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ありますか
それは本当に
存在しますか

は北部州のある小

「私

さな村で育ちまし
た」 と，シエラレオ
ネに住むドーダは

言います。 「私が子供のときのこと
ですが， あるとき私の家族と別の家
族が土地のことで争っていました。
両方が同じ土地の所有権を主張し
ていたのです。 この問題を解決する
ために， まじない師が呼ばれました。
まじない師はもう一人の男に鏡を
渡し，その男に白い布をかけました。
しばらくすると布をかぶったその男
は震えだし，汗をかき始めました。 そ
して鏡をのぞき込んで叫びました。
『老人が近づ いてくるのが見える。
白衣を着ている。 背が高く，年をとっ
ていて， 頭は白髪だ。 少し前かがみ
になって歩いている』。
「その男は祖父の特徴を述べてい
たのです。 それから彼は異常に興奮
し， 『もしわたしの言葉が信じられ
ないなら， こっちに来て自分で見る
がいい』 と大声で言いました。 もち
ろん， 私たちはだれもそんなことを
する勇気はありませんでした。 まじ
ない師は， ひょうたんの中に入れて
おいた， 葉と水の不思議な混ぜ物を
振りかけて， その男をなだめました。
「“祖父” は鏡を持った男の口を通
して， その土地は私たちの家族のも
のだと言いました。 それから祖母に
対し， 心配しないでその土地を耕す
ようにと言いました。 もう一方の家
族もこの裁決を了承し， 問題は解決
しました」。

西アフリカでは， このようなことがよくあります。 世界のほか
の地域と同様， この西アフリカでも非常に多くの人々が， 死者は
霊界に移って， そこで地上の人々の生活を観察し， 影響を及ぼす
ことができると信じています。 この考えは正しいでしょうか。 死
者は本当に生きているのでしょうか。 もし生きていないのであれ
ば， 死者の霊であると唱えているのはだれでしょうか。 これら
の質問に対する正しい答えを知るのは非常に大切なことです。
これは生死にかかわる問題なのです。
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霊は地上で生活したことも
死んだこともない
は存在しています。 目に

造される前に， アダムはどこにいたの

見えない霊界には， 良

でしょうか。 どこにもいませんでした。

い霊も悪い霊もいます。

アダムは生まれる前に天の霊だった

その霊は， 地上で生活

わけではありません。 アダムは存在

霊

して死んだ者たちなのでしょうか。
いいえ， そうではありません。 人は
死ぬ時， 多くの人の考えとは違い， 霊
界に移るわけではありません。 どう
してそれが分かりますか。 聖書が そ
う言っているからです。 聖書は， エホ
バという名をお持ちになる唯一まこ
との神に由来する真理の本です。 エ

しなか ったのです。 ですからエホバ
が， アダムは 「地面に帰る」 と言われ
たのは，アダムが死ぬという意味でし
た。 アダムは霊界に渡って行ったの
ではありません。 死んだときに， もう
一度命のない状態に戻り， 存在しな
くなったのです。 死とは， 命がないと
いうことです。

アダムは塵から出て，
塵に帰った

ホバ は人間を創造されました。 です
から， 人間が死ぬとどうなるかという
ことをよく知っておられます。 —詩編
８３：１８。 テモテ第二 ３：１６。
聖書によれば， 神は最初の人間ア
ちり
ダムを 「地面の塵 で」 形造られまし
た。 （創世記 ２：７） 神はアダムをエデ
ンの園という楽園に住まわせました。
もしアダムがエホバのおきてに従っ
ていたなら， アダムは死なずに今も地
上で生きていたことでしょう。 しかし
アダムが神のおきてを故意に破った
とき， 神はアダムにこう言われました。
「あな たは……地面に帰る。 あな た
はそこから取られたからである。 あ
なたは塵だから塵に帰る」 —創世記
３：１９。
これはどういう意味でしょうか。 で
はまず， エホバ がアダムを塵から創

４

死者の霊

しかし， これまでに死んだほか の
人たちはどうでしょうか。 その人たち
も存在していないのでしょうか。 聖
書はこう答えています。
「皆［人間も動物も］一つの場所へ行
く。 それはみな塵から出たものであっ
て，みな塵に帰ってゆく」 —伝道の書
３：２０。
「死んだ者には何の意識もな（い）」
—伝道の書 ９：５。
「その愛も憎しみもねたみも既に滅
びうせ（た）」 —伝道の書 ９：６。
「シェオル［墓］， すなわちあなたの
行こうとしている場所には， 業も企て
も 知 識 も 知 恵 もな い」 — 伝 道 の 書
９：１０。
「［人］は自分の地面に帰る。 その
日に彼の考えは滅びうせる」 —詩編
１４６：４。
聖書のこれらの言葉をあなたは受
け入れにくいと思いますか。 もしそう
だとしたら， 次のことを考えてみてく
ださい。 多くの家庭では， 一家の主人
がお金を稼いで家族を養っています。
その主人が死ぬと， 大抵の場合家族

