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巻頭言 1 

巻頭言 

全世界の英語を読む SDA にゆきわたっているレビュー

紙の 1977年 12月８日号の表紙を見た私は思わずかたずを

飲んだ。そこには 1902 年に神の刑罰によって、かつて北

アメリカのミシガン州で屈指の出版所として偉容を誇って

いた我が SDA のレビュー＆ヘラルド社に炎の剣がのべら

れ、猛火に包まれている絵がなまなましく描かれていたか

らである。それは、何故そのような刑罰を受けなければな

らなかったのか、そこから我々は何の教訓を学ばなければ

ならないのかについての、謙虚なそして勇気のある猛烈な

反省の特集号だった。ともすれば、我々は自分たちの恥部

は隠したがる。「我々は間違いを犯した」「ごめんなさい」

と言うことは非常にむずかしい。しかし、謙虚に反省すべ

きは反省し、謝るべきは謝ることこそ真の偉大さであり、

神に嘉納される姿勢だと思う。 

この度出版されたこの「オメガ」は、これまた我々の教

会がかつてどのような苦い経験をしたのか、サタンがどれ

ほど恐るべき方法で教会の中に背信を持ち込んだのか、何

を拒んだことがそれに結びついたのかを告げる。そしてそ

こから我々は、二度と同じ過ちを繰り返してはならないと

いう警鐘を聞くと共に、これからも我々のうちに起こるで

あろうサタンの働きを予告される。私はかつて SDA 教会



2 巻頭言 

の悲劇的な歴史を知らなかった時よりも、知った今はこの

教会に対して以前よりもはるかに大きな愛情と信頼を抱い

ている。この教会は何の失敗もしなかったのだ、何の問題

もなく、神に守られ導かれ、祝福されている、感謝！とい

うのではなく、こんなにも問題だらけの教会を、そしてこ

れほどの危機の中を、神はどのように忍耐強く、尽きざる

愛をもって守り導いて下さったかを思うとき、私は涙を禁

じることができない。神がこんなにも愛してくださった教

会をどうして我々は見捨てることができようか。 

「教会は今にも倒れそうに見えるが、倒れることはない」

（２SM380）。「我々が推進しようがしまいが、御業は確

実に前進する。御業は勝利するであろう。しかし我々が勝

利するかどうかは別問題である」（５T571）。これらは素

晴らしい約束であると同時に厳粛な警告でもある。これか

らこの教会にいろんな事が起こるであろう。現に起こりつ

つある。しかし、どんな事が起ころうとも神を信じ、この

教会を信じて、勝利したいものである。 

最後にもう一言付け加えることを許していただきたい。 

この本は 1981年世界総会牧師会が北米の全SDA牧師に

配布されたと聞いている。この大切な本を浅学非才の 20

歳の息子・・・日本語の教育は広島三育中学校まで、英語

の教育はアメリカの自給伝道学校の高校で３年間だけ・・・
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が三冊目として翻訳出版したものである。私は息子の成し

遂げたこの仕事を見るにつけ、これこそ聖霊が働いて下さ

った現代の奇跡だとしか言いようがない。「これは権勢に

よらず、能力によらず、わたしの霊によるのである」（ゼ

カリヤ 4：6）とのお約束の成就だと私は信じている。「自

我を捨てて、聖霊が働くための余地を心に作り、全く神に

献身した生活をする人は限りなく役にたつのである」（ク

リスチャンの奉仕 370）。 

このお約束を信じて最後の働きのために、全アドベンチ

ストが聖霊に用いられる器になろうではないか。全てのア

ドベンチストにこの本が大きな祝福になる事を心より祈り

つつ。 

1981 年  津嘉山繁 

 

 

 



 

4 序 

序 

マーク・ハンナ上院議員はなかなかの政治手腕の持ち主

で、例えば、ほとんど自分一人の活躍でウイリアム・マッ

キンレーを第２５代大統領に就任させたばかりだった。時

は 1900 年１月１日、新世紀は今やその到来を告げ、ハン

ナ議員の見る限り未来はバラ色であるかの様だった。「溶

鉱炉は赤々と燃え、紡績機がうなりをあげてフル回転し、

幸福は国家の繁栄と共に我々のものになる」というのが彼

の弁だった。 

そう考えたのは米国オハイオ州のこの議員だけではない。

その朝まるで春の訪れのように、将来は何もかも約束され

ているかに見えた。この時だけ世界各地は争いを知らず、

何億という人口を抱える中国は、まだ旅行者に、そして福

音に対して門戸が開かれていた。その子らが大ロシア帝国

と呼んだ巨大な地域にもまだ少しの猶予、自由があった。

確かに時を告げる砂時計の目盛りは急速に減りつつあり、

諸難題の勃発が国家の一大改革を要求するのは今や時間の

問題であるとは言っても、歴史を、そして神の働きの機会

を永久に変えてしまう共産革命の火ぶたが切って落とされ

るのは、まだ 17 年も先のことだった。大いなる変化が目

前に迫っていた。丁度、地平線の彼方の小さな雨雲の陰り

が、迫り来る嵐の先触れであるかのように・・・。しかし、



 

序 5 

新年の朝わずかな人々を除いては、誰もが降り注ぐ陽の光

以外何も認めはしなかった。 

「去年一年間で一儲けしなかった者は、よっぽど見込み

がない」ある新聞編集長はそう豪語し、ニューヨークのあ

る司祭は上機嫌で「法はさらに公平に、政治家はさらに人

間的に、音楽はより素晴らしく、書物はより洗練された知

識で溢れている」と評した。しかし周りの楽観主義とは意

見を異にする幾つかの声の一つが、この日にオーストラリ

アのサウスウェールズに居合わせた 72 歳の老婦人から聞

かれた。 

ここ数年間というものホワイト夫人は、世に落ちかかる

であろう大災害について、いよいよ明確に指摘してきた。

その忠告はまるで時勢にそぐわないように思えたが、それ

でも注目に値するその提示は繰り返されてきたのだった。

「すぐに死と破壊が起こるでしょう。増加する犯罪、貧者

をしえたげてきた資産家たちに対する残忍な仕打ち、神の

保護のない者はどの場所にもどんな地位にも安全を見出す

ことはできないでしょう。エ－ジェント（手先、代行者）

達が訓練され、彼らの発想力は人を傷つけ殺害するための

機械の開発に注ぎ込まれています。・・・資本と働き人を

拡散させなさい。」①  不可解なその言葉、まわりのよ

い本や洗練された音楽などについての話とは全く裏腹な耳
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障りなその警告、新世紀を迎えた初日に当たり、人々はホ

ワイト夫人のその言葉に気を留めてもよい筈だった。 

というのは、彼女の預言は過去においてあまりにしばし

ば的中してきたからだった。しかし新年の朝、その預言が

今にも成就しようとしていたことは誰も知る由がなかった。

翌２月にシベリヤでの３年の刑期を終えたニコライ・レー

ニンがスイスに安全の地を求めてロシア大陸を駆け渡る。 

英、仏、露の各国は頭角を現し始めたドイツ側同盟に対

し、「三国協商」を結んでその防備を固めていた。また、

チューリッヒにおいては、アルベルト・アインシュタイン

という大学生が、何やら奇妙な方程式をたてては物質をエ

ネルギーに転換できないものか頭をひねっていた。 

1900 年元旦・・・上海では英国の蒸気船団が冬のけだる

い日差しの中、することも無く待機していた。ペテログラ

ード(後のレニングラード)では、ロシアの貴族達がネバ河

沿いを真紅のそりで道を急いでいたが、それは純白のサテ

ンのガウンやメダルの輝く制服といった盛装で夜会に出席

する為であり、「帰りが午前３時以前になるとは考えられ

ない」高官たちのその華やかなパーティーは東の空が白む

頃まで続くのだった。 

新年・・・そしてベルリンではドイツの参謀総長アルフ

レート・フォン・シュリーフェン伯爵は、戦いが始まると
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きには守備が手薄で平坦なベルギーの国境が進撃に有利で

あることを知っていた。 

そしてアドベンチスト教会の出版物には、遅すぎないう

ちに注意をうながす最後の必死な訴えがなされていた。「エ

ージェント(手先、代行者)達が訓練され、彼らの発想力は

人を傷つけ殺害するための機械の開発に注ぎ込まれていま

す。・・・資本と働き人を拡散させなさい」と。 

世の中は輝かしい夜明けのように見えても、歴史の砂時

計はそれが黄昏間近であることを示していた。1900 年の初

日に降り注いだ暖かい陽の光は、まだ平和なうちに働きが

進められる最後の尊い摂理であり、それは今にも夜の闇に

薄れていこうとしていた。 

ごく僅かな時間ではあるが、まだ神の働きは陽光のもと

で為されることが可能だった。今やこの一つの質問だけが

問われる。・・・神の民は動き出すのだろうか？ 
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第 1 章「アルファ来る」 

 

1900 年１月１日の朝、ホワ

イト夫人はいつものように早

くから起きて、簡単に入浴を済

ませて着替えると、いそいそと

書き物をする机に向かった。も

う何年もこの習慣を続けてき

たのだが、朝の早い時間は何か

と都合がよく、日中の雑事の思

い煩いも無く、朝食の時間まで

には何時間分もの書き物をしておくのが普通だった。しば

しば彼女の眠りは心の痛みに妨げられることもあったが、

そのようにして目を覚ましたときは、いかに時間を有効に

使うかを彼女は心得ていたのである。 

この日彼女は、過去数年にわたり膨れ上がったある特別

な問題に非常に心を痛めていた。ジョン・ハービー・ケロ

ッグ医師はアドベンチスト医療事業をどこへ進めようとし

ているのだろうか？彼とはもう長い付き合いで、若い頃は

よくホワイト家に出入りし、彼女が彼に手紙を書くときに
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は「母親がその息子に対するように」書いたものだった。

① 

しかし、このところバトルクリークでは不穏な動きが見

られつつあり、それが災難の訪れる前兆であるかのように

思えた。その一つには彼女が繰り返した勧告に反して、そ

の街は日に日に一大アドベンチスト居住区と化し、彼女が

資本や人材を一箇所に集めることに対し随分と反対したに

もかかわらず、1900年にはその市は SDA 機関一色で塗り

つぶされたようなものだった。先ず、カラマズー河岸近く

にレビュー＆ヘラルド社がそびえており、そこでは支払い

さえするなら外部からのどんな注文でもほとんど受け入れ

られた。 
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一区画向こうのダイム大会堂は 3400 人の人員収容が可

能であり、毎週 173 の安息日学校のクラスが持たれた。権

力争いが見られ、一時は什一献金までも教会の運営費に転

用されるといった状態だった。ダイム大会堂から１マイル

四方には世界総会本部、バトルクリーク大学、伸び行く健

康食品工場、孤児院があり、何千というアドベンチストの

信者たちが一区域に密集し、不動産屋までそこに集中して

いるのを、人々は面白半分に、あるいは愛想をつかして「ア

ドベンチスト採掘キャンプ」と呼んだ。② 

周りの全ての建物を威圧するかのようにビクトリア王朝

風建築を誇るバトルクリーク・サニタリアムは、ワシント

ン通りに沿ってほぼ 320 メートルも延び、1000 名もの従

業員を抱えていたが、彼らはそこでの召しを単に生計を立

てるための仕事と同じように考えている、とホワイト夫人

は警告した。個人的な魂への奉仕を旗印としている教会に

とって、その風潮は声を大にして警告しなければならない

ほどの危険をはらんでいた。それは実際に教会の中心的働

きの一つが失われて行きつつあることを意味した。 

ここ数年間、バトルクリークで見られたこの兆しは、こ

の巨大化したサニタリアムが教団の手におえなくなる可能

性を暗示していた。当時ケロッグはすでにその本性を現し

ており、1895 年に米医療伝道カレッジを設立するや、自分

でそれを教会から引き離そうとし始めた。「これは一教派
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のための大学ではない」と言い張り「一教派独特の教会教

理」はそこで教えるつもりはなかった。③  サニタリア

ムは教会の最有力機関であるが故に、もしアドベンチスト

教団が、その最大機関の将来を確保したいなら、遅かれ早

かれケロッグと対決しなければならなかった。 

ケロッグは小柄だが非常にエネ

ルギッシュな人物で、真っ白なス

ーツに靴という出
い

で立ちでバトル

クリーク界隈
か い わ い

を忙しく行き来する

姿が見受けられた。自転車でさっ

そうと仕事へ向かう途中でも、う

しろから息を弾ませながら追って

来る男性秘書に手紙を口述して書

き取らせていたという話である。医学と雄弁さで人を心服

させることにかけて天才の彼は、絶妙に人をひきつける人

柄で、礼拝中にホワイト夫人の手紙を聴衆に読み聞かせて

涙を流すかと思えば、彼女は盗作していると非難するとい

うこともやってのけた。 

しかし万能の彼には一つの欠陥があった。それはバトル

クリーク・サニタリアムと健康メッセージを、自分の思う

ままの方向へ推し進めていこうとする誘惑に勝てないとい

うことだった。ホワイト夫人は何年もこの医師と手紙のや

り取りをして、バトルクリークにおける野心的な計画を思
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いとどまらせ、余った資金を世界伝道、特に始まったばか

りで経済困難を強いられていたオーストラリア、ニュージ

ーランドへ送るよう頼みこんだ。しかしその返事は法人定

款によって病院はその所在地ミシガン州外への送金が禁じ

られた、との奇妙なものだった。法人定款の作成にあたっ

ては、合法的に、しかも個人の思惑通りの定款条項を作り

上げられるという事実を知らない者にとって、それはいか

にももっともらしい言い訳だった。 

しかしその法的工作のために選ばれた法律事務所や、抜

け目ない専門家達が書類を綿密に調べる有様、そして弁護

士たちが細工している間、わずかに首をかしげた恪好で腰

をかけ、その仕上がりを待つ白スーツの小柄な野心家の姿

を預言的な目で見通したかのように、ホワイト夫人の目に

は全てが明白であった。「私の魂を非常に悩ませる事実が

示されました」と彼女が書いたのは1898年のことである。

「私は人々が弁護士たちと手を組むのを・・・しかし神は

その連合の中におられないのを見ました。このような者た

ちには、神の霊の下に行動していないことを指摘するよう

命じられました。」④ 

彼女の警告が、時宜を得たものであったことには驚かさ

れる。ケロッグは丁度その頃、手際よく病院の法人組織を、

いつの日か教会から引き離すことが可能な形に変えたとこ

ろだった。1897 年にその法人組織設立許可の 30年間の有
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効期限が切れ、ミシガン州法によれば法人は解散され、そ

の所有物は売り払わねばならず、新しく法人を組織する必

要があった。もし誰かが改革を望むなら、これは逃すこと

の出来ない絶好のチャンスであり、ケロッグがそれを見過

ごしにしておく筈が無かった。 

1898 年７月１日、ハールバート弁護士と関心を寄せる少

数の人々が、ミシガン州マーシャルの法廷におもむいた。

そこでサニタリアムの資産は、ケロッグの率いる一団に売

られ、引き続いて新しく法人が組織され、その定款が採用

されて株券を発行した。もし病院の運営を続けるのであれ

ばこの処置が取られねばならず、世界総会はその法的手続

きをふむことを承認した。一見単に形式的な事項が述べら

れているように見えたが、もしその新規定に注意深く目を

通すならば、そこには由々しい問題が起こりうる可能性が

読み取れた。 

アドベンチストに限られていた株主は、今やそのサニタ

リアムは「教派を問わず、宗派を超えた人道主義と博愛精

神を実践する」とうたった文面に署名さえすれば、誰でも

その資格が与えられるようになっていた。そのような極め

ておおざっぱな株主の人選に、異議を唱える者に対してケ

ロッグの答えは、それは単に形式上の事であり、そうする

ことによって機関が“州の法規による特典”にあずかるた

め、ということだった。⑤ 
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（しかし 1906 年頃までに、その落とし穴は全て明らか

