が撃たれ

てけがを負いました。信じら

れませんでした！　デービッ

ドが生き延びるかはわかりま

せんでした。でも彼はとても

ポジティブでした。彼には、

どちらにしても神が自分も私

たちも面倒を見てくださると

いう信仰があったので、私た

ちもがんばり続ける励みにな

りました。私たち子供たちは

なぜ人を助け、愛そうとしか

しなかった人を、こんなに憎

み、殺したいと思う人がいる

のか理解できませんでした！

頭がとても混乱しました！

　　私は母を励まし、小さ

な子供たちを楽しませ、幸せ

に保つためにも勇敢にならな

ければなりませんでした。ま

わりの出来事から思いを離さ

せるために遊べるゲームを考

え付かなければなりませんで

した。ものすごい死闘でし

た！　ローマの時代にライオ

ンの餌にされるのに似ていま

した。ほんの少し違いはあり

ましたが。

　　事態がきつくなりすぎ

てきたので、私たちは素早

く終わるように助けてくだ

さいと神に祈ってお願いし

ました。すでに何人かが

撃たれて死んだので、銃で

無差別に撃たれるのかもし

れないと思って、外に出る

のが怖くなりました。どう

しても彼らを信用できませ

んでした。弁護士たちは施

設が盗聴されていると教え

てくれました。また、政府

はすでに私たちをだまして

嘘をついてきたのですか

ら、外に出るなんて無理で

す。あまりに怖すぎまし

た。前に出ていった何人か

は、刑務所に入れられ、犯

罪者のように扱われたと聞

いていました。どうすれば

いいと言うのでしょう。

　　時間がなくなってきて

いました。そして、何人かに

とっては耐えられない状態

だったので、神に何かをして

くださるように求めました。

だからあの最後の朝に戦車の

ガラガラという音を聞いた

時、戦車が突入してきた時に

地下にいなければ圧死するの

を知っていたので、私たちは

身を守るために地下室へ降り

ていきました。自殺なんてと

うてい考えていないことでし

た！　何とばかげた話しで

しょうか！

　　襲撃されているのはわ

かりました。私たちは銃を

一丁も出しておらず、皆一

緒にちぢこまっていまし

た。何が起こっているのか

全然わかりません。小さな

子供たちは泣き叫んでい

て、私たちは互いに抱きし

め合って祈り、何人かは歌

を歌っていました。次に催

涙ガスで攻撃され、私たち

はむせ、建物が燃え、噴煙

が立ってから爆発し、すべ

てが終わりました。突然の

死は突然の栄光です！　私

は子供の殉教者として死に

ました。信仰のために、信

条のために、いわゆる自由

の国でクリスチャンであっ

たという理由で、十代の殉

教者として死にました。こ

の自由の国は、赤ちゃんや

子供や母親や父親を生きた

まま火あぶりにした、無情

な人々やリーダーによって

治められています。

　　しかし今は、私たちが

勝利者です！　私たちは、

襲撃されているのはわかりました。私たちは銃
を一丁も出しておらず、皆一緒にちぢこまって
いました。
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テキサス州ウェコでの悲劇

