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生ける者の裁きはいつから始まるか？分かる？
分からない ?

聖書は、すべての人は必ず神のさばきの前に

たたなければならないと教えています。

コリント人への第二の手紙 5:10 「なぜなら、

わたしたちは皆、キリストのさばきの座の前に

あらわれ、善であれ悪であれ、自分の行ったこ

とに応じて、それぞれ報いを受けねばならな

いからである」｡ しかも、　「神は、義をもって

この世界をさばくためその日を定め」使徒行伝

17:31 と言っています。

永遠の生命か、永遠の滅びかを定めるため

に神は公平に調査審判を行われます。調査審判

は、キリストの再

臨の前に行われま

す。調査審判が終

わったらイエスは

「人の子は父の栄

光のうちに、御使

たちを従えて来る
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が、その時には、実際のおこないに応じて、そ

れぞれに報いるであろう」マタイによる福音書

16:27｡

それを執行審判と言います。

調査審判は、神とキリストを信じたものから

始められ、信じない者たちの調査審判は、「千

年期」の間に行われ、その後、悪魔と悪人の最

終的な執行審判が行われることを聖書は教えて

います。

セブンスデー・アドベンチストは聖書の預

言の説き明かしから、死んだ義人の調査審判が

1844 年から始まったことを信じています。そ

れは絶対に揺り動かすことのできない、堅固な

土台に据えられた教理です。ダニエル書 7 章、

8 章の研究によって明らかです。1844 年からセ

ブンスデー ･ アドベンチストは「神をおそれ、

神に栄光を帰せよ。神のさばきの時がきた」(黙

示録 14:7）と叫び続けてきました。死んだ義

人の調査審判は、1844 年から始まってもう 167

年も経ってしまいました。
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今日は、「生ける者の裁きはいつから始まる

のか」という問題を考えてみたいと思います。

死んだ義人の裁きが 1844 年 10 月 22 日と定め

られていたとするなら、「生ける者の裁き」も

さだめられているのでしょうか。それとも、生

ける者の裁きに移る時は分からないのでしょう

か。ある人は、「大争闘」の本に、1844 年以来

進行中の調査審判はいつ生きている者の番にな

るかわからない」と書いてあるから、毎日真剣

に厳粛に生きなければならない、と信徒を叱咤

激励してきました。この問題を追及していきま

しょう。

1844 10 22  
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生きている者の裁きは
いつから始まるか ?

曲解されている証の書引用文　大争闘下 224

次の引用文がよく引用されます。それによっ

て、いつ生きている我々がさばかれる番になる

か誰も分からないというのです。

｢審判は今 、天の聖所において進行中であ
る。長年にわたって、この働きは続けら
れてきた。間もなく―その時がいつかは
だれも知らないが―生きている人々の番
になる。｣

原文を見てみましょう：

“Soon--none know how soon--it will pass 
to the cases of the living. “

「どれほど速やかに (how soon)生ける者の番

になるか誰も分からない」というのが正確な翻

訳です。
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どれほど速やかに、後の雨が降るか、キリス

トの再臨があるか誰も分かりません。しかし、

聖書は、ある特別な事件が起きると生ける者の

裁きに移ることをはっきり示しています。

ある人は、マタイ 24:36 を引用します。｢ そ

の日、その時は、だれも知らない。天の御使た

ちも、また子も知らない、ただ父だけが知って

おられる」と。

しかし、一方パウロは次のように言っていま

す：

｢この警告を心にとめている者は、暗黒の
うちに取り残され、その日が不意に彼ら
を襲うことはない。しかし、目をさまし
ていない者にとっては、「主の日は盗人が
夜くるように来る」のである（テサロニ
ケ第一 5:2,3-5 参照）｣ 大争闘下 27

確かに、その日、その時は分からないが、し

かし、いつから生ける者の裁きに移るかという
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しるしが与えられています !　そのしるしは何

でしょう？

結論から言っておきます。

生けるものの裁きが始まるのは「日曜遵守

令」が強要される事件からはじまるということ

です !どうしてそれが分かるでしょうか？
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生けるものの裁きが始まるのは
日曜遵守令が出てから！

