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   　　“アンカー”の目的と編集指針　　   

我々は次のことを信じてアンカーを
出版している。

1．我々 SDA の働きと使命は三天使の使命
である。(6T 384, 2SM 142)

2．第三天使の使命は人々をキリスト再臨の
栄光の前に立ち得る特別な備えをさせる
ものである。（9T 98,　大争闘下 140)

3．第三天使の使命は人々の心を至聖所に向
ける。そこにおいて信者は最後の、特別
な贖いを受ける。（初代文集 414, 5,7）

4．我々は神のご計画されたこの特別な祝
福、特別な経験を拒み続けてきた。特に
1888 年以来 (RH26,1890 年 )

5．ダニエル書 8：14 の聖句は再臨信仰の
土台であり、み業の完成はこの聖句の正
しい理解にかかっている。（生き残る人  々
422, EV 221, 5T 575）

6．エレン・G・ホワイトは聖書の預言者と
同様の霊感が与えられた預言者である。

（1SM 36）
7．最後の時代の嵐に押し流されないように

させるアンカー（錨）は、三重の使命、
聖所、安息日、人の性質、イエスの証（預
言の霊）等である。（初代文集 417, 1T 
300）

8．アンカーはリレーの最終走者の意味もあ
る。この世代は福音の働きが信者の中に、
外の世界に完成する最後の時代である。
不信仰によって、150 年も時が延ばさ
れ、イエスの十字架の苦しみを増している。

（大争闘下 182, 教育 328）　信仰によ
る義認の体験によって、再臨を早めるこ
とをキリストは待っておられる。再臨とみ
業完成をこれほど遅らせているのが我々
神の民であるとするならば、我々の今日
の、義務は何か、約束のものを受ける条
件は何なのかを研究し、共に備えたいと
思う。

9．セブンスデー・アドベンチストは最後の
「残りの民」である。たとい教会がどん
なに背教しようとも、激しい震いの経験
をして、純潔な教会となり、永遠の神の
目的がこの教会によって達成されると信じ
ている。
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また、ＣＤ、ＤＶＤでも収録しております。（※CD、DVDの不良品がある

場合は、返送せずにご連絡ください。新しいものをお送りいたします。）

2011年 秋セミナーのお知らせ

米国ジョージア・アトランタ在住｡

ＳＤＡ韓国出身の自給伝道者。米国、

韓国、中国など各地に伝道の拠点をも

ち活動をしておられる。前回に引き続

き、ゲストスピーカーとしてきてくだ

さいます。

テーマ：未定

日時：2011年　９月24日(土)〜27日(火)

講師：１日目（安息日）金城重博

　　：２日目〜４日目（日〜火）デイビッド・カン牧師

※ 宿泊希望の方はご連絡下さい。（一泊2000円食事込）
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NEWS

　 立ち返れ日本！　創造主に！ 　 

2011 年 3 月 11 日の東日本大地震、津波、原発事

故という大災害は、世界各国でトップニュースと

して伝えられた。

その日、ある方から電話があり、「今すぐテレビ

を見てください」とのこと。他にも、あちらこち

らから知らせが来た。おもわずテレビに釘づけに

なった。どのチャンネルも、東日本の大地震と津

波の報道である。

2011 年３月 11 日午後２時 46 分ごろ、三陸沖を

震源に国内観測史上最大のＭ 9.0 の地震が発生。

津波、火災などにより広範囲で甚大な被害。福島

第１原発と第２原発周辺には避難指示が出ている。

また、電気の供給能力が不足し、東京電力は計画

停電を実施。

来る日も来る日もどのＴＶチャネルも、地震、

津波の報道ばかり ｡　津波の脅威の現実にこれほど

驚かされたことはかつてなかった。聖書でノアの

ところを読んでも、これほどの実感はなかったと

いうのが正直な思いである。近年、スマトラ大津

波も世界を震撼させた。しかし、今度はわが日本

で起きたのである。しかも、地震—津波—原発事

故と三重の災害が。

後に YouTube の動画で見たら、津波が襲ってく

るすさまじい勢いは、まるで獲物にとびかかって

いくライオンのような感じがした。

3 月 11 日に東北・東日本を襲ったＭ 9.0 という

未曽有の大地震は甚大な被害をもたらした。あれ

から 3 か月経っても、なお痛々しい生活を強いら

れている方々があまりにも多い。1 日も早く、元の

平穏な生活に戻られることを願うものである。

金城 重博

立ち返れ日本！ 創造主に！
　　　　　東日本大震災—頻発する災害の意味！

M９.0
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2011年6月13日 現在、東日本大震災の死
者、１万５４２１人に！

警察庁によると、12 日現在、東日本大震災によ

る死者は１万５４２１人となった。最も多いのは宮

城県で９２２８人、次いで岩手県の４５３３人、福

島県の１５９５人となっている。

行方がわからなくなっている人は宮城県で

４７８１人、岩手県で２７８６人、福島県で３６６

人など計７９３７人となっている。死者と行方不

明者は計２万３３５８人と

なった。

また、８万６１８６人が

避難所での生活を続けてい

る。この震災が日本の企業

や個人の生活にも大きな打

撃を与えていることは、よ

く報道されているとおりで

ある。

一体、なぜ今日こんなに頻繁に自然災害が
次々起こるのだろうか？

大震災は「天罰」—石原東京都知事の発言
大震災は「天罰」との石原知事の発言は、大変な

物議をかもした。

「津波で我欲洗い落とせ」—東京都の石原慎太郎

知事は１４日、東日本大震災への国民の対応につい

て記者団に問われ「我欲で縛られた政治もポピュリ

ズムでやっている。それを一気に押し流す。津波を

うまく利用して、我欲をやっぱり一回洗い落とす必

要がある。積年にたまった日本人の心のあかをね。

やっぱり天罰だと思う。被災者の方々はかわいそう

ですよ」と述べた。

知事は上の発言の前に、持論を展開して「日本人

のアイデンティティーは我欲になっちゃった。アメ

リカのアイデンティティーは自由。フランスは自由

と博愛と平等だ。日本はそんなもんない。我欲だよ。

物欲、金銭欲」と語っていた。

同日、この後に開いた都庁の記者会見で「天罰」

の意味について「日本に対する天罰だ」と釈明。「大

きな反省の一つのよすがになるんじゃないか。それ

しなかったら犠牲者たちは浮かばれない」と話した。

天罰について発言した際、「『被災された人は非常に

耳障りな言葉に聞こえるかもしれないが』と言葉を

添えた」としたが、実際には話していなかった。(2011

年 3 月 14 日 )

インターネットにある人のコメントがあったので

引用しよう：

｢石原慎太郎東京都知事が、『地震は天罰だ』と

いう意味の発言をしたという。このことを批判的

にとり上げたメディアがあったが、内容をよく読む

と石原知事の真意を捻じ曲げて伝えているとし

か思えない。

氏は、我欲のみの先行する今の日本人のあり方

を、自身の宗教理解の大きな見地のなかで、『地

震は天罰』と話されたのであって、被災者に対し

て、『お前が悪いから天罰を受けたのだ』というよ

うな意味で話されたのではない。

 ……

私も、やはり、『天罰』を感じる。それは現

在の我欲と自己中心的に成り過ぎた日本人に

対する『気づき』の機会を与えられたのだと

感じる。

 ……

政治家の発言は、実に重要なものだ。石原慎太

郎都知事が『津波は天罰だ』と発言し、撤回・謝

罪に追い込まれたが、石原知事の真意を言うなら

ば、『津波は、われわれ日本人に対する天からの

警告だ。われわれ日本人は、天に対する畏れの心

を忘れてはいけない』というところであろう。この

ような表現であれば、それほど反発を受けること

なく、しかも人々に対して啓蒙のメッセージを発し

たことになったはずだ。

日本人はマスコミの報道する刺激的な『津波は

天罰』だけを見て『絶対に許せない。不謹慎にも

程がある。』など彼を攻撃しています。

石原氏は『この津波をうまく利用して我欲を1回

洗い落とす必要がある。やっぱり天罰だと思う』

『我欲につられて政治もポピュリズムでやって

いる。それを一気に押し流す必要がある。積年た

まった日本人の心の垢を』と述べていました。私

もその通りだと思います｡

『天罰』という不適切な表現を使ったために、マ

スコミに増幅されて、彼の真意が誤解されてし

まったのです。

天罰という言葉があまりにも刺激的だった為に

　 立ち返れ日本！　創造主に！
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『罪の無い被災地の老人や子供になぜ天罰が下

るのか！』と言われると返す言葉もありません。

天罰より警告という言葉を使うべきでした。つま

り『津波は日本人に対する天からの警告である』

といえばこれほど叩かれずに済みました。それで

は、我々日本人は何故天から警告されたのか、ま

ともな日本人なら直ぐに思い当たります。

何時まで経っても覚醒しない日本人を八百万

の神様が怒り、千年に一度の大地震で我々に

警告なさったのです｡

だから早急にこの大震災をきっかけにして『国の

かたち』の不備を正さなければなりません。日本

人は反省して、変えるべきものと変えるべきでな

いものを整理しましょう。

これからの日本をより良い国にすることが、東日

本大震災で犠牲になられた人たちへの鎮魂につ

ながっていくと思います。戦禍の廃墟から立ち上

がった先人たちに負けないように、どうか大震災

の瓦礫の中から明日に向かって立ち上がってくだ

さい。震災に遭われた方も関係がなかった方も

心を一つに力を合わせて、日本の輝ける未来を

信じてこの危機を乗り越えましょう。

この国難というべき大災害に、各国は日本の行く

末を注目しています。見事に立ち直って日本の力

を全世界に見せましょう｡」

｢立ち返れ—創造主に！｣　日本への警告！
私はあえて「立ち返れ日本—創造主に！」と言

いたい。

日本は経済大国にのし上がってきたが、創造主

なる神を知り、礼拝することには後進国と言わざ

るを得ない。

仏教は無神論である。神道も無神論である。私

が無神論というのは、創造主（God）を信じないこ

とを言う。八百万の神々（gods）は信じているが、

被造物であり、絶対神創造主に背を向けている。

我が国は、どの国よりもいち早く進化論を公立

学校に取り入れたと言われている。進化論も無神

論だ。真っ向から創造論に反対する。

したがって、三天使の使命に今こそ耳を傾けて

創造主なる神に立ち返らなければならないのは、

日本人ではないだろうか。最古の神の言葉、聖書

はこう言っている：

「神をおそれ、神に栄光を帰せよ。神のさばきの

時がきたからである。天

と地と海と水の源とを造

られたかたを、伏し拝め」

（黙示録 14:7）。天からの

メッセージを聞かなけれ

ばならないのは、特に日

本ではないだろうか。

しかるに、日本ほどキリスト教に心をかたくな

に閉ざしている国は、そうないのではないだろう

か ｡

日本はかつて早くからキリスト教福音に浴し
ていたのだ！

いや、実は、日本人は、初代キリスト教の福音

に早くも接していたのである。一般に、キリスト

教が我が国に入ってきたのは、1549 年、ザビエル

によると信じられているのは、誤った歴史観であ

る。

パウロは「この福音は、天の下にあるすべての

造られたものに対して宣べ伝えられた」と言って

いる。(コロサイ 1:23)

ケン・ジョセフ・シニア＆ジュニア著「聖書の

国日本」は、日本人のルーツを興味深く解き明か

しているが、仏教よりも先にキリスト教が伝わっ

ていたことを証している。セブンスデー・アドベ

ンチストの著名な学者、B.G. ウイルキンソンもネ

ストリアン—景教がいち早くインド、中国、日本

に伝わっていたことに言及している。

日本史は書き換えられているというのだ！「仏

教徒 ･ 蘇我氏が朝廷図書館に山ほどあった書物や

　 立ち返れ日本！　創造主に！ 　 

外国から「がんばれ
日本」の声援→

が
ん
ば
れ
、
日
本

が
ん
ば
れ
、
日
本



6

資料を焼いた」とノーマン・マクレオド—久保有

政は言う ｡

｢ 景教博士」と呼ばれた早稲田大学名誉博士 佐

伯好郎も、198,199 年という非常に早い段階で，す

でに日本にキリスト教が伝わっていたと言ってい

る。ユダヤ人の「原始キリスト教」は、中国では

景教と言われていた。

インドにはトマスによって西暦 52 年、中国には，

西暦 61 年頃、日本には 199 年にす

でにキリスト教は伝わっていた。

それは，西暦六世紀（538 年）に，

仏教がこの日本に伝来するよりも，

はるか以前の話なのである。

日本は仏教の国と言われているが、日本への仏

教伝来は 538 年頃だから、キリスト教の方が先に

日本に入ってきている。原始キリスト教徒、景教

徒らが、以前に離散していたイスラエル 12 部族同

胞に福音を伝えるためにシルクロードを通って日

本に大勢やってきた。知能集団であった。彼らは、

中国でも日本でも多大な影響を与えたのであった ｡

｢ 聖書の国・日本」にはこんな話がある。

「光明皇后(701〜760年)の次期天皇候補の８才

の息子が血友病で死にかかっていたのに、景教

徒の李密医(アロペン)が癒し

た。光明皇后は、身寄りのな

い貧窮の人や病人、孤児等を

収容した公設の救護施設『悲

田院』、無料で病人に薬を分

け与える『施薬院』無料で病

人を世話する『療病院』を造

り、自ら看護師・介護師として

働いていたことは、当時

の『絵伝』などからも確

かめられています。時の

都があった奈良の法華寺

には、光明皇后自身が病

人の背中を洗い、患者の

膿を吸って吐き出したと

いう浴室が今も残されて

います。｣134頁

光明皇后は、日本のナイチン

ゲールと言われている。

キリストの生涯に似ている謎的

人物とされている聖徳太子や、弘

法大使 ( 空海 ) への景教の影響が

あったことは確かであるらしい。

及川吉四郎先生の「仏教に対す

るキリスト教の影響」—仏教はキ

リスト教の影響を受けて変容し

た—から引用する：

｢光明皇后が、このような働きに生

涯を傾けるようになったきっかけ

として、こんな言い伝えがあります。…景教の宣

教師であり、医者でもあった李蜜がマタイによる

福音書の第８章を読んで、皇后に尋ねた。『弥師

訶(メシヤ)が彼を癒してくださることを信じます

か』『公にはできませんが、信じます』。こうして

二人が共に祈ったところ、子供の病気が奇跡的

にいやされたというのです。皇后は感謝に満ち溢

れ、以後慈善の働きに献身するようになった｣…

ある書物によると、光明皇后は浴室を建て、そ

れを貴賤の別なく人々に使用させ、自ら率先して

『私は千人の垢を流そう』と誓われたというので

す。しかも、皇后は、患者の体に口をつけて膿を

吸いだしてあげたというのです。その際皇后は、

『さあ、これでみな吸ってあげた。謹んでこのこ

とを人に話さないように』と言ったということが

『元亨釈書』に記されているようです。」

これらの震災は誰の仕業か？

｢サタンはまた、備えのできていない魂を自分の

収穫として取り入れるために、自然力を通しても

働く。彼は自然の実験室の秘密を研究してきたの

で、神が許される範囲内で自然を支配するため

全力を用いる。彼がヨブを試みることを許され

たとき、どんなに速やかに、家畜の群れやしもべ

たちや家や子供たちが取り去られ、またたく間に

事件があいついで起こったことだろう。被造物を

保護し、破壊者の力から守られるのは神であ

る。…

しかし、キリスト教界が主の律法をないがしろに

してきたため、主は、なすと仰せになったことを

そのとおりなさるであろう。すなわち、主は地上

　 立ち返れ日本！　創造主に！
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から祝福を取り去り、神の律法に反逆している者

たち、また人にそうするように教えたり強制した

りしている者たちから、保護のみ手を取り除か

れるであろう。サタンは、神が特に保護されない

すべての者に対する支配力を持っている。彼は、

自分のたくらみを押し進めるために、ある者たち

には恩恵と繁栄を与える。そして、他の者たちに

は災いをもたらして、人々に、彼らを悩ませ

ているのは神だと信じさせようとする。

サタンは人々に対し、あらゆる病気をいやすこと

のできる偉大な医師のようにみせかけながら、

他方では病気や災害を生じさせ、ついには人

口の多い都市が破滅して荒廃する。彼は今も

活動している。海や陸における事故や災害、

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

毒で汚染させ、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、悲惨な

ものになる。破滅は人間にも、動物にもおよぶ。

『地は悲しみ、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24:4,５)。」 大争闘下

351,352

なぜ神はこれらの事が起こるのをお許しに
なるのか？

｢人間の香油ではいやすことのできない悲しみ

が、この世に起こる時が近づいている。神のみた

まはとり去られつつある。海陸の災害は次々と

急速に起こっている。地震やたつまきによって、

また火事や洪水による破壊によって、多くの人命

や財産が失われたことを何度聞かされることだ

ろう。一見こうした災害は、人間の力を超えた自

然の猛威が突発的に起こしたものと思われるで

あろう。しかしそうしたすべてのことの中に、神の

目的が読みとれるのである。それらは神が、人間

をその危機感に目覚めさせようとされる方法

の１つである。｣クリスチャンの奉仕 71（国と指

導者上244）

石原都知事の発言は、必ずしも暴言とは言えな

いと思う。

東日本の被災者が罪深いのではない
ルカによる福音書13:1-5

｢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』。」

世の終わりの前兆としての大災害
二千年前のイエス ･ キリストの預言に注目した

い ｡新しい考察がなされている。それは何か？

マタイ 24:7、ルカ 21:11 に「あちこちに」災害

があるであろうという表現がある。

マタイ24:7 

｢民は民に、国は国に敵対して立ち上がるであろ

う。またあちこちに、ききんが起り、疫病、地震

があるであろう。しかし、すべてこれらは産みの

苦しみの初めである」と。

ルカ21:25,26

「地上では、諸国民が悩み、海と大波とのとどろ

きにおじ惑い、人々は世界に起ろうとする事を思

い、恐怖と不安で気絶するであろう。もろもろの

天体が揺り動かされるからである。」

１．これらの災害が「あちこちに」起こるとい
　 うこと。

このイエスの預言は、実はエルサレム滅亡の預

言でもあった。そしてそれは、紀元 70 年に成就し

た。しかし、その預言は部分的に成就したが、もっ

　 立ち返れ日本！　創造主に！ 　 



8

と直接的には世界の終末についての預言であった。

世界の終末について述べられたイエスの預言は、

今我々の前に一つ一つ成就しているが、地震 - 津

波はその一つである。これらの自然災害は、人類

史上過去にも個々にあったが、世界の終末直前に

一塊となってこれらの現象が起こるというのであ

る。

日本ばかりではない。今日世界の「あちこちに」

同時に頻繁に起こっている ｡

「方々で次々に（詳訳聖書）」、「ところどころに

（明治大正訳）」、「方々に（新改訳、新共同訳）」、「至

る所で（NKJV）」、「どこでも（TEV）」。

２．｢これらの事がことごとく起こるまではこ
　 の時代（generation—世代）は滅びる
　 ことがない」

イエスがエルサレム滅亡を預言されたのは、紀

元３１年であった。ちょうど４０年経って紀元

７０年にエルサレムは滅亡した。つまり、４０年

前にイエスが預言されたことはことごとく成就し

たのである。この時代 (generation—世代 ) は 40

年である。

マタイ２４章の預言は、エルサレム滅亡よりは、

もっと直接的には ( 第一義的には ) 世の終わりの

ことを預言しているとするなら、世の終わりの最

後の世代も、４０年であると、Dr ファウラーは説く。

この最後の４０年間にマタイ２４章に言及されて

いる前兆は、すべて「あちこちに」同時に、頻繁

に起こるというのだ。

我々は、地震、

洪水、戦争が起

こるたびに、も

う世の終わりだ

と躍起になって

講演して来た。

し る し を 見 て

は、再臨近しと叫んできたが、ますます時は伸び

ていくので再臨信徒は疲れ果て、白けの時代になっ

た。しかし、マタイ２４章の再臨前兆の新しい考

察は、我々を納得させる説明を与えている。

「指数カーブ」というのがある

自然災害をグラフにしたものである。これを見

ると 1980 年あたりから自然災害がうなぎ上りに増

えて、ここ数年グラフはまっすぐになっている。

何を意味するか？　まもなく未曾有の、最大事件

が起こるという意味だそうである。

ベルギーのルーベンカトリック大学災害疫学研

究所 (CRED) では、米国海外災害援助局（US OFDA）

と協力、1900 年以降に世界中で発生した死者数 10

人以上、あるいは被災者数が 100 人以上の災害を

対象として、統計数値を災害データベース (EM-DAT)

