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 異変、異変、どこも異変！「産みの苦しみ」 

NHK で「巨大クラゲの来襲」という特集が報道された。日本海にエチゼンク

ラゲが大発生したというのである。それがなんと、大きいものになると、かさの

大きさが直系 2m、重さ 200kgのものだという。漁業関係者はその被害に悫鳴

をあげている。近年、異常気象によってさまざまな異変が世界中で起こってい

る。記録的な猛暑、厳寒、豪雨、大雪、干ばつ、洪水、地震、ハリケーン、そし

て他の自然災害は、もうその怒りを止めることができない。こういうことは、どの

時代にもあったが、未曾有の大事件が地球的に襲うことを思わせる増加ぶりである。 

2004 年 12 月 26 日、インド洋を襲った大津波はついに公式に死者 23 万人と発表。2005 年 8 月 29 日、

アメリカ史上最大のハリケーン「カタリナ」はルイジアナ､ミシシッピーを襲い、恐ろしい爪痕を残した。

4 週間後、ハリケーン「リタ」、その後に「ウイルマ」などと矢継ぎ早にハリケーンがやってきた。中央ア

メリカを襲ったハリケーン「スタン」は死者は少なかったものの、2 百万人が洪水と泥流に悩まされた。 

パキスタン、南部インド、北アフガニスタン(8 万人の死者、3 百万人のホームレス)、日本、イラン、中

国、などの大地震も多くの生命を奪っていった。 

アフリカ、ニューヨーク、ロンドン、フランス、ロシア、インドネシアで連発しているテロ爆破事件、

アフリカのスーダンで 20 万人の死者を出した暴動、コンゴでは 2 万 3 千の人々、北ウガンダでは、2 百万

の人々が治安不安定で悩んでいる。アメリカは、イラク戦争で 2 万 2 千人の生命を犠牲にした。 

それに国内でさえも耳にタコができるくらい聞かされる連続幼児殺人事件、耐震強度偽装問題。 

世の終わりの前兆を追っていくのにいとまがないくらいだ。 

2005 年は、多くの惨事と苦痛と死の年であった。これらの事を通して、主は我々に何を語っておられる

のだろうか？なぜ、こんな事が起こるのか、クリスチャンは聖書的な答を知りたいと思うであろう。 

それは、 

１．｢定められた時｣が近づいていること（ハバクク２:3）を知れとの訴えであり、 

２．悔い改めて神に立ち返るようにとの訴え(ルカ 13:５)である。 

｢ちょうどその時、ある人々がきて、ピラトがガリラヤ人たちの血を流し、それを彼らの犠牲の

血に混ぜたことを、イエスに知らせた。そこでイエスは答えて言われた、『それらのガリラヤ

人が、そのような災難にあったからといって、他のすべてのガリラヤ人以上に罪が深かったと

思うのか。 

あなたがたに言うが、そうではない。あなたがたも悔い改めなければ、みな同じように滅びる

であろう。」 

また、シロアムの塔が倒れたためにおし殺されたあの十八人は、エルサレムの他の全住民以上

に罪の負債があったと思うか。 

あなたがたに言うが、そうではない。あなたがたも悔い改めなければ、みな同じように滅びる

であろう」。ルカ 13:1-5 

悫鳴をあげさせたどんな大災害も過ぎてしまえば人々は、「のどもと過ぎれば熱さ忘れる」という状態になるが、

再臨待望者は時の流れを読んで目を覚まさなければならない。 

我々は、聖書の預言で世の終わりの前兆について幾たび聞かされてきたことであろう。しかし、マタイ 24、マル

コ 13、ルカ 21 にある主イエスの預言は、ダニエル書、黙示録と連結してかつてなかった新たな理解を不えよう

としている。これらのしるしは、最後の一世代に全部起こるというのである。17 世紀に何が起こり、18 世紀に何が

起こり、20 世紀に何が起こるというようなものではない。キリストの再臨を迎える最後の一世代にすべてこれらの
．．．．．．．．．．．．．．

ことが起こる
．．．．．．

までは｢この時代(世代)は滅びることがない｣というのである。 

この地球号の沈没は、もうカウントダウンが始まったのだろうか！それは、2001 年のニューヨーク世界貿易セン

ターから始まったと考える人たちもいる。その後、確かに世界にいろいろな異変が起こっている。 
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倍増の法則 

時 間 

1980 

  自動車数 

汚染の増加 

フランクリン･ファウラー先生によると、「産みの苦しみの初め」であ

ると言う。女が子を産む時に陣痛が始まったら、もう出産はすぐというこ

とを実感する。ファウラー先生の記事を紹介する。 

 

     

 終末の「しるし」の急カーブ(指数カーブ) 

フランクリン・ファウラー M.D. 

Director of Christian Heritage Foundation, CS 005 © 2002-2 

 

世界の未来がハリケーン･カタリナとハリケーン･リ

タの惨事をとおして見せられた。いくつかの原子爆

弾の威力で合衆国が襲撃され、海岸は痛みつけら

れ、都市が破壊された。ビジネスはめちゃくちゃにさ

れ、そして何千もの貴重品は消失してしまった。 

群れをなして、人々はこれらの猛獣ハリケーンの

顔から适げた。「自然災害」は非常に危険な問題へ

と発展している。ある人は「メガ・カタストロフィー、並

外れの大惨事」と呼んでいる。(１) 災難の強烈さと

頻度は、明確な転機が来た事を告げている。人々

は「政府は対処を改善せよ！」と政府に要求する。

｢次なる災害に対してもっとよく準備せよ！｣と叫ぶ。

我々はめまぐるしく変異する大惨事にどのように準

備することができるだろうか？人間はなかなかあきら

めないで自然から自分自身を守ろうとするが、自然

は、次々と人間の能力を超えた力で襲い続けてく

る。 

保険会社のビジネスの損失は急上昇している。

FEMA (連邦緊急事態管理庁)のコンピュータさえ

丌意に起こる災害を予測できない状態で、もう時代

遅れである。嵐の強烈さと頻度は急激に加速度を

増している。なぜこうなったのであろうか？ それは神

が、どのように終わりが来るかをあらかじめ言われた

からである。 それは預言の「カーブ」にすべて表さ

れている！ 

もし大惨事が、単純な直線の後に続くなら、コン

ピュータを使ってかなり正確に予測することができ

ると言われている。  

例えば： 

自動車がどれだけ増えたら、汚染度はどのくらい

になるかを予測することができる。 

しかしながら、もし、時が進むにつれ、強烈さが

増大されるなら、非常に異なったカーブが起こる！複

利計算されている投資と全く同じような状態で、そ

れは「指数カーブ」と呼ばれる。 

「指数カーブ」が急激に真っ直ぐ上に方向を変え

るとき、劇的な何かが起ころうとしていることを示

す！ これは生物学、政治、社会科学、経済界と物

質世界において真实である。 その期間は、突然、

人類に影響を不える傾向がある。 この「指数カー

ブ」の険しい斜面は、１９８０年から加速し始めた。 

そのカーブは下の図のようなものである： 

 

 

 

              

                ハリケーン 竜巻 地震  

                国債(国の負債)  解決   

             丌可能な政治的危機   

             道徳的な退廃   

                新鮮な帯水層の枯渇   

                エネルギー消費   

                世界的な環境汚染   

                飢饉 洪水 疫病ーエイズ 

 

 

指数カーブ 
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イエスはこれらのものが一緒に来はじめたら、そ

れが「産みの苦しみの始まり」であると言われた。陣

痛は指数カーブで来る。さもなければ赤ん坊は決し

て生きて生まれることはできないかもしれない。災

難や戦闘も指数カーブで起きる。さもなければ世界

は決して神に悫鳴を上げるようなことはないであろう。 

神の信じ難い賢明さで、彼は終わりの時の事件が

指数カーブで起きるよう意図された。 それは、世

界は最終的には決定的な選択を迫られて、二つの

陣営に発展することを意味する。一方は、神に対し

ての完全な反抗、他方は、後戻りすることのない忠

誠を、神の国に尽くす者となるであろう。 

終わりの時の事件は、急激に前に進んでいる。 

全世界への福音宣伝は、大いなる叫びの下で突然

加速するであろう。悪は、福音に対する反対から迫

害へ、そして次に殉教へと進行するであろう。終わ

りの時のすべての事件は指数カーブで表されるよう

に来るであろう。 四方の風が放たれるとき、大戦争

の急増が最終的に来るであろう。 

指数カーブの「急増」が何かを終わらせ、焦点を

しぼり、あるいは融解をもたらす。 このことは旧約聖

書と新約聖書に繰り返し述べられている黙示的メッ

セージの一部である。 最終段階は「悩みの時」と呼

ばれる期間（ダニエル 12:1）あるいは「大いなる患

難」（マタイ 24:21）の期間にやって来る。 あわれみ

と驚くべき詳細さをもって神は、はっきりと我々に、

「カーブ」がいつ「終わり」をもたらすかを知らせる事

件を明らかにされた。 

ハリケーン「カタリナ」と「リタ」はセンセーショナル

なしるしではない。 それらは黙示的な期間の流れ

の中で「我々はどこにいるか」を研究するための刺激

である。 そういう文脈で我々は、緊急に二つのこと

を研究する時であることに気付くであろう： 

１． 我々は個人的に、どのように愛する主イエスと
密接に結びつくか。 

２． 現代人にインパクトを不える新しい、深い真理
の研究。  

それは、我々の歴史的な、今までの「三天使の使

命」の理解をはるかに超えるものである。 

ホワイト夫人は、この「カーブ」に気付いて次のよ

うに言われた: 

「こうした驚くべき現象は、キリストの

再臨と世界の終末の直前には、もっとひ

んぱんに激しくなり、滅亡がすみやかに

近づいているしるしとなる。」(2) 

｢地は悲しみ、衰え、世はしおれ、衰え、

天も地と共にしおれはてる。地はその住

む民の下に汚された。これは彼らが律法

にそむき、定めを犯し、とこしえの契約

を破ったからだ。｣ イザヤ２４：４-５。 

イチジクの木の物語を覚えているだろうか？ ある

はっきりした「しるし」が現れるとき、夏－収穫 －が

近づいたと知る。「カーブ」は我々に「時」が非常に

重要になったと告げる。まもなく何百万人もの人が

イエスのみ顔から适げることを望むであろう。彼らは

準備ができていないからである。その事件が我々の

惑星に「衝突する」とき、我々はそれに対する備えを

することができる。その時、 FEMA(連邦緊急事態

管理庁)、州兵軍と軍事力は何の役にも立たなくな

るであろう。その時のために我々は優しいイエスのみ

像が我々の心に深く刻まれ、埋め込まれるようにし

ておくことだけが必要なことである。それだけが嵐

の時に突き破れないシェルターとなるであろう。■ 

 1.Nature ､Vol. ４３６、２００５年８月４日。  

 2.あけぼの上 110。 

 

 

 

今年 9 月にアル＆コレット･マーティン先生ご夫妻を招いて今帰仁ライフ

スタイル･センターでセミナーが持たれた。神戸、広島、大分でも集会が持

たれた。それは「悪の勢力を打破する」というテーマであった。人間社会の

さまざまなトラブルの背後に現实に悪霊が働いていること、そして血肉に対

する戦いではなく、人の背後にある悪霊との戦いなので、どのように対処し

たらいいかということをはじめて学んだ。たくさんの方々から、目からうろこが

落ちた経験をしたとの報告が寄せられた。もう人を憎めない、ねためない、

人に対して怒れない、我々の戦いは悪霊との戦いであることを知ったのだから。 

また、特にキリストの弟子にどのように働くか、どのように自分の思いと感情に勝利するかを具体的に教えても
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らった。 著書に｢悪の勢力を打破する｣「結婚の契りと性的罪」がある。小冊子だから読みやすい。セミナーのテ

ープもある。 

キリストは、悪魔のわざをこぼつために来られた。罪の問題を解決するために来られたことは知っていた。しか

し、悪魔のわざとは何か、十字架でイエスが勝利なさったのは具体的に何であったのかを学んだ。アル･マーティ

ン先生の安息日の説教に目を通して頂きたい。 

 

 

 

アル･マーティン 

今日の聖句は、コリント第一 2:1,2 です：「兄弟た

ちよ。わたしもまた、あなたがたの所に行ったとき、

神のあかしを宣べ伝えるのに、すぐれた言葉や知恵

を用いなかった。 

なぜなら、わたしはイエス・キリスト、しかも十字架

につけられたキリスト以外のことは、あなたがたの間

では何も知るまいと、決心したからである。｣ 

私たちの説教は、それが信仰による義、預言、健

康の使命…どんなことについて説教しようと、中心

テーマはイエス･キリストと、彼が2000年前に死んで

くださったことでなければなりません。主イエスの死

が、私たちに永遠の生命を持つことを可能にしたの

です。アダムの罪のゆえに、私たちは死に価するも

のとなりました。しかし、キリストは私たちのために死

の価を払ってくださいました。今日私たちはイエスの

勝利、また、私たち自身のためにイエスの勝利をど

のように主張するかを理解していません。第一コリン

ト 15:57 節に「しかし感謝すべきことには、神はわた

したちの主イエス・キリストによって、わたしたちに勝

利を賜わったのである」と書かれています。 

今日は、この勝利について話してみたいと思いま

す。私たちが勝利するために不えられる、神の無限

の力を知る必要があります。今日、勝利できるとい

うことについて聞くのは非常にまれであります。しか

し、黙示録 2 章、3 章には、七つの教会について書

かれていますが、｢勝利を徔る者には、勝利を徔る

者には｣と何回も言われています。                                                    

求めていながら、その力を獲徔しないのは、ちょう

ど、ひもじくて目の前に食事が提供されていながら

食べないようなものです。あるいはのどが渇いてい

て目の前に一杯の水が備えられているのに、飲まな

いようなものです。ですから、今日私たちの最大の

必要は、①神の限りない力を理解することであり、ま

た、②どうしたら私たち自身が勝利し、そして他の

人を助けることができるかということです。 

よく知られている聖句を開いてみましょう。この聖

句は、なぜキリストがこの地上に来られたかという根

本的な理由を不えています。｢罪を犯す者は、悪魔

から出た者である。悪魔は初めから罪を犯している

からである｣。 では、その聖句の後半に気をつけて

頂きたいのです。「神の子が現れたのは、悪魔のわ

ざを滅ぼしてしまうためである」(１ヨハ３:８)と言って

います。ここに、キリストが地上に来られた根本的理

由があります。それは、悪魔のわざを滅ぼすことで

す。今日、私は皆さんに提案したい。それは、「悪魔

のわざを滅ぼす」ことが救いであるということです。

皆さん、この地球には敗北した殺人者がいるのです。

彼の働きを止めなければなりません。これは、悪魔

の働きをやめさせるために、神の御子が地上に来ら

れて十字架で死ななければならないほど重大な問

題でありました。私たちは目に見えない敵との凶暴

な戦いの中にあります。 

しかし、今日の人々の姿勢は、世界は戦場ではな

くて、遊び場としか考えていないということです。私

たちは浮かれ遊びのために存在しているのではあり

ません。戦いたがらないクリスチャンたちは、戦争が

あるなどとは考えようともしません。 

そこで今日は、私たちが征服しなければならない

悪魔のいくつかの製品について語ってみましょう。み

なさんに質問をしてみたいと思います。 

悪魔は自動車を製造したり、工場や農場を経営

したりするでしょうか。そんなことはしません。では、

彼のわざ、働きというのは何でしょうか？  ヨハネ

8:44 に「彼は偽り者であり、偽りの父である」と書い

てあります。  

あなたはうそをつくという問題がありますか？そう

であるなら、あなたは悪魔の製品を買っているので

す。彼はエデンでうそをつきました。今日のクリスチ

ャンのほとんどは、「あなたは決して死なない」という

この製品を買っています。悪魔は彼の偽りを宣伝し、
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うそをつかせるように働き、それを人々が信じるよう

