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「遊女のくちびるは蜜をしたたらせ、その言

葉は油よりもなめらかである。しかしついに

は、彼女はにがよもぎのように苦く、もろ刃

のつるぎのように鋭くなる。その足は死に下

り、その歩みは陰府の道におもむく。彼女は

いのちの道に心をとめず、その道は人を迷わ

すが、彼女はそれを知らない。子供らよ、今

わたしの言うことを聞け、わたしの口の言葉

から、離れ去ってはならない。あなたの道を

彼女から遠く離し、その家の門に近づいては

ならない」（箴言 5：3-8）。 

 

聖書で描かれている世界は、専ら男性社会で

ある。系図にはほとんど男性の名前しか登場し

ないし、人数を数える場合も、女性と子供は除

外された。しかしながら人類の歴史において、

女性の果たしてきた役割が決して小さくない

ことは誮の目にも明らかであり、聖書をひもと

いてもその事実は覆されない。黙示録の預言に

至っては、二種類の女が興味深い姿で登場し、

重要な示唆を不えている。特に今囜は、黙示録

においてバビロンと呼ばれている淫婦〔遊女〕

に焦点を当て、歴史と比較しながら考察してみ

たいと思う。 

無論、聖書の中には清らかな賞賛に値する女

性も数多く登場する。これらの女性については、

次号以降で述べる機会があるかもしれない。今

囜は悪女と呼ばれるにふさわしい、男を食い物

にした女と、食い物にされた男を取り上げ、預

言の光に照らして教訓を引き出してみたい。 

 

サムソンと異教の女たち 

強い男と弱い男の両方を代表する人物とし

て、サムソンは筆頭に挙げられるのではないだ

ろうか。ご存知のように、サムソンは最強の男

であったが、女に対してははなはだもろく、だ

らしないとも言えるほどであった。その結果、

彼の人生は悫劇のうちに終わっている。聖書に

記録されているだけでも、彼は三人の異教の女

を愛した。テムナの女と結婚する時には、明ら

かに両親が反対したにもかかわらず、「彼女を

わたしにめとってください。彼女はわたしの心

砂川 満 
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にかないますから」と言って彼らの反対を押し

切っている（士師記 14：３）。神の民が異教徒

や丌信者と親密な関係を持つことは、聖書で明

らかに禁じられている。「人類のあけぼの」に

は次のように書かれている。 

 

「サムソンが忠実に、彼の親と同じように神

の命令に従ったならば、彼はもっと気高く、

幸福な一生を送ったことであろう。しかし、

偶像教徒との交わりが、彼を腐敗させ

た。・・・こうして、彼が若いときに結んだ

親しい交わりが、彼の全生涯を暗くした」（あ

けぼの下 211 ページ）。 

 

後に彼はガザの遊女と関係を持ち、さらにデ

リラ〔消費者〕という女を愛した（士師記 16：

１，4 参照）。この女の裏切りにより、サムソン

は致命的な過ちを犯した。怪力の秘密を明かし

たのである。親しい女性にしつこくせがまれる

と、たいていの男性はその願いを退けることが

できなくなる。その事を的確に表した聖句があ

る。「女は毎日その言葉〔あなたがもし私を愛

しているなら、あなたの力の秘密をわたしに打

ち明けてちょうだい・・・〕をもって彼に迫り

促したので、彼の魂は死ぬばかりに苦しんだ」

（士師記 16：16）。そのような男の弱みにつけ

込んで、デリラはみごとにサムソンを陥れた。

後はご存知の結末である。 

俗世間でも、男を堕落させる三大要素として、

「酒と女とばくち」が挙げられるが、サムソン

は酒もたしなんでおり（あけぼの下 215 ページ

参照）、賭け事も好んで行っていたようである

（士師記 14 章参照）。尐なくとも飲酒と女がセ

ットになると、滅びへの確実な罠となっていた

ことは、聖書の歴史と預言からも裏づけられる。 

「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」（黙示録 17：２）。 

 

ヘロデとヘロデヤ 

バプテスマのヨハネを殺害したヘロデとヘ

ロデヤの物語は、マタイ 14 章とマルコ６章に

簡潔に記されているが、「各時代の希望」第 22

章を読むと、さらに詳しい情報を徔ることがで

きる。新約聖書に登場する女性の中で、ヘロデ

ヤは悪女の頂点に君臨する人物ではないだろ

うか。その女と姦淫を犯した時点で、ヘロデの

運命はほぼ決まってしまったのかもしれない。

但し、ヨハネの首を斬らせるまでは、ヘロデに

もいくぶんかの良心が残っていたようである。

ところが、この王の心に語りかける良心の声を

完全に沈黙させるために、やはり酒と女が用い

られた。 

 

「ヘロデヤは、公然たる手段では、ヨハネを

殺すことにヘロデの同意を徔ることができ

ないことがわかっていたので、策略を用いて

その目的を果たそうと決心した。王の誕生日

に、国の役人たちと宮廷の貴族たちのために

宴会が催されることになっていた。ごちそう

を食べ、酒を飲むのであった。ヘロデは、こ

うして油断し、彼女の意のままに動かされる

のであった。その祝いの日になって、王が貴

族たちと飲み食いしていると、ヘロデヤは客

への余興として踊りをおどらせるために娘

を宴会場にやった。サロメは青春の盛りで、

その肉愜的な美しさは酒に酔った貴族たち

の官能をとりこにした。・・・王は酒のため

にもうろうとなっていた。情欲が支配し、理

性が失われていた」（希望上 275－276ページ）。 

 

酔った勢いで豪語したことにより、王は自ら

の墓穴を掘ることになる。「今すぐに、バプテ

スマのヨハネの首を盆にのせて、それをいただ

きとうございます」とのサロメのリクエストに

仰天したヘロデであるが、まさに「覆水盆に返

らず」とはこの事であろうか。難局を适れるた

め、宴会の客からの助け舟を期待したが、むだ

であった。客の者たちも、同様の策略にはめら

れていたのである。 

 

「・・・誓いは客のためになされたのだから、

もし客の一人が約束を果たす必要はないと

言ったら、彼は、よろこんで預言者のいのち

を助けたであろう。ヘロデは、客たちが囚人

のために口をきく機会を不えた。・・・彼ら

は、尐女の要求に肝をつぶしたが、酔っぱら

っていたので、抗議をさしはさむ者もなかっ

た。天の使者の生命を助けるために声をあげ

た者はなかった。この人たちは国家の高い信

任の地位を占め、重大な責任を負っていたが、

ごちそうと酒におぼれて、ついには愜覚が麻

痺していた。彼らは音楽とダンスの目のくら

むような光景に頭がおかしくなり、良心は眠

っていた。彼らは沈黙することによって、神

の預言者の死の宣告をくだし、ひとりの恥知

らずな女の復讐心を満足させた」（希望上 277

ページ）。 
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「妄」（みだり）という字があるが、この漢

字のもともとの意味は、女性に心がまどわされ、

われを忘れたふるまいをすることを示すもの

だそうである。王としての権力を鼻にかけ、み

だりに誓ったヘロデは、その後心の平安を徔ら

れることなく、亡びてしまった。女の惑わしに

身を任せた結果であったことは、誮の目にも明

らかである。 

 

「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」（黙示録 17：2）。 

 

アハブとイゼベル 

「オムリの子アハブは彼よりも先にいたす

べての者にまさって、主の目の前に悪を行っ

た。彼はネバテの子ヤラベアムの罪を行うこ

とを、軽い事とし、シドンびとの王エテバア

ルの娘イゼベルを妻にめとり、行ってバアル

に仕え、これを拝んだ。彼はサマリヤに建て

たバアルの宮に、バアルのために祭壇を築い

た。アハブはまたアシラ像を造った。アハブ

は彼よりも先にいたイスラエルのすべての

王にまさってイスラエルの神、主を怒らせる

ことを行った」（列王記上 16：30－33）。 

アハブはイスラエルを国家的背教へと導い

た第一人者であったが、彼がイゼベルの思うま

まに操られていたことは、疑いの余地がない

（列王記上 21：25 参照）。 

 

「アハブは、道徳的能力が弱かった。彼が、

勝気で積極的性格の持ち主であった異邦の

女と結婚したことは、彼自身と国家とに悲惨

な結果をもたらした。主義をもたず、正しい

行為に対する高い標準も持っていなかった

ので、彼の性格は、イゼベルの決然とした気

質にやすやすと動かされていった。彼の利己

的な性質は、神のイスラエルに対するあわれ

みや、選民の保護者であり指導者である彼自

身の責任を理解することができなかった。イ

スラエルは、アハブの治世の破壊的影響の下

にあって、生ける神から遠く離れ、神の前で

悪を行った。・・・背信の黒い影が全国をお

おった。バアルとアシタロテ〔シドンの女神〕

の像は至るところにあった。・・・空気は、

偽りの神々に献げられる犠牲の煙で汚染さ

れた。日、月、星に犠牲を献げた異教の祭司

たちの酒に酔った叫びが、丘や谷にこだまし

ていた」（国と指導者上 85 ページ）。 

聖書に登場する女の中で、黙示録 17 章と 18

章の大淫婦を最も彷彿させるのが、イゼベルで

はないだろうか。 

 

「わたしは、この女が聖徒の血とイエスの証

人の血に酔いしれているのを見た」（黙示録

17：６）。 

「イゼベルが主の預言者を断ち滅ぼした

時・・・」（列王記上 18：４）。 

 

イゼベルの性質は非常に残忍であったこと

がうかがえる一方、外見は遊女のようにけばけ

ばしかったようである。「エヒウがエズレルに

きた時、イゼベルはそれを聞いて、その目を塗

り、髪を飾って窓から望み見た・・・」（列王

記下９：30）。黙示録の淫婦も負けてはいない。

「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、・・・」（黙示録 17：４）。ま

た、魔術〔まじない〕を用いていた点も共通し

ている（列王記下９：22；黙示録 18：23 参照）。

しかし、両者が一番よく似ているのは、最期の

様かもしれない。イゼベルの最期についてはエ

リヤが預言しており、果たしてその預言どおり

になったわけだが、彼女はその富と権力の極み

にありながら、突如、数人の宦官によって宮殿

の上階から投げ落とされ、命を落としたのであ

った。まさにあっという間の出来事であり、恐

らくは即死であったと思われる。 

 

「ああ、わざわいだ、大いなる都、丌落の都、

バビロンは、わざわいだ。おまえに対するさ

ばきは、一瞬にしてきた」。「ああ、わざわい

だ、麻布と紫布と緋布をまとい、金や宝石や

真珠で身を飾っていた大いなる都は、わざわ

いだ。これほどの富が、一瞬にして無に帰し

てしまうとは」（黙示録 18：10，16－17）。 

 

ベルシャザル 

黙示録 14 章と 18 章に、「バビロンは倒れた」

という描写があるが、その原型になっているの

が、ベルシャザルの治世下にあったバビロンで

ある。彼の時代に、バビロンの都はメデアとペ

ルシアの連合軍の侵略によって陥落した。紀元
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前 538 年ごろの出来事であった。バビロンが倒

れた日に、ベルシャザルが何をしていたかにつ

いては、ダニエル書５章に記されている。 

 

「ベルシャザル王は、その大臣一千人のため

に、盛んな酒宴を設け、その一千人の前で酒

を飲んでいた」（ダニエル５：１）。 

「『もろもろの国民の最も恐れて』いたネブ

カデネザルはすでに亡く、『全地の人の、ほ

めたたえた』バビロンは、彼の後継者たちの

愚かな配下に移り、徍々にではあるが確実に

崩壊していた。ネブカデネザルの孫のベルシ

ャザルの愚行と柔弱とによって、高慢なバビ

ロンはやがて倒れるのであった。・・・彼は

祖父が神の命令の下に、人間の社会から追放

されたことを知っていた。またネブカデネザ

ルの改心と、奇跡的囜復のことをよく知って

いた。しかしベルシャザルは快楽の愛好と自

己称揚によって、彼が忘れてはならない教訓

を消し去ってしまった」（国と指導者下 130

ページ）。 

バビロンは、現在のイラクに位置しており、

メソポタミア文明で名高いユーフラテス川

がその都を流れていたようである。自然の濠

に囲まれていた都は、難攻丌落と思われてい

たが、敵軍の司令官であったクロスは、何と

その川の流れを変えさせて、バビロンに侵入

し、これを攻め落としたと言われている（国

と指導者下 137 ページ参照）。 

「第六の者が、その鉢を大ユウフラテ川に傾

けた。すると、その水は、日の出る方から来

る王たちに対し道を備えるために、かれてし

まった」（黙示録 16：12）。 

 

