
パリ ー ２月２日に刊行された気候変動
に関する国連の政府間パネルの報告書によ
ると、   130か国の2,500人ほどの科学者が、  
地球温暖化は事実であり、 作り事ではない
と断言している。   113か国が承認する調査
結果によると、 この問題の90パーセントは
人為的なものであり、 今、 是正策を取らない
と、 21世紀の終わりまでに、 地球の平均気
温は華氏３度上昇し得ると宣言している。  

このオーストラリアの地が、 気候変動の深
刻さを証言している。 衛星写真は、 南極の氷
が激減していることを警告する。 海水温度の
上昇で、 世界的に有名なグレートバリアリー
フの美しい有色さんご礁が急速に白色化し、 
漸次消滅してゆく原因ともなっている。 いつま
でも続く異常気象、 激しい干ばつ、 国中で見
られる水資源の減少、 そして、 世界各地で起
こっている事象と考え合せると、 私たちは科学
者たちが鳴らす警鐘に、 耳を傾けるべきでは
ないだろうか、 との問いが湧いてくる。 

この問いへの答えを求めるとき、 私は、 旧
約聖書の予言者たちのことを考える。 当時の
賢者たちは、 しばしばその時代が抱える問題

を提示し、 是正策を取らなかった場合の結果
について、 警鐘を鳴らしている。 悲しいことな
がら、 彼らの警告に耳を傾けないことがあっ
たことを、 歴史は物語っている。 

この地球の未来の安全について祈ると
き、 そして、 命を、 この地球に依存するすべ
ての人々、 すべてのもののために祈るとき、 
私は導きを求めてきた。 これら、 気候変動が
地球に及ぼす影響について叫んでいる人々
は、 今日の賢明な予言者なのだろうか？　彼
らは、 私たちも立ち上がって行動すべきだ
と、 警告しているのだろうか？　これらの警
告は、 神性の知恵からくる霊感による指令
なのだろうか？　答えを求めるに際して、 私
は、 メリー・ベーカー・エディが、 著書『科学
と健康—付聖書の鍵』の中で述べている、 
示唆に富む次の言明について考えてきた：

「常に現存する神性の心と、 この心と交流
する考えは、 過去・現在・未来を知る特権を
もっている。 

「存在の科学に触れると、 わたしたち
は、 もっと広く神性の心と交わり、 全世界の
福祉に関する事柄を予見し予言することが
でき、 また神から霊感を与えられる、 —　然

り、 束縛のない心の領域に達することができ
るのである」(p. 84）。 

この言明は、 人間の福祉を守り、 生命をあ
らゆる形で保護するために、 私たちがどんな
行動をとるべきか、 今、 知り得るということを
教えてくれる。 気候変動と厳しい天候につい
て祈っていると、 気象上の危機に直面して霊
感を受けて対応した、 あるすばらしい聖書の
模範に勇気づけられる。 それは、 創世記（37-
45章参照）に記録されている。 ヨセフという若
者が、 一連の出来事から、 奴隷として売られ、 
エジプトに連れて行かれた。 そこで不当に投
獄されているときに、 ２人の男性の夢を解き
明かした。 ２年ほど経って、 ２人の男性のうち
の１人が、 国王に、 ヨセフのことを知らせた。 
王が、 ある夜、 夢を見て、 悩まされていたから
である。 国王パロは、 自分に示されたことの
意味が分からず、 また彼の側近たちにも理解
できなかった。 ヨセフは、 パロの夢を解き明
かすことができるか、 また、 みなにその意味
を説明することができるかと、 尋ねられた。 

ヨセフは神に心を向けた、 神がすべての
知性と良い考えの源だからである。 ヨセフ
は王に、 ７年の豊作があり、 その後、 ７年の
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飢きんが来るでしょう、 と告げた。 さらに、 彼
は、 パロに、 すぐに行動して、 豊作の年に収
穫した食糧を備蓄して、 飢きんに備えるよう
に、 と忠言した。 ヨセフは、 直ちに、 この計画
を遂行する職務を与えられた。 彼の知恵と予
見のおかげで、 エジプトの人々はその後やっ
てきた飢きんの数年間を生き延びることがで
きた。 すべての人々が食べることができた、 
そして、 エジプトに援助を求めてきた隣国の
人々まで、 十分に食べることができた。 

では、 ヨセフが示した建設的な予見は、 ど
こから来たのだろうか。 『科学と健康』は断言
している：「古代の予言者は、 霊的で非肉体的
な見地から予見したのであって、 悪を予示し、 
事実と作りごととを取り違えて予見したのでは
ない、 ー　すなわち肉体的状態や人の信念を
根拠として、 未来を予言したのではなかった。 
科学において、 存在の事実に調和するまでに
十分に進歩したときには、 人々は無意識のう
ちに予見者や予言者になり、 しかも鬼神や心
霊や半神半人に支配されるのではなく、 唯一
の霊に支配されるのである」（p. 84）。 

「すべて賢明であるもの」が、 人類の洞
察力の真の源泉である。 神は無限の知性で
あり、 彼が私たちと、 私たちが住む宇宙を、 
維持している。 祈りを通して神に耳を傾ける
と、 私たちは神性の指示を受ける。 もし、 私
たちが行なっていることが、 正される必要が
あれば、 神性の心の映像である私たちには、 
注意を払う能力があり、 それを受け入れる
力があるゆえ、 生命を維持するために必要
な変化をもたらすことができる。 

