
ニューヨーク・タイムズ紙は 

マイノリティの人種と信仰についての偏見に満ちた報道を継続しています 

事実をはっきりさせましょう 

ハワード・C・セルフ（Right To Believe会長） 

米国の活字メディアにおいて、ニューヨーク・タイムズ紙ほど強力な存在はないと言えるでし

ょう。そのような力を持った立場には大きな責任、即ち、公平性と平等性の擁護者となる責任

が伴うものですが、タイムズ紙は、自らそのような擁護者であるとしばしば主張しています。

ところが、タイムズ紙は、ダニエル・フロムソン氏による 2021年 11月 7日付の明らかに偏見

に満ちた雑誌記事「米国の寿司の秘話（The Untold Story of Sushi in America）」で、ジャーナリ

ズムの濫用における最低の水準を記録してしまいました。同記事に示されている偏見は、人種

的にも宗教的にも不快なものです。 

26ページに及ぶこの作品の題名は、その内容がある種の「食べ物に関する記事」であるかのよ

うな印象を与えます。記事の内容自体と同様にその題名がすでに欺瞞的であることが示されま

すが、その実際の内容は、今は故人となった文鮮明牧師と彼に関係するもの、関係する人々に

対するタイムズ紙の長期にわたる誹謗中傷のとんでもない継続であり、それがこの題名により

正体を隠しているに過ぎません。稚拙な文章により書かれ、事実の正確性を欠き、素人っぽく

説明されたこの作品は、文牧師が創設した統一運動の世界中の何百万人もの信者たちを不快に

させるだけでなく、アジア系の人々をも不快にさせるものです。アジア人に対する侮辱は、こ

の記事全体に渡ってフルカラーで現れるアジア人に対する侮辱的で型にはまった人種差別的描

写で実行されています。 アジア人は丸顔で、ひどくつり目に描かれており、オンライン版で

は、月（明らかに文（ムーン）牧師を表している）は丸顔で、見苦しく転げ回り、あからさま

に歪んだ顔つきをしています。このような描写は、国内外の何千ものアジア系の寿司レストラ

ンのオーナーや従業員にどのような悪影響を与えるのか考慮せずに作成されています。 

直ちにフロムソン氏は「ムーニー（Moonies）」という蔑称を使用しています。これは人種差

別用語である「Nワード」の宗教用語における同等物で、前者同様に侮辱的なものとしてはる

か昔に公的に認知された用語であり、今では多くの著名な出版社が、この言葉の使用を当然な

がら拒否しています。偉大な信仰と業績を持つ人物として何百万人もの人々の尊敬を受けてい

る文牧師が、「（TV番組の）『となりのサインフェルド』のジョークにぴったりの、ぼんやり

とした、おどけた記憶」と中傷されているのです。これ以上に侮辱的で偏見に満ちた表現があ

るでしょうか。 さらにフロムソン氏は、ジョセフ・スミスとモルモン教についての好意的でな



い言及までも加えています。冒頭の「神は初めに寿司会社をお創りにならなかった（In the 

beginning, God did not create a sushi company）」という文章は、タイムズ紙の編集者にとっては 

「キュート（かわいい）」に思えるのかもしれませんが、ユダヤ・キリスト教の背景を持つ多

くの人々にとっては、自分たちの聖典である聖書の冒頭の文章を不当に冒涜したものと映るの

ではないでしょうか。当然ながら、憲法修正第 1条の信教の自由の権利を支持する人たちは、

このような偏見に満ちた文章を強く非難するでしょう。「グレイ・レディー」（と呼ばれたタ

イムズ社）が、多くの人々を虐待していることに対して、どうしてここまで鈍感なのでしょう

か。米国における人種差別を徹底的に糾弾する「1619プロジェクト」を自負しているタイムズ

社であることを考えたときに、選択的にこのような実践をしていることは、さらに衝撃的であ

り、偽善的とすら言えるでしょう。 

「秘話」の裏話 

ニューヨーク・タイムズ紙は、長い間、抑圧されたマイノリティの擁護者、マイノリティの人

種や信仰の扱いにおける正しさの象徴をもって自任してきました。ニューヨーク・タイムズ・

マガジンには、毎週「Kwame Anthony Appiah considers readers' ethical quandaries（クワメ・アン

ソニー・アッピアが読者の倫理的困惑を考察します）」と紹介されている「The Ethicist（倫理