１．まず聖書の証明

① 黙示録 14:6-12

黙示録 14章の三天使の使命は、文脈から言っ

て、もっと直接的には、黙示録 13 章の事件が

起きてから徹底的に伝えられることに留意しま

しょう。全世界に獣の刻印を強要する事件が

やってくるとき、全人類は、神の印を受けるか、

獣の印を受けるかのどちらかに分かれます。そ

の時、黙示録 14:6-12 の三重の使命が後の雨の

聖霊によって完全に宣伝されるのです。❶その

時、神の裁きの時は来たと大声で叫ばれるので

す。1844 年から始まった三重の使命は、部分

的預言の成就です。❷その時、バビロンは完全

に倒れたと宣言されるのです。❸その時、獣と

その像と刻印を受ける者に後の雨によって「わ
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が民よ、彼女から離れて出てきなさい」と叫ば

れるのです。

その時、「東と北からの知らせ」後の雨によ

る大いなる叫びは、バビロン＝ローマ法王教、

バビロンの娘、龍＝悪霊の働きを暴露するので、

「おおいなる怒りをもって」「神の戒めとイエス

の証を持つレムナントに最後の戦いを挑んでく

るでしょう。

② 黙示録 13:8 を見ましょう :

「地に住む者で、ほふられた小羊のいのちの

書に、その名を世の初めからしるされていない

者はみな、この獣を拝むであろう。」（口語訳）

「地に住む者で、世の初めからほふられた小

羊のいのちの書に、その名をしるされていない

者はみな、この獣を拝むであろう」( 欽定訳 ､

明治訳 ､大正訳 )　

この事件はまだ未来であります！
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ある人が言いました。「もし日本語訳のよう

に、もう救われる人が初めから決まっているな

ら、怖いですね」と。

欽定訳が真理であります。いのちの書に人の

名が記されるときは、その人が主イエス ･ キリ

ストを受け入れ、告白するときであります。「世

のはじめからほふられた小羊」というのは、イ

エス ･ キリストは、自由意思が与えられた人間

がもしも罪を選んだ場合、世の初めから世の罪

のためにご自分が身代わりとなって十字架で命

を捨てて救うということを天父と約束なさった

ことを意味しています。しかし、「誰でも、信

じる者は」「滅びない」で、永遠の命が与えら

れるのです。それは、信じた瞬間、いのちの書

に記されるのです。やがて、全人類が最終的に

決断を下さなければならない時がやってきま

す。その時、人間の法律に屈するものは、「みな」

獣を拝むのです。この事件が「生ける者の裁き」

の時であります。それは、近い未来です。その

時は二つのグループしか、地上にいません。
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２．証の書の証明

預言の霊から証明しましょう：

5T216　｢法令が発布されて印が押される

時、彼らの品性は永遠に清く、しみのな
い者となるであろう｣　

この文は、次のことを言っています。

①　日曜遵守令が強要されると ｡

②　生ける神の印が押される ｡

③　神の民の品性は清くされている。

Letter 11,1890　スタディバイブル（新）
585,586　｢主は私に、恵みの期間が閉じ

(

)  
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られる前に、獣の像が形作られるというこ
とをはっきり示された。なぜなら、それ
は神の民のための大いなるテストだから
である。それによって彼らの永遠の運命
が決定されるであろう。…［黙 13 : 11-17
を引用］…　これは神の民が印される前
に受けなければならないテストである。」

箇条書きにしてみましょう :

① 恵みの期間が閉じられる前に、獣の像が

造られる。

② 獣の像は神の民の永遠の運命を決定する

大いなるテスト。

③ 神の民が印される。

三段論法で考えてみましょう。

① 獣の像が強いられる。日曜遵守令は永遠

の運命を決定する事件である。
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② 永遠に運命が決定されるのは天における

さばきにおいてである ｡

③ 従って地上における日曜遵守令の強要

は、生ける者のさばきが始まるときであ

ると言えましょう。

さばきの時に、神の印か獣の印かが決定され

るのです。

TM 234,235。「両方とも収穫まで育つまま
にせよ｡ その時､ 主が毒麦を集めて焼き、
また麦を天の倉に集めるためにご自分の
刈り取る者を送られる。さばきの時は最
も厳粛な時である。その時に主はご自分
の民を毒麦から集められる。同じ家族の
者が分かたれる。義人には印が与えられ
るであろう。関わっていた者 ( 悪人たち )
は神からの永遠の分離の印が押されるで
あろう。｣
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はっきりすることは：