になっていた。教会との決裂を控え、この医師は特典が与

えられる筈のその同じ法規により、サニタリアムでの宗派

教派的な活動の一切が禁じられたことを宣言し、「教団は

病院の資本、財産を所有していないし、これ以後所有する

こともあり得ない。これは公衆に属するものだからだ」と

自分の大いなる野望がいかに実現したかを教会に向かって

あからさまに言ってのけるのだった。）⑥ 

その頃までにケロッグは、今まで彼の考え出したいかな

る案よりも、更に大規模の新しいアイデアを持ち出してき

た。わかりやすく言えば、それは全米どこでも、教会付属

の病院は全てバトルクリーク・サニタリアムの管轄下に置

かれる、という提案である。「教団の全ての病院を一つに

まとめるために、医事伝道委員会がこの計画を発案し・・・

病院がその設立された場所で独自の法人を作るよりは・・・

それらを従属させる協会を設ける」というもので、全ての

病院はバトルクリーク・サニタリアムとは「切っても切り

離せない」ものになるのであった。⑦ 

その案はホワイト夫人や指導者たちから強く反対される

ものだったが、ケロッグの信奉者たちは、ホワイト夫人に

知らせが伝わる何ヶ月も前から、声を揃えてその考えを支

持するようになっていた。サニタリアムは、教会に対して

不満を持っている人たちを、その膝もとに集め始めていた
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のだった。そのうちの多くは才能に恵まれ、神学や医学を

学んだ人たちで、ある者たちはホワイト夫人と共に旅行し

説教したこともあったし、一人は讃美歌作家でその歌は再

臨使命の精神を的確にとらえたものだった。 

これらの不満分子たちのある者は（サニタリアムからの

賄賂があったと噂されたが）共同で、ホワイト夫人が詐欺

をしていると攻撃する本を書き始めた。そして、いよいよ

大胆に教会における大きな改革・・・その機構が一新され、

新しい目標と新たな使命を抱くこと・・・について説くよ

うになった。同時に裏ではバトルクリーク・サニタリアム

の財力と、ケロッグの雄弁に支えられて、改革派はその目

的・・・怪しげな集会と夜中の会議、また言葉では説明の

しようがない程の説得力をもつ白スーツの人物を、夢で示

されたオーストラリアの７２歳の老婦人以外は、誰の目に

もひたかくしにされているその目的・・・に向かって徐々

にそして着々と進むのだった。 

そしてこれらのことが、オーストラリアのホワイト夫人

の心に重くのしかかっていた問題であった。医療と言う教

会の腕、偏見をこわし再臨使命に門戸を開かせるためにこ

れほど重要な右腕が、アドベンチスト思想の主体から無残

にも切り離されつつあった。ホワイト夫人は真新しい紙を

用意しペンを取ると、世界総会のジョージ・アーウィン総

理への言葉を書いた。「親愛なるアーウィン兄弟・・・ケ
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ロッグ医師を彼自身から救ってあげてください。彼は聞く

べき勧告に耳をかそうとしないのです。」⑧ 

1900 年。それは神の働きを完成させるための絶好の機会

に恵まれていた時であった。世界はほぼ完全に平和のうち

にあり、メイン州からマニラだろうが中国の広東だろうが

どんな場所でも福音を携えて、しかもパスポートさえ必要

としないで旅行することが出来た。一般に健康改革への関

心が高まってきていたが、ほとんどの者がまだそのメッセ

ージを耳にしておらず、屋外運動として自転車がもてはや

されていた。バトルクリークについて耳にすることが出来

たのはごく一部の幸運な人々だったが、それでも何千とい

う数でサニタリアムに押し寄せた。彼らは、その背後では

どういう問題に悩まされているかも知らずに、部分的な真

理ではあっても、バトルクリークの理念や原則に夢中にな

った。世界を再臨使命に準備させる天使たちは八方手を尽

くし、全天が出来る限りのことをした。イエスにある勝利

について、大いなる後の雨のメッセージが前もって与えら

れた。 

米国では日曜国家休業令が提唱され、広く賛否が問われ

た。それは生ぬるい信者たちを覚醒するために上げられた

のろしであるかのようだった。 
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このような素晴らしいチャンスを逸することは考えられ

ないが、しかし現に心配されたことは起こりつつあった。

バトルクリーク・サニタリアムは教会からの離脱のコース

を進んで行った。その資金は利己的に用いられ、その法律

上の組織構成は、意のままに作り上げられた。レビュー＆

ヘラルド社では大衆的な書籍の印刷がなされ、その内容た

るや、活字を拾っている職人が何気なく目を止めてさえ危

険にさらされるとホワイト夫人が心配するほどのものだっ

た。 

一方また、教会の基礎的神学が神の性質に関する正当で

ない考え方によって挑戦され始めていた。その考えはホワ

イト夫人の警告によれば、天の聖所というまさに土台その

ものである教理を脅かすものであり、教会をその危険から

守るべく、しかしこれといった手立ても思いつかないまま

に、彼女はアドベンチストの両親たちに、子供をバトルク

リーク・カレッジに近づけないように、そしてそこで「我々

のメッセージや牧師達に対する信頼を弱める感化によって

毒されないように」と勧めるのだった。⑨ 最後のしばし

の日光は、神の民より失われつつあった。彼らが不動産を

売買し、病院を増築し、計画につぐ計画、また計画と過ご

しているうちに・・・ 

クリスマス数日前に記されたオーストラリアのホワイト

夫人からの手紙が、やがてケロッグ医師のデスクに届いた。
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「私は母親がその子に対するようにあなたに書きます。出

来るものなら力になってあげたい・・・許されるなら会い

に行ってあげたい・・・あなたに宛てられた警告のメッセ

ージを受け入れるならば、あなたは大変な試みから救われ

るのですよ。」⑩ このように何もかも用意は整えられて

いた。シナイにおけるイスラエルのように、今や神の民は

約束の地から数週間の距離に居た。 

今や再臨使命が枯れ草に放たれた火のように 

燃えて広がる時 

今や悪魔の 逆 襲
カウンターアタック

の機会、そして 

今やアルファと呼ばれる背信の時代の到来・・・ 

 

 

 

 

 

 



 

第２章 「悲報届く」  19 

第２章「悲報届く」 

 

1902 年２月 18 日午前４時。夜明け前の冷えびえとした

レンガ造りのバトルクリーク市消防署内に、突然けたたま

しく鐘が鳴り響いた。灯がともされ、たたき起こされた消

防士たちは、不恰好なコートに二列も並んだボタンをはめ

ようと躍起になった。その間に階下では馬具が投げかけら

れ、御者が座席に飛び乗り手綱を取ると、大きなポンプ車

はレンガ敷きの道路を真っ暗な冬の朝の静けさを破って

騒々しく発車した。それは火曜日の朝のことで、バトルク

リーク・サニタリアムは炎に包まれていた。 

入院していた 400 人の患者達は、当直の看護婦と従業員

たちに導かれて無事避難したが、消火活動はまるで焼け石

に水で、かけている水が火勢をあおるかに思われた程であ

ったとある消防士は後に語った。明け方までに巨大な建物

のほとんどが失われ、冬空の下にくすぶり続ける瓦礫の山

と化した。 

西海岸からの帰り、その日の晩にシカゴ駅の近くでこの

惨事について知らされたケロッグは、すぐさま次の行動に

移った。バトルクリーク行きの列車に乗り込むと、早速秘
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書にテーブルを用意させ、下車するまでの間、新築計画の

スケッチに没頭した。 

「今日、バトルクリークが焼けたと言う悲しい知らせを

受けました。」ホワイト夫人はそう書いたが、別段驚いた

風ではなかった。幾週間も、バトルクリークでなされたこ

とを思い悩み、来るべき災害の前兆に、夜も「落ち着いて

眠れずにいた」あげく、彼女はもはや語るべき言葉を失っ

てしまった。「このような時には、何か分別のある言葉を

語るものでしょうが、一体何を言えばよいのでしょう。我々

はこの機関の事しか頭に無かった人たちによって悩まされ

ました。・・・涙を流す者と一緒に泣きたい気持ちです。」

① 

それでもとにかく彼女はアドバイスを持っていた。それ

はケロッグと衝突することにはなるが、たとえいかなる状

況の下であろうとも、バトルクリークの再建はしない、そ

の代わりに、より小規模な機関をいくつも造るという事だ

った。「バトルクリーク・サニタリアムの責任者たちには、

厳粛な義務が負わされています。彼らはバトルクリークに

マンモス病院を建てるのでしょうか。それとも各地に診療

所を設けることによって神の計画を実践するのでしょうか」

② 



 

第２章 「悲報届く」  21 

その質問はすぐに答えられた。1902年３月 17 日、教会

指導者の面々が次に何をすべきか計画を立てるために集ま

った。出席していたケロッグはやる気十分で壮麗なビルデ

ィングについて熱心に説明した。バトルクリーク・サニタ

リアム再建に対するホワイト夫人の警告が発せられてから

まだ一ヶ月もたっていないのに、一つの妥協案が出され、

世界総会はその幾分譲歩した計画を承認した。つまり、二

つの本棟を両方とも復元する代わりに、一つだけ、しかも

高さは５階までと長さが 137メートルまでという条件付だ

った。しかし後に建物の基礎工事の検査が為されたとき、

指導者たちは初めてケロッグがその条件にどれほど不誠実

であったかを知らされるのである。 

ともかくそれが発覚したのは後のことで、先ずは建築計

画と同時にその資金を工面しなければならなかった。世界

総会総理であったＡ・Ｇ・ダニエルズは、ホワイト夫人が

経済困難にあえぐアドベンチスト教育施設の資金補助とし

て、「キリストの実物教訓」の売上を提供したことを思い

出した。それがとても祝福されたのを思い出し、ダニエル

ズはこの世界的に有名な健康講師であるケロッグに、再建

費用のために一般向けの医学書は書けないものかと提案し

た。ケロッグは喜んでその仕事を引き受けた。彼は著作者

として制作意欲が旺盛で、汽車の中、自転車の上、更には

浴槽の中からさえも秘書相手に口述するのであった。非常
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な熱心さで仕事にかかると、新しい本の原稿を記録的な速

さで書き上げ、ヨーロッパへ夏の長期休暇に出かけた。 

そういうわけで“さい”は投げられた。ホワイト夫人の

勧めに反してバトルクリーク・サニタリアムは再建される

のだった。すぐに指導者たちは、譲歩させたつもりが、か

えって裏目に出てしまうかもしれない危険な賭けをしてい

る自分たちに気づいた。基礎工事の点検をした初夏のある

日、誰かが妙なことを発見した。それはケロッグが約束し

たよりも 30 メートルも長く、その上建物の後部からは、

弧を描いていくつかの大きな棟が延びているのだった。

1904 年にホワイト夫人は、深い悲しみに満ちた言葉で次の

ような状況を言い表している。「主はバトルクリークで大

病院を焼き払われたとき、そこに再び建てなおされるよう

には意図されませんでした。この勧めが受け入れられてい

たら、バトルクリークに関する重い責任は今では跡形も無

くなっているでしょうが、これらの責任は大変な重荷にな

っています。」③ 

彼女の言う「大変な重荷」とは勿論、経済面のことであ

る。ケロッグはその再建工事を、豪華で指導者たちが夢想

だにしなかった程贅沢なものにしており、非常に値が張り

始めていた。ワシントン通りに面するこの建物は、巨大な

イタリア式ルネッサンス風の造りで、千人以上の患者を収

容する能力（ホワイト夫人の理想的とした人数の 10 倍以
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上）を備えるその全貌を現し始めていた。そこは大理石を

埋め込んだ６千坪以上の床面積を有し、その為に合衆国国

会図書館のきらびやかなモザイクを監督したイタリアの熟

練職工が雇われた。その場所を「最も完全で設備が行き届

き、その完璧な出来栄えを世界に誇る」ものにするには、

どんな物も惜しまれないかのように思われた。④ そんな

計画を強いられては予算がすぐ足を出してしまうのは当然

である。 

しかし教会にとっての真の危機はそんな経済的困難以上

のもの、そのあまりの恐ろしさにホワイト夫人自身が、そ

れに耐えられるかどうかを危ぶむ程の危険を含んでいた。 

それに気づいたのはごく一部の人々であったが、危機は

すでに到来していた。ケロッグの新刊書に、これまでに例

を見ない程の教理の危機を招く要素の数々が隠されていた

のだ。 

もう何年間か、ケロッグは神の性質に関して妙な発言を

しており、最近の世界総会の席上でも「神は私の内にいる」

と話した。「なんでも私のすることは神の力の表れであり、

一つ一つの行動が神の創造的な業である」。⑤  それは

神の存在をごく身近な所まで引き寄せるかのような魅力的

な考えで、早くもよく知られた教団の思想家の何人かの興

味を捕らえていた。ケロッグの言うところによれば、我々



 

24  第２章 「悲報届く」 

が吸う空気は、神の聖霊を実際に体内に送り込む媒体であ

り、日光は目に見える神の「シェキーナ」(神の臨在､後光：

訳者註)であるというのだ。その考えには一種独特の魔力が

あり、高い教育を受けた者でさえこの新しい考えに飛びつ

き、ケロッグの燃えるような伝道熱は彼らにも伝わってい

くのだった。この趣旨は、彼が「活ける宮」と題したゲラ

刷りの新書の中により強く表されていた。人体の内には「肉

体を造り創造する力」があり「それは神ご自身で、宮なる

肉体に満ちる神のご臨在」であると彼は主張するのであっ

た。⑥ 

この考えは人をキリスト教から引き離し、神とか天国と

か呼ばれる場所も無用の、何らかの宗教的神秘論の世界へ

引きずりこみかねないと気づいた者は多くはいなかった。

その危険性を見て取った一人は、インドから最近戻ってき

たウィリアム・スパイサー宣教師で、世界総会の海外宣教

委員を務めていたが、ケロッグの新しい神学にヒンズー教

と共通するものがあることにいち早く気づいた。驚いたス

パイサーは、個人的に会って彼の誤りを正そうとケロッグ

に面会を求めた。二人はケロッグが「邸宅」と呼んだ広大

な２７も部屋のある屋敷のベランダに腰掛けた。スパイサ

ーは「すぐに議論の真っ只中に引き込まれている」のに気

づいた。 

「神はどこにいるのだろうか？」とケロッグが尋ねた。 
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「天国におられるのですよ」とスパイサーが答える。「聖