このようなことができるのは
生きている人だけ

死者の霊

５

は苦労を経験します。 妻と子は， 食べ
物を買うお金にさえ事欠くことがあ
ります。 その人の敵は， 残された家族
をいじめるかもしれません。 では， こ
う考えてみてください。 『もしその人
が霊界で生きているのであれば， ど
うして自分の家族を養い続けないの
だろうか。 どうして悪い人たちから家
族を守らないのだろうか』。 それは，
聖書が正しいからです。 その人には
命がなく， 何をすることもできないの
です。 —詩編 １１５：１７。
これは， 死者が決して生き返らな
いという意味でしょうか。 そうではあ
りません。 復活については後ほど取
り上げることにします。 死者に命が
ないということはそのような意味で
はなく， あな たが何を行な っている
かが死者には分からないという意味
なのです。 死者はあな たを見ること
も， あな たの話を聞くことも， あな た
に話しかけることもできません。 あな
たを助けることも， 害することもでき
ないのです。 —伝道の書 ９：４。 イザ
ヤ ２６：１４。

死者はおなかをすかせた人を
助けることも，
いじめられている人を
守ることもできない

６

死者の霊

非常に多くの
霊者たち
しもべ
した。 神の僕であるダニエルは，幻の

と教えています。 エホバ

中で１億のみ使いを見ました。 —ダ

ご自身も霊であられま

ニエル ７：１０。 ヘブライ １：７。

聖

書は多くの霊者がいる

す。 —ヨハネ ４：２４。 コ

リント第二 ３：１７， １８。

このみ使いたちは， 神が地球を造
られる前に神によって創造されまし

昔エホバは宇宙に独りでおられま

た。 （ヨブ ３８：４‐７ ） どのみ使いも，

した。 それから， み使いと呼ばれる

かつて地上で生活して死んだ人では

霊者たちの創造を始められました。
そう
み使いは人間よりも強力で聡明です。

ありません。

エホバは多くのみ使いを創造されま

死者の霊

偉大な霊であられるエホバは
非常に多くの
霊者を創造された

７

霊界での反逆

エ

ホバが創造された霊者

ましたし，アダムも死にました。 サタン

はすべて良い霊者でし

は， そのときは死にませんでしたが，

た。 しかし後に， ひとり

罪をおかしたので最後には死ぬこと

のみ使いが悪くなりま

になっています。 しかしそれまでは生

した。 それは悪魔サタンです。 サタン

きて， 人間を惑わし続けます。 サタン

は， 地上の人々がエホバではなくサ

は今でもうそつきです。 そして， 人々

タンを崇拝することを望みました。 そ

に神の律法を破らせようとしていま

こで次のようなことが起きました。

す。 —ヨハネ ８：４４。

サタンが
蛇を使って
エバに話しかけたとき，
エバは神に対する
サタンの反逆に加わった

エデンの園には， おいしい実のな
る木がたくさんありました。 エホバは，
アダム とその妻であるエ バ に， どの
木からも自由に食べてよいと言われ
ました。 しかし， 神が食べてはいけな
いと言われた木が１本ありました。 も
しその木から食べるなら， 必ず死ぬ
と神は言われました。 —創世記 ２：
９， １６， １７。
ある日エバが独りでいたときに，蛇
がエバに話しかけました。 もちろん，
本当に話したのは蛇ではありません。
蛇が話しているように見せかけたの
は悪魔サタンです。 サタンはエバに，
もし禁じられた実を食べるなら，神の
ように賢くなると言いました。 また，
それを食べてもエバは死なないとも
言いました。 どちらの言葉もうそでし
た。 ところがエバ はサタンを信じて，
その実を食べました。 後にエバがア
ダムに幾らか与えると， アダムも食べ
ました。 —創世記 ３：１‐６。
この実話から， サタンは反逆者で
あり， うそつきであることが分かりま
す。 サタンはエバに， 神に従わなくて
も死ぬことはないと言いました。 そ
れはうそでした。 エバは確かに死に