① 生ける者の裁きは、まだ未来のことであ

る。

② 法令が出される時、すなわち獣像が形作

られるときは、永遠の運命が決定される

時である。

③ その時はさばきの時で、神の印か獣の印

かと永遠に分離される時である。

④ 生ける者のさばきは日曜遵守令が強要さ

れるときから始まる。

⑤ 神の印を受けるという事は、品性が永遠

に清くされたことの証拠である。
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３．もうひとつのしるし―十戒が持ち出され証
　　します。

｢ 神のみこころが

明らかに示された義

人たちがまだエルサ

レムに残っていた

が、その中のある

人々は、十誡の戒め

が書かれた石の板を納めた聖なる箱が、乱暴な

人々の手に入らないようにしようと決意した。

彼らはそれを決行した。彼らは嘆き悲しみつつ、

箱をほら穴の中に隠したのである。箱はイスラ

エルとユダの人々の罪のゆえに、彼らから隠さ

れて、再び彼らにもどることはないのであった。

その箱は今なお隠されている。それはそこに隠

されて以来、人手に触れたことはないのである」

（国と指導者下 70）。

｢ 神殿が破壊される前にイスラエルの誇りで

あり、彼らが神に対して罪を犯していた間に偶

像礼拝で満たした神殿の破滅について、神は
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ご自分の忠実な僕たちに知らせてあった。ま

た、イスラエルの捕囚についても彼らに示して

いた。これらの義人たちは、神殿が破壊される

直前に石の板の入っている聖なる箱を嘆きと悲

しみのうちに移し、イスラエルの人々から覆わ

れるため洞窟に隠した。彼らの罪の故にそれ

は二度と彼らに戻ってこなかった。その契約

の箱はいまもなお隠されている。隠されて以

来それは、一度も妨げられていない ｣　（1864、

SG,Vol.4:114-5　S.of P.Vol 1: 414 (1870)。

｢『主〔キリスト〕はシナイ山でモーセに語

り終えられたとき、あかしの板二枚、すなわち

神が指をもって書かれた石の板をモーセに授け

られた。』これらの石の板の上に書かれたこと

は、どれも除去することができなかった。律法

の貴重な記録は契約の箱に置かれ、尚もそこで、

安全に人類から隠されている。しかし神がお定

めになった時に、戒めの無視と偽の安息日を守

る偶像崇拝に対抗して、全世界への証となるた

め、神はこれらの石の板を持ちだされるであろ
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う ｣（MS 122,1901 年）。

｢ 神の律法の不変性に関する証拠はふんだん

にある。それは決して抹消されたり、破壊され

ることのないように神の指で書かれた。神がそ

れらをお書きになったままの状態で、石の板は

神によって隠されていて、大いなる審判の日に

提示される(取り出される)ことになっている」

（RH 1908 年 3 月 26 日）。

｢ 審判が行われ、数々の書物が開かれる時、

すべての人はその書に書かれている事柄に従っ

て裁かれるであろう。その時 ､ その日まで神に

よって隠されていた石の板が、義の標準として

全世界に提示されるであろう。その時男女は、

彼らの救済の必要条件が神の完全な律法への服

従であることを悟るであろう。罪の弁解ができ

る者は一人もいなくなる。その律法の義の原則

によって、人々は生か死かの判決を受けるであ

ろう ｣（同 1909 年 1 月 28 日）。

｢ 神はご自分の契約をお破りにならず、また

み口から出たことをお変えにならない。神の言
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葉は、神のみ座のように変わることなく、永遠

に固く立つのである。審判のときに、 神の指に

よって明らかに書かれたこの契約が持ち出され

て、世界は無限の神の審判廷に引き出されて、

宣告を受けるのである ｣　（国と指導者上 155）。

４．さばきの時、聖所の清めの時は、144,000
　　の出現する時です。

再臨の時に品性も性質も、罪も清められると

いう教えは、セブンスデー ･ アドベンチストの

教えではありません！

｢ 法令が発布されて印が押される時、彼ら

の品性は永遠に清く、しみのない者となる ｣

（5T216）

144,000 の特徴： 

大争闘下 430　「み座の前の、水晶のように

透きとおった海、あの、火のまじったガラス
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の海—神の栄光でまばゆく輝いているところ