書はそこに神の御座があり、その命令通りに動く天の住人

たちのことが書いてあります。」 

スパイサーより 13 歳も年上で 50 歳になるケロッグは、

その手を芝生の方へ向けると、神は草の中にも木にも、そ

こいらにある全てのものの中にいる、と言い放った。 

「天国とはどこかね？」と彼が聞いた。 

「宇宙の中心」とスパイサーが答えた。「そしてそれがど

こなのかは誰も言う事はできないでしょうね。」 

「天国は神のいる場所で、神はどこにでもおられるのだよ」

とケロッグは言い返した。 

スパイサーは呆然としてそこから帰ってきた。誰も予想

しなかった巨大な何か、教会をも震わせるほどの何物かの

一角を目撃したことを感じながら・・・「このような考え

方には、天使が天と地球の間を駆け巡ることも無く、聖所

の清めも遥かな天での出来事ではなく」人の心が「清めら

れるべき宮」なのだった。⑦ 

押し寄せる嵐の第一陣に出くわしたウィリアム・スパイ

サーは、その恐ろしさを正確に読んだ。1902年の夏、世界

が第三天使の使命を待ち受け最後の平和な一時が小刻みに

過ぎていく間に、アドベンチズムの主要な教理の柱の一つ
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が不意打ちをくった。しかしケロッグ自身は、教理そのも

のに戦いを挑んでいる自分に気づいていなかった。彼はお

そらく初めはそうとも知らずに天の聖所の教えを攻撃した

のだった。 

セブンスデー・アドベンチストの教理の中心には、1844

年に天で大事件があったとする考えがある。それはダニエ

ル書８章と９章の預言、すなわち 2300 年の預言期間がペ

ルシャ王の勅令に始まり、1844 年の秋に終わるという理解

に基づいたものだった。大失望を経験したその秋、彼らは

ウィリアム・ミラーを中心とした再臨運動の説教者たちが

予言したように、何故キリストは来られなかったのかを知

ろうと、それらの預言をもう一度調べなおしたのだった。

その研究が今まで知られなかった神学を明らかにした。 

深い学びと熱心な祈りによって、彼らはかつてユダヤ人

の幕屋が予表していた通り、1844 年 10 月に、キリストは

天にある聖所の至聖所の部分に入られた、という結論に導

かれた。最も神聖な場所でキリストは、御自分の名による

救いを受け入れた全ての人々の生活を調べ始められる。 

それは厳粛な思想であった。すでに死んだ者たちが裁か

れることでさえそうなのに、アドベンチストは更に挑戦的

な考えに導かれた。いつか、恐らくは 1844 年に生存する

世代がそれを体験するであろう程近い将来、キリストの調
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査審判は死んだ者たちを終え、まだ生きている者たちにま

で及ぶであろう。その働きが終了するとき、人類にとって

余りにも重要な意味を持つ最終行為がなされる。キリスト

は人間の仲介役としての憐れみの奉仕を象徴する香炉を投

げ捨てられる。そして黙示録 22：11 に記されている言葉

を声に出される。「不義な者は更に不義を行い、・・・聖

なる者は更に聖なることを行うままにさせよ」。 

一般にはその死によって終わるものと思われていた人間

の恩恵期間が、ある世代の人々にとっては、まだ彼らが生

きている間に閉じられる。アドベンチズムの教えの全てが

その事件を指して警告し、人々に備えをするように懇願し

てきた。1844 年の再臨使命は現世的な安心感をみじんに砕

き、人々に主と会う備えをするように意図された警告だっ

た。そして人が何もかも捧げ尽くし、全てを犠牲にする覚

悟がない限り、そのメッセージは受け入れがたいものだっ

た。 

アドベンチストの聖所の教理は、それが生まれるや否や

攻撃にさらされた。神学者たちは、1844 年にキリストが来

られなかった事を言い逃れるための見えすいた作り事だと

一笑に付し、他の人々はそれに対する信仰を崩しにかかっ

た。自分の生涯が、すぐにでも神の最終的な検閲を受ける

という考えはこの上ない挑戦だった。その為かこの教理に

対して四方八方から向けられる攻撃の矢も、執拗さ激しさ
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を極めており、ホワイト夫人はこう書いた。「過去５０年

にわたってありとあらゆる異端が持ち込まれ、特に天の聖

所におけるキリストの奉仕と、黙示録 14 章の天使たちに

よって与えられている終末の世界に対するメッセージにつ

いて、我々の思考力を曇らせようとしてきました」。⑧ そ

して声を大にして「天に聖所があり、その型がかつて地上

に建てられていた、という教理に対する我々の確信が、人

間の口から出る雑音によって弱められることを神はお許し

になりません」と言った。⑨ 

ホワイト夫人の言う最大の

「雑音」の幾つかは、すぐれた

アドベンチストの牧師の一人で

あったＤ・Ｍ・キャンライトと

いう人物から発せられた。彼は

何年も疑問、疑惑をもてあそん

だ末、反アドベンチズムの姿勢

を固め、22年間もＳＤＡ牧師と

して華々しく活躍した教会を出て行った。 

以後、それまでの信条を叩くことをその余生の目的とし

た。1889 年に「ＳＤＡを捨てて（Seventhday Adventism 

Renounced）」というタイトルの本を出版したが、その中

で「セブンスデー・アドベンチストは、聖所に関する彼ら

の解釈に、すべてつじつまを合わせようとする。・・・も
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し彼らの聖所に関する解釈が間違っているとすると、教義

全体が崩れ落ちる」⑩ と切り出し、エレン・ホワイト、

安息日、律法、そして死者の状態という具合に次々と攻撃

の矢を放った。418 ページものその著書の終わりに、キャ

ンライトは次のように書いている。「ＳＤＡ組織の土台は、

無教育で余命いくばくもなかった老農夫の当てにならない

理論と、無学無教養で病弱な上、感情的な一少女の幻想に

基づいているのである」と。⑪ 

しかし、波乱に満ちたその人生の終わりに近づき、彼は

自分の一生がどんなものになり得るはずだったか、という

わびしい記憶以外何も残らなかったのに気づいた。1919

年病床にあって彼は、自分がたどって来た跡を感慨深く思

い返しながら、自分の兄弟に向かって最後にこう言い残し

たのだった。「そのメッセージから離れるなよジャスパー。

私はそれから離れた。そして失われた人間として死んでい

くことを知っているんだ。」⑫ 

キャンライトは聖所の道を真っ向から攻撃する道を選ん

だ。アドベンチストはダニエル 8：14 を誤って解釈し、そ

れとユダヤ人の贖罪の日について描いているレビ記 16 章

とを誤って結び付けていると批判した。キリストは昇天さ

れてから直接至聖所へ入られたのだと彼は言い張り、故に

1844 年の聖所の清めに重きを置くアドベンチストは間違

っているとした。繰り返すが、それは教会の基礎教理に対
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する直接の攻撃であり、彼の本を読めば、それがアドベン

チストの教えと相容れないものであることは一目瞭然であ

る。 

しかし 1902 年にジョン・ハービー・ケロッグから来た

ところの聖所に対する最新の挑戦は実に巧みだった。それ

は筋の通った理論的段階を踏まえていくかのように見える

が、一つ一つのステップは次にどこへ導くかを明らかにし

ないので、気づかないうちにアドベンチストの教えから遥

か遠く離れている自分を発見する可能性があった。 

神を実感として知りたいと願う多くの者にとって、日光

のきらめきにそれを見、呼吸する大気のうちにそれを感じ、

人生の全ての活動の内に神が臨在されるという考えは安心

感を与えるものだった。しかし注意深く検討してみるなら、

この考えは従来のアドベンチスト教義の枠組みの中では回

答するのに困難な幾つかの疑問点、・・・ウィリアム・ス

パイサーがケロッグ宅のベランダで巡り合った質問・・・

をもたらすのだった。 

もし神がどこにでもおられるとして、天国は神がおられ

る場所ならその天国もまた所かまわず存在するにちがいな

い。だとすれば、聖所はどこにあるのか？勿論ケロッグは

それに対する解答を持っており、それは彼の新書「活ける

宮」のタイトルに読み取ることが出来る。つまり神の聖所
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は人体内にある。となると、この理論は今や 1844 年のあ

の出来事は新しい光にそぐわないとして放棄されるか、さ

もなければ単なる歴史的事実、未熟であった再臨運動の成

長過程における経験の一つとでも片付けてしまうのだった。 

それはケロッグ自身でさえ、完全に把握してはいなかっ

た微妙な誤謬だった。しかし教団指導者の一部はその危険

にいち早く気づいていた。バトルクリークでその頃問われ

たのは、ケロッグの本は印刷されるべきか否かと言う問題

だったが、それはそう簡単に答えられるものではなかった。

1902 年、年の瀬が近づくにつれサニタリアム建築工事は今

にも爆発しそうな経済危機に直面していた。その点からい

えば直ちに印刷され、販売される必要があった。しかもバ

トルクリーク付近には、ケロッグのその本について何の害

も認めなかったごく善良な信徒たちもおり、かえってケロ

ッグの神学を好んで取り入れているのだった。レビュー＆

ヘラルド社のマネージャーに印刷注文を出すか否かを決め

るために、1902 年の秋に世界総会役員会が集まったものの、

どうもひともめしそうな雰囲気だった。 

原稿が教団として勧められる内容かどうか、検討するよ

うに任命されていた委員会の報告がなされた。しかしそれ

だけではすぐさま決議することはできなかった。 
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五人の委員のうち三人は「奨励できない理由は何も無い」

⑬ と見ており、その中には 1888 年以後ホワイト夫人と

共に旅行し説教してまわった、かのＡ・Ｔ・ジョーンズも

いた。残りの二人だけが否定的立場をとった。しかし秋季

会議は少数意見を受け入れて本は印刷しないことに決定し

た。建築資金は与えられる、と単純に主に信頼しきる事に

したのである。そして“教会の取るべき態度”として話は

ここでとどまるべきだった。しかし、ケロッグは既に引き

返せないところまで来ていた。そして歴史の方向を永久に

変え、人と機関の運命の流れを変えてしまうあり得ない出

来事が起こったのである。 

何年もの間、彼は自分の計画を妨げるホワイト夫人から

の勧告を退けるための言い訳として、「彼女は私の反対者

のよこす偽りの情報に基づいて、誤った判断を下している」

と言ってきた。しかし今や彼は教会組織直々の挑戦を受け、

決断を下さねばならない立場に追い込まれた。すばやく彼

は次の作戦を立てた。・・・レビュー＆ヘラルド社は教団

以外の注文も請け負っているではないか。それならば・・・

ということで彼は「Ｊ・Ｈ・ケロッグの個人名義で『活け

る宮』を 5000 部印刷せよ」とメッセージを送ったのであ

る。注文は受け入れられた。秋季会議で印刷許可が下りな

かったためにしまい込まれていたタイプは、改めてその準

備ができた。印刷用鉛版はすぐにも使用できるように手は
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ずが整えられ、印刷室ではきちっと積まれた紙の山が巨大

なスチーム印刷機に巻き込まれるのを今かと待っていた。

大陸の向こう側西海岸の静かなカリフォルニアバレーでは、

それが何を意味するのかわかりきっている幻に悩まされつ

つ、ホワイト夫人は床についた。「夜の幻で天使が、炎の

ような剣をバトルクリークに差し伸べているのを私は見ま

した。」⑭ 今やレビュー＆ヘラルド社にとって残すとこ

ろあと数時間の運命の秒読みはすでに始められていた。 
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第３章「炎の如き剣」 

 

世界総会の指導者アーサー・Ｇ・ダニエルズ長老４４歳

は、1902 年 12 月 30 日のその晩、超過勤務をしていた。

一息入れる間、彼はまず若い助手（Ｅ・Ｒ・パーマー）と

言葉を交わし、それからレビュー＆ヘラルド社の総支配人

であるＩ・Ｈ・エヴァンズと新しく印刷されるトラクトに

ついて話していた。ミシガンの冬にしては暖かく雪もない

静かな晩で、二人ともその会話に意気投合していた。ミシ

ガン州で最大かつ最も近代化された出版所であるレビュー

＆ヘラルド社はまれに見る好景気で、過ぎ行く年は多額の

収益をもたらし新しい年もそれと同じくらい見通しの明る

いものだった。 

ワシントン通りの二ブロック向こうで教会の鐘が祈祷会

の始まりを告げた。ダニエルズは時計にちらっと目をやり、

７時半であるのを確認したであろう。もしそうだとしたら

それがその晩彼のとった平常な行動の最後だった。次の瞬

間明かりが消えた。通りの向こうにはサニタリアムの火災

を目撃したものなら忘れもしないあの恐ろしい輝きが・・・。

今度はレビュー＆ヘラルド社の本館が燃え上がっていたの

だった。 
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ダニエルズとエヴァンズが通りに走り出た頃までには印

刷室全体が炎に包まれていた。それは見るも凄まじい光景

で、事務所の窓が超高熱で吹き飛ぶ一連の爆発音があたり

を揺るがした。二階の床が燃え崩れるにつれ機械類が階下

に落下して大音響を立てるのが外からも聞こえた。一時間

のうちにレビュー

＆ヘラルド社は焼

失し、灰となったレ

ンガと溶けたケロ

ッグの「活ける宮」

の印刷用鉛版、その

間に散在する印刷

機のガラクタを残

すのみとなった。 

失われた・・・この一年の内にセブンスデー・アドベン

チスト教会の主要機関が二つも灰になった。「あなた方

SDA の火事は全く納得がいかない。水をかけてもまるでガ

ソリンでもかけているみたいに燃えるんだからね。」消防

署長ウィーク氏もこのようにしか言いようが無かった。① 

バトルクリークでは数週間もそれを思い出させる不気味な

煙がくすぶり続けた。建物が炎上中に大きな石炭の山に引

火し、それが翌年の 2 月まで燃え続けた。「改革がなされ

ない限り惨禍が出版所を見舞います。そしてその理由を世
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界は知るでしょう。」というホワイト夫人の警告を無言の

うちに思い出させる煙は、その預言が現実となったことを

何週間もミシガンの空に記していた。② 

「私はもう長いこと私たちの機関のために重荷を負って

来ました。」ホワイト夫人は電報で急を知らされた後でこ

う書いた。「時には、もう教会の人たちの大きな集まりに

出席するのはよそうと考えることもあります。それらの集

会が終わった後、私のメッセージは指導者たちの考えにほ

とんど何の影響も与えないように見えるからです。」どん

なに重い心でそのような集会から帰ってきたかを彼女は沈

痛に語った。③ バトルクリーク上空にたなびく煙は、見

る人にごく単純な疑問を提示した。・・・神の民は自分自

身の計画や選択を犠牲にしても、その使命者から与えられ

る指示に従うであろうか？ 

その質問にたいして、ジョン・ハービー・ケロッグはか

なり断定的な答えを出しているかのように見えた。ホワイ

ト夫人はその神学が、彼と彼に従う者達に危機を招くもの

であることを警告したし、組織として教会は彼の原稿を印

刷することを拒んだ。彼は自分で出版する強行手段に出た

が、今ではレビュー＆ヘラルド社の残骸がさらけ出されて

いるのみだった。どう考えて見ても、そこにはケロッグに

対するメッセージが読み取れた。 
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それにもかかわらず人間というのは、真理を一つ拒否す