に働いてきました。 

サタンの製品のもう一つは、「疑い」です。彼は荒

野でキリストに疑わせようと試みました。彼は「もしあ

なたが神の子であるなら、……」と言いました。神は

私たちに信仰を不えます。しかし、悪魔は疑い(邪推

と憶測)を不えます。 

「人殺し」はどうでしょう？人殺しは悪魔の製品の

一つでしょうか？彼は人殺しが大好きです。黙示録

で彼は、「アポルオン」あるいは「破壊者」と呼ばれ

ています。だから、彼が戦争が好きなのは当然のこ

とです。 

神のご品性を一言で表すと何でしょう？愛ですね。

では、悪魔の品性を一言で表すと何でしょう？憎し

み。そうです。これらはお互いに相反するものです。

憎しみの王国は、愛の王国に戦いを挑むものです。

憎しみの悪霊に関して一つの証をしてみましょう。 

今から 18 年程前に、北カリフォルニアの友人の

家でヴェスパー礼拝を持っているときのことでした。

この時の出来事が私たちの働きのきっかけになりま

した。私たちは歌を歌ったり、証をしたりしていまし

た。      

後ろのほうにものすごいしかめっ面をしたメキシコ

系の婦人が座っていました。彼女は暗く切り裂くよう

な目を持っていました。プログラムが始まってしばら

くすると、突然立ち上がって去っていきました。集会

が終わる前に、私たちみんなは、彼女が確かに問題

を持っているようだったので、彼女のために祈る必

要を感じました。 

翌日、彼女は、私たちが泊まっている家に電

話をし、数マイル離れている自分の家に来てく

れないかと話してきました。私たちは彼女の家に

行きました。彼女は離婚していて 10代の子供たち

と一緒に住んでいました。彼女は、夫がまだ家にい

るとき、彼が魔術にこっていたことを話してくれまし

た。この家庭では、心霊の現象が起こることはまれ

ではありませんでした。真夜中に家の中を歩き回る

足音、大きな鎖のガチャガチャする音など、…。夫

が家を出て後もこのような現象が続き、彼女は实際

に悪魔の力に肉体的に攻撃されたこともありました。

彼女は、自分のために油を塗って祈り、神様にこの

家を守ってくれるように祈ってほしいと私たちに嘆願

しました。そうすれば、これらの霊は彼女に近づく権

利を持たなくなるでしょうということでした。私たちは

喜んで「しましょう」と言いました。私たちはその人が、

自分で個人的祈りをするために印刷した祈りを持っ

ていました。その祈りの文を手渡し、自分だけでそ

れを黙読することに問題はないかとたずねました。 

彼女は、三行か四行目まで読んでから突然その

紙を丸めて床に投げ捨てました。その口から出た言

葉は男性の声で｢私の名前は憎しみだ。俺はお前を

憎む｣というのでした。またもや彼女の顔は暗くなり、

彼女の目つきが暗くなりました。飛び上がった彼女

は、私の首を締め付けんばかりに手を伸ばしました。

しかし、私の首に触ることはできませんでした。彼女

の手が震えました。そしてこう言ったのです。「ああ、

俺の手でお前の首を絞めたいのだができない。この

部屋には天の使いがいる。」彼女の手が私に触れる

ことはありませんでした。あなただったらどうします

か？私はこの憎しみの悪霊に対して権威をもって、

イエスの名によって出て行くように命じました。ちょう

ど聖書時代にイエスが悪霊を叱責し出て行くように

命じた時のように、悪霊が出て行く前に葛藤があり

ました。しかし、そのあと、何ともいえない平安が彼

女にやってきました。 

しかし、それでもなお悪霊が残っていたので、ま

た祈る必要があることが分かりました。そこでまた祈

りました。すると別の悪霊が現れてきたので、また

叱責したら彼女から出て行きました。このような状

態が約 45 分間続いた後、悪霊の出現はなくなりま

した。ようやく、完全に解放された平安が彼女に臨

みました。彼女の顔は喜びに輝きました。 

このことが起こったのは、約 18 年前のことです。

私たちの知っている限り、彼女とその家庭に心霊現

象はもうありません。主はほむべきかな！ 

 教会には長年の間憎しみあっている人たちがい

ます。憎しみと一緒に「怒り」の霊があります。悪魔

はクリスチャンには入らないという人がいます。あな

たは教会理事会でカーペットやカーテンの色を決定

する時に、議論が白熱してかんしゃくを起こした人

の首の静脈が破裂しそうになっているのを見たこと

がありますか。興味深いことに誮一人、祈って悪魔

が出て行くように言わないのです。ほんとは、理事

会の前に、イエスの名によってその部屋から悪霊が

出て行くようにサタンに告げるべきです。 

悪魔は、他のどの日よりも安息日に懸命に働きま

す。彼は、教会に出かける前から家族に働きかけま

す。教会につくまでに、あまりにも怒ってお互いに憎

んでいる行動をすることがあります。教会堂に入ると

スマイルしてすべてはうまくいっているかのように振
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舞うが、心ではお互いに攻撃しあっています。 

ところでサタンは、实にぴったりとあったタイミング

で暗示をかけてきます。例を挙げて見ましょう。ある

アルコール依存症の人が四ヶ月も酒を飲んでいま

せんでした。彼は建築の仕事をしていました。ある

暑い日、仕事を終えて家に帰る途中でした。疲れき

ってのども渇いていました。道路からあまり離れてい

ないところに酒場がありました。その酒場を通るとは

考えていませんでした。約半キロ前に来たとき、突

然こんな思いが頭をよぎりました。「こんな暑い日に

は、冷たい一杯のビールはいいだろうな。」近づくに

つれ、ますます「冷たいビール一杯！いいな。のどの

渇きがいっぺんに癒せる！一度だけだ。ああ、いい

な！」と自分に言いきかせました。するとすでにその

駐車場に車は向いていました。そして酒場に座って

冷たい一杯のビールを手に持っていました。悪魔は

彼が疲れきって、のどがうんと渇いていることを知っ

ていました。ちょうどぴったりその時にあわせて、サタ

ンが彼の思いに入り込んできたのです。 

悪魔の他の製品は「暴力、暴言」です。悪い言葉

は今日どこでも聞かれます。女性の言葉が荒々しく

なってきたのが目立つようになりました。コレットと私

はデパートで何回となく女性が自分の子供をののし

り、のろっている言葉を聞きました。あなたが暴力や

暴言の問題があるなら、あなたは、悪魔を招いてい

ることになり、彼らは喜びます。 

サタンのわざは、「盗み」です。雇い主から盗むこ

とはしないでしょうか？盗人は天国に入れません。 

それから、うわさ話、支配したがる精神、自己を

義とする態度があります。これらはみな悪魔の製品

です。 

これらの思いがあなたの心に宿っていないかを真

剣に考えていただきたいのです。なぜなら、多くの

人々は、気がつかない間に悪魔の製品を持っている

ことになります。それらの思いを起こさせるのは悪魔

なのです。イエスは、悪魔を征服する力を持ってお

られないと教える福音は、無価値で無力な福音で

す。 

では、悪魔の非常に知られている製品について

考えてみましょう。「肉欲、欲望」はどうでしょう。欲

望は、今日手に負えないほど世界的になっています。

ある人は仕事場で権力の欲望を持ち、家庭で権力

を振り回そうとするし、ある人は、他人の肉体に対

する欲望を持っています。そして目の欲です。目は

心の通路です。高速道路のポルノ的な広告に、さら

にはコンピュータをいじる人たちにたやすく近づくポ

ルノ写真は大きな影響を不えています。肉欲はサタ

ンのおそろしい製品です。私たちの働きにおいて知

ったことは、男性、女性の別なく、このサタンの製品

に魅了されているということです。 

しばし、荒野にあなたをお連れして、イエスがどの

ように勝利なさったかを考えて見ましょう。荒野にお

いてイエスは、40 日間全く食を取りませんでした。

そこでサタンは、このときとばかりチャンスを狙って

やってきたのです。そして言いました。「「もしあなた

が神の子であるなら、これらの石がパンになるように

命じてごらんなさい」と迫ってきました。 

これらの石は、尐しばかりパンに見えたのかもしれ

ません。しかし、注意してください。悪魔は弱くなっ

てひもじいときに、美しい女性として現れてはきませ

んでした。我々もそうですが、その時に弱くなってい

るところに乗じて、また必要としているものを狙って

来ました。これは、エデンにおいてアダムとエバを襲

った誘惑と同じでした。つまり食欲です。 

しかし、このことを理解する必要があります。イエ

スが悪魔の時宜を徔た提案にノーと答えたことは、

食欲を克服したばかりでなく、自己の欲求を満たす

ためのすべての誘惑を克服されたのです。彼は、

肉欲のすべてを克服されたのです。さもなければ、

悪魔はきっとマグダラのマリヤを通してイエスを誘

惑したでしょう。しかし、すでにイエスはここで勝利

なさっていたのです。きっと彼女は美しかったでしょ

う。しかし、イエスは自己を満たすという誘惑、また

肉欲を克服されたのです。 

それは、私たちとどんな関係があるのでしょう？荒

野において、イエスは情欲にも勝利されました。もし、

あなたが情欲の問題で悩んでいるなら、あなた自身

のためにイエスの勝利を主張するのです。 

では、「わたしの名によって」という言葉の意味を

考えてみましょう。マルコ 16:17 に「わたしの名で悪

霊を追い出せ」と言われました。イエスが十字架で

悪魔を征服されたことによって、彼は、私たちにイエ

スの名によって悪魔を追い出す資格と権威をお不

えになったのです。もし、あなたが、偽りを言うくせが

あるなら、怒りっぽい性格を持っているなら、憎しみ、

情欲の問題があるなら、イエスのもとに持っていくの

です。そして「イエスの名によってサタンよ去れ」と

言うのです。 

 物欲はどうでしょう？貪欲、この世の物を集める

という我欲は悪魔の製品と思いますか？悪魔は荒
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野でこの点においても誘惑しました。彼は、もしも、

イエスが彼の前にひれ伏すなら、この世のすべての

王国をあげようと提供しました。サタンは、今日の

人々に同じことをしています。物欲を通して彼の製

品を買って、彼にひれ伏しています。 

恐れもまた悪魔のおそろしい製品です。彼は、あ

りとあらゆる種類の恐れを提供してきます。恐れとい

うのは、麻痺させる働きをします。今日多くの人々が

パニックにおそわれています。理由は分からないの

です。15 年前のことですが、ある人が私たちのとこ

ろにやってきました。鉄道の電気技師でした。やが

て大変なパニックに襲われることになり、一人で働

けなくなり、とうとう奥さんが一日中彼の側にいなけ

ればならなくなりました。イエスは、ゲッセマネの園

で、もう出ることの出来ない地獄の窮地に追い込ま

れたとき、血の汗を流されるほどでした。しかし、恐

れを克服されました。 

その他にイエスはどんな悪魔のわざを克服され

たでしょうか？彼は「高慢、誇り」を克服されました。

世界は今日、表面的な誇りに追い込まれています。

うわべ、見かけの誇り、仕事上の地位の誇り、教会

役員の地位の誇り….。これらは疑いもなくサタンか

ら来るもので、聖書はサタンの高慢について次のよ

うに言っています：「あなたは自分の美しさのために

心高ぶり」と。イエスは、3 回も高慢を克服されまし

た。どのようになさったかをみて見ましょう。 

まず、汚い悪臭のある家畜小屋で誕生されたと

き、誇りを克服されました。彼は、宇宙の創造者で

あり、王であられました。その方が粗末な家畜小屋

でお生まれになったのです！ 

次に、二階座敶で自らタオルを取り、水を入れた

バケツを取り、弟子たちの汚れた足を洗われたので

す！天の偉大な大君が、弟子たちの汚れた足を洗う

ために腰をかがめられるとは、何というへりくだりでし

ょう！ 

3 回目に誇りを克服されたときは、十字架におい

てでした。画家や彫刻家は、彼が腰に布を巻いて

いるように表現しているのは、とんでもないことです。

ヘブル書 1２章を見てみましょう。 

ヘブル 12:2 です：「彼は、自分の前におかれて

いる喜びのゆえに、恥をもいとわないで十字架を忍

び、神の御座の右に座するに至ったのである。」 あ

ざける群衆の前に見世物として裸で木にかけられる

ことほど、侮辱的で恥をかかせることはあるでしょう

か？イエスはそうされたのです。高慢の誘惑に遭っ

たとき私は、サタンに十字架のイエスの勝利を主張

します。あなたは誇りという問題を持っていますか？  

十字架上のイエスの勝利をサタンに突きつけなさい。

サタンは、このことを聞くのを嫌います。誇り、なんと

いやなものでしょう。 

また、イエスは、「拒絶」にも勝利されました。拒

絶されて悩んでいる人を知っていますか。人々のた

めに祈ってあげる時によく出くわす問題です。親に、

兄弟に、上司に、妻に、また学校で友達に拒絶され

る。挙げればきりがありません。拒絶されるのはつら

いことです。多くの場合、そのことによって子供は愛

を感じられなくなります。それはイエスの力ある名で

打ち壊すことが出来ます。 

では十字架の場面に行って見ましょう。そこでの

もう二つの勝利を考えて見ましょう。イエスが「わた

しは渇く」と叫ばれたとき、ある人が酢を提供しまし

た。このつらいときにそうすることは、親切の行為で

あったと言うかもしれません。「Vinegar」の最初の

「Vin」は「苦いまたは、酸っぱい」という意味で、言

葉の後半の「egar」は、ぶどう酒を意味します。聖書

のこれは「苦い、酸っぱいぶどう酒」という意味です。

このように訳されている聖書がたくさんあります。で

すから、鎮痛剤としてイエスに提供されたのはアル

コール飲料であったのです。このアルコール飲料に

勝利なさったとき、それは各時代のすべてのアルコ

ール依存症患者のためだったのです。もし酒の問

題があるなら、あなたは、十字架で勝利されたイエ

スの勝利を主張してください。 

また他の人々は、聖書で言う「bitter gall 苦い汁」

を提供しました。調べると、これは、麻酔薬のような

薬であることが分かります。イエスがこの每薬を拒ま

れたとき、彼は、各時代の麻薬に苦しむ人々のため

に勝利なさったのです。あなたが麻薬の問題で悩ん

でおられるなら、十字架でイエスが勝利なさったこと

を主張してください。 

十字架とは何だったのでしょう？この質問には多く

の答えがあります。私は、イエスのお体への悪魔的

攻撃であったと信じます。サタンは、もしイエスの体

に触ることが出来さえしたら彼は戦いにおいて勝利

すると考えたのです。彼はイエスの生涯でイエスの

肉体を絶えず攻撃しましたが、できませんでした。

イエスがどうなさったか、ルカ 22：52,53 を見てみま

しょう。 

この聖句はイエスが誮に語っているのですか？

「それから、自分にむかって来る祭司長、宮守がし
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ら、長老たちに対して言われた(教会の指導者たち)、

