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人類が直面している
世界情勢

World Conditions
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「われわれの働きは

神の大いなる日に立ち得るように

人々を備えることである。」

6T 394

「神の民の働きは

必ずやってくる将来の事件に

人々を備えることである。」

2SM 142
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世界的なドラマ

世界は劇場である。その役者たる世界の住民は、最

後の大いなるドラマのために役割を演じようとしてい

る。これだけ多くの人類がいるのに、人々は利己的な

目的のために同盟する以外に何の一致もない。神は見

ておられる。そむいた民に対する神の目的は達成され

る。神は混乱と無秩序が勢いをふるうことを一時おゆ

るしにはなるが、世界は人々の手に渡されなかった。

下からの勢力がドラマの最後の場面を展開させよう

として働いている。―すなわち、サタンがキリストと

して現われ、秘密結社に関係している人々の中にあら

ゆる不義のまどわしをもって働こうとしている。同盟

の欲望に負ける者は、敵の計画を実行しているのであ

る。原因には結果が伴うのである。―教会へのあかし・

第８巻・27,28 ページ

ドラマの最終場面

今日ほどこの使命が大きな力であてはまる時代はこ

れまでになかった。世はますます神のご要求を無視し

ている。人々は罪を犯すのに大胆になった。世界の住

民の悪は不義のさかずきをほとんど満たした。この世

は神が、破壊者に意のまま働くのをお許しになるとこ
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ろまで来ている。人間の

律法を神の律法に入れ代

え、人間の権限だけで聖

書の安息日の代わりに日

曜日を高めることが、こ

のドラマの最後の場面で

ある。この入れ代えが世

界的になる時、神はご自身をあらわされる。神はその

ご威光のうちに立ちあがり、激しく地をふるわれる。

「主はそのおられる所を出て、地に住む者の不義を罰せ

られる。地はその上に流された血をあらわして、殺さ

れた者を、もはやおおうことがない」（イザヤ書 26：

21）。―教会へのあかし・第７巻・141 ページ」

時代の危機

われわれは時代の危機

の入口に立っている。神

の刑罰は、火、洪水、地震、

戦争、流血となって次々

にすみやかに続く。この

時代にわれわれは大きく

て決定的な事件にも驚く

べきではない。あわれみの天使はさし迫ったできごと

をおさえるためにもはやこの地上にとどまることがで
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きないからである。―預言者と王・278 ページ

危機は徐々にわれわれにしのびよっている。太陽は

あいかわらず天に輝きながらきまった軌道を通り天は

依然として神の栄光を語っている。人々はあいかわら

ず飲み食い、植え、建て、めとり、とつぎなどしている。

商人はあいかわらず売り買いしている。人々は互にお

しのけながら最高の地位を争っている。享楽を愛する

者はあいかわらず劇場や競馬場やとばく場にむらがり

集まっている。極端な興奮が行き渡っているが、恩恵

期間は急速に過ぎ、各人の立場が永遠に決定されよう

としている。サタンは自分の時が短いことを知ってい

る。彼は、ついには恩恵の日が過ぎ、恵みの戸が永遠

にしまるまで、人々をあざむき、だまし、占領し、魅

惑するように全部の部下を働きに向けた。―サザン・

ウォッチマン・1905 年 10 月 3 日

不法はほとんどその頂点に達した。混乱が地に満ち、

大いなる恐怖がまもなく人類にのぞもうとしている。

終わりは非常に近い。真理を知っているわれわれは圧

倒的な驚くべき事件としてまもなく世にのぞもうとし

ていることに対して備えなければならない。―教会へ

のあかし・第８巻・28 ページ

現在は、罪悪が世にあふれて、最後の大危機が近い
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ことを告げている。神の律法が全世界的に無視され、

神の民がその同胞からの圧迫と迫害を受けるようにな

るそのときに、主が介入なさるのである。―キリスト

の実物教訓・159 ページ

われわれは大いにして厳

粛な事件の門口に立ってい

る。預言は成就している。

不思議な事件に富んだ歴史

が天の書に記録されている。

世界のすべてのものが動揺

している。戦争と戦争のう

わさがある。国民は怒り、死人がさばかれる時がきて

いる。すみやかに近づいてくる神の日をきたらせるた

めに事件が移りかわっている。いわばほんの一瞬間だ

けがまだ残っている。しかしすでに国民は国民に向かっ

て王国は王国に向かって立ちあがりつつあるが、まだ

大戦争はない。四方の風は、神のしもべたちがそのひ

たいに印をおされるまでまだひきとめられているが、

それがすむと、地の勢力は最後の大戦に向かって進軍

するのである。―教会へのあかし・第６巻・14ページ

神の抑制のみたまがとり去られつつある

神の抑制のみたまはいま世からとり去られつつあ
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る。暴風、嵐、火事、洪水、海