に蓄積している。

最近の世界の自然災害

　　　　＜発生件数(2004年以降)＞

1980 年頃から自然災害、事故災害がどれほど急

増しているかを見ると驚きである。あまりにもた

くさんの災害が起こっているのでここに掲載でき

ないが、2004 年以降のものだけ掲載しておく。

こんな記事を書いている間に、世界の「あちこ

ちに」災害は起きていることを覚えよう。

自然災害、事故災害の発表を見るとあまりにも

多くなっているので、その表の中から主なものだ

け拾ってみた ｡

　 立ち返れ日本！　創造主に！
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2004.12.26-
インドネシア

北西部
（スマトラ北

部）

海底地震
（津波）

スマトラ・アンダマン地震（津波）
M9.1〜9.3、死不283,000超（330,000？）、負傷数十万、
大津波（最高10m超）、インド洋広域伝播、
スリランカ、インド、タイでも甚大な被害。
東アフリカでも犠牲者、震源付近では珊瑚礁が隆起。
スリランカ及びタイで邦人20以上犠牲。
史上最悪の津波災害。

2005.08- アメリカ南部
沿岸 台風水害

ハリケーン“カトリーナ”風水害
超大型ハリケーン上陸、南部で高潮による甚大な被害。
死不1,300超（数千?）、負傷者多数、ニューオーリンズ冠水、
ビロクシー壊滅、アメリカ史上最悪の災害の１つ。
瞬間最大風速は80m近かったとされている。
被害額は1200億ドル（１０兆円）を超えた。

2007.07.16- 新潟県沿岸 海底地震

新潟県中越沖地震
M6.8、震度6強、柏崎等で死不15、負傷者2,300余、
全半壊7,000余、余震でも震度6弱、小津波。
柏崎原発で関連施設に複数の被害。

2008.05.12 中国・四川省
中部 内陸地震

文川地震（通称“四川大地震”）
M7.9(8.0?)、死不87,000超、負傷者37万以上。（90,000以
上が死不明とも言われる）
文川・北川県壊滅、省都・成都も大被害、広域で有感。
数百万棟全半壊、被災1000万、大断層280km。
被害額は8000億元（１２兆円）を超えた。

2010.01.12- ハイチ南部 内陸地震

ハイチ（南部）地震
M7.0、横ずれ断層による直下型、死不22万以上（23万?）
首都ポルトープランスが直撃を受け、事実上壊滅した。
大統領府も倒壊、国民の３分の１が被災したとされている。
（断層の１部が海底に達していたため局地的な津波を観測）
世界的な支援運動が起こったことでも注目を浴びた。

2010.02.27- チリ中部 海底地震

チリ中部地震（仮）
M8.8、巨大な海溝型で死不800以上、大津波、広域被害。
負傷者多数、首都サンティアゴでも死傷者があった。
太平洋沿岸に津波伝播、三陸沿岸などでも１ｍ余りで、
漁港が浸水、養殖イカダなどが流された。

2010.04-
ヨーロッパ西

部
（アイスラン

ド）
火山災害

アイスランド南部のエイヤフィヤトラヨークトル火山が大噴火、
噴煙がヨーロッパ西部の広域に及び、航空管制が大きく乱れ
た。
死傷はほとんどいないが、被害額は1,500億円を超すと見られ
る。

2011.02.22- ニュージーラ
ンド南東部 内陸地震

カンタベリー地震
M6.3、クライストチャーチ直下型で局地的に甚大な被害。
死不240〜350、都心部に大被害集中、邦人留学生など死不28
も。
昨年9月の近郊地震（M7）の広義の余震と考えられている。
ニュージーランド史上最悪の自然災害の１つとなった。

　 立ち返れ日本！　創造主に！ 　 
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2011.03.11-
東日本全域
（関東東部
を含む）

海底地震

東日本大震災（東北地方太平洋沖地震）
M9.0、日本観測史上最大、最大震度７と大津波で甚大な被害。
（地震動自体による被害は比較的少なかったと見られている）
死不15,000〜25,000、激震による損壊や火災も多発。
15m超級の津波によって福島・宮城・岩手の沿岸部で壊滅的な
被害。
日本海溝に沿ったプレート境界が広範に渡り破断した模様。
津波は太平洋に広く伝播し、南北アメリカでも2〜4mの波高を
観測。
現時点における、戦後日本最悪の災厄と言える。
福島原発で緊急停止後に冷却機能マヒによりメルトダウン（炉心
溶融）が発生、
放射性物質放出の恐れから周囲に避難指示が出る措置が取られ
た。
余震活動も活発で、4/7に起きた大型の余震（M7.1）では死者も
出している。
5月現在までの最大余震は当日に茨城沖で起きたもの（M7.3〜
7.7）

2011.04- アメリカ
南東部 風雨・竜巻

死不330超、竜巻伴う暴風雨が相次ぎ大被害。
特に4/27〜28にかけてアラバマ州を襲ったものが甚大な被害
を出した。
第2次大戦後に起きたものではアメリカ最悪の竜巻災害。

　 　立ち返れ日本！　創造主に！

最近の地震 Recent Earthquakes - Last 8-30 Days 

地軸が傾いた！
９.０の巨大地震は、地球の地軸を２５センチ変えた｡
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そのほかに絶え間ない戦争、疫病、ききん等々

と続発する。これらの事は「産みの苦しみ」の

始まりと言われて約４０年になる。

「この世代」に世の終わり、キリストの再臨が

来ることは確かではなかろうか。

預言者 E.G.ホワイトの言葉
｢ 現代はすべての人間にとって、圧倒的に興味

深い時である。統治者や政治家たち、信頼と権威

の座を占める人々、各階層の識者たちは、われわ

れの周りに起こっている出来事に注意を集中して

いる。彼らは国家間の関係を見守っている。彼ら

は地上の勢力が緊張度を増しているのを観察する。

そして彼らは、重大で決定的な何事かが起ころう

としており、今や世界は、驚くべき危機の瀬戸際

に立っているのを認めるのである。｣ 国と指導者下

144（1914 年）

｢ 海陸の災害、社会の不安状態、戦争の警報な

どが危機をはらんでいる。それらは、最大の規模

をもった事件が近づいていることを予告している。

悪天使たちは勢力を結集して、陣地を固めている。

彼らは最後の大危機のために強化されつつある。

まもなくこの世界に大変化が起ころうとしている

が、最後の運動は急速なものとなるであろう。｣ 教

会へのあかし・第９巻・11 ページ（1909 年）

｢ 人間の力ではいやすことのできない悲しみが、

この世界に起こる時が、近づいている。神の霊が

取り去られつつある。海にも陸地にも、次々と急

速に災害が起こる。地震、大竜巻、火事、洪水に

よる破壊、人命財産の大損害などを、なんと度々

耳にすることであろう ｡ 一見、こうした災害は、

人間の力を超えた自然の猛威が突発的に起こした

ものと思われるであろう。しかし、その中にあって、

神のみこころを悟ることができるのである。神は、

こうした方法によって、人々に、彼らの危険を自

覚させようとしておられるのである。｣ 国と指導者

上 244（1914 年）

｢ 今は都会から移転すべき時である—あなたの家

族を都会から連れ出しなさいというのがわたしの

メッセージである。神が道をお開きになるままに

家族の者が都会から転出すべき時がきた。子供た

ちを田舎に連れていったほうがよい。親は、経済

的な事情の許すかぎりよい場所を手に入れなけれ

ばならない。家そのものは小さくともよいが耕す

ことのできる土地がそれについている方がよい。

地上の住民に

圧倒的な災いが

くだらない前に、

主は真のイスラ

エル人にその事

件のために準備

するよう訴えて

おられる。神は

両親に対して次

のような警告の

叫びをあげてお

ら れ る。『 あ な

たがたの子供た

ちを自分の家に

集めなさい。で

きるだけ早く大

都会から去りな

さい』。」アドベ

ンチストホーム

144.

｢産みの苦しみ｣

は始まった。ま

もなく ｢ 災害の

季節 ｣ に入る ｡　

｢ 耳のあるもの

は、聞くがよい ｣。

　立ち返れ日本！　創造主に！　 　 
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この本に出会って初めて「日曜休業令」という

言葉を知りました。以来何十年という間私なりに

その情報に注意し続けて来たのですが、マタイ 24

章の終末の諸事件と共に近年著しく表面化し具体

化してきた事実に非常な危惧を感じないわけには

いかず、いつかは親しい人達をはじめ一人でも多

くの方々に伝えなければと思ってきたのは今であ

る事を悟り、手紙と共にこの本をボツボツと送り

始めています。ところで、この本を送っても即座

には読まないというケースも考えられます。しか

し、今後のニュースで目や耳に止まれば「どれど

れ」と本を手に取るという事もあるかもしれない

と思って付け加えたのが自分で調べた情報です。

私個人でも簡単に調べられるくらいですから誰に

でも出来ますので、是非ともご自分で確かめる事

をお勧めします。以下、実際に新聞、本、インター

ネットで得た情報を元にご紹介してみたいと思い

ます。

「キリストとサタンの大争闘」または「各時代の

大争闘」（以下「大争闘」と記す）は 120 年ほど前

に書かれたのはご存じの通りです。聖書は未来に

於いて「時の設定」というものはありませんが終

末による諸事件については言及されています。そ

れらが近づいたら終りが近いと悟りなさい」聖書

に書いてある戦争、地震、飢饉は誰の目にも明ら

かですので、ここでは別の観点から終末の諸事件

に注目してみたいと思います。

日本はキリスト教国ではないからとか私は無神

論だからとか主張しても、個人の立場など完全に

無視される状況が現在進行形です。それは一昨年

の暮れ辺りから確実に急速に動き出して来ていま

す。その諸事件から推測しますとこれからそう遠

くはない将来（としか言えませんが）、私達を含む

世界中の人達が巻き込まれ右か左に判断を迫られ

る状況が必ず来る事が分かります。

まず、大変大きな問題というのが「日曜休業令」

で、法王やバチカンについての昨今の動きです。

一昨年の 2009 年 12 月 .3 日「日曜買い物禁止令」

がベルリンで制定されたというニュースが流れま

した。日曜日は店を開いて売り買いをしてはいけ

ないのです。法令が下ったのですからもし違反し

た場合は処罰です。投獄もあり得るかもしれませ

ん。カトリックとプロテスタントの指導者層から

出たものです。メディアは歓迎の報道をしたよう

ですがベルリン在住のカトリック、プロテスタン

ト以外の多くの市民はこの法案に反対です。しか

し、最高裁が下した判決なのでどうにもなりませ

ん。現法王ベネディクト 16 世の出身地です。有無

を言わせない強引さです。しかし、これで驚いて

はいけません。いまや、EU（欧州連合）も着々と

この法案を整えていて制定するチャンスを待って

いるだけなのです。勿論アメリカも。

これまでに何回か世界宗教会議なるものが開か

れました。各国代表の様々な宗教家が集まります。

皆さん着席したところで一番最後に拍手で迎えら

れ一番上座に鎮座ましますのが法王やバチカンの

代表なのです。もう暗黙の了解です。アメリカの

歴代大統領レーガン、パパブッシュ、クリントン、

ブッシュ、オバマ達は法王に謁見したり、意見を

仰いだりしています。大統領よりも事実上位が上

Recommend

　　 “キリストとサタンの大争闘”のお薦め　　　

“キリストとサタンの大争闘” のお薦め
津川 治江
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です。押しも押されぬ精神的

な世界の指導者というわけで

す。バチカンは世界最小の国

でありながら資産は世界最大

という経済力も物を言ってい

ます。

2008.12.25、法王はバチカ

ンのサンピエトロ広場に面す

るバルコニーから世界に向け

てクリスマスメッセージを読み上げ、その最後に

「キリスト教の教えにある精神は万人に向けられた

ものだ」と付け加えました。彼の言うキリスト教

とはどういうものでしょうか。

中世に於いての「異端審問」「魔女狩り」「十字

軍」それにルター時代の「免罪符（免償符）」とく

ればカトリックの代名詞です。更に法王は神の代

理者という位置づけ、信者が司祭に対してする告

解。細かくあげればきりがありません。つまり「世

界の全ての人々はローマ法王と教会を通じてでし

か神と結びつく事はできず、それ以外の信仰や宗

教は認めないしあり得ない」という事で、もっと

簡単に言えば「カトリック以外は認めない」「カト

リック以外は全て滅ぶべき存在」というわけです。

それで、神の代理者である法王はその特権を生か

して何でもやってきたのです。そして恐れ多くも

大胆に聖書さえ書き変えてしまいました。聖書を

書き変えてキリスト教とは論外ですね。もうこの

時点でキリスト教から外れているとしか言えませ

んが。しかし、過去はそうでも現在は変わったの

でしょうか。

『他国の捜査機関が原則として指一本触れること

のできないバチカン銀行は、麻薬資金などの巨大な

洗浄装置として悪用されるようになったとされる。

法王庁は一貫して否定しているが、一説によれば、

バチカン銀行は資金洗浄額の１０％以上を手数料

として取り、得た利益を東欧や中南米の反共組織

に送金していたともいわれている。産経ニュース』

「神の銀行」と言われるバチカン銀行に捜査の手

が入ったニュースです。

バチカンのお膝元ローマのカトリック信者さん

達の間ですら「バチカンは何をやっているか分か

らない。暗殺なんて簡単さ。」と平然と話題になる

くらいバチカンの闇や裏は有名だとローマに留学

されていた方が話していました。法王とかバチカ

ンとはどういうものかは「大争闘」で十分わかる

と思いますが、更に詳しく知りたい場合は「教皇

庁の闇の奥」ピーター・デ・ローザ著をお勧めし

ます。彼はカトリックの学者でした。非常に冷静

にバチカンを分析しています。今は絶版ですので

図書館か中古書になります。

ネットで、ただ「バチカン」と検索すれば「いい面」

しか書かれていませんが、「バチカンの裏」とか「闇」

とかで検索すれば黒い闇の部分が満載です。

一宗教の決まりや方針が関係のない市民まで巻

き込み、しかも法的制裁まで加えて、中世にバチ

カンがやっていた事と同じ事が復活した・・・こ

れがベルリンで起こった事です。　　　　　　た

だ「火あぶりの刑」が今の所ないというだけです。

ここで、もう一つの重大な問題が生じている事

をお話します。「大争闘」の著者が言及している「秘

密結社」についてです。これは「新世界秩序」とか「世

界統一政府」という名称で様々な報道がなされて

いますのでご存じの方も多いでしょう。ペルシャ

湾岸危機が起きて丁度一か月目（1990.9.11）の連

邦議会で「新世界秩序にむけて」という題名で 41

代大統領ジョージ・ハーバート・ウォーカー・ブッ

シュ（前大統領の父）が政治的な公の場で演説を

行いました。翌年の’91.2 には米大統領も参加し

て西ドイツで開かれたプラント委員会で報告され

たその定義というのは“世界の通貨と産業を統制

する為の超国家的権力。石油の生産と消費を管理

する国際機構。ドルに代わる国際通貨。自由主義

国家、共産主義諸国が等しく利用できる基金作り

をする世界開発基金。新世界秩序の命令を行使す

る国際警察力”です。ここまで公になったら秘密

でも陰謀でもないからこれは「秘密結社」ではな

いと思われる方もいるかもしれませんが、問題は

この中身、内容なのです。

まず私達の一番身近な問題としては世界の経済

がもうガタガタになっていると言う事です。南米

ではアルゼンチンが破綻し、近年はギリシャやア

イルランド、最近はポルトガルです。スペインは

外国に融資している 80％をポルトガルに融資して

おり、そのスペインにドイツとフランスは巨額の

融資をしていますので遅かれ早かれドミノ倒しで

す。イギリスも非常に厳しい財政赤字をかかえ、

授業料が値上げされデモの学生らが暴動にまで発

展したニュースは記憶に新しいと思います。日本

の経済はここに記すまでもなく深刻です。そして

大国アメリカも。

つまり、この「経

済破綻」という

のは世界規模で

起こっているの

です。アメリカ

も今年か来年か

と言われていま

す。世界情勢研

　　 “キリストとサタンの大争闘”のお薦め　　
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究家によりますとアメリカの大統領はなぜ自国を