８

死者の霊

ほかのみ使いたちが反逆する
後に， ほかのみ使いたちも悪くな
りました。 このみ使いたちは地上の

邪悪な使いたちは地上に来て，
女たちと不道徳な行ないをした

美しい女たちに目をつけ， 性の交わ
りを持ちたいと思いました。 それで
地上に来て， 人間の男の体を着けま
した。 それから自分たちのために妻
をめとりました。 これは， 神の目的に
反することでした。 —創世記 ６：１，
２。 ユダ ６。
このために人間もたいへん困るよ
うになりました。 その使いたちの妻
は子供を産みましたが， それは普通
の子供ではありませんでした。 その
子供たちは， 凶暴で残酷な巨人に成
長したのです。 とうとう地上はあまり
にも暴虐で満ちるようになったので，
エホバは大洪水によって邪悪な人々
を滅ぼ すことにされました。 大洪水
を生き残ったのは， 義人ノアとその家
族だけでした。 —創世記 ６：４， １１；
７：２３。
しかし 邪 悪 な 使 いたちは 霊 界 に
戻ったので死にませんでした。 ただし
罰は受けました。 義にかなった使い
たちで成る神の家族に戻ることは許
されなかったのです。 さらにエホバ
は， 邪悪な使いたちが人間の体を着
けることをもはやお許しになりませ
んでした。 その者たちは，最後に大い
なる裁きによって死ぬことにな って
います。 —ペテロ第二 ２：４。 ユダ ６。

死者の霊

９

サタンが天から投げ落とされる
今世紀の初めごろに， 天で戦争が
ありました。 聖書の啓示の書は， どん
なことが起きたかを説明しています。
「また，天で戦争が起こった。 ミカエル
［復活したイエス・キリスト］とその［良
たつ
い］使いたちが龍 ［サタン］と戦った。
龍とその［悪い］使いたちも戦ったが，
優勢になれず， 彼らのための場所も
もはや天に見いだされなかった。 こ
うして，大いなる龍，すなわち，初めか
らの蛇で， 悪魔またサタンと呼ばれ，
人の住む全地を惑わしている者は投
げ落とされた。 彼は地に投げ落とさ
れ， その［悪い］使いたちも共に投げ
落とされた」。
どんな結果になったでしょうか。 そ
の続きはこうなっています。 「このゆ
えに， 天と天に住む者よ， 喜べ！」 良い
使いたちは， サタンと悪い使いたち，
つまり霊たちがもはや天にいなくなっ
たので喜ぶことができました。 しか
し地上の人々はどうでしょうか。 聖書
はこう述べています。 「地と海にとっ
ては災いである。 悪魔が， 自分の時
の短いことを知り， 大きな怒りを抱い
てあなた方のところに下ったからで
ある」。 —啓示 １２：７‐９， １２。
そうです， サタンとその邪悪な仲間
たちは， 地上の人々を惑わし， 大きな
災いをもたらしています。 この邪悪な
使いたちは悪霊と呼ばれています。
悪霊たちは神の敵です。 すべて悪い
者たちです。

サタンとその悪い使いたちは天から投げ落とされた
１０
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悪霊たちは殺し屋です！

サ

タンと悪霊たちはいつ
も残酷で危険です。 昔
サタンは忠実なヨブの
家畜と従者たちを殺し

ました。 それから， 「大風」 を起こし
てヨブの１０人の子供たちがいた家を
壊し， その子供たちを殺してしまいま
した。 その後サタンは， 「足の裏から
頭のてっぺんまで悪性のはれ物」 で
ヨブを打ちました。 —ヨブ １：７‐１９；
２：７。
イエスの時代には，悪霊たちによっ
て口がきけないようにされた人や，盲
目にされた人たちがいました。 （マタ
イ ９：３２， ３３； １２：２２） また， 悪霊た
ちにいじめられ，石で自分の身を切る
ようにさせられた人もいました。 （マ
ルコ ５：５） さらに悪霊たちは， ある少
年に叫び声を出させ，その少年を地面
にたたきつけ， 「激しくけいれんさせ
た」 こともありました。 —ルカ ９：４２。

悪霊たちは昔，
ある人々を病気にかからせたり，
またある人たちには
けいれんを起こさせたりした

死者の霊

１１

今でもサタンと悪霊たちは相変わ
らず残忍です。 事実， 天から投げ落と
されて以来， その悪い活動はさらに
激しくなっています。 全世界からの報
告は， サタンと悪霊たちの残虐さを裏
づ けています。 悪霊たちはある人々
を病気にかからせます。 またある人々
に対しては， 睡眠を妨害したり， 恐ろ
しい夢を見させたりして， 夜中にいや
がらせをします。 性的に虐待する場
合もあります。 発狂や殺人や自殺に
まで人々を追いつめることもあります。
スリナムに住むリンティナという女
性は， ある悪霊に１６人の身内を殺さ
れ， 自分自身も１８年間， 身も心もい
じめ抜かれたと語りました。 彼女は
自分の直接の体験から， 悪霊たちは
「いやがる犠牲者を死ぬまでいじめ
ることを楽しむ」 と言っています。
しもべ
しかしエホバ は， ご自分の僕 たち
をサタンの攻撃から守ることがおで
きになります。 —箴言 １８：１０。