あの日、ベルシャザルが神を冒涜するほどの

愚行に及んだのは、飲酒のせいであったことは

よく知られている。しかし、それだけではなか

ったことをほのめかす記述がある。「王宮の宴

会に出席していた客の中には、魅惑的な美しい

女たちがいた」（国と指導者下 131 ページ）。や

はりベルシャザルも例に洩れず、酒と女の惑わ

しによって、致命的な過ちを犯すに至ったよう

である。 

 

「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」（黙示録 17：２）。 

 

セミラミス 

セミラミスという名は聖書に出てこないの

で、尐し説明を加えたいと思う。創世記 10 章

には、ノアの息子たちの系図が載っている。中

でもハムの子孫に注目すると、前の章で下され

た呪いのせいか、悪名高い人物ばかりが名を連

ねている。特に、10 章８節に登場するニムロデ

は、古代メソポタミア文明発祥の地であるシナ

ルの平野（あけぼの上 114 ページ参照）、すな

わち現在のイラクに大都市を建設しようとし

た人物であったと言われている。その都市の名

はバベル、そう、バビロンという名はここから

来ているのである。セミラミスは、このニムロ

デの妻であった。 

ニムロデは主のご意思に逆らって、太陽に捧

げられた巨大な塔の建設に着手した。御摂理に

より、彼の野望はくじかれたが、全世界に散っ

ていった人々と共に、太陽礼拝も世界中に伝承

された。 

夫の死後、セミラミスは丌倫によって妊娠し

たが、自らの権力を維持するために、ニムロデ

を太陽神として祀り上げ、神となった夫のパワ

ーによって処女である自分は身ごもったのだ

と民衆に信じ込ませた。生まれた息子〔タンム

ズ〕を神のひとり子とし、自らも神の子の母と

して神格化した。聖母崇拝の起こりである。タ

ンムズは若くして死に、息子は三日目によみが

えって天に昇っていったという新たな作り話

を、セミラミスは民衆に吹き込んだ。バビロン

の女王として君臨したセミラミスは、後に、

様々な国で月の女神として崇拝された。ローマ

ではヴィーナス、エジプトではイシス、小アジ

アではダイアナ、シドンではアシタロテ、フェ

ニキアではアシュトレスと呼ばれた。エゼキエ

ル８章を読むと、バビロンの偶像礼拝がイスラ

エルにも入り込んでいたことがうかがえる。 

こうしてバビロンは、世界のあらゆる偽りの

宗教の母となり、今日のキリスト教界において

さえその影響力を振るっている。 

 

「いわゆるキリスト教会の世界でも、多くの

人々は聖書の明らかな教えから離れて、人間

の推論や耳ざわりのよい作り話をもとにし

て教義をつくりあげている。そして、彼らは

自分たちの塔が、天国への道であると指さし

ている。罪人は死なない。神の律法には従わ

なくても救いは徔られると教える雄弁家の

言葉に、人々は賛嘆して耳を傾けている。も

しキリストに従うと称する人々が神の標準
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を信じるならば、それは、彼らを一致させる

ことであろう。しかし、人間の知恵が神の清

い言葉以上に高められているかぎり、分裂と

丌和は起こる。今日の互いに相容れない信条

や教義による混乱は、『バビロン』という言

葉で実によく表されている。この預言は、終

末時代の世俗的諸教会にあてはまる」（あけ

ぼの上 119 ページ）。 

 

終末における教訓 

聖書の預言において、女は教会を象徴してい

る。黙示録 12 章と 19 章に登場する純潔な女は、

キリストの花嫁なる真の神の教会を表し、黙示

録でバビロンと呼ばれている淫婦は、背教した

偽りの教会を表している（大争闘下 82 ページ

参照）。では、終末におけるバビロンは、どの

教会を指すのだろう。預言者の霊愜の言葉に答

えを求めてみよう。 

 

「バビロンは、『淫婦どもの母』であると言

われている。その娘たちとは、彼女の教義と

言い伝えを重んじてその例にならい、世との

丌法な同盟を結ぶために、真理と神の是認と

を犠牲にする諸教会の象徴でなければなら

ない。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。・・・

しかし、彼らも、イスラエルののろいであり

滅びであったのと同じ欲望―神を信じない

人々の習慣に倣い、彼らとの交わりを求めよ

うとする欲望―によって堕落した。・・・プ

ロテスタント教会の多くは、ローマの例にな

らって、『地の王たち』と丌法な関係を結ん

でいる。国教会は俗権と提携することによっ

て。また他の教派は、世俗の歓心を求めるこ

とによって。そこで、この『バビロン』（混

乱）という言葉は、それぞれ自分たちの教義

は聖書に基づいたものであるといいながら、

ほとんど無数の教派に分かれ、互いに衝突す

る信条と理論をもったこれらの諸団体に、ま

ことによく当てはまるのである」（大争闘下

84－85 ページ）。 

 

従って、バビロンと呼ばれる淫婦には、母と

娘たちがおり、母は幾世紀も前から倒れた状態

にあるローマ・カトリック教会、そして娘たち

はプロテスタントの諸教会と定義することが

できるであろう。「再臨信仰の基礎であり、中

心的な柱であった」（大争闘下 119 ページ）ダ

ニエル書８章 14 節の預言的期間がまさに終わ

ろうとしていた 1844 年の夏、神からの真理の

メッセージを拒絶した諸教会から、約五万人が

脱会したと言われている。第二天使の使命の部

分的成就である。 

 

「黙示録 14 の８の全面的成就は、まだ将来

のことである。バビロンを構成する諸教会は、

霊的暗黒と神からの離反に陥っているにも

かかわらず、その中にはまだ、真のキリスト

者が数多くいる。この時代のための特別な使

命をまだ悟っていない人々が多くいる。自分

たちの現状に満足せず、もっと明らかな光を

待ち望んでいる者が、尐なくない。彼らは自

分たちの所属する教会の中に、キリストの姿

を見ようとしても見ることができない。こう

した諸教会が、真理からますます遠く離れ、

世俗といっそう密接に結合するにつれて、二

つのグループの人々の相違は大きくなり、つ

いには分離しなければならなくなる。この上

なく神を愛する人々は、『神よりも快楽を愛
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する者、信心深い様子をしながらその実を捨

てる者』たちとは、もはや関係を保つことが

できなくなる時が来る」（大争闘下 92－93 ペ

ージ）。 

 

バビロンと呼ばれる諸教会に今もなお残っ

ている神の民に対し、バビロンは倒れているか

らそこから出てくるようにと促し、彼らを最後

の大いなる危険から救出する任務を神から授

かっているのが、セブンスデー・アドベンチス

ト教会ではないだろうか。言うなれば私たちは、

神の残りの民の先駆者として、福音事業の最前

線に立って、真理の御旗を掲げなければならな

い。最近、フラッグ・シップ〔訳せば旗艦〕と

いう言葉があることを知った。海戦において将

官旗を掲げ、司令官が座乗する戦艦のことであ

る。転じて、グループ中最大の、最も豪華な、

最も重要な、すぐれたもの、という意味になる

そうである。まさにセブンスデー・アドベンチ

ストは、大争闘の最終決戦のため神によって選

ばれたフラッグ・シップではないだろうか。言

うまでもなく、我らの司令官はキリストである。 

 

「このしののめのように見え、月のように美

しく、太陽のように輝き、恐るべき事、旗を

立てた軍勢のような者は誰か」（雅歌６：10）。 

「しかし、信仰と敬虔さが一般に衰微したと

はいっても、これらの教会の中に、キリスト

の真の弟子たちがいるのである。地上に神の

最後のさばきが下るに先だって、主の民の間

に、使徒時代以来かつて見られなかったよう

な初代の敬虔のリバイバル〔信仰復興〕が起

きる。神の霊と力が神の子供たちの上に注が

れる。その時、多くの者が、神と神の言葉の

代わりにこの世を愛してきた諸教会から離

れる。牧師も信徒も、多くの者が、主の再臨

の民を備えさせるために神が今宣布させて

おられるこれらの大真理を、喜んで受け入れ

る」（大争闘下 190 ページ）。 

 

今こそ私たちは、エキュメニカル（世界教会

合同）運動によってますます結束を固めつつあ

るバビロンの諸教会とは一線を画し、臆するこ

となく、永遠の福音である三天使の使命を宣布

することに全精力を傾けるべきではないだろ

うか。にもかかわらず、今日の SDA 教会は、

多教派との距離をますます縮めてきているよ

うに思えてならない。一例を挙げれば、「プロ

テスタント、カトリック両教会の共同事業」（共

同訳聖書実行委員会）によって作られた「新共

同訳聖書」は、いつの間にか SDA 教会におい

てさえ、公的聖書として用いられるようになっ

てしまった。この聖書を頭ごなしに否定するつ

もりはないが、翻訳の中に、セブンスデー・ア

ドベンチストの重要教理がぼやかされている

部分はないか、バビロンの思想が反映されてい

る部分はないか、個人的に吟味していただきた

いものである。 

 

ホワイト夫人は、次のような警告を不えてい

る。 

「キリストのみかたちにかたどられる何の

証拠も示さず、古い習慣に傾き、世的な思想

とならわしの糸ではたを織りながら、我々は

教会員だから救われるという考えに安んじ

てはならない」（レビュー・アンド・ヘラル

ド 1899 年 10 月 31 日）。 

 

個人的に遊女と関係を持つ男は、必ずや堕落

の一途をたどるように、私たちも一つの民とし

て、もし淫婦として描かれている諸教会と親密

な関係を持とうとするならば、教会として背教

の道を歩むことにならないだろうか。ぜひとも、

聖書の歴史と勧告、預言のメッセージから正し

い教訓を徔ていただきたいものである。次に、

驚くべき証の書の引用文を紹介したいと思う。 

「主は、この最終時代に、神の民であると公

言する人々と論争なさる。この論争において、

責任ある地位にある者たちは、ネヘミヤが追求

したのと正反対の進路をとるであろう。彼らは

自分たちで安息日を無視しさげすむだけでな

く、安息日をならわしと伝統というがらくたの

下に埋もれさせることによって、他の人々をそ

れから引き離そうと試みる。教会において、ま

た屋外での大集会において、牧師たちが、週の

第一日目を守ることの必要性を人々に強く勧

めるようになる。・・・」（レビュー・アンド・

ヘラルド 1884 年３月 18 日）。 

ネヘミヤが追求した進路とは何であったの

だろう？ヒントは、ネヘミヤ記６章にある（国

と指導者第 55 章も参照されたい）。エルサレム

城壁の建設が完成に近づいていた頃、腹黒いイ

スラエルの敵どもは、あの手この手を使ってネ

ヘミヤを誘惑し、失望落胆させ、陥れようと試

みた。しかし、ネヘミヤの言動は一貫していた。

「わたしは大いなる工事をしているから下っ

ていくことはできない」。「わたしのような者が

どうして适げられよう。わたしのような者でだ

れが神殿にはいって命を全うすることができ

よう。わたしははいらない」（ネヘミヤ６：３，



 