れば段々とそれから遠ざかっていくことをケロッグはまさ

に実演したのだった。火災後まず彼がしたことは、その原

稿を外部の出版所へ持っていって印刷させることだった。 

これは教会の指導陣に対する正面からの挑戦であった。

そしてすぐにこの論争は単に一冊の書籍の印刷をめぐる論

争以上の何か・・・実のところ、世界総会の統制のあり方

まで関与してくるのだった。 

セブンスデー・アドベンチスト教会は、民主主義的なシ

ステムとして組織されている。地方の教会はその役員を多

数決で選出し、各期ごとにその代表を地方のカンファレン

スの会議に送り、そこでカンファレンスの役員及び行政委

員が選ばれた。次に各地のカンファレンスはユニオン・カ

ンファレンスの会議へ代表を送り、ユニオン・カンファレ

ンスの役員を選び、世界総会は期毎に総会を開き、同じく

多数決で世界総会の指導者を選出するのであった。 

それは世界の民主主義諸国の国政と同じく、実用可能な

システムであったが、教会といえども、どこの民主政治に

も共通した弱みを、持ち合わせていたこともまた事実であ

る。政策にたけた派閥の巧みな政治工作、つまりうまく構

成された地方の一集団が、その地域の教会全体を正しく代

表するかわりに、自分たちの意見や神学的傾向をたくみに
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売り込む代表を委員会へ送り込めば、大きなカンファレン

スの方針でさえ影響することが可能だったのだ。そして

1903 年に、ケロッグがその緻密な計画を進めていたのであ

る。当時バトルクリークの闘争は、いよいよ収拾がつかな

くなっていた。サニタリアムを拠点とする対立分派は、ダ

イム大会堂を舞台に主導権争いを繰り広げ、お互いの政敵

の噂は果てしもなく広がり、古い友情に亀裂を生じさせた。

大会堂はまさに分裂寸前の兆候を現していた。 

時を同じくしてケロッグが、世界総会指導者をその座か

ら引き降ろそうとする気配があった。 

1901年から 1903年まで世界総会には正式の総理がおら

ず、その代わりに 25 名からなる委員会が「議長」を選ぶ

ようにしていた。政治的手腕を持ち、野心のある人物なら

誰でもそのシステムの弱点を見抜いた。自分たちの望む者

を議長のポストにつかせるには 25名中 13名を動かせばよ

いのだ。 

ケロッグがそのような機会を逃すはずはなく、1902 年か

ら 1903 年にかけて彼は、自分の計画に邪魔なＡ・Ｇ・ダ

ニエルズを議長の立場から追い出すために、猛烈な運動を

始めた。結局それには失敗したものの、それによって強力

な発言力をもち、彼の神学を支持してその普及に努める

人々のグループを自分のものにした。 
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「彼らは際立った人物で・・・」と後にダニエルズが描

写するその一派は、牧師や医者、そして教授たちで、「例

の本の教えることに公然と共鳴している」のだった。④  

そして教会にとって“これだけは失うことが出来ない資源”

に、この強力で影響力をもつ頭脳の集団が目をつけている

のを知ったダニエルズとホワイト夫人は衝撃を受けた。そ

の“資源”とはすなわち教会の青年たちである。 

社会の現状に一大変化をもたらそうと考える者にとって、

若い世代はいつの時代にもその機会を生み出すための標的

だった。改革が一度で成功しなくても、若者たちはいつで

も自分たちの側に引き込むことができる。新しくて型には

まらない考え方に魅せられる彼らの性質を利用して、より

自分たちに同調的な「次の世代」を育て上げることが出来

る。（その手段は、丁度東ヨーロッパにおいて盛んに使わ

れ始めたところだった。政治改革に失敗した革命勢力が、

若者たちに対して熱っぽい訴えかけをはじめ、時を経て彼

らのテクニックがいかに効果的であったかが証明されるこ

とになる。） 

若者が教会に貢献できる力について知り抜いていたホワ

イト夫人は、常日頃大いなる若者たちの「軍勢」が、福音

を「全世界」に告げ広めるようになることを待ち焦がれる

思いで語っていた。⑤  ところがケロッグの一派が教会
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の青年たちに手を伸ばし始めたことが判明するや、事の重

大さを察知した。 

その計画はまずケロッグの本が刷り上った時点で明らか

になった。「活ける宮」が印刷されるとすぐさま夏のキャ

ンプミーテイングに間に合わせて、各地方カンファレンス

へ大々的に送られ、青年たちを動員しての「熱心な」売り

込みが展開された。⑥ ダニエルズ長老は、この問題がい

よいよ複雑に広がっていくのを非常に心配した。「我々の

第一線の機関において、何百という青年たちに種がまかれ

ているのを目撃した」と彼は報告した。それは「多くの兄

弟たちの心を痛める結果が予想される」事態だった。⑦ 

ケロッグはまた、青年たちを政策的にも用いた。1903 年

の 11 月にホワイト夫人は S・N・ハスケル長老に次のよう

に書いた。「サニタリアム側を有利にするような支持力を

作り上げるための通信戦法に学生たちが使われている」「サ

ニタリアムでは、学生や働き人たちが、そこのマネージャ

ーによって彼らの親や友人宛てに、この機関でいかに素晴

らしい働きがなされているか（実際は“素晴らしい”から

は程遠いと彼女には示されていたが・・・）手紙を書くよ

うに仕向けられています。」⑧ 

学生たちが彼らの尊敬する教授たちから新しい神学につ

いて聞かされることは、いつも彼女の悩みの種だった。そ
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のあまりの危険さに、彼女は両親たちに子供をバトルクリ

ークに近づけないように公に注意したほどだった。 

彼女の憂いに答えて、カレッジは 1901 年からベリンス

プリング（現アンドリュース大学所在地）に移転し、当時

バトルクリークでは医学関係のクラスだけ病院で教えてい

た。しかしバトルクリーク・カレッジは学校法人の認可の

期限がまだ切れていなかったので、もし誰かが望むならい

つでもキャンパスを再開できる可能性が残されていた。 

戦いが熱を帯びてくるにつれて、ケロッグは教会の若者

たちを手に入れようと、この機を利用した。医学関係のク

ラスを続けるためには認可の手続き上不可欠という彼の主

張で、バトルクリーク・カレッジの再開を告げる魅力的な

入学案内が印刷された。宣伝運動員はチームを組んで送り

出された。壮大な新機構が計画され、若者たちは「再開さ

れた大学での教育による大いなる特典」について聞かされ

た。⑨ その挑戦はホワイト夫人を立ちすくませた。 

「神がそこには行くな、と幾度も繰り返し警告しておら

れるのに、まだ未熟な我々の青年たちがバトルクリークで

教育を受けることにどうして同意できるでしょうか」と彼

女は叫ぶ。教師たちの何人かは「われわれの信仰の真の基

礎に対する理解にかけて」おり、「青年たちが証しの書や

牧師たちに対する信頼を失わせる虚偽や、誤った表示によ
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って毒されるような場所へ行くのを奨励する言葉は一言で

も語られてはなりません」⑩ 

このホワイト夫人の証言によれば、論点は二つ、つまり

青年たちをバトルクリークに送ることは、彼らの預言の霊

に対する信仰と、教団の働きに対する信頼を攻撃にさらす

というのだ。 

そこではまた、彼らが別の悪影響にさらされる可能性も

強くなりつつあった。 

以前再臨運動の初期において、基礎教理から離脱した者

たちの間には、異様な風潮が見られたが、今又それが復活

しつつあるかのようだった。「当時、自由恋愛なる大それ

た考えがあって・・・」と L・H・クリスチャン長老は後

に回顧する。「人格を持たず、自然を通して浸透するよう

な神についての教えや、神聖な肉体といった教理を教える

者たちの間で不道徳な行為が見られた。その恥ずべき出来

事の一部始終は今更語られるべきではないが、その事実を

知っていた者たちは次の（ホワイト夫人の）言葉の真実性

を悟った。『汎神論は神の言葉によって支持されるもので

はなく・・本当の姿は暗く、官能的で自分達の欲望を満た

し、本能のなすがままにさせるのです』（レビュー＆ヘラ

ルド 1/21/1904 ｐ9）」。⑪ 
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ケロッグの教えに共鳴した者たちには、その普及に努め

る彼の熱意が伝染するかのようで、反対でもされようもの

なら闘争心むき出しでその態度が一変するのだった。1903

年 10 月、ケロッグの本（教団の勧告を聞かずに、既に印

刷された）は教会内で激しい争いの種となっていた。ある

晩ダニエルズ長老は、世界総会秋季会議が終わって帰途に

ついた。ケロッグの熱心な支持者の一人の働き人と、街灯

の下で立ち話をしているうちに、彼はいきなり高圧的な態

度に出て言った。「今に後悔しますよ。この騒ぎが収まっ

た頃には支配権は他の誰かの手に移り、あなたは厄介払い

されることでしょうよ。」「その予言はいただけないな。」

そう答えてからダニエルズはすぐ思い直し、たとえ自分の

地位を失っても固守しなければならない点についてこう言

った。「いずれにしても自分で正しいと信じることに堅く

たって恥をこうむる方が・・・良心の呵責に悩まされなが

ら、王子たちと並んで歩くよりも私には願わしいね。」そ

して後味の悪いその晩の出来事から逃れるかのように泊ま

り先の家の玄関へ入ったが、恐らくは新しい神学に足を踏

み込んでからの友人たちの不可解な態度について、つくづ

く考え込んでいたに違いない。⑫ 

よく考えてみると、その神学こそは教会が直面した最大

の危機のひとつなのであった。結論的にアドベンチズムの

メッセージは“行い”を含んでいた。「神を恐れ、神に栄
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光をきせよ」「安息日を覚えてこれを聖とせよ」「おきて

を行う人たちは幸いである」「勝利する者には・・・」と

のメッセージである。 

キリスト教を生半可な態度で受け入れようとする者にと

って再臨使命は、はなはだ耳障りなものだった。「天の聖

所におけるキリストの執り成しがやむ時、地上に住んでい

る人々は、聖なる神の前で仲保者なしに立たなければなら

ない。キリストの恵みと彼ら自身の熱心な努力によって、

彼らは悪との戦いの勝利者とならなければならない。天で

調査審判が行われ、悔い改めた罪人の罪が聖所から除かれ

ているその間に、地上の神の民の間では、清めの特別な働

きすなわち罪の除去が行われなければならない。」⑬ 

アドベンチズムは人々を、かつて誰も探求したことのな

かった天の心臓部・・・きらめく光に包まれた“恵みの座”

と呼ばれる場所へいざない、そこで永遠に不変の神の律法

を再発見させた。そこにおいて救いの計画は最終段階を迎

え、裁判は既に現在進行中である。そこから神の憐れみだ

けでなく、人に要求される“行い”についての新たなチャ

レンジと、信仰を通してそれを実現させる力の約束が送ら

れて来た。 

「キリストの恵みと、彼ら自身の熱心な努力とによって、

悪との戦いの勝利者とならなければならない」。⑭ 
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これがアドベンチズムの世に対するユニークな貢献であ

り、宗教改革の総決算としてのメッセージだった。何世紀

にもわたってクリスチャンは、救いはキリストにある信仰

によって得られる、という大前提を確立して来た。これに

全く同意した上でアドベンチストは、更に聖書から信仰の

真の深みを極める新しい次元を引き出した。キリストを信

じる信仰を通して、その生活全体が全宇宙を支配する神の

律法と調和するようになるのである。 

またこれらの訴えは、まるでその要求を満たすための期

間がごく限られているかのような切迫感をもって語られた。

「聖天使たちに付き添われ、忠実な者、正しい者を不死の

体に変える最終仕上げに、天の雲に包まれて現れるお方を

我々は迎える用意をしているのです。彼がおいでになると

きには、我々の罪を取り除くのでもなければ、品性の欠点

を取り去るのでもなく、あるいは気性や性癖の足りない点

を癒すために来られるのでもありません。それらは皆再臨

の前になされねばならないのです。主がおいでになる時、

聖なる者は聖なるままでいるのです。」⑮ 1868年の夏に

ホワイト夫人は、息子の誕生日に同様な手紙を書いたが、

そこには母親の愛情もさることながら、かつての再臨使命

の挑戦が読み取れた。「惑わされないように。神は侮られ

るようなお方ではありません。神聖さのみがあなたを天に

ふさわしい者とするのです・・・天にもって行く品性は地
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上で得なければなりません。そうでなければそれが得られ

る事は決してありません。」⑯ 

眠っていた世界を信仰の灯で再び燃え上がらせたかの

宗教改革者達でさえ、夢想だにしなかった程の、理想を追

求する姿勢がアドベンチズムにはあった。ルター、カルビ

ン、ノックスらは皆歴史の長く尾を引いた夜明けに活躍し、

天来の助けによって、それぞれ闇を払いのけた。しかし１

６世紀に、これらの宗教改革者たちによってもたらされた

輝かしい太陽は、今や地平線に傾きつつあり、人類の歴史

はその終わりを告げようとしていた。そしてセブンスデ

ー・アドベンチストはそれより以前には世に与えられたこ

とのないメッセージを持っていた。この世代は、調査審判

が終わるまで生き残るかもしれない、生きて主を迎えるか

もしれない、というのである。 

今やアドベンチストの関心は、もはや遥か未来という先

の事ではなくなった目標に向けられた。彼らにとってこの

挑戦は“今”であり、神は墓を通らずに天に移される人々

に対して、何を期待されるかを聖書の中に捜した。「主は

エノクの昇天を通して重大な教訓を与えようとなさった。

人間は神の律法に従うことが出来るという事と、罪人や堕

落した人間の間に混じって生活していても、神の恵みによ

って誘惑に耐え、純潔で清くなれることを神はお教えにな

った。・・・この預言者の清い品性は、キリストの再臨の
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時に“地からあがなわれる” (黙示録 14：3)人々が到達し

なければならない清い状態をあらわしている。」⑰ この

到達すべき標準は、教会の使命そのものの一部であると思

われる。 

洪水で滅ぼされる以前の地上に住んだエノクの生涯その

ものが、憐れみの訴え、神の救済の力の啓示であった。今

やそれを遥かにしのぐ破滅が待ち受けており、世界は今一

度神の品性とはどのようなものかはっきりと見る必要があ

る。「彼らはエノクのように主の再臨と罪に対して下され

る刑罰について、世界に警告を発し、その清い行状と模範

とによって、不信心な者の罪を譴責する」。⑱ 1902 年に

ホワイト夫人は、再度アドベンチスト達に「(清めについて)

書かれた本が、聖なる生活の代わりになるものではない。

人々は牧師が何を説教するかよりも、教会が実践すること

を信じる」ことを思い起こさせた。⑲ 

結局アドベンチストはクリスチャンとして、歴史上最も

大胆な主張をしたのである。 

彼らは天の聖所に第二の部屋があるのを見つけ、そこに

はキリストが今もそれによって世を裁いている標準“律法”

があると説いた。そしてその律法を再発見した今、アドベ

ンチストに残された道は次の二つのうちの一つ、すなわち

神の力によってそれを実践するか、それとも、罪を犯し続
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けるためにもっともらしい言い訳を揃えるかのどちらかで

