
２０１８年リーダーズサミット：グラハム・クック 

神の相続人になる 

✩key1 : 神様があなたを何から救い出そうとしているかは信じがたいこと

である。そして神様が私たちに進ませようとしている道は本当に驚くべきこと

である。 

ライフチェンジャーでは、古い人から新しい人に変わることを語ったが、主は

さらに私たちを先へ進ませようとしておられる。ライフチェンジャーがただの

始まりに過ぎないということはわかっているだろう。人生が完全に変わった生

き方というものが存在するのだ。毎日、神はあなたをマイナス思考から救い出

し、さらに優れた段階へと押し上げてくれる。主はあなたを、過去を捨て未来

へ向かう道へ、怖れを捨て主に完全に愛されている存在であるという段階へと、

さらに引き上げてくれる。 

主はあなたのなかのキリストがもっともっともっともっと拡大していくように

と日々導いておられるのだ。 

✩key2 : ゲームチェンジャーにおいては、主は、私たちを地に根ざした霊的

状態から、神が制限なく私たちに与えてくださる御国の油注ぎへと引き上げて

くれた。ゲームチェンジャーにおいては主は地に根ざした霊的状態から抜け出

せと語っているのである。 

コロサイ三章「あなた方は上にあるものを思うべきであって、地上のものに心

を引かれてはならない。」主は私たちを救い出す。私たちは人生の大事な時にそ

の答えを世に求めてはならない。ゆえにカオスなど知ったことではない。カオ

スは私たちとは無関係だ。それは世のものだ。カオスよりももっと偉大なもの

に私たちは焦点を絞っている。 

ゲームチェンジャーにおいては、主は私たちを地に根ざした霊的状態から神が

制限なく与えてくださる御国の油注ぎへと引き上げておられるのだ。 

私たちは分離している 



Key3 : 来るべき時に私たちを世と分かつ点とは、私たちが世で起こっている

ことに影響されないという点である。なぜならば負けを知らないイエス様とい

う御人格の中におられる神の前で、私たちが解放されたからである。それはプ

ロパガンダではなく私たちを自由にしてくれた真理である。 

 

世間でこんなニュースがある。今日アメリカの新聞で読んだ記事であるが、同

じものをこちらに来る途中の飛行機で昨日読んだ。 

「アメリカの職業の３０％は苦痛を伴う仕事であり、家庭の一人の収入では暮

らしが成り立たない。３２％の仕事は生活費ギリギリを稼ぐだけのものであり、

なんとか生きては行けるがバケーションは夢のまた夢、退職後の貯金もできな

い、中庸価格帯の家を買うこともできない。２３％の仕事は中流クラスの仕事

である。たまの外食、節約したバケーション（一泊二日でビーチ旅行など）は

可能だが、退職後の蓄えをするには全く十分とは言えない。その他の１５％が

専門的職業である。ここに来て初めてアメリカンドリームと呼べるような暮ら

しができる。しかし残りの８５％の国民は、アメリカの悪夢とも呼ぶべき現実

に直面するしかない。」 

こういう事実を、世はあなたにつきつける。 

 

 

✩key 4 : 事実よりも高いレベルの真理がいつも存在する。 

世はあなたに人生はカオスだらけだと語る。事実ではあるが真理ではない。 

事実よりも高いレベルの真理はいつも存在するのだ。天の事実は、神があなた

を恐れや失望から救い出し、世がどんなにあがいても到達できない高いところ

におられるイエス様のいのちへと導く。 

 

主はピリピ４章１９節「神はあなた方に必要なものをすべて満たしてください

ます」という段階から私たちを救い出し、次のような段階へと引き上げようと

されていると考える。 

 

 

✩Key 5 : 神は、私たちを、必要をぎりぎり満たしてもらう人々という段階か

ら、キリストの共同相続人として新しいアイデンティティを受けた神の子とし



て生きる人に変革させようとしておられる。 

 

ローマ書８：１４～１７ 

神の御霊に導かれる人は、だれでも神の子どもです。 

あなたがたは、人を再び恐怖に陥れるような、奴隷の霊を受けたのではなく、

子としてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によって、「アバ、父。」

と呼びます。私たちが神の子どもであることは、御霊ご自身が、私たちの霊と

ともに、あかししてくださいます。もし子どもであるなら、相続人でもありま

す。私たちがキリストと、栄光をともに受けるために苦難をともにしているな

ら、私たちは神の相続人であり、キリストとの共同相続人であります。 

 

 

必要を満たしてもらうのは最低ライン 

 

今日、主に必要を満たしていただくというのは最低ラインだ。 

神が、あなたが通りで出会う人すべてを助けることが出来るように十分与えた

いとしたら？ 

神が、あなたの周囲の怖れで心が壊れそうな人々に、備え、祝福、神の好意の

種を蒔くためにあなたを使いたいとしたら？ 

神があなたをこの世代において人の目を引く存在にさせ、周囲の人々が寄って

きて「どうしてそんなに恵まれているの？ 私たちと同じような仕事をしてい

るというのに、どうしてそんなに豊かなの？」と質問させたいとしたら？ 

 

 

私は、イスラエルの民が荒野を旅する歴史を愛してきた。朝食が毎朝天から降

ってくる。荒野には食料はない。一軒の店もない。命からがらエジプトから脱

出してきた彼ら。金も銀も何もない。荒野には何もないのだ。 

 