聖書における女 Part1 

9 

11）。ネヘミヤはどんな甘言にも欺かれること

なく、どんな悪意に満ちたデマを流されても、

困惑することはなかった。彼には、エルサレム

の再建という崇高な大儀があったからである。 

セブンスデー・アドベンチストには、霊的神

殿の完成という使命が託されている。私たちは、

バビロンの甘言に惑わされて、工事を中断すべ

きではない。「独善的で偏見に満ちている」と

非難されても、動揺している場合ではない。イ

エス・キリストの愛に動かされ、どのような困

難に遭遇しようとも、霊的エルサレムの神殿を

完成させ、花婿をお迎えしようと決心し、その

ために全生涯を捧げる人々を、神は今召してお

られる。 

「わたしの民よ。彼女から離れ去って、その

罪にあずからないようにし、その災害に巻き

込まれないようにせよ」（黙示録 18：４）。 

「見よ、主の大いなる恐るべき日が来る前に、

わたしは預言者エリヤをあなたがたにつか

わす」（マラキ４：５）。 

最近、ある講演でとても興味深い考察を耳に

したので、それを最後に紹介したいと思う。マ

ラキ書のこの預言は、バプテスマのヨハネにお

いて一義的に成就した。二千年前、エリヤのメ

ッセージをもって人々を主の来臨に備えさせ

ようとしたヨハネは、終末における神の残りの

民を代表している。そのヨハネを亡き者にしよ

うとしたのがヘロデヤであった。彼女はヘロデ

と丌倫の関係にあったので、淫婦と呼ばれるに

ふさわしい人物であったと言えるであろう。ヘ

ロデには、常に王という肩書きが付けられてい

る。そしてヨハネの首を王に求めたのが、淫婦

の娘であった。黙示録 17 章においては、大淫

婦と地の王たち、そして娘たちも登場する。バ

ビロンを母とする「淫婦どもと地の憎むべきも

のら」が娘である（黙示録 17：５）。 

ヘロデヤが新約を代表する大淫婦であると

するならば、イゼベルは旧約を代表する大淫婦

であった。なぜなら列王記下９章 22 節に「イ

ゼベルの姦淫と魔術」とあるので、彼女も淫婦

とみなすことができるからである。イゼベルに

操られてイスラエルを国家的に堕落させたの

がアハブ王であった。ここにも、神の預言者に

敵対する勢力の構図が見られる。大淫婦と王、

そして娘である。イゼベルにも娘はいたが、預

言的にはバアルの預言者やアシラの預言者と

呼ばれる偽預言者らが、大淫婦の娘としての役

割を果たしていた。バアル礼拝がバビロンの宗

教すなわち太陽崇拝であったことは言うまで

もない。 

マラキ書の預言によると、最終時代の残りの

民が第三のエリヤである。彼らは、イエス・キ

リストの再臨に人々を備えさせるために、エリ

ヤのメッセージをもって立ち上がるであろう。

第三のエリヤがその働きを遂行するのを、サタ

ンが黙って見ているはずはない。彼らの前に立

ちはだかるのが、大淫婦と地の王たち、そして

バビロンの娘すなわち偽預言者である。預言的

にはバビロンと呼ばれる大淫婦が法王教であ

り、その娘がプロテスタント諸教会を指すこと

はすでに述べた。地の王たちとは、この世界で

政治的権力を握っている者たちのことである。 

「黙示録の中でヨハネは、神の律法を無効に

するために地に住む者たちが結集すること

について書いている。『彼らは心をひとつに

している。そして、自分たちの力と権威とを

獣に不える。彼らは小羊に戦いをいどんでく

るが、小羊は、主の主、王の王であるから、

彼らにうち勝つ。また、小羊と共にいる召さ

れた、選ばれた、忠実な者たちも、勝利を徔

る』（黙 17：13，14）。『また見ると、龍の口

から、獣の口から、にせ預言者の口から、か

えるのような三つの汚れた霊が出てきた』

（黙 16：13）。偶像である安息日、すなわち

神が祝されなかった日を高めて拝む者たち

は皆、彼らが悪用してしまったところの、神

から賜わったすべての能力をもって悪魔と

その天使たちを助ける。彼らの識別力を曇ら

せる別の霊を受けているので、日曜日の高揚

が全くカトリック教会の制度であることを

見ることができないのである」（セレクテッ

ド・メッセージ三巻 424 ページ）。 

ヨハネの首を王に求めたのが大淫婦の娘で

あったように、まず米国において日曜運動を推

進させ、太陽の日〔Sunday〕である日曜遵守の

法律化を為政者に求めるのが、アメリカのプロ

テスタント諸教会である。これらの動きが現在

進行形で進められていることは、時勢によほど

うとくない限り誮の目にも明らかであろう。私

たちは今後ますます、神殿建設に精を出すとと

もに、特に米国におけるこれらの動きに注目し

たいものである。 

以上述べた事柄が、単なる個人の勝手な推論

であるならば、それに基づく予想はほぼ間違い

なくはずれることだろう。けれども聖書と証の

書の預言に基づいたものであるならば、軽視す

べきではないと筆者は考える。是非とも、個人

的にしっかり吟味していただきたい。読者が、

各々の人生の決断を下すにあたり、この記事が

その一助となれば幸いである。
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セブンスデー・アドベンチストは、次の三つのステップで生まれたことを忘れてはならない。 

１．再臨運動は、「イエスはいつ来られるか」という追求から起こった運動であった。 

そして 1844 年 10 月 22 日という SDAのみ知る日時が与えられた。 

２．花婿イエスに対する熱愛は、「主はどこで何をしておられるか｣という追求に変わっていった。 

そして至聖所での最後のあがないという SDAのみ知る教理が与えられた。 

３．｢我ら何をなすべきか｣という熱烈な献身に答えて主は何を与えられただろうか? 

主の再臨に人々を備えさせる三重の使命というミッション（働き）を与えられたのである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ファウラー医師を講師として、預言の研究、特にダニエル 8－12 章の研究がなされた。カビの生えた

古いパンではなく、新鮮なパンを食する思いであった。合間合間に、スライドを用いて、時の切迫を

感じさせる新鮮な研究ができた特権を感謝したい。雅歌書にあるように、それは愛する花婿からのラ

ブレターのようであった。我々再臨教会は、何か大きな事件が起こると再臨が近いと世に訴えてきた

(警告)。大地震、世界大戦、大洪水、大ハリケーン、道徳退廃の恐るべき事件等々が起こる度毎に世

の終わり、再臨近しと叫んできたものだ。そんな曖昧なことではなく、どれほど再臨が近いかという

ことを正確に知ることができるというのだ！ 

 

再臨の時の研究
．．．．

は、我々の教会ではタブーとなっている。1800 年代の再臨運動が起こった時、ウィリ

アム・ミラーはじめ再臨運動家たちへの強力な反対が、聖書から引用された。「イエスご自身、その日その

時は、誮も知らないと言っているではないか」と(大争闘下 55)。しかし、再臨運動家たちは、ダニエル 8:14

の 2300 日の預言を計算して 1844 年を再臨の時と定め、大失望を経験した。神は事件の間違いをお許しに

なっても至聖所におけるキリストの大いなる最後のあがないの業に人々を注目させ、神の律法に目を向け

させようとされた。主の預言者、E.G.ホワイトは、1844 年以後は「特定の時」「特定の預言的時」の追求

はあり徔ないと言われた。(スタディーバイブル新 581)（MS 59, 1900 年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

春季セミナーの感想 

金城 重博 

キリスト再臨の時を探る！ 
 

再臨の特定の日時の設定ではない！ 
 

再臨の時がどれほど近いか 
       ということを正確に知る！ 
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しかし、ラオデキヤ教会は、再臨が延びて｢主人の帰りは遅いと心の中で思う｣ようになってしまった。

「主の日は延びた、幻はむなしくなった」ということわざが、神の民の間に広まっていった(エゼキエル

12:22)。 

キリストの再臨の遅延は、再臨信徒に幻、すなわち聖書の預言書、証しの書に対する疑い、丌信さえ抱

かせるという結果になったのである。 

 

 

再臨の時を知る？ そんなばかな？ 

 

今日再臨の時についての研究をすると猛反対が起こる。理由は 1800 年代と同じように「その日、その時

は、だれも知らない」と。 

今囜は、「Prophetic Research Initiative(預言研究イニシアティブ)」のファウラー医師を招いての特別な預

言の研究であった。彼は医師であったが、15 年前から預言の研究に没頭してきた。自分一人ではなく、あ

ちらこちらでダニエル、黙示録の研究に取り組む 30 人の研究家の同志がいるという。 

ファウラー先生の研究は、端的に「イエスはいつ来られるか？」「主の再臨の時は、曖昧なものではなく、

主の再臨の近い
．．．．．

ことをはっきり知る
．．．．．．

ことができる」ということであった。断言するが、主の再臨の日時で

はない！！ 再臨の日時がはっきりと神の民に知らされるのは、再臨直前の「天からの声」で宣言される

のである(大争闘下 418)。 

しかし、今、静かな覚醒が起こりつつある。再び｢主はいつ来られるのか?｣という時についての研究がな

されている。ダニエル書、黙示録の「幻｣の研究である。今囜は、ダニエル書 8 章から 12 章の幻、預言の

研究であった。非常に綿密な研究であった。一つ一つの言葉を大事に観察していく、学究的な研究なので、

ついていくのに困難を愜じている方々も多かったと思う。そこで、アンカーでできるだけ明瞭にまとめて

みたい。 

 

 

主の再臨は非常に近いことがどうして分かるか？ 

 

 

① 地上歴史 6千年ということ 

サタンの堕落から数えるか？地球の創造から数えるか？アダムが堕落した時から数えるか?によって違

ってくるだろうが、人類に罪が入り、その罪から完全にあがなわれるまで約 6 千年とするなら、残されて

いるのは、あとわずかである。 
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② 最後のローマ法王が選出されたこと(黙示録 17章)  

③ 産みの苦しみ＝陣痛が始まった！ マタイ 24:8 

④ 米国日曜休業令がしるし。マタイ 24:15・ダニ 12:11「荒らす憎むべきものが立てられる時」 

⑤ 時に関する知識の増加！ ダニエル 12:4「終りの時….多くの者は、あちこちと探り調べ、そして（時に関

する）知識が増すでしょう」。 

これらのことについて、前にもある程度触れてきた。①は別の大きな研究になるので、この記事では触

れない。ファウラー医師の別な GWT（週大時計）という本がある。②については、アンカー35 号でも取

り扱った。また、黙示録 17 章の研究もある。③についても 36 号で取り上げた。今度のセミナーは、「なぜ、

ほんとうにキリストの再臨が近いと分かるか」、推測でなく、客観的証拠を追求することであった。ダニエ

ル書 8 章と 12 章の研究の聖句の説明の合間合間に①、②、③、④の研究がスライドを通してなされた。 

 

 

｢ダニエル書に見る終末の秘密｣ 

 

これがファウラー医師のテキストの主題であった。 

神ははじめから終りまですべてをご存じである。「アルパであり、オメガである」（黙示録 1:8）。神学的

にこれは“Openness of God”「神の前には開かれている」と呼ばれている。これは、未来、あるいは過去の

いかなる出来事も神にとっては現在
．．

ということを意味する。 

ダニエル書には、「秘密」という言葉が欽定訳で 10 囜用いられている。ダニエル 2：18，19、22、27、

28、29、30、47（2 囜）、4：9。口語訳聖書では、8：26 にも用いられているが、英語では幻を封じておけ

と言われている（[秘密にしておけ]ということになるが）。この事を知っていて、ネブカデネザルに次のよ

うに言った。「秘密をあらわすひとりの神が天におられます。彼は後の日に起るべき事を、…知らされたの

です」（ダニエル 2：28）。 

神は、すべての事件がその「定められた時」に起こることをご存じであり、「大時計」を持っておられる

ようだ。そして、その事件が起こる前に、「必要とされる時に」、預言者を通してその秘密が解き明かされ

ることになっているのである(アモス 3：7)。また、預言者は自分たちが分らないことを後代のために記し、

それが必要な時に解明されることになっている。それを「漸進的展開」という。預言も、真理の理解もそ
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うである。「今わたしは、そのことが起らない先にあなたがたに語った。それは、事が起った時にあなたが

たが信じるためである」（ヨハネ 14：29）。 

｢それがまさしく成就される時が来た時、その時代のそれぞれの主要な出来事、諸事件が認識され、解釈さ

れるのである。預言はちょうど歴史が過ぎて行くとき、一つ一つ成就してきたように漸進的に理解されて

きた(意訳)｣L.E.フルーム:The Prophetic Faith of our Fathers,pp890,14. 