学者）」というコラムがあります。それでは、なぜ編集者は、地球上の半数に及ぶ人々を侮辱

する可能性のある、明らかに偏見に満ちたいい加減な作品の出版を承認したのでしょうか。文

牧師とその運動、そして今では彼の家族に対する数十年に及ぶネガティブ報道を続けようとす

るタイムズ紙の熱意が、同紙のジャーナリズムとしての誠実さにさえ勝ってしまったものと思

われます。 この完全に侮辱的で差別的な記事について、クワメ氏は何と言うのか気になるとこ

ろです。 

11年近く続いた「UCI訴訟」（統一運動内の宗教的分裂の中心となる訴訟）がようやく控訴審

に至り、いつ控訴審の判決が出るかというタイミングでこの記事が出版されたこと自体が疑わ

しく思われます。この事実から、このタイミングが単なる偶然である可能性は極めて低いと考

えることができるでしょう。さらに、記事に引用された情報源は、フロムソン氏により 2017年

の時点でインタビューを受けていたことがわかっています。 ニューヨーク・タイムズ紙が通常

4年以上も記事を放置するでしょうか。それはあり得ません。しかし、文牧師のことになる

と、通常の報道慣行はタイムズ紙では完全に消えてしまうようです。タイムズ紙は、文牧師が

40年近く米国に居住している間、文牧師とその運動を貶めるチャンスを逃したことがありませ

ん。この信仰ある人物に対するタイムズ紙の明らかな偏向報道の記録は、長期に亘ると同時に

軽蔑的であり、彼の死後である今もなお続いているのです。 



タイムズ紙としては、文牧師と彼の運動をいかに貶め、けなそうとしても、そのどちらもがた

だ繁栄し続けていることに苛立ちを感じていたのでしょう。とりわけ文牧師が 1982年にワシン

トン・タイムズ紙を創刊して大成功を収めたことが癇に障ったのかもしれません。しかもそれ

は文牧師が「脱税」の嫌疑で起訴されていたさ中に遂行されました。突然東海岸に「タイム

ズ」という名の優秀な新聞が誕生したのです。それも東洋の物議をかもしている宗教家によっ

て作られたというのです。ニューヨーク・タイムズ紙にとってさらに気がかりなことは、年を

追うごとに、この新興の新聞が伝統的な家庭の価値をより強く主張するようになり、冷戦の雌

雄を決する時期に保守派にとって強力な攻撃の手段となり、しばしばニューヨーク・タイムズ

紙に直接異議を唱えたり、反対意見を主張するようになってきたことでした。このことがよほ

ど気に食わなかったので、何年経っても「秘話」に見られるような人種的、宗教的に非常に侮

辱的な文章や風刺画の出版を依頼することができるのかと思われます。 

「秘話」は偏向した報道、偏見、露骨な嘘に基づいています 

これでタイムズ紙がどうしてこのような侮辱的な記事を出版したのかという動機についてはよ

り理解できましたが、その疑わしい内容について事実確認してみると、さらに憂慮が深まりま

す。文牧師、彼の運動、彼の家族について書かれた内容については、可能な限り最大の否定的

な見方が継続的になされていることはすぐにわかります。また、著者による意図的な多くの省

略が見られます。例えば、彼は文牧師が「連邦税詐欺で有罪判決を受けた」と述べています。

それは簡単に言えば真実ですが、彼はその有罪判決が非常に物議を醸したという事実を読者か

ら隠しています。ウィキペディアを 10秒ほど見ただけでも、次のような事実がわかります。 

「教会の資金を牧師名義の口座で保有することは、特に小規模な教会ではかなり一般的であ

り、また、法と宗教の自由センター、米国自由人権協会、ニューヨーク自由人権協会、米国バ

プテスト教会、キリスト教会全国協議会、全米黒人カトリック聖職者会議、南部キリスト教指

導者会議、全米黒人市長会議、全国弁護士協会など、いくつかの教会関連またはその他の組織

がこの訴訟でアミカス・キュリエ法廷助言書を提出した」 

これらの強力な団体のほとんどが、文牧師の訴訟の判決を連邦最高裁判所で審理し、覆すこと

を求めていました。残念ながら、最高裁は彼らの要求をすべて退けました。多くのキリスト教

の聖職者たちは、文氏に対する「railroad job（不当な有罪判決）」に非常に憤慨し、米国の多

くの都市で街頭行進を行い、抗議活動中に逮捕される人々も出るほどでした。文牧師が刑務所

から出所した際には、1500人のキリスト教の牧師や他の宗教の指導者たちが集まり、文牧師を

