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「救いの後の悪霊の攻撃」イアン・マコーマッ

ク The Demonic Attack after the salvation 

 
https://youtu.be/QPHVvNCb2hw 

 

臨死状態から生き返った後の／体験について教えてください 

悪霊との戦いが／何度もあったのですね 

はい 当時まだ 聖書を読んだことがなく／何が起きているのか 分かりませんでした 

まず 新約聖書を読ませてください／マタイ 12 章 43 節～ 

「汚れた霊は 人から出て行くと／水のない地をさまよって 休み場を探します でも見つからず 

『出て来た自分の家に帰ろう』 と言います 帰って見ると／家は空いていて 掃除されて きち

んと片付いています 

そこで出かけて行って 自分よりも悪い／七つのほかの霊を連れて来て 入り込んでそこに住み

つきます 

そうなると その人の最後の状態は 初めよりも悪くなるのです／この悪い時代にも そのような

ことが起こります」 

当時 イエスと弟子達は ／病人を癒し 死人を蘇らせて 

重い皮膚病の人々に触れて 悪霊を追い出し 福音を伝えました 

イエスが言っているのは／汚れた霊を 人から追い出しても 

その様子を 絵でご覧いただきましょう 

追い出された霊が豚に入り込んで／自ら海に入り 溺れ死にました 

https://youtu.be/QPHVvNCb2hw
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この話は イエスが悪霊を追い出せることを示し／聖霊の宮である 私たちの身体について語っ

ています 

私が死んだ時 無神論者からクリスチャンへと／変えられたので 霊が引き上げられました 

でも私は 今までの自分の行いによって／悪霊に憑かれていたか 抑圧されていました 

人は蒔いたものを／刈り取るからです 

でも生き返って イエスに出会い 

すっかり清められて／退院し 自宅に帰ったのです 

その夜 寝ていたら 心は平安なのに／悪寒と冷や汗で 真夜中に目覚めました 

心は恐れていないのに 体は震えており／寝返りをうつと 恐ろしいものを見ました 

モーリシャスの嵐に耐える分厚いガラス製の窓には／防犯用の鉄柵があり 

その向こうに 7 人が立っていました／よく見ると 

人の形をしているが人間ではない／暗い霊の存在が見えました 

目を見ると 瞳は丸ではなく／ 縦に裂け目が入った蛇のものの様でした 

目の中が赤く光って／単なる動物とは違いました 

まるで 人間と蛇 両方の性質を／合わせたような感じで 

非常に邪悪な存在だと気付きました／後になって聖書を読むと それが悪霊で 

追い払っても もっと邪悪な 6 人を連れて／戻ろうとするのだと知りました 

その霊たちが僕に「お前は俺たちのものだ／お前の中に戻るぞ」 と言うのが聞こえました 

「僕が奴らのものだって？ 僕の身体を／かつて占拠していた奴らが また戻ってくる？」 

僕は 芯から震え上がり／「どうして こんなことが起きるのか」 と思いました 

慌てて懐中電灯を掴み 窓を照らすと／奴らはまるで嘘のように 消えていました 

ガタガタ震えて ベッドから起き上がり／電気をつけましたが 物凄い恐怖でした 

足が震えて座り込むと／「神様 何が起きたのですか？」 と叫びました 

神は 僕が救われたこの 24 時間を／再度見せてくれました 僕がもう限界だったからです 

悪霊なんか見てしまったら 大抵の人は／自分は気が狂ったかもと思いますよね 

「僕は正気なのに どうしたんだ？」 と思っていると／主が 「昨夜 君の魂を救ったのは 主の祈

りだ」 

「再度 祈りなさい」 と言うのです／「そうだ 主の祈りだ」 と思いました 

主に導きを求めると／ 「悪からお救いください」の部分が示されたので 

「神よ 窓の外の悪から救ってくれますか？」 と尋ね／主の祈り全体を祈ると 平安が訪れまし

た 

すると主が 「電気を消して寝なさい」 と／いとも簡単に言うのです 主は天におられるからいい

けど… 

僕はここにいて まだ窓の外の悪霊に／狙われているのに 電気を消せって？ 

でも僕は思いました／「もし今 電気を消さなければ この先ずっと 

電気を消せず 闇を恐れて一生暮らすことになる」／実際そういう人を知っています 

僕は電気を消し／悪霊が戻ってくるか試すことにしました 

神に感謝します！イエスの御名と／神の言葉である主の祈りの力は絶大です 
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僕は眠り 翌朝も起きて／日常に戻りました 