『あなたがたは、強盗にむかうように剣や棒を持って

出てきたのか。毎日あなたがたと一緒に宮にいた時

には、わたしに手をかけなかった。だが、今はあなた

がたの時、また、やみの支配の時である』」。イエス

は、暗黒の君の攻撃にその身をゆだねたのです。

悪はイエスに肉体的な痛みを不えると狂喜しました。

彼は、私たちに肉体的な苦痛を起こさせるのを喜び

ます。十字架で悪魔は何をしようとしていたと思い

ますか。私はこの時、他世界は悪魔も悪霊も丌在に

なったと思います。彼らは全部十字架に集結してい

ました。この時は、愛の王国を苦いものとする最後

のチャンスでした。全員集合していました。ありとあ

らゆる嘲笑と拷問をもってイエスを苦しめたに違いあ

りません。「あなたの手を見なさいよ、打たれた釘が

見えるか。釘付けされた足を見なよ。いばらの冠の

痛みを感じるか？お前が彼らのために死のうとしてい

るのに、奴らはこんなことをやっているんだよ。彼らは

犬ども、裏切り者どもなんだよ。彼らのために死ぬ価

値なんかないんだ。十字架から下りて来なよ。そん

な苦痛を耐えることなんかないよ。彼らに何の価値

があるか。」きっと悪魔は荒野でイエスに提供した

同じものを提供したに違いありません。「わたしにひ

れ伏しさえすれば、世界の王国をお前にあげよう。

十字架で死ぬ必要はないんだよ。」 

悪魔とその使いたちは、憎しみと根本的な問題

の上にイエスが崩れ落ちるであろうと期待していま

した。彼らは、イエスの表情を注意深く見つめてい

たに違いありません。もし、イエスの目に、あるいは

唇に、一瞬の怒り、憎しみを示すものを見ることが

出来たら、彼らは勝利するのでありました。もしそん

なことがあったら、イエスの品性は、サタンの品性の

ようになるはずでした。愛の王国は、苦いものとなり、

私たちはみんな失われるのでした。しかし、イエスは、

過去を全部ご覧になり、攻撃する背後に働いている

悪の勢力をごらんになりました。そして「父よ、彼らを

ゆるしてください。彼らは何をしているか分からない

からです」と言われたのです。私は、今日、申し上

げたい。私たちも何をしているか分からないでいるの

です。 

 では、十字架とは何だったのでしょう？それは愛

の王国と憎しみの王国との大争闘であったのです。

悪魔にとっては、それは愛の王国を苦いものにする、

また彼が勝利する最後のチャンスであったのです。

私は彼に何回もそのことを言います。彼はこのことを

聞くのを好みません。 

もしあなたが、怒り、恨み、憎しみ、肉欲、麻薬、

アルコール、あるいはどんな問題であろうと、悩みが

あるならイエスの勝利をあなたの勝利として主張し

なさい。私のイエス様について話しましょう： 

• 彼は、持ち上げて欲しい時の腕です。 

• 彼は、養って欲しい時の命のパンです。 

• 彼は、あなたが相談を必要とする時のカウ  
 ンセラーです。 

• 彼は、誇りや、情欲や、拒絶や憎しみや、 
 怒りや、意気消沈や、自殺したい思いや、
 ストレスや、偽りの舌や、うわさや、ア
 ルコール依存症や、麻薬や、あるいはど
 んな問題からも解放することの出来る
 偉大な救出者です。 

• 彼は、父のいない者の父です。 

• 彼は、友が欲しい時の友です。 

• 彼は、血によって負債を払ってくださった
 救い主、あがない主です。 

• 彼は、唯一の巨匠です、マスターです。 

• 彼は、あなたのために犠牲となられた小羊
 です。 

• 彼は、希望なき者の希望です。 

• 彼は、罪によって暗くなった者の光です。 

• 彼は、あなたの力のししです。 

• 彼は、あなたの悲しみを知って理解なさる
 お方です。 

• 彼は、いやしを必要とするときの癒し主で
 す。 

• 彼は、人生の大混乱にある者の平和の君で
 す。 

• 彼は、みじめな者の喜びです。 

• 彼は、失われた羊の良き羊飼いです。 

• 彼は、人生の良き香りを必要とする時のシ
 ャロンのばらです。 

• 彼は、愛されない者の愛です。 

• 彼は、孤独な者のなぐさめです。 

• 彼は、敵にあたるときのみ言葉のつるぎで
 す。 

• 彼は、悪魔がいじけさせるときの力ある神
 です。 

• 彼は、王の王、主の主です。  

 

閉じる前に、貴方のために、私のために、十字架

で流された血について考えていただきたいのです。 

•  イエスの額、いばらの冠をかぶせられた頭
 から流れ出た血は、私たちが持つべきで
 はないすべての思いがゆるされるため
 に流されたものでした。 

• つばきされたみ顔、ひげを引っ張られたあ
 ご、平手で打たれた唇から流れ出た血は、
 語ってはならなかったすべての言葉を
 ゆるすためでした。 

• イエスの釘打たれたみ手から流れ出た血は、
 なすべきでなかった、すべてのことをゆ
 るすためでした。 

• イエスのわき腹から流れ出た血は、持つべ
 きではなかった、私たちから出てくるす
 べての感情(怒り、憎しみ、欲情､意気消
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 沈など)をゆるすためでした。 

• イエスのみ足から流れ出た血は、行くべき
 でなかったところに行ってしまったす
 べてのことをゆる • 鞭打たれたイエスの
 背から流れ出た血は、私たちのすべての
 重荷を負ってくださるためでした。 

 覚えていましょう。イエスが来られたのは、虜に

なっているものを解放するためであったことを！ 

 助けてくださいとお願いするだけでいいのです。      

■

 

 

 

 

 

 

序論： 

違法建築、耐震強度偽装事件がトップニュース

で大問題になっている。震度 5で倒壊する恐れがあ

るとされる出来損ない物件が続出している。もしこの

状態で地震が起こったら、何千人の生命が犠牲に

なることは明らかであるとして、政府は、設計・建

設・販売に携わった関係者の連帯責任追及に汲々

としている。手抜き工事をして鉄筋の太さ 3２ミリを２

5 ミリにしたり、本数を減らしたりして大もうけしてい

る会社があるかと思うと、何千万円もつぎこんで買

ったマンションの住居者たちが、移転に悩んでいる。

営業停止に追い込まれたホテルもある。とうとう、

「もう無理です」などと書いたメモを残して自殺をす

る建築士もいると報道された。 

そのため、建築検査の強化を政府に訴えてい

る。 

大いなる震いがやってくる。容赦なく吹きまくる嵐、

再臨信徒の信仰を試す最後のテストが間もなくやっ

てくる。我々の耐震度はいかに？ 

我々は生ける神の宮、聖所である。聖所は清めら

れ、再び神の住まいとなるために、イエスは天の至

聖所で最後のあがないの働きをなさっている。品性

建設の完成にすべてがかかっている。 

本誌では、我々が来るべき品性の家の検査に耐

えられるか、我々の｢耐震品性建設｣は順調にいって

いるかについて考えてみたい。 

手抜き工事はないか。 

台湾の地震で家屋が倒壊した時に、明らかにさ

れたことがあった。なんと、ブロックの間にセメントを

節約するために空き缶などが詰められていたという

ことがあった。 

我々の品性建設に手抜き工事はないだろうか？

土台作りはどうだろうか？ 

 

１． 土台と材料 

主イエスは、品性建設の事を家の建築に喩えら

れた。 

子供の歌を覚えているだろうか：マタイ
7:24-27 

 

｢賢い人が家を建てた 

岩の上に家を建てた 岩の上に家を建てた 

雨が降ってきた 

雨が降り水が増し 雨が降り水が増し 

雨が降りみずあふれ その家は大丈夫
．．．．．．．

！ 

 

おろかな人も家を建てた 

砂の上に家を建てた 砂の上に家を建てた 

雨が降ってきた 

雨が降り水が増し 雨が降り水が増し 

雨が降り水あふれ  その家はペッチャンコ！｣ 

 

我々が震われない強い品性の家を建てているか

どうか、外観では分からないものである。立派に見

えるかもしれない。しかし、どれほど堅固に作られて

いるかは、地震や嵐が起こったときに明らかになる。 

我々の品性が明らかにされるのは、いつであろう

か？ 

実物教訓 388、389 ｢品性がわかるのは、

危機においてである。『さあ花婿だ、迎

えに出なさい』との熱心な叫びが声高々

と真夜中にあがって、眠っていたおとめ

たちが目をさましたときに、だれがその

ときのための用意をしていたかがわかる。

両方とも丌意におそわれたのであったが、

一方には、非常の場合の用意があって、
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他方にはその用意がなかったのである。

そのように、今日でも、何か急に予期し

ない災害とか何か死に当面するようなで

きごとの時に、神の約束に真の信仰をお

いているかどうかがわかるのである。ま

た、魂が、恵みにささえられているかど

うかがわかる。 

恵みの時の終わりに、最後の大きなテス

トが来るのであるが、その時では、魂の

必要を満たすのにはおそすぎる。」 

第一コリント 3:9－18 を読んでみよう： 

｢わたしたちは……神の建物である。神か

ら賜わった恵みによって、わたしは熟練

した建築師のように、土台をすえた。そ

して他の人がその上に家を建てるのであ

る。しかし、どういうふうに建てるか、

それぞれ気をつけるがよい。なぜなら、

すでにすえられている土台以外のものを

すえることは、だれにもできない。そし

て、この土台はイエス・キリストである。

この土台の上に、だれかが金、銀、宝石、

木、草、または、わらを用いて建てるな

らば、それぞれの仕事は、はっきりとわ

かってくる。すなわち、かの日は火の中

に現れて、それを明らかにし、またその

火は、それぞれの仕事がどんなものであ

るかを、ためすであろう。もしある人の

建てた仕事がそのまま残れば、その人は

報酬を受ける…….。 

あなたがたは神の宮であって、神の御霊

が自分のうちに宿っていることを知らな

いのか。 

もし人が、神の宮を破壊するなら、神は

その人を滅ぼすであろう。なぜなら、神

の宮は聖なるものであり、そして、あな

たがたはその宮なのだからである。だれ

も自分を欺いてはならない。」 

◆土台はイエス･キリストである。 

多くのクリスチャンはそう思っている。みんな自分

はキリストを信じ拝んでいると思うだろう。しかし、土

台はキリストであるという事は、どういうことだろうか。

パウロは小アジア伝道で二度と会えない信者同胞

に、どんな告別の言葉を残したであろうか。 

使徒行伝 20:32 にこう書いてある： 

｢今わたしは、主とその恵みの言とに、あ

なたがたをゆだねる。御言には、あなた

がたの徳をたて、聖別されたすべての

人々と共に、御国をつがせる力がある。｣ 

しかり、主イエスとその恵みのみ言葉である。｢わ

たしは真理であり、命である｣と言われた方は、「私

の語った言葉は真理であり、命である」ともおっしゃ

った。我々は、真理である聖書以外の何ものにも信

仰を据えてはならない。 

◆ 材料は天から提供される霊感の書、聖書と

証の書を用いることである。 

大争闘下 360：｢しかし神はこの地上に、

聖書、そしてただ聖書だけをすべての教

理の基準、すべての改革の基礎として保

持する一つの民を、お持ちになるであろ

う。学識者の意見、科学の推論、教会会

議の定めた信条や決議 (これらは、教会の

数が多くてその主張も違うように、おび

ただしい数にのぼって内容も千差万別で

ある)、大衆の声、―これらのうちの一つ

であれ全部であれ、それをもって信仰上

の事柄に関する賛否の根拠と見なしては

ならない。どんな教理や戒めでも、それ

を受け入れる前に、『主はこう言われる』

という明日な事実をその裏づけとして要

求すべきである。｣ 

しかし、現实はどうであろうか。続けて 361ページ

を読もう: 

｢サタンはいつも、神の代わりに人間に注

意を向けさせようと努力している。彼は、

人々が自分で聖書を探って自分の義務を

学ばないで、監督や牧師や神学者を案内

者とするように導く。そうするときに、

サタンはこれらの指導者たちの心を支配

することによって、大衆を意のままに感

化することができるのである。｣ 

大争闘下 358には次のように書かれている: 

｢神の戒めのすべてに従おうと努力する

者は、反対と嘲笑に会うであろう。彼ら

は神のうちにあるときにのみ立つことが

できる。彼らは目の前にある試練に耐え

るためには、み言葉の中に示されている

神のみこころを理解しなければならない。

彼らは、神のご品性、統治、御目的につ

いて正しい理解を持ち、それに従って行
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動するときにのみ、神をあがめることが

できる。聖書の真理によって心を堅固に

した人たち以外には、だれも最後の大争

闘に耐え抜くことはできない。わたしは

人に従うより神に従うべきかという鋭い

質問が、一人一人に臨むであろう。その

決定の時は今目の前に迫っている。われ

われの足は、変わることのない神のみ言

葉という岩の上に、しっかり立っている

だろうか。われわれは、神の戒めとイエ

スを信じる信仰をとりでとして、堅く立

つ用意ができているだろうか。｣ 

 

２．建築検査－品性の検査  

黙示録 11：１を読もう: 

｢それから、わたしはつえのような測りざ

おを不えられて、こう命じられた、「さ

あ立って、神の聖所と祭壇と、そこで礼

拝している人々とを、測りなさい。」 

これはどういう意味であろうか？ 

証の書の注解を読もう： 

スタディバイブル新 582 ｢神の教会を測

る―大審判が開かれていて、それはしば

らく前から続いている。主は今、聖所と

そこで礼拝している人々を測りなさいと

言われる。あなたが仕事で道を歩いてい

る時、神があなたを測っておられること

を覚えなさい。あなたが家事に従事して

いる時も、誮かと会話している時にも、

神はあなたを測っておられるのである。

芸術家によって、みがかれた感光板の上

に顔が再現されるように、あなたの言葉

や行動が天の書に写されていることを覚

えなさい。… 

最後の日に立つことができる者を調べる

ために、聖所とそこで礼拝している人々

を測る継続的な働きがここにある。固く

立つ人々は、我々の主と救い主イエス･キ

リストの王国に確実に入るのである。

我々が働く時、我々の精神を見守ってい

るお方がおられることを覚えなさい。

我々は救い主を我々の日常生活に、また

通常の働きや家庭の働きの中に迎えよう

ではないか。その時、我々は神のみ名に

より、必要ではないもの、すべてのうわ

さ話や無益な訪問など、すべてのものを

置き去りにして、生ける神のしもべとし

て自分を捧げたいと願うのである（MS 4, 

1888 年）。」 

天使は、間もなく直面するさばきの日のために忠

实に正確に記録をとっている。 

CT 489「日毎に、あなたはこの世にも永

遠の世にも品性を建設していることを覚

えなさい。品性建設に関する聖書の教え

は非常にはっきりしている。『あなたの

することはすべて、言葉に    よる

とわざによるとを問わず、いっさい主イ

エスの名によってなしなさい。』コロサ

イ 3：17」 

GW92 ､451「我々は生涯の記録に出会うこ

と、我々は永遠のために品性を建設して

いることを、いつも考えていなければな

らない。」 

最後のさばきが来る前に、主は品性の耐震強度

を試しておられる。 

品性の耐震度テストの例： 

聖書の中に品性のテストに成功した人、失敗した

人を見てみよう: 

アダムは、完全な環境であったがテストに失敗し

た。しかし、不えられた恩恵期間中に悔いて品性建

設をやり直した。 

ヨセフは、敬神深い親のもとで品性を立派に建設

していった。兄弟たちにエジプトに売られて、ポテパ

ルの家で召使として働いた。麗しい青年ヨセフに姦

淫の誘惑が襲ってきた時、彼の品性は崩れなかっ

た。 

モーセは、敬神深い親のもとで最も大事な幼尐

期に土台が据えられた。40年のミデアンの荒野でも

品性建設を続けた。そして同胞と苦しみを共にする

こと 40 年、波乱万丈の中で实に立派な品性を築い

ていった。しかし一度かんしゃくを起こしてカナンに

は入れなかったが、すぐ死から甦らされ、死んで後

主を迎える者の型となって天にあげられた。 

サムソンは、デリラの情欲の誘惑に崩れ落ちた。 

ダビデは、幼い頃から神が共におられ野獣に勝

利、戦いに勝利を続けたが、王になって油断してい

たときに、情欲の攻撃に崩れ落ちた。しかし、彼は

悔い改め、品性の家を建て直して、立派で謙遜な
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王になっていく。 