✩key 6 : 奇跡が起こる。 

神が言っているのは、近所に店がなくても、わたし（神）がいればいいのだと

いうことだ。毎朝朝食を降らせるし、週に六日マナをあげよう。[ロード/オブ/

ザ/リングス](映画)を見るまでマナがどんなものか知らなかったが、おそらくあ



の別世界の変わった食物、レンバスパンだろうと気づいた。三口でお腹がいっ

ぱいになる代物だ。 

 

カオスの時代には超自然的な奇跡や備えがある。これからの時代は、神が私た

ちをどのように守ってくださり、栄えさせたかに関しての驚くような話を見た

り聞いたりするだろう。また私たちがどのようにカオスの中を強く生き抜き、

屈さなかったかという話も聞くだろう。そして、その理由は、神がカオスの上

を生きる道を教えてくれたからだと知るだろう。 

 

 

高く上げられた関係 

 

神は父が我が子の必要を満たしてやるように、主の民の必要を満たして下さる。

やがて時が満ちる。その時神は私たちとの関係を、《子、相続人、キリストとの

共同相続人》という段階にまで引き上げられ、私たちは全く異なる領域の備え

を味わうことができる。 

 

✩Key 7 : 私たちは《神の子どもたち》から、《神の息子たち＝相続人》へとア

ップグレードしていっている。そこに新しい備えが与えられる。 

 

私たちには、リーダーが必要だ。男性であれ女性であれ、備えということに関

連し神との通常の概念を超えた親密な関係へと進むためには、その群れを導く

リーダーが必要なのだ。神は、あなたの必要をぎりぎり満たすだけで満足され

る方ではない。なぜなら神は地域の中心的存在としてあなたを置き、他の人の

必要に応えるようになってもらいたいと願っておられる。 

 

ガラテヤ書４：１～７（口語訳） 

わたしの言う意味は、こうである。相続人が子供である間は、全財産の持ち主

でありながら、僕となんの差別もなく、 父親の定めた時期までは、管理人や後

見人の監督の下に置かれているのである。 それと同じく、わたしたちも子供で

あった時には、いわゆるこの世のもろもろの霊力の下に、縛られていた者であ

った。 しかし、時の満ちるに及んで、神は御子を女から生れさせ、律法の下に



生れさせて、おつかわしになった。 それは、律法の下にある者をあがない出す

ため、わたしたちに子たる身分を授けるためであった。 このように、あなたが

たは子であるのだから、神はわたしたちの心の中に、「アバ、父よ」と呼ぶ御子

の霊を送って下さったのである。 したがって、あなたがたはもはや僕ではなく、

子である。子である以上、また神による相続人である。 

 

イエスの約束に従う相続人 

私たちはイエス様の約束に従う相続人だ。それは、主がその生涯で持たれてい

た約束は、主が信じる者の内に生きておられるというシンプルな理由で、私た

ちにも与えられているということである。 

 

２コリント８：９（口語訳） 

あなたがたは、わたしたちの主イエス・キリストの恵みを知っている。すなわ

ち、主は富んでおられたのに、あなたがたのために貧しくなられた。それは、

あなたがたが、彼の貧しさによって富む者になるためである。 

 

主は私たちの身代わりとなってくださった。故に、私たちは、内側にある主の

いのちによって高く引き上げられたのである。私たちは主のいのちによって生

きている。どういう意味だろうか？ それは、人生で今どんなことに直面して

いるとしても、主がそこにおられるということである。あなたが一人で直面し

ているわけではないのである。あなたはその直面している事態を、主の目を通

して見るのだ。 

 

とても難しいタイプの人と対峙した経験があるだろうか？ 我慢の限界を超え

るような人である。祈るべきか、祝福すべきか、それとも殺してイエス様に国

際貨物郵便で送るべきか迷う人である。そういう人いるでしょう？ この湧き

上がる怒りの唯一の解毒剤は、一歩引いて主にこう尋ねることだ。 

「主よ私の目を見て、あなたに何が見えるか教えてもらえますか？あなたが彼

を見るように、私も彼を見る必要があるのです。どのように彼をご覧になるか

教えてください。この状況をどうご覧になるか教えてください。 

銀行にある私のお金、給料袋のお金はどうご覧になりますか？ 主が物事を人

とは異なる目でご覧になるのを知っているからお聞きしています。誰かがあな



たに五つのパンとわずかな魚を渡したのをあなたは人とは異なる目でご覧にな

りましたね。そしてあなたは５０００人に食べさせ、パンくずは籠１２個にな

った。全員がパンくずをもらうことができた。弟子たちとは異なる視点でご覧

になりました。御国の視点でご覧になりました。あなたはこの世の構成物に束

縛されることは決してなかったのです。その約束の相続に私たちはあずかって

います。」 

 

このレベルのことに従属する者ではない 

父によって定められた時までは子どもであるが、その時は正しい時である。そ

の時私たちは立ち上がり、もはやこのレベルのことに従属する者ではないと言

うのだ。神によって、私たちはこの世界を全く異なる場所へと導いていくので

ある。 

 

✩Key 8 : 私たちはこの世界を全く新しい場所へと変えていく－視覚教材（見

本）になる時！ 

私たちの前に領土が広がっている。イスラエルがエジプトから出てきたとき、

神は言った。「私たちは約束の地へ入る。その道中それがどんなものであるかを

見せよう。私が無から有を生み出せることを示そう。食料品店が一件もない場

所で１００万の人々をどうやって食べさせるかを見せよう。私の側ではどうい

うふうにするのかを見せてあげよう。しかし、そのうちに私はひとり子を送る。

そして彼が、どのようにすればあなた方が共同相続人になれるかを教えるだろ

う。そしてあなた方が彼の訓練に合格したら、あなた方は完全なわたしの相続

人となる。その日が来る。」 

 