の、—の上に、『獣とその像とその名の数字と

にうち勝った人々が』集まっている。シオンの

山の小羊とともに、人々の間から贖われた彼ら、

すなわち、十四万四千が、『神の立琴を手にして』

立つのである。また、大 水のとどろきのような、

激しい雷鳴のような、『琴をひく人が立琴をひ

く音』のようなものが聞こえる。そして、彼ら

は ､ み座の前で新しい歌をうたう。この歌は、

十四万四千以外のものは、だれも学ぶことがで

きない。それは、モーセと小羊の歌、すなわち、

救いの歌である。十四万四千のほかは、だれも

その歌を学ぶことができない。なぜなら、それ

は彼らの体験―他のどの群れもしたことのない

体験―の歌だからである。

彼らは、地上が飢饉と疫病で荒廃し、太陽が

激しい熱で人々を焼くのを目撃した。そして、

彼ら自身も、苦しみ、飢えかわいたのであっ

た。しかし、『彼らは、もはや飢えることがな

く、かわくこともない。太陽も炎暑も、彼らを
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侵すことはない。御座の正面にいます小羊は彼

らの牧者となって、いのちの水の泉に導いて下

さるであろう。また神は、彼らの目から涙をこ

とごとくぬぐいとって下さるであろう』( 黙示

録 7:14-17)。」

国と指導者下 193-196　「ヨシュアとみ使い

に関するゼカリヤの幻 ( ゼカリヤ 3:1-8)、最

後の場面における神の民の経験に、特別に当て

はまる。その時、残りの教会は大きな試練と苦

悩に陥る。神の戒めを守り、イエスを信じる信

仰を持っている者に対して、龍とその軍勢は激

しい怒りを発する。サタンは世界を自分の家来

だと思っている。彼は多くの自称キリスト者た

ちさえ支配してしまった。しかしここに、小さ

い群れが彼の主権に抵抗しているのである。も

しサタンが、彼らを地上から一掃することがで

きるならば、彼の勝利は完璧となる。サタンは

異教諸国を動かしてイスラエルを滅ぼそうとし

たように、近い将来、地上の邪悪な国々を扇動
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して、神の民を滅ぼそうとするのである。人々

は神の律法に背いて、人間の布告に服従するよ

うに要求されるのである。

神に忠実に服従する人々は、脅かされ、攻撃

され、追放される。彼らは、『両親、兄弟、親族、

友人にさえ裏切られ』、殺されるであろう ( ル

カ 21:16)。

神のあわれみだけが、彼らの唯一の希望であ

る。祈りが彼らの唯一の防御である。ヨシュア

がみ使いの前で嘆願したように、残りの教会は、

心へりくだり揺るがぬ信仰をいだいて、彼らの

助け主イエスによって、赦しと救出を嘆願する

のである。彼らは自分たちの生活の罪深さを、

十分認めている。彼らは自分たちの弱さと無価

値さを知っている。そして、今にも絶望するば

かりである。

サタンは自分が神の民に犯させた罪を正確

に知っている。そしてサタンは、彼らが罪を犯

したから神の保護を受けられなくなったと言っ

て告発し、自分には彼らを滅ぼす権利があると
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主張するのである。彼は彼自身と同様に、彼ら