ソロモンは、幼い頃から神に愛され、ソロモンの栄

華と賛えられるほどになったが、情欲と物欲の誘惑

に崩れてしまう。 

我らのイエスは、誮も受けたことのない猛攻撃を

サタンから受ける。特に 40日の荒野の試練、ゲッセ

マネの試練、そしてクライマックスは十字架の苦し

み！死に至るまで、しかも十字架の死に至るまで自

分を空しくされ、自分のために生きるということに勝

利なさった。全人類の罪が覆いかぶさったが、彼の

品性は崩れなかった。私のため、あなたのために！ 

弟子たちも、そのみ足跡に従った。私たちと同じ

性情の持ち主たちであったが、強い品性の家を築い

ていった。ペテロは、大きく崩れ落ちて後、イエスを

仰いでイエスのようになっていった。殉教したときは、

さかさまに十字架につけてくれと言えるほど強い品

性の持ち主になった。ステパノは頭上に石が飛び交

う中で、父よ、彼らに罪を負わせないでくださいと祈

れる人だった。パウロは彼の美しい死に様を見せら

れ、イエスの弟子になるきっかけとなった。パウロの

偉大な証は新約聖書に満ちている。 

宗教改革者たちはどうだったか。チンデルの体は

火あぶりにあったが、その品性は焼け崩れなかっ

た。 

第三天使を信じる我々はどうだろうか？大争闘下

378 頁に最後のテストの時、嵐で多くの者が信仰を

捨てて崩れ落ちることが警告されている。｢大部分｣

である。神の独断ではない。ラオデキヤへの警告な

のである。ラオデキヤの全員を救いたいとの愛の警

告なのである！ 

 

３．青写真はイエスの品性。 

① 昔の幕屋、聖所は青写真である天の聖所に

従って注意深く造られた。 

ヘブル 8:5「山で示された型どおりに、注意して

そのいっさいを作りなさい」と言われたのである。出

エジプト 39､40章にかけて｢命じられたとおり｣という

言葉が 15回も出てくる。 

②．我々の品性の青写真、型、パターンはイエス

である。                                    

OHC 152 「聖霊は新たにされた魂を、型

なるイエス・キリストに一致させられま

す。聖霊の感化によって、神に対する敵

意は信仰と愛に変り、高慢な心はけんそ

んな心に変ります。魂は真理の美しさを

みとめ、美しい完全な品性の中にキリス

トがあがめられます。」 

型であるイエスを注意深く観察してそのとおりに

品性を築くのを助けられるのは聖霊である。1 コリン

ト 3:17 には栄光から栄光へと変えてくれると約束さ

れている。 ★大争闘下 140｢キリストの恵みと我々

の努力によって｣可能となる。 

RH, 1890年 10月 28日 ｢型であるイエス

の教えと品性を注意深く研究せよ。それ

は神のみ言葉をとおして我々に示されて

きた。｣  

四福音書にイエスの教えと品性のパターンがある。

幸いなことに、我々には詳しいイエスの品性が描写

されている「各時代の希望」という本がある。イエス

の生涯中の品性、すなわちその思いと感情を集め

て「型に従って」建設しよう。 

RH 1890 年 6 月 10 日 ｢キリストはアダ

ムの丌名誉な堕落を贖い、完全な服従と

いう品性を完成し、人類がその手本（型）

に真似るよう模範を残された。もし彼が

神の律法に関して一つの点でも失敗して

いたなら、完全な模範とはならなかった

であろう。なぜなら、アダムが失敗した

のも、たった一つの点においてであった

からである。｣ 

４．アピール： 

① まもなく徹底的に我々の信仰を試す日曜休

業令が来る。我々の永遠の運命を決定する、最後

のテストである。（スタディバイブル(新)585）生ける

神の印が押される時である。生ける者のさばきに移

る時である。その時に失敗して、建て直すことはで

きない。土俵に 立ったら一回きりの勝負である。し

かし、悔い改めと信仰によって法廷に自首する者た

ちにとっては、永遠の福音、良きおとずれなのであ

る(黙４:６)。その時、永遠に罪が除去され、新しい

麻布の衣を着せられ、二度とこの世の腐敗に汚され

ることがなくなり、誘惑者の計略から永遠に安全な

ものとして、完成のしるし、生ける神の印が押される。

全天の嘉納のしるしである！ 

② 品性の家が完成すると、イエスが迎えに

おいでになるのである。ヨハネ 14：2,3 にイエ

スは、我々のためにマンションを準備するために天

に行かれたことが書いてある。備えができたら、また
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我々を迎えにおいでになる。それは物質的な家であ

ろうか。そんなものは、み言葉で一瞬におつくりにな

ることができる。もっと深い意味があるに違いない。

イエスが我々のために朽ちない永遠の幕屋、住まい

を用意することと、この地上で神が住まれる家－品

性の家を我々も協力して完成させることとは平行し

なければならない。 

実物教訓 47「キリストの品性が完全にキ

リストの民に再現されたときに、彼らを

ご自分のところに迎えるために、主は来

られるのである。」 

③ 綿密に型であるイエスを調べ、青写真に   

従って品性建設を急ごう。イエスは我々の家が完

成したら、引っ越して住まれるのである。 

私の願い： 

詩篇 139：22,23「神よ、どうか、わたしを

探って、わが心を知り、わたしを試みて、

わがもろもろの思いを知ってください。

わたしに悪しき道のあるかないかを見て、

わたしをとこしえの道に導いてくださ

い。」 ■        金城重博 

 

法王制の最終時代 

黙示録 17：1－11 の研究 

Christian Heritage Foundation, CS © 2005 – Franklin S. Fowler Jr., M.D., Director 

クリスチャン・ヘリテッジ協会―フランクリン・S・ファウラーM.D主事 

 

 

我々は次のように教えられている：「サタンは、ダ

ニエル書とヨハネが書いた黙示録の預言的部分は、

理解することができないと多くの人々に思い込ませ

ている」（国と指導者・下巻・157ページ）。しかし、

神はダニエルに「賢い者は悟るでしょう」（ダニエル

12：10）と言われた。ヨハネは、「この預言の言葉を

朗読する者と、これを聞いて、その中に書かれてい

ることを守る者たちとは、さいわいである」（黙示録

1：3）と告げられた。これは、預言の真理が最後には

完全に理解されるであろうという明白な証拠である。

「この地上歴史の終末の場面に関する特別な真理

が明らかにされる時は、地上に住む最後の世代の

期間である」（教会への証・2 巻・692 ページ・英文）。

「ダニエルとヨハネの預言は理解されなければなら

ない」（E・G・ホワイト、SDA聖書注解・第七巻・949

ページ・英文）。 

うした招きに応じて我々は、黙示録 17章の更に

深い、より良い理解へと祈りつつ前進しよう。この章

に関して、過去の解釈はさまざまであった。しばしば、

この章は恩恵期間終了以後の七つの災害の時だと

する人もいるし、また紛らわしくも、幾世紀もの期間

にまたがるという歴史的な解釈をする人もいる。 

黙示録 17の事件は、七つの災害の時に起こるの

だろうか？それとも、七つの災害と関連した破滅へ

と導く淫婦の最後の歴史を示しているのだろうか？

この御使は、自分の鉢がどの災害をもたらすかとい

うことは明らかにしていない。そのことは重要ではな

いように思われる。御使は鉢を持っているがそれを

傾けて(注いで、欽定訳)はいないようである。 

 この章の新しい見解は、驚くべき終末の物語を

説明し、黙示録13章とぴったりとかみ合う事件の順

序を教えてくれる。13章の獣を見てみよう。「その頭

の一つが、死ぬほどの傷を受けたが、その致命的

な傷もなおってしまった。そこで、全地の人々は驚き

おそれて、その獣に従い」とあるが、その傷を受け

た獣の頭がなおった後にすごいことが起こる。これら
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の光景は、時の終わりに向かって漸進的に動いてい

く。新しい象徴が黙示録 17章に示されており、その

獣は女と結合して表されている。徍々に変化してき

た獣に注目しよう。そして淫婦にも注目しよう。我々

は、非常に興味深い、終わりの時の連続して起こる

段階的な預言を見ることが出来るのである。 

 

 第 1段階： 獣の一つの頭が致命的な傷を受け

  た（ある時点） 

 第 2段階： 休眠状態の獣 

 第 3段階： 傷が癒される―それから世界は、

  女と結合している獣に驚きおそれ

  て従う―そしてついに最後の滅亡

  へと導く最終的な出来事 

 

黙示録 13章は、ま

ず海から上って来た獣

について詳しく描写し

（1－10節）、それから

地から上って来る獣を

描写している。第二の

獣は二つの角を持った獣であるが（11－17節）、最

初の獣を支援する。 

黙示録 17章ではあの獣に戻

っている。まず、滅ぼす御使が

「ヨハネに、さあ来なさい、獣と

淫婦とその最後の滅亡に関す

る詳細を見せよう」と言っている。

それから、ヨハネは、淫婦があ

の獣に乗っているのを見せられ

るのである！世界は今まさに驚

きおそれてこの獣に従っている

状態である。我々は最後にはその淫婦によって世界

はそそのかされることを知っている。時が来れば、

地の王たちはこの獣に乗っている女と姦淫を行うで

あろう。地に住む人々は、この女の欺瞞のぶどう酒に

酔いしれるであろう。世界は、この獣と女の持つ何ら

かのだましごとで一致するのである。 

そして 18章になると、この淫婦と獣の滅亡が繰り

返され、ますます強く、明快に描かれている。これは、

善と悪の地上最後の戦いの描写であり、神とサタン

との最終的な戦いである。第七の災害（イエスの再

臨の時）という終わりに至るまでの、絵巻物のような

光景の描写である。13－19章は、すでに始まってい

る、地上の最終的な諸事件の最も鮮明な光景を提

供している。しかしそれ以上に、これらの章は、我々

が過ごしている今の時が、なぜ終わりの時であるの

かということも立証している！ 

｢黙示録においてヨハネは、地上の生ける

者たちが神の律法を無効にするために一

致することを書き表している［黙示録

17：13, 14、16：13 を引用］」（E・G・ホワ

イト、Manuscript Release #14・90 ページ・英文）。 

この章は、地上のあらゆる権力が倒れる直前に、

神とその民に敵対する権力が合同する時の預言で

ある。さあ、発見を始めよう。 

 

１節：それから、七つの鉢を持つ七人の御使

のひとりがきて、わたしに語って言った、「さ

あ、きなさい。多くの水の上にすわっている

大淫婦に対するさばきを、見せよう。」 

 

グレッグは黙示録 17章について、興味深いことを

言っている：   

｢バビロンの崩壊は 14：8 で発表され、16：

19 で説明されてはいるが、（黙示録の）

全く別の部分がそのあらすじをもっと徹

底的に述べている。17－19 章はバビロン

の崩壊を更に詳細に明らかにしている｣。

｢黙示録、四つの光景―並行注解｣（グレッグ編集

者、トーマス・ネルソン出版社、1997 年・英文） 

これらの章は、この地上の背教の歴史をクライマ

ックスにもっていく一連の諸事件のようであり、小羊

の婚姻に至っている。「多くの水の上にすわっている

大淫婦に対するさばきを見せよう」と御使が言った

時、彼女の滅亡の事について示唆している。背教し

た教会に一連の諸事件が起こり、最終的な滅亡に

至らせる。   

黙示録 14：8に、我々はバビロンのすさまじい背教

と世界への影響を見る。黙示録 16：19に、我々はバ

ビロンの背教のゆえにバビロンに対する神の最終的

な報復を見る。黙示録 17：1からは、御使は終末に

起こる事を詳細に描写している。 

淫婦：預言的に女は教会を象徴する。従って、こ

の女は淫婦、売春婦と言われているということは、

背教の、偽りの教会を意味する。この淫婦は巨大な

欺瞞の宗教組織である。この淫婦を説明するのに

多くの翻訳で、第 1節に「大」という言葉が用いられ
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ている。彼女は、大きく、広く知られた、欺瞞的な組

織を象徴している。キリスト教の世界で、どの欺瞞

的組織が他の全ての組織を上回っているだろうか？

それは、ローマ・カトリック教会に他ならない。なぜ

かと言うと、淫婦とは偽りのいわゆる「クリスチャン」

教会を意味するからである。それは、有名(悪評)と

巨大さで知られている教会、そして自らの偉大さを

堂々と誇示して、イエスの権威を横取りすることで

自慢している教会である。 

1節の後半に、この淫婦の権力と役割についても

う一つの手がかりがある。女は獣に乗ってはいるが、

また「多くの水」の上にもすわっている。この表現が

示唆していることは、この宗教組織が多くの民族や

国々に強力な影響を不え、支配することである。別

の言い方をすると、この教会はそのたそがれどきに

おいて世界の上に権力を持つということである。（そ

の水については 15節に説明している。） 

 

2 節：地の王たちはこの女と姦淫を行い、地

に住む人々はこの女の姦淫のぶどう酒に酔

いしれている」。 

 

ここでは、彼女がどんな活動をするかが明らかに

される。この反逆的宗教組織は世界の指導者たち

との丌法な関係を持ってきた。この宗教権力は世

界の指導者たちを引きつけるカリスマ性を持ってい

る。世界は、法王制度、特にローマ法王によって心

を奪われており、その指導力に驚きおそれて従って

いる（黙示録 13：3）。この光景は、その傷がなおった

後にやって来る。 

その獣の傷はいつ完全に癒されたのだろうか？そ

れは、1929年にムッソリーニ首相とローマの枢機卿

ガスパーリがラテラノ条約を結んだ時であった。この

条約は、ローマ法王を頭とする法王制のために、宗

教と政治に基づく合法的な国家を成立させた。 

従って、1929年以降、黙示録 17章と 13章の一

部にある歴史的な枠組みは出来ているようだ。この

ことは、この説明の中で詳しく述べて行くことにす

る。 

この節が、全世界的な影響力のある教会の権力

者として描いていることは興味深い。指導者たちや

政治的な権威者たちが法王制との密接な関係を

持ち、緊密に提携しているばかりでなく、世界中の

人々もまた欺かれているのである。彼らは、彼女のメ

ッセージや彼女の奇跡を働く力によって麻痺させら

れている（黙示録 13：13－14）。 

2節の終わりに、御使は、獣の第 2段階の光景を

示している。御使は、カトリック教会という巨大な偽

りの組織の最後の行動についてヨハネに説明する。

法王制のする事、言うことには、世界の指導者たち

と世界の住民たちとが催眠術をかけられたかのよう

に魅了される何かがあることを、このドラマは描いて

いる。これは大変なことだ。全世界がヴァチカンの

指揮に従うというのだ。この関係の中で、世界の全

ての指導者たちは共に、「姦淫を行い」、すなわち丌

法なことをして提携するであろう。ぶどう酒とは、偽

りの教理である。全世界の人々は、酒に酔わされた

ように、完全に魅了されるであろう。この時点で、御

使はヨハネを御霊に感じて荒野へと導くのである。

これは、この預言の新しい段階である。重要な問題

がここで明確になる。黙示録 13章のメッセージが補

強される。ここで、この丌法の権力の最後の歴史が

展開されている。 

3 節：御使は、わたしを御霊に感じたまま、

荒野へ連れて行った。わたしは、そこでひと

りの女が赤い獣に乗っているのを見た。その

獣は神を汚すかずかずの名でおおわれ、また、

それに七つの頭と十の角とがあった。 

この描写の移り変わりは重要である。御使は、悪

女についての序文から別なことに移っている。悪い

女は、荒野で七つの頭のある獣に乗っている。 

ヨハネは御霊に感じたまま、荒野へ連れて行かれ

る。ここでヨハネの注意は、御使のメッセージの主要

な目的であるこの光景に向けられる。荒野は、荒れ

果てた丌毛な場所を象徴している。12章の純潔な

女にとって、そこは隠れ場であった。しかし淫婦と法

王制にとっては、荒野は権威と礼拝の全制度を取り

巻く丌毛の地を象徴している。つまり法王制は、深

い霊的なもの永続的ものと

はほど遠い状態にある。そ

こは、荒れ果てて、霊的に

丌毛な状態ということであ

る。 

ここで初めて、ヨハネは

その女を見る。彼は次の節

で彼女について説明してい

る。何の上にこの偽りの礼

拝の組織（カトリック教会）

が乗っているだろうか。この章の説明によると、女は
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三つのものにすわっている、あるいは支配している。