神がご覧になるように見る 

さあ、その日が来たので、父はドアをノックしている（たまたまイエスと呼ば

れる人だ）。そして何かが私たちに開かれる。私たちはそれをしっかりと見る目

が必要になる。またそれを聴くべき耳が必要になる。その時やっと私たちはラ

イフチェンジャーやゲームチェンジャーが何だったかということが分かる。こ

のことを言っていたのだ。 

もしあなたがライフチェンジャーの学びを止めるなら－（ライフチェンジャー

のテキストを出してください）―もうライフチェンジャーの学びは十分したと



いう段階まで、実は到達していないということなのだ。又、時にネガティブ思

考にもどるなあと感じているなら、まだあなたは学び足りていないということ

だ。今でも怖れや心配に囚われることがあると言うなら、まだあなたはライフ

チェンジャーを十分学んでいないということになる。なぜならライフチェンジ

ャーとは変革された人生の学びだからだ。そしていまだに古い自分が蘇ってく

ることがあると言うなら、新しいあなたはまだ１００％機能していないという

ことになる。さあテキストを出してください。私が目の前まで歩いていかなく

ても。テキストを開いて復習してください。そうしなければ、この世の要素に、

どんどんどんどん、あなたは足を取られていく。 

 

✩Key 9 : この世の要素は私たちを拘束できない 

この世界を構成しているものとは、経済とかハリケーン、洪水、人間の欲、ウ

ォールストリート、政治家等である。年々上昇する生活費にもあなたは拘束さ

れている。望む速さで上がってはくれぬ給料にも。時ばかりが経って、お金が

十分でないなら、あなたに必要なのは神の遺産である。あなたはどの様にすれ

ば神の相続に預かれるかを知る必要がある。イエス様はあなたが貧しくならな

いように貧しくなられた。理由は、イエスが持っているお金を、イエスはあな

たに与えるからである。 

 

今こそ その時 

今、時は満ちていると私は思う。そして今、学びの非常に重要な段階に来てい

る。今までしたことのない楽しい学びだ。この中に、お金が有り余っているの

で悩んでいる人はいる？ 

 

グラハムのストーリー 

２００７年に主はおっしゃった。「グラハム、預言者が非営利団体のミニストリ

ーで何をしているんだね？」私はびっくりした。「息子よ。共にビジネスをしよ

う！」そういうわけで私はビジネスライセンスを使って Brilliant Book House

を立ち上げた。スタート直後に経済崩壊が明白化してきた。三年間、大不況だ

った。経済の下降期だ。倒産や失業が起こり、アメリカ合衆国の家庭の７８％

が恐慌で支払い不能に陥った。しかし私と主は共同ビジネスをしていたのだ。 

２０１１年、第二弾のビジネスをスタートさせ、自分たちの聖会などのイベン



トを撮影し始め、ローリング・ボーイズ社とパートナーを組んだ。アメリカ中

のホテルで聖会を撮影するのはとても楽しかった。その時、実は主が次なる段

階へと私を引き上げてくれていたのだった。ブリリアント・ブックハウスを設

立し五年経過の時点で、主は私に５０１C３（＊訳者注解：ビジネス権利番号と

思われる）を他の人にあげるようにとおっしゃった。私は非営利団体の反人身

取引エージェンシーにこのビジネスをあげた。つまり、これまでずっと自分の

備えの場所であったものを、投資として他者に与えたということだ。 

なぜ？ なぜなら私は、どうすれば神のものを相続できるのかということを学

んでいたからだ。それに共同相続人（イエス）は投資方法もちゃんとわかって

いる。 

しかし、みんながみんなビジネスライセンスを手離せというのではない。（隣の

人にもそう言ってください。グラハムはみんなに手離せと言ってるわけじゃな

いって。） 

 

こういうことだ。ここで話しているのは処方箋ではない。ある例を話している

だけだ。私の身に起きたことで、あなたにではない。この私のストーリーは神

が私と共に何をなさったかについてだ。神が私になさったことが唯一の正解だ

ということではない。もしそうだったら馬鹿げている。 

 

2016 年、主と私はブリリアント TV をスタートし、全く異なる領域へと入っ

っていった。そこは私の約束の地だった。我々はより高き相続の場として、以

前とは全く異なるミニストリーの領域へと進んで行ったのだ。そして私は神は

なんでもご存知なんだということを学んでいる。本当に神は全てをご存知であ

る。 

 

私にとって興味深いのは、この 10 年間で、資金調達ができずにクローズした

多くの教会やミニストリーがあったということである。その意味は？ その教

会やミニストリー団体はこの世に拘束されていたということだ。彼らは経済よ

り下の領域にいたのだ。経済を超えた上の領域ではなく。彼らは、大多数の貧

しい労働者に苦役を課し、選ばれし自分たちだけで美味しいところをいただこ

うという欲に従ってしまった。政治的な話をしようとしているのではない。実

際私は政治が大嫌いである。 



 

ヤコブのストーリー 

ヤコブのストーリーを見ておもしろいと思うのは、彼は飢饉と貧困の世界にい

た。何の作物も実らない。どういうことだ？彼らはこの世の構成物に拘束を受

けていたのだ。最近の話ではない。古い話だ。創世記 41 章ー４２章にある。 

 