今でも悪霊たちはある人々を
凶暴にならせる。
またある人たちには
恐ろしい夢を見させて，
夜中にいやがらせをする

１２
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悪霊たちは死者が生きていると
うそを言い張る

サ

タンは 「人の住む全地を
惑 わして」 い る と 聖 書
は述べています。 （啓示
１２：９） サタンと悪霊た

ちは， わたしたちが神の言葉である
聖書を信じることを望みません。 そし
て， 死者は霊界のどこかで生きている
と人々に信じ込ませようとしています。
では， そのためにどんな方法を使うの
か調べてみましょう。

偽りの宗教
多くの宗教は，すべての人には魂が
あり， その魂は肉体の死後に霊界に
移ってゆくと教えています。 そのよう
な宗教は， 体は死んでも魂は死なな
いと言います。 さらに， 魂は死ぬこと
ができない， つまり不滅であるとも主
張しています。
しかし神の言葉はそのようなことを
教えていません。 聖書は， 魂は人の中
にあるものではなく， 人そのものであ
ることを示しています。 例えば， アダム
の創造について説明するさいに， 聖
書はこう述べています。 「それからエ
ちり
ホバ神は地面の塵で人を形造り，その
鼻孔に命の息を吹き入れられた。 す
ると人は生きた魂になった」。 （創世
記 ２：７） ですからアダムは魂を与え
られたのではありません。 アダムは魂
だったのです。
動物も魂と呼ばれています。 —創

人間， 動物， 魚， 鳥
—すべては魂

一部は， IRIS-EXPORT MEXICHROME
撮影の写真に基づく

世記 １：２０， ２１， ２４， ３０。

死者の霊
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聖書の 「魂」 という言葉がその人

に， 魂は断たれたり（創世記 １７：１４），

自身を指している以上， 魂は死ぬこと

剣で討たれたり（ヨシュア １０：３７），窒

ができ， また実際に死んでいるという

息したり（ヨブ ７：１５）， おぼれたり（ヨ

ことを知っても驚くことはないでしょ

ナ ２：５） することがあります。 ですか

う。 聖書はこう述べています。

ら魂は死ぬのです。

「罪を犯している魂 —それが死ぬ
のである」 —エゼキエル １８：４。

聖書は魂が不滅ではない
ことを示している

聖書を始めから終わりまで読んで
も， 「不滅の魂」 という表現は見つか

「それからサムソンは言った， 『わた

りません。 人間の魂は霊ではないの

しの魂はフィリスティア人と共に死ぬ

です。 不滅の魂という教えは， 聖書の

のだ』」 —裁き人 １６：３０。

教えではありません。 それはサタンと

「安息日に許されているのは， 善行

悪霊たちの教えです。 エホバは， 宗教

をすることですか， 悪行をすることで

上のうそをすべて憎まれます。 —箴

すか。 魂を救うことですか， 殺すこと

言 ６：１６‐１９。 テモテ第一 ４：１， ２。

ですか」 —マルコ ３：４。
聖書のほかの言葉が示しているよう

１４
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霊 媒
サタンが人々を惑わすもう一つの
方法は霊媒を使うことです。 霊媒とい
うのは， 霊界から直接メッセージを受
け取ることができる人です。 霊媒自身
を含め， 非常に多くの人は， そのメッ
セージが死者の霊から来ていると信
じています。 しかし， これまで聖書か
ら見てきたように，そのようなことはあ
り得ません。 —伝道の書 ９：５， ６， １０。
では， そのメッセージはだれから来
るのでしょうか。 悪霊自身からです。
悪霊たちは， 人が生きているときにそ
の人を観察することができます。 その
人がどんな話し方をしたか， 外見はど
うだったか，何をしたか，何を知ってい
たか， などについてよく知っています。
ですから悪霊たちにとって， 死んだ人
のまねをするのはたやすいことなの
です。 —サムエル第一 ２８：３‐１９。