称えるために大規模な「ウェルカムホーム」の宴が開かれました。 



また、フロムソン氏は、米国上院小委員会までもが文牧師の訴訟について調査したことを読者

に伝えることもできたはずです。調査の結論は、委員長であるオーリン・ハッチ上院議員（ユ

タ州）によって読み上げられ記録に残されています。「当小委員会が本訴訟について慎重かつ

客観的に両方の立場から検討した結果、正義ではなく不正が行われたと強く感じています」    

これらの事実が加えられた場合、文牧師の訴訟に対する見方はどれほど異なったものになるこ

とでしょうか！この記録に対するタイムズ紙の選択的報道は、ジャーナリズムの恥であり、読

者に対する許しがたい非礼と言えるでしょう。フロムソン氏は、なぜこの訴訟がこれほど多く

の人により不正の強力な例と見なされるようになったのか理解するために、少なくとも著名な

作家カールトン・シャーウッド氏の本件に関する詳細を述べた著書「Inquisition: The 

Persecution and Prosecution of the Sun Myung Moon（異端審問：文鮮明師に対する迫害と告

訴）」を読むべきでした。  

しかし、文牧師とその関係者についての真実を読者に知ってもらうことが、タイムズ紙やフロ

ムソン氏が目指すものではないことは明らかです。フロムソン氏は、通り一遍の寿司の「歴

史」に短く触れてから、続けて文牧師の人生について可能な限り馬鹿にした軽蔑的な方法で紹

介しています。冷厳な事実としては、でっち上げられた容疑による米国での投獄を含めて、文

牧師は自分の使命を遂行する中で 6回も投獄されており、そこには共産国である北朝鮮の死の

収容所も含まれますが、そこから彼はダグラス・マッカーサー将軍率いる国連軍によって解放

されています。この米国での起訴・迫害では、政府は文牧師に、「ただ韓国に帰って二度と戻

ってこなければ、ただの 1日も服役しなくていい」と言いました。（米国と韓国の間には犯罪

人引渡条約がありませんでした）文牧師は即座に、神が自分を遣わされた米国での使命を放棄

することはできないと答えました。その時、文牧師が、「私が今日ここにいるのは、ただ私の

肌が黄色で、私の宗教が統一教会だからに他なりません」と述べたことは有名です。つまり、

この高貴な人物は、他の何千人もの信仰指導者が今日でも行っていること（即ち、自分の信仰

団体から寄付された資金を、その団体の信頼された信仰指導者として、自分の個人名義の口座

に入金させること）と全く同様のことを行ったことにより刑務所に収監されたのです。 

文牧師と彼の信仰団体のメンバーは、強大なニューヨーク・タイムズ紙からわずかな敬意を払

われる資格もないのでしょうか。ここでフロムソン氏は、文牧師が「迫害と生き残りの物語を

神話に織り込んで、何万人もの信者を惹きつけた」と皮肉を込めて揶揄しています。 フロムソ

ン氏は、文牧師が自分の人生の物語をでっち上げ、さらに何万人もの統一運動のメンバーがた

だの神話に人生を捧げるほど愚かであると言おうとしているかのようです。しかも、神学の学

位も何も持っていないにも関わらず、フロムソン氏は、文牧師の信仰について嘲るようにこう



表現しています。「キリスト教に仏教、儒教、シャーマニズム、性魔術（sex magic）の要素を

融合させた彼の信仰....」。 この偏見に満ちた爆弾を投下した後、彼はそれを説明しようともし

ません。「性魔術」とは、私たちが見逃している新しい神学用語なのでしょうか。タイムズ紙

がこのような扱いを許可するような信仰がこの世にほかにあるでしょうか。この残虐な記事の

タイトルは、「ニューヨーク・タイムズ紙における偏見についての秘話」とした方が適切かも

しれません。 

フロムソン氏は、彼の「情報」の多くが統一運動からの「脱退者（defectors）」（彼の言葉）

から得たものであることを示しています。どんな宗教でも、元信者は自分が捨てた信仰に対し

て非常に否定的で偏った見方をするものだということは、宗教を研究する者なら誰でも知って

います。明らかに、フロムソン氏は自分の邪悪な目的を果たすためには、このような配慮を全

く気にしていないようです。しかし、良心的な編集者であれば、この点に気を配るべきだった

でしょう。  

フロムソン氏は、主要な情報源であるヤシロ（八代）・タケシ氏を同情的に描写するために相