水（1節）、七つの山（9節）、そしてこの 3節の獣で

ある。先に述べたように、水は人々の集まりを象徴し

ている（15節）。法王制は、ある預言的時代におい

て、世界の全ての人々を支配していた。七つの丘は

ローマを象徴している。これについては後に述べよう。

我々は、獣に関する理解を更に深めることが出来る

だろうか？ 

ここは、さまざまな注解者からさまざまな挑戦を受

けている箇所である。ほとんどの人々は、獣が支配

的な政治権力を象徴していると認めている。頭は、

指導者（誮か政府や権力の上に立つ者）を象徴し

ている。七つの頭を持った獣は預言の中にいくつか

出て来る。この獣を解釈するのにいくつかの方法が

ある。一つは、黙示録 17章の獣を黙示録 13章と同

じ獣として見、もしかしたら黙示録 12章の七つの頭

のあった獣と関係があるのではないかという解釈で

ある。別の解釈は、これらの獣は全く異なった権力

だと考えるものである。最後の解釈方法は、これら

の獣は同じ権力を象徴してはいるが、異なった時代

のものであるという見方である。有力となっている考

え方は、この獣についての歴史的な解釈を採用す

るというものである。しかし、後で述べるが、この解

釈は、明白な終末時代の預言のメッセージを締め

出してしまう。 

この章が展開されるに従って、黙示録 13章と 17

章の七つの頭を持つ獣が同じ権力、すなわち法王

制を象徴しているという見解が最善だということを

我々は発見するであろう。 

イザヤは、我々の「罪は緋の

ようであっても、雥のように白く

なる」（イザヤ 1：18）ことが出来

ると言っている。これは、我々の

罪が清められる―除去される

―、我々の罪が無くなるという事を意味している。赤

あるいは深紅は象徴的に、この色は何かで汚れて

いることを示している。その獣は、罪で汚れているの

である。その獣は罪を象徴しているとさえ言うことも

出来る。しかし、なぜこの獣は赤く、黙示録 13章の

獣は赤くないのであろうか？ 

この色にはもう一つの適用法がある。J・スチュア

ート・ラッセルは次のように書いた。「緋色はたいてい

帝国的威厳の象徴として知られている」。［『主の日：主

の再臨についての新約聖書の教理に関する重大な調査』（グランド

ラピッズ市：ベーカー・ブック・ハウス出版社、1887年、1983年報告・

英文）］。 

ヴァチカンは、帝国となった。1929年に初めて主

権国家となった。ヴァチカンは尊大、威厳を主張し、

罪で満ちていた。 

非常に重要なことが、この象徴の中に見い出され

る。女と獣は共にいるが、これらは別々の存在である。

政治権力である獣は、宗教権力である女とは異な

ったものである。ここで御使は、ローマ・カトリック教

会史上のある時を明らかにし始めている。それは、

法王制の教会と国家が、二つのはっきりとした独立

体ではあるが共に結合している時のことである。す

ると次のような質問が起こる。「過去においてこの分

離が明確に示されるようになった時点はあったのだ

ろうか？」再び私は「あった」と答える。それは、法王

制度が、別個の政治権力として活動するが、精力

的ではっきりした宗教団体を持つようになった歴史

上のある時でなければならない。それは、1929年に

そのことが起こった。ローマ法王ピウス 11世（最初

の近代主義者としての法王）は、独立した中立の主

権を有する権力者として、ローマ教皇庁の王となっ

た。 

ヴァチカン市国は独立国となり、そこにローマ教

皇庁が置かれ、その主権を行使することとなった。

また、ヴァチカンと世界の他の地域との間に、電話、

郵便、そして鉄道の連絡路などの開放されたコミュ

ニケーション手段を保有するという合意が保証され

た。イタリアはヴァチカン市内に鉄道の駅を建設す

ることになった。ラテラノ条約は、1929年 2月 11日

に、正式に調印された。こうしてヴァチカンは、歴史

上初めて、世界で最小（0.44平方キロメートル）の

独立国家となった。［ポール・ジョンソン、『法王制度』（バーン

ズ・アンド・ノーブル社、ウェイデンフェルド・アンド・ニコルソン、1997

年）、196ページ・英文］ 

今や、新たな時代が法王制度に訪れた。さまざ

まな国に大使が直ちに任命された。これほどの大使、

公使を送り出し、また送られている国は他にない。

法王制度は、独立教会国家となった。獣と女につい

ての御使の描写は、今や、新しい重要性を帯びて

いる。歴史は今や、この悪魔的な権力をこうした二

つの別々の存在として示している。1929年は、黙示

録 17章を理解することにおいて、非常に重要な預

言の時となっている。したがって、17章のこの御使

は 1929年以降の法王制を描写しているのである。 
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また 3節は、獣が七つの頭と十の角を持っている

ということも述べている。これら両方の意味について

は後の解説で触れることにしよう。しかし、ついでだ

から述べておくが、頭は指導者または支配する個

人を意味する。法王制の七人の異なった指導者が

いるのである。角は政治的あるいは支配的な権力、

または特定の国家の上にいる指導者を象徴する。

法王制と結合した十の角または十の独自の権力が

ある。何らかの方法で、これらの権力は、法王制の

意志を遂行する勢力として行動するのである。 

非常に重要なことは、深紅色の獣の至る所に何

が書かれているかである。いろいろな翻訳よると、神

に対する多くの冒涜が書かれていることが分かる。

神に対して反抗的な多くの発された言葉が、この動

物の一面に記録されている。法王制度のあらゆる部

分に、神に反抗的な行動のレッテルが繰り返しはら

れている。1929年以降の法王制度の、神に敵対す

る、教義、活動、そして言葉は恐ろしいほどだ。この

レッテルから、この獣は黙示録 13章の獣と同じ獣で

あるということが分かるのである！ 

4 節：この女は紫と赤の衣をまとい、金と宝

石と真珠とで身を飾り、憎むべきものと自分

の姦淫の汚れとで満ちている金の杯を手に

持ち 

この節は、この女についての我々の理解を更に深

めてくれる。彼女は、紫と緋色で身を装っている。こ

れは、王族、壮麗、尊大の象徴である。それは、黙

示録 19：7－8の小羊の妻となる女とは著しく対照的

である。その教会は、つつましやかで簡素な、混じり

物のない清くて白い亜麻布の服を着ている。興味

深いことに、純白の亜麻布は聖徒たちの正義を象

徴している（8節）。淫婦の緋色は罪で覆われている

ことを象徴し、紫は王族と権威の主張を象徴してい

る。「彼女が自ら高ぶり、ぜいたくをほしいままにし

た・・・彼女は心の中で『わたしは女王の位について

いる者であって、やもめではないのだから、悫しみを

知らない』と言っている」（黙示録 18：7）。 

金、宝石、そして真珠の装飾品は、彼女を外見

上魅力的にする。これらは、娼婦の魅惑的な容姿に

相当する物である。それはまた、諸聖堂やかずか

ずの儀式にあるぜいたくさの魅力と荘厳な外観によ

って、感覚が麻痺させられるカトリック教会を象徴す

る鋭い描写である。 

｢ローマ・カトリック教は、偽りに基づい

ているとはいえ、粗野で見苦しい欺瞞で

はない。カトリック教会の礼拝は、きわ

めて印象的な儀式である。その豪華で荘

厳な儀式は、人々の感覚を魅了し、理性

と良心の声を沈黙させるのである。目は

魅せられる。壮麗な教会堂、堂々たる行

列、金色の祭壇、宝石をちりばめた聖遺

物の箱、えりぬきの絵画、そして、精巧

な彫刻などが、美を愛する心を魅了する。

耳もまた恍惚とさせられる。その音楽は

絶妙無比である。オルガンの豊かな音色

が、聖歌隊の多くの歌声と相和して、大

聖堂の高い円天井と円柱の立ち並ぶ通廊

に響き渡り、人々の心に畏敬と尊崇の念

を起こさずにはいないのである｣。（各時

代の大争闘・下巻・322－323） 

女の手にある金の杯は、他を酔わせる偽りの教理

である。聖書には、その杯は憎むべきものと自分の

姦淫の汚れとで満ちていると書かれている。この女、

すなわち礼拝される法王制度（ローマ・カトリック教

会）は、真理と福音の純粋さを利益のために売り、

卑しめ、価値を低下させ、そして混ぜものによって

その純度を落とした。彼女の杯は、汚れた偽りの教

理で満ちている。持ち上げられている杯は、セレブ

レーション(祝典)という形態のものである。この女は、

偽りに敬意を払う。彼女は、律法を変える自分の力

を見せびらかす。そして神に対して憎むべきものと

なるのである。 

5 節：その額には、一つの名がしるされてい

た。それは奥義であって、「大いなるバビロ

ン、淫婦どもと地の憎むべきものらとの母」

というのであった。 

 “And upon her forehead [was] a name written, 

MYSTERY, BABYLON THE GREAT
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

, THE 

MOTHER OF HARLOTS AND BOMINATIONS 

OF THE EARTH.” 

欽定訳。直訳「奥義、大いなるバビロン、淫婦ど

もと地の憎むべきものらとの母」この女が象徴してい

るもののタイトル(肩書き)であり、彼女の職務上の

(タイトル)肩書きなのである。四つある。｢奥義、大い

なるバビロン、淫婦らの母、地の憎むべきものらの

母｣。 

この女は淫婦どもの母である。彼女には子供たち

がいる。何者かが彼女から生れ出たのである。彼女

には、彼女のような子供たちがいる。その子供たち

は女、すなわち他の諸教会である。彼女たちもまた
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淫婦であり、混ぜものによって真理の純度を落と

す。 

ベネディクト 13世は、1725年のヨベルの年(大赦

の年)の宣言の中で、この事を十分に説明した。彼

の言葉は次の通りである。 

「この普遍的で使徒伝承のローマ・カト

リック教会は世界の頭であり、全ての信

者の母であり、神の忠実な解説者であり、

そしてあらゆる諸教会の女王である」。 

引用：スティーブ・グレッグ編集、『黙示録、四つの光景―並行注

解』（テネシー州ナッシュビル市、トーマス・ネルソン出版社、

1997 年）・402ページ・英文（強調付加） 

 

最も魅了的なことは、法王制は「全ての信者の

母」、「あらゆる諸教会の女王」であるという主張で

ある。ヨハネ・パウロ 2世のプロテスタント世界に対

する訴えは、「家に帰れ」であった。 

「今日の教会の壮麗な飾り衣装、特にローマ・カト

リック教会やギリシャ正教会の高官たちの飾り衣装

を知っている者にとって、女が紫と緋色の衣をまとい、

金と宝石と真珠とで身を飾っているという描写は、

まったく見慣れたものである。バビロンの非道な者た

ちと異教の儀式がいつの間にか初代教会に忍び込

んできた。そしてこうしたものが、ローマ・カトリック

教会に入り込んで、それがカトリック教会を堕落さ

せた主な原因となった。しかし、中世時代にプロテ

スタント教会は、自らをローマ・カトリック教会から切

り離した」。（ジョン・ウォルヴォード、『イエス・キリスト

の啓示』、イリノイ州シカゴ市：ムーディー出版社、

1996年・英文） 

プロテスタント世界において、次のような発言は

珍しいものではない： 

「ローマ教会は淫婦であるという結論か

ら逃れるのは困難であるが、これが描写

の全体でない。なぜなら、背教の教会は

ローマ教会だけではないからである。そ

れは、母と家族関係にある他の団体をも

含むのである」。 

（チャールズ・コールドウェル・ライリー、『黙示録』

イリノイ州シカゴ市：ムーディー出版社、1968 年・英

文） 

 

 ｢淫婦どもの母｣という短い表現は、黙示録 17章

の預言がいつ適用されるかということに関して強力

なヒントを不えている。プロテスタント教会が法王制

度から離れたとき、彼らは淫婦ではなかった。彼ら

は、神のみ言葉からの指示と交わりを見い出そうと

求めていた神の民の一部であった。カトリック教会

は、宗教改革の純粋な目的が混ぜものによってそ

の純度を落とし汚されるまでは、背教の教会の母と

はならないのであった。法王ピウス 11世は、1922年

に政権を握った。彼は政治家であり、また宗教的な

指導者でもあった。彼はエキュメニカル運動の先導

にカトリック教会が参加することを禁じたにもかかわ

らず、東方典礼教会とのつながりを助長した。一方、

1925年にストックホルムにおいて、「人生と働き」と

呼ばれた、エキュメニカル運動の重要な会議がも

たれた。この会議は、これに続いた全てのエキュメ

ニカル運動の働きに勢いを付けた。この会議によっ

て、プロテスタント諸教会が宗教改革の教理的な

遺産の妥協を始めたのである。従って、黙示録 17

章の預言は、1925年、すなわち淫婦の子供たちも

また淫婦になった時以降に始まる終末時代の預言

なのである。  

額の肩書きは、はじめに「大いなるバビロン」と書

いてある。バビロンは、バベルの塔のバベルに由来

していて、もともと、「神の門」という意味がある。 

｢淫婦バビロンは自分自身を神の門、しか

も、唯一の神の門と考えている。『エク

ストラ・エクレシアム・ノン・サルス・

エスト』、すなわち『［ローマ］教会の

外には救いは無い』という教理は、幾世

紀にもわたってローマ・カトリック教会

公式のものであった｣。 

（C・マービン・マックスウェル、『神は親身になって

思いやって下さる』、第 2 巻（黙示録編）、アイダホ

州ボイジィ市、パシフィック・プレス出版協会、1985

年、460 ページ・英文） 

 

｢バビロンが倒れたことを宣言する黙示

録 14 章のメッセージは、かつては純潔で

あったが腐敗するに至った宗教団体に適

用されねばならない。このメッセージは

審判の警告に続くものであるから、最後

の時代に発せられるものでなければなら

ない。したがって、これは、ローマ・カ

トリック教会だけに当てはまるものでは

ない。なぜならば、この教会は、幾世紀

にわたって倒れた状態にあったからであ

る。さらに、黙示録１８章では、神の民

はバビロンから離れ去れと呼びかけられ

ている。この聖句によれば、多くの神の
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民がまだバビロンにいなければならない。