破滅させるようにするのかと考えた先に新世界秩

序があったと言っていますし、この経済破綻も全

て仕組まれたものであることが分かります。では

新世界秩序とはどういうものなのか。インターネッ

トを見ますと結構その真実を把握している人は多

いのですが、あまりにも常識では考えられない域

にあるため予測がつかず「何か大変な事が起こる

のだろうなぁ」と不安を抱く人が多い中、まれに

新世界秩序は世界を平和に導いてくれると言う事

なので期待したいというパパブッシュ前大統領の

演説をそのまま信じている人もいます。しかし、

現実はどう進行しているのでしょうか。

「新世界秩序」について阿部芳裕さんという方が

その著書「金融の仕組みは全部ロスチャイルドが

作った」「日本人が知らない恐るべき真実」（文庫

本有り）にも詳しく書いています。ベンジャミン・

フルフォード（日本に帰化したユダヤ人）さんも

詳しいです。阿部さんは金融について調べている

うちに結果として世界統一政府の実態を知ること

になり大変な恐怖を覚えたそうです。現在、「反ロ

スチャイルド同盟」を掲げて今の自分に出来る事

は広く知らせる事だと本、ネット、講演で伝えて

います。阿部さんは一人でも多くの人に知らせる

事が目的なのでネットでも殆どの内容を公開して

います。

この三月に起こった東日本大震災の原発事故に

より日本国民は否が応でも原発について考えさせ

られた事と思います。狭い国土、しかも地震大国

とまで言われている日本に 54 基もの原発が建てら

れていた事実を始めて知った人も多いと思います。

2 ヶ所原発の基地が爆発したら日本は壊滅するとい

うのに何故？　鬼塚英昭著『黒い絆　ロスチャイ

ルドと原発マフィア』によれば、すべて（ヴィク

ター）ロスチャイルドの差し金であることが分か

ります。かねてからとても不思議に思っていた事

がありました。原爆はアメリカの専売特許かと思っ

ていたのですが、アメリカが核実験をすればすぐ

にソビエトでも核実験をするし、中国、フランス、

あちこちの国々で行っています。結構簡単に作れ

るものなのか・・・と。　

しかし、この本を読んで謎が解けました。始め

ロスチャイルドがイギリスで原爆を製造しようと

しましたが資金が足りなく、アメリカにその話し

を持ちこんで製造に成功したのです。しかし、彼

はソ連にもその情報を流していたのです。勿論イ

ギリスにも。

後々の事ですが、スターリンがロスチャイルド

の事を「ご主人様」と呼んでいたとフルシチョフが

暴露しています。彼は忠実なスパイを使って暗躍

していたのです。そして受けた見返りで巨万の富

を得、いまや一族の資産は5,000兆円。世界中の人々

の全資産の半分に当たるそうです。更にロスチャ

イルドは世界中に鉱山を持っており、ヒロシマ・

ナガサキの経験から原爆が悪であるなら世界平和

の為にという名目に変えて原発を推進させてきた

のです。つまり、ウランをさばいて儲ける為です。

ヒトラーも彼に一目置いていた事実。まだまだ裏

のうらがあって書き切れませんのでこのくらいに

しておきますが、この本は日本人としても読む価

値はあると思います。世界を牛耳っている黒幕の

大元はロスチャイルドである事は間違いない様で

す。しかも彼は表面に一切姿を現さず間接的に操

るのが特徴です。日本もロスチャイルドの計略・

圧力により原発が林立という事になってしまいま

した。更に驚く事に東芝は 2015 年までに 39 基の

原発を既に発注（国内外）しており、日立は 2030

年までに 38 基以上の新規受注を目指しているとい

うのです。アメリカ（ロスチャイルド）の手先となっ

た日本の政治家主導で造られていった原発、「政府

は公表していないがオーストラリア（ロスチャイ

ルド所有）の鉱山に大量の注文をしているはずだ」

と書かれています。であるなら、今回の原発事故

があってもなおこりずに政府は推進していくだろ

う、と思っていた矢先の 6 月 18 日、海江田経産相

が「運転中止中の原発について再稼働可能として

再開を要請する」と発表しました。まだ原発事故

が全く収束の見通しが立たず依然として危機的な

状況にあるというのにです。

ここで 9.11 のテロ事件についても少し触れてみ

たいと思います。数ある情報の中でアーロン・ルッ

ソ（1943 〜 2007）の証言をご紹介しましょう。彼

は大統領にも立候補した事のある社会派の映画監

督でした。彼の才能に目を付けたニック・ロック

フェラーが彼を仲間に誘いこもうとしていました。

親しくなった時、ニックはルッソに 9.11 の事前予

告を話していたのです。ルッソが聞かされた 9.11

の予告とは「9.11 の 11 ヵ月前に『これからある出

来事が起こる』とニックが言った。それがどんな

出来事かは言わなかったが、その出来事の故に我々

はアフガニスタンを侵略してカスピ海から石油の

パイプラインを引くし、イラクを侵略して油田を

確保し中東に米軍基地を構築してあの辺を新世界

秩序に取りこむ事。それからベネズエラのチャン

ぺスをやっつけるんだと。そうしたら彼の言った

通りに 9.11 が起こって、彼は米兵がアフガニスタ

ンやパキスタンの洞窟を探し回る事や、『対テロ戦

争』が始まるけれども、本当は敵なんかいないし、

それら全部が巨大なでっち上げだと話していまし

た。政府がアメリカの人々を支配する為の手段だっ

　　 “キリストとサタンの大争闘”のお薦め　　　
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て。」更にルッソは続けます。「9.11 が起こってそ

の後何も起きていない。我々のセキュリティが素晴

らしいから 9.11 を実行したような連中が同様の事

を出来ないとでも思いますか。冗談じゃない。9.11

は我々の政府職員や金融業界の人間たちがアメリ

カ市民に恐怖を植え付け、彼らに従属させ、彼ら

がやりたい放題出来るようにする為にやった事な

んです。そして終りなき対

テロ戦争を作り上げた。次

の嘘は『サダムフセインを

やっつけるんだ』『大量破

壊兵器だ』と言ってイラク

攻撃をした事だった。いい

ですか。この対テロ戦争と

言うのは詐欺なんです、茶

番なんです。これを声に出

して言うのは容易な事じゃ

ない。何故って、みんな怖

気づくんです。言うと奴らにキチガイ扱いされる。

でも真実は暴露されなければならない。」

ニック・ロックフェラーはウーマンリブについ

てもこう語ったと言います。「ウーマンリブという

のは女性の社会進出の為というのは表向きで、実

はロックフェラー財団が資金を出して新聞やテレ

ビで取り上げるようにした。目的は二つ。女性が

勤めると所得税を取れる事と子供を親から離す事。

母親が勤めに出ると公立学校の先生とテレビが子

供を教育するので自分達がコントロールしやすく

なる。[ その結果多くの家庭が崩壊し、黒人社会

に於いては私生児が 10％から 90％になった ] CIA

（アメリカ中央情報局・大統領直轄の秘密諜報組織）

もウーマンリブの雑誌に資金を提供していたと言

う話も。それからニックが言った事は『最終目的

は人々にチップを埋め込んで社会全体を支配する

事だ』と。」

HAARP（ハープ）というアラスカにある気象操作

名目で設置された装置についてもいろいろ疑惑が

あります。この HAARP はアメリカのペンタゴン（国

防総省）が表向きはアラスカ大学と「共同研究」

を掲げていますが、電磁波によって活断層を刺激

して地震や洪水など自然災害を引き起こす事も出

来るようです。「気象兵器、地震兵器、HAARP、ケ

ムトレイル」ジェリー・Ｅ・スミス、ベンジャミン・

フルフォード著という本も出ています。

時々空を注意して見てください。特に晴れた日

に多いです。見るのは飛行機雲です。通常の飛行

機雲はせいぜい二十分くらいで消えて行きますが、

高度が割と低くなかなか消えない雲がある時があ

ります。風の影響の無い時など二時間以上滞留し

ている事もあります。時間が経つにつれその帯状

のまま幾何学的に広がって行きますので、明らか

に普通の雲とは違います。これは温暖化防止策の

気象操作の実験という名目ですが、人体に有害な

化学物質なのです。「ケムトレイル」と言って、世

界中で日本中で撒かれています。最近はそれに気

づいて問題にする人達が出だし始めたので、目立

つ日中は避けて早朝とか夕方に撒く事もあるよう

です。ドイツでも問題視され報道されましたしア

メリカなどしょっちゅう見る事ができるそうです。

なぜこのような事をするのでしょうか。

1978 年 WHO では「世界の人口の 90％が余剰人口

である」と発表しその頃から不妊のワクチンの開

発にとりかかりました。地球に資源が残り少ない

のにそれを世界の今の人口で消費していたらあっ

と言う間になくなるので、人口を減らそうという

わけです。

「ワクチン」と言えば聞こえはいいのですが成分

は「水銀、スクアレン、水酸化アルミニウム、リ

ン酸塩、アンモニウム、犬の腎臓、猿の腎臓、ニ

ワトリ胚、豚の血含む豚タンパク質組織、子牛の

血清及び牛胎児血清、ホルムアルデヒド、ホルマ

リン、合成フェノール、ゼラチンの加水分解ゼラ

チン、グリセロール、それに蛾の細胞 etc」このよ

うな物質で作られているようです。不妊どころか、

体の組織や機能に障害を与えようというものです。

ある友人が入院している時、看護婦さんが「私

達には（インフルエンザの）ワクチンを強制的に

打つのに先生達は

打たないのよ」と

不満げに漏らして

いたと言います。

医者はその成分を

知っているため怖

くて打てないので

しょう。しかし、

医者の勧めの影響なのか、日本は諸外国に比べて

自らワクチン接種を望む人達が圧倒的に多いよう

です。殆どの人達はワクチンさえ打っておけば安

心と思っているかもしれません。

アメリカでは豚インフルのワクチン接種が強制

的になされようとしているという情報をいち早く

掴み、それを回避するために他の国に移住した医

者もいます。今、日本では子宮頸がん予防のワク

チンが各自治体で半ば強制的に実施されているの

を知って驚いています。小学生の児童が対象です。

とうとうここまで来ました。学校単位で接種して

います。問題にする人はわずかしかいません。

ネットを見れば世界統一政府やワクチン、ケム

　　 “キリストとサタンの大争闘”のお薦め　　
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トレイルなどの情報は既に

日常的です。

豚インフルもメキシコ

が発症地と言われています

が、実際には一頭の豚もメ

キシコで発症していなかっ

たという情報があります。

その上、豚インフルなど自

然発生するはずがないと関係者達が調べていった

ところある研究所で培養されていたと言う事が分

かりました。当然ワクチンを製造する会社が大儲

けします。何かが起こった時に誰がボロ儲けをし

ているか調べたらそこが仕掛け人という可能性が

大です。9.11 の時も、そのおかげでボロ儲けした

人達がいました。疑惑だらけなのです。

世界統一政府はあらゆる手段を用いて「余剰人

口」を減らそうとしているようです。

世界統一政府としてはアメリカの大統領も実は

共和党でも民主党でもどこでもいいのです。彼ら

の言うなりになる人物であれば。投票をコンピュー

ターで操作する事等御手の物です。アメリカでさ

えそうなのですから世界は思うままです。勿論、

国連、WHO（世界保健機関）、主な報道機関・・・

全て彼らの手中にあるのは言うまでもありません。

新世界秩序と法王が深い関係にあるということ

はその一例として、国連も世界をまとめるには宗

教の力が必要と考えていますし、WHO でさえも近年

健康を維持する為には「霊的な存在」が必要であ

るとまで言いだして「宗教」をほのめかしている

のです。

新世界秩序とはすでにお分かりのようにロス

チャイルドを中心とした金融業財閥、社会政界の

エリート、ヨーロッパの王族たちによって構成さ

れているようです。

ご存じのように、アメリカはピューリタン精神

溢れるプロテスタントの国でした。だからどんな

人でもどんな宗教でも寛容に受け入れて来たので

す。しかし、そのアメリカは闇の組織に支配され

もはや国家として成り立たなくなっています。つ

まり破綻させられてしまいます。次に登場するの

が新しいアメリカ・・闇の組織率いる新世界秩序

です。

さて、それでは肝心のプロテスタントはどうで

しょうか。小さな商店街は廃れ、巨大なショッピ

ングモールが主流になっているように、アメリカ

でも従来の小規模教会は人気がなく、メガチャー

チという 2,000 人〜 40,000 人規模の教会があちこ

ちに造られています。そこでは讃美歌と称してロッ

ク調のコンサートを行ったり、信仰とは無関係な

俳優を招いて聖書の劇を行い、人気牧師が大スター

のようにスポットライトをあびてステージ ( 講壇 )

に登場し聴衆が

喜びそうな事を

語り、癒しまが

いの事まで行わ

れています。生

活に必要な様々

な設備も整え信

者 や 来 客？ が

満足する事ばか

り企画するので

す。そういった教会を運営している主だった人達

は「信仰」とは無縁なとある有名大卒の経営コン

サルタントだったりと経営の達人が雇われていま

す。完璧なまでに商業施設になっています。教会

は人が大勢集まる所、立派な建物と化してしまい

ました。人数と施設設備に魅力を感じるようにな

りました。人が集まれば“繁栄しているから聖霊

に満たされている証拠”“神様に祝福されている”

と解釈されますます集まって来るという分けです。

米カリフォルニア州ガーデングローブにあるク

リスタルカテドラル教会（一万人規模）は教会の

建物が鏡の様なガラスで造られている事で有名で

す。その創始者がロバート・シュラー牧師です。

勿論テレビでも放映されます。彼は説教が終わっ

たらすかさず

カ メ ラ に 向

かって十字架

の ペ ン ダ ン

トを映しまし

た。そしてこ

う言ったので

す。「この十

字架のペンダ

ントは今までのペンダントとは全く違います。全

てに於いてとてもよく出来ています。このペンダ

ントはここでしか買えません。」とコマーシャルを

始めたのです。（地球発 22 時より）現在 83 歳で現

役を引退し長女のシーラ・シュラー・コールマン

（59 歳）に後を引き継がせるようです。メガチャー

チはプロテスタントです。しかし、何万人という

信者達を率いる指導者である牧師達が至極当然の

ように仰ぐのは何とローマ法王なのです。

聖書は創世記から黙示録まで（新約・旧約）全

　　 “キリストとサタンの大争闘”のお薦め　　　
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て神の言葉ですから、信じる場合は当然聖書の全

てを信じるはずです。しかし、殆どの教会はこの

原則を無視し、特に預言に於いては完璧と言って

いい程無視し続けています。よく福音的とか律法

的とか信仰のあり方について議論されますが、聖

書全般にわたって貫かれているのは「警告（預言）」

なのです。「必ずこういう事が起こるからこのよう

にしなさい」と。神の青写真通り行動に移してい

く事それが神の義であるとデビッド・カン氏（注）

が言及される通りです。これが福音であり、この

体験が福音そのものなのです。

あるプロテ

スタント教会

のバプテスマ

を受けようと

していた方に

出会いました。

彼女に自分で

ダニエル書や

黙示録の研究

を始める事を

お勧めしまし

た。そこの所を理解して頂くまでには時間がかかり

ましたが、やはり研究すれば分かって来るもので

す。そして少ないとはいえ研究する人は世界的規

模でいるのです。難解と敬遠していたこの二大預

言書も驚くぐらい全容が解明されていますし翻訳

物も結構ありますし研究には事欠きません。（日本

では主にサンライズミニストリーで扱っています）

彼女もだんだん理解を深めて行くうちに「どうし

て自分が通っているプロテスタント教会ではダニ

エル書や黙示録が話題にならないのか」と不思議に

思い、ある時牧師に質問してみました。するとダ

ニエル書は幻想的で難しく手の着けようがないし、

第一プロテスタントは旧約を重視しないとの答え

が返って来たそうです。更にヨハネの黙示録はと

言えば単に難しくて手に負えないという感じだっ

たという事です。彼女は現教会の実態を目の当た

りにして驚きを新たにしていました。

旧約のダニエル書は紀元前 600 年頃書かれ、新

約のヨハネの黙示録は紀元 100 年頃です。700 年も

開きがあったにも関わらず中身は一致するのです。

ダニエルはこれから起こる国々の興亡を幻で見せ

られ、この世界はその通りになり現在もその通り

に進行中です。黙示録を書いたヨハネはダニエル

とは違った形で終末の描写を見せられましたが内

容はぴったり一致します。聖書の預言どおりに過

去の歴史が作られて来ましたし現在もその通りに

進行中ですから、未来も聖書に書かれてある事が

起こると十分信じるのに値するのです。

ローマ法王だの日曜休業令だのキリスト教国で

ない日本に住む私達に一体何の関係があるのかと

疑問を持たれる方もおられることでしょう。尤もで

す。しかし、バチカンの狙いは中世時代から宗教

という名のもとに世界を支配する事なのです。そ

して、聖書の預言にも世界中の人々を巻き込む事

が書かれているのです。誰も無関係ではいられな

いのです。　それが証拠にベルリンではこの法案

が制定されてしまいました。最早過去形なのです。

ベルリンにはカトリックとプロテスタントしか住

んでいないのでしょうか。いいえ、ロシア、トル

コ、ユダヤ、中国・・・様々な人種が住んでいま

す。と言う事は宗教も違いますし無神論者もいま

す。しかし、今や「日曜休業令」の前段階である「日

曜日の買い物禁止」に法的規制が布かれたのです。

開かれた自由の都市に「宗教がらみの問題」で法

的規制が布かれてしまったのです。

鬼塚英昭著『天皇のロザリオ』の中に「1949 年、

カトリック教会と米占領軍マッカーサー総司令官、

そしてカトリックの吉田茂外相らが天皇をカト

リックに回心させ、一挙に日本をキリスト教化せん

とする国際大謀略が組織された」とあります。この

計画は成りませんでしたが、次に現れるのは全世界

を支配する巨大な勢力です。日本中だけでなく世

界中をどうにでも出来る権力を持っているのです。

随分前の話です。ヨハネ・パウロ２世の時です。

ある日の朝刊のトップに「法王、日曜日は信者に

ミサに行く事を義務付け。拒めば懲罰もあり得る」

という内容の記事が出ました。日本で一宗教のカト

リックの記事が法王の写真入りでトップを飾るの

です。どれだけ存在感が大きいか分かると言うもの

です。一応カトリック信者向きに出された声明でし

たがメディアは一斉に「これは幾らなんでも厳し

すぎる」と騒いだところ、すかさず翌日の新聞に「法

王、声明を撤回」の記事が載りました。

その中で法王は「現代では家族の絆が薄まり、

様々な非行犯罪が増えている。日曜日には家族団

らんの時を持ち、家族の絆を深めて欲しいと言う

事で、必ずしも教会に行きなさいと言うことでは

ない」という苦し紛れの理由を述べていましたが、

あくまでも本意は前者である事は間違いありませ

ん。この声明の裏にはラツィンガー教理省長官が

後押ししていた事は周知の事実でしたが。ラツィ

ンガー・・つまり現法王ベネディクト 16 世です。

現段階では世界の世論を敵に回してはまずいの

で、誰にでも受け入れられる口実を考えています。

それは「家族の絆を深める」とか「家族の団らんの

為に」等と『家族』を前面に押し出す事で世界中
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の人達から納得と指示を得ようとしているのです。