息子ヨセフはエジプトにおり、エジプト中でファラオの次、Ｎｏ．２の位にい

た。ファラオはヨセフが自分の家族のことで悲しんでいるのがわかった。長い

話を短くすると、とにかくファラオが金を出しヨセフの家族をエジプトによん

でやった。そして、ヤコブたちが新しい土地でもきちんと生きていけるように

と、国の中でも最高のレベルの地を彼らに与えた。何が起こったのか？ヨセフ

は、好意と祝福でエジプトのＮｏ．２の位置にまで引き上げられ、ファラオか

らは自分の家族の一員と認められていた。ファラオはヨセフに 

Zephenath-Panea という名も与えた。へブル語の意味は《神によって召し出

された子》である。それがヨセフである。神に召し出され、ここから資源を取

り出してあそこに贈り、その場所で大勢の人々のために全く新しい生き方を創

造してあげたのだ。 

 

ヨセフが、昔、自分を奴隷として売った兄たちに再会した時、創世記４５：７

でヨセフはこう言った。「神が私をあなたたちより先にお遣わしになったのは、

この国にあなたたちの残りの者を与えるためでした」 

自分が奴隷として売られたという敵意は全くなかった。なんの憎しみも責めも

怒りもなかった。ヨセフは完全に自分が主にあって何者かを理解している人だ。 

 

Key10 : 我々は周囲の世界から Go サインをもらうのではなく、自分の中に

ある御国からもらうのである。 

 

神は私たちを苦労から救い出したいので、相続分は保管してくださっている。

世のネガティブ思考でものを言う人々の言葉を聞いてはいけない。たとえばこ

んな風なことばである。「ほらほら、気を付けなきゃいけない。今は苦労する時

期なの。みんな苦しむ時期なの。だから戯言はいらない。」 

今は、キリストの花嫁が自分がどんなに愛されているかを認識して立ち上がる



時である。良い夫を持つ妻は、その夫がどんな素晴らしいものを与えてくれる

かを知っているものだ。 

 

愛されていると知ることが鍵である 

 

ここでの鍵は愛である。私たちは神に愛されている存在だ。私たちには相続す

るものがある。主はキリストを私たちの中に送り入れてくださった。それは困

ったときには私たちを保護するためである。でもただ保護するだけではない。

そこで神は私たちの地上でのアイデンティティを教えてくれる。それを理解で

きる唯一の方法は、あなたが自分は天でどのような人と見られているかを理解

することである。天にあると同じように地にもあるーそれがあなたである。 

天から何をどうやって引き出すかが大事なのではない。大事なのは、私たちが

自分自身のアイデンティティにおいてどう立ち上がるか、そして自分の周囲で

途方にくれていたり、恐れていたり、死にそうになっている人々のために、ど

うやって必要なものを天から受け取るか、その方法を知ることである。 

 

 

（ヨセフの続き・・・）何百年も後、イスラエルはエジプトの新しい残酷な王

様の奴隷となった。そして神はモーセを送り込む。モーセは神学的に、キリス

トのかたである。このモーセを通して神は自由を与え、民を奴隷の身分から息

子の位置へと回復した。同様に主は、私たちを占領されて抑圧された状態から

解放してくれた。私たちをこの世の拘束から救い出し、自由にし、備えへと連

れて行き、さらにもっともっと豊かな場所へと導いてくださる。 

 

約束の地に来たら、渡された鍵を回すのだ。あなたは自分が建てたのではない

家に住むだろう。あなたは自分で掘らなくてもよい井戸から飲む。 

私は昔井戸を掘ったことがある。ひどい労働だ。腰に紐を巻きつけて底まで降

りて作業する人が、井戸の底から井戸水が吹き出したら水位が上がるより先に、

地上で紐を持った人達に引き上げてもらえるよう祈ってあげて欲しい。その紐

を持った人達に彼が好意を抱かれ助けられるように。さもなければ溢れくる水

の中で彼は死ぬ。実際にそんな場面を見たことがある。 

 



自分が掘ったのではない井戸から飲みなさい。自分が植えたのではないぶどう

畑から食べなさい。約束の地で、渡された鍵を回すのだ。 

 

共同相続人 

Key 11 : 共同相続人であるがゆえにやって来る奇跡がある。収支を合わせるた

めに一生懸命な暮らしの中ではやって来ない奇跡である。全く新しい領域だ。

あなたは、もう十分、一生懸命生きてきた。 

 

主が私にこういったのを覚えている。「グラハムよ。ゲームを変えるよ」私は言

った。「ゲーム？ ゲームをしていたとは気づきませんでしたが。ゲームとは？」

主は言われた。「このゲームで、まず信頼することを君に教えていた。次に、信

仰によって生きることを。しかし正直に言うと簡単すぎて飽きたので、別のゲ

ームを君に教えるよ。」それから主はキリストと共同相続人になることを話し始

めた。主は言われた。「君とわたしは、一緒にビジネスをする。わたしは居眠り

をする共同経営者にはならない。イエスが自分は父のことをしなければと言っ

たが、彼が何を意味していたのかを教えてあげよう。」その日以来、ずっとてん

の父から学んでいる。 

 

イエスと共同相続人であることに関する key の部分は、子として養子縁組され

ることを受諾するということである。 

 

エペソ１：３－４（口語訳） 

ほむべきかな、わたしたちの主イエス・キリストの父なる神。神はキリストに

あって、天上で霊のもろもろの祝福をもって、わたしたちを祝福し、 みまえに

きよく傷のない者となるようにと、天地の造られる前から、キリストにあって

わたしたちを選び 

 

なんだって？ 創世記１：１より前に主があなたを知っていた？ 現実はどう

なんだ？ 

 

