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ま え が き 
 

セブンスデー・アドベンチストの人々は、混乱した滅び行く世界に対して間

もなくやってくるキリストの再臨の福音を宣べ伝えるために、特別に神の召し

を受けたと信じています。エレン・ホワイトは、「この主題を人々の前に示し

ておくために、非常に骨を折るべきである」（FE336）と書きました。その著

書「各時代の大争闘」の中で、彼女は将来の厳粛で恐るべき諸事件を生々しい

描写で示しています。これに類似した書物は他にありません。1976 年に彼女

の書物から編集された著書「マラナ・タ」もまた、終末時代の聖書の預言の成

就を取り扱っています。 

「この主題を人々の前に示しておくため」の更なる努力として、私たちは、

当書「最終時代の諸事件」を用意しました。この本の引用文の多くは、先に出

版されてきたエレン・ホワイトの文から出典されたものですが、当書を構成す

る資料のかなりの割合は、これまでに出版されたことのないものです。地上の

終わりの諸事件に関するエレン・ホワイトのすべての記述文を盛り込むことは

できませんが、最も重要なものを含めるように心がけました。 

それぞれの引用文の終わりには、資料の引用箇所のみならず、その引用文の

書かれた年代、あるいはエレン・ホワイトの生涯の間の、それが出版された年

代も記しました。また補足的な情報もしくは説明が役立ちそうなところには、

いくつかの脚注も含めました。 

私たちは、終わりの時代の諸事件に関するエレン・ホワイトの教えを論理に

かなった配列で提示しようと努めました。しかし、将来のすべての諸事件をそ

れが起こる正確な順序で列挙したと主張しているわけではありません。将来、

すべての者が「あたかも世界にその人しかいないかのように」（7BC 983）一

人で立たなければなりません。その時の神の民の経験、そうした非常に重要な

ことに関しては、すべてのクリスチャンが自分で研究したことや神との個人的

な関係に基づいた確信を持つことは不可欠であります。 

エレン・ホワイトは、「われわれの小さな世界は、宇宙の教科書である」（希

上 2）と述べ、また見えない世界は「言葉では表現することができない深い関

心をもって」（国上 115）この世界歴史の最終場面を眺めていると述べていま

す。善と悪との間の大争闘に関連した諸事件を見るとき、私たちが皆、地上の

クライマックスの諸事件の中にその意味の重要なことに気づこうと努めるこ

とを願っております。私たちがイエスが間もなくおいでになるという喜ばしい

事実を他の人々に分かち与えることができますように。 

エレン・G・ホワイト著書刊行委員会
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将来について広がる不安 