が、すぐにでも「日曜休業令」を制定してしまい

たいのが本心なのです。

2006 年のイスラム非難発言も本音がポロリと出

てしまったのでしょう。近年ではカトリック神父

たちによる児童の性的虐待がアイルランド、ドイ

ツ、アメリカ、オーストリア、オランダ、スイス

で明らかにされて、それを知りつつも見逃してい

た法王の責任追及までに至りました。始めは「つ

まらぬゴシップ」「性的虐待はカトリックだけの問

題ではない」と切り捨てていたのですが、さすが

法王の辞任問題にまで発展しますと謝罪せざるを

得なくなり窮地に追い込まれて仕方なく謝罪した

というところでしょうか。それにしても「つまら

ぬゴシップ」はないでしょう。れっきとした犯罪

です。教皇庁の闇の奥はかなり深く、暗く、上記

の件は氷山の一角に過ぎません。

さて、『家族』がダシに使われて一応遠まわしに

「日曜買い物禁止」から始まりました。

これでもカトリックやプロテスタント以外の人

達にはとても不合理な法令に違いありません。し

かし、そんな個人的な意見を聞くまでもなく次は

「日曜休業令」に発展します。

日曜日には買い物どころか、一切の仕事を禁じ

られるのです。勿論全ての人です。もし、仕事を

している所を見つかったら処罰されます。投獄も

あり得るでしょう。法律が制定されるというのは

そういう事なのです。

法王の目的は世界中の人々をカトリックにしそ

の上に君臨することです。という事は「日曜休業

令」では納まらないのです。では次の段階はと言

うと「日曜礼拝」です。カトリックの制定した日

曜日に礼拝を強要するに至ります。バチカンが聖

書の中身を変えたと言う事は聖書の神には従わな

いぞと表明した事です。そして、その「変えた事」

に人々を従わせようとしています。それが「日曜

礼拝」です。その目標である「日曜礼拝」に向け

て進めているのが日曜買い物禁止令や日曜休業令

というわけです。法王が君臨するために一番統制

がとり易く、分かりやすいのが日曜礼拝なのです。

勿論これにも法的措置が取られますが最高に厳し

い刑も用意されることでしょう。なにしろカトリッ

ク以外は滅ぶべき存在なのですから。

理屈では分かるけど、まだまだバチカンや法王

についてはピンと来ないし遠い存在だと思うかも

しれません。アドベンチストであってさえも何の

関係もないと思っている人がいます。自分の代に

はそのような事は起こらないと思い込んでいる人

もいます。しかし、彼らにとっては私達は支配下

におさめるべく対象であるのです。こちらが平和

だ無事だとボンヤリしている間に彼らは着々と準

備をしているのです。新世界秩序も法王もありと

あらゆる方法手段を駆使して目的遂行の為全力を

あげています。しかも、その完成の時は津波のよ

うに我々の足元まで来ているのです。彼らの世界

制覇は目前です。「カトリック以外は全て滅ぶべき

運命にある」との法王の姿勢を決して忘れないで

下さい。そして、「余剰人口」を減らそうとし、平

和をうたい文句にその実は経済で人々を奴隷状態

にしようとしている世界統一政府も。本当かどう

かご自分で調べる事を是非お勧め致します。

では、彼らの勢力に対して私達はどうすればい

いのでしょうか。人を人とも思わず残酷で巨大な

組織が相手ではとても太刀打ちできないでしょう。

しかし、彼らに立ち向かえる唯一の方がおられま

す。既にこの世に勝っておられる方です。勿論イ

エス様です。イエス様が必ずこれらの苦難を乗り

越えられるよう力を与え逃れる道を開いて下さる

と聖書に約束されています。それを信じて進む時

私達にその約束が実現されるのです。しかし、再

度記しますが、それは自分勝手に解釈したり思い

込みによるのではなく「神の描いた青写真通りに

生きる」時に実現されるのです。あらゆる『悪』

を研究し実現させる勢力はサタンを司令官として

軍隊の如く緻密に狡猾に大胆にその世界を構築し

てきました。であるなら、こちらもイエス様を司

令官として全てイエス様の指示通り動く事、これ

が勝利の秘訣でこれ以外はありません。これは『キ

リストとサタンの大争闘』の世界なのですから人

間のレベルでは敗北は明らかなのです。

もうお分かりと思います、法王のいうキリスト

教とはどういうものなのかが。現在も聖書は書き

変えられたままで元に戻しておりません。中世か

ら何も変ってはいないのです。書き変えられたま

まの聖書からではキリスト教を正しく理解する事

は不可能です。と言う事は「偽の教え」「反聖書的

な教え」なのです。いくらキリストの名前を用い

ようとも聖書とは何の関係もないのです。キリス

ト教と自称しているだけだと言う事がお分かりい

ただけると思います。教会を商業施設と化し法王

を崇めるプロテスタントも同様です。キリスト教

とは「神の青写真」つまり「神の御言葉」に忠実

に従うという教えの事なのです。

ベルリンのニュースを私はネットで知りました

が、ある友人はラジオのニュースで聞いたと言い

ます。日本のラジオからもニュースとして流れた

と言う事は情報機関もその「特異」さを危惧した

からかもしれません。実は「日曜買い物禁止令」
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はベルリンが最初ではありません。アメリカやイ

ギリスの小さな町ではすでに「日曜休業令」が実

施されている所があるのです。国家で実施してい

る小さな南の島もあります。

ここでまたメガ・チャーチの話に戻ります。ク

リスタルカテドラル教会では、近年、不景気による

献金減少など負債が 5,500 万㌦（約 50 億円）に達

すると言う事です。アメリカの不景気はプロテスタ

ントのメガチャーチの経営にも大きな影を落とし

ています。今後回復の見込みはあるのでしょうか。

アメリカの経済は誰の目から見ても破綻が確実で

すからそれはないでしょう。そうなると、当然の

如く世界統一政府 ( 新世界秩序 ) が次の政府に代

わり、アメリカを中心に世界を支配し、その上に

宗教的 ( 精神的 ) な指導者として法王が立てられ

るのです。

「キリストとサタンの大争闘」にはこれまでの歴

史も含め今後確実に起こることについても書かれ

ています。しかし、それと同時に私達にどうすれば

これらから逃れられるのかもきちんと書かれてい

るのです。これから起こる事に備えて欲しいと願っ

て、最近の周囲の情報を集めてみました。地震や津

波など自然災害も大変な被害を及ぼしますが、人間

の権利を完全に奪われる未来が来ようとしていま

す。これまでの常識や固定観念を全て捨てなければ

理解出来ない事が私達の身に起こって来るのです。

120 年も前に誰が「日曜休業令」に言及したでしょ

うか。誰が「秘密結社」の存在を指摘していたでしょ

うか。誰が今日の世界の状況を予測出来たでしょ

うか。そして、最大の問題点である法王についても。

「大争闘」は今読まなければならない本です。繰り

返して何度でも読み、他の方々にも勧めなければ

ならないのは今だと思います。

最後に誤解のない様にひとこと付け加えておき

ます。ここで問題にしているのはあくまでもバチ

カンと法王、そしてプロテスタントの指導者層で

すのでカトリックやプロテスタントの信者さんた

ちについては一切言及しておりませんのでご理解

ください。

追記：キリストが語られた終末の前兆である、

惑わし、戦争、飢饉、地震（マタイ 24 章）について、

戦争や紛争は世界中でいつも起こっていますし、災

害は年を追うごとに頻度が高くなってきており、昨

年は大規模クラスがいくつも世界中で起こり、そ

の為に小麦の生産量が減少し、最近では近くのスー

パーで売られている小麦粉が 57％も値上がりしま

した。災害と飢饉は切り離せないのです。今年も

ニュージーランドの地震から始まり日本では東日

本大震災、続いてアメリカ南部の竜巻、リビアから

600 人を乗せた難民船が地中海で沈没（三月にも二

隻の難民船がリビアを出たきりイタリアに着いて

いない）、ミシシッピー川の大雨による浸水、スペ

イン南部の地震と大規模な災害が続き穀倉地帯を

直撃しています。まだ半年もたっていないのにこの

数この規模です。飢饉は更に深刻になるでしょう。

それと並行して偽の教え・・つまり惑わされる出

来事として一宗教の決まりが関係ない市民を巻き

込んで「日曜買い物禁止令」として制定されてしま

いました。ドイツは自由を認める国ではありません

か。どうして一宗教の訴えが最高裁で認められるの

か理解に苦しみますがそれが「惑わし」というも

のなのかもしれません。よく考えてみればこの「日

曜休業」は世界中に既に浸透してはいないでしょ

うか。ベルリンの様に法令まではいきませんが常

識になっているのです。日本でも官公庁は休日が

日曜日です。他の企業や工場、学校もそれに合わ

せています。ある国では日曜には仕事はもとより

洗濯物さえも干す光景はないそうです。そこに住

む日本人が人目を盗んで芝刈りをしたりと日曜日

は息を潜めて過ごしているという情報もあります。

罰則は今の所ないものの堂々とやりたい事が出来

ない「日曜日」なのです。ここまで日曜休業が日常

生活の中に融け込んできています。既成事実が既

に出来あがっていますので、納得がいかないなぁ・・

とは思うものの、それが法的な措置に進んだとして

も問題にするほど抵抗を感じないかもしれません、

多くの人は。やんわりと広く行われてきた「惑わし」

がここに来て強引にしかもかけ足状態です。不可

解な納得のいかない事柄にこれからも巻き込まれ

ていくでしょう。何故土曜安息日が重要なのか。「黙

示録 13 章」と「大争闘」に書かれている「物の売

り買いが出来なくなる」「日曜休業令」が着々と間

近に現実に迫ってきています。神の民の殆どが終末

の大事件に対して準備が出来ていないと「大争闘」

の著者である E.G. ホワイトが言及しています。で

あるならその中の一人にならないようにしたいと

思いますし、これを読まれる皆さんとご一緒に良

い準備をしていけたらと願っています。

（注）デビッド・カン

アトランタ在住のセブンスデー・アドベンチス

トの伝道者。

サンライズ・ミニストリーに於ける 2011 春のセ

ミナーの講師。

（DVD、CD 有り—終末の貴重なメッセージと共に

日曜休業令に関する重要な情報が収録されていま

す。通訳付き。お勧めです。）

　　 “キリストとサタンの大争闘”のお薦め　　
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Article

今年は 2011 年です。今から 60

年前の 1951 年に津嘉山澄子先生

は日本キリスト教団から除名に

なり、そのことが一般の新聞で

ある琉球新報に載ったというの

です。新聞の見出しは“津嘉山

澄子女史除名!!”。記事の内容は、

津嘉山澄子女史は沖縄キリスト

教団から除名されセブンスデーアドベンチスト教

会へ転向した。セブンスデーアドベンチスト教会

は土曜日に礼拝をし、豚を食べない。お茶、コーヒー

を飲まない、以上。

これが当時の新聞記事の内容であったというの

です。日本キリスト教団の信徒は、あの津嘉山澄

子先生が教会から除名されたという事に非常に驚

いて先生がどんなに心を痛め意気消沈しておられ

るかと先生を励ます為に訪ねて行ったのです。す

ると先生は、意気消沈どころか聖書の真理に出会っ

てお顔は輝き、流暢な日本語で感動的な表情で聖

書の真理をお語りになるのです。あの津嘉山節で

すよ。

「『女たちは掟に従って安息日を守った』と。イ

エス様のお墓の周りにいた女性たちの事です。私

も聖書の女たちのように掟に従って安息日を守る

のです。」と証をされるのです。聞いていた信徒の

方々は非常に感動され、「先生、もっと聞かせて下

さい。もっと聞かせて下さい」というんだそうです。

また先生が道を歩いておられると、今度は別の信

徒が近づいてこられ、「先生、除名なったんですっ

て？」と聞かれるのです。「あら、元気？女たちは

掟に従って……」とまた始まるわけですよ。する

とその信徒も感動し「先生、もっと聞かせて下さ

いね」というんだそうです。

こうしてあそこでもここでも聖書研究が始まっ

たのです。沖縄でセブンスデーアドベンチストの

バプテスマ第１号が津嘉山澄子先生で２号、３号

…２回目、３回目と続いたバプテスマ式はほとん

どが沖縄キリスト教団から移ってきた信徒たちで

あったというのです。先日、松堂さんにお会い致

しました。松堂さんというと新垣三郎先生の亡く

なった奥さんのお姉様なのです。そこで私がこの

話をすると、松堂さんが「そうそう、２回目のバ

プテスマ式はわが家族でしたよ」とこのようにおっ

しゃっていました。その年の10月に首里教会が建っ

たというのです。沖縄キリスト教団のある牧師は、

「あの津嘉山澄子に道であっても挨拶するな。話を

するな。あれは伝染病だ。信徒泥棒だ」と言った

というのです。石川教会の書棚にこういう本があ

りました。“福音の感染者になろう”と。まー、同

じ表現があるもんだと思いました。まさに津嘉山

澄子先生は福音の感染者になって彼女と接する人

の多くが感染していったのです。石川教会の山内

康子さんのお母さん、玉城ハルさんも感染した者

の一人であったのです。その感染が康子さんにそ

して娘さん達、お孫さん達に広がっているのです。

“主の御名はほむべきかな !!”です。

牧師にそのように言われた信徒たちは牧師の目

を隠れてそーっと、そーっと澄子先生に会いに来

て、聖書研究を授けて貰ったというのです。当時

世の中にセブンスデーアドベンチスト教会という

名前がまだ全く知られていなかった時代に、津嘉

山澄子先生が沖縄キリスト教団から除名になり、

その事が一般の新聞に載ったという事が、セブン

スデーアドベンチスト教会にとって非常に大きな

宣伝効果を発揮し、そのおかげで人々が聖書の真

理にどんどん引き寄せられて来たというのです。

実に神様は、神を愛する者たちと共に働いて、

万事を益として下さったのです。そしてこのロー

マ書８章 28 節の御言葉の約束は昔も今も変わらな

い真実なのです。

さて私は八重岳で津嘉山澄子先生から直接これ

らの話を聞かされておりました。ところが今年の

正月元日の安息日に今帰仁教会の安息日学校の校

長挨拶で澄子先生の娘さんであられるめぐみさん

がこの話をしておられたのです。私は改めて深い

感動を覚え、皆様にもぜひお伝えしたいと思い、

　　　贖罪の犠牲と全能の仲保者の働き　　　
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話させていただきました。

さてこの話はここで終わって、次の話に移って

いきたいのですが、次の話もまためぐみさんとの

電話のやり取りから始めさせていただきたいと思

います。　

ある時私は彼女と電話でお話をしておりました。

いや、お話をしていたというよりも彼女のお話に

私が聞き入っていたというのが正直なところです。

その時彼女は、私達今如何に悔い改めが必要か、

悔い改めるべき「時」であるかという事を、新垣

三郎先生の経験から話してくれたのです。

新垣三郎先生は 18 歳の

時に軍隊に入り、サイパン

島で敗戦を迎えました。そ

の時上官の命令によって日

本人二人を殺したのです。

アメリカ憲兵隊の方では、

当然誰が殺したのか犯人を捜しますよね。新垣青

年は何くわぬ顔をして捕虜となった軍隊に入り混

じっていたのです。ところが犯人は新垣三郎とい

う青年ではないかと矛先が新垣青年に向けられて

きたのです。新垣青年は自分は新垣三郎ではない

という事を見せるために、偽名を使って逃げ隠れ

していたのです。ところが、とうとう捕まってし

まいました。憲兵隊の方では、こんな若者が自分

一人の意志だけで二人の人間を殺すはずがない、

これは確かに誰かの命令でやってあるんだという

事が分かるわけですよ。

そこで「アラカキ、お前ひとりでやったんじゃ

ないでしょう。誰かお前に命令する者がいたでしょ

う？」と聞かれるが新垣青年は「いや、一人でやっ

た、一人でやった」と言い張ったのです。それは

あの上官から「もし捕まったなら一人でやったと

いいなさい」と言われていたからです。あの上官

も取り調べられました。ある時、取調官がみんな

いなくなった時、壁一つ隔てた隣の部屋からあの

上官が新垣青年を呼んだのです。「新垣、新垣、ぼ

くはスパイ容疑で捕まっている。おそらく死刑に

なるであろう。だからこの殺人についてはお前ひ

とりでやったと最後まで言い続けるんだぞ。お互

い死刑になって国の為に尽くそうじゃないか」。上

官からそのように言われた新垣青年は、益々意を

決し、どんなに拷問され、水をホースで鼻からも

口からもジャージャー、ジャージャー入れられ、「ど

うだ、新垣、誰に命令された？」と聞かれるが、「一

人でやった、一人でやった」と言い張ったのです。

とうとう彼は裁判にかけられ死刑が宣告されたの

です。刑務所に入れられ、数日たち、数か月たっ

てもあの上官の姿が見えないのです。食事の時に

も作業の時にも、確かに彼も死刑宣告を受けてど

こかの部屋に入れられているはずだが、何号室な

んだろうか？ 18 歳の青年は純粋にそのように思っ

たのです。そこである日、彼は思い切って一人の

看守に聞いたのです。「あのー、誰々は何号室に入

れられているんですか？」と。「あー、彼。彼は無

罪になって本国に帰ったよ」。それを聞いた新垣青

年の心は怒りで爆発したのです。「なんだとう、無

罪になって本国に帰ったと？僕はあいつの命令で

やったんだ、もう一度裁判をやり直してくれ。本

当のことを話すから」。ところが、彼がどんなに怒

り、わめき、叫んでも、その時は、もう時すでに

遅しであったのです。なぜならその時にはもうす

べての軍事法廷がクローズされ、二度と開かれな

かったというのです。結局彼は、自分に時が与え

られている間に自分の罪を正直に告白しなかった

ためにその罪をすべて自分で負い、死刑宣告を受

ける身となったのです。「私たちも天の法廷が開か

れている今、自分の罪を悔いてイエス様の御前に

自首しなければならないのだ。これはあくまでも

自首行為なんだ。自首して『わたしはこういう、

こういう罪を犯しました。どうぞ赦して下さい』

と告白したなら、イエス様はあなたの罪はすべて

わたしが負った。あなたは無罪ですと無罪を言い

渡して下さるんです。ところが、私たちが、悔い

改めの必要も感ぜず、イエス様が仲保者としての

働きをなさっている間に、自首することも告白す

ることもしないでいたならば、私たちは自分の罪

　　　贖罪の犠牲と全能の仲保者の働き　　　

当山 悦子
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のゆえに死刑宣告を受けなければならないのです」