エペソ１：４－６（口語訳） 

みまえにきよく傷のない者となるようにと、天地の造られる前から、キリスト



にあってわたしたちを選び、 わたしたちに、イエス・キリストによって神の子

たる身分を授けるようにと、御旨のよしとするところに従い、愛のうちにあら

かじめ定めて下さったのである。 これは、その愛する御子によって賜わった栄

光ある恵みを、わたしたちがほめたたえるためである。 

 

✩Key 12 : 私たちは養子縁組された神の子である。 

つまりあなたの子とされたことは、蘇られたキリスによってではない。神は、

この世界の土台が敷かれる前に、あなたを子としているのである。罪が入って

くる前。神の相続人になるということは、あなたが新しい人としてキリストの

中にいるということではない。もっと原始というような時点、すべての始まり

の前に、すでに決まっていたことなのである。 

 

創世記１：１の前、子とされるために選ばれたのである。イエス・キリストを

信じる人を養子とするのではない。それは法律で養子となることだ。法律上の

養子を望まれてはいない。また霊的誕生によって家族に迎え入れられるという

ことですらない。それをはるかに超えたことだ。それは私たちを子の位置にお

いて下さるということだ。蘇られたキリストの子としてだけでなく。この世の

基の据えられる前の栄光のキリストの起源を有さぬ子としての地位を信じる者

たちの子としての地位である。神が「光よ、あれ」と言われる前に、イエスが

栄光のうちに有していた子としての地位に天の父はあなた置いている。天的で

力強く、信じがたく驚くべき、素晴らしくて心を圧倒するような・・あなたは

起源を有さぬ栄光の子の一部なのである。すべての栄光を捨てて地上に降りて

こられたお方。そして例えようもなく栄光に満ちた生涯を生きられたお方、あ

なたは、そのお方の一部なのである。 

 

みなさん寝ていますか？全く何も感じないですか？ いやそうじゃないですよ

ね。「えええ！？ おお神よ！そんなにすごいんですか？」と思っているのでし

ょうか。すると神は「そう、そんなにすごいんです。まったく、すごいことで

す。とてつもなく驚くべきこと。Brilliant の数百万倍すごいです。」と言うので

す。 

 

普通の現実の世界にようこそ。御国にようこそ。 



 

神の相続の子とは、神秘的に栄光とつながっており、ある特定の行動だけをす

ることができ、特権を楽しみ、世の要素を超越した場所に生きている。なぜな

ら主イエスキリストにおける栄光の相続の子の場所がそこにあるからである。 

 

全ての始まりの前からの栄光のイエスと天の父との関係が故に、私たちは相続

の子になるのだ。それはあらかじめ定められていたことである。それは神の御

旨のよしとするところに従って運命づけられているものである。（エペソ１：５） 

 

異なる音 

時が満ちている。私たちが「アバ父よ！」と大きな声で叫ぶその心の中へと、

神は相続の子としての霊を送ってくださっている。それは一体何？ 音だ。変

化していく音だ。子供たちは叫ぶ「パパ！」と。もはや力なく「パパ」とだけ

呼ばない。私たちは「お父さん！」と力強く叫ぶのだ。それは今までと異なる

音、異なる声である。トーンも異なる。媚びへつらうのでも嘆願するのでもな

いのだ。父よ、何をここでなさりたいのでしょうか？ 父よ、私は世界中があ

っと驚くような事の一部をあなたと共に担っています。そのような段階へ成長

していきたいのです。最初のレッスンはなにか教えてください。 

 

Key13 : 私たちは公式に、子としての身分と、神にある相続人であることを受

けいれなければならない。 

 

相続 

Key1４：相続は約束と特権のより高き場所である。それは備えよりも大きい。

それは遺産の場所である。それは聖なるアドバンテージである。それは好意で

あり昇格である。高い配慮である。高く上げられた場所である。栄光の子とし

て養子縁組されたことを受け入れるなら、神は私たちを約束の子として扱われ

る。あなたはもう嘆願しなくてよいのだ。怖れや心配や不安が込められた祈り

をしなくてもいいのである。神はあなたの心を静まらせ（ご自分のものとされ）、

ご自分の子として話をされる。主はこう言われるだろう。「そんな風に未亡人の

ように祈るのはやめなさい。花嫁の祈りをしなさい。」 

 



私たちの見解は召使あるいは自分の子供たちに基づいては決まらない。私たち

の祈りは、栄光の子としてのイエスと一つであるという特権によって変化しな

ければならない。 

 

＊私たちは、聖なるアドバンテージの場所から宣言する。 

＊私たちは、イエスとの共同相続人であることが何を意味するかというレッス

ンから学ばなければならない。 

＊私たちは、異なる場所から話し、歩く。 

*私たちは、御霊に導かれ、栄光の子としての、新しい思考、新しい位置、新し

いアイデンティティ、新しい言語を持つようになる。そして単に遺産を得るだ

けではなく、誰も今まで経験したことのない領域（level）を所有しそこに居住

できるのである。 

 

私たちはこのために造られた 

神が最高のものを最後にとっていたとしたらどうでしょう？ 世がこれほどま

でのカオス状態になっているのをこれまで見た人はいないだろう。人口は増え

地球の資源には全て税がかかっている。このような時代のために我々は造られ

たと私は思っている。 

 

人々の恐怖を利用してミニストリーで金儲けをしようとしている団体が多いこ

とを今申し上げておこう。この本，この製品、これが必要だとか、こんなふう

にならないといけない、ここに行く必要がある、私たちと歩む必要がある等々。 

 