悪霊は実際に
死者の霊を装う

死者の霊

１５

作り話

人に似ていたにすぎなかったという

サタンが死者についてのうそを広

ことはあり得ないでしょうか。 例え

めるもう一つの方法は， 作り話をする

ば， 二人のクリスチャンの奉仕者が

ことです。 そのような話はともすると，

田舎のほうで伝道していたときの

人々を聖書の真理から遠ざけてしま

ことです。 二人はある老人が何時間

います。 —テモテ第二 ４：４。

も自分たちのあとからついて来る

アフリカには， 人が死んだ後にその

のに気づきました。 尋ねてみると，

人の生きている姿を見かけたという

その老人は片方の奉仕者のことを

ような話がたくさんあります。 よくある

てっきり， 数年前に死んだ自分の兄

のは，その人の暮らしていた所から遠

弟だと思っていたことが分かりまし

く離れた場所で見かけたという話で

た。 もちろん， それはその人の思い

す。 しかし， こう考えてみてください。

違いでした。 しかし， 老人は間違い

『もし人に生き返る力があるのであれ

を認めようとはしませんでした。 こ

ば， 家族や友人から遠く離れた場所

の老人があとで友人や近所の人に

に戻ってくるというのは筋の通った話

どんな話をしたかを想像してみてく

だろうか』。

ださい。

生き返った人を見たと
考える人もいる

あるいは， 目撃された人が， 死んだ

１６

死者の霊

幻， 夢， 声
人々が見たり聞いたり夢で見たりす
る奇妙な事柄についてはご存じのこ
とでしょう。 そういう不思議なことを
経験した人は大抵， 恐ろしく感じるも
のです。 西アフリカに住んでいたマレ
インという女性は， 夜になると決まっ
て自分を呼ぶ死んだ祖母の声を聞き
ました。 マレインはそれが怖くて， い
つも金切り声を上げては，家族全員を
起こしました。 彼女はとうとう気が狂
いました。
ところで， もし死者が実際に生きて
いるとしても， 愛する家族を怖がらせ
るというのは筋の通ったことでしょう
か。 もちろん， そうではありません。 そ
ういう有害なメッセージは悪霊から
来るのです。
しかし，自分の助けや慰めになるよ
うなメッセージについてはどうでしょ
うか。 例えば， シエラレオネのグバッ
セーという女性は病気にかかってい
ました。 彼女は夢の中で， 死んだ父親
が現われるのを見ました。 父親は彼
女に， ある木のところに行って １枚の
葉を取り， それを水に混ぜて飲むよう
に教えました。 彼女はそのことをする
まで， だれにも話してはいけないこと
になっていました。 そして言われたこ
とをしたら病気はよくなりました。
別の女性は， ある夜死んだ夫が現
われたと言いました。 彼女の話では，
夫は大変すてきに見え， 美しい服を
着ていたということです。
このようなメッセージや幻は良いも

悪霊は夢や幻や声によって
惑わす
死者の霊

１７

ので，助けになるようにも思えます。 そ

に， その人に優しくするのは珍しいこ

れは神から来るのでしょうか。 そうで

とではありません。 「白い歯に黒い

はありません。 エホバは 「真理の神」

心」 というアフリカのことわざがあり

です。 （詩編 ３１：５） エホバがわたし

ますが，神の言葉も， 「サタン自身が自

たちをトリックにかけたり， だましたり

分をいつも光の使いに変様させてい

することは決してありません。 そうい
うことをするのは悪霊たちだけです。
しかし良い悪霊もいるのでしょう
か。 いいえ。 悪霊は時に助けになる
ように見えるかもしれませんが， すべ
て悪い者たちです。 悪魔はエバと話
をしたときに優しそうに見えました。
（創世記 ３：１） しかし， 悪魔の言うこ
とに耳を傾け， そのとおりに行動した

る」 と述べています。 —コリント第二
１１：１４。
神が夢や幻や霊界からの声によっ
て地上の人々と接触されることはもう
ありません。 神は聖書を通して人々に
導きと教えをお与えになります。 人は
聖書によって， 「あらゆる良い業に対
して全く整えられた」 者になれます。
—テモテ第二 ３：１７。
ですからエホバが， 悪魔の策略に

後， エバはどうなったでしょうか。 死

用心するよう警告してくださるのは，

んでしまいました。

わたしたちを愛しておられるからな

ご存じのように， 悪い人が相手を
だましたり欺いたりしようとするとき

１８

サタンは， エバは死なない
と言った。
エバはサタンを信じたが，
最後には死んだ

のです。 エホバは， 悪霊たちが危険な
敵であることをご存じです。

死者の霊

悪霊たちは神に対する
反逆を促す

し

かし， サタンと悪霊たちが
躍起にな って人々をだま
そうとしているのはなぜで
しょうか。 それは， わたし

たちを反逆に加わらせたいからです。
サタンと悪霊たちは， わたしたちから
崇拝されたいと思っています。 また，
自分たちのうそをわたしたちに信じ
させ， エホバの嫌われる事柄をわた
したちに行なわせたいと思っていま
す。 エホバの嫌われる事柄の中には，
死者にまつわる習慣もたくさん含ま
れています。
愛する人の死は感情的につらい経
験ですから， 悲しみを表わすのは正
常なことですし， 当然のことでもあり
ます。 イエスは友人のラザロが死ん
だときに， 「涙を流され」 ました。 —
ヨハネ １１：３５。
死にまつわる習慣はたくさんありま
す。 世界的に見ると， その習慣は実に
様々です。 聖書の原則に反しない習
慣も少なくありませんが， 中には， 死
者は生きていて生者を見ることがで
きるという考えに基づく慣行もありま
す。 通夜， 過度に嘆き悲しむこと，凝っ
た葬式などはすべて，死者の霊が機嫌
を損ねるという恐れに根ざしたもの
です。 しかし死者には 「何の意識もな
（い）」 のですから， そのようなことを
行なう人は， サタンの偽りを広めてい
ることになります。 —伝道の書 ９：５。