あった。 

彼らにとって後者を選ぶように誘惑される危険が大いに

あった。というのは、彼らの見出した“標準”は、簡単に

到達できるようなものではなかったからである。しかしホ

ワイト夫人は、はっきりと次のように書き残してある。「自

分の品性の欠点を正すことは出来ない、などと誰も言って

はならない。そう思い込んでしまえば、決して永遠の命を

受ける事はできない。」⑳ あの 1888 年にも同じ事が書

かれている。「品性の欠陥を通してサタンはその人の心全

体を支配しようと働きかける。彼は人間が、その欠陥に固

執するならば、自分が成功を収めることを知っている。そ

れで、勝利することは不可能であるという致命的な詭弁を

もって、クリスチャンを欺こうといつも懸命になっている。」

○21  

それはもしアドベンチストが律法を守る代わりに、言い

逃れをするならば起こるであろう危険に対する警告であっ

たが、彼女のメッセージはいつものように希望の言葉で終

わっていた。「それだから誰でも、自分の欠陥は不治のも

のであると思ってはならない。神はそれに打ち勝つ信仰と、

恵みをお与えになるのである。」○22 そして次のような慰

めの確証が与えられている。「心の内で神に従おうとし、

そのために努力がなされるとき、イエスはその姿勢を人間
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の出来る最上の奉仕としてお受け入れになり、足りない分

を天来の徳で埋め合わせて下さる。しかしイエスは、御自

分に対する信仰を持つと公言しながら、天父の律法に不忠

実な者たちをお受け入れにならない。」○23  

こうして見ると、自分たちをセブンスデー・アドベンチ

ストと呼び、今にも世に起ころうとしている事件に精通し

ているこの人々には、特別な使命があって当然のように思

える。クリスチャン達は幾世紀も信仰のメッセージのラッ

パを吹き鳴らしてきた。今やアドベンチストたちがそれを

最大限に掲げ、信仰が行いに表されることを要求する。エ

リヤのメッセージ、それは地上に始まり天で終わる使命だ

った。個人的勝利と個々の生きた信仰の証し、これらを否

定するものは必ず教会の使命そのものに疑いを抱くように

なるのであった。 

そこに 1903 年のケロッグ神学の危険性が横たわってい

た。「もっともらしい結論に導くそれらの教理は、救いの

計画全体を破壊してしまうものです。彼らは目前に迫って

いる事件に対して、特別の注意を払うほどのこともないと

教えています。」○24 神が「あたかもこの地上にその人一

人しかいないかのように、厳密に一人一人を審査される」。

○25 教会も世界も、この地上のすべての人の運命が永久に

決定されるさばきの時が終わる、恩恵期間の終了という事

件に向かって深まる夜の闇の中を進んで行った。 
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それが起こるときには全ての者の運命が、生か死かに永

久に定められるのだった。これはどんなに警告してもしす

ぎるということのない挑戦だった。 

それなのに厳かな聖所の真理は見失われ、シェキーナは

ただの春の日差しにされてしまうようなケロッグの神の性

質に関する安逸な神学によってアドベンチストは欺かれて

いた。ホワイト夫人は、人がどれほど真理と誤謬を簡単に

見まちがうものか、教会に警告を与えようと色々考えて、

二本の線路が遠くからは一本に重なって見えることを例に

とって説明した。「真理の軌道は誤謬の軌道のすぐ近くに

横たわっているので、聖霊によって働いていない頭脳には

どちらも一つに見えるのかも知れません」○26  

そして教会のトップの何人かがその罠にかかり、かつて

は再臨使命を伝えることに捧げきったそのタレントを駆使

して、他を味方に引き込むのを見て彼女は全く絶望したか

のように嘆いた。「大誘惑者の計画が進められつつあるの

を見る私の魂の苦しみは、口では言い表せないほどです。

こんなにキリストの警告がはっきりしているのに、神の教

会は敵の策略にまどわされるのでしょうか？」○27  

ホワイト夫人は自分の愛した教会と運命を共にすべく、

自らの生命が危ぶまれる程の一大危機の深みに入りこんで

いった。世界は 1905 年を迎えた。その４年もの貴重な期
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間に世にメッセージを吹き鳴らす筈だった教会は、ごく基

礎的な真理に対する攻撃にたじたじとなっていた。平和と

豊かさの年月は失われた。その最大の機関が今にも失われ

る所まで来ていた。（それからほんの数ヵ月後、1906 年に

入って、サニタリアムは事実上失われてしまう。） 

預言の霊に対する攻撃はいよいよエスカレートし、公然

とあるいは密かに知識人たちによってなされるそれらの非

難の背後には、バトルクリーク・サニタリアムからの“資

金”がからんでいたと言われている。忠実な信者と、関心

を寄せたバトルクリーク市民から集められた多くのダイム

（10 セント硬貨）で建てられたバトルクリーク会堂が、権

力争いの場となっていた。一方ではカレッジの学生や働き

人たちに、“新しい光”として誤謬が巧妙な手段で紹介さ

れ、惑わされていた。教会は、まるでもやにかすむ危険な

海域を航行している船のようであり、ホワイト夫人はそこ

に果てしなく広がる氷山の群れを見た。 

対馬海峡では、東郷平八郎元帥の指揮のもと、連合艦隊

が戦闘態勢に入った。猛砲撃の火ぶたが切られ、バルチッ

ク艦隊は瞬く間に粉砕された。ロシアは南満州を明け渡し、

向かう所敵無しの日本軍は朝鮮を占領した。アジアにおけ

る勢力の均衡は崩れ、国際情勢は二度ともとに戻らない。

事変につぐ事変。しかしそれから半世紀後、福音のために

波が静まったような一時期を迎えるのだった。 
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教会にとってその挑戦ははじまったばかり。 

今やサタンはその攻撃の第二陣をはなとうとしていた。 

今やアルビオン・Ｆ・バレンジャーの登場。 
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第４章「それはあなただ」 

 

1905 年 3 月 16 日の事、ダニエルズ世界総会総理は、当

時カリフォルニアにいたウィリアム・ホワイト長老（ホワ

イト夫人の三男：訳者註）に、ある不穏な問題について手

紙を書いた。最近英国に伝道師また部会の総理として着任

した一人の牧師が、聖所の教理について妙なことを口にし

始めた・・・それがどうも 18 年前に、D・C・キャンライ

トを教会から引き離した考えと似通っているというのだ。

その説教者はかなりの支持を得ているようで、アイルラン

ド、ウェールズ、北イングランド各地の教会（つまりこの

人物が訪れた場所ではどこも）は今や混乱に陥った。バー

ミングハムや他の地域では、「聖所の件」に関してある指

導者と牧師たちとの間に「深刻な問題」があり、ユージン・

W・ファーンズウォース牧師は、受けた被害を繕おうとや

っきになる余り、自分までおかしくなりそうで、ダニエル

ズ総理に助けを求めて来たのだった。 

ダニエルズが、ウィリアム・ホワイトに宛てた手紙の中

で、引用しているファーンズウォースの言葉によれば、「バ

レンジャー兄弟の考え方は、私の見る限り説教など任せら

れるものではありません。彼は聖所の研究に没頭していま
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すが、キリストが昇天なさった時に、直接至聖所に入り、

そこでその奉仕を今までずっと続けて来られた、と言う結

論を出しています。彼はヘブル 6：19 に出ている“幕の内”

という言葉を、旧約聖書に 25～30 回見つかる同じ表現と

比べ、“幕の内”という言葉が出て来るときには、いつで

も至聖所を指しているというのです・・・。」① 

「彼は、その見解が証しの書と明らかに相容れないもの

である事を知っていますし、一致させられないのを認めさ

えしています。・・・二つの間には両立しない矛盾がある

ことは、彼も知っているのです。」② ファーンズウォー

スといえばワシントン州のニューハンプシャーで真冬に張

った２フィート（約 60 センチ）の厚さの氷に穴を切り抜

いてバプテスマを受けたくらい筋金入りのパイオニヤだっ

た。聖所みたいに明確かつ基本的な教理について混乱させ

られるとは思いもよらないことだったから、問題は世界総

会総理に回された。そしてダニエルズはこの事態をよくの

み込み、色々検討した上でウィリアム・ホワイト宛に教団

としてどう対処したものか相談して来たのである。 

「彼が英国から立ち退いてくれるとよいのだが」と彼は

思ったが「かといってここに連れてきてからどうするかは

まだ何も言えない・・・一体人はその生涯中、アドベンチ

スト本来のメッセージに浴して来ながら、そんな疑問の一

つくらいで反対の側へ寝返ってしまうという事があるのだ
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ろうか。聖所はこの再臨運動の中枢であり、それを取り去

ればすべてが崩れてしまうのに。」「ホワイト長老、あな

たはこの兄弟について何かご存知ですか？何かよい知恵は

ありませんか？」③ 

ホワイト長老は確かにアルビオン・バレンジャーを知っ

ていたし、その事についてはホワイト夫人も知っていた。

彼は風貌もよく、その印象的に大きな口ひげもさることな

がら、多くの人をひきつける非凡なカリスマを有する際立

った人物で、彼が基礎的信条を勝手気ままにあしらうのは

これが最初ではなかった。数年前 SDA「宗教自由」誌の編

集長をしていた時、彼は教会が安息日などといった特殊な

教理の強調を控える事によって、もっと大衆受けするよう

にすべきだという考えを抱いていた。その事はニューヨー

ク州サラマンカで受けたホワイト夫人の幻により最も印象

的な状況下で指摘された。（彼女は何度も見せられた内容

を思い出そうと試みたが、そのたびに記憶がとりさられた。

後にバレンジャーが委員会でその発言をした当日に初めて

思い出し、すぐにその場で警告を与えたのだった。）その

時はバレンジャーも天からのメッセージを受け入れ、自分

が間違っていたと涙ながらに告白したのだった。 

しかし今や全く新しい問題が起こりつつあり、彼はイン

グランドよりアメリカに呼び戻されてきたものの、指導者

たちはこの事件をどう処理してよいかわからなかった。 
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ホワイト夫人はためらわなかった。1905 年５月中旬タコ

マパークでの世界総会に出席した彼女は来客用宿泊所に使

われていたカレッジ寮の廊下を歩いていて、バレンジャー

にたまたま出会った。彼女には鋭いメッセージが託されて

いた。「サラマンカで、私に幻で見せられたのはあなたで

す。」そしてそれから何が話されたかは彼女の日記から推

察するしかない。「今またバレンジャー兄弟は神の言葉に

よって裏付けられていない理論を振りかざしていま

す。・・・主の名によって私は最も危険な異端が我々のう

ちに入り込もうとしていること、そしてバレンジャー兄弟

は自分の魂を危険にさらしている事を宣言します。」 

「非常に微妙で、また長々とした説明無しでは理解でき

ないあなたの理論は真理でなく、神の民の群れに持ち込ま

れるべきものではありません。神はあなたのとりつつある

行動を禁じられます。聖句を自分勝手につなぎ合わせて誤

謬を作り上げ、自分の理論を擁護するのに用いてはなりま

せん。」「我々はもうすでに基礎の据えられた聖所の真理

に固くとどまりましょう。」④ 

それに対するバレンジャーの反応は 25 人の教団指導者

からなる委員会と談判したいというものであり、彼が「九

カ条論」と呼んだ文書が書かれることになった。彼が主張

して譲らないのは、アドベンチストの聖所に関する信条は

「ほとんどすべての主要な点」において誤りであり、特に
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キリストが昇天後に聖所の第一の部屋で奉仕されたという

事に関して反論した。⑤ もしバレンジャーの見解が正し

いなら 2300 の預言は丸潰れになり、1844 年のメッセージ

もまた同じで、調査審判という概念は単なる神学上の誤り、

何とか言い逃れしなければならない汚点に過ぎなくなって

しまう。Ａ・Ｇ・ダニエルズがいみじくも言ったように「す

べてが崩れてしまう」のだった。それをホワイト夫人ほど

はっきりと見て取った者はいなかった。 

「私はこの総会に出席している者たちに、はっきりとあ

からさまな言葉で、バレンジャー兄弟が一見もっともらし

い誤りを受け入れ、信じるようになった事を言わなければ

なりません。」そして彼女はそれからほんの数日後に言っ

た。「彼の意見が受け入れられるなら、我々の信仰の柱を

覆すことになりましょう。」そして彼女はマタイ７章を引

用してこう言った。「偽預言者を警戒せよ。彼らは羊の衣

を着てあなたがたの所に来るが、その内側は強欲な狼であ

る。」⑥ 

「神とキリストの人格や聖所に関して、我々の信仰の柱

を動かす理論を持ち込もうとする者は盲人です。彼らは不

確実性をもたらし、神の民を錨もなくただ迷わせようとし

ているのです。」「我々の教師であられる主はバレンジャ

ー兄弟にこう告げました。『あなたは自己流の聖句の解釈

によって混乱と困惑とをきたしている。あなた自身は新た
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な光を受けたと思うかも知れないが、その光は受けた者に

とって暗闇となる・・・。』」「『今すぐその場に立ち止

まりなさい。神はあなたにこのメッセージを民に伝えるた

めに与えられたのではない。』」⑦ 

ここには単に一人の牧師の教理に関する取り違えといっ

た程度では済まされない危険があった。アルビオン・バレ

ンジャーは非常に説得力のある好人物で風采もよく、時に

は詩も書く風流な牧師だった。彼の語る口調には聴衆を引

き付けるものがあって、その彼のいう事を信用しないと言

うのは、まるで道理に叶わない事に思えた。「よりによっ

てバレンジャー兄弟が間違っているなんてあり得るだろう

か」多くの者はこのような疑問にぶつかるのだった。 

「もっともらしい誤謬」を信じていると天よりの使命者

が警告した人物の主張を検討して見るのはある意味で危険

が伴うが、アドベンチストが 1905 年に直面しなければな

らなかった強力な勢力がどんなものであったかを知る意味

で、あえてそれを少々取り上げることにしよう。ホワイト

夫人宛てに書いた手紙の中でバレンジャーは、自分が彼女

を信じるか聖書を信じるかのどちらかを選ばなければなら

なかったと次のように結んでいる。 

「我々がかの大いなる白い御座の前に立ち並ぶとき、も

し神が何故“幕の内”とは聖所の第一の部屋だと教えたの
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かと私に聞かれたなら、なんと答えればよいのでしょう

か？それは私のために聖句の解釈をして下さる役目のホワ

イト夫人が、これが正しい解釈でもしそれを受け入れて教

えなかったら、神の不興をかうと言われたからです、と言

うべきなのでしょうか？」 

「ああホワイト姉妹、こんな返答が主に喜ばれるもので

あったなら。もしそうであるなら私はあなたの勧告をその

まま受け入れます。そうすればあなたは、再び私に励まし

の言葉を下さるであろうし、楽しい交わりをしてきた兄弟

たちも、もはや私をらい病人のように避けることもなくな

るのです。私はあの大群衆の前で再び話すことが出来、我々

は以前のように共に泣き、共に祈り、賛美できるものを」。

⑧ 

バレンジャーの強力な武器は人情に訴えるその雄弁さで

あり、更に人々は（真理がどちらの側にあるかにかかわり

なく）本能的に組織から圧迫される“犠牲者”に同情を寄

せるという心理をよく心得ていた。面白いことに、全く同

じ策略がジョン・ハービー・ケロッグによっても使われた。

彼は自分でバトルクリーク・サニタリアムを教会から切り

離しておきながら、ダニエルズやウィリー・ホワイトが、

彼に対していかに卑怯な仕打ちをしてきたかを涙ながらに

語るのだった。キャンライトもまたアドベンチストの信仰

を離れるにあたり、ちょっとした殉教者を装ったし、バレ
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ンジャーが同じ手段に訴えている事は彼の著書「キリスト