と。

彼女のこのようなお話に、私は「うん、うん、うー

ん」とうなずきながら聞いていたのです。

皆さんのお手元にプリントが配られていると思

います。大争闘の下から抜粋いたしました。どう

ぞそれをご覧になってください：

１.｢預言者ダニエルは

次のように言ってい

る。『わたしが見て

いると、もろもろの

み座が設けられて、

日の老いたる者が座しておられた。その衣は

雪のように白く、頭の毛は混じりもののない

羊の毛のようであった。そのみ座は火の炎で

あり、その車輪は燃える火であった。彼の前

から、ひと筋の火の流れが出てきた。彼に仕

える者は千千、彼の前にはべる者は万々、審

判を行う者はその席に着き、かずかずの書き

物が開かれた』。」（ダニエル書7:9,10）

これが天の大法廷の光景です。

２.｢わたしはまた夜の幻のうちに見ていると、

見よ、人の子のような者が、天の雲に乗って

きて、日の老いたる者のもとに来ると、その

前に導かれた。彼に主権と光栄と国とを賜

い、諸民、諸族、諸国語の者を彼に仕えさ

せた。その主権は永遠の主権であって、なく

なることがなく、その国は滅びることがな

い。」（ダニエル書7:13,14）

３.｢ここに描かれているキリストの来臨は、キ

リストが地上に再臨されることではない。キ

リストは、天において日の老いたる者のもと

に来られるのであって、それは、彼の仲保者

としての働きが終わるときに与えられる『主

権と光栄と国』とをお受けになるためであ

る。二千三百日の終わりである1844年に起こ

ると預言されたのは、この来臨のことであっ

て、キリストが地上に再臨されることではな

かった。われわれの大祭司は、天使たちを従

えて、至聖所に入り、神のみ前で、人類のた

めの彼の最後の務めをなさる。それは、調

査審判の働きであり、贖罪の恵みにあずか

る資格があることを示したすべての人のた

めに贖いをなさることである。｣（大争闘下

210,211）

イエス様は 1844 年にこの天の大法廷にお入りに

なり今に至るまで二つのみ働きをしておられるの

です。まず一つは、調査審判、さばきです。もう

一つは贖いです。この贖いの事を最後のあがない

とも言うしまた、特別な贖いともいうのです。そ

こで今日はこの贖いの方に、焦点を当ててみたい

と思うのですが、かといって私達はけっして調査

審判、裁きを軽くあしらったり、ないがしろにし

てはいけないのです。なぜなら天の大法廷で行わ

れる調査審判、裁きは非常に厳粛であり厳格であ

り厳密に行われるからです。ですから、主の預言

者は次のような勧告を与えておられるのです。

４.｢すべての説教はやがて世界に下ろうとして

いる恐ろしい審判ということを意識してなさ

　　　贖罪の犠牲と全能の仲保者の働き　　　
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贖罪の犠牲と全能の仲保者の働き！

れるべきである。・・・どうか神が人々を目

覚めさせて、永遠の世界の門口に立っている

男女として生活し、活動するように助けて下

さることを祈る。｣（教会へのあかし第８巻

３７）

同時にこの調査審判、裁きを黙示録 14 章では永

遠の福音と呼んでいるのです。なぜあれ程厳粛に

厳格に厳密に行われる調査審判、裁きが永遠の福

音かというとそれがキリストの最後の贖いという

恵のみ働きの故なのです。

イエス様は 1844 年から現在に至るまで、アダム

から始まって死んだ義人の裁き、つまり、イエス

様を信じ受け入れて死んだ人たちの裁きを行って

いるのです。石川教会でもこの数年の間に幾人も

の人たちが亡くなりました。その人たちも天の大

法廷に於ける裁きを受けるのです。私たちはイエ

ス様がご再臨なさる時に彼女らがよみがえること

を信じています。彼女らは病気で弱って弱って弱っ

て死んでいきました。ところが蘇るときには若々

しい健康的な肉体で蘇るのです。じゃあ、その時

彼女らの心、品性はどうなっているかということ

です。彼女らが死ぬ時彼女らの品性は完成されて

いましたか、されていませんでしたよ。私達と同

じように弱さもあり欠点も持っていましたよ。じゃ

あ、よみがえる時にそのような弱さや欠点を持っ

たまま蘇るんでしょうか。プリント 4 番をご覧く

ださい。聖徒たちの復活です。

聖徒達の復活
５.｢地がよろめき、

いなずまがひらめ

き、雷がとどろく

真っただ中で、神

のみ子の声が眠っ

ている聖徒たちを呼び起こす。イエスは義人

たちの墓をごらんになり、それから両手を天

の方へ上げて『目ざめよ目ざめよ、目覚め

よ、ちりの中に眠る者たちよ起きよ』と呼ば

れる。地の全面にわたって死者はその声を聞

き、聞く者は生きる。そして全地にあらゆる

国民、部族、国語、民族からなる大群の足音

が鳴り響く。『死よおまえの勝利はどこにあ

るのか、死よおまえのとげは、どこにあるの

か』と叫びながら彼らは死の獄屋から、不死

の栄光をまとって現れる（コリント第一、

15：55）。そして生きている聖徒たちとよみ

がえった聖徒たちはともに声をあわせて、勝

利の長い喜びの叫びをあげる。どの人もみな

墓に入った時と同じ身長で墓から現れる。よ

みがえった群衆の中に立っているアダムは、

背が高く堂々たる容姿で、神のみ子より少し

低いだけである。彼は後世の人々とは著しい

対照を示している。この点からでも人類の大

きな退化がわかる。しかしどの人もみな永遠

の若さの新鮮さと活力にあふれてよみがえ

る。世の初めに人は品性だけでなく、容貌や

姿も神のかたちにかたどって創造された。罪

のために神のかたちはそこなわれ、ほとんど

消えてしまったが、キリストはその失われた

ものを回復するためにこられた。キリストは

わたしたちの卑しい体を造り変えてご自身の

栄光の体に似たものとして下さる。一度罪に

汚されてしまって美を失い、死ぬべき、朽ち

果てるべきものとなった体が、完全な、美し

い、不死のものとなる。すべての傷や醜さ

は、墓の中に残される。贖われた者は長い間

失われていたエデンの命の木に再び近づくこ

とを許され最初の栄光に輝く人類の完全な背

丈に「成長」するのである。（マラキ４：２

英語訳）罪ののろいの最後の痕跡が取り除か

れキリストに忠実に仕える者たちは知的に

も、霊的にも、身体的にも、主の完全な姿を

反映して、「われらの神、主のうるわしさ」

を着て現れる。ああ、なんというすばらしい

贖いであろう。これこそ長い間語り、熱望

し、熱心な期待を持って瞑想してきたが、し

　　　贖罪の犠牲と全能の仲保者の働き　　　



24

かし決して十分には理解できなかったことで

あった。」（大争闘下423,424）

背丈は死んだ時と同じ背丈でよみがえるんです

ね。じゃあ、品性はどうでしたか。「知的にも霊的

にも主の完全な姿を反映してわれらの神、主のう

るわしさを着て現れる」というのです。どういう

ことかというと、品性が完成され、完全になって

よみがえるのです。不思議だと思いませんか。死

ぬ時は不完全であったのに、よみがえる時には完

全になってよみがえる。いつ変えられたんですか。

この再臨の時？いいえ、ご再臨の時に品性の改変

はないのです。

６.｢キリストがおいでになる時、我々の品性は

変えられない。これらの汚れた肉体は変えら

れ、キリストの輝かしいお体のように形づく

られるであろう。しかしその時、我々の内に

道徳的変化は起こらない。｣（RH8/7 1888）

ご再臨の時ではないことが非常にはっきりして

いますね。じゃあ、いつ変えられたんでしょうか。

７.｢品性の変化はキリストの再臨前に起こらね

ばならない。われわれの性質は純潔で聖く

なっていなければならない。」（OHC278）

再臨前ということがわかります。じゃあ、再臨

前のいつでしょうか。プリント７、８続けていき

ます。

８.｢調査審判と罪をぬぐい去る働きは、主の再

臨前に完了しなければならない。｣（大争闘下

218）

９.｢この日にあなたがたのため、あなたがたを

清めるためにあがないがなされ、あなたがた

は主の前にもろもろの罪が清められるからで

ある。｣（レビ16：30）

悔い改めと信仰によって告白し、前もって赦さ

れていた罪の記録が裁きの時にキリストの最後の

あがないという恵みによって天の聖所から消し去

られ、キリストの義の衣を着せられてよみがえっ

てくるのです。皆さん裁きは福音ですか。永遠の

福音です。

死なないで生きてイエス様の御再臨を迎える人

たちがいますよね。その人たちは生きている間に

天の大法廷に於ける裁きを受けるのです。悔い改

めと信仰によってイエス様のみ前に自首し告白し

前もって赦されていた罪の記録がその時天の聖所

から消され、同時にその人の心からも消し去られ

るのです。

10.｢真に悔い改めた者の罪が最後のあがないに

おいて、天の記録から消されて、もはや思い

出すことも、心に浮かぶこともなくなる。｣

（人類のあけぼの422）

その時は、前もって罪は除去され、もう罪を思

い出すこともなくなるのです。後の雨が与えられ、

神の印がおされ、キリストの義の衣が着せられて

いるのです。そしてその人たちは全宇宙の前に神

の義と裁きが正しいこと、サタンの主張が誤りで

あることを証明するのです。それ故にサタンはこ

の贖罪の犠牲と全能の仲保者の働きという大真理

を最も憎んでいるというのです。なぜならこの真

理によって自分の欺瞞が暴露されることをサタン

は知っているからです。同時にこの真理によって

神様の贖いの御働きが民の内に全うされ達成され

ることをサタンは知っているからです。その為彼

はあらゆる策略を用いて私達にこの真理を理解さ

せないように、いや重要であるということすら分

からせないように働くというのです。

例えば、間違った教えを持ってきたり、又私達

の心に「なんで私達はキリストの十字架を信じる

だけでいいんじゃないの、こんなの分からなくて

　　　贖罪の犠牲と全能の仲保者の働き　　　
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も」ともしこのような思いが私達の中にあったな

らばそれもサタンの欺瞞の一つであることを私達

は知らなければならないのです。なぜなら大争闘

下巻 222 ページに「聖所と調査審判の問題は、神

の民によってはっきりと理解されねばならない。

すべての者は、自分たちの大いなる大祭司キリス

トの立場と働きについて、自分で知っている必要

がある。そうしなければ、この時代にあって必要

な信仰を働かせることも、神が彼らのために計画

しておられる立場を占めることもできなくなる」

とあるからです。

今私たちの周りで起きている論争の争点も、実

はここにあるのです。ある人たちは「人間がこの

地上で品性が完成され、完全になれるなんて絶対

にありえない」と首を横に振ります。又ある人た

ちは「いや、これは神様の贖いの御計画なんだ、

神様は人間をご自分のご栄光のためにお創りに

なったのだ。罪を犯した人間をもう一度アダムが

罪を犯す前の状態に回復する、これが神様の贖い

の御計画だ」というのです。

どっちが正しいかは、み言葉が証言します。

確かに自分を見たら不可能ですよ。いや全く不

可能です。アブラハムは 100 才になって子供が与

えられるという神様のお告げを受けた時に人間的

には全く不可能な事でしたよ。それでもアブラハ

ムは「望み得ないのに、なおも望みつつ信じた」

のです。そのように成就しました。

乙女マリヤは男の子が生まれるというみ使いの

御告げを受けた時に人間的には全く不可能なこと

でしたが、それでもマリヤは「お言葉通りこの身

になりますように」という信仰の表明をしたので

す。そのように成就しました。信仰による義認と

は「人の出来ないことを神が人に代わってなさる

神の働きである」とあるのです。人には出来ない

が神には出来ないことはないのです。贖罪の犠牲

というのはイエス様が私達の為にして下さったこ

とです。全能の仲保者の働きというのはイエス様

が聖霊を通して私達の内にして下さる働きのこと

です。

11.｢神の民が神の前で心を悩まし、心が純潔に

なることを嘆願するときに『彼らの汚れた衣

を脱がせなさい』という命令が出される。そ

して『見よ、わたしはあなたの罪を取り除い

た。あなたに祭服を着せよう』という励まし

の言葉が語られる（ゼカリヤ書3:4）。キリス

トの義というしみのない衣が、試練と誘惑に

耐えた忠実な神の民に着せられる。さげすま

れた残りの民は栄光の衣を着せられ、世俗の

腐敗に二度と汚されることはないのである。

彼らの名は小羊の命の書に書き留められて、

各時代の忠実な者の中に加えられるのであ

る。彼らは、欺瞞者の策略に抵抗した。彼ら

は龍がほえても、忠誠を失わなかった。今や

彼らは、誘惑者の計略から永遠に安全なもの

となった。彼らの罪は、罪の創始者の上に移

された。『清い帽子』が彼らの頭にかぶせら

れた。

　サタンが告発をしていたときには、目には見

えないが、聖天使たちがあちこち行きめぐっ

て、忠実な人々に生ける神の印を押してい

た。」（国指下193〜196）

贖罪の犠牲と全能の仲保者の働きによって人間

が回復される。しかも全く罪を犯さなかったかの

如くに回復され、「しみも、しわも、そのたぐいの

ものがいっさいなく、清くて傷のない栄光の姿の」

民に変えて頂く。なんとありがたい贖いのご計画

ではないでしょうか。この神様の贖いのご計画の

前に私達は望み得ないのに尚望みつつ信じる信仰、

お言葉通り、ご計画通りこの身になりますように

という信仰の表明をしたいと思うのです。軍事法

廷が閉廷されてから、告白し地団駄踏んで悔しがっ

た三郎青年のようにならないため、日々悔い改め

と信仰によって、恵みの座に自首し罪を告白し、

罪から離れていくというこの福音の力を実感して

いきたいと思うのです。皆さんの上に神様の祝福

が豊かに与えられるよう心よりお祈り致します。

贖罪の犠牲と全能の仲保者の働き！

　　　贖罪の犠牲と全能の仲保者の働き　　　
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この度、沖縄教区牧師会が 2008 年 6 月 28 日に

発行した「現代 SDA 信仰の理解」に対する答えを

まとめてみた。サンライズ・ミニストリーの主張

と SDA 教会の主張の対比」が信徒に配られた。し

かも、SDA の教理理解は 30 年前 ､ または 50 年前

から「大きく変化した」という。

私は、それをぜひ信徒に知ってほしいと思い、「論

点」としてまとめた。

ぜひ研究してほしい。何かが見えてくるはずだ。

今日の危機的なラオデキア教会において論点に

なっていることは、信者が真剣に検討しなければ

ならない非常に重要な問題であると思う。消極的

な論争と積極的な論争がある。論じ合うことは

必須である。論じ合うことを恐れてはならない。

我々の信仰のあり方に何かが欠けている。何が教

会の霊性を低下させているのだろうか？神は互い

に論じ合うことを望んでおられる。それを避ける

とどうなるだろうか？神は何と言っておられるか

をすべての信者に読んでもらいたいと思い、「論

点」を無料で配布している。サンライズミニスト

リーのホームページ上でもご覧いただける。www.

srministry.com

 互いに論じよう　　　　　

主は言われる「さあ、われわれは互いに論じよ

う」イザヤ１:18。

1.真理に関して積極的に論じ合う事は良い事

ですか？ 意見の相違が起こらないということ

は何を意味しますか？

「神の民の召しに論争も動揺もないという事

実は、彼らが健全な教理をかたく握っている

という決定的な証拠だと見なすべきものでは

ない。そこには彼らが真理と誤謬とを明らかに

識別していないのではないかとおそれる理由

がある。聖書研究の上から新しい問題を研究し

なければならないというようなことも起こらず、

また彼らが真理を持っているということにまちが

いのないことを確かめるために探求しなければ

ならないというような意見の相違も起こらない

ときには、昔のように今も多くの者が伝説を信

じ、そして自分で何だかわからないものを拝

するような人たちがでてくるであろう。」（教会

へのあかし　第5巻　ｐ707 英文）

２.論じ合う事を避けるとどうなりますか？

「神の民が恵みに成長しつつある時には、彼ら

は絶えず神のみ言葉のより明らかな理解を得て

いることであろう。彼らは聖き真理の中に新しい

光と美しさを認めるであろう。この事は各時代の

教会の歴史においてみなその通りであった。そし

て、それは世の終わりまで続くであろう。しかし

真の霊的生命が衰える時には、いつも真理の

知識に進歩することを中止する傾向になって

きている。人は神のみことばからすでに受けて

いる光で満足して、聖書をいっそう深く探求する

Issue

   論　点 　  
金城 重博
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勇気をくじかれてしまうのである。彼らは保守的

になって、論じ合う事を避けるようになるの

である。」（教会へのあかし　第5巻ｐ706,707 

英文）

３.論争はどういう事をしてくれるでしょう

か？

「現代の真理を知っていると公言する人々の

多くは、その信じている事を知らないでいる

ということを私は示された。彼らは自分の信仰と

いうものの証拠を理解していない。やがて試み

の時が来たときに、今福音を宣伝している者の

中にも、彼らが今占めている立場を調べてみて

十分な理由をのべることのできないことが多

くあることを発見する人々があるであろう。こ

のように試験されるまで彼らは自分たちの無知

を知らなかったのであった。教会の中にも、自分

の信じていることはもちろん理解しているもの

と考えている人たちが多くある。しかし、論争が

起こるまで彼らは、自分の短所を知らないの

である。同信の友人から離れて、ただ一人彼ら

の信仰を証明するために立たねばならないと

きに、彼らが真理として受け入れていた考え

が、いかに混乱していたかを知って驚くこと

であろう。たしかに、われわれのうちには生ける

神より離れて人間に転向し、神の知恵のかわりに

人間の知恵を入れることをしている者たちがい

る。」（教会へのあかし 第5巻 ｐ707英文）

４.神は、民を眠りから覚ますどんな手段をお用

いになられますか？

「侮辱の言葉が浴びせられても､神は真理が前

面にだされ､検討と論議の主題になるように

意図しておられる｡人々の心を揺り動かさなけ

ればならない｡あらゆる論争､あらゆる非難､良心

の自由を束縛するあらゆる企ては､ともすれば眠

りをむさぼりがちな人心を目ざめさせる神の

手段である。」祝福の山４１

「主は、みことばを信じるすべての者に、眠りか

ら覚めるよう呼びかけられる。この時のため

に、適切なとうとい光がおくられている。それは

ちょうどわれわれを襲ってくる危機を示す聖書

の真理である。この光は聖書の勤勉な研究と、

われわれの保っている立場の最も精密な考察

にまでわれわれを導くべきである。神は祈りと断

食とをもって、真理の立場とそのすべての周囲の

ものとの相対的関係を徹底的に探求することを

望んでおられるのである。信者は、何が真理を

構成しているかについて、推測と不明確な考えを

もっているだけで、安心しているべきではない。」

（教会へのあかし　第5巻　ｐ707,708 英文）

５.大事な問題に無関心でいる事は危険です

か？

「もし、神が他の何ものよりも、忌み嫌われ

る罪があるとすれば、それは非常時に何もしな

いことである。宗教的危機における無関心と中

立は、神から嘆かわしい罪と見なされ、神に

対する最も悪い種類の敵意に等しいものであ

る。」（教会へのあかし 3巻 ｐ281 英文）

６.礼儀正しく論争点を調べる事はクリスチャン

の態度ですか？

「われわれの兄弟たちによって現わされる不和

の精神を見ることほど、私を驚かせるものはな

い。われわれがクリスチャンらしく共に会合

し、礼儀正しく論争点を調べることができな

いとき、われわれは危険な立場にある。私は

聖書の教えをざっくばらんに調べることのできな

い人たちの性格を受けないため、その場から逃

げたい気がする。

自分たちのものとは異なる立場（見解）の証拠

を公平に吟味することのできない人たちは、神

の事業のいかなる部門においても、教えるのに

適任でない。」（セレクテッド・メッセージズ 1巻 

ｐ411 英文）

７.消極的な論争はどんなやり方ですか？

「私は最も尊い真理の宝石が人々の前にもたら

されて、その人々が真理を支持する証拠を全く

評価できないときに、天使が悲しんでいるのを
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見た。彼らの全存在は真理の原則と戦っていた