そして人の心が見え始めました 新しい光に照らされ 他者が心で考えていることが聞こえるの

です 

困惑しましたが／人を新しい光で見始めたのです 

その晩 また夜中に目覚めて震えだし／昨夜の 赤い眼をした悪霊の記憶が甦りました 

横を向くと 壁をすり抜けた 7 体の悪霊が／蚊帳越しに立って 僕の中に入ろうとしていました 

でも 主をたたえます！ 「あなたがたのうちにおられる方は／この世にいる者よりも偉大だから

です」 （Ⅰヨハネ 4:4） 

未遂に終わりましたが／奴らは僕に入ろうとしました 

懐中電灯を向けると姿を消しましたが／奴らが壁をすり抜けられると思うと不安でした 

懐中電灯を振り回し 部屋の電気をつけると／激しく震えながら床に倒れました 

すると神が 「イアン 主の祈りだ／悪霊は罪を通して入ろうとする」 と言うのです 

聖書に 「悪魔に機会を与えないようにしなさい」／（エペソ 4:27）とありますので 

心を清くし 主の前に出て祈ろうと決意し／主の祈りの「悪からお救いください」 を祈って眠り

ました 

次の晩は 若い女性が窓をノックしてきました／僕がずっと魅力を感じていて 

一緒に出掛けたり デートに誘って／交際しようとしていた娘でした 

でも 昨晩全てが変えられたので／「女性にもセックスにも興味がない」 と思いました 

「帰ってくれ」 と言ったのですが ／彼女が強いるので勝手口のドアまで行き 

開けたとたん 彼女の目の中に／あの赤い悪しき者が宿っていたのです 

そして彼女が 男の声で言ったのです／「お前は我々のものだ 今夜我々と来るのだ」 

世俗的な若者として 色々体験していたので／霊媒は見たことがありました 

亡くなった親戚を呼び出すと／女性が男性の声で話し出す という類のもので 

霊媒師が 「今あなたの亡くなった親戚と／交信しているのですよ」 などと言います 

実は 対象者の人生をよく知る悪霊を呼び 声を真似して話させているのですが 

彼女の場合は 悪霊が中に宿っていて／ドアを閉めようとしても 悪の力に阻まれました 

精神科の看護師によると／悪霊に憑かれた患者達は かなり腕力があり 

酒場などに行くと 痩せた小さな男が／赤い目をして 人々を投げ飛ばしたりします 

酒場の喧嘩では 赤い怒りのような／常識を超えた力を出す人を 見たこともあります 

彼女に超自然的な力で阻まれ 僕のほうが／3 倍強いはずなのに ドアを閉じることができません 

彼女が「我々と来い」 と言うのを見て／僕は「神様！」 と叫びました 

すると 家の脇から／誰かがこちらに来るのが 聞こえたのです 

主が言いました 「男たちが向かってくる／彼らについて行けば 君は殺されるだろう」 

聖書に「罪の罰を思い知ることになる」（民数 32:23）／とあります 「神様 助けて！」と言うと 

次の瞬間 僕は手をあげ／「イエスの御名によって！」 と叫んでいました 

その頃の僕は イエスの名前は／悪態をつく時に使うものだと思っていました 

でも突然 「イエスの御名によって！」 と言うと 

目に見えない力が 彼女を打って／後ろに投げ飛ばしたのです 
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倒れた彼女の脇から／蛇のようなものが はい出てくるのが見え 