当の工夫を凝らしているようです。八代氏は良家の出（父は英国国教会の司教）である青年と

して描かれています。ところが、彼が統一運動に入会したとき、彼は家族から絶縁されます。

記事の後半では、八代氏の葬儀の様子が感動的に語られています。文牧師が寿司ビジネスを始

めた経緯、その後の統一運動の分裂の経緯など、こと細かな情報をフロムソン氏に提供してい

るのは八代氏です。ジャーナリストとしての信用問題ですが、フロムソン氏は、現在統一運動

全体を巻き込んで激しい論争が起こっている宗教的分裂において八代氏自身の思惑がある可能

性を全く考慮することなく、彼のストーリーを疑いもせずそのままに受け入れているのです。

もしフロムソン氏がプロの記者としての「デューデリジェンス」を行っていたならば、当然他

の情報源を確認していたはずです。さらに言えば、ニューヨーク・タイムズ紙の編集者が、文

牧師と彼の運動、そして今では彼の家族を攻撃したいという願望に目がくらんでさえいなけれ

ば、彼にそうするよう要求していたことでしょう。 

実際、八代氏は、前述の「UCI訴訟」（提訴後 11年の今、ワシントン DC控訴裁判所で審議

中）の原因となった進行中の分裂を煽るのに大きな役割を果たしています。実際、八代氏はフ

ロムソン氏の報告書にも目立って登場するラスベガスでのミーティングについて真っ赤な嘘を

つくことにより激しい対立の火種を煽ったのです。 当時（2011年）、私は 30年以上にわたっ

て統一運動内で全国レベルのリーダーを務めていましたが、多くのトゥルーワールドフード

（TWF）のリーダーたちからラスベガスで実際には何が起こったのかを聞きました。最初の嘘

は、まず 60人ほどのリーダーたちに伝えられますが、それは「文牧師が会議を招集されている



のでラスベガスに来るように」というものでした。その会議とは、実際にはフルタ・モトオ

（古田元男）氏が率いる TWFの何人かのずる賢いリーダーたちが、教会の腐敗した野心的な聖

職者たちと共謀して招集したものだったのです。 これらのリーダーの多くは、以前から TWF

を率いていましたが、そのときの会長はヒョンジン・プレストン・ムーン博士（文顯進博士、

文牧師の実子）でした。彼らは、TWFの理事会から「このような会議を招集してはならない」

という明確な指示を受けていたにもかかわらず、理事会の指導を無視して 60人のリーダーに嘘

をつき、全員をラスベガスの文牧師の住居に連れてきたのです。彼らを見た文牧師はまず、

「君たちはなぜここにいるのか？」と尋ねました。これに衝撃を受けたリーダーたちは、文牧

師がその会議を招集したのではなかったことを理解したのです。 

文牧師はその会議を、特に TWFのリーダーだけに向けたものではない、霊的な事柄についての

一般的なガイダンスについての長い説教により締めくくりました。このとき、多くのリーダー

たちは、リーダーの腐敗をなくそうとする文博士（プレストン・ムーン博士）の活動への抵抗

を主な理由として、文博士を転覆させようとするキャンペーンが進行中であることに気づいた

のです。 

文顯進博士を潰すためのキャンペーン 

やがて、八代氏が、韓鶴子夫人の全面的な支援を受けていることが明らかになります。韓鶴子

夫人は、文牧師の正統な後継者としての地位を息子の文博士から奪うために、息子の評判を落

とそうとするキャンペーンを既に始めていました。彼女は、「神の独り娘（独生女）」（文牧

師が世界にもたらした教えや実践とはまったく異なる概念）を自称するなどのあらゆるばかげ

た行動を取り始めていました。また、末っ子のショーンを世界平和統一家庭連合（FFWPU）の

国際会長に昇進させるように仕向けたのも韓鶴子夫人でした。しかも、ショーンが本当の後継

者であるという虚偽の宣言までしたのです（2019年に彼女は、ショーンが後継者であったこと

は一度もなかったと証言することでこれを撤回しています）。その後、彼女がショーンを昇進

させたただ一つの理由は、文顯進博士を後継者の位置から追放するためだったということが明

らかになりました。2012年に文牧師が亡くなると、彼女はショーンを後継者の位置から外した

だけでなく、統一運動からも完全に追放しました。彼女と、徒党を組んだ統一教会の聖職者た

ちは、文博士に様々な攻撃を仕掛け、その中には彼らが 3大陸にわたって実行した 30件の訴