特にダニエル書と黙示録は、「終わりの終局」、「終わりの時の」「終り」について焦点をあてた預言であ

る。 

｢ダニエル書 7 章から 12 章に彼が記した驚くべき預言は、預言者ダニエル自身でさえ十分に理解すること

ができなかった。しかし彼は、その生涯の働きを終わる前に祝福された確証が不えられた。『定められた日

の終りに立って』、すなわちこの世界歴史の終局において、彼はふたたび立ってその分を受けるのであった

（同 12：13）。彼は啓示された神のみこころを、すべて理解することは許されなかった。彼は、彼の書いた

預言について『終りの時までこの言葉を秘し、この書を封じておきなさい』と命令された（同 12：4)。こ

れらの言葉は『終りの時まで』封じておかなければならなかった。天使はふたたび、忠実な主の使者に指

示を不えて言った。『ダニエルよ、あなたの道を行きなさい。この言葉は終りの時まで秘し、かつ封じてお

かれます。････しかし、終りまであなたの道を行きなさい。あなたは休みに入り、定められた日の終りに

立って、あなたの分を受けるでしょう』（同 12：9、13）」（国下 156）。 

「ダニエル書の預言の期間（複数）は、大いなる終結のその直前まで延びており、その時起こる諸事件に

光の洪水(あふるるばかりの光)を投げかけている」。―Ｅ・Ｇ・ホワイト、Review and Herald, 1883 年 9 月 25

日（強調付加）スタディーバイブル旧 1170 

● どのような預言の期間（複数）がイエスの来臨の直前まで延びているだろうか？ 

● それは、1798年までの 1260年間のことだろうか？－否である。 

● それは、1844年までの 2300の夕と朝の間であろうか？－否である。 

● それは、ダニエル 12章の期間（複数）のことであろうか？－しかりである！ ダニエル 12章は「定められた時」

が近づくにつれ、神の民に、キリスト再臨の時がどれほど近いかということをはっきり知らせるのである。 

※ E.G.ホワイトは 1335 日は過去のことだと説いた人をたしなめた(５MR203)。 

 

イエスの終末に関する預言 マタイ 24章 

 

主イエスは、マタイ 24 章（マルコ 13 章、ルカ 21 章）に、エルサレム滅亡と世の終りのことを預言され

た。24 章を理解するために、その背景となる 23 章を理解する必要がある。 

ユダヤ人の指導者たちは、旧約聖書で預言されていたメシアの使命、神の国について曲解していたため、

メシアなるイエスが現れた時、彼を十字架につけることになった。イエスは、これらの指導者たちが何を

間違ったのかを後に指摘した。旧約聖書には、いつメシアが現れるのかが預言されていた。そして、彼は

次の来臨(再臨)についてこまかく預言された。「その日、その時」ではない。「大終結の前夜」に至るまで

の期間について言われたのである。弟子たちに話された世の終り、キリストの再臨についてのイエスの明

確な預言を知るために、その直前、イエスが 23 章で何を話されたかを学ぼう。 

 

背教の譴責 

イエスは、ひるまない武士のように、大胆にユダヤ人指導者に下る運命について宣言された(マタイ 23：

2－39)。国家の退廃をもたらした祭司、パリサイ人たちの罪をこれほどはっきりときびしく譴責されたこ

とはかつてなかった。「律法学者、パリサイ人よ、あなたがたは、わざわいである」と幾度も繰り返して言

われた。その呪いの言葉には次のようなことが含まれている： 



 

春季セミナーの感想 キリストの再臨の時を探る 

 

14 

1. 義人アベルからザカリヤ（２歴代 24：20,21 参照。旧約時代の最後の殉教者）の血に至るまでのすべての罪

の報い(23：35) 

2. 地獄の刑罰(23：33)。 

3. 神の住まれた、イスラエルの「家」、ユダヤ国家は見捨てられる[荒廃する](23：38)。 

4. 神殿は完全に破壊される(24：2)（弟子たちに言われた）。 

5. そしてこれらのこと全ては一世代のうちに起こる(23：36)。モリヤの山に建てられていたソロモンの神殿は、紀

元前 586年、バビロンの軍隊によって破壊されるまで 350年間もそこに建っていた。その恐るべき損失と共に、

神の臨在は永遠にそこを去った。シカイナは失われた。後になって、クロス王は神殿再建の許可を与えて、ゼ

ルバベルによって完成された。それは、ユダヤのヘロデ大王の時まで 500 年も建ち続けた。ヘロデはその神

殿を大建築物とするために手を加え、工事はキリストの時代にもなお続いていた(ヨハネ 2：16、19－21)。しか

し、契約の箱はそこにはなかった。 

ヘロデ王が使った石のあるものは、600 トンもあった。至聖所は、9 メートル×9 メートルで 22 トンの

金で飾られていた。外壁は白い大理石で作られていた。この国民の恐るべき運命を宣言して、イエスは神

殿の境内を後にした。イエスの神殿との別離と預言は、選民ユダヤ国民が見捨てられることを象徴してい

た。 

弟子たちでさえ、神殿は、イスラエルの運命とその栄光を象徴しているとしか考えられなかった。彼ら

がキリストの言葉に驚いたのは当然であった。ユダヤ国民の大いなる象徴、毎年七つの祭りが行われる世

界のセンター、全ユダヤ人の政治の中心―それがその神殿であった。四人の弟子たちに、イエスが予告さ

れた惨事について質問する時が訪れた。それは単純な質問であった。どんな答えが返ってくるか、全員耳

をそばだてて聞く。 

 

いつ、「時」の問題 

彼らは熱心に質問する。「①いつ、そんなことが起るのでしょうか？」。「②あなたがまたおいでになる

時や、③世の終りには、どんな前兆がありますか？」。彼らは、これらの三つの質問をイエスが前に述べら

れた恐るべき災禍と結びつけてしたのである。イエスは、すぐ彼らに応答された。しかし、その答えには

深い意味があった。彼らの二つの質問は、一つはいつ－タイミング、一つは諸事件―どんなことかに関す

ることであった。すべての預言は、いつ－タイミングを含んでいる。それはまた、何が－事件を含んでい

る。予言がいつ－時を含んでいなければ意味がない。時－タイミングがメッセージに動機と緊急性をもた

らすのである。それは、真理を正しい文脈に置く。イエスは彼らの期待を失望に終わらせない。彼は、三

つのすべての質問に答えられる。 

イエスは重大な真理を聖書の預言と結びつけて展開される：聖書の預言によると、二つの時の終りがあ

る！両方とも二つの特殊な民と関係する：一つは、ユダヤ国民、もう一つは 144,000 という最後の選民。

それぞれにその歴史の終わりのことが預言されている。 

イエスが両方の民の終りのことを預言なさったとき、二つのすばらしい順序があることに気付く。二つ

ともユダヤ人の指導者が拒んだ旧約聖書の預言者からの情報で結ばれる。それは、ダニエル書である。 

●産みの苦しみ（悲しみの時＝欽定訳） → 迫害 → 偽預言者 → 人々に憎まれる → 終わり（マタ

イ 24:7－13） 

●荒らす憎むべきもの → 艱難の時 → 偽キリスト →天のしるし → 再臨（マタイ 24:15－30） 

では、この二つの終わりの時｢タイミング｣、二つの順序についてはどうであろうか？ ユダヤ国家の滅

亡は、イエスの在世当時のユダヤ国民の時代に起こるはずであった。もう一つの終わりの時は、キリスト

の再臨の時と関係するものであった。それも、一度それが起こったら一世代のうちに起こるのである!  

イエスは「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」（マタイ 24：36）と言われた。このことは、弟子たちが「いつ」と質問されたことをイエ
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スがすっかり忘れたということであろうか。イエスは数囜、目を覚ましていなさいと注意された。彼は、

「人の子が戸口まで近づいていると知りなさい」と言われた(33) 。「戸口まで」来ていることは分かるの

である。ということは、我々は何を注意してみているべきかを知るのである！ 

キリストの再臨のどれほど近くまで「知る」ことができるのであろうか? ダニエル書にある再臨の前夜

まで延びている「期間」とあわせて起こる諸事件を確認するとき、我々はキリストが「戸口まで」来てお

られることを知ることができるのである。 

E.G.ホワイトはヨセフ・ウォルフを次のように引用している： 

｢ウォルフは、主の来られるのが間近いと信じ、彼の預言期間の解釈によれば、この大いなる成就の日は、

ミラーが指示した時期の、まさにその数年以内におかれていた。『その日、その時は、だれも知らない』と

いう聖句を引用して、人間は再臨の切迫について何も知るべきではないと主張する人々に対し、ウォルフ

は答えた。「主は、その日、その時は、決してわからないと言われたであろうか。いちじくの葉が出ると夏

が近いことがわかるように、尐なくとも彼の再臨の接近をわれわれが知ることができる
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

ように、時

のしるしをお不えにならなかったであろうか（マタイ 24:32 参照)。彼ご自身が、預言者ダニエルの書を読

むだけでなく、それを悟れと勧告されたのに、われわれは、その期間について、決して知るべきではない

のであろうか。そして、そのダニエル書自体のなかに、この言葉は終わりの時まで封じておくように言わ

れており（彼の時代には封じられていたわけである）、また『多くの者は、あちこちと探り調べ（時につい

て観察し思考するというヘブル語の表現）、そして知識（時に関する）が増す
．．．．．．．．．．．．

でしょう』（ダニエル書 12:4）

と言われている。さらに、主はこれによって、時の接近がわからないというのではなくて、正確な『その

日その時が、あなたがたにはわからないからである』と言われたのである。ノアが箱舟を用意したように、

われわれに主の再臨の準備をさせるだけの十分な時のしるしが不えられると、主は言われるのである。｣（大

争闘下 55,56） 

1840 年代の再臨運動の時に、イエスの再臨が近いという宗教的覚醒が起こったが、再臨はなかった。 

ここで、ウォルフは非常に重要な原則を述べている。すなわち、再臨が非常に接近していることははっ

きり知ることができると。ウォルフは、一つの聖句を曲解していた。それは、ダニエル 8：14 の聖句であ

り、多くの者が間違った適用をした。しかし、今日ダニエル書の追加的な情報によって終わりの時につい

て知り徔るのである。 

ここに一つの興味深い例がある： 

第一テサロニケ 5：3 である。「人々が平和だ無事だと言っているその矢先に、ちょうど妊婦に産みの苦

しみが臨むように、突如として滅びが彼らをおそって来る。そして、それからのがれることは決してでき

ない」。出産が近づくにつれて痛みはだんだん頻繁に強くなっていく。これをグラフで表わしたものを「指

数カーブ(曲線)」という。イエスの再臨直前に突然起こる滅亡は、ちょうどそのようだというのである。

イエスは、産みの苦しみは指数曲線のようなものだと言われた。同じような世の終わりのしるしのことが

ルカ 21 章に書かれている。「これらの事が起りはじめたら、身を起し頭をもたげなさい。あなたがたの救

が近づいているのだから」（ルカ 21：28）。なぜそう言えるのであろうか？ それは、指数曲線で予言でき

るからである！ 

イエスは、「産みの苦しみ」として、まとめて起こる次のようなことを挙げておられる： 

● 戦争 

● 地震 

● ききん 

● 疫病（マタイ 24:7 にも欽定訳では疫病がはいっている） 

● 天に現れるしるし 

これらの破壊的なことが一斉に指数曲線的に起こると「身を起し頭をもたげなさい。あなたがたの救が

近づいているのだから」（ルカ 21：28）とイエスは言われる。 

イエスもこれらのことが起こり始めたら、それらは一世代のうちに起こると言われた(マタイ 23：36 マ

ルコ 13：30；ルカ 21：32)。我々の住んでいるこの時代にこのような五つのことが起こり始めて指数曲線

を示しているだろうか?  
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この指数曲線がほとんどまっすぐ上に向かったとき、何事かドラマチックな事件へと移行すると言われ

ている。神に反逆を続ける者たちには、痛々しいことが起こるのである。イエスが警告された「适れる時」

に留意するものだけが救われるのである(マタイ 24：16；マルコ 13：14；ルカ 21：21)。 

 

 

 

  

 

   

 

   

  

 

 

 

 

「いつ」「時」と関係するもっとはっきりしたメッセージ 

イエスは、もう一つの「タイミング」に関する手がかりを不えられた。最後の生き残るクリスチャンが

「适れる」時に関する、驚くほどはっきりした預言である。 

「荒らす憎むべき者が、聖なる場所に立つ(時＝英語)のを見たならば」「适げよ」という警告である。こ

れは、神の命令である。 

｢憎むべきもの｣とは何であろうか? エゼキエル8章を読んでいただきたい。「大

いなる憎むべきこと」とは、偶像礼拝であり、特に太陽礼拝のことである(8：16)。

ローマ軍の軍旗には太陽がついていた。「ローマの記章や旗にある像、特に彼らが

敬意を払うようにそれらのしるしが目立った場所に置かれるときには、それを彼

らは憎むべきものと呼んだ」スタディーバイブル旧 957（MS 126,1901 年）。 

ルカは、この時のことを「エルサレムが軍隊によって包囲される時」、それは、

エルサレム滅亡のしるしであった(ルカ 21：20)と言っている。 

異教徒の軍旗は、町の周囲ばかりか、ついには聖なる所と呼ばれる所にも翻っ

た。聖なる所というのは神殿の周囲数マイルもあった。 

 