陸の災害が次々と急速に起こっ

ている。科学はこれらのすべて

を説明しようと試みる。われわ

れの周囲に頻繁に起こっている

しるしは、神のみ子の来臨が近

づいた事を告げているのであるが、それは真の原因より

も他のせいにされている。人々は、神のしもべたちが印

されるまで風を吹かせないように四隅の風をひきとめて

いる見張りの天使たちをみとめることができない。だが

神が天使たちに風をゆるめるようにお命じになると、描

写することのできないような争闘の光景が現われるので

ある。―教会へのあかし・第６巻・408ページ

われわれが生存している時代は厳粛にして重大であ

る。神のみたまは徐々にではあるが、確実に地からと

り去られつつある。神の恩恵をあざける者たちの上に

災害や刑罰がくだっている。海陸の災害、社会の不安

状態、戦争の警報などが危機をはらんでいる。それら

は最大の規模をもった事件が近づいていることを予告

している。悪天使たちは勢力を結集して、陣地を固め

ている。彼らは最後の大危機のために強化されつつあ

る。まもなくこの世界に大変化が起ころうとしている

が最後の運動は急速なものとなるであろう。―教会へ

のあかし・第９巻・11 ページ
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人間の香油ではいやすこ

とのできない悲しみがこの

世に起こる時が近づいてい

る。神のみたまはとり去ら

れつつある。海陸の災害は

次々と急速に起こっている。

地震やたつまきによって、また火事や洪水による破壊

によって、多くの人命や財産が失われたことを何度き

かされることだろう。これらの災害は無秩序に、抑制

することもできない自然の力が気まぐれに突発するも

のであり、かつ人間の力では全く統制することのでき

ないもののように見られている。しかしそうしたすべ

てのことの中に、神の目的が読みとれるのである。そ

れらは神が人間をその危機感にめざめさせようとされ

る方法の一つである。―預言者と王・277 ページ

避病院のような世界

人間はすばらしい進歩と知識とを盲目的に誇ってい

る。だが天の看視者たちは地が堕落と暴虐に満ちてい

るのを見ている。罪のためにこの世の空気は、避病院

の空気のようになってしまった。―教会へのあかし・

第６巻・10,11 ページ

罪悪の流行
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全国各地の思慮深い、神をおそれる人がびっくりす

るような「罪悪の流行」の中に、わたしたちは生活し

ている。このように流行している堕落は、とうてい筆

舌につくし得ない。毎日、新しい政争、贈賄事件、詐

欺行為が発覚する。また心を痛める暴動、不法、人間

の苦痛に対する冷淡、さらに極悪、残忍な人命破壊の

話を聞く。また精神病、殺人、自殺も日々に増加して

いく。サタンの使が人間の間に働いて、人心を迷わし、

堕落させ、身体を汚し、破壊しようとして、ますます

活動していくのをだれも疑うことができない。―ミニ

ストリー・オブ・ヒーリング・114 ページ

無秩序の精神がすべての国々に

浸透しており、時々世人の恐怖心

をかきたてるような突発事件は激

情と不法精神というおさえつけら

れた火の徴候にすぎず、それはいっ

たん抑制がとり除かれると、全地

に災害と荒廃を満たすであろう。

ノアの大洪水前の世界について霊

感によってえがかれている状態は、

現代の社会が急速に近づいている状態をそのままあら

わしている。いまでさえも、今世紀において、キリス

ト教国と自称する国々において、古代世界の罪人がそ

のために滅ぼされたあの凶悪で恐るべき罪悪が毎日行
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なわれている。洪水前に神は人々が悔い改め、きたる