訟提起も含まれます。文博士とその仲間たちは、これまですべての訴訟で勝訴しており、UCI

訴訟はこれら 30件の最後のものです。 フロムソン氏は、このような訴訟による猛攻撃につい

てまったく言及していません。 



八代氏は韓鶴子夫人の重要な「プレーヤー」となり、文博士に対する容赦ない人格殺人キャン

ペーンに大きく貢献しました。フロムソン氏は、八代氏の嘘を繰り返すことで自分も気付かな

いうちにこのキャンペーンの道具にされてしまうのではなく、八代氏が文博士への攻撃を促進

する役割を果たし続けていることに気付いて、それに応じた報道をすべきでした。 恥ずかしく

もフロムソン氏は「プレストン（文博士）は文牧師の教会の歴史の中で最大の泥棒だった」と

いう八代氏のあからさまな嘘をそのまま掲載しているのです。真実はどうかと言えば、聖職者

たちの下で行われていた事業の多くが失敗して大きな負債となっており、会員の寄付からの莫

大な補助金を必要としている状態でした。そこで文博士は、父である文牧師から精神的な目的

を果たすだけでなく、UCIを含めたビジネス部門の再構築を委託されていたのです。彼はこれ

までの人生で何かを盗んだことはありません。もし彼が UCIを盗んだのであれば、韓鶴子夫人

は悪名高い UCI民事訴訟で、その罪を追加していたはずです。韓夫人ですら、そのようなぬれ

ぎぬを着せる根拠がないことを知っていたのです。 

この記事には、他にも訂正を必要とする事実誤認や歪曲があります。フロムソン氏の報告の中

での明らかな誤りは、文博士が 2008年に文牧師に宛てた報告書についての記述です。フロム

ソン氏は何の正当な理由もなく、この報告書を「哀願的でありながら独善的」と呼んでいま

す。この報告書はそのどちらでもありません。報告書の全文をこちらから一読されることをお

勧めします。いかなる場合も文博士は両親に敬意を払っていました。彼の文章は誠実であり、

予言的であることがわかります。フロムソン氏はこの報告書が文牧師に拒絶されたと述べてい

ますが、真実は、文牧師がその先見性のある内容に非常に心を動かされたということであり、

それは文博士が父親のビジョンを非常に深く共有していたからでした。実際、文牧師はこの報

告書を全世界の統一運動のメンバーたちが、韓国語で「フンドクへ」と呼ばれる朝の精神的学

習の時間に読むように勧めました。それは、文牧師の使命が、独立した教会や宗教を作ること

ではなく、「世界的な超宗教運動」を始めることにあったからであり、文博士の考えに心から

賛同したからでした。文牧師がこの指示を与えている様子はビデオに収められていますが、そ

のビデオは現在、韓鶴子夫人のグループにより押さえられています。 

おそらく、フロムソン氏が最も歪曲しているのは、「UCI訴訟」についての報道にあると言え

るでしょう。彼は「コロンビア特別区上級裁判所は、文氏の教会と未亡人、そして彼らを支持

したすべての人々の正当性を証明した」と、あたかもその判決が確定したかのように断言して

います。その後、この判決が保留されたことにも言及していますが、彼はまず、判決の詳細に

ついて長々と語り、文博士について最悪のイメージで描いています。 しかも、「この判決によ

って、プレストン（文博士）は『権力と金をめぐる昔ながらの物語』の悪役にされてしまっ

http://www.tparents.org/Moon-Talks/HyunJinMoon/HyunJinMoon-080323.htm


た」と自らの結論を述べています。このような発言を正当化できるわけがなく、これはジャー

ナリズムの客観性の範囲を完全に逸脱しており、その発言自体が、フロムソン氏が八代氏（と

韓鶴子夫人）の虚偽のストーリーを心底信じていたことを示すものです。これは基本的に「UCI

訴訟」の原告側が提示したストーリーと同じです。さらにフロムソン氏は、控訴審レベルでの

修正第一条の弁護の成功に疑問を投げかけています。ここで再び彼は、読者に次のような重要

な情報を提供するのを怠っています。控訴審の判事たちは、下級審の判決に永久的な停止を命

じただけでなく、下級審で文博士と彼の仲間たちの憲法修正第 1条の宗教的権利が侵害された

可能性が高いという見解を公開の法廷で述べているのです。これは訴訟の記録として公開され