今、キリストに従うものの大部分は、ど

の宗教団体に属しているであろうか。言

うまでもなく、プロテスタント各派の諸

教会である。これらの諸教会は、その出

現の当初にあっては神と真理のために崇

高な態度をとり、神の祝福にあずかった。

丌信仰な世の人々でさえ、福音の原則を

信じることに伴う恵みを認めずにはおら

れなかった｣（各時代の大争闘・下巻・84

ページ）。 

神のためのあの崇高な態度は、いつ、神に敵対

する態度に変わったのだろうか？プロテスタント諸教

会もバビロンというこの適用は終末時代でなければ

ならない。 

6 節：わたしは、この女が聖徒の血とイエス

の証人（殉教者）の血に酔いしれているのを

見た。この女を見た時、わたしは非常に驚き

あやしんだ。 

聖徒の死の責任は教会にある。これは、とても重

大なことであり、教会は、イエスのためにあかしをし

た者たちを殺す力で酔っている。 

デイブ・ハントは、彼の挑発的な著書『女、獣に乗

る』の中で次のようなコメントを述べている： 

｢『この聖務聖省（異端審問所）の恐ろし

い運営は、…激しい殺りくの場において

30 万人以上の犠牲者と張り合うことによ

って、スペインの力を弱め、人口を減尐

させた』。 

（ファン・アントニオ・リョレンテ、スペイン異端審

問所書記官）、242 ページ、1790－1792 年・英文｣ 

｢法王に心からの忠誠を尽くさないこと

は、死の処罰に値する、国家に対する反

逆と見なされた。これが数百万の大虐殺

の理由であった｣。（243 ページ・英文） 

｢この女の手が血で赤くなっているだけ

でなく、彼女が殉教者の血に酔いしれて

いることを覚えよ。彼女の状態は、ただ

殺害する教会だけにとどまらず、数日間、

あるいは数週間でも哀れな犠牲者たちを

拷問する教会を描写している｣。（249 ペ

ージ・英文） 

｢オランダのカトリック異端審問所は、キ
リストに対する個人的な信仰を持つに至
り、バプテスマを受けた何万という人々
を火刑柱で火あぶりに処した｣。 

（デイブ・ハント、『女、獣に乗る』［ハーベスト・

ハウス出版社、オレゴン州ユージーン市、1994 年］、

258 ページ・英文） 

ハントの言った通りである。カトリック教会は、拷

問することによってイエスのために虐殺された幾百

万人の血に酔いしれていた。 

｢ローマ・カトリック教会は、異教とキリ

スト教との形式を結合したものであり、

異教と同じに神のご品性をまちがって伝

え、異教におとらないほど残酷でいまわ

しい慣習を用いてきた。ローマ法王の至

上権時代には、教会の教理に対する同意

を強制するために拷問の道具があった。

教会の主張に譲歩しない者のためには火

刑柱があった。審判においてはっきりさ

せられるまでは決してわからないほどの

規模の虐殺があった。教会の高僧たちは、

彼らの主人であるサタンの下で、その犠

牲者に死を不えることなく最大の苦痛を

不える方法を発明しようと苦心した。多

くの場合、恐ろしい拷問は、人間の耐久

力の限界までくり返された。そして犠牲

者は力がつき果てて、死を快い解放とし

て喜んで迎えるのであった」（各時代の

大争闘・下巻・326 ページ）。 

これらの見るも悫惨な光景は、淫婦の罪の歴史

的な勝利を实際に示している。しかし、それは暗黒

時代に起こったことであった。この章は終末時代で

ある。こうした同じ迫害は再び訪れるであろう。 

ヨハネは、このぞっとする光景の恐ろしい性質と

淫婦が象徴した事に関してある感受性を持ってい

た。リビング・バイブルには、独特だが、おそらく正

確な、この弟子の心情が書いてある。「私はぞっと

する思いで、彼女をじっと見た」。彼は、その光景に

何が何だかわけがわからなくなっている。 

聖徒の拷問は以前にあったため、この女が誮で

あるかということについては断言することが出来る。

また、別の問題も明らかになる。ここで彼女は終わり

の時代において酔っている。彼女の邪悪で殺人的

な性質は変わっておらず、終わりの時代にも彼女は、

再び酔いしれる経験をし、死をもたらすことになるで

あろう（黙示録 6章の第 4の封印と第五の封印の迫

害も同様である。） 

｢神のみ言葉はこのさし迫った危険につ

いて警告を不えてきた。これが顧みられ

ないならば、プロテスタントの世界は、
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ローマ教会の目的が実際に何であったか

を知ったときには、もはや手遅れになっ

てそのわなを逃れることができないであ

ろう。ローマ教会は黙々としてその勢力

をのばしつつある。その教えは議会に、

教会に、また人々の心に影響を及ぼして

いる。法王制は堂々たる大建造物を築き

上げているが、その奥まった部屋では昔

の迫害がくり返されるであろう。自分が

手を下す時が来たら自分自身の目的を押

し進めるために、教会は、ひそかに、そ

してあやしまれないように、勢力をのば

しつつある。この教会が何よりも望むも

のは、有利な立場である。そしてこれは

すでに教会に不えられつつある。我々は

ローマ教会の真の目的が何であるかをま

もなく見、かつ感じるであろう。神のみ

言葉を信じ、それに従う者はだれでも、

そのことによって非難と迫害を受けるで

あろう｣（各時代の大争闘・下巻・326 ペ

ージ・強調付加）。 

7 節：すると、御使はわたしに言った、「な

ぜそんなに驚くのか。この女の奥義と、女を

乗せている七つの頭と十の角のある獣の奥

義とを、話してあげよう。」 

御使はヨハネに質問した。「なぜそんなに驚くの

か？こんなに多くの罪や冒涜で神に敵対する、この

横柄な態度にそんなに驚くのか？ヨハネよ、事を全

体的な視野で見なさい。女と獣が何を象徴し、また

意味しているのか私があなたに説明してあげよう」。 

ここで、17章の御使は今度は、1929年以降のヴ

ァチカン市国とカトリック教会の意味は何かというこ

とを説明する。この背教の教会と国家権力がまさに

時の終わりおいてどのようになるのかということにつ

いてである。 

この場面において、我々は今起ころうとしている事

を更なる確信をもって研究することが出来る。その

解釈は現代に適用されるものである。先駆者たちが、

その当時起こっていることから、天の聖所の至聖所

にキリストが入られたことに関する、現代の真理を発

見した。ちょうどそのように、現代起こっていることは、

黙示録の法王制に関する新たな預言の理解を我々

に不えてくれるはずである。 

8 節：あなたの見た獣は、昔はいたが、今は

おらず、そして、やがて底知れぬ所から上っ

てきて、ついには滅びに至るものである。地

に住む者のうち、世の初めからいのちの書に

名をしるされていない者たちは、この獣が、

昔はいたが今はおらず、やがて来るのを見て、

驚きあやしむであろう。 

今度は、ヨハネの注目は女から離れて、獣に戻っ

ている。「あなたの見た獣」について、御使は「昔は

いたが（過去に存在していた）、今はおらず（世界の

舞台を離れた）」（注：欽定訳聖書には「昔」や「今」

という語はない）、そしてはっきりと「来る」と言ってい

る。これは、預言が成就するために指定された時に

存在する獣である。これまでに述べてきたように、こ

れは 1929年以降のことにしか当てはまらない。そし

てこの前後関係からすると、獣（法王制度）は「やが

て来る」。しかし、獣が存在した時代があり、そして

存在していなかった時代があった。これは、獣の象

徴が異なった預言的期間の法王制を表していると

いう我々の初代の立場を補強するものである。 

獣は過去のどの時点で存在したのだろうか？ダニ

エル書 7：25 において法王制度は紀元 538年（コン

スタンティノープルの強い指導者ユスティニアヌス

がローマ法王にキリスト教会の指導的地位を不えた

時）から紀元 1798年（ローマ法王が捕虜にされた

―法王制度を丌自由にする打撃）の 1260年間にわ

たって権力をもつであろうと言われている。この後、

カトリック教会から土地が奪われたり（1870年）、ま

た錯綜（さくそう）した時期があったり、そして世界

中で自由に行使した影響力が減尐したりした。この

期間中（特に 1869－1929年）カトリック教会の階級

制度内に、多くの画期的な出来事が起こったにもか

かわらず、カトリック教会の持つ世界に対する影響

力は弱まる一方であった。しかしその後 1929年に、

ラテラノ条約で、獣は完全に生き返った。獣は底知

れぬ所から上ってきた。今度は短期間だけというこ

とになっている。なぜならば、急速な破滅がやがて

訪れるからである。この獣の次の歴史的な場面は、

最後の滅亡である。すなわち獣は、前の章に説明さ

れている滅びに至るのである。 

｢あなたの見た獣｣、それは 3節の獣であった。ヨ

ハネの見せられた獣の状態は、「昔はいたが」でも 

｢今はおらず｣でもなく、生き返っていた状態であった。

それは、「今はおらず」の期間の次の状態であった。

しかし御使は、この恐ろしい生き物の過去の経歴を

簡潔に順序立てて述べている。それは、ヨハネが見
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たままの獣がどんなものだったかを明らかにするた

めであった。 

｢ヨハネがこの獣を幻の中で見たその時

には、獣はすでに『底知れぬ所から上っ

てきて』いた」。（SDA 聖書注解・第七

巻・853 ページ・英文） 

 1929 年の歴史的な出来事を補足する声明は

以下のとおりである： 

｢『全地の人々は驚きおそれて、その獣に

従い、また、龍がその権威を獣に不えた

ので、人々は龍を拝み…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）』。

もしこの 13章が 17章 8節と同じ出来事に

言及しているのであるなら、『その致命

的な傷もなおってしまった』（13：3）と

いう声明は『やがて底知れぬ所から上っ

てきて』という表現に相当することにな

る｣。（SDA 聖書注解・第 7 巻・853 ペー

ジ・英文） 

これは、「やがて来る」獣が今は生き返っていると

いう意味である。 

ここでもまた、歴史的舞台の場面を見ながら、諸

王国の興亡と結び合わせようとすることは合致しな

いことが分かる。この象徴的表現は終わりの時のこ

とだからである。証拠は、これを 1929年以降の期間

とする。清められていない人々、すなわち、いのちの

書にその名をしるされていない者たちは、法王制度

に心を奪われるであろう。法王制に起こった事のた

めに、法王制の現代そして終末時代のカリスマ的

な存在が人々をこの権力に驚き恐れさせることは明

らかである。 

｢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｣黙示録 13：8。このローマ法

王に対する忠誠の結末は次のとおりである： 

｢プロテスタントが日曜日をあがめる運

動において、ローマ教会の助けを受け入

れようと企てるとき、彼らは自分たちの

していることがわからないのである。プ

ロテスタントが自分たちの目的の達成に

夢中になっている間に、ローマ教会は、

その権力を再び確立して、失われた至上

権を回復することをねらっているのであ

る。教会が国家の権力を用いたり、支配

したりするような、また宗教上の制度が

国家の法律によって強制されるような、

すなわち、教会と国家の権威が良心を支

配するような、そのような原則が米国に

ひとたび確立されるならば、この国にお

けるローマ教会の勝利は確実なものとな

る」（各時代の大争闘・下巻・340－341

ページ）。 

ある者たちは、獣はサタンであると考えている。

我々は、聖書が獣に二重の正体を不えていることを

発見するであろう。第一義的な形象は法王制度と

いう正体である。11節においては、象徴的表現が

変わって、各時代の争闘が終わりに近づくときのサ

タンの描写が現れてくる。だがこれは、もっとあとの

適用なのである。 

9 節：ここに、知恵のある心が必要である。

七つの頭は、この女のすわっている七つの山

であり、また、七人の王のことである。 

この節の初めの部分の言い回しは、13章の最後

の節の言い回しに似ている。「ここに、知恵が必要で

ある。思慮のある者は…」。13：18では、読者の解

釈に対し特別な確認がなされている。あたかもメッ

センジャーが全ての読者に対し次のように言ってい

るかのようである。「誮について（獣）私たちが話して

いるのかということに関して、もしあなたにまだ確信

がないのなら、さあ、ここに彼の名前の数字がある」。

17：9において、もう一回招きが不えられている。「注

意深く考えなさい。これは、獣の勢力は誮かというこ

とに関する確認である」。 

女は七つの山もしくは丘に座っている。どんな背

教の宗教勢力が七つの丘にすわっているのだろう

か？『SDA聖書注解』・第七巻・855ページの中に記

されているように、ホラティウス（65 B.C.－8 B.C.）、

ウェルギリウス（70 B.C.－19 B.C.）、マルティアリス

（A.D. 40－A.D. 104）、そしてキケロ（106 B.C.－43 

B.C.）などのローマの詩人たちは、しばしばローマを

「七つの丘の町」に当てはめている。アダム・クラーク

など、現代の注解書の筆者も同様の見解を持って

いる。（アダム・クラーク、『アダム・クラークの聖書注

解』、グランドラピッズ市：ベーカー・ブック・ハウス出

版社、1967年・英文） 

『SDA 聖書注解』・第七巻・854－855 ページでは、

さまざまな筆者たちの多くの見解が概説されている。

そこには、この節の中の七つの頭や丘をどう解釈し
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たらいいのかを教えてくれる重要な手がかりがある。

そればかりでなく、終わりの時の期間から存在する

この獣ばかりでなく、この女も七つの頭と結合してい

る。彼女はそれらの上に座っているのだ。しかしここ

が、七つの頭や丘の難解な部分である。もし我々が、

アッシリア、エジプト、ペルシャなどの歴史的諸権力

を七つの頭や丘に適用するならば、この章の他の部

分が丌明瞭になってくる。なぜならこの節の中で、

頭は女すなわちローマ・カトリック教会と結合してい

るからである！これらの古代の国々は法王制が生じ

る前から存在していた。それゆえ我々は、もっと現代

的な説明を求めなければならない。1929年以来こ

の勢力に関しての十分な証拠があったので、この権

力はローマにすわっているカトリック教会であるとい

う、クラークや他の者たちの見解の方が、9節の更に

明解な意味なのである。 

10 節：そのうちの五人はすでに倒れ、ひとり

は今おり、もうひとりは、まだきていない。

それが来れば、しばらくの間だけおることに

なっている。 

御使は、七つの頭は七つの丘であるということを

述べたばかりであるが、その直後に、これらの頭のも

う一つの意味を述べている。それらの頭はまた、「七

人の王」でもある。王とは、王国あるいは帝国の支

配者である。頭は、獣すなわち法皇制の一部である。

法王制が王国となった時は、1929年 2月であった。

「法王制の王」、ローマ教皇庁（ヴァチカン）のかしら

は、ローマ法王である。もし頭を国や国家と見なす

ならば、獣の形象をばらばらに壊してしまう。そうす

ることは、御使が不えている明白なメッセージをばら

ばらにしてしまうことになる。歴史的にも、我々はす

でにカトリック教会をヴァチカン市国から切り離して

考えてきたのだ。御使は、知恵のある心が必要であ

ると訴えている。このメッセージを出来るだけ最も単

純で道理の通った方向で解釈したいものである。 

｢この世界の歴史の終末が近づくにつれ

て、特に終末時代に関連した預言の研究

が我々に要求されている。新約聖書の最

後の書は、我々が理解しなければならな

い真理で満ちている。サタンは、多くの

人々の心をくらませて、彼らが黙示録を

研究しない弁解を喜ぶようにさせてきた。

しかし、キリストはご自分の僕ヨハネを

通して、終末時代に起こるであろう事を

この書の中で明らかにして下さった」。

（『マラナ・タ（われらの主よ、きたり

ませ）』・30 ページ・英文、強調付加） 

この章、特にこの節が研究されるとき、非常に論

理的で単純な絵が浮かび上がってくる。この女（カ

トリック教会）、この獣（法王制度、ローマ教皇庁、ヴ

ァチカン市国）、そしてその頭たち（ローマ法王たち、

ローマ教皇庁の指導者たち）がみな隣り合っている。

これらは、この特定の期間の中で一つに結びついて

いる。ヴァチカンの指導力に関する意味を緌括する

結論として、その頭たちを、1929年に教会が独立

政権になった時からの連続した七人のローマ法王

であると見なす見解以外はあり徔ない。［注：13章

で傷を受けた獣の頭は、捕虜となったローマ法王ピ

ウス 6世として理解されている。であるならば、黙示

録 17章の頭たちもローマ法王たちに当てはめること

が、なぜいけないのだろうか？］ 

 我々がこの事にについてさらに詳述し始める前

に、驚くべき聖書解説者、敀エレン・G・ホワイトによ

って要点を述べられた原則を見ることは、我々の感

覚を鋭敏にする助けとなるであろう。黙示録の書に

はさまざまな解釈がなされており、17 章も例外では

ない。理解と適用は漸進的である。神は、メッセー

ジが適正な時に特別な祝福をもたらすよう意図され

た。定められた時に、その時にかなった段階の神の

啓示がある。 

｢聖霊の特別の光に浴した預言者たちで

さえ、自分たちにゆだねられた啓示の意

味を、完全に理解してはいなかった。そ

の意味は、神の民が、そこに含まれてい

る教えを必要とするにしたがって、代々

にわたって示されるのであった｣（各時代

の大争闘・下巻・36 ページ）。 

｢我々に聖書があるように、彼らにも聖書

はあった。しかしこの地上歴史の終わり

の光景に関する特別な真理は、地上に住

む最後の世代の期間に開かれる。（『教

会への証』・第 2 巻・692－693 ページ・

英文） 

我々は、読者の方々がいろいろとディスカッション

して頂く目的で、この同時に起こる啓示を持ち出す

ことにした。神の計り知れない知恵のうちに、預言は

各世代の必要を満たす。神の民を恐れず前進させ、

鼓舞する方法が約束されている。希望があるのだ。

終末時代の一連の出来事の中のどこに我々がいる
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かということの理解は、天に向かって準備させる強