死者の霊

ある習慣は， 死者がわたしたちを見ることができるという
うそに基づいている
１９

他の習慣や儀式は， 死者が生者の
助けを必要としており， なだめておか
ないと生者を害するという考えから
行なわれます。 人の死後４０日あるい
は１年にわたって， 宴会を催したり， 犠
牲を供えたりする地方もあります。 こ
れは，故人が霊界に “渡る” のを助け
るものと考えられています。 また， 死
者に食べ物や飲み物を供える習慣も
一般的です。
そのような事柄は間違っています。
な ぜなら， 死者に関するサタンのう
そを広めることになるからです。 エホ
バ は， わたしたちが悪霊の教えに基
づく習慣にかかわるのを良しとされ
るでしょうか。 そのようなことは決し
てありません。 —コリント 第 二 ６ ：
１４‐１８。

しもべ
まことの神の僕 たちは， サタンのう

そを支持するような慣行には一切か
かわりません。 むしろ， 生きている人
たちを優しく助け， 慰めることに専念
しもべ
します。 神の僕たちは， いったん人が
亡くなったなら， その人を助けること
ができるのはエホバだけであること
を知っています。 —ヨブ １４：１４， １５。

２０

死者がわたしたちの助けを必要としているという
うそに基づいた習慣もある
死者の霊

神が非とされる心霊術

媒に相談する者， 出来事の職業的予

悪霊と直接交信したり， 霊媒を通じ

告者， 死者に問い尋ねる者などがい

て交信したりする人がいます。 これは

てはいけない。 すべてこうした事を

心霊術と呼ばれています。 ブードゥー
じゅ
教， 呪術， 魔術， 占い， 死者に伺いを

行なう者はエホバにとって忌むべき

立てることなどはみな心霊術の一種

エホバがこれらの慣行についてこ

です。
聖書はこれらの事柄を非としてこう

ものであ（る）」 —申命記 １８：１０‐１２。
れほど強く警告しておられるのはな
ぜでしょうか。

述べています。 「あなたの中に， ……

エホバはわたしたち自身の幸せを

占いに頼る者， 魔術を行なう者， 吉凶

願い， あらゆる種類の心霊術に用心

の兆しを求める者， 呪術を行なう者，

するよう警告してくださっています。

また， まじないで他の人を縛る者， 霊

エホバは人々を愛し慈しんでおられ

死者の霊

神はこれらの悪い事柄に
反対しておられる。
神はご自分に対する
全き専心を
要求しておられる。
—出エジプト記 ２０：５

２１

心霊術を行なう人は
苦しい目に遭うことが多い。
家や自由や命さえ
失うことがある

ます。 悪霊とかかわる人が必ず苦し

た。 こういう状態が数年続きました」

い目に遭うことをエホバ はご存じ

とニルダは言います。

なのです。

やがてニルダは， エホバ とエホバ

ブラジルで霊媒をしていたニルダ

の地上の証人たちとの助けを得て，

はそのような人の一人でした。 悪霊

悪霊の影響を打破しました。 今では

たちはニルダの生活を悲惨なもの

充実した健全な生活を送っています。

にしました。 「悪霊たちは……私に

「［邪悪な］霊とは一切， 一瞬たりとも

取りつき， 私をこき使うようになりま

かかわらないよう， すべての人にお

した。 私は意識を失ったり取り戻し

勧めします」 とニルダは言います。

たりの状態を繰り返し， 精神障害を
抱えるようになりました。 悪霊にひ
どく苦しめられたので， 神経が参っ
てしまったのです。 鎮静剤をの み，
お酒とたばこに浸るようになりまし