「お前を殺すぞ！」と言って／コブラのように飛びかかってきたのです 

そして彼女が近付こうとしてきましたが／僕は「イエスの名前にこんな力があるのか」 と驚きま

した 

悪霊がイエスの御名を恐れるなんて／まだ知らなかったのです 

主の祈りのおかげで イエスに出会ったので／御名による権威は持っていましたが 

霊の戦いや 信者の権威はおろか／神の御言葉すら 知りませんでした 

ただイエスの御力が 悪霊を追い払ったので／僕はドアを閉めることができました 

そして 立って震えたまま／どうして良いか 分かりませんでした 

神が「祈りなさい」と言うので祈りました／次の晩 翌朝 誰にも内緒で そこを発つことにして

いました 

サーフィンをする友人と一緒に／朝 タクシーに乗って海に着いたら 

自分だけタクシーに戻り 空港へ向かう計画でした／身の危険を感じていたからです 

その夜 またあの彼女が ドアをノックし／今度は 大きな手が現れて 窓を開けました 

そして 窓の柵の間から／槍が突き出して 僕を殺そうとしたのです 

僕が悪に屈せず 神に従うなら 天国で見たことを／証できないように 敵が殺そうとしたのだと 

神が教えてくれました 

僕は槍に刺されて 殺される寸前でした 

「神様 防御しなければ」と言うと／懐中電灯のことを思い出させてくれました 

光が奴らを 物理的に妨害できる気がして／懐中電灯で窓を照らすと 

3 人の男と あの彼女が見えました／彼らが 光を避けて 後ずさったので 

槍を奪い取って 投げ捨て 窓を閉めました 

物を投げようとすると 犬がよくするように／彼らは敷地の向こうまで 後ずさっていきました 

まるで 光に対して怒り／嫌がっているようでした 

イエスが「私は世の光です」（ヨハネ 8:12）／と言いましたね 暗闇は光から逃げていくのです 

彼らが退却する間 出来る限り祈りました／眠ることはできませんでした 

4 時半に来るはずのタクシーがまだ到着せず／邪魔されたことが分かりました 

一体どうしたのかと思っていると／主が「彼らがまた殺しに来る」と言いましたが 

神の確かな助けで 友人達がタクシーを確保し／ 無事に国外へ出ることができたのです 

僕はオーストラリアへ戻り／迎えに来た弟に 事の次第を説明しました 

その夜パースで寝ていると モーリシャスのとは別の／大きな目をした悪霊が近づいてきたので

す 

僕はアタマにきました／「飛行機に乗って後をつけてきたのか？」と思ったのです 

その時 知らなかったのですが 後に／このような霊の存在の働きについて 聖書にかかれていま

した 

電気をつけて 部屋を歩き回ると／暖炉のそばに 小さな仏像を見つけました 

線香と薔薇の花びらも置いてあり／「何だ これは？」と思いました 

神が「大きな目の悪霊が この偶像から出た」と／教えてくれました 詩篇 106:36~38 には 
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「その偶像に仕えた それが彼らにとって罠となった／彼らは自分たちの息子と娘を 悪霊への

いけにえとして献げ」 

と書かれていて／偶像には悪霊が宿っていることが分かります 

僕に仏像から悪霊が出たことを示すと／神は「祈って力を縛りなさい」と言いました 

仏教には 人々に恐怖を与える／悪霊が働いています 

ヒンズー教や他の多くの宗教でも／同じように悪霊が働き 恐れを抱かせます 

その後 帰宅すると 神に聖書を読むよう語られ／6 週間で全て読み終えました 

すると 僕たちが戦う相手は人ではなく／闇の力に対してであること(エペソ 6:12)を理解し始め

ました 

イエスの御名と 血潮の力によって／僕たちは自由になれるのです 

素晴らしい！驚きです！／まだまだ色々 聞かせてもらいたいです 

イアンのウェブサイトは こちらでご覧になれます／www.aglimpseofeternity.org 

DVD や書籍も出していますが／自分のための利益は求めないそうですね 

イエスは「ただで受けたのですから ただで与えなさい」／(マタイ 10:8)と言われ 聖書に金儲け

の勧めは見当たりません 

チャリティ店やレンタルを利用し 暮らしています／ 信仰によって 神が全てを与えてくれます 

「天に宝を蓄えなさい そこでは虫やさびで傷物になることはなく 盗人が壁に穴を開けて盗む

こともありません」(マタイ 6:20) 

握手しましょう！あなたに大賛成です／残りの 3 分で 

視聴者で まだイエスを救い主として／心に迎えていない方々に 是非メッセージを 

霊的な迷路の中で 様々な道を通って／真理や現実を 探し求めている方もいるでしょう 

僕もそうでした 真理を知りイエスを個人的に知ることができる／アルファーコースのようなミ

ニストリーに感謝しています 

このような番組に携わる人々がいて／観る方々が 主に出会えることを 神に感謝します  

僕は瀕死の時 母の祈りで主を知りました 

あなたが これを観ているのは／あなたを愛する誰かが 祈っているからです 

でも 代わりに救われてはくれません／あなたが自分で 主に叫び対話するのです 

救急車の中で「僕の全ての罪をお赦しください／僕に罪を犯した人たちを皆 赦します」と祈り 

死ぬ瞬間に／イエスを救い主として 心に迎えました 

あなたも へりくだって イエスに人生を明け渡すなら／イエスが あなたを暗闇・悪の力・罪から

解放します 

イエスは 捕らわれ人を解放し／良き知らせを伝えるために 来られました(イザヤ 61:1) 

目を閉じて共に祈りましょう 今いる場所で／心から 全てを主に明け渡しましょう 

私に続いて 一緒に心から祈ってください 

イエス様 私は御前にへりくだります／どうぞ 私の全ての罪をお赦しください 

あなたが 私のために十字架上で死なれた と信じます／あなたは 世の罪を取り除く 神の小羊

です(ヨハネ 1:27) 

あなたの尊い血潮で 私を清め／雪のように白く洗ってください 
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あなたが赦してくださるので／私も 私に罪を犯した全ての人を 

私や家族を虐待し／傷つけた人々を赦します 

イエス様 あなたを／救い主としてお迎えします 

私の人生を導き／聖霊で満たしてください 

鎖を砕き 全ての悪しき力から／解放し 清めてください 

あなたの愛の光の中で ／生涯 あなたのために歩ませてください 

私の個人的な／救い主となってください 

イエスの御名によって 心から祈ります／アーメン 
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