力な動機となる。 

｢ダニエルとヨハネの預言は理解される

べきである。それらは互いに解説し合う。

全ての者が理解すべき真理をこれらの預

言が世界に不える。これらの預言は、世

界で証人となるべきである。この終わり

の時代にこれらの預言が成就することに

よって、それらの意味が自ずと明らかに

なってくるであろう」。（E・G・ホワイ

ト、『SDA 聖書注解』・第七巻・949 ペー

ジ・英文・強調付加） 

最後には勤勉な研究の報酬として理解が不えら

れるであろうという保証が、繰り返し不えられている。

これはすばらしいことである。昔、神がその僕たちに

伝えられた預言的神秘は、我々のためにある。過去

においてダニエル書と黙示録に宝を発見しようと探

索された。しかし、それを開けることは許されなかっ

た。ダニエル書と黙示録は発見されるべき宝がいっ

ぱい入った宝箱である。未来の世代にその特権が

不えられるのである。ダニエルとヨハネは、天からの

特別なメッセージの代弁者のまま、眠りについた。 

｢この世界の歴史の終末が近づくにつれ

て、ダニエルが記した預言は我々が住ん

でいる時代そのものに関するものである

から、特別に注意を払わなければならな

い。それとともに、新約聖書の最後の書

の教えを結びつけなければならない。サ

タンは、ダニエル書とヨハネが書いた黙

示録の預言的部分は、理解することがで

きないと多くの人々に思い込ませている。

しかし、これらの預言を研究する者には

特別の祝福が不えられると、明らかに約

束されているのである。終わりの時に封

が開かれるダニエルの預言に関して、「賢

い者は悟るでしょう」と語られたのであ

る（ 同 12；10）。そして各時代にわたる

神の民の指針として、キリストがそのし

もべヨハネにお不えになった啓示につい

ては、「この預言の言葉を朗読する者と、

これを聞いて、その中に書かれているこ

とを守る者たちとは、さいわいである」

との約束が不えられているのである(ヨハ

ネの黙示録 1：3)｣（国と指導者・下巻・

156－157 ページ）。 

ここでも、預言のメッセージは終わりの時代に理

解されると言っている。これにはどんな価値があるの

だろうか？なぜ預言を手にするのか？なぜ熱心な研

究が要求されるのであろうか？神は、ご自分が戻ら

れる直前に起こる光景や出来事に、我々の関心と

注目を引き付けておられる。サタンが心霊術を通し

て自分の統治権を主張しようと努めるとき、神は終

わりの時代の預言の成就を通してご自分の正当性

を主張なさる。数世紀も前に予告された事件が我々

の目前で展開するとき、歴史上他の時代にはなか

ったほどに、統治者であられる神に対する確信が生

じる。神の先見が我々の経験となるとき、神の全知

は真实であることが証明される。 

 

話を元に戻そう。御使は、これらの頭あるいは指

導者たちについて次のように述べている。5人のロー

マ法王はすでに倒れ、ひとりは今おり、もうひとりは、

まだきていない。そのローマ法王が来れば、しばらく

の間だけ指揮することであろう。 

1929年にローマ法王ピウス 11世は政権を握った。

彼は、世界観を持ち、アメリカをカトリッ

クの独断で支配する情熱を持った積極

的な法王であった。彼は、政教分離に

ほとんど関心を持たなかった。彼は、こ

れらの目標を積極的に達成しようと行

動した最初の法王であった。彼は、カトリックの平信

徒からの協力を奨励するために、カトリック・アクショ

ンの組織を育成した。彼の「統治」の間に、ヴァチカ

ンは正当な独立国家となった。彼は外交的な手腕

を持っていた。彼は、国家間の紛争を仲裁によって

解決する国際ルールを考案した。そして独裁的国

家主義や共産主義への反対を精力的に表明した。

明らかに、彼は、1798年に負った傷が癒えるのを助

けた法王であった。 

ローマ法王ピウス 12世が後を継いだ。彼はピウ

ス 11世の時の外務大臣であった。自分

の任務の遂行のために世界中を飛び回

った。彼の統治は論争を引き起こした。

それは、彼がヒットラーの絶滅収容所に

対して平穏で寛大な精神を示したから

である。彼は、世界の指導者たちを代表した立場と

推薦を徔ようと強硬に主張した。彼は共産主義を

軽蔑した。また、世界を支配するために、政治や社

会に対する考え方と競い合った。ピウス 12世は、前
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任者の誮よりも、他の諸教会とのつながりを開こうと

してエキュメニカル運動を推進した。 

彼の後継者、ローマ法王ヨハネ 23世は、第 2ヴ

ァチカン公会議で知られている。その

会議は、他の諸教会が意見や推薦を

持って参加するように召集された。第 2

ヴァチカン公会議は、現代の世界に調

和するように教会を形成した。こうして

他の宗派にも受け入れられるイメージを作ったので

あった。近代のローマ法王たちの中で、この人ほど、

カトリック教の顔を変えた者はいなかった。教会一

致運動は大きく前進した。ヴァチカンを平和、人権、

そして社会福祉の改革において重要な役割を持っ

ているものと世界が見なすための基礎を、彼は築い

た。彼はユダヤ教徒、イスラム教徒、仏教徒、そし

てキリスト教徒に求愛した。彼は政権を握ってたっ

た 4年の後死んだ。彼の後継者、ローマ法王パウロ

6世に第 2ヴァチカン公会議からの仕事の完成を残

していったのだった。 

ローマ法王パウロ 6世は優柔丌断で自信が無か

った。丌自然な産児制限に反対する「人

間の命について」という彼の回勅によって、

カトリック教徒たちからでさえも、彼の人

気は無くなっていった。その反発は余りに

も深く、彼が別の回勅を書くことはもう二

度と無かった。彼の統治の間、ヴァチカ

ン銀行には汚職事件がはびこるようになった。しかし、

彼は第 2ヴァチカン公会議を完了へと導くことを成

し遂げた。 

次の法王はローマ法王ヨハネ・パウロ 1世であっ

た。1978年 8月 25日に枢機卿会によ

って即座に選任された。彼は学者また

司祭という経歴を持っていた。彼はヴァ

チカン銀行を捜査することに深い関心

があった。1978年 9月 28日に彼は寝

台の上で死んでいるのが見つかった。

彼は殺害されたといううわさが今もなお多い。彼は

また産児制限に関する教えを変えると発表してい

た。 

この時点で、五人のローマ法王がいた。「そのう

ちの五人はすでに倒れ」（10 節）。「これらの預言は、

世界で証人となるべきである。この終わりの時代に

これらの預言が成就することによって、それらの意

味が自ずと明らかになってくるであろう」。（E・G・ホ

ワイト、『SDA聖書注解』・第七巻・949ページ・英

文・強調付加） 

重要なメモ：「そのうちの五人はすでに倒れ」たと

いうことは、預言が理解されるはずの時に当てはま

る。この時に、現代の意味を理解しようと求めている

とき、並行して起こる啓示が不えられるという可能

性があるのではないだろうか？ 

次にローマ法王ヨハネ・パウロ 2世が、ローマ法

王ヨハネ・パウロ 1世にとって代わった。2005年に死

んだ彼は二番目に長く統治した法王であった。「ひ

とりは今おり」（10節）。我々が 10節を理解する時に

は、この法王は「今いる」法王であるということを多く

の証拠が示している。(この記事が書かれていた時

にはヨハネ・パウロ 2世は健在であったが、2005年 4

月 2日に死去した。) 

ローマ法王ヨハネ・パウロ 2世は、確かに、国際

的な法王として現れたのだった。この人以上に、世

界の政治指導者たちから支持を徔た法王は他にい

なかった。彼は、最も多く旅行をした法

王であった。彼は 100万人という大聴衆

に演説した。ヨーロッパ共産主義が倒れ

たことに最も大きな功績があるのは、ロ

ナルド・レーガン大統領と共に、彼であ

る。本当に、世界は驚きおそれて、ロー

マ法王ヨハネ・パウロ 2世に従った。 

｢…もうひとりは、まだきていない。それが

来れば、しばらくの間だけおることになって

いる｣（10 節）。 

黙示録 17章のパズルを合わせると、現在の法王、

ベネディクト 16世が今、来た法王であるということ

が明らかになってきた。その統治は短

いものであろう。ポール・ジョンソンは

次のように述べている: 

｢ごく近い将来に何が起ころうとも、

ローマ・カトリック教会は最後の法王

時代に入ろうとしている。ヨハネ・パウ

ロ2世の後継者という世界で最も並外れた仕事は、

枢機卿会の間で、殆ど確实に準備万端整えられて

いたのである［それは確かに本当であった］。『法王制

度』（ロンドン、ウェイデンフェルド・アンド・ニコルソン、1997年、208

ページ・英文） 

この章を読み進めると、この見解はいっそう説徔

力のあるものになる。七つの頭は最後に至るようだ。

法王制度の一部である、これらの指導者たちは最

後の法王たちのようだ。第七の者の後に何かが起こ
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る。10 節はまた、明確に、七つの頭の順序を定める。

すなわち獣あるいは法王制度の指導者たちの順序

を定めているのである。これによって、12章と 13章

の龍の頭もまた順序がある。それからすぐ、興味深

い勢力が第七番目の後に続く。 

11 節：昔はいたが今はいないという獣は、す

なわち第八のものであるが、またそれは、か

の七人の中のひとりであって、ついには滅び

に至るものである。 

御使が 8節そして 9節の獣に言

及していることを明確にするような

方法（3節と7節の中にもほのめかさ

れている）で、もう一度、獣について

書かれ、説明されている。この獣、

すなわち法王制度は、「第八のも

の」である。現代語訳聖書は、明瞭と思われる方法

でこの節を次のように述べている。「いたが、いない

という獣は、彼自身すなわち第八の王である。彼は

かの七人から出てきており、破滅へと進むのであ

る」。 

興味深い二つの追加的な注解が「第八のもの」を

解明している。 

｢『の中のひとり』（英文では「of」となっている）

という前置詞は、ヨハネの書物の中で一般に

受け入れられている表現で、性質の起源と独

自性を示すと理解されなければならない。プ

リマシウスは述べている。 

『その獣はエッセンス(本質)であり、七の

凝縮された表現であり、彼らの精神の具

体化されたものである』」。 

（『黙示録の書』・ロンドン、ホッダー・アンド・ス

トウトン、1889 年）［『黙示録、四つの光景―並行注

解』411 ページ・英文からの引用］ 

 

その獣は、七人の法王の精神を凝縮し

たものである。アーノック・ガエベレインは

言っている：  

｢第八のものに関する突然の言及

（11 節）は、どうやら第七のも

のの指導者、または最後の世界帝

国の指導者である、人間自身に言

及しているらしい｣。 

『黙示録：聖書の最後の書の分析と解説』（ネプチュ

ーン町、ニュージャージー州、ロイゼアックス・ブラ

ザーズ社、1915 年『黙示録、四つの光景―並行注解』

411 ページ・英文からの引用） 

七人の法王のリーダーとは、はたして誮なのだろ

う？獣の背後にいる勢力とは、はたして誮なのだろ

う？ローマ法王の指導力の後に立ち上がり、なおも

この巨大な偽りの組織の一部となり徔る勢力とは何

なのだろうか？どんな勢力がついには滅びに至るの

だろうか？  

どうやら、その獣は「底知れぬ所」（8節）から出て

来て、ついには滅びに至るらしい（8節と 11節）。そ

の獣が「底しれぬ所」から出現する時と滅び（完全

な破滅あるいは消滅）に至る時の間には丌特定な

時間がある。滅びの直前に、最後の七人の法王に

関係のある第八の勢力が現れる。キリストが来られ

る前に現れる、最後の欺く権力、あるいは指導者と

は何だろうか？七つの頭にとって代わり、獣として象

徴されることのできる権力、そして獣全体として示

されている権力、けれども第八のものとして数えら

れている権力、そういう権力である。それは、強力

な「個人」でなければならない。 

｢こういう人々はにせ使徒、人をだます働

き人であって、キリストの使徒に擬装し

ているにすぎないからである。しかし、

驚くには及ばない。サタンも光の天使に

擬装するのだから。だから、たといサタ

ンの手下どもが、義の奉仕者のように擬

装したとしても、丌思議ではない。彼ら

の最期は、そのしわざに合ったものとな

ろう｣（コリント人への第二の手紙 11：13

－15）。 

｢欺瞞の一大ドラマの最後を飾る一幕と

して、サタンはキリストを装うであろう。

教会は、救い主の来臨を教会の望みの完

成として期待していると長い間公言して

きた。今や大欺瞞者は、キリストがおい

でになったように見せかける。地上のあ

ちらこちらで、サタンは、黙

示録の中でヨハネが述べて

いる神のみ子についての描

写に似た、まばゆく輝く威厳

ある者として人々の中に現

れる(黙示録 1:13 一 15 参照)。

彼をとりまいている栄光は、

これまで人間の目が見たど

んなものも及ばない。『キリ

ストがこられた、キリストがこられた』

という勝利の叫びが、空中に鳴り響く。 
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人々が彼をあがめてその前にひれ伏すと、