ています。つまり、フロムソン氏は調査が不十分で誤りを犯したのか、あるいは彼（とタイム

ズ紙）が 40年以上にわたって父親（文牧師）に対して行ってきたのと同様に、故意に文博士

の信用を落とすことに決めたかのどちらかです。そして、彼らは、嬉々として自分が攻撃して

いる人物についての情報を読者に一切与えることなくこれを遂行しています。 

ヒョンジン・プレストン・ムーン（文顯進）博士とは何者なのか？ 

重要な事実を省略したことは、この記事でのフロムソン氏の大きな失敗でした。彼は、ニュー

ヨーク・タイムズ紙の不満の対象であった父である文牧師に明らかに取って代わったこの人物

について、読者が少なくとも基本的な情報を知りたいと思うのではないかと考えなかったので

しょうか。文博士も父親と同様に、信仰、奉仕、冒険、そして驚くべき業績という驚異的な人

生を送ってきました。 彼と彼の家族について知っておくべき事実をいくつかご紹介しておきま

しょう。 

• 文博士は、1998年に父親の後継者として任命され、現在、世界中の何十万人もの人々

から大いに尊敬されている精神的指導者（スピリチュアル・リーダー）です。 

• 文博士は、コロンビア大学を優等で卒業し、歴史学を専攻しました。 

• また、著名なハーバード・ビジネス・スクールで MBAを取得しました。 

• その後、統一神学大学院を首席で卒業し、宗教教育の修士号を取得しました。 

• 若くしてオリンピック選手となり、韓国馬術チームの一員としてソウルとバルセロナの

両オリンピックに出場しました。 

• また、起業家としても成功を収めており、いくつかのビジネスを立ち上げていますが、

その 1つは、米国 Inc.誌の「米国で最も急成長している民間企業 500社」に 3年連続で

選出されています。 

• また、アメリカと韓国でベストセラーとなった『コリアンドリーム』の著者でもあり、

統一コリアへのビジョンと包括的なアプローチを提示しています。 



• また、韓国史上最大の草の根運動であり、現在 1,000以上の NGOと数百万人の支援者を

擁する Action for Korea United（AKU）の創設者であり、その原動力となった人物でもあ

ります。 

• また、多くの国際的な非営利団体や市民団体を設立し、支援するなど、慈善活動にも力

を入れていることでよく知られています。 

• 現在、妻である全淑夫人との間に 9人の子供と 6人の孫がいます。(息子 3人はアメリ

カ陸軍に所属し、ウェストポイントに通っています) 

悲惨な記事の悲惨な結末 

フロムソン氏の記事は多くの点でお粗末なものでしたが、最悪のものはまさに最後の部分でし

た。後半部はとりとめのない寄せ集めで、まさに病的とも言える内容です。（彼はある部分

で、自分は何年にもわたって統一教会メンバーの死亡記事を読んできたと説明しています！）

彼はこれらの死者について、文牧師が創設した海鮮食品業に従事していたことによる何らかの

犠牲者であるかのように描こうと最善を尽くしていますが、彼らの人生の物語は、たとえフロ

ムソン氏の露骨な歪曲の試みを加えたとしても、実際には普通の人生だったのです。フロムソ

ン氏は、「これかもしれないし、あれかもしれない」というように、明確な結論を持たないま

ま、自分独自の見解からくる質問をしているように見えます。彼は、信仰は「人間の寿命」に

よって限定されると（間違って）考えています。彼の最後の言葉は、彼の記事全体の絶対的な

無意味さを示すものです-「それはアメリカ的であり、外国的であった。それは馬鹿げたことで

あり、大真面目なことだった。文氏のマグロは供え物であり、それはまた昼食だった」彼の読

者は、このくだらない結論を聞くために 26ページにも及ぶ長文を読み進めたというのでしょ

うか。この惨めな結論は一つのことを明確に示しています。つまり、フロムソン氏は文牧師の

信仰やビジョン（今では文牧師の息子であり選ばれた後継者である文顯進・プレストン博士に

よって実現されつつあるビジョン）について理解していないし、おそらく理解できないだろう

ということです。 

ニューヨーク・タイムズ紙がフロムソン氏に他の記事を依頼することは想像しがたいですが、

40年以上にわたって彼らが示してきたように、偏見と憎しみの組み合わせは強力な（そして人

を盲目にするような）動機付けの力となり得るものです。 