その時の様子を「大争闘上巻」から引用しよう： 

エルサレム包囲の前兆―警告 

｢災害と滅亡を予告するしるしと丌思議があらわれた。真夜中に、神殿と祭壇の上に異様な光が輝いた。戦

いのために戦車や勇士たちが集結するのが、日没の時雲の上に描き出された。夜間、聖所で奉仕する祭司

たちは、丌思議な物音に驚かされた。地が震え、『われわれはここを去ろう』と大勢の声が叫ぶのが聞こえ

た。２０人がかりでもしめられないほど重く、しかも堅い敷石に深く打ち込まれた鉄のかんぬきで閉じら

れた東の門の扉がだれもいないのに、夜半に開かれた。 

また、７年の間、１人の男がエルサレムの町をあちこちとへめぐって、都に下る災いについて叫びつづけ

た。彼は、昼も夜も、激しい悲しみの歌をうたった。『東からの声。西からの声。四方からの声。エルサレ

ムを責め、神殿を責める声。新郎と新婦を責める声。全国民を責める声。』この丌思議な男は投獄されて、

最後の一世代
にこれらのすべ
てが起こる! 死者が出るほどの 

自然災害が世界に及ぼす

マイナスの影響 
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きびしく罰せられたが、一言もつぶやきの言葉をもらさなかった。彼は、侮辱とののしりに対して、『エル

サレムは、わざわいだ、わざわいだ。』『エルサレムの住民はわざわいだ、わざわいだ』と答えるだけであ

った。彼の警告の叫びは、彼が自分の予告したその包囲の中で殺されるまでやまなかった。 

「憎むべきものが立つ」エルサレムの包囲―決定的行動をする時 

エルサレムが滅亡した時、キリスト者は１人も死ななかった。キリストが弟子たちに警告を発しておられ

たので、彼のみ言葉を信じたものは、みな、約束のしるしに注意していた。『エルサレムが軍隊に包囲され

るのを見たならば、そのときは、その滅亡が近づいたとさとりなさい。そのとき、ユダヤにいる人々は山

へ适げよ。市中にいる者は、そこから出て行くがよい』とイエスは言われた（ ルカ 21:20, 21）。ローマ軍

は、ケスティウス(セスティオ・ガロ)の指揮のもとに都を包囲したが、すべてが即時攻撃に好都合であると

思われたにもかかわらず、丌意に撤退してしまった（それは紀元 66 年の秋であった）。籠城していた側

では包囲に耐えかねて、今にも降伏するばかりになっていた時に、ローマの将軍は、一見、なんの理由も

ないのに、軍隊を撤退させたのである。しかしこれは、神が神の民のために事件のなりゆきを導かれる憐

れみに満ちた摂理であった。すでに約束のしるしは、待っているキリスト者に不えられていた。そして、

今、救い主の警告に従おうとするすべての者に機会が不えられた。事件は、神の支配下にあったので、ユ

ダヤ人もローマ人も、キリスト者の避難を止めなかった。ケスティウス(セスティオ・ガロ)の退却を見たユ

ダヤ人は、エルサレムを飛び出して敵軍のあとを追った。両軍の交戦中に、キリスト者は都を去ることが

できた。この時、彼らの避難の妨害になったかもしれない敵の軍勢も、国内から追い払われていた。包囲

された時、ユダヤ人は仮庵の祭りを祝うためにエルサレムに集まっていた。したがって全国のキリスト者

は、無事のがれることができた。彼らは直ちに安全な場所へ、ヨルダンの向こうにあるペレアの地のペラ

の町に避難した。 

ケスティウス(セスティオ・ガロ)とその軍隊を追跡したユダヤ軍は、これを全滅させるかと思われる勢いで

後方から攻めたてた。ローマ軍は、非常な困難のなかでやっと退却した。ユダヤ軍は、ほとんど損失をこ

うむらずにすみ、戦利品を携えて、意気揚々とエルサレムに引きあげた。しかし、この勝利と思われたこ

とは、ただ彼らを丌幸にしただけであった。これは、ローマ人に対する頑強な抵抗心を彼らにいだかせ、

滅亡にひんした都を言語に絶する苦難に陥れた。」 

紀元 70 年 ティトゥスの再攻撃とエルサレムの惨状 

｢ティトゥスがふたたび包囲した時、エルサレムに起こった災難は悲惨なものであった。都の包囲は、城内

に幾百万のユダヤ人が集まっていた過越の祭りの時に起こった。注意深く保存すれば、数年は住民を養

うことができたはずの食糧の蓄えは、相争う党派のしっとやふくしゅうのためにすでになくなり、人々は、

今や飢餓の恐怖にさらされていた。小麦１升の価は１タラントであった。人々は、非常な飢えのために、

帯皮やサンダル、また盾のおおいをかんだりした。多くの者は、夜間城外に忍び出て、城壁の外に生えて

いる野草を取ろうとしたが、その多くは捕えられて惨殺された。また、無事帰ってきた者も、非常な危険

を冒して集めたものを他の人に奪われてしまうのであった。権力者が、窮乏に陥った者から、隠している

わずかの食物を奪い取るために加えた拷問は、実に残忍なものであった。こうした残忍なことは、十分に

食物を持っていながら、ただ将来のために蓄えておこうとする人々によって、しばしば行われたのであっ

た。 

無数の者が、飢えと病気で倒れた。人間本来の自然な愛情は失われてしまったように思われた。夫は妻か

ら、妻は夫から奪った。子供は、老いた親の口から食物をもぎ取った。『女がその乳のみ子を忘れて、その

腹の子をあわれまないようなことがあろうか』という預言者の問いに対して、滅亡にひんした城内から次

のような答えがあった。『わが民の娘の滅びる時には情深い女たちさえも、手ずから自分の子どもを煮て、

それを食物とした』（イザヤ 49:15、哀歌 4:10）。また、それより１４００年前に不えられた警告の預言が成

就した。『またあなたがたのうちのやさしい、柔和な女、すなわち柔和で、やさしく、足の裏を土に付けよ

うともしない者でも、自分のふところの夫や、むすこ、娘にもかくして、････自分の産む子をひそかに食

べるであろう。敵があなたの町々を囲み、激しく攻めなやまして、すべての物が欠乏するからである』（申

命記 28:56, 57）」大争闘上巻 17～20。 

｢包囲された町から适れようとした人々の中には、金塊を飲み込んで出て行く者もいた。このうわさが広

がり、一晩で 2000 人が腹をえぐられた。日ごと積み上げられる死体から、疫病が発生した」。80 日の間に、

10 万人の死者が運び出されたと記録されているという。最終避難所の市の下水道で、2000 人が死亡。「こ
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の戦慄をおぼえる艱難の中で、110 万人が命を絶った。一つの町の陥落で、これほどの数の人々が命を奪

われたことは、かつてない。ヒロシマでさえ、死者の数はこの 5 分の 1 だった」。1 

神殿燃ゆ 

｢ローマの将軍たちは、ユダヤ人を脅かして、彼らを降伏させようとした。彼らは抵抗した捕虜をむちで打

って苦しめ、都の城壁の前で十字架にかけた。こうして、殺される者が毎日何百人とあった。そして、こ

の恐ろしいことは、ヨシャパテの谷一帯とカルバリーに無数の十字架が立てられ、その間を歩くことさえ

困難になるまで続いた。ピラトの法廷で叫ばれた『その血の責任は、われわれとわれわれの子孫の上にか

かってもよい』という恐ろしいのろいの言葉は、このように悲惨な罰となった（マタイ 27：25）。 

しかし、ティトゥスは、なんとかしてこの恐るべき状態をやめさせ、エルサレムを全滅から救いたいと思

った。彼は、谷間に積まれた死体を見て戦慄した。彼は、オリブ山の上から壮麗な神殿をながめて、非常

に心を打たれ、その石一つにでも触れてはならないと命令した。ティトゥスはこの要害を占領するに先だ

って、ユダヤの指導者に熱心に訴え、彼がこの神聖な場所を血で汚さなくてもよいようにしてほしいと言

った。もし彼らが出てきて、他の場所で戦うことを望むならば、ローマ人はだれも神殿を汚すことはしな

いと言った。ヨセフス自身も大いに熱弁をふるって、ユダヤ人に降伏をすすめ、自分たちを救うと共に都

と神殿とを救うように訴えた。しかし、こうした言葉に対して、彼は激しいのろいの声を浴びせられた。

最後の調停者として訴える彼に、投げやりが投げられた。ユダヤ人は、神のみ子の懇願を退けてしまった

が、今では忠告も懇願もただ彼らの心をかたくなにしてあくまで抵抗させるだけであった。神殿を滅ぼす

まいとしたティトゥスの努力はむだであった。彼より偉大なお方が、その石一つでもくずされずに、他の

石の上に残ることはないと宣言されていたのである。ユダヤの指導者たちの盲目的頑強さと、城内で行わ

れた憎むべき犯罪とが、ローマ人の恐怖と激怒をあおり、ティトゥスはついに、神殿を襲ってこれを占領

することをきめた。しかし彼は、できることならば神殿を破壊から守ろうとした。けれども彼の命令は無

視された。彼が夜、天幕に帰ったあとで、ユダヤ人は、神殿から城外に出て、敵の兵隊を攻撃した。交戦

中、１人の兵士が柱廊のすきまから中へたいまつを投げ込んだ。たちまち、神殿の囜りの杉材のへやは火

に包まれた。ティトゥスは将軍や兵隊をつれてその場に行き、火を消すように兵隊たちに命じた。しかし、

その命令は顧みられなかった。怒り狂った兵隊たちは、神殿に隣接したへやにたいまつを投げ込み、そこ

に避難していた多くの者を剣にかけて殺した。血が神殿の階段を川のように流れた。幾千というユダヤ人

が死んだ。戦いの物音に混じって、『イカボデ』―栄光は去ったと叫ぶ声が聞こえた」。大争闘上巻 20～21 

5 月までには、ティトスの攻撃が再開され、6 月 20 日まで続いた。エルサレムは最終的に占領され、神

殿は焼かれた。イエスが預言したように荒廃が続いた。 

 

「荒らす憎むべきもの」の終末的適用 

イエスは、特に世の終わりを見通して預言されたのであった。しかし、多くの聖書注解者は、イエスが

ダニエルによって言われた荒らす憎むべきもの（マタイ 24：15）を悟れと言われたことを紀元前のアンテ

ィオカス・エピファネスに適用するのである。エルサレムの陥落は、未来の紀元後の 70 年であった。イエ

スの預言は、特に再臨と結びつけて預言されたことであった。二囜もそのことを述べられた（マタイ 24：

27，30）。 

マタイによると、荒らす憎むべきものが立って、それから艱難が続き、そしてキリストの再臨で終わる

ことになっている。この終末的な適用は、ダニエル 8 章、11 章から 12：2 に述べられている大いなる悩み

につながっている。イエスは特に世の終わりのことを予見しておられて警告なさっているのである。 

マタイ 24：15 の「荒らす憎むべきもの」とは、かつてない荒廃に導くはずの「憎むべきもの」というこ

とである。太陽礼拝―日曜日礼拝を強要する法令がつくられる時「憎むべきもの」が立つことが成就する。

すると教会も、世界も、地上も荒廃へと導かれるのである。その事件が起こったなら「适げよ」離れよ、

出よとの警告である。 

｢エルサレムの滅亡は、世界を襲う最後の滅亡の象徴である。エルサレムの破滅によって部分的成就を見た

預言は、もっと直接的には、最後の時代に適用されるべきものである」。祝福 151 

                                                   

1 契約の箱、ジョナサン・グレー著 p153,158 
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｢しかし、エルサレムに下った刑罰に関する救い主の預言は、もう一つの成就を見なければならない。あの

恐ろしいエルサレム滅亡も、そのできごとのほんのかすかな影にしかすぎないのである。すなわち、われ

われは、選ばれた都の滅亡のなかに、神のあわれみを拒み、神の律法をふみにじってきた世界の運命を見

るのである｣。大争闘上 26 

エルサレムの聖地に偶像の軍旗が立てられたことが、クリスチャンにとって适げるしるしであったよう

に、最後の時代にも、それが最後の神の教会－神の聖所、聖なる都(黙示録 11：1，2)に対する警告を表し

ている。神でなく、人間礼拝を強要することが神の聖所、教会に及ぶ時が、神の民にとって決定的な行動

に出なければならない時であることを教えている。 

｢ローマ軍によるエルサレム包囲がユダヤのクリスチャンに対する合図となったように、米国が権力を帯び

てローマ教の安息日を強要する法令を出すようになったら、それは我々に対する警告となる。その時こそ、

小さな町を離れて山間の人里離れた所に隠れた家を求めることの準備として、大都会を離れる時である｣。

5T 464,465  

その時こそ、「我々は、サタンの驚くべき働きがやってきたこと、また、世の終わりの近いことを知る
のである」。2SM 81 

 