の十字架の故に追放されて」（Cast Out for the Cross of 

Christ）のタイトルに明らかになる。興味深いことに、こ

の問題で教会を離れた者たちは、大体似たようなパターン

を繰り返している。彼らは教会には何の迷惑もかけないと

厳粛に誓って出て行くが、その実離脱するやいなや、アド

ベンチズムに対して激しい非難を浴びせ始めるのだった。

バレンジャーとて例外ではなく、彼の一見真実そうなホワ

イト夫人宛ての前述の手紙も「集 合
ギャザリング

命令
コ ー ル

」誌上（彼とそ

の兄弟が反アドベンチズムを宣伝した出版物）の辛辣な言

葉と比べて読むと、全く異なった彼の姿がうかがえる。 

しかしそれは将来においてのみ明らかにされる事で、

1905 年のアドベンチスト達は、バレンジャーがどこまでそ

れて行くのか知る由もなかったし、そもそも本人でさえ予

測できなかったと思われる。悪い事にこの新しい動きは、

彼の人柄と弁舌の巧みさによって、数名の教会員を失うと

いった一時的な問題では収まりそうもなかった。一つに自

分は「新しい光」を受けたと思い込み、その見解を広める

ことに異常なまでに熱心になり、組織としての教会の死活

などといった事は、彼にとって問題ではなかった。もう一

つに、彼は自分の主張を支持するための聖句をズラリと並

べ立てるので、個人的にその問題を深く研究していなけれ

ばバレンジャーの完璧な理論に太刀打ちする事はできなか
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った。「バレンジャー牧師はその書き連ねた聖句で人々を

惑わしている」とホワイト夫人は日記に書いた。「これら

の聖句自体は正しいのであるが、彼はそれを当てはまらな

い場所に置いている」。⑨ そしてこう付け加えた。 

「我々はこれまで同様な解釈を持ってくる多くの人々に

対処しなければならなかった。彼らは誤った理論を築こう

として、その巧みな弁舌と自分たちの考えに合うようにこ

じつけた数々の聖句を並べて、多くの者の信念をぐらつか

せている。この地球の歴史を考えるとき、今更何か新しい

ことを作り上げるにはもう遅すぎる。」⑩ 

もし危険性がそれだけであったとしても、教会にとって

は手に負えないほどの問題だったのだが、それで終わりと

いう訳ではなかった。別のもう一つの危険は簡単には想像

もつかない程の規模だったから、超自然の世界を覗いたこ

とのある者にしかその恐ろしさは把握出来ないものだった。

今ホワイト夫人は教会に、背筋の寒くなるような目に見え

ない世界の光景を示すためにカーテンを開いた。1905 年に

異端を教えていたのは単に人間だけではなかった。悪天使

がその任務に就いていたのである。 

ホワイト夫人が教会に語ろうとする事を理解するために

は、我々の次元の向こう側に広がる、彼女がしばしば目の

当たりにした世界の現実性というものを知らねばならない。
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彼女にとって霊界の生命体というのはただの抽象的な概念

ではなく、それらはある時は目に見え、一人の人間の魂の

運命を賭けて壮絶な戦いをくりひろげるのだった。天使た

ちは生物であり、歌声を響かせる事もあれば、ときには涙

を流し、教会が真に再臨使命に生きるか否かを熱心に見守

るのだった。彼らは天と地とを始終往復し、光の領域に入

るときは黄金の通行手形を天国の正門で提示する。またそ

れとは全く違う天使たちもいるが、悪に対する抑制のきか

ない恐るべき欲求に駆り立てられて滅ぼし破壊する事に専

心し、隙あらば最後の一人までも地獄へ引きずり込もうと

やっきになる。何度も何度もホワイト夫人は、物凄いスケ

ールの闘争の現実と、魂が悪の勢力に支配されるような事

は何一つしてはならないと警告された。「もしもあなたが、

輝きを帯びた純潔な天使たちがそのまなざしをあなたに向

け、クリスチャンがいかに主に栄光を帰すかを記録しよう

と熱心に観察しているのを見る事が出来たなら、あるいは

人の誤りを捜し当てると同時に、その行為によって破られ

た聖句を引用し、その聖句と実生活を比較した時の悪天使

たちの勝ち誇ってあざ笑う姿を見る事が出来たなら、あな

たは愕然となり大いに警戒するでしょう」と 1868 年に書

いている。⑪ 1899 年には「見えざる世界の勢力間の大争

闘、忠誠派と反逆派との戦い」についてこう描写している。

「悪天使は絶え間なく働き、攻撃の計画に余念がない。・・・

祈りなさい、私の兄弟たちよ、あなたがたがかつて経験し
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た事のない程の熱心さで祈りなさい。我々は主の再臨の備

えが出来ていません。」⑫ 

さて 1905 年、ジョン・ハービー・ケロッグは教会から

離脱する軌道に乗っており、教団最大の機関と、そこの頭

脳の粋
す い

をそっくり連れ去ろうとしていた。アルビオン・フ

ォックス・バレンジャーは聖所に関する「新しい光」を宣

伝して回った。その結果アドベンチストは不一致をきたし、

信仰の大黒柱に自信をなくしてしまっていた。どこもかし

こも悪の勢力が進軍しているかのように見えた。その軍勢

の占領地域がみるみる拡大していくその理由は、同年 10

月 31 日に記されているホワイト夫人の日記にそのヒント

が見つけられるかもしれない。「サタンはその命運をかけ

た人間の魂との戦いに、彼の全知識を投入している。その

手下の天使たちは人間の間に混ざって、不思議な悪の知識

について彼らを教育する。これらの堕落した天使たちは

人々に語りかけ、誘い出し、誤りだらけの原則を掲げ、魂

を欺瞞の道へと導く。これらの天使たちは、今に世界中で

見受けられるようになり、間もなく驚くべき事柄が、もっ

とはっきりと見られるようになるであろう。神はその民が

敬虔の奥義を理解するように招いておられる。」⑬ 

なるほど敵にまわった人間に加えて、サタンは闇の世か

らの堕落した霊たちを招集していたのだ。「新しい光」の

名のもとに、人々は不注意にも悪の勢力にくみしていた。
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教会員がもっと聖書と祈りによって防備を固めておかなけ

れば、どのような危険に見舞われるかをホワイト夫人は描

写した。「聖書の原則の、完全な知識の上に確立されてい

ないすべての魂を虜
とりこ

にしようと、悪魔的な執念深さで偽り

の教理は随所に織り込まれ、至る所で擁護されるだろう」。

⑭ 

群集はカリスマを持った人間に引き付けられるのを知っ

ているサタンは、強力な心理的作戦を用いるので、それが

新しい教えを一層魅力あるものにするのだ。「悪魔が考案

し、惑わす霊の語る教理に耳を傾ける偽教師たちが我々の

うちに現れる。これらの教師たちは弟子を従え不注意な群

れのうちに忍び寄り、滑らかな言葉と魅惑的な方法で、巧

みに誤りを広める。」⑮ その誤りは非常な拘束力を持ち、

人々が「一歩踏み込むとサタンが仕掛ける魔力から逃れる

ことは不可能に思える。」⑯ そのようにして捕らえられ

てしまった者たちは、真に自分がどういう状態にあるかを

見極める事ができず、「自分たちは罠に陥ってなどいない

と主張するが実際にはそうなのである。」⑰ 

これは実に驚くべきことで説明しがたい。史上最大の真

理の光を持っている人々が今になって誤りに陥り、しかも

その事さえ自覚出来ない危険にさらされている。二千年近

くというものクリスチャン達は、おりあらば選民をも惑わ

すであろう異端についての聖書の警告を知り、口にして来
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た。どの世代の信者たちも、まるでペテロのように「たと

え他人には起こったとしても我が身には起こりえない」と

主に誓ってきたのだった。しかし今やそれが実現しつつあ

る。そしてホワイト夫人の口からは、その大背教を描写す

る言葉が聞かれた。「その時、我々がその輝かしさの故に

尊敬していた多くの星が暗闇の中に消えていくでしょう。

我々には豊かな麦にしか見えなかった穀物の山からも、籾

殻が吹き飛ばされて雲のように散らされるのです。」⑱ 

「一体これからどうなってしまうのでしょうか」と彼女

が書いたのは 1905 年 10 月 30 日のことである。「何度も

何度も私はこの質問を繰り返して来ましたが、与えられた

回答はいつも同じものでした。一人の魂でも警告されずに

放って置かれてはならないと。」⑲ 

「警告されない魂が一つもないように。」サタンの恐る

べき挑戦の真っ只中にあって教会は、反撃に出るのだった。

立ち止まって聞く耳をもつものは最後の一人まで警告され

ねばならず、真理を提示するための唯一つの機会でも見過

ごしにされてはならなかった。今や死闘はその壮絶さを極

めていた。神の働きはホワイト夫人が「致命的異端のアル

ファ」と呼んだものに襲われていた。⑳ それから彼女は

思い付いたように何かを書き足した。その様な攻撃はこれ

が最後ではない、と。それはもう一度来る。神の働きにと

って更に油断のならないもう一つの挑戦が・・・。 
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アルファはすでに起こった。オメガは必ずやって来る。

そしてホワイト夫人は「その民の為に身震いした。」○21  
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第５章「オメガ」 

 

「先にあった事はまた後にもある。先になされた事はま

た後にもなされる。日の下に新しいものはない。」① 歴

史より学ぶ事をしない者は、そこに記されている失敗を繰

り返すのだ。“歴史は繰り返す”というのはセブンスデー・

アドベンチストにとって単なる格言ではない。それは必然

的予言である。「惑わされてはいけない。多くが偽りの霊

と悪魔の教理に耳を傾け、信仰から離れていく。今我々が

直面しているのは、この危機のアルファであり、オメガは

最も恐るべき性質のものである。」② 

この言葉は、教団が想像を絶するほどの困難の数々にぶ

つかっていた 1904 年 7 月に書かれた。その最大の機関の

焼失、右腕であった医療事業を見舞った大打撃、最も影響

力のある人々のうちに広まった背信。それを熱心に主張し

ていた者たちでさえ、その中に何が含まれているか見分け

る事が出来なかった位、真理と誤謬が微妙に入り混じった

神学・・・ 

世界宣教が資金的にどうにかやりくりしている一方では、

一部の人々の手中に資金が流れ込むように仕組まれた法律

上のからくり・・・そして一年と経たないうちに襲ったア
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ドベンチズムそのものを揺さぶるバレンジャーの攻撃・・・。

それは教会を沈没から救うために、すべての忠実な教会員

の献身的努力が必要とされる時だった。しかも更にこの危

機の最中にあって、ホワイト夫人はまだ未来にある危険に

ついても警告を与えた。 

「『活ける宮』には恐るべき背教のアルファが提示され

ている。オメガはその後に続く。そしてそれは神が与えら

れた警告に耳を傾けない者たちに受け入れられるだろう。」

③ 

“ Α
アルファ

”“Ω
オメガ

”二つの文字が同じアルファベットから取

られたことが示すように、当時の危機と明らかに似通った

別の何かが襲う。それ以上そのことについて神の僕は多く

を語らなかった。それはまるで現状の収拾で精一杯であっ

たときに、新たな嵐がすぐそばまで迫り、今にも飲み尽く

そうとするかのような中から、未来への遺産として叫ばれ

たかのような謎めいた短い警告だった。その中でホワイト

夫人は、オメガがどのようなものかについての手がかりを

いくつか遺しており、その警告が何かせきたてるような調

子を帯びている事から、我々がそれらをつなぎ合わせ、分

析するのは重要なことだと思われる。 

証の書から我々は、オメガの特徴を最低三つは知ること

が出来る。それは背教アルファの一部ではなく、その後に
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続くものだ。それはアルファよりも更に致命的であるため、

ホワイト夫人は民の事を考えて「身震いした。」そしてそ

れは「神が与えられた勧告に耳を傾けないものたちに受け

入れられる。」言い換えれば個人的な好みにあうときだけ

神からの勧告を受け入れる者は、オメガの欺瞞のたやすい

的になるということだ。これらはオメガについて確実に言

える特徴である。 

しかし何故彼女がこの象 徴
シンボリズム

を用いたかについて探りを

いれるなら、我々は更に深く謎を解明できるように思える。

1904 年に彼女は、恐るべきことが教会に起こりつつあるの

を見た。福音に対して開かれていた戸は、どこもかしこも

閉じられ始めた。最も基本的な真理でさえあらゆる面でそ

の信憑性が疑われた。それは彼女の命を縮める程の恐ろし

い経験だったが、未来に目を向けた彼女は世の終わり近く、

再びそれが起こるのを目撃した。 

どうにかして神の民は警告されねばならない。そして彼

女は、時の隔たりはあるが、その性質において似通ってい

る二つの危機を描写する為に象 徴
シンボリズム

を用いた。これから起

こる大背教を描くのに彼女は“ Α
アルファ

”の次のギリシャ語の

アルファベットを用いなかった。彼女は“ Β
ベーター

”の背教や

“Γ
ガンマ

”或いは“Δ
デルタ

”については警告していない。そうで

はなく、アルファベット最後の文字であり、キリストが最

終時代に関連して使われたシンボルを用いた。Α
アルファ

とΩ
オメガ

―
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─つながりは明白である。時を隔てて発生するが似通って

いる二つの出来事、一方はすでに起こり、もう一方は最終

時代に出現する。第一を理解するなら第二の到来を察知す

る事が出来るのだ。 

これだけはほぼ確実である。オメガは必ずやセブンスデ

ー・アドベンチスト教会の基礎教理に攻撃を加える。これ

までの主な背教は、どれも次の三つの分野を崩しにかかっ

た。聖所、調査審判、そして証の書。それもそうする事が

教会の益であるという理由で、改革といった名目の下に。

「大いなる改革がセブンスデー内に起こる、そしてこの改

革とはわれわれの信仰の柱である教理を放棄し、機構の再

組織を意味するという見解を敵は持ち込もうとした。」④

そのような背教は、極めて広範囲に及ぶ被害をもたらす事

を彼女は指摘した。何故ならアドベンチズムは、それぞれ

がつながりあっている真理に基づいているシステムであり、

その一つを倒すなら、次々と将棋倒しにすべてが崩れ落ち

るのだった。残りの教会で長く信じられてきた「真理の原

則」は「放棄され」「新しい組織」が組まれ、「新しい主

義」を説く本が書かれる。教会の基礎である教理は知的な

理論に取って替えられ、安息日は「重要視されなくなり」

この運動の先頭には「何者にもその進路に立ちはだかる事

を許さない」⑤ 好戦的な人物たちが立つ。 
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それは寒気のする光景だった。「新しい光」の旗印の下