これが、 今、 夫と私が、 何千人ものブリ
ズベーンの住民たちと共に取り組んでいる
ことである。 水不足の危機が迫るなか、 私
たちは、 注意深くに見守り、 学んだことを受
け入れて、 自分たちの考え方と、 水の使い方
を、 変えようとしている。 実は、 今、 これが必
然なのである。 市の給水制限は、 レベル１
からレベル５まで高まり、 今後まもなく、 レ
ベル６、 あるいはレベル７まで、 強化される
と予測されている。 もし、 20センチほどの雨
が、 川の集水域に降らなければ、 衣服の洗
濯も特定の日にしかできないようになるかも

しれない。 また、 過度の水使用のため罰金
を課される人が出てくるかもしれない。 

都市というものは、 日々、 水が必要なの
である。 人間の基本的な必要を満たすため
ばかりではなく、 多くの人々の生計が、 定期
的な水の供給にかかっている：美容院、 園芸
センター、 レストラン、 そして、 学校や介護セ
ンターは言うまでもない。 そこで、 私は積極
的に祈り、 家の周りでもっと節水できるよう
に、 神性の考えを求めている。 今はまだダム
に残っていて、 家庭や企業に供給されてい
る清潔な飲み水を、 できるだけ温存するよう
に、 少しでも役に立ちたいのである。 

ダムの水が20％しか残っていない現状
で、 政府のあらゆるレベルで、 当面の、 ま
た、 長期の、 緊急対策を打ち出すことが必
要である。 先見の明のある人々が、 必要で
ある。 そこで、 私は毎日、 神が常に存在し、 
すべての人の益のために、 一人一人の考え
や行動を導くように祈っている。 指導的立
場にある人々は、 神の正しい考えを聞き、 そ
れに従って、 たとえ乾燥地にあっても、 住民
が確かに安全に守られるようにと、 私は祈
っている。 

聖書に記されている、 古代イスラエルの
偉大な国家的指導者モーセが、 その好例で
ある。 モーセは、 エジプトで奴隷として働か
されていた同胞を解放に導いた。 これは、 
以前、 ヨセフが、 霊的洞察と指導力によっ
て、 多大の益をもたらしたのと同じ国、 エジ
プトで起きた話である。 イスラエルの民は、 
捕われの地エジプトから逃れる唯一可能な
道程をだどり、 「シンの荒野」を歩いて渡ら
ねばならなかった。 そして、 砂漠の旅路を経
て、 レピデムの地にたどり着いた。 ところが、 
それは水のない砂漠の地であった。 

耐え難い渇きのなか、 人々はモーセに怒
りをぶつけてきた。 モーセは、 彼らが水を必
要とする緊急事態を知り、 この砂漠という環
境の中で、 自分に何ができるだろうかと考え
た。 これほど多くの人々が生き延びるために
必要な水を、 彼に、 どうやって供給できるだ
ろうか。 モーセは、 神に救いを求めた。 祈り
の結果、 彼は導かれて、 岩の裂け目に、 水を

見つけた。 モーセが杖で岩を打つと、 水があ
ふれ出て、 彼の指導に頼る人々の命を救った
のである（詳細は、 出エジプト記  17章）。 

日々の緊急事態のなかで、 命を救う神の
答えは、 常に現存する。 私たちは、 ただ、 そ
れに耳を傾け、 それを実行すればよいので
ある。 個人、 国家、 文明は、 人類の歴史を通
して、 気象状況、 洪水、 干ばつ、 飢きん，暴
風雨の脅威にさらされてきた。 しかし、 ヨセ
フやモーセのように霊的な心を持つ人々は、 
神性の愛に答えを求めてきた。 祈り、 示され
た考えに従って、 彼らは無数の人に益をも
たらしてきた。 現代社会においても、 同じこ
とができる。 実際、 今、 それが起こっている。 
多くの新しい独創的な考えが、 私の住むク
イーンズランド州でも、 実行されている。 た
とえば、 町の人々は「灰色の」洗濯水を、 庭
の樹木や花々に与えている。 また、 白熱電球
を、 節電する電球と取り替え、 電力消費や２
酸化炭素の排出を減らしている。 

知恵と神性の霊感により、 すべての人を安
全に保つ方法と手段が、 私たちには備えられて
いる。 まず、 その第一歩は、 環境について進歩
的な展望を持つ人々の意見を、 率直に聞き、 彼
らの考えを十分に検討してみることかもしれな
い。 個人の安全については、 将来起こり得る危
険に気づいていることが重要である。 例えば、 も
し私が線路上に立っていて、 高速列車がやって
来ることに気づいていなかったら、 差し迫った
危険を知らしてくれることに感謝する、 危険な事
態から逃れることができるからである。 同様に、 
将来を見張り、 この地球が健全に守られること
に思いを捧げ、 予想される問題を人類に警告す
る人々は、 私たちが、 この世界を守る為に必要
な行動に立ち上がるように、 促してくれる。 

神は、 生命を維持するために必要な答え
を持っている。 神性の知恵は、 解決策を持
っている。 それは、 霊感に促された考えであ
り、 私たちは、 それを賢明に行動に移さな
ければならない。 すべての人が、 祈りのうち
に、 神の正しい考えを求めて、 耳を傾けるこ
とができる、 そして、 それを受け入れ、 それ
らの考えを活用して、 生命を維持することが
できるのである。    
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