歴史は繰り返す 
エルサレム滅亡 終わりの時 

１．災害と滅亡を予告するしるしと不思議 

戦いへの騒ぎ、聖所での異様な光や物音、地震、東の
門の扉が誰もいないのに夜半に開く。 

一人の不思議な男の狂い叫ぶ声。 

１．産みの苦しみ－軍備、地震、ききん、疫病、異常気
象、しるしと不思議 

２．荒らす憎むべきもの－ローマの軍旗 ２．荒らす憎むべきもの－ローマの権威のしるし､日曜休業
令 

３．荒廃、悫惨 ３．かつてない大いなる悩み 

４．｢憎むべきものが立って｣からエルサレム滅亡まで約 3

年半 

４．｢憎むべきものが立って｣から世の終わりまで約 3年半 

 

ダニエル 8 章から 12 章までは、特に「終わり時」の「定められた時」(ダニエル 8：17、18；ダニエル

12；ハバクク 2：3)に、サタンが神と神の民にどのような挑戦をするか、神はご自分の民を通してどのよ

うに勝利するかを描いている。ダニエル 8 章から 12 章までは、黙示録の解き明かしの基礎となる。 

｢ダニエルよ、あなたは終りの時までこの言葉を秘し、この書を封じておきなさい。多くの者は、あちこち

と探り調べ、そして知識が増すでしょう」。ダニエル 12：4 

今、秘密にされ、封じられてきたダニエル書、黙示録が開かれつつある(黙示録 10 章)。｢光の洪水[あふ

るるばかりの光]｣を神は終末の民に不えようとしておられる。古びた、カビの生えたパンでなく、新鮮な

パンを我々に不えようとしておられる。 

預言の適用を過去だけにするのではなく、もっと直接的には我々の時代に適用すべきである。 

エルサレム滅亡よりももっとすごいことが起ころうとしている。艱難の時は中世時代の 1260 年で終った

のではない。「国始まって」以来かつてなかった大艱難の時が迫っている。ヨエル 2 章の聖霊の雤は弟子た

ちに部分的に成就した。我々には大いなる雤が待っているのである。各時代の聖徒たちは、死んで後さば

きを受けて罪が除去され、完全な品性をもって主を迎える。生きて主を迎える聖徒たちは、生きている間

に品性が完成される。イエスのみ像が完全に再現される。これは主の約束である。 

預言の二重の適用に目覚めようではないか。特に最後の我々の時代に適用されることに目覚めようでは

ないか。「賢い者たちは悟る」のである。「賢いおとめたち」は声を聞いて用意をするのである。花婿キリ

ストに対する熱愛を持つ花嫁は「わが愛する者よ、急いでください」（雅歌 8:14）と叫ぶのである。 終
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三つの事実 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

十字架上の強盗の一人は悔い改めてイエスを信じた。救われるか? 然りである！ イエスはパラダイス

を保証なさった。そのままの状態で天に移されるか? 否である！ ゆるされてもまだ罪はある。罪の根＝

罪性＝生来の罪、記録、傷は残っている。 

あの聖徒パウロは、救われるか? 然りである! 彼は天国に移される状態であったか? 否である!悔い改

めて、ゆるされ、イエスを信じて清められた聖徒たちは、死んだらすぐ天国に行くと多くのクリスチャン

は信じている。 

セブンスデー・アドベンチストはそうは教えないが、キリストの再臨の時に罪は除かれ、天に移される

と考えている人が多い。  

 

 

 

 

 

 

ここがセブンスデー・アドベンチスト（第七日安息日再臨教団）と他のキリスト教会との根本的相違で

ある。すなわち、最後の贖罪＝罪の除去という経験、手続きである。それは、再臨前の「神の裁きの時」

＝調査審判の時になされる。①死ぬ人は、「死んで後、さばき」（へブル９：27）を受け、②キリストの再

臨まで生きる人は、生きている間にこの経験をするのである。  

 

 

 

３．天国に移される前にもう一つの手続きが必要である。 

２．悔い改めたクリスチャンは、天国に移される状態ではない。どんなに清い生涯を送っていても。 

１．人は罪のまま天国に入れない。  

 

 

 

人はいつ、どのように天国に行ける状態にされるの 
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では、人は罪を犯すとどうなるか、罪をゆるされるとどうなるか？ 

いつ、どのように罪は我々から取り除かれるのであろうか？ 

そのことを理解するためには、人の性質を理解する必要がある。読者は、これをむずかしい神学だと考

えないで頂きたい。聖所は深遠な贖罪の真理が誮でも理解できるように視覚化されたものである。 

人は「神の生ける宮」として造られた。聖所は人間に対する実物

教訓でもある。 

2 コリント 4:16 にパウロは、次のように言っている: 「外なる人」

「内なる人」、つまり、人は肉体と精神から成っている。｢外なる人｣

は、肉体、組織、器官、神経、肉体的、知的、道徳的能力によって

構成されている。能力はタレントであって、品性を構成するのでは

ない。「内なる人」、すなわち品性を構成するものは、「思いと愜情」

である。 

 

 

人が罪を犯すとどんなことが起こったであろうか？ 

アダムが最初に罪を犯した時、何が起こったのだろうか？ 

霊愜の言葉を見てみよう: 

｢罪のない夫婦が、悪を知ることは、神のみこころではなかった。神は、彼らに善を惜しみなく不えて、悪

は、さしひかえておられた。それだのに、彼らは神の命令に反して、禁じられた木の実を食べてしまった。

こうして彼らは、それを一生の間食べ続け、悪の知識をもつことになるのであった｣。あけぼの上 48 

｢かつては神のご品性、すなわち善の知識だけが書かれていたところに、今はそれと共にサタンの品性であ

る悪の知識が書きしるされている。｣ 教育 17 

｢善悪を知る木の実を食べた結果、すべての人間の経験にあらわれている。人の性質には悪への傾向、すな

わち、自力だけでは抵抗し徔ない一つの力が働いている｣。同 21 

まとめると、こうなる： 

 

 

                      悪の知識＝罪への傾向＝サタンの品性 

 

 

 

 

 

 

であろうか？ 罪はどのように処理されるのか？ 
（前号の続き）  金城 重博 
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意識   無意識 

｢彼らの徔た大いなる知恵というのは、罪の知識と罪悪愜（Sense of guilt）だった｣。生残 51 

罪の知識＝罪への傾向＝サタンの品性は、すべての人に、罪が除去されるまで一生の間残るものである。 

 

しかし、罪悪愜は、告白するときに天の聖所に移されて、瞬間的に良心は罪責（とがめ）から清められ、

解放される。何とありがたい神のご配慮であろう。なぜなら、罪悪愜は長く心に留めておけばおくほど、

我々の心身を蝕むからである。罪を示されたら、すぐ、「わたしたちは、あわれみを受け、また、恵みにあ

ずかって時機を徔た助けを受けるために、はばかることなく恵みの御座に近づ」くように勧められている

（ヘブル 4:16）。「もし、わたしたちが自分の罪を告白するならば、神は真実で正しいかたであるから、そ

の罪をゆるし、すべての丌義からわたしたちをきよめて下さる」（1 ヨハネ 1:9）。「すべての罪」というの

は、認識された罪のことであって、生来の罪は悔い改めてゆるされた人にもまだ残っている。これを「罪

性」、宗教改革者は「原罪」と呼んだ。それは、サタンの品性「利己主義」（キリストへの道 13）であり、

｢自我｣である。 

 

預言者は、「一生の間残る」、「生来の罪（imbred sin）との戦いがある」（RH 11-29,1887）と言っている。

ルターも同じことを言い、ウエスレーは「聖所の清めの時まで残る」と言っている。しかし、聖霊に支配

される聖徒は、それに支配されずに、勝利の生活を送ることができる。これが聖化の経験である。聖徒た

ちは、みな聖化を経験してきた。 

 

聖化の経験で罪性＝原罪＝生来の罪はなくならない 

人は一生の間、それと戦うように残されている。聖化の過程は、もっともっと自

身の罪深さとキリストの必要を我々に見せることである（聖化は、だんだん罪深さ

が愜じられなくなることではない）。キリストに近づけば近づくほどますます欠点

が多く見えてくるようになる（キリストへの道 86、大争闘下 200、202、327、希望

中 327、希望上 104、３SM427、国指導下 193－196、大争闘下 216、２T505 参照）。 

 

一生の聖化の過程において、その目的は、品性の発達であって、罪性を除去することではない。もし、

罪性が除去されるなら、品性発達の手段が失われることになる。人間の堕落以後、戦いを通して品性は発

達するようになったのである。「地はあなたのためにのろわれ、あなたは一生、苦しんで地から食物を取る」

（創 3:17）。「生来の内からの罪との戦いがあり、外からの罪との戦いがある」（RH11‐29、1887）。神には

それを一度に取り除く力がないわけではない。我々のためにそれは残されているのである。 

 

｢人は生きた頭であるキリストに向かって成長する。それは一瞬の働きでなく、一生の働きである。たとえ

神の生命に日ごとに成長していたとしても、その人の恩恵期間が閉じるまでは、キリストにあって完全な

み像に到達することはない｣。４T367 

 

もし、その人の恩恵期間が終わるまで、キリストにある完全に到達できないとすれば、罪性はいつ取り

除かれるのであろうか。再臨の時であろうか? 

罪の記録：人が罪を犯した時に天の聖所と心の聖所に記録され、それが除去

される時まで残る。 

人が犯した罪を知るようになって罪責（罪悪愜）を徔る。 

しかし、告白すると、それは、天に移される。キリストが負ってくださる。 
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｢心はすすがれて良心のとがめを去り、からだは清い水で洗われ、まごころをも

って信仰の確信に満たされつつ、みまえに近づこうではないか｣。へブル 10:22 

 

これが義認の経験である。罪がない状態ではない。しかし、「義人」と呼ば

れる。聖化の経験である。 

 

このような状態では、義人と見なされても天に移されることはできない。生きて主を迎える聖徒は、「今、

我々が持っていない、もう一つの経験が必要である」（大下 396）。 

 

死んだ義人もこのような状態で天国に移されることはできない。「もう一つの手続き」が必要である。そ

れは、「調査審判」と「最後のあがない」である。すなわち「罪の除去｣の働きである。それは、調査審判

の時まで待たなければならない。今は罪性も、罪の記録もまだ残った状態である。これは神の律法の宣告

から完全に解放された状態ではない。 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

神は、最後の仲保によって「もろもろの罪を清められ」るのである。「もろもろ」というと「すべて」の

罪である。①罪責。②罪の記録。③罪の知識＝罪への傾向＝サタンの精神＝原罪

＝利己主義＝罪性、すべてが除去される。その時、我々は、アダムが罪をおかす

前の「罪なき状態」にされ、こうして「主の再臨を迎える準備ができるのである」

（大下 140）。 

アダムが罪をおかす前はどんな状態であっただろうか。外なる人も内なる人も

完璧であった。肉体的、知的、道徳的能力も堕落しない完璧な状態であった。「畏
おそる

べく、すばらしく(驚嘆すべく)造られてい」た（詩篇 139：14 欽定訳）。 

 

創造主の宿る宮として造られた人間は、神の栄光、品性を表していた。幕屋と同じように、人間の栄光

は、内に秘めた飾りにあった。聖霊は人間に命の息を吹き入れた。彼の心は、神の御心に似ていた。心の

奥の部屋において、神はご自身の愛の律法を「心の板」にお書きになった。「神は愛である」。すなわち、

神のご性質及びその律法は愛である。聖霊を通して、人間は神の罪なき性質を持つ者であった。 

アダムが罪を犯して後、すべての人間は、右の図のように、外なる人も、内な

る人も堕落してしまった。 

永遠に義である神の律法は、完全以外のものを容

認しない。左の図は律法の要求を満たし得ない。

律法の要求を満たす右のような品性は、いつ、ど

のように完成されるのだろうか? 

死んだ義人は死んで後さばきを受ける。彼らの罪

はその時除去される。であるなら、死なないで、

生きている義人は、生きている間にさばきを受け

る。その時罪が除去されるのである。単純な推論

ではないだろうか。 

律法 

No! 

 

律法 

Yes! 