に、強い勢力が神の教会を得体の知れない新しい体型に作

り替えようとしていた。彼らは改革という名義を使って活

動するが、聖書の教える改革とは生活面におけるものであ

り、すでに築かれた教理の変更ではない事、また新しい光

よりも、既に受けた光を忠実に生活で実践するのが先決で

あるとのホワイト夫人の警告を忘れてしまっているかのよ

うだった。そしてその“改革”の過程において、彼らは必

然的に最も根本的な問題・・・つまりアドベンチストの生

き方、について教会を混乱に陥れることは明らかであった。 

さて、アドベンチズムには曖昧な点は何一つない。世に

対するその特殊なメッセージを遠慮がちに囁きかけたりは

しない。大声で呼びかけるのだった。それは聖書的比喩で

は、中空を飛ぶ天使たちに始まり、かつて歴史になかった

ほどの地震によって終わる。そして世界の注目を浴びたと

ころで天の律法を掲げ、裁きはすでに始まったと告げる。

そのような宗教には、口で言う事と行いが伴わない、いわ

ゆる本音と建前といったような風潮の入り込む余地はなか

った。神の民は大いなる贖罪の日に象徴されている時代に

生きており、神の御前で一人一人の生活が最終審査を受け

ると言っている。しかしもし彼らが最大の失敗を犯すとす

れば、それは彼らが伝えているメッセージと調和しない生

活をすることである。 



 

72  第５章 「オメガ」 

そして聖所や調査審判に対しての攻撃が引き起こす結果

はまさにそれであった。アドベンチズムはＳＤＡ真理を書

き換えようとする者にとって、避ける事の出来ない問題点

を生じさせる。つまり聖所と聖化は切り離せないほど密接

に関係しているので、一方を攻撃すればもう一方も必ず破

壊してしまう。もし聖所をその真の改革のメッセージと共

に取り去ってしまうなら、何故行いが必要か説明が難しく

なり、また聖化を攻撃すれば、同時に邪魔な聖所の光も取

り除いてしまわないと落ち着く事が出来ない。 

これらはオメガの時にも繰り返される可能性があるだろ

うか？・・・恐らく。 

そして神の僕の用いたシンボルに鋭い洞察を読む事が出

来る。アルファとオメガは同一アルファベットの両極に位

置する文字である。二つは共通点によって結ばれていなが

ら、正反対の方向をさしている。少し考えればすぐにひら

めく重要な意義がそこに含まれている。 

それを把握するにはアルファの神学をもう一度振り返ら

なければならない。ケロッグはその生涯を通じて、クリス

チャンである事を主張し続けた。バトルクリーク会堂の長

老たちによる彼との最後の会談においてでさえ、その言っ

ている事は表面的には敬虔なクリスチャンのように聞こえ

た。しかしケロッグの神学は終局的には救い主の必要性を
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取り去ってしまう。神はすべての物の内に存在すると彼は

主張した。──聖霊という形をとって我々が呼吸する大気

の中に、日光の中に、果ては彼の家の外に広がる芝生の中

にも、である。もし神がすべての物の中に存在するのであ

れば、人間のうちにもいるはずであり、そうなればすべて

の人間の行動が、これすなわち神の行為になる。神性が人

のうちに根を下ろすのであれば、外的な救い主なる存在は

無意味になってしまう。 

救い主の不在―─人間の外側においては何の救いの業も

ない──極端に言えばそれがアルファのメッセージであり、

ケロッグもワゴナーも決して完全には理解していなかった

であろうポイントである。さて、同一アルファベットの両

局に位置する二つの文字の象徴的意味に従い、アルファが

もし救いに関するキリストの働きについて一方向を指すと

すれば、オメガはその逆方向に向かって誤った提示をする

とは考えられないだろうか。別の言い方をすれば「致命的

背教」のオメガはキリストを完全に人の外に位置させる、

つまり救いは完全に人の外側でなされる働きとする事によ

って、内なる働きである聖化について混乱を招くという事

はないだろうか？ 

これは真剣に考えなければならない問題点である。救い

に関するキリストの役目とその働きは、キリスト教の中核

をなす真理であり、それが天の聖所においてであろうと、
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日常生活においてであろうと、キリストの働きについて混

乱するならば、ダニエルズ総理が的確に指摘したように「す

べてが崩れる」のだった。1904年にアドベンチストは、内

面的な救いについての新しい神学（アルファ）を受け入れ

るよう誘惑された。それは資本家から牧師まで、誰もが人

類の進歩について謳
う た

った楽観主義の時代の人々にもてはや

されるように計算された非常に魅力的な誤謬だった。 

しかし後々この世界が夢に破れ、楽観主義の時代が終わ

ってただ終わる事のない戦争と大恐慌、そして呼吸するの

に適しない程大気が汚染された後世代においてはどうだろ

うか。一方アドベンチスト達──疲れ果て、失望し、果て

しないチャレンジからの逃避として、救われるためにもう

少したやすい方法はないものかと何かを期待するようにな

った彼らにとってはどうだろう。そんな人々の群れに、悪

魔がアルファの底抜けの楽観主義を売り込むようなことは

絶対ありえなかった。彼は他の手段に出た。状況が変わっ

た世代に彼はアルファの逆手を使った。同じ内容の誤りを

正反対の方向から持ち出したのである。彼はオメガを取り

出した。そして疲れきった教会に向かって音楽のような声

で囁くのだった。「安心しなさい。働きは既に終わったの

だ。そう、もう何世紀も前に・・・あなたのすべき事はそ

の事実を信じる──それだけだ」と。 
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大欺瞞者は一撃でアドベンチズムをその歴史の振り出し

に戻してしまう。まるで科学小説に出て来る不思議な時間

の“歪み
フ ー プ

”のように、神がここまで進めてこられた運動の

存在を一掃してしまう。アドベンチズム独自の世に対する

貢献とは、大変な用意をしなければならない重大事件の切

迫感と実感を与えたことだった。アドベンチズムが生まれ

た当初から、信徒の間にはかつてのペンテコステの弟子達

以来の信仰と行いが実生活で現された。彼らのいう“信仰”

とはルターでさえ夢想だにしなかった程のものだった。 

彼らはキリストを信じただけでなく、彼に生きてお目に

かかることを期待した。その事件に対する期待の方が地上

の生活よりも彼らにとって現実のものとなった。すぐにで

もそのみ顔を仰ぎ、天使たちと生活し、他世界を訪れると

きが来ると彼らは信じた。自分の生活がどのようであるか、

不注意で無関心のままそんな希望を抱く者は誰もいなかっ

た。 

「聖天使たちに付き添われ、忠実な者と正しい者とを不

死の体に変える最終仕上げに、天の雲に包まれて現れるお

方を我々は迎える用意をしているのです。」⑥ ホワイト

夫人のその言葉は 1844 年の彼らの切迫感をよく現してい

た。それは厳粛な時で、本気でイエスが来られると信じる

事がどのようなものかという模範であった。過去の誤りは

正され、「多くの者が悔い改めて、謙遜に主を求めた。長
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い間地上の事物に執着していた愛情が、今や天に向けられ

た・・・」 

「誇りと執着心の壁が払いのけられた。心からの告白が

なされ、家族の者たちは最も近く最も愛する者の救いの為

に働いた。熱心な執り成しの声がしばしば聞かれた。」⑦ 

その結果は？ 伝道の力！・・・その後未
い ま

だに再現され

た事のない力強い宣教が見られた。「キリストの再臨切迫

の証拠が繰り返されるとき、大群衆は固唾をのんで厳粛な

言葉に聞き入った。天と地は互いに接近したように思われ

た。・・・こうした集会に出席した者は、その感銘深い光

景を忘れることが出来なかった。」⑧ 

神の教会がそのような状態を続けていたなら、教会に為

し得ない事は何もなかったであろう。悪魔はそのメッセー

ジをぼかす方法を見つけなければならなかった。神の民が

救いは全く内的なものと考える事によって間違いを犯そう

が、あるいは最終時代に垂れ込める暗黒の下でついに希望

を手放し、名ばかりの“信仰”を受け入れることによって

誤ろうが、悪魔は一向に構わない。とにかく、ただ神の民

が天来の計画から離れればそれでよかったのだ。 

それは、イスラエルがヨルダン川を前にして直面した状

態と非常によく似ている。神に服従している間、彼らは向

かうところ敵無しだった。バラク王でさえ彼らにストップ
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をかけることが出来ず、呪うために雇ったはずの予言者で

さえ祝福を唱えだす始末だった。しかし、それでも大欺瞞

者にとって可能性は残されていた。つまりイスラエルに、

神の民らしからぬ行動を取らせるときに敗北させる事が出

来る。バラムはイスラエルを呪うことにおいては全く無力

だったが、彼らを神の律法の保護外におびき出す巧妙な計

略によって、破滅の淵まで連れてくることが出来た。神の

恵みは彼らにただで与えられていたが、それは剥奪される

ことも可能だったのである。 

アドベンチズムについても同じことが言えた。神の教会

は今ヨルダンに立っていた。春先のヨルダン川、水かさが

増し、死海へ向けて怒涛となって流れるその様は、神の民

が故郷へ向かう途上通らなければならない激動の時代のシ

ンボルだった。逆巻く波を越えて行くのは人間的には不可

能だったが、しかし律法を収めた契約の箱のもとに彼らは

渡ることが出来た。その可能性──これがアドベンチズム

のユニークなメッセージだった。大いなる変化が訪れる。

世はその終末事件に向かっており、それに対して備えをす

る事が何にもまして最優先されなければならない。天の宮

において、イエスが神の律法の基準に従って世を裁いてお

られる──この主張をした宗教団体はセブンスデー・アド

ベンチスト以外には近世においてかつてなかった。アドベ

ンチズムの存在する理由はその中にあった。世の注目を浴
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びながら信徒たちは、契約の箱をかき上げヨルダンの水際

に近づいた。ここで起こりうる筈がない最悪の状態がもし

発生するとすれば、それは彼らが何とした事かこの土壇場

でつまづき、律法の箱を下ろしてしまうことだった。 

サタンはホワイト夫人が預言した通り、教会への攻撃を

そこから始めた。アドベンチズムに対する攻撃は、いつも

その特殊な教理を無効にすること、つまり神がその民にた

いして要求される高い標準を不必要であるとか、不可能だ

と主張して崩そうとすることだった。そこにおいてキャン

ライトは座礁し、律法、安息日、証の書の霊感について公

然と挑戦して来た。ケロッグは同じ暗礁に別の方角から近

づき、調査審判を取り去り、神の聖所を人体内に据えるそ

の根拠のない理論によって、信仰の難破にあった。バレン

ジャー、ワゴナー、ジョーンズ、マッコイ、コンラディ─

─皆同じコースを取り、真理の安全な水路だと思った所で

暗礁に乗り上げた。そうすることによって、彼らは図らず

もアドベンチストとして一人一人の「行い」がどのような

役目を果たすかを実演して見せた。 

アルファを支持した者たちの行為は、誤った教理の生活

面に及ぼす影響がどのようなものかを示し、それが再び起

こる時それを見極める手がかりを与えている。キリスト自

身、時として異端はそれを見分けるのが非常に困難な場合

がある事、しかも時代の感覚に合うようにうまく出来上が
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っている場合は特にそうである事を指摘された。最終時代

に、選民をも惑わす誤謬が出現するとの預言は寸分違わず

的中し、残念ながらアドベンチズムの知識階級から多くの

エリート達が連れ去られた。それで神は、真理と誤謬を見

分ける第二の要素を示された。実・・・すなわち人の“言

語動作”である。何か自分達にとって重要なことを他に伝

えようとする時、人々がどのような手段に訴えるかである。

そして 1905 年の“改革者たち”が彼らの宣教活動に用い

た手段の数々を見れば、それはオメガの到来を知る為の危

険信号のリストみたいなものだ。そのリストの冒頭に来る

のは、ルシファーが人類を罪の悪夢に陥れるのに用いたの

と同じ計略であり、それは“偽り”と呼ばれる。 

「戦いはますますその激しさを増し、頭脳は頭脳に対抗

し、計画は計画に対抗し、天の原則はサタンの原則に対し

て立ち向うでしょう。」ホワイト夫人は 1898 年にこのよ

うに警告している。更に彼女はどういう攻撃法が取られる

かを書いた。「真理を教えているが、神の前に己の完全を

目指しておらず、自分達の欠点を隠そうとし、神と自分と

の間に隔たりを保つ傾向を助長している者たちがいます。」

⑨ 「悪魔が考案し、惑わす霊の語る教理に耳を傾ける偽

教師たちが我々のうちに現れる。これらの教師たちは弟子

達を従え、不注意な群れのうちに忍びより、なめらかな言

葉と魅惑的な方法で、巧みに誤りを広める。」⑩ そして
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言葉を続けて「聖書の原則の完全な知識の上に確立されて

いないすべての魂を虜にしようとする悪魔的な執念深さで、

偽りの教理は随所に織り込まれ、至る所で擁護されるでし

ょう。」⑪ 

ケロッグと彼の政治工作を助けた者たちにとって、それ

らの預言は残念にも現実となった。しばらくの間、その張

本人たちを別にしては、裏で何が行われているかを幻で示

された神の僕以外の誰にも知られることなく緻密な陰謀は

進められ、1905 年までには彼らの計画は、ほぼ煮詰まって

いた。バトルクリーク・サニタリアムがセブンスデー・ア

ドベンチストの機関としていられる期間はあと僅かであり、

ホワイト夫人は教会に危険信号を伝えた。「至るところの

同胞に警報を伝えましょう。バトルクリークの医療事業首

脳陣は、天が見る限り、彼らが自由に扱う権利のないその

施設を、自分達のものにしようとしています。その機関を

手に入れるために、裏では欺瞞的工作が続けられており、

その行為は神の律法によってとがめられています。私は誰

も名前をあげようとは思いません。しかし偽りの父の魔力

にかけられている医者、牧師たちがいます。警告を与えら

れて来たにもかかわらず、サタンの詭弁は丁度それが天の

宮廷で受け入れられたのと同じように受け入れられていま

す。」⑫ それ以前ミシガンにおいて背教の猛威に直面し

ていた息子ウィリアム・ホワイトに同情の手紙を書いて「ケ
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ロッグ医師はその言葉通り、医療機関を自分の手中に入れ

ようと努力しています。丁度サタンが天において、自分の

反逆の一派に天使達を誘い込み、自分の側に縛り付けて置

くために働いたように。大変でしょうね、ウィリー。バト

ルクリークにいなくて済むのだったら・・・。でも真理の

為に堅くたちなさい。」⑬ 

今や陰謀は他の面にも発展していった。神の使命者によ

って自分達の姿が暴かれたケロッグとその一味は、その攻

撃を彼女に向けた。ある教役者たちが彼女のメッセージの

信憑性を疑わせようとしたが、それはしばしば計略的か、

あるいは自分達の職業地位を危うくしないように、表面上

はさも証の書を支持しているかのように見せかけながら巧

みに働いた。（ケロッグはいかに彼が「ホワイト夫人を試

したか」とか、彼女が彼に勧告を送っていたのはＡ・Ｇ・

ダニエルズや「母親に泣き言を言うウィリー」・ホワイト

達の偽りの証言が彼女に伝えられたためだった、とかいう

“打ち明け話”をして人々を唖然とさせるのだった。）ホ

ワイト夫人はその手の内を見抜いて冷静かつ正確に記した。

「半世紀の間試されてきてなお揺るぎだにしない証の書の

警告と譴責の効果を、ある者たちは実に巧みになくそうと

試みています。しかも同時にそのようなことは何もしてい

ないと主張するのです。」⑭ 
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真理。それは世界で最も重要かつ価値があり、我々の生