私は自分の団体（ブリリアント）がしていることを気に入っている。御国がな

んであるかということが好きなのだ。実際私のいうことに従う必要などない。

イエスに従う必要があるのだ。あえていうが自分は今まで以上にグラハム・ク

ックのファンである。グラハムの中にいるイエス様の大ファンなのである。種

に従おう。主と私を比べることなどできない。私はただ自分の人生が主にかか

っていると信じて主に従っている。 

 

 

 



Key 15 : もはや恐れ、不安、ストレスに脅かされる必要はない。子として下さ

る霊と出会う場所に行かねばならない。神を過小評価してはならないのだ。私

たちは相続人であり、神の子である。その位置にいることを確信して、今まで

とは異なる告白が必要になっている。新しい宣言である。私たちが取り巻く状

況に対して命令するのだ。また祈りの中で新しい宣言をするのだ。 

 

神があなたに預言を与えたら、それが祈りの終わりであり、宣言をする時であ

る。「主よ、あなたはこうおっしゃいました。」というセンテンスで始まるこの

祈り、この神から教えられた祈りが大好きだ。「グラハムよ、このように祈りな

さい。わたしに顔を近づけ微笑み『主よ、こうおっしゃいましたよね？こうお

っしゃいましたよね？』 とわたしが頷いている祈りをするのだ。『確かに言っ

た。確かに。それをしたいね。そうしよう。イエスそしてアーメン』・・・」 

 

主があなたに預言を与えるとき、主はあなたをあるレベルに引き上げて下さる。

その場所で、あなたが身につけるべき完全に新しい言語を主は創造される。預

言をいただいているのに、まだ恐れに囚われた人のように祈っていたら、的外

れとなる。人生は変えられたという前提で祈っていないなら、学びのテキスト

を開きなさい。もう一度必要な章に戻って学び直しなさい。 

 

Key 16 : 共同相続人はお金を自分たちのために働かせる方法を学ぶ。共同相続

人はもっと増収するように投資方法を学ぶ。高いレベルにおいてどのように夢

をもち、考え行動するかを学ぶ。地ではなく天にある思考を持つ方法を学ぶ。

特権的な言語を持ち、そしてその言語と共に、へりくだりの姿勢をもっている。

ゆえに愚行をしたり高慢になることはない。周囲をじっくり見渡すと、神はあ

なたが二台目、三台目の車を持てるようにとあなたを祝福しているのではない。

神はあなたの通りや近所に住む人々が、あなたを見て神を知り、彼らが今いる

場所より高い場所に引き上げられるようにと願って、あなたを祝福しているの

だ。主はあなたを視覚教材にして、周囲の人々に御国を見せているのだ。 

 

Key１７：主は私たちを子どもたちの位置から神の相続人の位置へと連れて行

く。約束の子供たちであるとはどういうことか私たちは知っている。しかし時

は短くなってきているので主はもっと多くの神の相続人が必要である。もっと



多くの栄光の子が必要なのである。 

 

ある歌がある。それは王座を前に私は弱いというような歌だ。だが、そんな歌

詞はもう歌わない。その歌詞を書いた人を見下しているのではない。私たちは、

異なる日に生きているのだ。私たちは今、キリストの中にあることの偉大さ、

私たちの中にキリストがいるということの偉大さを学ぶ日にある。あなたはひ

とりではない。いつも三位一体のお三方と自分がいる。そしてその四人のうち

の三人は天才なのだ。あなたはひとりきりではない。 

 

イルカの高いトーンを真似ていたとき、つまり、不安にかられて祈っていた時

の話だが、主はこう言われた。「君に知ってほしいのだが、君の祈りを聞いてい

ないよ。もうそんなふうにピーピー言うのはやめなさい。」 

 

 

Key 18 : 私たちは養子縁組において訓練されるということを認識しなければ

ならない。 

これは成人式である。大人になるお祝いである。完全に豊かになるミツパであ

る。 

しかしここには訓練がある。共同相続人になるためにはその訓練を通らなけれ

ばならない。 

 

ここで言っておくが、これは楽しい時ではない。ニコニコしてここに並んでと

言っているわけではない。やがてそういう日もくるだろうが、今この時（the 

right time）は、共に語り合う時である。（訳者注：メッセージ中の流れで繰り

返しやあまり意味のない内容は省略しています）私たちは地上での自分の役目

を皆の前で受諾し、もう戻ることはない。私たちは古い言語、思考、レンズを

捨て、地上でのこの役目を皆の前で受け入れるのだ。そして数レベル高い場所

から生きることを学んでいく。 

 

これはエレベーターの時である 

これはエレベーターの時です。私たちはいつか降下するために上へ登っていっ

ているのではない。登って行きしばらくそこに留まり、また別の場所へと歩い



ていく。そしてそこにしばらく住み、やがて目的地に着く。こんなふうに、エ

レベーターは上へと行く。「主よ、御国の前にこの役目をお受けします。栄光の

子である主イエス・キリストの前に」と宣言する一つの心、一つの声、一つの

霊が要求されている。 

 

Key１９：このダイアログで私たちはレンズ交換をしなければならない。古い

反応を捨て自分の身分、特権が今後どのようなものになるかを再認識しなけれ

ばならない。 

 

共同相続人になるための訓練 

私はしるしを探している。トランスフォーメーションの証拠は、私たちのアイ

デンティティがそこへ行ったということだ。私たちはそれを自分のアイデンテ

ィティの中に持っている。私たちは神が自分にとってどんなお方であるかとい

う点に深い自信をもっている。主は私たちをキリストと共同相続人になるよう

訓練されているのだから、イエスと同じ位置へと私たちを動かす神の前で、私

たちはそれに合う姿勢を持つ。 

 