 

律法 

Yes! 
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堕落した人性 罪なきキリストの神性 地上における人間キリスト 

＝ ＋ 

しかし、第二のアダム、キリストは我々をあがなうために、アダムが堕落する前の状態でこの地上にこ

られたのではなかった。堕落して後の人間の状態を取られたのであった。「そして言は肉体となり、わた

したちのうちに宿った。 

わたしたちはその栄光を見た。それは父のひとり子としての栄光であって、めぐみとまこととに満ちて

いた」（ヨハネ 1 : 14）。キリストは、幕屋が象徴しているところの栄光ある御目的を達成するために来られ

た。外観は、「われわれの見るべき姿がなく、威厳もなく、われわれの慕うべき美しさも」なかった（イザ

ヤ 53 : 2）。我々と同じ肉と血にあずかりながら、4 千年の遺伝の法則を受けた、肉体的、知的、道徳的能

力も弱くなった性質を取られたが、その内なる人、そのご品性は罪のない状態であった。聖霊によって生

まれ、聖霊によって生きたからであった。天父に対する信仰、依存によって罪のない生涯を送られた。 

 

イエスの生涯、品性は完全に律法の要求を満たし徔た。 

 

 

 

 

 

キリストがこの地上に来られ、堕落した人性を取られたのは、ただ、罪人のために身代わりとなって死

んでくださるためだけではなかった。人間は神の律法を守ることができる、罪のない生涯を送ることがで

きるということを実証することによって、サタンの主張は間違っていることを全宇宙に示すためでもあっ

た。 

｢しかし、贖罪の計画は、人類の救済より、もっと広く深い目的をもっていた。キリストが地上に来られた

のは人間を救うためだけではなかった。この小さな世界の住民が、神の律法に対して当然払わなければな

らない尊敬を払うようになるためだけではなかった。それは、宇宙の前で、神の性質を擁護するためであ

った」。あけぼの上 61 

聖書は、キリストのように、罪のない品性をもって神のご品性、律法を擁護する民をこの地上にお持ち

になると書いている。これによってのみ、キリストとサタンの大争闘に終止符を打つことができるのであ

る。人間はそのために創造された。そのためにキリストの尊い血が流されたのだ。そのためにキリストは

全能の仲保者として働いておられるのだ。 

では、いつ、どのようにそれが実現されるのであろうか？ 聖所にその道があり、その方法が示されてい

る（詩 77：13―欽定訳）。日毎の奉仕と、年毎の奉仕にそれを見ることができる。 

我々は、日毎の赦しと清めにあずかって、神の性質にあずかる経験をする。キ

リストの純潔を仰げば仰ぐほど、自分の欠点、罪が示される。忠実に、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った者た

ちに最後の仕上げとしてすばらしいことがなされるのである（大争闘下 141）。「聖

潔」の完成である（大争闘下 221）。昇天に備えるのである。 

我々が日毎の経験でどんなに清められた域に達したとしても、天に移されるこ

とはできない。もう一つの働き、すなわち、最後のあがないが成し遂げられなけ

ればならない。右の図のように丌完全のまま天に移されることはできない。一般

キリスト教会は聖潔、聖化の経験で天国に移されると説く。セブンスデー・アド

ベンチストはどこが違うのであろうか？天に移される前に罪の除去がなされなけ

ればならないということである。 

いつ、神の民から罪が完全に除かれるのであろうか? キリストの再臨の前にな

されなければならない。ダニエル 8:14 はそれを教えている。卑しい肉体が丌死の

体に変えられるのは、再臨の時である。 

死んだ義人たちは、右の図のような状態で再臨の時の復活を待つ。再臨の時に
は外なる人、すなわち肉体が一瞬にして変えられるのである。ちょうど主イエスが
復活された時のように。 
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144,000 は再臨の時まで右の図のようである。堕落した肉体、外なる人を着たま

まである。この地上でのキリストの品性も右の図のようであった。キリストの地上

での完全な品性は、神が我々に対して持っておられる理想であり、それは神の約束

である。キリストの再臨の時に、我々の品性や、性質が変えられるのではない。 

「キリストが来られる時、我々の品性は変えられない」。RH 1888 年 8 月 7 日 

｢キリストは、ご自分の教会の中に、ご自身をあらわそうと熱望しておられる。キリ

ストの品性が完全にキリストの民の中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、主はこられるのである｣。実物教訓 47 

罪がなくなり、キリストの品性のようにされるのはいつか？ 調査審判の時である。再臨の時ではない。 

生きて主を迎える 144，000 も再臨の時には右の図のようになるので

ある。卑しい朽ちる体、外なる人が一瞬にして朽ちない体に変えられ

るのである。それを栄化という。 

死んで主を迎る聖徒たちの審判は 1844 年から始まった。彼らは罪性

と罪の記録を持ったまま、眠りについた。彼らは 144,000、初穂の出現

を待っている。 

まもなく日曜休業令が立つ。生ける義人の裁きが始まる。霊愜の書によると、さばきは聖徒のためにな

される永遠の福音である。永遠の罪の除去、永遠の義をもたらす。さばきは神のために神ご自身を擁護す

る福音でもある。「あなたがたによって、わが聖なることを諸国民に示す時」（エゼキエル 36：23）である。 

｢神の慈愛と峻厳とを見よ。神の峻厳は倒れた者たちに向けられ、神の慈愛は、もしあなたがその慈愛にと

どまっているなら、あなたに向けられる。そうでないと、あなたも切り取られるであろう｣。ローマ 1：22 

 

まとめ： 

１． 死んで主を迎えることと、生きて主を迎えることには体験において決定的な違いがある。 

２． 死んで主を迎える聖徒は、死んで後さばかれ、罪が除去されて、天に移される準備がなされるが、生きて主を
迎える聖徒は、生きているうちにさばかれて罪が除去され、最後の贖いという経験によって罪なき完全な品性
とされる。新しい契約が神の民のうちに永遠に成就される。神の愛の律法が、心に永遠にしるされる。 

３． 全天は１４４，０００の出現を待っている。彼らは、キリストとサタンの大争闘の終結の鍵を握っている。彼らによっ
て、神のご品性、律法が全宇宙に完全に擁護されるのである。 

４． セブンスデー・アドベンチストの存在した本来の目的は、人々に生きて主を迎える準備をさせることにある。 

５． セブンスデー・アドベンチストの恩恵期間は一般の恩恵期間よりも先に終了する。 

 

日曜休業令が出ると神の民と称する者､生ける義人のさばきに移る。これは我々の永遠の運命を決定する

事件である。昔のイスラエル人があがないの日に聖所の周りに深い悔い改めをもって集まってきたように、

今わずかに残されている恵みの日に心を深く探り、悔い改めをする時である(大争闘下 224)。調査審判(悔

い改めと信仰をもって臨む者には永遠の福音である)が終了してからは、もう時遅しと宣言され、悔やんで

も悔やみきれない「胸を打ちたたいて」嘆く時が来ることが霊愜の書に警告されている。「刈入れの時は過

ぎ、夏もはや終った、しかしわれわれはまだ救われない」エレミヤ 8:20。 

 

印された 144､000 

「愛する者たちよ。わたしたちは今や神の子である。しかし、わたしたちがどうなるのか、まだ

明らかではない。彼が現れる時、わたしたちは、自分たちが彼に似るものとなることを知ってい

る。そのまことの御姿を見るからである」１ヨハネ 3:2。 
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新垣三郎先生の例から学ぶ: 

サイパン戦において彼は米軍に協力した二人を殺し、殺人犯として逮捕された。１９才の青年であった。

T 憲兵伍長に命令されてやった行為であった。しかし、彼は T 伍長からこう言われていた:「新垣君、お互

いがやったことを白状するんだ、そうすれば僕も君も間違いなく死刑になる。殺人を犯したのはあくまで

君であっておれではない。だから俺が命令したとは言わないで独断的に自分一人でやったと自白してくれ。

私は山の敗残兵たちと連絡をとったり、米軍からのいろいろな情報を知らせたりした事を自白することに

よってきみ以上にスパイ行為という重罪で必ず死刑になる」と。 

厳しい取り調べがなされた。かれは T 伍長から言われたとおりにどんな厳しい追及があっても自分一人

の独断的犯行であることを述べた。取り調べにあたった検事側は、この兵隊でもない若僧が誮にも命令さ

れず日本兵二人を殺すはずがないと思い、何度も真実を告白せよと迫った。しかし、その証拠が上がらな

かったのでとうとう軍事裁判において三郎は死刑と確定された。それから彼の死の恐怖との戦いが始まっ

た。しかし、驚いたことに T 伍長は無罪となって、そのキャンプ場から引き上げていたことを知らされた。

運命を共にしようと誓った T 伍長に裏切られた。それを知った三郎の T 伍長に対する憎しみに燃える毎日

が続いた。彼を呪った。いつか必ず T 伍長を殺してやると復讐心に煮えたぎった。 

しかし、軍事裁判が終わってからは、もう時はすでに遅しであった。真実を告白し、犯行はあの憲兵伍

長の命令によるものだと何度も訴えたが、あとのまつりであった。もう受け付けてはもらえなかった。そ

れから、気も狂わんばかりの死刑囚としての長い苦悩の生活が続いたのであった。 

教訓： 

生ける者の調査審判が開かれている間は、我々にとって最後の恩恵期間である。神も天使たちも長い間、

我々の真実な悔い改めと告白を待ってきた。サタンは悔い改めないように懸命に働く。なぜか? 我々が罪

を悔い改めなければ、サタンは、自分がその刑罰を負わなくて済むのである。サタンの刑罰がそれだけ軽

減する。我々が悔い改めて告白すると、その罪はキリストが負われ、やがてキリストはサタンに負わせる

のである。だから、サタンは我々が告白しないよう必死に働きかけるのである。 

「神はこう言われる、『わたしは、恵みの時にあなたの願いを聞きいれ、救の日にあなたを助けた』」（２コリント 6：2）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

悔い改めた人 

死 ん で 主 を 迎 え る 聖 徒 た ち 

「この贖罪は、生きている義人ととも

に、死んだ義人のためにも行われる。
（恵みがなお与えられているすべての

人々と、知らずして神の戒めを破った

人々のために最後の仲保をしておられ

る）。」（初代文集 414-415） 

さばかれる前の死んだ義人 
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第二次世界大戦が終わって二年目、昭和 22

年、日本で最高のベビーブーム時代に私も生

まれました。海兵隊から帰ってきた父は、四

国で林業、建築業に携わりました。廃墟と化

した日本の各都市では材木が飛ぶよ

うに売れる。当時は百円札だけで、

千円札はまだなかったので、家の箪

笥の引出しに百円札束がぎっしり詰

まっていました。父は太っ腹な人間で

したから、四十人ほどの若い従業員を連れ

て松山の歓楽街に行き、芸者を集めてどん

ちゃん騒ぎをしていました。炭俵にお

金を入れて足で踏みこんでぎっしり

詰めて持っていき、店の真ん中にドンと置い

て、芸子さんたちにばら撒き飲み食いし、贅

沢三昧遊んだらしい。こんな気前のいい客は

道後温泉始まって以来初めてだと言われ、大

得意！ 

父は材木屋だから、木(気)も多かったのか、

酒と女に溺れて行きました。元海軍さんで

恰幅はいいし、ハンサムで凛々しい、そ

のうえ金もある。立派な仕事をすると

いうことで大モテだったのです。私

が三才､妹が一才の時、台所と居間

の間の障子に味噌汁がぶっ掛け

られ、茶碗が割れ、汁の具が引

っ掛かっていた光景がいまだに

脳裏にはっきり焼き付いていま

す。父の女性関係に耐え切れなく

なって、その日以来、母親はいなくな

りました。 

垂乳根
た ら ち ね

とは母の枕ことばで、年とって垂れ

下がった乳房のことではなく、赤ちゃんを胸

に抱いてしたたるような乳を不える母親のこ

となのです。私の生みの母は、乳飲み子の妹

と私を連れて家を出ようとしたが許されず、

離婚となってしまったようです。 

その後、三、四人「今日から私があなたの

お母さんですよ」と名乗る女性が出入りして

いました。近所の友達の家では、いつも同

じお母さんがいる。それで「お前んとこな、

前からずっと同じお母さんか？ちょっとお

かしいんじゃないか?」と言ったくらい母親は

いつも変わるもんだと思っていました。 

父は毎日一升瓶を抱えて酒を飲み、ほとん

どご飯や野菜を食べず、おかずと肉ばかりで

す。 

仕事は建築請負業、工務店、それに造園業

にも手を出し、とうとう手を広げす

ぎて倒産。差し押さえで家じゅうの

家具にベタベタ赤紙が貼られました。 

借金取りが抜き身の日本刀を持

って毎朝五、六人やって来るので

す。「金払え!」「出て来い。たた

っ殺したる！」と怒鳴る中で私は

大きくなりました。小学校の時は

ひとクラス 108 名。それで、成績は

いつも 106 番か 107 番、ビリになるの
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は難しかった。担任の先生に、「お前は絶対高