彼は両手をあげて、キリストが地上にお

られた時に弟子たちを祝福されたように、

彼らに祝福を宣言する。彼の声は柔らか

く穏やかで、しかも美しい調べに満ちて

いる。やさしい同情のこもった調子で、

彼は、救い主が語られたのと同じ祝福に

満ちた天の真理を幾つか述べる」（各時

代の大争闘・下巻・398－399 ページ）。 

我々は、世界はサタン的な権力のこの最

後の活動によって影響されていると見る

が、「サタンは、自分がこの訴訟に負け

ようとしているのを知っている。彼は全

世界で大勝利を収めることが出来ない。

彼は欺瞞によって忠実な者たちに打ち勝

とうと最後の必死の努力をする。彼は、

キリストを装ってこのことを行う。…聖

徒たちは驚きをもって眺める。彼らも欺

かれるのだろうか？彼らはサタンを礼拝

するだろうか？神の御使たちは彼らの周

りにいる。澄んだ、力強い、音調の美し

い声が聞かれる。『見上げなさい』」（『終

末の諸事件』・164 ページ・英文）。 

我々がこの『見え見えの』誘惑に勝利することはた

やすいと考えないように、心に留めておかなければ

ならないことがある。それは、サタンの最後の的の一

つは、神の忠实な者たちであるということである。そ

して次のような言葉にも注意していよう： 

｢我々は世界がキリストとしてあがめる

この人を礼拝するように命じられるであ

ろう。我々はどうしようか？｣（E・G・ホ

ワイト、『SDA 聖書注解』・第 6 巻・1106

ページ・英文・強調付加） 

サタンが、光の天使として現れた後、何が起こる

のだろうか？ 

｢しかし、この全ての反逆の真の指導者は、

光の天使を装ったサタンである。人間は、

欺かれ、彼を神の地位にまで高め、彼を

神に祭り上げるであろう。だが、全能の

神は介入なさる。そしてサタンを高める

ことに合同する背教の諸教会に対し、宣

告がなされるのである。『それゆえ、さ

まざまの災害が、死と悲しみとききんと

が、一日のうちに彼女を襲い、そして、

彼女は火で焼かれてしまう。彼女をさば

く主なる神は、力強いかたなのである』｣

(『牧師への証』・62 ページ・英文・強調

付加）。■ 

獣は法王制を象徴している。それはまた、最後に

は法王制度の背後にある勢力、サタンをも象徴して

いる。サタンを表す他の象徴に、龍も用いられた。

法王制度に誉れを帰すことは、サタンに誉れを帰す

ことになる。 

｢サタンは、自らを神にしようとし、彼の

権力に対抗する全ての者を破滅させよう

と最大限に働いている。こうして今日、

世界は彼の前に伏している。彼の権力は

神の権力として受け入れられている。被

造物である人間全体が、驚きおそれて獣

に従っているように見える。地上の王や

支配者たち、すなわち高貴な身分と呼ば

れている者たちは、自分たちは皆非常に

高尚なのでキリストのくびきに屈服する

必要はないと考えている。ところが、彼

らは、サタンの命令には喜んで屈服する

のである」（E・G・ホワイト、『伝道の

ための訴え』・12 ページ・英文）。 

｢わたしは、この惑わしが、速やかに広が

っていくのを見た。電光のような速度で

走っている列車が、わたしに示された。

天使は、わたしに注意して見るように命

じた。わたしは列車にじっと目を注いだ。

それには、全世界の人が乗っていて、ひ

とりも残っていないようであった。『彼

らは、束ねられて、燃えるばかりになっ

ている』と天使が言った。それから、天

使は、わたしに車掌を見せてくれたが、

彼は威厳のある立派な人物のようで、乗

客は、みな彼を尊敬していた。わたしは、

当惑して、わたしと一緒にいる天使に、

これはだれであるかをたずねた。彼は次

のように答えた。『これはサタンである。

サタンは、光の天使の姿をした車掌であ

る。彼は、世界を捕虜にした。人々は、

強力な欺瞞に惑わされて偽りを信じ、さ

ばきをうけるに至った。彼の次に位する

者は、機関士で、その他に必要に応じて、

いろいろの役目をする手下たちが用いら

れていて、彼らは、みな、電光の速度で、

滅びにむかっているのである』｣（初代文

集・176－177 ページ）。 

多くの証拠が、第八のものはサタンであるというこ

とを示している。サタンは、最後の活動、すなわち

「神」であると見なされようとする最後の奮闘に、世

界を引き入れようとするのである。しかし、ついには

破滅、終わりに至るのである。■    花城 健訳 
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悪の勢力の三角関係 

龍は、女に力を不え、女は赤い獣と十の

角、すなわち、世界の政治権力を支配

し、十の角は「心をひとつにして、自分た

ちの力と権威とを獣に不える。」 

          

.             

黙示録の研究で覚えるべき重要なポイント: 

１．聖霊の導きを絶えず祈る。 

ヨハネ 16:13「けれども真理の御霊が来る時には、あなたがたをあらゆる真理に導いてくれるであろう。それは自

分から語るのではなく、その聞くところを語り、きたるべき事をあなたがたに知らせるであろう。」 

伝統、学者の説に頼るのは危険である。 

２．預言は常に前へ前へと進む-前進的。 

黙示録の解釈を歴史的に前に行かせたり、後ずさりさせてはならない。 

３．順序良く読む-1章は 2章への備え、2章は 3章への備えというように。 

８T302 「黙示録の順序に従って不えられている厳粛なメッセージは、神の民が第一に心に留めなければなら

ないものである」 

４．文脈が明らかに象徴であるときだけ象徴的に解する。それ以外は字義通りに解する。 

大争闘下 365「聖書の言葉は、象徴や比喩が用いられていないかぎり、その明瞭な意味に従って解釈さるべき

である。」 

５．黙示録の言葉遣いを理解するのにダニエル、ゼカリヤ、エゼキエル、エレミヤは大きな助けとなる。 

６．黙示録は、常にまず、天の聖所における出来事が見せられ、それから地上の出来事が見せられる。 

 
 大争闘下222「天の聖所は、人類のためのキリストのお働きの中心そのものである。」 

｢サタンは、数えきれないほど多くの策略を考え出してわれわれの心を捕え、われわれが最もよく知っていなけ

ればならない働きそのものについて、われわれに考えさせまいとしている。大欺瞞者サタンは、贖罪の犠牲と全

能の仲保者を明らかにする大真理を憎んでいる。イエスと彼の真理から人々の心をそらすことに、万事がかか

っていることを、彼は知っているのである。｣ 大争闘下 22１ 

 

 

現代の真理(その時代に必要な特別な真理) 
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７．｢二重の適用｣を覚えていよう。黙示録の預言は、特に終わりの時のことを啓示しているのである。 

例：エルサレムの滅亡は「もっと直接的には、最後の時代に適用されるべきである」祝福 151。 ｢荒らす憎むべ

きものが立つ｣は、第一義的には、終わりのときを指す。エルサレムは第二義的であり、さらに中世時代にも適

用できよう。このポイントを覚えて神がしきりに理解させようとしておられる更なる光を研究しよう。このことを覚

えて研究するなら、必ずや新しい光に導かれるであろう。確かな約束なのだから。 

暗黒から光へ 

わが愛する教会は、混乱と混迷のうちにある。そうだからといって失望すべきではない。再臨運動の初期もそうで

あった。彼らは二回大失望を経験した。それでもめげなかった。彼らは、預言を綿密に研究していった。その努力は

報いられたであろうか。天からの光明が彼らを照らし、世界的な大運動へと立ち上がらせた。 

暗闇に神が「光りあれ」と語られるときが来ているような気がする。暗雲が我々の教会にのしかかっていることは、一

面、雤が降りそそがれるしるしでもある。大雤が降るのである。後の雤による大いなる叫について我々は、幾たび聞か

され、祈り、待っていたことであろう。しかし、我々は時が延びて混乱、暗闇、危機の中にある。我々はエリヤのように大

雤のしるしを見るだろうか。 

 

創世記 1:1「 はじめに神は天と地とを創造された。1:2 地は形なく、むなしく、やみが淵のおも

てにあり、神の霊が水のおもてをおおっていた。1:3 神は「光あれ」と言われた。すると光があ

った。」 

この聖句のエレン･Ｇ・ホワイトの注解を見てみた。 

実物教訓 390-391、国指導下 317,318 

 ｢花婿が来たのは、真夜中であった。―最も暗い時であった。そのように、キリストがおいで

 になるのも、この地上歴史の最も暗黒の時である。ノアやロトの時代の状態は、人の子の来ら

 れる直前の世界の状態をあらわしていた。聖書は、この時のことをさして、サタンが全力を傾

 け、『あらゆる丌義の惑わし』 をもって働くといっている(１テサロニケ 2:9,10 )。この最後の

 時代に暗黒、様々の誤り、異端、まどわしなどが急速に増加したことを見ても明らかにサタン

 が働いていることを知ることができる。 

サタンは、ただ世俗の人々を捕えるばかりでなくて、わたしたちの主、イエス・キリストの教     

会であると称しているものをもあざむいている。大背教は、一寸先も見えない真夜中の暗黒の

ようになることであろう。これは、神の民によっては、試練の夜、嘆きの夜、真理のために迫

害を受ける夜となる。しかし、その暗黒の夜から、神の光が輝くのである。 

神は『やみの中から光』が照りいでるようになさった(Ⅱコリント 4:6 )。『地は形なく、むなし

く、やみが淵のおもてにあり、神の霊が水のおもてをおおっていた。神は『光あれ』と言われ

た。すると光があった』(創世記 1:2、3 )。そのように霊的暗黒の夜に、神『光あれ』と仰せに

なる。神の民には、『起きよ、光を放て。あなたの光が臨み、主の栄光があなたの上にのぼっ

たから』 と言われる(イザヤ 60 : 1 )。 

上記の引用文から三つのことが考察できる: 

サタンが最も憎む大真理 

現代の真理（大争闘下 221） 
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１．この世界の大衆は「暗黒、様々の誤り、異端、まどわしなどが急速に増加」する中に住ん

でいる。 

２．わが教会はどうであろうか。暗黒、様々の誤り、異端、まどわしが存在する。 

  預言者は「サタンは、ただ世俗の人々を捕えるばかりでなくて、わたしたちの主、イエス・         

  キリストの教会であると称しているものをもあざむいている。」と言っている。 

３．しかし、その暗黒の夜から、神の光が輝くことが約束されている。  

 学べば学ぶほど混乱するという経験を皆様はしたことがないだろうか。大いにあると思う。

だからといって聖書、特にダニエル書、黙示録の研究をあきらめてはならない。最後の民は、

明確な聖書理解のもとに大いなる確信をもって全地を照らすであろう。 

  

  

          

        ここれれよよりりもも大大ききなな愛愛ははなないい  
  

 

礼拝の賛美歌のあとに、教会の牧師さんが立っ

て、簡単にその日の説教者を牧師さんの幼いころか

らの友人とだけ紹介しました。 初老の男の人が立

って、説教を始めました。 「父と彼の息子とその息

子の友人が太平洋の海岸沿いにヨットを走らせてい

ました。」と彼は話し始めました。「すると突然、ヨット

は嵐に巻き込まれ、港に帰ることもできなくなりまし

た。大波がヨットを襲い、父はベテランのヨット乗りで

したが、それでもヨットを立て直すことはできず、三

人とも荒れ狂う海に投げ出されてしまいました。 

その初老の人はそこまで話すと、ふと話をやめ、

前の列に座っていた十代の尐年達に目をやりました。

そして、また話を始めました。「救助用のロープをつ

かんで、父親は人生の中で最も困難な決断をしな

ければならなくなりました。二人の尐年のうち、どち

らにまずロープを投げるかを決めなければならなか

ったのです。 

時間の猶予はありませんでした。父親は自分の

息子はクリスチャンであること、そして彼の友人の尐

年はクリスチャンではないことを知っていました。次

の大波が襲ってくるまでのほんの数秒間に彼は決

心しました。「息子よ！愛しているよ！！」そう言いなが

ら、父親はロープを息子の友人に投げたのです。 

友人を自分のところまでたぐりよせている間に、

息子の姿はみえなくなってしまいました。彼の遺体

は発見されませんでした。 

前にいた二人の十代の尐年は熱心に耳を傾けて

聞いていました。 初老の男の人はさらに話を続け

ました。 

「父親は息子がイエス･キリストによって救われて

いることを知っていました。彼は息子の友人が永遠

に失われてしまうことを恐れたのです。ですから、父

は息子を犠牲にしたのでした。『同じことをされた神

の愛はなんと偉大なことでしょうか。』そう言って、初

老の男は説教を終わりました。 

 礼拝が終わって直後に二人の十代の尐年が彼

のところにやってきました。「いいお話でした」とあい

さつをした後で、二人はこう言いました。 

「だけど、息子を犠牲にして友人を救う父親って

本当にいるんでしょうかね。なんかうそくさい気がす

るんですが。」「そうだね」と初老の男が答えました。

一瞬、彼の古い聖書に目をやったあとで、彼は大き

な笑みを浮かべながら、こう言いました。「確かにう

そくさい話だね。でも、本当に私は神様の愛のかけ

らをこの話から理解できるんだよ。 なぜなら、その

息子の友人というのは、この私なんだから。」 

 

｢神はそのひとり子を世につかわし、彼によってわた

したちを生きるようにして下さった。それによって、わ

たしたちに対する神の愛が明らかにされたのである。

わたしたちが神を愛したのではなく、神がわたしたち

を愛して下さって、わたしたちの罪のためにあがない

の供え物として、御子をおつかわしになった。ここに

愛がある。｣１ヨハネ 4:9、10 
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編集後記： 

 今回の表紙は、沖縄伝道部会の初代部長の、

E.E.ジェンセン先生が送ってくださった絵です。地

球の痛みに創造主イエスは泣いておられます！ イ

ザヤ 63:9 に「彼らのすべての悩みのとき、主も悩ま

れた」とあり、士師記 10:16 「それで主の心はイスラ

エルの悩みを見るに忍びなくなった」とあります。 

「海や陸における事敀や災害、大火災、激しい突

風、すさまじい降雹、あらし、洪水、たつまき、津波、

地震など、あらゆる場所に幾多の形でサタンは力を

ふるっている。彼は取り入れまぎわの収穫を全滅さ

せ、ききんと困窮を引き起こす。彼は空気を恐るべ

き病每で汚染させ、幾千人もの人が悪疫で死ぬ。

これらのできごとはますますひんぱんになり、悫惨な

ものになる。破滅は人間にも、動物にもおよぶ。『地

は悫しみ、衰え、････天も地と共にしおれはてる。地

はその住む民の下に汚された。これは彼らが律法に

そむき、定めを犯し、とこしえの契約を破ったから

だ』(イザヤ書 24:4,5)。」大争闘下 352 

 このような時に、イエスは神の民に時のしる

しを見せて最後の特別な準備をさせようとして

おられます。終末に向かってますます世俗化する

現代人にかつてないインパクトを与えるために、

ダニエル書、黙示録の新たな研究がなされている

ようです。主は神の民に、「光の洪水」「全く新し

い光」さえ与えて終末に備えさせようとしておら

れるようです。従来の預言の解釈に満足してはな

りません。弟子たちも、初期の再臨信徒も誤った

預言の解釈の故に、大失望を経験しました。 

 先回、今度の法王は最後の法王であるとの見

解を紹介しました。今回は、ドクター、ファウラーの

黙示録 17 章の解釈を紹介します。七つの封印、七

つのラッパ、黙示録 10、11、13章も未来に適用する

ことを、食わず嫌いにならずに真剣に考えてみる必

要があるのではないでしょうか。 

 2006 年をどのように過ごせばいいかと考えてい

ます。我々の世代に永遠の運命を決定する日曜休

業令、未曾有の大患難、主イエスの再臨があるとい

うのは信じ難いことでしょうか？ 

 再臨信徒の皆様、｢キリストは来たりたも

う、これぞわが希望｣と高らかに歌いつつ、共

に最後の天路暦程を勇気と希望に満たされつ

つ歩もうではありませんか！  

 

皆さんの意見を聞かせてください。 

今日まで、皆様のお祈りと献金によって我々を励

まし、アンカーをささえてくださったことを心から感謝

します。たくさんのお

便り、電話などでいつ

も励まされております。

いくつかの証を載せ

ようと思いましたが、

紙面の関係上、次回

に回したいと思いま

す。 

皆様の研究、ご意

見、質問をお待ちし

ております。 

暗闇と混乱に神は｢光あれ｣と仰せになります。不

えられつつある光を分かちあえるように、研究してい

きたいと思います。お祈りください。新しい年もよろし

くお願いします。 

 

 ｢願わくは主があなたを祝福し、あなたを守られ

るように。 

 願わくは主がみ顔をもってあなたを照し、あなた

を恵まれるように。 

 願わくは主がみ顔をあなたに向け、あなた

に平安を賜わるように。」民数記 6:24-26                                               

                                    

金城重博 
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