のであり、彼らの性質はそれに敵していたので

あった。彼らが論ずる目的は自分のために真

理の証拠をつかむためや、民がわれわれの真

の立場を公平に理解するためではなく、民の

前に誤った光の中に真理を示すことによって

理解を混乱させるためであった。自らを戦闘員

として教育してきた者たちがいる。反対者らにつ

いて虚偽を申し立て、不正直なへりくつをもって

明らかな論証をおおいかくすことが、彼らの手法

である。」（教会へのあかし ３巻 ｐ425 英文）

８.すべての論争を決定すべきものは何です

か？

「神のみことばは、誤りをみやぶるものである。

すべてのものは、みことばによって検査しなけれ

ばならない。聖書が、すべての教理の標準でなけ

ればならない。敬けんな態度で聖書を学ばなけ

ればならない。聖書と比較もしないで、人の意見

を信じてしまったりしてはならない。聖書こそ、

信仰に関して神から与えられた最高の権威な

のである。これこそ、生きた神のみことばであっ

て、すべての論争を決定すべきものである。」

（1888年 祈祷週読み物）

９.信仰上の賛否の根拠に、聖書以外のものが

あるでしょうか？

「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）、多数の

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』という明白な事実をその裏づけとして要求

すべきである。」大争闘下360、361

10.プロテスタント主義の本質は何ですか？

「『この有名な抗議書に含まれた原則は、．．．

プロテスタント主義の本質そのものであった。

この抗議書は、信仰の問題に関する人間の二つ

の害悪(乱用)に抗議している。その第一は、為

政者の侵害であり、第二は、教会の独断的権力

であった。プロテスタント主義は、これらの害悪

の代わりに政権以上に良心の力を重んじ目に見

える教会以上に神の言葉の権威を認める。それ

は、まず第一に、政権が神の事柄に関与するの

を拒み、預言者や使徒たちとともに「人に従うよ

りは、神に従うべきである」と言う。それは、カー

ル５世の王冠の前で、イエス・キリストの王冠を

掲げる。しかし､さらに一歩進めて、すべての人間

の教えは神の言葉に従うべきである、という原

則を規定する。』そればかりでなくて、抗議者た

ちは、自分たちが真理と信じることを教えたいと

望み、司祭や政権の干渉権を拒んだ。シュパイエ

ルの抗議者は、宗教的弾圧に対する重大な証言

であった｡そして、それは、良心の命じるままに神

を礼拝する全人類の権利の主張であった。」大争

闘上252､253

11.真理に関して論じ合う時、何を念頭に入れ

るべきでしょうか？

「真理のことばが語られると、人々はめったに、

『それは本当だろうか』とたずねないで『それ

はだれから支持されているだろうか』とたず

ねる。大衆は、それを受け入れる人の数で評価す

る。『学者や宗教界の指導者たちの中には信じ

ている者があるだろえか』という質問が今でもき

かれる。キリストの時代と同じように、今日も人々

は真の信心に対して好意を示さない。彼らはあい

かわらず永遠の富をなおざりにして、地上の幸福

を熱心に求めている。多数の人たちがそれを受

け入れようとしないとか、世のえらい人たちや宗

教界の指導者たちさえそれを受け入れないとい

うことは、真理に反対する論拠とはならない。」

（各時代の希望中巻　ｐ244,245）

①「それは本当だろうか」、真実、真理は何

か、「何が語られているか」という姿勢。

②「それはだれから支持されているだろうか」

指導者、本部が支持するだろうかではない。

　　　論　点　　　
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③支持者は多数か少数かではない。(参照、大争

闘上167）

「もし、ノアの言葉に少しでも真理があるとすれ

ば、知者、識者、偉大な人々がそれを理解するは

ずであると彼らは言った。」あけぼの上94

12.昔も変わらず影響力を持つ議論は何ですか？

「各時代における真理の擁護者たちは、こうし

た武器によって攻撃されてきたのである。確立さ

れた誤りに反対して、神のみ言葉の明白で直接

的な教訓をあえて提示する者はみな､今でも同じ

議論に迫られる。『これらの新しい教義の説教

者たちは、いったい誰であるか』と、受けのよ

い宗教を望む人々は叫ぶ｡『彼らは､無学で少数

の貧民階級である。それだのに彼らは、自分たち

は真理を持ち、神の選民であると主張する。彼ら

は、無知で欺かれているのだ。われわれの教会

は、数においても、勢力においても、なんとはる

かに優れていることであろう。我々の中には、な

んと多くの偉人や学者がいることであろう。われ

われの側には、なんと大きな力があることだろ

う。』このような議論は、世界に対して効果的な

影響力を持っている。しかしそれは、ルターの時

代におけると同様に今日においても、決定的な

議論ではないのである。」大争闘上176

13.一致はどのように得られるのでしょうか？

「全世界のセブンスデー・アドベンチストに話す

ようにわたしは命じられている。すなわち、神は

我 を々ご自分の特別な宝の民となるように召され

たのであると。地上の神の教会が、時の終わりに

至るまで、御霊と万軍の主の勧告において、完

全に一致団結して立つようになることを、お定め

になったのである。」２ＳＭ397

①　霊によって

「平和のきずなで結ばれて、聖霊による一致を

守り続けるように努めなさい。」エペソ人への手

紙4:3。

②　万軍の主の勧告によって

「万軍の主の勧告において完全に一致団結し

て立つようになることを、お定めになったのであ

る。」（２SM 397）

③　真理によって

「真理によって彼らを聖別して下さい。あなた

の御言は真理であります。．．．．みんなの者が一

つとなるためであります。」ヨハネによる福音書

17:17

「群れが今必要としているのは『現代の真

理』である。わたしは､使命者たちが、現代の真

理の重要点を離れて、群れを一致させ魂を清め

るのになんの役にもたたない問題を長 と々話す

危険を見た。」初文137

｢キリストは一致を呼びかけておられる。しかし､

間違った実践の上にわれわれが一致することを

呼びかけておいでになるのではない｡．．．．わた

しは真の､聖書的な根拠の上に一致するようわが

兄弟たちに訴える。｣１ＳＭ175

「イエスご自身、決して妥協によって安全をお求

めにならなかった。．．．キリストのしもべたちは

同じ働きに召されているのであって、彼らは、不

和を防ごうとして、真理を放棄するようなことが

ないように気をつけねばならない。彼らは『平

和に役立つこと‥‥‥を、追い求め』るのである

が、真の平和は決して主義を妥協させることに

よって確保することはできない（ロマ14:19）。だ

れでも主義に忠実であれば必ず反対がひき起こ

される。」各時代の希望中巻 ｐ89、90

14.Agitate,Agitate,Agitate(アジテイト＝問題

を盛んに論議する、熱心に検討する、関心を

喚起する）

「神の真理には限りがありませんから、真理の

一点一点を探求しなければなりません。そして

研究するにあたって神が仰せになったことを知

るために生徒も教師もともに尽きぬ興味を持た

なければなりません。神の御声は長年の間、わた

したちに『問題を盛んに論議せよ、関心を喚

起せよ、熱心に検討せよ』と仰せになっていま

す。」安息日学校への勧告　36

　　　論　点　　　
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「春の祈祷週読み物(2011年)」を読んで感じたこと

コメントしたいことが二点ある。

第一点は、Ｉ牧師の記事である。

2011 年春の祈祷週読み物に興味深い記事を見た。

19頁に、I牧師の記事がある。ある信者が教団のホー

ムページに次のような質問をしたそうである：

｢私は現在教団に所属するものですが、私にはと

てもエレン･ホワイトの預言が理解できません。

いろいろ勉強した結果、本物の預言者ではない

という確信にいたったのです。現在日本には土曜

安息日を守っている教団は少なく、セブンスデー・

アドベンチスト以外の教会に通うとしたら、どこ

の教会に通うか悩んでいます。できればこの教会

に居続けたいと願うのですが、自分でどうしてい

いかわからないです。私の教団に対する願いを言

えば、『ホワイト夫人の預言を信じても信じなく

てもどちらでもいい』というスタンスをもってほし

いことです｣。

非常に興味深い。このことに関してはセブンス

デー ･ アドベンチスト教会の中にいろいろな考え

があるようである。E.G. ホワイトを預言者と信じ

ないからと言って教会から除名するということは

ないと思う。教会は、公式には彼女は預言者であ

ると宣言しているのである。しかし、1932 年の教

会指針と 1990 年の教会指針には表現が異なってい

る：

1932 年の教会指針のバプテスマ誓約＃ 18 には、

「あなたは教会の中にある『霊の賜物』という聖書

教理を信じまた、預言の霊の賜物は、残りの民 (レ

ムナント ) の教会に E.G. ホワイトの働きと書物を

通して現わされてきたことを信じますか」とある。

1990年の教会指針のバプテスマ誓約＃8には、「あ

なたは霊の賜物についての聖書の教えを信じ、預

言の賜物は、残りの教会を特徴づける一つのしる

しであることを信じますか」となって、「E.G. ホワ

イト」と明記していない。

ある人は、E.G. ホワイトを「預言者」と認める

ことに躊躇する。「メッセンジャー」であるという。

確かに E.G. ホワイト自身からは、預言者の働きも

含む預言者と主張されなかった。バプテスマのヨ

ハネも自らそう主張しなかったが、イエスは彼を

預言者以上の者、「女の産んだ者の中で、バプテス

マのヨハネより大きい人物は起らなかった」と言

われた。預言者であると自ら主張しなかったから

と言って預言者であることを否定はしていないと

いうことに留意してほしい。

ホワイト夫人を預言者として信じないからと

言って交わりを断つことはしない。

E.G. ホワイトが預言者であることを信じても信

じなくても、教会員になることができるのだろう

か。黙示録 12:17 に「ここに神の戒めを守り、イ

エスのあかしを持っている者たち」は、「女の残り

の子ら＝レムナント ( 英文 )」であると言われてい

る。

I 先生は、適切な答えをなさっていると思う。セ

ブンスデー･アドベンチスト以外に第七日安息日を

守る宗派は多くある。二つの例を挙げておられる。

一つはセブンスデー ･ バプテストで、もう一つは

チャーチ・オブ・ゴッドという教会である。しかし、

インタネットで調べてみるとなんと 500 以上もあ

るのである。私は驚きを感じた。我々の教会のア

イデンティティー ( 独自性 ) は、第七日安息日と

思っている人が多くいると思うが、他に 500 の宗

派が安息日を守っているというのである！

Topics

金城 重博

　　　　　「春の祈祷週読み物 (2011 年 )」を読んで感じたこと

世界中で土曜安息日を守る教派　500

リンク先： http://www.the-
ten-commandments.org/
sabbathkeepingchurches.
html
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安息日問題は、最後の大争闘で焦点となること

は黙示録の預言である。世界は、最終的には、神

の権威と人間の権威の争いになる。それは、第七

日安息日か第一日日曜日か—神の印か獣の印かに

焦点が絞られる。

しかし、Ｉ先生がセブンスデー・アドベンチス

トのアイデンティティーは、2300 の預言理解にあ

ると言っておられる ｡そうなのだ。

ただ、福音の全真理の体系が網羅されている聖

所から、もう少し徹底的にはっきりと「調査審判

と聖所の清め」あるいは、「最後のあがない」こそ

どの教派にも見つけることのできない、セブンス

デー・アドベンチストのアイデンティティーであ

ることを強調してほしかった。

｢聖所と調査審判の問題は、神の民によってはっ

きりと理解されねばならない。すべての者は、自

分たちの大いなる大祭司キリストの立場と働きに

ついて、自分で知っている必要がある。そうしな

ければ、この時代にあって必要な信仰を働かせ

ることも、神が彼らのために計画しておられる

立場を占めることもできなくなる。｣大争闘下

222

｢ 神が彼らのために計画しておられる立場を占

めることもできなくなる ｣ という表現は、どうい

う意味だろうか？キリスト教派は大きく分けて 300

もあるが、細かく分けると 20,000 〜 30,000 もあ

ると言われている ( 統計によってはそれ以上だと

公表する人もある)。そういうキリスト教派の中で、

他のどの教派にもない、SDA 唯一の教理は、聖所の

「最後のあがない」という教理である。信者から罪

が完全に永久に除去され、品性が完成され、生き

て主の再臨を迎えさせる特別な働きである。この

教理こそ、セブンスデー・アドベンチストのみに

与えられたアイデンティティーである。

一般キリスト教会は、あがないは十字架で終わっ

たと言う。セブンスデー・アドベンチストに向かっ

て「なぜ、更なるあがないが必要か、十字架こそ

最初にして最後のあがない ｣ なのだと言う。セブ

ンスデー・アドベンチストこそ「互いに関連し、

調和する真理の全体系を明らかに」することがで

きるはずである。

第二点はＹ牧師の記事である。

ジョンという人の経験を書いている。彼は小さ

いころから神の裁きのことを聞かされ、神の裁き、

調査審判のことに不安と恐怖を持ち続ける ｡ 中学、

高校、大学までも調査審判の席の前に引っ張り出

されるという思いで、心に平安がなかった。多く

のセブンスデー・アドベンチストが調査審判に対

してそういう思いであったと思う。私自身もそう

であった。そのためかどうか知らないが、我々の

教会は、「調査審判」という表現から「再臨前審判」

に変えている。証の書とわが教会の先駆者たちは、

みな調査審判という表現をしていた。

祈祷週の読み物 52 頁から引用しよう：

｢十字架で自分の命という代価を払って罪を赦し

て下さったイエス･キリストが、よりによって世の

終わりになって、もう一度私たちを裁判の席に

引っ張り出してきて、しかも弁護人もなしに自分

で自分の正しさを証明させようとする、というの

でしょうか。神の律法の正当性を擁護するため

に、仲保者なしで神の前に立たなければならな

い、という教えがそのような意味なのだとし

たら、神は一方を向いて私たちを一度赦すと

言っておきながら、反対側を向いて私たちを断

罪している、まるで二枚舌のお方のように思えま

した。….『あなたを赦します、安心しなさい』と言

いながら、『ちょっと待ってください、残念ながら

あなたは不合格でした』言うかもしれないのが、

天の聖所で行われている調査審判の意味なので

しょうか｡....

ジョンにとって聖所の教理、調査審判の教えはま

さに『つまづき』だったのです。…..

ジョンは悩みの中で福音を読み、『キリストへの

道』を読みながら、イエス･キリストが罪を赦すと

おっしゃっているのであれば、すでにご自分が赦

した罪人を再び裁こうとなさるはずがない、と思

いました。そして神の裁きにおいて、イエス･キ

リストを信じる人が被告席に座っているのは

おかしいのではないか、と思いながら『各時代

の大争闘』２８章を読んでいた時に次の言葉を見

つけたのです。『主はご自分の民を訴える者に対

して「サタンよ、主はあなたを攻めるのだ。すな

わちエルサレムを選んだ主は、あなたを責めるの

だ。これは火の中から取り出した燃えさしではな

　　　　　「春の祈祷週読み物 (2011 年 )」を読んで感じたこと　　　　　
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いか」と宣言される』(ゼカリヤ３：２）...

この裁きは、私たちの罪のゆるしが争点になって

いますが、一度赦す、救うと言った言葉を覆すた

めに行われるものではないのです。

もっと明確に言うならば、今天の聖所で詳しく

調査され、裁かれているのは、すでに十字架

によって赦されている罪についての偽りの訴

えを起こしているサタンなのです。つまり被告

席にいるのは私たちではなく、偽証の罪に問われ

ている大欺瞞者サタンです。」

上記の誤りは何であろうか。

１．弁護士、仲保者なしに自分で立つのは、調

査審判の時ではない。それは至聖所におけ

る最後のあがないが終わり、恩恵期間が終

わって後のことである。調査審判に仲保者

がいなければ誰が立つことができるだろう

か？（詩篇130:3）

２．調査審判の時の神の民の立場は、被告人の

立場で、サタンは告訴する検察の立場にあ

る。調査審判で裁かれるのはサタンであっ

て、我々ではないという思想はとんでもな

い聖書の曲解である。

「わたしの言葉を聞いて、わたしをつかわされた

かたを信じる者は、永遠の命を受け、またさばか

れることがなく、死から命に移っているのである」

( ヨハネ 5:24) という言葉をもって調査審判を否定

する人がいるが、義人とされたクリスチャンも必

ず裁きというプロセスをとおって天に移されるの

である。信じてクリスチャンとなったからもう裁

かれないということはあり得ない。すべての人は

「死んで後裁きを受けることが人間に定まってい

る」のである（へブル 9:27）。もちろん死なないで

生きて主を迎える人が、生きている間に裁きを受

けるというのは、聖書の教えである。

「わたしたちは皆、キリストのさばきの座の前に

あらわれ、善であれ悪であれ、自分の行ったこと

に応じて、それぞれ報いを受けねばならないから

である。」第二コリント5:10

｢人の子よ、あなたの民の人々に言え、義人の義

は、彼が罪を犯す時には、彼を救わない。悪人の

悪は、彼がその悪を離れる時、その悪のために

倒れることはない。義人は彼が罪を犯す時、その

義のために生きることはできない。わたしが義人

に、彼は必ず生きると言っても、もし彼が自分の

義をたのんで、罪を犯すなら、彼のすべての義は

覚えられない。彼はみずから犯した罪のために死

ぬ。」エゼキエル書33:12､13

しかし、黙示録 14:6 に神の裁きは「永遠の福音」

であると言われている。

｢わたしは、もうひとりの御使が中空を飛ぶのを

見た。彼は地に住む者、すなわち、あらゆる国民、

部族、国語、民族に宣べ伝えるために、永遠の福

音をたずさえてきて、大声で言った、『神をおそ

れ、神に栄光を帰せよ。神のさばきの時がきた

からである。天と地と海と水の源とを造られたか

たを、伏し拝め』。」黙示録17:6,7

また、ダニエル 7:22 に次のように書いてある。

｢ついに日の老いたる者がきて、いと高き者の聖

徒のために審判をおこなった。そしてその時が

きて、この聖徒たちは国を受けた。｣

悔い改めと信仰をもって仲保者にすがる者のた

めに、豊かな罪の赦しと清めと解放を与えるのが

福音である。

(詩篇 35:23,54:1-3、72:2,4,12,13 参照）

｢はばかることなく｣「信仰の確信に満たされつつ

み前に近づこうではないか。」へブル4:16,10:19-

23.