も神の恵みから除外されるべきであると言うの

である。『この人々が、天におけるわたしの場

所を占め、わたしといっしょになった天使たち

の場所を占める人々であろうか。彼らは、神の

律法に従うと言っている。しかし、 彼らはその

戒めを守ったであろうか。彼らは神を愛するよ

りは、自己を愛したのではなかろうか。彼らは

神に仕えるよりは、自分の利益を重んじたので

はなかろうか。彼らは、この世の物を愛したの

ではなかろうか。

彼らの生涯を汚した罪を見よ。彼らの利己

心、互いに対する彼らの悪意、憎しみを見よ。

神は、わたしとわたしの天使たちをみ前から追

放しながらも、なお、同じ罪を犯したこれらの

人々に、報いをお与えになるのであるか。ああ

主よ、あなたはそのようなことを行っては、公

平ではない。正義は彼らに対しても、宣告が発

せられることを要求する』、とサタンは言うの

である。
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しかしキ リストに従った人々は、罪を犯し

はしたけれども、全的に降伏してサタンの手下

たちに支配されてはいなかったのである。彼ら

はその罪を悔い改めて、謙遜と悔恨の念をもっ

て主を求めた。そして助け主であられるイエス 

は、彼らのために嘆願されるのである。彼らの

忘恩によって最もひどい取り扱いを受けられた

かた、また彼らの罪を知るとともに、その悔い

改めをも知っておられるかたが言われる。『サ

タンよ、主はあなたを責めるのだ。わたしはこ

の人々のために、わたしの生命を与えた。彼ら

は、わたしのたなごころに彫り刻まれている。

彼らの品性に不完全なところがあろう。彼らは、

努力して失敗したこともあろう。しかし彼らは

悔い改めた。そしてわたしは、彼らを赦し受け

入れたのである ｡』

時には主はご自分の教会の危機と、敵が教会

に与えた被害を忘れたかのように思われること

がある。しかし、神はお忘れになったのではな

い。この世において、教会ほど神にとって大切
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なものはない。世俗的政策によって教会 の記

録が腐敗することは、神のみこころではない。

神はご自分の民が、サタンの誘惑に打ち負かさ

れるままに放置されない。神は、神を誤り伝え

る人々を罰せられるが、心から悔い改めるすべ

ての者に対して恵み深いのである。 力とキリ

スト者的品性が啓発されることを、神に叫び求

める者に、神はあらゆる必要な助けをお与えに

なるのである。

神に忠実に仕え祈っている者は、いわば神の

中に閉じ込められたようなものである。彼ら自

身は、自分たちがどんなにしっかりと保護され

ているかを知らない。この世界の統治者たちは、

サタンにそそのかされて、彼らを滅ぼそうとす

る。しかしもし神の民の目が、ダタンにおける

エリシャのしもべのように開かれるならば、神

の天使たちが彼らの回りに陣をしいて、暗黒の

軍勢を阻止しているのを見るであろう。

神の民が神の前で心を悩まし、心が純潔にな

ることを嘆願するときに、『彼の汚れた衣を脱
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がせなさい』という命令が出される。そして、『見

よ、わたしはあなたの罪を取り除いた。あなた

に祭服を着せよう』という励ましの言葉が語ら

れる ( ゼカリヤ 3:4)。キリストの義というし

みのない衣が、試練と誘惑に耐えた忠実な神の

民に着せられる。さげすまれた残りの民は栄光

の衣を着せられ、世俗の腐敗に二度と汚される

ことはないのである。 彼らの名は小羊の命の

書に書き留められて、各時代の忠実な者の中に

加えられるのである。彼らは、欺瞞者の策略に

抵抗した。彼らは龍がほえても、忠誠を失わな

かった。今や彼らは、誘惑者の計略から、永遠

に安全なものとなった。彼らの罪は、罪の創始

者の上に移された。『清い帽子』が彼らの頭に

かぶせられた。

サタンが告発をしていたときに、目には見え

ないが、聖天使たちがあちこち行きめぐって、

忠実な人々に生ける神の印を押していた。この

人々は、その額に父なる神の名を記されて、小

羊とともにシオンの山に立つのである。彼らは
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み座の前で新しい歌を歌うが、それは地上から

贖われた十四万四千人のほかは、だれも学ぶこ

とができない。『彼らは、････ 小羊の行く所へ

は、どこへでもついて行く。彼らは、神と小羊

とにささげられる初穂として、人間の中からあ

がなわれた者である。彼らの口には偽りがなく、

彼らは傷のない者であった』(黙示録 14:4) 。」

ですから、ダニエル書にはさばきは聖徒のた

めであると強調されているのです。それは、黙

示録14:6によると、｢永遠の福音｣であります。

● 裁きにおいて、聖徒たちに国と主権と全

天下の国々の権威が与えられる。ダニエ

ル 7：27

● 裁きにおいて、神の宮、住まい、聖所は

清められ、回復される。ダニエル 8:14、

エペソ 5:27

今、セブンスデー ･ アドベンチストが混乱

している教えの一つは、生ける者の裁きはいつ
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かということであります。生ける者の裁きと