２２

死者の霊

サタンではなくエホバに仕えましょう

わ

たしたちは皆どちらかを
選ぶことができます。 そ
れは，エホバに仕えるか，
それともサタンと悪霊た

ちに仕えるかということです。 両方を
することはできません。 エホバに仕え
るのは本当に賢明なことです。

エホバは善良な方
これまで見てきたように， 悪霊たち
は人々を傷つけたりだましたりするの
を楽しんでいます。 エ ホバ はそうい
う方ではありません。 父親が子供を
愛するように人間を愛しておられま
たまもの
す。 エホバは， 「あらゆる良い賜物， ま
たあらゆる完全な贈り物」 を与えてく
ださる方です。 （ヤコブ １：１７） エホバ
はご自分が大きな犠牲を払うことに
なっても， 良いものを人間に与えない
でおくようなことをされません。 —エ
フェソス ２：４‐７。
神のみ子イエスが地上で行なわれ
た事柄を考えてみましょう。 イエスは，
口のきけない人が話をすることがで
きるようにされ， 目の見えない人が
物を見ることができるようにされまし
た。 また， らい病の人や足のなえた人
を治されました。 悪霊を追い出し， あ
らゆる病気をいやされました。 イエ
スは神の力により， 死者を生き返らせ
ることさえなさいました。 —マタイ ９：
３２‐３５； １５：３０， ３１。 ルカ ７：１１‐１５。
神はうそをついてわたしたちを惑
わすようなことをされず， いつも本当
のことを言われます。 人をだますよう
なことは決してなさいません。 —民
数記 ２３：１９。

死者の霊

神のみ子イエスは， 病気をいやすことによって
人々を愛していることを示された
２３

汚れた習慣をやめましょう
ハエがクモの巣にかかってがんじ

い師の一人は怖くなり，

そ の証人

のところへ行って情けを請いました。

がらめにされるように， 迷信や偽りに

悪霊たちからいやがらせをされる

がんじがらめにされている人が非常

場合は， み名を口にしてエホバ を呼

に大勢います。 そのような人は死者

ぶとよいでしょう。 そうすればエホバ

を恐れます。 悪霊たちを恐れます。 の
じゅ
ろい， 縁起， 魔力， 呪物などを気にしま

はあな たを守ってくださいます。 （箴

す。 悪魔サタンのうそをもとにした信

には， 心霊術や悪霊崇拝とかかわり

条やしきたりに縛られています。 神の
しもべ
僕 たちは， そういう事柄によってわな

のあるものからすべて完全に離れな

にかけられることはありません。

いた神の崇拝者たちはそれを実行し

エホバ はサタンよりもはるかに強

言 １８：１０） しかし神の保護を受ける

ければなりません。 古代エフェソスに
ました。 魔術の本を全部集めて燃や

エ ホバ はあな たを悪

したのです。 （使徒 １９：１９， ２０） 現代
しもべ
の神の僕 たちも同じようにしなけれ

霊たちから守ってくださいます。 （ヤ
じゅもん
コブ ４：７） 呪 文 もあなたには効きま

け， “お守り” のひも， 呪物， 魔術の本

い方です。 もしあなたがエホバに仕
えるならば，

せん。 例えばナイジェリアで， ３人の
強力なまじない師が， 町から出てゆ

ばなりません。 あなたのお札や魔よ
など， 心霊術とかかわりのあるものす
べてから離れてください。

くことを 拒 んだエ ホバ の証 人 を 殺
そうとして 呪 文 を 唱 えました 。 そ の
呪文が効かなか ったとき，

２４

まじな

エフェソスの人々は
魔術の本を燃やした

死者の霊

真の崇拝を行ないましょう
神を喜ばせたいと思うのであれば，

聖書を研究する。
—ヨハネ １７：３

偽りの崇拝をやめて悪いことをしな
いようにするだけでは不十分です。 清
い崇拝を活発に行なう必要がありま
す。 聖書は， 何をしなければいけない
かを示しています。

クリスチャンの集会に出席する。
—ヘブライ １０：２４， ２５

死者の霊

２５

エホバに祈る。 —フィリピ ４：６， ７

他の人に宣べ伝える。 —マタイ ２４：１４
バプテスマを受ける。 —使徒 ２：４１

２６

死者の霊

エホバの証人と交わりましょう
サタンと悪霊たちのもとには， 地上
で間違った事柄を教えたり行なった
りする人々がいます。 しかしエホバの
もとにも一つの民がいます。 それは
エホバの証人です。 （イザヤ ４３：１０）
世界には， 約８００万人の証人たちが
います。 証人たちは皆， 良いことを行
ない， 人々に真理を教えるよう一生懸
命に努力しています。 大抵どの国で
も， 王国会館に行けばエホバの証人
に会えます。 あなたも温かく歓迎され
ます。
エホバの証人の仕事は， 他の人が
神に仕えるお手伝いをすることです。
証人たちは， あなたの家であなたと一
緒に聖書を研究し，どうすれば正しい
方法でエホバを崇拝できるかについ
て学ぶようお手伝いします。 そのため
にお金を払う必要はありません。 証
人たちは人々を愛し，エホバ神を愛し
ていますから，喜んで真理を教えます。