Key 20 : トランスフォーメーションは証拠とともにやって来る 

ライフチェンジャーを学んではみたが、変革の決心をしていない人もいる。 

決心をしないなら、古い自分と新しい自分の間で揺れるものだ。できるだけ丁

寧に言うが、それは受け入れられないことだ。受け入れられない。やっとここ

まで来たのに陥没するのですか？ あなた方は今日、陥没するために、あらゆ

る国々、様々な大陸で仕え、闘ってきたのではない。「今こそあなたが受け継ぐ

べきものを受け継ぐ時だ。世界は、あなたがこの場所に踏み入れるのを待って

いる。しかし、あなたはまだ捨てるべきものを握っている。この場所に入って

来るために捨てるべきものを。」とあなたに言うために、主はあなたをここまで

連れてきたのではない。 

 

今、質問がある。イエス様はなんとおっしゃっていますか？何を捨てなさいと

おしゃっていますか？ 

 

イエス様がこの上なく優しい目であなたを見つめ、この上なく忍耐強いお声で



何をあなたに捨てるようにとおっしゃっていますか？イエス様は「わたしのも

とに来なさい。でも、それ（捨てるべきもの）は持ってこないで。あなたには

捨て去るべきものがあるんですよ。」と語っておられる。 

 

なぜ女性たちが男性より大きなクローゼットスペースが必要かには理由がある。

女性たちは新しい服を買うが古い服を捨てないのだ。「いつか着るかも。」と思

う。私でもそれくらいのことはわかる。蛾でさえその溜め込んだ古い服を食べ

ようとしないだろう。あなたの夫は引き出し一段とハンガー部分半分に自分の

服をかけている。残りはガレージに追いやられている。夫たちにもっと解放を。

皆さん私の言おうとしていることはわかりますね？ 

 

新しい洋服がやってくる 

ものを捨てなければならない。Hoaders(?)のエピソードはいらない。なぜ捨て

なければならないのか？ あなたが着たいと願うような服がやってくるからだ。

神はあなたに新しい服を与えたいのだ。その服を着ると、あなた美しく、際立

つ輝きを放ち、これまでと全く違う感覚になる。主があなたにあげたい服を見

せてくれたら、あなたは古い服を全部燃やしたくなるだろう。これは古いもの

を捨てよと言っているだけではない。ものに執着するのをやめる必要がある。

不安になる日もあるだろうなどと思って、不安にしがみつくのをやめなさい。

言っておきます。悲惨な日のためにと何かを取っておくなら、悲惨な日はやっ

て来るものだ。古い自分を捨てるのだ。古い自分ではなく、もっと新しい自分

があなたには必要なのだ。 

 

こういうわけで、ここにいる皆さんに、リージョナルアグローに、数多くのキ

ャンドルライトに私はこの話しをしている。もう一度ライフチェンジャーを復

習して欲しい。そして今回は本気で取り組んでみてほしい。生き方を本当に変

革して欲しい。口先ではなく、実践するのだ。そうすればゲームチェンジャー

になれる。もし人生がまだ変わっていないなら、人生のゲームを変えることは

今のあなたにとってはちょっときついだろう。少し学び直してみるのが大事だ。

しかし、大丈夫。イエス様が時を加速してくださる。 

 

今、ちょっとこのメッセージとリスポンスの間に、時間をあけているのはそう



いうわけだ。ダイアログ（対話？）も時に必要だ。皆さんは、今までミニスト

リーとしてはしたことがない新しいことをする必要がある。私たちは解放を実

践し、その新しい言語、思考を学び、新しいレンズで物事を見、神が解き放つ

ものを期待して待つ必要がある。 

 

相続人は単なる子供ではない。そして相続人になるには異なる過程が必要だ。

キリストにあって自分が何者であるかに関して、心を決めなさい。お願いです。

この備え、この身分と共にあなたにやってくる訓練を受け入れなさい。アメリ

カも世界も常に動いている。私たちは高い次元で生きる人々が必要なのだ。 

 

どうか私たちが皆、常に積極的に，神の栄光のなかにある好意を見ることがで

きるように。 

今から、あることを読んで、それから祈って閉じます。 

 

神が今私たちにおっしゃりたいのはこういうことだと思います 

愛する者たちよ。実り多き世界に住むというのはどういうことかお分かりです

ね。わたしは皆にそれを望んでいます。あなたの世界は、あなたが想像してい

る以上に素晴らしいものになろうとしています。あなたの恵みは増し加わりま

す。わたしの祝福と好意が実り多いというだけではなく、まるで新しい服を身

につけるように、これから身にまとう約束された相続があるからです。ゆえに

あなたの恵みは増し加わると言っているのです。 

 

今こそ、あなたのものであるすべての好意と祝福を受け取り、古い人に挑み、

古い人が墓に埋められていることを確認する時です。みなさんの中には、古い

人を埋めた方もいるでしょう。しかし、まだ自分の名、地中に埋められた日を

書いた墓碑は立てていないのでは？ もう二度とその古い人を生き返らせない

と決心しましたか？ 

 

どんな状況においても実り多き状態でいるということに自分で責任を取るとは、

どんな意味かわかっているでしょう。さあ、今、みなさんは、キリストと共同

相続人になり、来るべき日には、神であるわたしと共に完全な相続人になると

いうことに対する責任を取ることを学ばなければなりません。 



 