1993年2月28日、日曜日の朝に、武装したア

ルコール・タバコ・火器局（ＢＡＴＦ）の

機関員１５０人が、クリスチャン生存主義

者のブランチ・ダビディアンのコミュニ

ティーであるマウント・カーメルを襲撃し

た。ＢＡＴＦが建物を急襲すると、銃が発

砲された。次に砲撃が交わされ、ブラン

チ・ダビディアン数名と機関員４名が死亡

した。誰が先に発砲したかは現在も議論中

だが、ＢＡＴＦの圧制的な戦術は不必要で

あり、不得策だったとして、他方に非難が

広まっている。

　　ぶざまな襲撃の後、ＦＢＩがＢＡＴＦ

から仕事を引き継いで、素早く敷地を包囲

し、戦車、ヘリコプター、さらに多数の機

関員を連れてきた。こうして５２日間に及

んだ籠城（ろうじょう）が始まった。

武装した籠城の期間では、アメリカの

近代史で最長であった。

　　ＢＡＴＦの準軍事的な襲撃に対す

る当初の正式な理由は、火器取締法違

反の令状を出すためであった。この違

反は軽罪であり、小額の罰金で済むも

のだ。教団のリーダーのデービッド・

コレシュ本人は何の犯罪にも問われていな

かった。ところが、この作戦をやり損なっ

たことで、政府当局はすばやく筋書きを改

めて、まずダビディアンらがウェコの人々

を攻撃するのを先に封じるためだと主張

し、最後には「敷地内に住んでいる子供た

ちにとって最善のことであり、彼らの世話

を怠り、虐待している親から救い出すため

だ」と断言した。

　　政府のこの最後の主張は、センセー

ショナルなネタを求めるマスコミによっ

て、一般人の思いに焼きつけられた。この

主張は証拠をもとにしたものではなく、恨

みを持った元メンバーや、リック・ロス

のように反カルト主義者と自称するディプ

ログラマーの発言のみをもとにしていたこ

とは、ほとんど注目されなかった。

それどころか、テキサス社会福祉局

は、すでに全く同じ主張をもとに、

ダビディアンたちを２度も取り調べ

ていたが、児童虐待や怠慢の証拠は

得られなかったのだ。

　　その後の５１日間、ＦＢＩはコ

レシュと信徒たちを降服させようと
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恐怖や、苦悩や拷問や迫害

から解放されたのであり、

殉教者たちが受け取れる報

酬を授かったのです！　

今、私たちは前のように、

痛みも、恐れも迫害もなし

に遊んだり、踊ったり、聖

書のクラスをしたりできま

す。自由になったからで

す！　誰も私たちに触れた

り、炎で燃やしたりできな

い 場 所 に い ま す 。 ダ

ディー・デービッドも、一

緒に死んだ人たちも、皆、

幸せです。面白いのは、彼

らはデービッド・コレシュ

を殺したと思っています

が、彼は今、以前よりも生

き生きしているのです！　

デービッドは前よりもよく

わかっていますし、誤った

行動や誤った理解を正すこ

とができました。私たち全

員がすべてを正しい見方で

見ることができるようにな

りました。

　　私たちの死の責任を負

う者たちはいつの日か、罪

のない人々を殺したゆえに

申し開きをしなければなら

なくなるでしょう。火事で

死ぬことは恐ろしいもので

すが、その責任を負う人々

がそれゆえに通らなければ

ならない苦しみとは全く比

べられません。そういう責

任がある人も、はやり火を

通らなければなりません。

イエスのもとに来てイエス

交渉しようとしながら、農

場スタイルの敷地を包囲し

続けた。コレシュの考え方

に通じている宗教専門家の

助言に耳を貸す代わりに、

ＦＢＩは心理戦争の技術を

借りて、ダビディアンたち

の士気を失わせ、追い出さ

せるために、間断なく様々

な恐ろしい騒音（うさぎが

殺される音など）を流し、

競技場用の投光照明をまば

ゆく照らしかけた。

　　４月１９日、籠城がも

うすぐ終わりそうな前兆が

見られたにもかかわらず、

アメリカ司法長官のジャ

ネット・レノは、強制的に

ダビディアンたちを立ち退

かせるために、戦車や催涙

ガスの使用を認可した。戦

車は木製の建物に穴を開

け、ＣＳガスを注入した。

ＣＳガスは、アメリカも参

加した1993年の化学兵器会議

で、交戦での使用が禁じられ

た種類の催涙ガスである。

　　襲撃とガス攻撃を６時間

続けた後、建物が燃え出し

た。戦車が打ち抜いた壁の穴

が通気管となり、激しい風が

炎に吹き付けたために、火は

すばやく建物全体を包み込ん

だ。メンバーは窒息し、ガス

と煙で混乱していたので、生

きて脱出したのは９人しかい

なかった。建物は全焼して、

１７人の子供を含む、８５人

が犠牲になった。

　　ＦＢＩは火事で死んだコ

レシュと信徒たちが自殺しよ

うと自ら火を放ったと主張し

ているが、残された事実を見

ると、まず、そうではないら

しい。政府の機関員が戦車攻

撃中に、誤って、あるいは故

意に放火したのか、ダビディ

アンたちの１人か複数の間違

いのせいだったのかは、明

白ではない。しかし、地元

の消防士らが火災警報に応

えようとした時に、なぜＦ

ＢＩがそれを何時間も遅ら

せたのかを考えると、ＦＢ

Ｉはダビディアンに誰一人

として生き延びてほしくな

かったのではないかと思わ

ずにいられない。事故、あ

るいはアメリカ国民の政府

の部隊による悪意からの虐

殺のどちらであったにして

も、いくら良く見ても司法

省は状況の取り扱いを誤っ

たのであり、あるいは犯罪

的なほど不注意だったか、

最悪の見方をすれば殺人を

犯したということには、疑

問がない。この全実態は、

我々の時代では決して明か

されないかもしれない。

テキサス州ウェコでの悲劇のつづき
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を心に受け入れ、ゆるしを求