ジョンは、せっかく各時代の大争闘にゼカリヤ 3

章の解説を読み、平安を見出したというのに、そ

の真意を曲解している。

ゼカリヤ 3 章の解説をしているところは、大争

闘下の 28 章と国と指導者下 47 章である。よく読

むとなぜ、調査審判が永遠の福音であるかという

ことが明確になってくる。

１．調査審判において我々は徹底的に裁かれ

る。言葉も行いも極秘の動機も､すべてのタ

レントの使用も、隠れた利己心も、生涯の

記録、品性の欠点、贖い主のみ栄えを汚し

　　　　　「春の祈祷週読み物 (2011 年 )」を読んで感じたこと
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たところの、キリストに似ていない点、…

すべての罪が告発される。

２．神の民は、被告人としてどんな状況に追い

込まれるだろうか？

｢ 神の憐れみだけが、彼らの唯一の希望である。

祈りが彼らの唯一の防御である。ヨシュアがみ使

いの前で嘆願したように、残りの教会は、心へり

くだり揺るがぬ信仰をいだいて、彼らの助け主イ

エスによって、赦しと救出を嘆願するのである。

彼らは自分たちの生活の罪深さを、十分認めてい

る。彼らは自分たちの弱さと無価値さを知ってい

る。そして、今にも絶望するばかりである。誘惑

者サタンは、ヨシュアのそばに立ったように、彼

らのそばに立って告発する。彼は、彼らの汚れた衣、

彼らの品性の欠陥を指摘する。彼は、彼らの弱さ

と愚かさ、忘恩と罪、彼らがキリストと似ておらず、

贖い主の栄えを汚したことを示す。彼は、彼らの

状態は絶望的で、彼らの罪のしみは洗い去ること

ができないと思わせて、恐怖に陥れようとする。

次の文をよく読んで頂きたい。

｢神の民が神の前で心を悩まし、心が純潔にな

ることを嘆願する時に、『彼の汚れた衣を脱がせ

なさい』という命令が出される。そして、『見よ、

わたしはあなたの罪を取り除いた。あなたに祭服

を着せよう』という励ましの言葉が語られる(ゼカ

リヤ３：４)。キリストの義というしみのない衣が、

試練と誘惑に耐えた忠実な神の民に着せられ

る。……

さげすまれた残りの民は栄光の衣を着せられ、

世俗の腐敗に二度と汚されることはないのであ

る。彼らの名は小羊の命の書に書き留められて、

各時代の忠実な者の中に加えられるのである。

彼らは、欺瞞者の策略に抵抗した。彼らは龍が

ほえても、忠誠を失わなかった。今や彼らは、誘

惑者の計略から、永遠に安全なものとなった。彼

らの罪は、罪の創始者の上に移された。『清い帽

子』が彼らの頭にかぶせられた。サタンが告発を

していたときに、目には見えないが、聖天使たち

があちこち行きめぐって、忠実な人々に生ける神

の印を押していた。」国と指導者下193-196

我々は被告人として徹底的にサタンに告発され

るが、神は我々の何をご覧になるだろうか？大争

闘下 216-217 を見よう :

｢イエスは、彼らの罪の弁解はなさらないが、

彼らの悔い改めと信仰を示して、彼らの許しを

主張なさり、天父と天使たちの前で、ご自分の傷

ついた両手をあげ、わたしは彼らの名を知ってい

る、わたしは彼らを、わたしのたなごころに彫り

刻んだ、と言われるのである。『神の受けられる

いけにえは砕けた魂です。神よ、あなたは砕け

た悔いた心をかろしめられません』（詩篇５１：

１７）。そして、ご自分の民を訴える者にむかって、

『サタンよ主はあなたを責めるのだ。すなわちエ

ルサレムを選んだ主はあなたを責めるのだ。これ

は火の中から取り出した燃えさしではないか』と

宣言される（ゼカリヤ３：２）。キリストは、忠実な

人々に、ご自分の義の衣を着せて、父なる神の前

に『しみも、しわも、そのたぐいのものがいっさい

なく、清くて傷のない栄光の姿の教会』として立

たせてくださる（エペソ５：２７）。彼らの名は、い

のちの書に書きとめられる。そして彼らについて、

『彼らは白い衣を着て、わたしと共に歩みを続け

るであろう。彼らは、それにふさわしい者である』

と記されているのである（黙示録３：４）。

こうして、新しい契約が完全に成就する。『わた

しは彼らの不義をゆるし、もはやその罪を思

わない。』『主は言われる、その日その時には、

イスラエルのとがを探しても見当らず、ユダ

の罪を探してもない』（エレミヤ３１：３４、５０：

２０）。『その日、主の枝は麗しく栄え、地の産物

はイスラエルの生き残った者の誇、また光栄とな

る。そして････シオンに残るもの、エルサレムに

とどまる者、すべてエルサレムにあって、生命の

書にしるされた者は聖なる者ととなえられる』

（イザヤ４：２、３）。」

調査審判で最後のあがない＝罪の除去をなさる

驚くべき御業は、残りの民にとって、福音でなく

て何であろうか？

調査だけを提示するだけでは、恐怖以外の何物

でもない。しかし、主のみ名のための裁きであり、

聖徒たちの為なのである。ダニエル 7：14、22。

ダニエル書 9:17

「それゆえ、われわれの神よ、しもべの祈と願い

を聞いてください。主よ、あなたご自身のため

に、あの荒れたあなたの聖所に、あなたのみ顔

を輝かせてください。」

　　　　　「春の祈祷週読み物 (2011 年 )」を読んで感じたこと　　　　　
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ダニエル書 9:19

「主よ、聞いてください。主よ、ゆるしてくださ

い。主よ、み心に留めて、おこなってください。わ

が神よ、あなたご自身のために、これを延ばさ

ないでください。あなたの町と、あなたの民は、

み名をもってとなえられているからです。」

イザヤ書43:25 

「わたしこそ、わたし自身のためにあなたのと

がを消す者である。わたしは、あなたの罪を心

にとめない。」

調査審判 (再臨前審判 )の教理が「つまずきの石」

となるか「永遠の福音」となるかは、信者が神の

前で裁かれるとだけ取るか、「最後のあがない」「罪

の除去」「罪からの解放」のための裁きであると取

るかにかかっている。信じる者から罪を取り除き、

神の律法と完全に調和する状態に、つまり、創造

当初の品性の状態に回復され、人間も神の恵みに

よって神の律法を守ることができると神を擁護す

る使命が託されているのである。それは、神のみ

名を全宇宙に擁護する役割である！

　　　　　「春の祈祷週読み物 (2011 年 )」を読んで感じたこと

NEWS

2001 年 2 月 8 日アメリカ

で同時多発テロ事件が起こっ

た。それから 10 年後、2011

年 5月 2日にオバマ大統領は、

テロ活動の指導者ビンラディ

ンを殺害したことを発表し

た。

中東アラブ諸国の民主化運

動が燎原の火のように広がっている。一体いつまでこんな恐ろし

い流血の惨事が続くのだろうか。これらは日本ではあまり報道さ

れない ｡ 国内の山積する問題のために世界を見る余裕がないのだ

ろうか。イスラム過激派の報復がどのように展開していくか注目

する必要がある。一方穏健派は限りなくローマ法王教に接近して

いる。

北の王＝ローマ

法王教とその同盟

国西側諸国に対す

る南の王イスラム

パワーの報復聖戦 ( ジハード ) がどのような形

で展開されていくのか。

ダニエル 11:40-45 の預言—新世界秩序への動

きなのだろうか？

ニュースウォッチ
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黙示録の研究

STUDY

黙示録の研究　７つのラッパ　《第１部》　　　

編集者の言葉：

我々は、今日あらゆる科学において驚くべき発展を見る。一世紀前には想像だにできなかったことを享

受している。しかし、我々の教会は預言理解において進歩しているだろうか ｡ 神は「その時代の必要に応

じて光を与えられる」(大争闘下 35)｡「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

にわたってしめされる」のである ( 大争闘上 36)。そして「大終末の前夜まで」預言の理解も展開される

のである。

｢真理には、どの時代でも新しい発展があった。つまり、時代ごとに、その人々のための特別の神からの使命

があった。古い真理はみな重要である。新しい真理は古い真理から切り離されたものでなく、古いものの解

明である。古い真理を理解して初めて、新しい真理を悟ることができる。・・・真理を新たに解き明かすこと

によって、輝く光が古いものをいっそう輝かしくする。新しい光を拒んでなおざりにする人は、実は、古いも

のを持っていない。それは彼にとって生きた力を失ったむなしい形式と化してしまうのである。｣—キ実105, 

106

今後のダニエル黙示録の研究に見逃してはならない非常に重要な引用文がある。これが書かれたのは

1883 年であることを忘れてはならない！

「聖書の中には、特に我々の時代に関係する真理が提示されている。聖書の預言は人の子が現れる直前の

期間に焦点を当てている。その警告と脅迫は特に当てはまる。大終末の前夜まで延びているダニエルの預

言的期間(複数)は、その時起る諸事件にあふれるほどの光（光の洪水）を投げかけてる。黙示録もま

た、最後の世代のために警告と教えに満ちている。．．．誰も無知のままでいてはならない。神の日の到来に

備えができていないということがあってはならない。」RH,9-25,1883

｢神の民が現在の理解で安心し、満足しているなら、神はお喜びにならないのは確かである。彼らに輝くいや

増す光を受け入れるために前進することは神の御心である。現在の教会の態度は神に喜ばれるものではな

い。そこにはもうこれ以上の真理と大きな光の必要を感じないような自己満足がある。｣5T 708、709

今日、セブンスデー・アドベンチスト教会の中に、熱心に神が示そうとしておられる新しい真理、光を

研究している者たちがいる。神は最後の大いなる叫びに人々を備えさせようとしておられるのを感じる。

｢短期間に大きな働きがなされるであろう。神の任命された者によって、使命は大いなる叫びへとふく

れあがるであろう。その時、ダニエルが証をするために立ち上がるであろう。｣ Manuscript Release, 

Vol.2,20(Letter 54,1906)

ダニエルが証をするために立ち上がるということは、再びダニエル書の解明がなされ、大いなる叫びに

備えるということである。ダニエルが復活するということではない。

古い解釈と新しい解釈がいろいろと交錯する中で、我々はかつてなかったほどダニエル書、黙示録の預

言を研究しなければならない。

橋川姉の黙示録のラッパについての研究が送られてきたので皆さんに紹介する。私は、橋川真理姉の研

究に必ずしも完全に同意できない点もあるが読者自ら研究して立場を明らかにして頂きたい。こういう

ことが刺激となって読者が更なる研究に取り組むことを望んで掲載している。なお、橋川姉のダニエル

11:40-45 の研究の最初の部分はアンカー 46 号に載せたが、続きの解釈に興味のある方は、CD があるので

お聞きになって頂きたい。

読者にアピールしたい：

ダニエル 11：40 以降の「終わりの時」は 1798 年からの出来事なのか、それとも近い将来におこる預言

なのか、集中的な研究が今必要とされていると感じる。
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人間は罪を犯したあとエデンの園から追放され

て、神様と離ればなれになってしまいました。聖

なる都、新しいエルサレムで再会ができるように

と、神様は聖書という大きな地図を我々に与えて

くださいました。常に私たちが天の神様に焦点を

置き、忠実にこの地図に従っていけば、必ず目的

地に到着できるようにと、神様は必要な情報をす

べて聖書を通して私たちに与えられておられます。

今年はもう 2011 年。到着地までもうあとわずか

なことは、神の民なら誰もが気付いているはずで

す。しかしサタンも、自分に残された時が短いこ

とを知っています。今までよりも何倍も激しく神

の民に対して戦いをいどんできており、ある時は

間違った案内人を送り込んだり、ある時は偽りの

地図や道しるべを掲げて、神の民が迷ってしまう

ように、いろいろな方法で混乱や惑わしをたくら

んでいます。せっかく終点のすぐ目の前まできた

のに、最後になって道順を誤り、気付かぬうちに

とんでもない方向に進んでいて、目的地に到着で

きない可能性もあるわけです。

神様はそのようなことにならぬようにと、「ヨハ

ネの黙示録」を与えてくださいました。大きな地

図の一番最後の部分には、最も危険の多い厳しい

道のりを歩まなくてはならない人々のために、はっ

きりと正確に道順を示されています。アメリカでは

「ヨハネの黙示録」は The Fifth Gospel（第 5番目

の福音書）とも呼ばれています。なぜでしょうか？

新約聖書にある４つの福音書に続く第５番目の福

音書という意味です。４つの福音書は、どれもイ

エス・キリストの死とよみがえりで終わっていま

すが、黙示録はその続編であり、マタイ、マルコ、

ルカ、ヨハネで描かれているこの地上におけるキ

リストではなく、天に昇られたキリストが描かれ

ているからです。まもなく起こる再臨という歴史

上最もダイナミックで、素晴らしい出来事につい

て書かれた「良い知らせ・福音」なのです。

黙示録の前半（１章〜 11 章）には、大きく分け

て３つのビジョン（幻）が記されています。

７つの教会、７つの封印、７つのラッパとあり

ますが、この３つのビジョン（幻）には主に２つ

の違いが見られます。

①　1つ目の違いは焦点

７つの教会：　それぞれの時代に存在したキリス

ト教会の霊的な状態や教理的な問

題などが中心。

7 つの封印：　宗教的・歴史的な出来事、特に異

教のローマ、法王制ローマによ

る神の民の迫害とその苦しみが中

心。そして最後の時代に再び繰り

返される迫害についてのヒントも

含まれています。

７つのラッパ：異教のローマ、法王政ローマ、そ

して終わりの時代のローマと、聖

書ではローマは３段階になってい

ますが、ローマに関わる政治的・

軍事的な動きが中心で、どのよう

にそれぞれの段階のローマが滅ん

でいくか…神のローマに対する裁

きが主題となっています。

②　二つ目の違いはアプローチ：

７つの教会：　「耳のある者は、御霊が諸教会に

言うことを聞くがよい。」神は７

回もこの言葉を繰り返して、それ

ぞれの教会へ語りかける聴覚アプ

ローチ。　

７つの封印：　「きたれ」という言葉が何度もで

てきますが、KJV では“Come and 

See”　となっています。「きたれ、

見よ」と何度も繰り返されている

　　　黙示録の研究　７つのラッパ　《第１部》　　　

７つのラッパ　《第１部》

橋川　真理
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わけです。違った色の馬などを用

いての視覚アプローチ。

７つのラッパ：ラッパの大きな響きに加え戦場の

戦車の音、カラフルな立体感ある

場面、薫香や炉が燃えて立ち昇る

煙の匂い、苦よもぎ・蜜の甘さや

腹の苦さなど５感すべてを用いて

のアプローチで、　私たちがまる

で３- Ｄスクリーンを見ているよ

うに、体や心全体でラッパのメッ

セージを経験しないといけませ

ん。それほどまでに大切な警告が、

この 7 つのラッパに含まれている

のです。

ダニエル書の幻と同じように繰り返しと拡大、

繰り返すたびに詳細が加えられ、さらに完全で立

体的な「最後の時代の地図」がはっきり見られる

ように、工夫されています。過去に人間がどのよ

うに歩んで来たか、今私たちはどの時代の、どの

位置にいるか、そしてこれから先に続いている道

の標示をどのように見極めることができるか…な

どが、これらの３つのビジョンを研究していくと

明確に分かります。

3 つのビジョンの違いは焦点とアプローチと二つ

ありましたが、共通点は 5つ見られます。

①　「７」という数字：聖書においての数字

「７」は完全、完璧と言う意味です。それ

ぞれのビジョンに含まれているメッセージ

は完全であり、終末時代に必要な神様から

の最後の勧告や励ましが、すべて揃ってい

るということです。

②　目的：３つとも再臨に向けて、神の民が準

備を整えることができるようにデザインさ

れたメッセージです。キリストは「わたし

はすぐに来る。準備をしておきなさい。」

と語られています。

③　準備の方法：もちろんたった一つの方法し

かありません。それはイエス・キリストの

義の衣におおわれることです。イエス様の

品性を表す「白い衣」がこれらのビジョン

に出てきますし、イエス様の義を象徴する

香の煙が立ち昇る場面もあります。

④　神の印のメッセージ：どのビジョンも神の

印の重要さが強調されています。敵の攻撃

や惑わし、そして神の最後の悪人に対する

裁きから守られるには、この印を神様から

いただかないといけません。

⑤　幻の期間：全く同じではありませんが、３

つともイエス・キリストが十字架にかから

れ、よみがえり、天に昇られた西暦３１年

のあとから始まり、再臨あたりまで続きま

す。つまり３つとも初代キリスト教会の時

代から始まり、その後の歴史・出来事など

を通して、これから再臨に向けて起こるス

トーリーに光を照らしています。

ではどのように、それぞれの幻の期間をはっき

りと知ることができるのでしょうか？

現在イエス様は天国にいらっしゃるということ

は、クリスチャンなら誰でも知っていますが、天に

おける聖所でのイエス様の働きについての真理は、

我々ＳＤＡにしか与えられていないユニークな教

理です。他のプロテスタント教会ではほとんどの

場合、ダニエル書や黙示録の預言が正しく解釈さ

れていません。なぜならば、聖所についての真理が、

黙示録を解く鍵だからです。黙示録を正しく理解

するには、常に３つの質問に答えながら進んでい

かないと、とんでもない解釈にたどりついてしま

います。『イエス様を常に仰ぐ』と言う意味は、預

言の解釈においても当てはまります。イエス様の

天における動き・行動をしっかりと見極めないと

いけません。では、その３つの質問とはなんでしょ

うか？

①　イエス様は天における聖所で、どの場所・

どの位置におられるのでしょうか？

②　イエス様はそこでどんな働きをされている

のでしょうか？

③　イエス様は何をそこで我々に語られている

のでしょうか？

黙示録に書かれているそれぞれ３つのビジョン

が始まる直前に、天におけるイエス・キリストの

幻が登場します。どれもイエス様は天の聖所の（至

聖所ではなく）で大祭司として日々のとりなしを

されているのが、はっきりと分かります。

黙示録の研究　７つのラッパ　《第１部》　　　
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７つの教会：　黙示録２章・３章にある７つの教