か弱く、実を結ばない時期は終わりました。終わったのです。神もそう言って

いると知る必要があります。そうすればあなたも終わりを認められます。相続

の中へと入っていく時期です。そこでは会話、対話、先見、計画が必要です。

私たちみんながお互いの目を見てこう言うのです。 

「一緒にこれを成し遂げます。ひとつの心（heart）で。ひとつの魂(mind)で。

ひとつの声(voice)で。ひとつの霊（spirit）で。私たちはこれを共に成し遂げる

のです。」 

 

他のミニストリー等が造るであろう恐怖の全て、そのようなこの世の要素に拘

束されることは決してありません。愛には恐れがなく、みなさんは神に愛され

ている者なのです。 

 

葡萄畑はあなたのために満ち満ちています。一本ではない、多くの木々があり

ます。一本のツルではなく、多くの約束と完全さを表すツルがあります。そし

て今、今まで体験したことがないようなレベルに留まることを教えます。キリ

ストの共同相続人であることを意識した留まり方で、ここに留まることを教え

ているのです。そしてそれがあなたの思考の全てとなります。あなたが見るに

も語るにもその思考からになります。あなたはすっかりその虜となります。他

の方法で思考ができなくなります。嘆願の祈りが、賛美と宣言に取って代わり

ます。 

 

愛する者よ、あなたは霊で空高く舞うように解き放たれています。あなたは条

件付きではありません。受け取るという能力においてもはや地のものに捕らわ

れません。あなたは今、制限なきものへと来ようとしています。わたしはあな

たを高く引き上げましょう。相続の場所へとあなたに空高く舞い上がってほし

いのです。 

 

霊に満たされなさい。そしてあなたのなかにあるあなたとの共同相続人である

キリストの臨在に満たされなさい。キリストは新しい目、心、言語、姿勢に関

してあなたを訓練し開発しておられます。 

＊新しい立ち方と歩き方 



＊低い場所ではなく、天高いところから生きていくこと 

＊約束の地に入ること 

＊この世界、この次元で、これまで誰も体験したことのない段階に留まる（abide）

ということに対する責任をとること 

 

そしてわたしはあなたに次のことを願うと主は言われる 

＊テストを楽しむこと 

＊訓練を楽しむこと 

＊完全に異なる方法で克服できることを喜ぶこと 

＊わくわくすること 

＊イエス様が自分の中に生きているように行動する力を受けること 

あなたが遭遇する状況にはアップグレードがついてくることを見て知ること 

＊天が降りてくるしるしを読む取ることができること。ここに備え、あそこに

好意、すぐそこに可能性・・・等を読み取れること。 

 

父は言う。なぜならば、あなたがテストの全てに合格することを助ける気持ち

でいっぱいだからです。聖霊様こそ最高のカンニングペーパーだから、新しい

方法で聖霊をみなさんに与えます。聖霊はイエスに属するものすべてを取って

あなたの手にそれが渡るように確約されます。このテストにおいてあなたは一

人ではありません。わたしたちはあなたと一緒にいる。そしてあなたはわたし

たちを今までとは全く異なる様で見る。わたしたちが本当はどんな存在なのか

ということを、あなたはもしかすると初めて目にすることでしょう。 

 

ゆえに愛する者たちよ。次に起ころうとしていることを楽しみにしています。

これまでも楽しんできたけれど、次に来ることに関して、もっとワクワクして

います。今、この時点のこの場所が、わたしたちが世で到達したかった場所で

す。そして今がその時なのです。 

 

 

父よありがとうございます。あなたの優しいお気持ちをありがとうございます。

私たちにとってどんな存在であられたいのかをすでにご存知であることに感謝

します。これからの進み方もご存知ですね。私たちの先を行かれ、私たちの領



域に印を付け、道を造ってくださっているのですね。あなたは私たちの現地点

のもっと先を行かれています。あなたはこれから起こることすべてを見ておら

れ、イエスのお名前により、そこですべての割り振りをされています。 

 

そして、あなたは先を行かれているその場所から私たちの場所にお戻りになら

れ、この領域の中、私たちの手をとって導いてくださいます。すると人生でこ

れまで体験したことがない形で、私たちはあなたと一緒に歩くのです。父よ、

ありがとうございます。これをあなたが喜んでおられるからです。 

 

私たちは神のお優しいお心を知るでしょう。そして私たちはこれまで体験した

ことのないレベルで、さまざまなことをこなしていくでしょう。こちら側では、

私たちの相続はもう準備万端です。そのことを、父よ、感謝します。イエスの

お名前で、感謝します。アーメン。 

 

 

質問 

グラハムの本 《The Newness Advantage》 で神様と会話する準備として

私たちが熟考すべき９つの質問のリストを挙げている。理由は、神が私たちに

新しい真理を運んでこられるので、私たちが主との関係をアップグレードする

よう勧めておられるからである。主は、主と私たちの関係で私たちが息苦しさ

を感じないように、私たちが人生で捨てるべきものを捨てる決心ができるよう

チャレンジを投げかけておられる。 

 

１． このメッセージで鍵となる真理は何でしょうか？ 

２． グラハムがこのメッセージで解いてくれたこの新しいアイデンティティ

を私たちが受け入れるにあたって、神は私たちにとってどんな存在にな

りたいと考えておられますか？ 

３． このメッセージを通して、立ち上ってくる新しいアイデンティティとは

どんなものがあるでしょう？ 

４． 新しいさらに高い場所へ行くために神があなたに何を捨てるように言っ

ておられると思いますか？ 

５． 圧倒されるほどに、神があなたに語っていることはなにでしょうか？ 