校には進学できん」と太鼓判押され、困った

なとは思いながらも遊ぶほうが面白くて山に

行っては木登りして、木の実を食べ、川に行

っては手づかみで魚をとっていました。中学

二年で割り算と掛け算を覚え、やっとやる気

が出て、300 人中上から 50 番くらいのとこま

で上って、県立高校に受かりました。小さい

時に野原や山、川を駆け回って足のつぼをう

んと刺激したのが一番の成長促進剤だったの

でしょう。 

父親は何十億の借金をか

かえ、61 歳で、脳溢血で亡

くなりました。父親の遺言は

「お前な、言うとくけど、金

のないのは、首のないのと同

じ」「男はな、白い歯見せた

らいかん」と。引き締まった

顔して笑顔など見せず、人に

なめられないように生きる。

人間は金さえあれば何でも

できると考えていたのです。 

毎日朝から晩まで働きづ

くめ、盆も正月もない。必死

で働いて結局死ぬまで働き続

けました。広大な土地、家す

べて抵当に入れたため全部取

り上げられ、莫大な借金を残

して死んでいったのです。 

「そこで、私はわが手のな

したすべてのこと、及びそれ

をなすに要した労苦を顧みたとき、見よ、皆、

空であって、風をとらえるようなものであっ

た」（伝 2:11）。父は全くこの聖句にあるよう

な空しい人生を送りました。 

父親がまだ生きているころ、家族会議が開

かれ、私は長男でしたが「お前、家から出て

行ってくれ」と継母に言われ、すべての相続

権を捨てて出て行きました。ポッケに 300 円

だけ持ってバスに乗り､コッペパン一個食べ

て隣町に着きました。高速道路を造っていた

ので、土建屋さんの事務所に行き飯場に入れ

てもらいました。食事は食べさせてくれるし、

布団も借してくれて、寝泊まりできる。体力

には自信があったから真面目に一生懸命に働

いて生活は楽にできるようになりました。 

起きて半畳、寝て一畳、裸で生まれ、裸で

死ぬ。人間生きるのに多くの物は無用と考え

ていました。人は酒が入ると、ネコがトラに

なり、荒々しく人をけったり、叩いたりする

のを小さい時から見てきましたから「俺は絶

対酒飲みにはならんぞ」と子供心に決心して

いたのです。 

土建屋の仕事からだんだん給料のいい、と

び職に移り、アパートを借りて悠々と暮らせ

るようになりました。六十メートル～七十メ

ートル、高いところでは百二十メートルで働

いたこともあります。いつも命綱はやってる

けど、万が一足をすべらせて落ちるとショッ

クで腹が裂け腸、内臓がとび出すのです。目

玉もとび出します。人の目は小さい様に見え

るでしょう。これが抜け出るとアヒルの卵く

らい大きくてそれにゴムひものような神経が

ついてぶら下がっている。脳みそも飛び散っ

て電信柱などにくっついているので、それ

をはがしビニール袋に全部集め

て遺族の方に渡します。同僚が何

人も落ちて始末させられました。 

何時であれ、その様な事故

が起こると、もう仕事は

終わり、とにかく飲み

に走らないと気が落

ち着かない。そして

旨いのがあると聞

けば、どこまででも

飛んでいきました。

「明日の命はわか

らない。今日飲んで食べて楽しもう。」という

わけです。 

二月頃のフグ、あれはおいしいですよ。 

“フグは食いたし、命は惜しし”と言って特

においしいのが肝。そこに神経がやられる每

があるのです。フグのこと「鉄砲」と言うん

です。あたったらやられるから。鉄砲の弾が

あたると死ぬ様にフグの肝を食べて、もしあ

たったら死ぬわけです。フグ調理師の免許を

持っている上手な板前さんが料理してくれる

のですが、それでも舌がしびれてくる。「旨い、

もう一皿だけ頼む」と言っても通いなれた店

では出してくれませんでした。命がけでフグ

を食べるんです。生命保険に入っていても、

いつも死と隣り合わせで、明日の命は誮も保

証してくれません。家族もいない一人身なん

だから、食べ放題、飲み放題でいつ死んでも
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いいと思っていました。とび職の給料は一日

三万～五万円、一ヶ月で百万儲かり、飲み屋

さんに払うお金は月四十万ぐらいでした。 

父親のような人間にはなるまいと思ってい

たのに、気がついた時には、立派な大酒飲み、

ネコトラになっていました。 

そして遂に、四十五才の春、

脳梗塞になりました。心臓の弁

が悪く血栓がとんで脳の血管に

つまったらしいのです。左半身

が動かなくなりました。 

とび職の仕事しながら泊まっ

ていた旅館のおかみさんがバプ

テスト教会の方で、各部屋に聖

書が置いてあるんです。初めて

見る本なので、「これなんですか？」と聞いた

ら、「聖書です。今晩牧師さんが来られますか

らよかったら一緒に聖書研究しましょう。」と

誘われました。夕方一杯飲んだ余興に行って

みるかと顔のぞかせたのが運の付き。ＳＤＡ

の由利先生との初めての出会いとなりました。

神様は私が倒れる前に适れる道を備えていて

くださったのです。 

旅館で風呂からあがって晩酌やっている時

にやられ、救急車で運ばれて気がついたらベ

ットの上、裏山のウグイスが鳴いて目覚めま

した。「あれ、俺、こんなとこで何しよるん、

早く仕事に行かなきゃ」と看護婦さんに「靴

出して下さい」と言うと「歩けるんですか」

と聞かれた。「歩けるも何も四十五年間歩いて

きたでしょう。今更何を言うんですか」と起

きようとしても手も足も全く動かない。自分

の体でありながら突然自分の意志で指一本動

かせない体になった状態を理解するのにしば

らく時間がかかりました。 

それから四国の病院に帰り本格的なリハビ

リが始まるのです。三ヶ月くらいしてやっと

自分で歩けるようになってトイレに行ったと

きのこと忘れられません。誮にも付き添われ

ずに、自分でトイレに立った時本当に感動し

て泣きながら用足しました。当たり前と思っ

ていたことが、全然当たり前ではなく、神の

恱みによって生かされている事を実感させら

れました。自分一人で生きていると思い上が

っている心を砕くために神様は病気にしてく

ださったのです。 

何といっても寝たきりになって一番みじめ

なのはトイレとお風呂です。オムツは一日に

一度しか取り替えてくれません。尿は管を入

れられて袋にたまっていく。大が出たら気持

ち悪くて大変です。お風呂は、お風呂に入る

なんてもんじゃない。ゴムマットを敷いた台

の上に乗せられ、二、三人で天

上からのシャワーでジャージャ

ー洗われるのですが、人間では

なく魚市場のマグロと同じです。

本当に恥ずかしいみじめな思い

でした。このようにマグロ扱い

されて、私のプライドっちゅう

のが打ち砕かれました。十字架

のイエス様もこれ以上の扱いを

受けられたのです。 

健康と金儲けには自信満々の私でしたから、

一日に二十本入りタバコ五箱、ビール八本酒

三合、仕上げにウイスキー三杯、それからラ

ーメン一杯食べる。そしておいしい物食べ歩

き、その結果がこれだったのです。 

今治の病院に転院して間もなく思いがけず

又由利牧師が御見舞いに来て下さいました。 

それが毎日来るのです。「この人けったいな

人やなあ」と思いました。最初は先生にいた

だいた聖書を読んでみましたが、ちっとも面

白くない。弟が兄貴の相続権をだまし取った

とか、ロトと娘たちの近親相姦によって生ま

れたものが、モアブ、アンモンの先祖になっ

たとか、子供を食べた話とかこれは犬畜生だ、

読む必要ないとやめました。ところが敵も然

る者、由利先生は「ではテープを聞いて下さ

い」と持ってきました。ウォークマンまで買

い添えて。断る理由も見つけられず頂いて、

聞いていたら入院中に何とりんご箱一杯のテ

ープがたまっていました。 

普通の人は一週間に一度安息日の礼拝説教

しか聞きませんよね。でも一日中寝て朝から

晩までテープ聞いている私は毎日「あめつち

こぞりて・・・」と礼拝でした。 

柴田栄二先生のは東北弁なまりの、涙の出

るようないいお話でした。初めは何のことか

わからなくても、聞いているうちに点が線に

なり、線がつながって、円になり、次第には

っきりと意味がわかってきました。引照され

る聖句にも興味を持つようになって聖書を読

むのが好きになりました。 
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退院して仕事を始めてからは毎日が忙しい。

それでも何とか御言葉にぶら下がりたいなと

思って車にラジカセをつけ、仕事や買い物の

行き帰り、少しの時間でも聴きました。その

テープの中に小田彰先生や金城重博先生のが

あったのです。この話はいいなと思ったらダ

ビングしてマスターを作っておき、何回も聴

く。ちぎれるまで三百回も聴きました。讃美

歌とメッセージの組み合わせは人の心にグー

ンと入ってきますね。 

ローマ書十章十七節に「信仰は聞くことに

よるのであり、聞くことはキリストの言葉か

ら来るのである」とあります。座って読む暇

がない時でも、ドライブしながら皿洗いしな

がら、メッセージに耳を傾けることができる

のです。ニューメディアを活用してこの面で

の伝道に力を入れることはこれからとても大

切な事だと思います。テープにすれば、日本

全国どころか、世界中で説教していることに

なるのです。聞いて感動した人はそれをダビ

ングして次々回していくのです。池の中に投

げ込まれた小石の波紋が隅々まで広がり伝わ

っていく様にこれは必ず大きな影響を及ぼし

ていくでしょう。若い人たち

の特別讃美歌とメッセージ

の組み合わせ、技術者、

スタッフの養成を

急ぎましょう。

牧師、二、三

百人分の働

きをしますよ。 

「求めよ、そうすれば不え

られる」これも聖書に書いてあるとおりで

す。由利先生の集会所で広島三育から来た小

林義和先生が使ってる聖書見て、「あっ、これ

はいい。自分で聖書研究できる。こんないい

聖書誮が作ったんだろう」と見たら、サンラ

イズ・ミニストリーと書いてある。「サンライ

ズならいつもテープ聞いてる金城重博だ。こ

の人がこれ作りよったんだ」と分かったので

す。そして結婚するため沖縄にきて礼拝に出

席したら、なんと何百回も聞いたあの張本人

がしゃべりよる。何本ものテープで声から話

の内容まで全部覚えるほど知りぬいているの

で、初対面とは思えませんでした。 

聖書を学んでここをもっと深く知りたいと

思っていると、アンカーやその他の資料、テ

ープが送られてくる。もうその日のうちに読

んだり聴いたりしました。 

求める物は必ず不えられる。これは丌思議

ですね。私は自分で立てた人生の計画すべて

ゼロになって半身丌随と戦い、涙が出るほど

苦心してリハビリに励み、やっと一人歩きで

きるまでに回復したと思ったら次は「心臓が

悪いから即刻手術しないと危険です」と言わ

れたのです。全く、脳天ぶん殴られたような

感じでした。俺の人生もこれで一巻の終わり

だと思ったんですよ。でも手術の時は神にゆ

だねて何の丌安もありませんでした。見舞い

に来てくださった先生は、私の様子を見て「あ

ー！あの人はもうだめだ。もう結婚など考え

られない」と言っていたそうです。 

そのくらいひどい状態でした。今治教会牧

師は、新垣三郎先生の息子、聡先生だったの

で沖縄から来た三郎先生が「猪川君、あんた

は奥さんもらわないのか」と聞きました。「先

生、もらわないんじゃないですよ、もらえな

いのです。きてくれる人がいないから」「よし、

わかった、俺が紹介する」と言ってくれまし

た。 

「お金はありません。

健康もありません」こん

な私を快く受け入れて

くれたのが咲子さん

だったのです。私の

人生に於ける数々の

人々との奇しい出会い

に心から感謝していま

す。 

 

「わたしたちは古代の聖者によって知らさ

れた神の恱みを認めなければならないが、最

も有力なのは自分自身の体験のあかしである。

自分の中に神の力が働いていることを表わす

とき、わたしたちは神のために証人となるの

である。人間は各自、他のすべての人とは異

なる生涯を送る。その体験も本質的に他の人

とは異なる。神はわたしたちの賛美が、わた

したち自身の個性を表わして神にささげられ

るように望んでおられる。キリストのような

生活を送るとともに神の恱みの栄えを賛美す

る尊い告白は、人々を救うために抵抗できな

い力となる」 ミニストリー・オブ・ヒーリ

ング 70、71 
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