現代はすべての人間にとって、圧

倒的に興味深い時である。統治者や

政治家たち、信頼と権威の座を占め

る人々、各階層の識者たちは、われ

われの周りに起こっている出来事に

注意を集中している。彼らは国家間

の関係を見守っている。彼らは地上

の勢力が緊張度を増しているのを観

察する。そして彼らは、重大で決定

的な何事かが起ころうとしており、

今や世界は、驚くべき危機の瀬戸際

に立っているのを認めるのである。

―国下 144（1914 年編集） 

陸と海との災害、不安な社会情勢、

戦争の警報は不吉であって、接近し

つつある最大事件を予報している。

悪の力は、その勢力を結集し、強化

している。最後の大危機に対して、

彼らは力を増強しているのである。

間もなく、一大変化がこの世界に起

ころうとしており、しかも最後の動

きは急速である。―9T 11（1909 年） 

間もなくやってくる悩みの時代 

終末まで増大する悩みの時は、ご

く間近に迫っている。われわれにぐ

ずぐずしている暇はない。世界は戦

争の精神でわき立っている。ダニエ

ル11章の預言はほとんど完全な成就

に達している。―RH 1904 年 11 月

24 日 

悩みの時―国が始まってから、か

つて無かったほどの悩みの時（ダニ

エル 12:1）―が我々の前途にあり、

我々はあの十人の眠っているおとめ

のようである。我々は目を覚まし、

主イエスに彼の永遠のみ腕の下に

我々をかくまって下さり、目前の試

練の時を切り抜けさせて下さるよう

求めるべきである。―3MR 305（1906

年） 

世界はますます無法になりつつあ

る。イエスが来られるまで止むこと

のない大きな悩みが国家間にやがて

起こるであろう。―RH 1904 年 2 月

11 日 

我々はまさに悩みの時の瀬戸際に

立っており、殆ど夢想だにしなかっ

た混乱が目前にある。―9T 43（1909

年） 

われわれは、どのような時代にも

なかったような危機の門口に立って

いる。火事、洪水、地震、戦争、流

血などの神の刑罰は、続々とくだっ

ている。―国上 245（1914 年編集） 

われわれの前には嵐の時代がある。

だが不信や失望の言葉を口に出さな

いようにしよう。―ク奉 194（1905

年） 
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神は来たるべき裁きについて      
常に警告してこられた 

神はきたるべき裁きについていつ

も警告をお与えになってきた。自分

たちの時代に対する神のみことばを

信じ、神の戒めに従って信仰を実践

した人たちは、従わない者たちや、

信じない者たちの上に落ちかかった

さばきをまぬかれた。 

「あなたと家族とはみな箱舟には

いりなさい。あなたがこの時代の

人々の中で、わたしの前に正しい人

であるとわたしは認めたからである」

ということばがノアに与えられた(創

世記 7:1)。ノアは従い、そして救わ

れた。ロトに、「立ってこの所から

出なさい。主がこの町を滅ぼされま

す」ということばが与えられた(創世

記 19:14)。ロトは天の使者たちの守

りに身をゆだね、そして救われた。

そのようにキリストの弟子たちは、

エルサレムの滅亡について警告を与

えられた。きたるべき滅亡のしるし

を見守っていた人たちは都をのがれ

て、滅亡をまぬかれた。そのように

今われわれは、キリストの再臨と世

にのぞもうとしている滅亡について

警告が与えられている。この警告に

注意する者は救われるのである。―

希下 102（1898 年） 

神は我々の時代に起こるべき事を      
知らせてくださった 

救い主は十字架におかかりになる

前に、弟子たちに、ご自分が殺され、

墓からよみがえられることを説明さ

れた。そして天使たちがその場にい

て、主のみ言葉を頭と心に深く印象

づけた｡1 しかし、弟子たちは、この

世においてローマのくびきから解放

されることを期待していたので、彼

らの望みの中心である主が不名誉な

死を受けられなければならないとい

う思いに耐えられなかった。彼らが

覚えていなければならなかったみ言

葉は、その心から消えさり、試練の

時がやって来たときには備えができ

ていなかった。イエスの死は、まる

で主がなんの予告もしておられなか

ったかのように、彼らの望みを徹底

的に打ち砕いたのであった。 

キリストのみ言葉によって弟子た

ちに将来がはっきり示されていたよ

うに、われわれにも将来のことが預

言の中にはっきり示されている。恩

恵期間の終わりに関係のあるできご

とと、悩みの時のために備える働き

とが、はっきり示されている。しか

し多くの人々は、全然啓示を受けな

かったかのように、これらの重要な

真理を理解していない。―大下 359, 

360（1911 年） 

我々の注意を惹く最終時代の預言 

次に、わたしは、第三天使を見た[黙

示録14:9-11]。わたしと一緒にいた天

使は言った。「彼の任務は、恐るべ

き任務である。彼は、麦を天の倉に

入れるために、麦を毒麦からよりわ

けて印をおし、たばねる。われわれ

は、こうしたことに全身全霊をかた

むけ、すべての注意を向けなければ

                                                
1. マルコ 8:31, 32；9:31；10:32-34 参照。 
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ならない」。―初文221（1854年） 