べき滅亡からまぬかれるようにノアをつかわして世に

警告された。キリストの再臨の時が近づくにつれて、

主はその大いなるできごとに備えるように世に対する

警告をたずさえたしもべたちを送られる。多くの人々

は神の律法に反した生活をしているが、いま神はあわ

れみをもって彼らに聖なる戒めを守るように呼びかけ

ておられる。神に対して悔い改め、キリストを信じて、

罪を捨てる者はみなゆるしを受ける。―預言者と王・

102 ページ

世の状態は、まさに乱れた時代が到来していること

を示している。毎日の新聞は、近い将来における恐る

べき争闘の徴候に満ちている。大胆な強盗行為がしば

しば起こっている。ストライキは珍しくない。盗みや

殺人は四方に行なわれている。悪鬼につかれた人間ど

もが男や女や子供たちの生命をとっている。人々は悪

事に夢中になり、あらゆる種類の罪悪が行き渡ってい

る。―教会へのあかし・第９巻・11 ページ

大欺瞞者が働いている

地上のすべてのものの終わりが急速に近づいている

現在、サタンは世をわなにかけるために必死の努力を

している。彼は人の心を占領し、救いに大切な真理か



10

ら人の注意をそらすために多くの計画を工夫している。

あらゆる都市で、悪天使たちは神の律法に反対する者

たちを団体に組織するのに忙しい。大欺瞞者は混乱と

反逆の要素を持ち込むために働き、人々は知識を抜き

にした熱意に燃やされている。―使徒の働き・219 ペー

ジ

サタンは忠実に聖書を研究している。彼は自分の時

が短いことを知っているので、あらゆる点で地上にお

ける神の働きを妨害しようとする。―教会へのあかし・

第９巻・16 ページ

サタンは神の民を不活動の状態にとじこめ、彼らが

真理の宣伝に各自の分を尽くさないようにし、最後に

はかりにかけられて重さの足りないことが発見される

ようにしようといま努力している。―教会へのあかし・

第１巻・260 ページ

戦争の精神にわき立つ世界

世界は戦争の精神でわき

立っている。ダニエル書第 11

章の預言はほとんど完全な成

就をみている。まもなくこの

預言に告げられている苦難の
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光景が起こるであろう。―教会へのあかし・第９巻・

14 ページ

わたしは地上の住民が極度の混乱に陥っているのを

示された。戦争、流血、欠乏、不自由、飢饉、疫病が

ひろく国中にひろがっている。・・・・ その時わたし

の注意はその光景にひかれた。しばらく平和の時があ

るように見えた。もう一度地上の住民がわたしの前に

示された。そしてもう一度何もかもが極度に混乱して

いた。争闘、戦争、流血が飢饉や疫病とともにいたる

ところに猛威をふるっていた。他の国々はこの戦争と

混乱の中で怒っていた。戦争は飢饉をひき起こした。

欠乏と流血が疫病をひき起こした。その時人々の心は、

「世界に起ろうとする事を思い」恐怖に度を失った（ル

カ 21：26）。―教会へのあかし・第１巻・268 ページ

霊的暗黒

いまは世の教会における霊的暗黒の時である。神に

関することがらがおろそかに

されているために、神と真理

は目に見えないところにかく

されている。悪の勢力は力を

結集している。サタンは世を

とりこにするような働きをし
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てみせると仲間に自慢している。教会が部分的な不活

動に見舞われている間、サタンとその軍勢は熱心に活

動している。自称キリスト教会は世を悔い改めにみち

びいていない。なぜなら彼ら自身が利己心と誇りに堕

落しているので、他の人々をいっそう清く高い標準に

みちびくには彼ら自身の中に神の悔い改めの力を感ず

る必要があるからである。―教会へのあかし・第９巻・

65 ページ

今日も、むかしと同じように、神のことばの重大な

真理は無視されて、人間の理論や推論が重んじられて

いる。福音の牧師と称する人びとの中にも、聖書を全

部神の霊感によることばとして信じない者が多い。あ

る学者がある部分を拒否すると、他の人が別のところ

を疑うといったありさまである。彼らは、自己の判断

をみことばよりも重んじる。彼らの教える聖書は、彼

ら自身の権威に基づく。聖書が神から与えられた信頼

すべき書であるという事実は、かえりみられなくなっ

た。こうして、不信の種がまき散らされ、人びとは、

何を信じてよいのかわからなくなる。―キリストの実

物教訓・16 ページ

悪はかつてなかったほどの高さに達しようとしてい

るが、多くの福音伝道者たちは「平和だ、安全だ」と

叫んでいる。しかし神の忠実な使者は、働きをたずさ
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えて着々と前進すべきである。彼らは、天のよろいを