存そのものがそれにかかっている。毎日のように我々は、

例えば信号機の色だとか橋の最大積載量といった単純な事

でも情報の真実性に全く頼っている。霊的、物理的を問わ

ず、真実なくして安全はあり得ない。神の教会を改革する

使命を持っていると自負するが、その真の目的について正

直でない人々によって、神が人々と交流する唯一のチャン

ネルであるその真理が乱用されていた。 

「最近の出来事がこうまで悪化する前から、ケロッグ医

師とその一派が進むであろうコースは私にはっきりと示さ

れていました。彼らはどうすれば人々の支持を集められる

かを謀り、自分たちもまた証の書に対し確信を持ち、我々

の信条の一つ一つを信じているような印象を与えようと努

めます。それで多くの人々がだまされ、実際には信仰から

離れている者たちを支持するようになるのです。」⑮ 

この傾向はアルファのもう一つの特徴、特に最終時代の

神の民が警戒しなければならない特徴を明らかにする。そ

れは人間の心理を利用したものだった。アルファの指導者

たちは教会の改変に全力を傾ける余り、終わりよければ全

てよしという理論で、目標達成の為には手段を選ばなかっ

たところがある。さも自分たちは真理を信じる忠実なアド

ベンチストであり、ホワイト夫人がもしそれをはっきりと
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知るなら彼女自身受け入れるであろう新しい光を見出した

のだ、と思わせるよう意識的に計算された手段がとられた。 

デビッド・ポールソンという医師もしばらくの間ケロッ

グのいう事を鵜呑みにして、新しい神学は証の書によって

支持されていると思い込んでいたが、ケロッグはそのこと

も宣伝の手段に利用した。ホワイト夫人はその事について、

ケロッグはその根も葉もない話を根拠にして全力を尽くし

ていると警告した。⑯ その実に巧妙に為された欺瞞の結

果、頭がよく影響力のある人たちが、たとえそれが教会か

らの脱会を意味しようとも、新しい運動とその指揮者の下

に集まり、その運動の首脳陣を作り上げるに至った。 

この事実はオメガがどういうものか見極めようとする

人々にとって極めて重要である。神の真理はあまりに整然

としているため、敢えてそれを放棄させるにはその論理性

以上に引き付ける力のある何らかの刺激・・・例えば傑出

したカリスマ的人物の存在といったものがいつでも関係し

てくる。人間には強力なリーダーシップの後に従おうとす

る傾向が強くあり、その指導者が非凡な統率力──カリス

マを兼ね備えている場合はなおさらである。国をあげて何

百万という群集がそういう人物に従い、国家滅亡の淵まで

落ち込んでいくケースがいくつもあった。神の民でさえそ

の脅威に対して無関係ではない。このような計略に特に弱

い人々がいるとホワイト夫人は警告した。「クリスチャン
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品性を完成させていない者が多くあり、彼らの生活は真理

による聖化によって清められ、純潔にされていない。彼ら

はその不完全さを教会内に持ち込み、それまでの自分達の

信仰を否定し、これこそ真理だと掲げるようになる妙な理

論を取り入れる。」⑰ （ここにしばしば考えて見る必要

のある事柄が示されている。もし偽指導者がそれに気づく

ならば、彼は人々が不完全なままでも心にとがめを感じな

いですむ神学を考案し、その神学を利用して彼らを自分に

結び付けようと思いつくに違いない。） 

「大欺瞞者に影響されている頭脳からは、異彩を放つ聡

明なアイデアがしばしば生み出される。それに耳を傾け黙

認の態度を取る者は、丁度エバが蛇の言葉によって魅せら

れたように、次第にその虜になってしまう。彼らは興味深

い理知的憶測を聞きながら、同時に、生ける神の言葉をは

っきり頭にとどめておく事はできないのである。」⑱ 

1904 年のある晩のこと、ベリンスプリングスに向けて、

ワシントンを立つ矢先に、ホワイト夫人はバトルクリーク

において進行中の会議を幻のうちに見せられた。「（ケロ

ッグ医師が）話しており、ある課題についてとても熱弁を

ふるっていました。・・・彼ははっきりそれとは判らない

話し方をしていましたが、そこで提示されていたのは・・・

汎神論によく似た科学の理論でした。」「それを聞いてい

た者たちの興味深げで満足そうな表情を見渡してから、私
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のそばにおられたお方が、話し手は悪天使に支配されてい

ると私に言いました。」彼女は「欺瞞の理論と詭弁がいか

に大歓迎されたかを見て、愕然とした」と付け加えた。⑲ 

彼らの主張について、アルファのリーダー達と言葉を交

わす事でさえ非常に危険で、彼らの狡猾さには全く油断が

ならなかった。「討論が始まろうものなら、その神学の支

持者たちは、彼らの主張に反対して述べられた意見までも

言葉を言い換えて、いつの間にか発言者が意図したことと

正反対の意味につくりあげてしまう。」⑳ つまりこれら

の人々と語り合う事でさえ、自分の言葉を誤用されたり、

ケロッグ支持者に仕立て上げられたりする危険にさらされ

る事になる。そうする事によって、アルファ連合はいかに

も大群衆が彼らを支持しているかのように見せかけ、自分

たちのグループが実際よりもはるかに多いように思わせる

ことが出来た。 

真剣勝負・・・しかも神の指導者側には敵の常套手段で

ある反則行為を使えないハンディがある。駒は教会員、賭

けられているものは教会の支配権──アルファというゲー

ム。それは永遠の運命を賭けての壮絶な戦いだった。彼ら

の念頭にあるゴールを達成するために、ケロッグとその支

持者は巧妙な心理作戦を用いた。集会は聴衆が疲れて思考

力が鈍っている夜中に持たれ、時には明け方まで続けられ

た。「ケロッグ医師の持つ夜の長い話し合いは、彼が自分
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の考えを売り込む最も効果的な手段の一つです。彼の立て

板に水のような話し方、影響を及ぼそうと狙う人々の思考

を混乱させ、誤った引用の用い方や、その言い回しを勝手

に変える事によって、討論者たちを偽りの情報で包み込む

ので、彼らの判断力は麻痺してしまいます。彼は反対者た

ちの言葉を引用するが、彼らが言おうとした事とはまるで

逆の意味に取れるように変えてしまうのです。」○21  

ホワイト夫人は心痛む思いでケロッグに手紙を書き、同

じ手段が以前にも使われ、天の３分の１の天使達の堕落を

引き起こした事を彼に思い出させた。ルシファーも天使か

ら天使へと彼らの意見を聞いて歩いては、他の天使たちに

全く逆の事を前者が言っていたと触れ回る方法を用いた。

それは彼の側に実際よりも多くの味方がいるように天使た

ちに思わせる一方、彼らの間に神の側の天使たちに対する

信用を失わせ、その影響力を減少させた。いつか必ずルシ

ファーの仮面がはがれるのを知っておられた神でさえ、時

の経過に任せる以外にその陰謀に対して有効な手段を持た

れなかった。 

噂話の活用もアルファの戦力の一部であったように思え

る。それはまた、神の教会が特に警戒しなければならない

危険でもある。「我々の時代においてさえ、かつて真理に

あずかっていた幾つもの家族が、彼らの愛し交わっていた

人々についての中傷や、ありもしない噂を聞かされたため
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に、信仰を失うケースが相次ぐのです。」彼らの間違いは、

それに耳を傾ける事にあった。「彼らは心に毒麦を蒔かれ

るままにし、麦の中に毒麦は芽生え、貴重な真理は彼らに

対しその力を失ってしまいました。」ゴシップと偽りの神

学とを立ち聞きした彼らは、エバのように一時ながら今ま

でにない知的興奮を覚えた。「新しい理論に誤った熱心さ

が伴い、丁度ユダヤ人たちがキリストに対してしたように、

真理の擁護者に対して心を頑なにしてしまった。」○22  

というわけでカリスマ的人物、正統派に対する中傷、魅

力的な人格に惹かれる心理などは皆、かつて第三天使の使

命そのものを伝えた人々でさえ教会から去っていった背教

の要因だった。カリスマ的人物とその教えを信奉する者を

集めるために、あらん限りの手段が用いられ、目を見張る

ほどの成功を収めた。それは神の民が、それを再び起こさ

ないよう心して見張っておくべき脅威である。そして人柄

に惹かれるのを感じる者、第一線の学者達も受け入れる新

しい考えを興味深く思っている者たちには、1905年の次の

勧告がある。「サタンが天での戦いに用いた知恵に学ぶ者

たちが私は気がかりです。彼らが一度えさに食いつくなら、

サタンが彼らにかける魔力をとくことは不可能なようで

す。」○23  

ここで（読者に）思い出してもらいたいことは、争われ

ていたのは教会の支配権だったという事である。ある程度
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の人数を新しい神学で洗脳し、そのような“改宗者達”を

委員会へ送る事が出来るなら・・・もし機関がアルファの

支持者で一杯になれば、A・G・ダニエルズやホワイト夫人

が好もうと好むまいと、教会はいよいよその方向へ動き始

めるのだった。ホワイト夫人の書物に、当時教会の機構そ

のものをくつがえそうと仕組まれた攻撃が為されていたと

いう確かな証拠がある。1905 年 6 月に彼女によって与え

られた警告のことば遣いに注意していただきたい。「欺瞞

と誤謬の父にそそのかされた働き、我々の教団や各教会に

送られてスパイ活動を行っている人々について、私は全て

の教会に警告を与えなければなりません。」○24「この陣営

内にも、そんなそぶりさえ見せない裏切り者たちがおり、

キリストはそれらの一人一人をご存知です。不忠実な僕た

ちによって、神のみ名が汚されています。バトルクリーク

にいる人たちに私は申し上げます。自分達の安全のため、

出来るだけ多くの者がそこでの争いと危機から離れるよう

に。」○25  

1906 年には、彼女の言った「争い」や「危機」は、いよ

いよ深刻になって来ていた。早くは 1902 年、すでに教会

員たちはレビュー＆ヘラルド出版社のワシントン D.C.へ

の移転に反対して、教団相手に訴訟すると威嚇する有様だ

った。今や再び闘争精神と弾圧の風潮が表面化した。大バ

トルクリーク会堂が権力争いの的で、教会資産が地方のカ
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ンファレンスに移されるのを阻止するために、ミシガン州

法廷にその件が告訴された。その裁判は忠実な教会員たち

がようやく勝ったが、それは二年間もの激しい戦いを経た

後だった。シカゴ新聞までが第一面に「真っ二つに対立す

るアドベンチスト教団」というトップ見出しを掲げ、事の

成り行きをほとんどホワイト夫人のせいにした。これらの

醜聞は、アルファのもう一つの特徴を示している。─それ

が起こるところどこでも問題を巻き起こすのであった。 

バレンジャーの背教でも同じ事が見受けられた。ファー

ンズウォースはイギリス諸島における背教について「バレ

ンジャーはハッチンソン兄弟や、他の中心的信徒たちが彼

と同じ意見を持つ様になるまで自説を説き続けている。ま

たウェールズでの働きの責任者メレディス兄弟は、ウェー

ルズにいる信徒達の多くが動揺しており、北イングランド

ではアンドロス兄弟が、聖所のことでバーミングハムや他

の教会の中心的信徒に手を焼いている。とにかくこの背教

の暗雲は我々の働きを困難にしている」と報告してきた。○26  

その頃、バトルクリークにおいてケロッグは成功こそし

なかったものの、密かに世界総会総理をその地位から追い

出そうとたくらんでいた。そこには教会に変化をもたらそ

うという意志──出来るならば政略的に、もし必要とあら

ば実力行使ででも遂行しようという意志がありありと伺わ

れた。ホワイト夫人の文章はそれをよく描写している。「彼
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らの新しい運動の前に立ちはだかる事は何者にも許されな

い」と。○27  

彼らは以前には見られなかった理解できないような薄情

さを現し、長く続いていた友情は何の意味ももたず、古く

からの義理は跡形もなく消えてしまうのだった。ジョン・

ケロッグは医科大学を出るのにホワイト家によって学資を

支えてもらったのに、今やその古い友人に向き直ると、恩

を仇で返すのだった。ホワイト夫人と一緒に旅行し、説教

して回った A・T・ジョーンズと E・J・ワゴナーも、新し

い神学のためには、かつての彼女との交際を絶つことをい

とわなかった。再臨讃美歌の作家で、ホワイト夫人の甥の

フランク・ベルデンでさえ、彼女に誤った勧告をさせよう

ともくろんで失敗したり、教会資産を守ろうとする忠実な

教会員相手に訴訟事件を起こす始末だった。新しい神学の

いくところどこでも、「真理をごまかし続ける事によって、

磨きをかけられた有害な舌と抜け目のない知恵」によって

トラブルが持ち込まれ、彼らは敵の入れ知恵に従い、混乱

を持ち込むために絶えず働いているのだった。○28  

我々がすでに見たように、アルファのもう一つの特徴は、

アドベンチスト教会内の青年たちをいかに標的にしたかで

ある。「活ける宮」が印刷されるとケロッグはそれを地方

カンファレンスに送り、その配布と販売に青年たちを使っ

た。彼はまたバトルクリーク・カレッジを再開することに
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よって多くの学生を、自分を支持する教師の下においた。

思想を吹き込まれやすい年齢の彼らを、教室という、ごく

自然に教師を信頼するようになる環境におくことによって、

教会の新しい世代に大きな支持層を得ようとした。そうす

れば新しい神学を支持する者達は、その攻撃の強力な第二

陣を持つことになる。もし自分達の考えを教会に売り込む

ことに成功しなければ、ただ待てばよいのだった。忍耐強

く学生たちを訓練し、彼らを世界中の働き場へ散らせば、

従来の組織だった働きの骨組みが知らず知らずのうちに変

わってしまう。そして恐らくはいつか、反体制派は公に改

革をするだけの影響力と過半数を動かす勢力を持つに至る。

ある意味において、それは最も危険な策略の一つだったか

も知れない。そして彼らを救うために、ホワイト夫人は彼

女の命も含めて全てをこの勝敗に賭ける用意が出来ていた。

「証の書や、牧師の品性や働きに対する信頼を失わせる虚

偽や、誤った影響を及ぼすような場所へ、青年たちが行く

のを奨励する言葉は一言でも語られてはなりません。」「私

のメッセージは、バプテスマのヨハネのそれのように、更

に鋭さを増すでしょう。たとえその為に私の生命が失われ

るような事があっても・・・民は惑わされてはならないの

です。」○29  彼女の感覚は、教会の若者たちの現実の世界

とズレている、と言う心無い批判が時折聞かれるが、1904

年に彼女は彼らの為に死をもいとわない覚悟だったのだ。 
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最後に、アルファ背教にかかわっていた者達に共通して

いる事がもう一つあった。 

彼らは預言の霊に敵対していた。そうなるのも当然で、

彼らの計画はホワイト夫人から来る断固とした反対と衝突

する事が、しばしばだったからである。ひた隠しにされて

いた彼らの計画は、聖霊の力の下に暴かれ、彼らの会合は

遥か彼方からでも目撃された。自分たちの側に彼女に対抗

し得る真理を持たない彼らは、何らかの手段に訴えねばな

らず、最も手近な方法は、神がお選びになった使命者の人

間性を、個人的に攻撃する事だったようだ。 

その策略は何も新しいものではなく、ずっと昔カデシ・

バルネアにおいて天の雲がその視界にありながら、イスラ

エルが困難な砂漠の旅に連れまわされることについて、モ

ーセを非難した時すでに見られた。その結果は後々におい

てもそうであったように、神の祝福からの離別だった。 

 