我々は、神の律法に対する忠誠の

ために弁明し、我々の信仰の根拠を

知らせるために、行政官たちの前に

立たねばならないであろう。そして、

青年たちはこれらの事を理解すべき

である。 

彼らは、世界歴史が閉じる前に起

こるべき事柄を知るべきである。こ

れらの事柄は我々の永遠の幸福に関

わっており、教師や生徒たちはそう

した事にもっと注意を向けるべきで

ある。―6T 128, 129（1900 年） 

我々は、自分が生きているこの時

代を指し示している重大な道標を研

究すべきである。―4MR 163（1895

年） 

自らを神のご支配の下に置き、導

きと指導を仰ぐ人々は、神が起こる

とお定めになったさまざまのできご

との着実な足音を聞くであろう。―

7T 14（1902 年） 

歴史の中に預言の成就を見、偉大

な改革運動の中に神の摂理を学び、

大争闘の最終局面に入ろうとしてい

る国々の間に起る事件の経過を理解

すべきである。―8T 307（1904 年） 

特に研究すべき            

ダニエル書と黙示録 

神のみ言葉をより綿密に研究する

必要がある。特にダニエル書と黙示

録には、かつてなかったほどの注意

を向けるべきである。・・・ダニエ

ルが神から受けた光は、特にこの最

終時代のために与えられた。―TM 

112, 113（1896 年） 

ダニエル 12 章を読み、研究しよう

ではないか。それは終わりの時まで

に、我々すべての者が理解を必要と

するであろう警告である。―15MR 

228（1903 年） 

新約聖書の最後の書には、理解し

なければならない真理が満ちている。

―キ実 112（1900 年） 

黙示録の成就していない予告は、

まもなく成就しようとしている。こ

の預言は、神の民によって、今勤勉

に研究されるべきで、明確に理解さ

れるべきである。それは真理を隠さ

ない。それは将来起こるであろう事

を我々に知らせて、はっきりと前も

って警告する。―1NL 96（1903 年） 

黙示録に順序正しく与えられた厳

粛なメッセージは、神の民の思いに

おいて首位を占めるべきである。―

8T302（1904 年） 

人々に示しておくべき主題 

現代と関わりのある預言を理解し

ていない人たちが大勢いる。彼らを

啓蒙しなければならない。明瞭なラ

ッパの音を鳴らすことは、見張り人

と平信徒両者の義務である。―Ev 

194, 195（1875 年） 

見張り人は今、声を上げて、この

時代にとって現代の真理であるメッ

セージを宣言せよ。我々は、預言さ

れた歴史のどこにいるかを人々に示

そうではないか。―5T 716（1889 年） 

神のお定めになった、世界歴史終

了の日がある。「この御国の福音は、

すべての民に対してあかしをするた

めに、全世界に宣べ伝えられるであ
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ろう。そしてそれから最後が来るの

である」（マタイ 24:14）。預言は急

速に成就しつつある。これらの非常

に重要な主題についてもっと多く語

るべきである。魂の運命が永遠に決

定される日は迫っている。・・・ 

この主題を人々の前に示しておく

ために、非常に骨を折るべきである。

主の日は突然不意にやって来るので、

その厳粛な事実を、世の人々の前に

だけでなく、我々自身の教会の前に

も示しておくべきである。全ての魂

に向かって、預言の恐るべき警告が

語られている。誰も、自分は不意打

ちにされる心配はないと感じてはな

らない。あなたは、誰かの預言の解

釈によって、この大いなる事件が迫

っていることを示す諸事件の知識に

ついての確信を奪われてはならない。

―FE 335, 336（1895 年） 

未来の諸事件を             
適切な視点でとらえておく 

我々は、将来この世界で起ころう

としている光景を今は正確に描くこ

とはできないが、この事は知ってい

る。すなわち、今は祈りをもって見

守らなければならない時である。主

の大いなる日が迫っているからであ

る。―2SM 35（1901 年） 

獣の刻印とは、まさにこうなると

宣言されてきた通りのものである。

この事に関して全てはまだ理解され

ておらず、巻物が開かれるまでは理

解されないであろう。―6T 17（1900

年） 

多くの人は現在の義務、現在の慰

めと祝福から目をそらし、将来の危

機について余計な心配をするであろ

う。これでは、悩みの時が来る前に

悩みをもたらしてしまい、我々はそ

のような早められた悩みの故に、と

うてい恵みを受けられないであろう。

―3SM 383, 384（1884 年） 

神の民に悩みの時が来ます。しか

し私たちは、それをいつも人々の前

にかかげ、悩みの時が来る前に悩み

を与えるようにすべきではありませ

ん。神の民の間にふるいの時が来ま

す。しかしこれは教会に与えるべき

現代の真理ではありません。―セレ

241（1890 年）