着て、手の届くかぎりの魂が現代の真理のメッセージ

を受けるまで決して戦いをやめることなく恐れず、勝

利のうちに前進すべきである。―使徒の働き・220 ペー

ジ

今日、宗教界の状態には警告すべき理由がある。神

のあわれみは軽んじられている。多くの人々はエホバ

の律法をむなしいものとし、「人間のいましめを教えと

して教え」ている（マタイ 15：9）。わが国の多くの教

会の中に不信仰がひろがっている。聖書を公然と否定

するというひろい意味における不信仰ではなくて、キ

リスト教という衣服をまといながら、一方では聖書を

神の啓示として信ずる信仰を害している不信仰である。

熱烈な信心と生命のある敬けんはむなしい形式主義に

座をゆずってしまった。その結果、背信と肉欲主義が

ひろがっている。キリストはこう断言された、「ロトの

時にも同じようなことが起った。人の子が現れる日も、

ちょうどそれと同様であろう」（ルカ 17：28,30）。移

り変わる事件の毎日の記録は、キリストのみことばの

成就を証明している。世は急速に滅亡に向かって進ん

でいる。まもなく神の刑罰がそそがれ、罪と罪人が焼

き滅ぼされようとしている。―創世時代と父祖の生活・

英文・166 ページ
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麦と毒麦を分ける

神の破壊的な刑罰の時

は、真理がどういうもので

あるかを知る機会のなかっ

た者にとって恵みの時であ

る。主はやさしく彼らをごら

んになる。主のあわれみの

心は動かされる。中にはい

ろうとしないものに対しては戸がとざされているが、主

のみ手は救おうとしてさしのべられている。―教会への

あかし・第９巻・97ページ

まもなく神に仕える者と仕えない者との間に戦いが

行なわれる。まもなくふるわれるものはみなふるわれ、

ふるわれることのできないものが残る。―教会へのあ

かし・第９巻・15,16 ページ

諸国民の苦悩と困難の時に、世の堕落的な影響とサ

タンの奉仕に全く身をまかせないで、全心全霊をもっ

て神によりたのみ、受け入れられ、ゆるされる多くの

人がいる。―教会へのあかし・第１巻・269 ページ

聖書を読みながらその本当の意味がわからない人が

たくさんいる。全世界の男女が天へあこがれの目を向



15

けている。光と恩恵と聖霊を求めている魂から祈りと

涙と質問がのぼって行く。多くの者はみ国の入口にあっ

て、中に集められるのを待っているだけである。― 使

徒の働き・109 ページ

エリヤの経験からの教訓

落胆と敗北に見えた日の

エリヤの経験から、多くの

教訓がひき出される。それ

は一般の人々が正しいこと

から離れているのが目立っ

ている今日の時代にとって

測り知れない価値を持った

教訓である。今日ひろがっている背信は、この預言者

の時代にイスラエルにひろがっていた背信に似ている。

人間を神よりも高くし、世俗的な指導者を礼賛し、富

をあがめ科学の教えを聖書の真理よりも上におくこと

などによって、今日多くの人々はバアルのあとに従っ

ている。疑いと不信は心と思いに有害な影響を及ぼし、

多くの者が人間の理論を神のみことばとおきかえてい

る。人間の理性がみことばの教えよりも高められるべ

き時代になったと公然と教えられている。正義につい

て天来の標準である神の律法は効力がないと宣言され

ている。すべての真理の敵は、人々に神のおられるべ
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きところに人間の制度をおかせ、人類の幸福と救いの

ために定められたものを忘れさせようと、欺瞞的な力

で働いている。しかしこの背信は、ひろくひろがって

はいるが、世界的なものではない。世界中の者がみな

不法で罪深いというわけではない。すべての者が敵の

がわについているわけではない。バアルにひざをかが

めない幾千の者、キリストと律法についてもっと充分

に理解したいと熱望している多くの者、罪と死の支配

を終わらせるためにイエスがまもなくこられることを

「望み得ないのに、なおも望みつつ信じ」ている多くの

者を、神は持っておられる（ローマ 4；18）。しかも知

らないでバアルをおがんできたのに、神のみたまがな

おとどまっている多くの人々がいる。―預言者と王・

170,171 ページ
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