エホバの証人は，
あなたが神に仕える
お手伝いをします

死者の霊

２７

すばらしい将来

サ

タンと悪霊たちは， これ
から先，そう長くは人間
を欺いていられないで
しょう。 エ ホバ は す で

にサタンと悪霊たちを天から追い出
されました。 （啓示 １２：９） 近い将来，
神は再びサタンと悪霊たちに対して
行動を起こされます。 使徒ヨハネは，
神からの幻を見てこう言いました。
「それからわたしは， ひとりのみ使い
が底知れぬ深みのかぎと大きな鎖
を手にして天から下って来るのを見
た。 そして彼は， 悪魔またサタンであ
たつ
る龍 ， すなわち初めからの蛇を捕ら
えて， 千年のあいだ縛った。 そして彼
を底知れぬ深みに投げ込み， それを
閉じて彼の上から封印し， 千年が終
わるまでもはや諸国民を惑わすこと
ができないようにした」。 （啓示 ２０：
１‐３） 後に， 悪魔と悪霊たちは永久に
滅ぼされます。 —啓示 ２０：１０。
地上の悪い人々も取り除かれます。
—詩編 ３７：９， １０。 ルカ １３：５。

まもなくサタンと悪霊たちは
活動できないようにされる

２８

死者の霊

死者が生き返る！

にいる者がみな ……出て来る時が

サタンと悪霊たちが片づけられた

来ようとしている」 と言われました。

後， エホバ は人間にたくさん の祝福

—ヨハネ ５：２８， ２９。 使徒 ２４：１５と

をお与えになります。 死者は命がな

比較してください。

く， 存在していないということをあな

彼らはこの地上で生き返ります。 人

たは思い出されるでしょう。 イエスは

が死んだという通知の代わりに， 生

死を眠りに， それも夢を見ない深い

き返った人についてのうれしい知ら

眠りに例えられました。 （ヨハネ １１：

せがあることでしょう。 愛する人が墓

１１‐１４） なぜならイエスは， 死の眠り

から戻ってくるのを迎えるのは， たい

についている人々が目をさまし， 生

へんうれしいことであるに違いあり

き返る時が来ることをご存じだった

ません。

死者は地上で生き返る

からです。 イエスは， 「記念の墓の中

死者の霊

２９

地上の楽園

エ

ホバは，サタンが行なっ
た悪い事柄をすべて完
全に正されます。 エ ホ
バはイエスを地球全体

の王にされました。 イエスの支配の
パラダイス
もとで， 地球は楽園 に変えられます。
—ダニエル ７：１３，１４。 ルカ ２３：４３。
エホバ は次のようなことを約束し
ておられます。

食べ物がたくさんある： 「地
は必ず産物を出すことでしょう。 神，
わたしたちの神は， わたしたちを祝福
してくださいます」。 「地には穀物が
豊かに実り， 山々の頂であふれんば
か り に 実 り ま す」。 — 詩 編 ６７ ： ６ ；
７２：１６。

戦争はもうない： 「あなた方は
来て， エホバの働きを見よ。 神が驚く
べき出来事を地に置かれたのを。 神
は地の果てに至るまで戦いをやめさ
せておられる」 —詩編 ４６：８， ９。

悪い人はいない： 「悪を行な
う者たちは断ち滅ぼされる……。 そ
して， ほんのもう少しすれば， 邪悪な
者はいなくなる。 あなたは必ずその
場所に注意を向けるが， 彼はいない」
—詩編 ３７：９， １０。

病気も悲しみも死もない：
「その時， 盲人の目は開かれ， 耳の聞
こえない者の耳も開けられる。 その
お じか
時，足のなえた者は雄鹿のように登っ
て行き， 口のきけない者の舌はうれ
しさの余り叫びを上げる」 —イザヤ
３５：５， ６。
「そして神みずから彼らと共におら
れるであろう。 また神は彼らの目か
らすべての涙をぬぐい去ってくださ
り， もはや死はなく， 嘆きも叫びも苦
痛ももはやない。 以前のものは過ぎ
去ったのである」 —啓示 ２１：３， ４。
エホバはサタンや悪霊たちとは違
い， 決してうそを言われません。 エホ
バが約束された事柄はすべて必ず実
現します。 （ルカ １：３６， ３７ ） エホバ
はあな たを愛しておられ， ご自分の
お造りになる楽園であなたが暮らす
ことを望んでおられます。 ですから，
神の言葉の中にあるすばらしい真理
をさらに詳しく学ぶために，エホバの
証人と連絡を取ってください。 真理
を生活に当てはめるなら， 偽りや迷
信や無知という束縛から自由にされ
ます。 やがては， 罪と死の束縛からも
解放されるのです。 イエスが言われ
たとおりです。 「［あなた方は］真理を
知り，真理はあなた方を自由にするで
しょう」 —ヨハネ ８：３２。

死者の霊
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詳しい情報を得たい方は www.jw.org をご覧になるか，
エホバの証人（ Jehovah’s Witnesses）にご連絡ください。