めない限り、地獄の炎を通ら

なければなりません。私たち

は彼らに対して恨みはない

し、彼らを憎みはしません。

彼らもイエスを愛して、天国

に来てほしいのです！　そう

するならば、彼らをゆるしま

すし、イエスも彼らをゆるす

でしょう。

　　イエスは私たちの涙を

拭い、傷をいやしてくださ

いました。あなたや、他に

殉教者として死ぬすべての

クリスチャンにも同じよう

に し て く だ さ い ま す 。

ヴィッキー・ウィーバーと

彼女の息子のように。彼ら

も天国にいて幸せです！　

主は柔和な者を愛され、聖

句にあるように、絶対に、

「柔和な者は地を受け継

ぐ」のです。

　　だからクリ

スチャンの皆さ

ん、ティーンの

皆さん、信条の

ために立ち上が

りなさい！　聖

書のために、イ

エスのために立

ち上がりなさ

い！　イエスは

あなたを御腕に

受け入れられ、

イエスに対して

忠実であったゆ

えに永遠に報酬

を与えてくださ

るのですから、

その価値はあり

ます。

ブランチ・ダビディアンの悲劇的な

結末は、体制はまだ火あぶり刑をし

ているということを示している！　

火刑柱にかけるのではなく、もっと

近代的な方法によってだ。これを見

ると、政府は火あぶりをするのを恐

れていないことがわかる！　彼らは

異端者と考える者たちを拷問し、火

あぶりにするのを恥じていない！　

体制は前と同じぐらい残酷だ。ロー

マ帝国や、どんな国と同じぐらい

に！　こんなに恐ろしいことをする

あつかましさと神経が彼らにあるな

んて、驚きだ！　

コレシュが、体制や、ブランチ・ダ

ビディアンが死ぬ前に何を味わうか

について預言したことは、確かに成

就された。私は彼らが殉教者だと思

う。彼らに神の祝福があるように！

そして、神は祝福された。神は、も

はや敵から拷問されない場所に、彼

らを連れて行ったのだ。（ML 2859:

1、19）

　　コレシュが多少風変わりで、自分がイエスだとか何とか考えていたから
と言って、何なのですか？　他の教義については、彼らはかなり健全でした。
たぶん、彼は正しい道からはずれ、自分が実際よりも偉いと思って、人々か
らの称賛を求めたかもしれませんが、明らかに彼らが多くの事柄についてか
なり正しいということと、社会福祉局から漏れた幾つかの情報によりわかっ
たことですが、彼らの子供たちが行儀が良く、社会的にも適応していて、ス
イートで、虐待されていないという事実はなくなりません。彼らは、善良で
誠実な人々でした。「政治路線」を行くマスコミから、あれこれと小さな情
報が漏れて、彼らが素晴らしい人々であり、明らかに御言葉に従い、強い信
仰を抱き、主のために生きていたということがわかります。ですから、リー
ダーが多少、道からはずれたとしても、それが何なのですか？　コレシュと、
信者たちは、今、間違いを正しています！　背後にある本当の理由は、もち
ろん、悪魔は本気でクリスチャンをつかまえようとしており、手始めにカル
トをつかまえているということです！　アンチ・キリストの反カルト・キャ
ンペーンは大衆を強い感情に走らせ、同時にあざけりと恐れ、憎しみを起こ
しました。強い信仰を抱いている人は誰でも、今、狂信者と見なされており、
その人の順番も回ってくるでしょう。神が、神の民を憐れみ、民を苦しめる
者たちをさばかれますように！　神はきっとそうされるでしょう！　（M L
#2860:25、30)
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ジェーン・グレー妃
殉教者の道

「９日女王」のジェーン妃が自分の死と、

それにまつわる出来事について事実を語る。

ヨセフ
ライオンの口

兄と妹が競技場にいる。ライオンが放たれると、

天国も共に放たれた。

ジュリアス
愛のために死ぬ

主人の信仰に揺るがぬ確信があったために、

彼は共に死んでいった。

ティーン・ガールが
「自由」の国で拷問を受ける

ウェコの悲劇におけるティーンの犠牲者が、

ブランチ・ダビディアンの敷地内で

何が実際に起こったのかを語る。
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