日曜遵守令との関係が分からない人が多くいま

す。混乱させている引用文は「どれほど速やか

に (how soon) 生ける者の番になるか誰も分か

らない」という文章です。そのことが言われた

のは 1911 年です。その時まだ生きている義人

に移っていなかったことが分かります。E.G.ホ

ワイトは常に「まもなく」と言われたのです。

1900 年に 6T 130 に次のようなことを言われま
した：　　　　

｢ 今や、まもなく生ける者のさばきという

大いなる働きが始まろうとしている時に（is 

about to begin ）、我々の清められないままの

野心が心を占領し、この危機に備える必要な教

育を怠るように導かれていいだろうか？　どの

場合においても、獣の刻印、あるいはその像を

受ける (shall 未来 ) か、それとも神の印を受

けるか (shall 未来 ) という一大決心がなされ

なければならない (is to be made 未来 )｣
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生ける者のさばきに移った？

E.G. ホワイトは、生ける者の裁きにもう移っ

たといううわさについて次のように書かれまし

た。

｢ 去年の冬 (1888 − 1889)、ミネアポリス総

会の間、わたしは次のようなうわさを聞いた。

『ホワイト夫人は ､1844 年以来死んだ義人のさ

ばきが続いていたが ､ 今や生ける者に移ったこ

とを示された』と。このうわさは真実ではない。

同じようなうわさが ､ 約 2 年間も広まってい

た。スイスのバーゼルからカリフォルニアの牧

師にあてて手紙を書いた。要点は次のようなこ

とであった。『死んだ義人のさばきが 40 年以上

も続いてきた。それが生ける者にどれほど速や

かに移るかは ､ 我々は分からない』と。手紙は

いろんな人に読まれ ､ 不注意に聞いた者たちが

生ける者のさばきに移ったと聞きまちがえて伝

え始めた。これがことの始まりである。うわさ

はミネアポリスから、また手紙の引用から ､ 同

じ影響を及ぼした。これほどはなはだしい根拠
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のないうわさはない」1888、E・G・ホワイト資

料 323。

５．さばきに備えよう！

｢ あなたがた、恥を知らぬ民よ、共につどい、

集まれ。すなわち、もみがらのように追いやら

れる前に ( 法令が出る前に〔欽定訳〕) 主の激

しい怒りがまだあなたがたに臨まない前に、主

の憤りの日がまだあなたがたに来ない前に。す

べて主の命令を行うこの地のへりくだる者よ、

主を求めよ。正義を求めよ。謙遜を求めよ。そ

うすればあなたがたは主の怒りの日に、あるい

は隠されることがあろう ｣ ゼパニヤ 2:1-3( 欽

定訳 )(RH1908,11-19)。

① かつてないほど主を求める時です。ホセ

ア 6:3

② かつてないほど正義を求めるときです。

義、柔和 (新改訳）
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③ かつてないほど謙遜を求め、自己に死ぬ

ときです。

昔、イスラエル人が贖いの日が告げられたと

き、どうしたでしょうか。大争闘下 224 をお読

みください。

１．彼らは働きを止めた—自分の業をやめ

てイエスの功績にのみ頼る。

２．断食をした—節制、健康改革に生きる。

３．聖所の周りに集まった—天の聖所にお

けるイエスの大祭司としての立場と働き

を理解して、協力する。

それは、非常に厳粛な時です。ある人は、「裁

かれるのはサタンである。我々はすでに救われ

ているのだから何も特別に改まって準備する必

要はない、我々はすでに信じて救われているの

だ」と言います。
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しかし、その恐ろしいほどの徹底的な神の裁

きについて瞑想することは、非常に重要である

と聖書も証の書も強調しています。「何よりも

重要である」｢ どんなに重要なことであろう ｣

と。大争闘 222 からお読みください。

しかし、生ける者の裁きは、なぜ神の民に

とって福音なのでしょうか？

福音は、悔い改めと信仰によって救い主、大

祭司に寄りすがる者にのみ、有効であることを

忘れてはなりません。

讃美歌 ｢ちとせのいわよ ｣

1. 千歳の岩よ、　　 わが身をかこめ

 さかれしわきの　血しおと水に

 罪もけがれも　　洗いきよめよ

2. かよわき我は　　律法にたえず

 もゆる心も　　　たぎつ涙も

 罪をあがなう　　力はあらず
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3. 十字架のほかに　頼むかげなき

 わびしき我を　　あわれみたまえ

 み救いなくば　　生くるすべなし

4. 世にあるうちも　世を去るときも

 知らぬよみにも　さばきの日にも

 千歳の岩よ　　　わが身をかこめ
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