会のビジョンが始まる前、１章で

はイエス様が７つの金の燭台の間

を歩いている光景が描かれていま

す。この７つの金の燭台は聖所の

中のどこに置かれてあるのでしょ

うか？　そうです、聖所です。

７つの封印：　７つの封印のビジョンは６章から

８章１節まで続きますが、その前

の４章と５章で再び天におけるイ

エス様が登場するシーンでは、ま

た７つのともしびが見え、その前

には御座が見えるとあります。こ

れはどの部屋でしょうか？　Holy 

Place です。また７つの金の燭台

の向かい側にあった家具は何だっ

たでしょうか？そうです ,　「供え

のパンの机」でしたね。地上での

供えのパンの机は、天の聖所の「神

の御座」を表しています。では、

なぜ神の御座が供えのパンの机だ

とわかるのでしょうか？　聖所の

中で供えのパンの机は北側に置か

れていました。イザヤ書 14：13

によると神の御座は北側にありま

した。

７つのラッパ：この幻は８章２節から 11 章 19 節

まで続きます。ここでも７つの

ラッパが鳴り始める前に、天の聖

所でイエス様が金の祭壇の前に立

たれて、日々のとりなしの働きを

されているシーンが記されていま

す。ではその金の祭壇は聖所のど

こにあったでしょうか？　もちろ

んそれも Holy Place です。

どれも Holy Place の場面から始まっているこれ

らの３つのビジョン、これは偶然でしょうか？　

いいえ、それぞれのビジョンが、西暦 31 年のあと

から始まったという意味です。これは大変重要な

ポイントです。なぜかと申しますと、これら３つ

のビジョンに書かれている預言がいつ成就された

か？…という質問の答になるからです。ではその

質問である「我々にとってこれらの預言はすでに

過去なのか、現在なのか、あるいはまだ未来なの

でしょうか？」。それをみてみましょう。

至聖所にイエス様が入られたのは1844年ですが、

ビジョンの中でどの章のどの節・どの位置に 1844

年が出てくるのでしょうか？　神様は私たちが解

かるように、ヒントをお与えになっておられます。

そのヒントによって、ビジョンのなかのどの預言

が、どの時代成就されたか、1844 年以前なのか、

或いは 1844 年以降で成就はまだこれからなのか、

などがはっきりと見えてきます。

７つの教会：　第６番目のヒラデルヒヤ教会への

手紙の中で、「だれも閉じること

のできない門を…イエスは開いて

…」と書かれていますが、これは

Most Holy Place へのドアが開か

れたことを意味しています。（初

代文集 105 〜 106「開かれた門と

閉ざされた門」）。この教会はミ

ラーたちの時代であり、イエス様

はこの６番目のヒラデルヒヤ教会

の時代に至聖所へ入られました。

７つの封印：　第６の封印が解かれたあと、リス

ボンの大地震、暗黒日、流星と

終わりの時を示す預言が次々と

成就されました。（大争闘上 391-

392 と下 22 ページ）。第７の封印

が解かれるときは、天に静けさが

ある時ですから再臨を表していま

すので、成就はまだ未来です。と

いうことは、６番目の封印の時

代にイエス様は至聖所に入られ

ましたので、現在は再臨までの、

Interlude（合間）として挿入さ

れている７章のはじめの場面とい

うことになります。すなわち今現

在の我々のいる時代は、イエス様

が至聖所に入られた 1844 年から

再臨までの期間であり、7 章のは

じめにある４人の御使いが地の四

方の風を引き止めている状態が続

いているところにいるということ

がわかります。

７つのラッパ：８章３節〜４節は、「別の御使い」
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が天の聖所（Holy Place）で金の

祭壇の前に立ち日々のとりなしを

している光景があります。天幕の

中に入れるのは大祭司だけでした

から、これは天における大祭司の

イエス様です。8 章５節はいっけ

ん恩恵期間の終わりというひとつ

の出来事のようですが、実は２つ

の別々の出来事が記されていま

す。8 章 5 節を読んでみます。「御

使いはその香炉をとり、これに祭

壇の火を満たして、地に投げつけ

た。」

最初の出来事は「御使いはその香炉をとり、こ

れに祭壇の火を満たして、」という箇所です。大祭

司が金の香炉に祭壇の火を満たす場面が、聖書に

はっきりと書かれているのはレビ記 16：12 だけで

す。これは１年に１回の贖いの日で、祭壇は Holy 

Place にありますから、至聖所との間にあった幕の

中へ入る前に行った行事でした。そのレビ記には、

「主の祭壇から炭火を満たした香炉と細かくひいた

香ばしい薫香を両手いっぱい取って、これを垂幕

の内にたずさえて入り」とあります。つまり黙示

録８章５節の最初の部分の出来事はイエス様が至

聖所に入られた 1844 年のときです。

２番目の出来事は「地に投げつけた」です。こ

れはもちろん恩恵期間の終わりだということが、

初代文集 452 頁をみるとわかります。

つまりこの 8 章の 5 節は、天における聖所での

イエス様の最後の働きの光景がまとめて書かれて

あります。年に 1 度の贖いの日が始まった 1844 年

の描写と、そのあと香炉が投げられて恩恵期間が

終わる描写が、まとめて書かれてあるのです。し

かし別の解釈をしているなかには、5 節すべてが恩

恵期間の終わりだという、未来に起る一つの出来

事としています。その直後である 6 節からラッパ

が鳴り始めるため、彼らは、7 つのラッパは、部分

的には過去に成就があったかもしれないが、完全

な成就はすべて恩恵期間の直後から、再臨の直前

までの期間中に起る…と解釈します。でもこれは

パイオニアから始まって、アドベンチスト教会に

受け継がれた基礎教理の解釈ではありません。こ

の土台の教理から離れると、もうそれはいろんな

解釈がうまれますし、現にいろんな教えが教会に

入っています。我々はそれだけは、避けなければ

なりません。いずれにしても、なぜ基礎教理であ

る７つのラッパの解釈が真理であるかということ

を、聖書と証の書からみてみましょう。

①　まず９章13節：口語訳には「第６の御使い

がラッパを吹き鳴らした。すると、１つの

声が、神のみ前にある金の祭壇の四つの角

から出て」とあり、新共同訳には「神のみ

前にある金の祭壇の４つの角から１つの声

が聞えた。」とあります。また英語の欽定

訳にも「And the sixth angel sounded, 

and I heard a voice from the four horns 

of the golden altar which is before 

God.」となっています。ですからあきらか

に、イエス様は金の祭壇のある聖所（Holy 

Place）におられ、そこから声を御使いに発

せられてます。つまりイエス様はまだ聖所

（Holy Place）におられますので、至聖所

に入られる前、1844年以前に、第６番目の

ラッパは吹かれたということです。ですか

ら第１から第6番目までのラッパはすべて、

西暦31年から1844年の間に起こった出来事

だとはっきり分かります。8章の5節の直後

に続く７つのラッパの解釈を、「すべて恩

恵期間が閉じる後の未来のこと」とするな

らば、イエス様はこの6番目の時点では至聖

所をすでに出られておられるということに

なります。矛盾します。

②　9章15節には、時に関する預言があります。

証の文を２つほど引用しておきます。最初

のは、Bible Commentary 第7巻 971頁です

が、これはダニエル書の研究で1度引用しま

した。今回は角度を変えて説明をしてみま

す。

“This time which the angel declares with a 

solemn oath is not the end of this world’s 

history, neither of probationary time, but 

of prophetic time, which should precede the 

advent of our Lord.  That is, the people 

will not have another message upon definite 

time.”  

「天使が厳粛な誓いをもって宣言しているこの

時というのは、この世界歴史や恵みの時の終わり

ではなく、預言的時の終わりのことであり、それ

は主の再臨に先行するものである。つまり、人々
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は特定の時について別の使命を持たないであろ

う。」

ここにある特定の時 (definite time) とは何年

何月何日という定められた日のことでしょうか？

あるいは始まりと終わりのある定められた預言的

期間のことでしょうか？

今回はその後に続く文章にスポットを当ててみ

ます。

“After this period of time, reaching from 

1842 to 1844, there can be no definite 

tracing of prophetic time.  The longest 

reckoning reaches to autumn of 1844.”

この文章にある、２つの英語の単語を「三省堂」

の辞書から見てみましょう。

１つ目は tracing:　線などを引く（なぞる）、跡

をたどる、さかのぼる。

２つ目は reckoning:　計算する、数える。

もし definite time、特定の時が単なる何年何月

何日という定められた日でしたら、線をなぞった

り計算する必要は全くありません。つまりいつか

ら始まりいつ終わるか、予言で定められた時をな

ぞったり (tracing)、計算したり (reckoning) が必

要なのは定められた期間です。1844 年以降は、定

められた期間に関するメッセージを神は人々に与

えれていません。

では先ほどの部分を、日本語に訳してみます。

「1842年から1844年の期間の後は、特定の時を

なぞっていく預言の時というのは、もうありませ

ん。1844年の秋に至る時が、一番長く数えられる

年数です。」

ここではもう１つ、はっきりと書かれてある証

の文をくわえてみます。ここにはもっと明瞭に書

いてあります。

預言の霊 第 4巻 290 頁 :

「第３のメッセージによる光が示していること

は、キリストの再臨まで延びている預言的期間は

もうないと言うことです。」

ホワイト夫人がこれを書かれたころも、ある人

たちはキリストの再臨の時を定めようと予言的期

間を用いて何度も time-setting（時を定めること）

を繰り返し、そのたびに失望していました。その

人たちへのホワイト夫人からの勧告なのですが、

特に注意深く読んでいただきたいのは最初の部分

です。

“period”の日本語訳は、「期間」です。もう 1

度日本語訳を読んでみます。「第３のメッセージ

による光が示していることは、キリストの再臨ま

で延びている預言的期間はもうないと言うことで

す。」定められた預言的な日ではなく、始めと終わ

りのある預言的期間とここではっきりおっしゃっ

ています。

７つのラッパは将来に（部分的でなく）完全に

成就されるという解釈の場合、第５と第６のラッ

パにでてくる「時に関する預言」、すなわち第 5 の

ラッパの「5 ヶ月間」と第６のラッパの「391 日と

15 日間」の預言も、この恩恵期間の終わりから再

臨までの期間にぴったりとはまらない、といけな

いはずです。しかし 1844 年以降、再臨まで延びて

いる預言的期間はないのです。パイオニアの時代

から現代までＳＤＡの公式解釈では、第１から第

６のラッパすべては西暦 31 年から 1844 の間に完

全に成就されたというものです。

③　大争闘下23頁の「オスマン帝国の没落」と

いうところにはこの黙示録9：1５が引用さ

れ、この預言は1840年8月11日に成就された

とはっきり書いてあります。第６のラッパ

は、イエス様が至聖所に入られる1844年以

前、まだ聖所（holy place）にある金の祭

壇の前で、日々のとりなしの働きをされて

いる間に起こった出来事です。

結論：第 1 番目〜 6 番目のラッパはすべて 1844

以前に完全に成就され、第 7 番目は 1844 年から

始まっている…という解釈はパイオニア時代から

ずっとＳＤＡ教団の正式な教理として教えられて

きたことです。1983 年版の Review & Herald が出

版した Revelation Seminar（黙示録のセミナー）

の資料もここにありますが、解釈はパイオニア時

代と全く変わっていません。
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このようにはっきり与えられている光を否定し

たり、無視することは、聖書や証の文そのものを

否定・無視することではないでしょうか。

この 8 章の 5 節でわかることは、現在私たちは

この２つの出来事、1844 年と恩恵期間の終わりの

間にはさまれた、短いスペースに生きているとい

うことです。この期間に我々が生きているという

ことの意味は、何か？ということに触れておきま

す。それはレビ記 16：13 〜 19 を読むとわかります。

ここには、地上での大祭司がいけにえの血を贖罪

所の上と前に注ぐ様子が書かれています。現在は、

天の至聖所においてイエス様がご自分が流された

血を持って、我々の汚れと罪の贖いをなされてい

る恵みと哀れみの恩恵期間です。その恩恵期間の

終わりまで、時がほとんど残されていない…とい

う迫り来る緊迫感を神様は我々にお伝えになって

おられます。この 8 章の 5 節の解釈は、現在私た

ちはこの２つの出来事の間にはさまれた、短いス

ペースに生きていて、もうほとんど時は残されて

いない…ということです。

では最後の第 7 のラッパが始まるのが 1844 年か

らだと、どうして分かるのでしょうか？

黙示録 10：7「第７の御使いが吹き鳴らすラッパ

の音がする時には、神がその僕、預言者たちにお告

げになったとおり、神の奥義は成就される。」この

個所は未来形になっていて、その後に続く 8 節、9

節は 1844 年の大失望の預言が記されています。つ

まり、第 7 番目のラッパは大失望が起った 1844 年

の後から鳴り始めることがここで分かります。「神

の奥義」とは「あなたがたのうちにいますキリス

ト」（コロサイ１：27）のことで、1844 年に始まっ

た Day of Atonement（贖いの日）を示しています。

英語では atonement のことを At- ＯＮＥ -ment と

よく言いますが、それははキリストとＯＮＥ・一

つ・一体になること、つまり我々のうちに宿るキ

リストの品性が与えられることです。この贖いの

日の始まりから、第7番目のラッパの時代が始まり、

再臨までずっと鳴り続けるわけです。

黙示録 11：15「第７の御使いが、ラッパを吹き

鳴らした、すると、大きな声々が天に起って言っ

た、この世の国はわれらの主とそのキリストとの

国々となった。主は世々限りなく支配なさるであ

ろう。」この最後の部分はいつのことを描いている

のでしょうか？これもやはり 1844 年に始まった贖

いの日の始まりを示しています。

似たような個所がダニエル 7：14 にあります。

「彼に主権と光栄と国とを賜い、諸民、諸族、諸国

語の者を彼に仕えさせた。その主権は永遠の主権

であって、なくなることがなく、その国は滅びる

ことがない。」9 節から続いているこの個所は再臨

ではなく、1844 年にキリストが至聖所へ入られた

時だと、大争闘下 211 頁の「天における調査審判」

のところに、はっきりと書かれています。だれが

キリストの国の国民にふさわしいか、天における

調査審判により決まり、再臨の時点でそれらの人々

を迎えにキリストがお越しになり、文字通りの永

遠の国となるわけです。そして 1844 年以降から鳴

りはじめた第7番目のラッパは第３天使のメッセー

ジを通して世界中にその音が響きわたっています。

英語版、教会への証　第 8巻 168 頁

「真理を聞く特権にあずかる人たちは、三天使の

メッセージを伝える時に、たしかな、はっきりとし

たトランペットの音を吹き鳴らさないといけませ

ん。」

ここで次のような質問が出てくるかも知れませ

ん。「７つのラッパの多くはもうすでに過去に成就

されたとしても、更に別のアプリケーション・預

言の二重の適用が将来あるのでは？…という解釈

はどうなのでしょうか？」　例としてマタイ 24 章

がよく使われますが、この個所は二重アプリケー

ションであることが証の文にはっきりと示されて

います。「彼が言われた預言には、二重の意味があっ

た。それはエルサレムの滅亡を予告するとともに、

最後の大いなる日の恐怖をも予表していた。」（大

争闘上 12 頁）」

7 つのラッパの場合、預言の二重の適用はない！

という理由を２つあげておきたいと思います。

①　まずここでホワイト夫人は、二重の適用が

他のどの預言にも当てはまるとは言ってお

られません。

②　更に、このマタイ24章には７つのラッパの
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ように数字を使った時に関する預言はでて

きません。

イエス様が「終わりの時代は、ノアの時代のよ

うになる」と何度も警告されました。ではノアの

時代のように字義通りの 120 年間という時に関す

る預言が、終わりの時代にも、また適用されるの

でしょうか？　一日を一年とする 2300 年の預言は

どうなのでしょうか？　2300 年が 2300 日として将

来も、また適用されるのでしょうか？どの預言が

二重のアプリケーションであり、どの預言がそう

でない（二重の適用がされない…）と決めるのは

誰なのでしょうか？　我々人間でしょうか？　そ

れとも神様なのでしょうか？

７つのラッパの預言には、時に関する預言が 2

箇所もでてきます。これらの預言は先ほど証の文

で確認しましたように、もうすでに完全に成就さ

れています。これは部分的なものだけが過去に成

就され、残った部分が将来成就されるというもの

ではなく、すべてがその時に完全に成就されまし

た。更に、1844 年以後は定められた予言的期間に

関する預言の成就は、決してないことは、先ほど

証の文で学びました。

ホワイト夫人は、色々な聖書の預言について勧

告を与えてくださっていますが、その意味すると

ころは何なのでしょうか？

それは、過去に成就された預言や出来事から、

将来に関して学ぶことが多くあるということです。

旧約聖書にある歴史上のできごとや預言などから

大切な principle（原則）や特色などを学びとり、

未来に起こるできごとをより深く理解することで

す。証の文にたびたび書かれてある「歴史は繰り

返される…」という意味は、過去の principle・原則・

特色がまた用いられるという意味です。パウロは

第１コリント10：11で、「これらの事が彼らに起こっ

たのは、他に対する警告としてであって、それが

書かれたのは、世の終わりに臨んでいるわたした

ちに対する訓戒のためである。」と書いており、更

に旧約のイザヤ 46:10 でも「わたしは終わりの事

を初めから告げ、まだなされてない事を昔から告

げて言う…」。我々は聖書から聖書へ…と常に聖句

を用いて預言を解釈していかなければ、とんでも

ない方向に進んでしまい、惑わされてしまいます。

この 7 つのラッパを深く理解し、メッセージを心

から経験しますと、本当に神様のみ言葉の深さに

感激し、真理の素晴らしさに感銘を受けます。

では最後にもう１つ。７つのラッパの成就はま

だ将来だと解釈する時に、必ず引用される証の文

の個所がありますので、そこを見てみたいと思い

ます。ホワイト夫人が再臨寸前の光景のなかで、

ラッパのことを述べられる個所はここ一箇所のみ

です。他はすべて、ラッパは福音を述べ伝えるメッ

セージと関連しています。

Bible Commentary 第 7 巻 982 頁

「私たちの目の前に厳粛な出来事がまだこれか

ら起ろうとしています。地上の住民の上に、トラン

ペットからトランペットへと音が鳴り響き、鉢から

鉢へと次 と々注ぎ出される。」

ここでホワイト夫人はラッパと vial（鉢）を結

びつけています。何故でしょうか？鉢は、黙示録

16 章に出てくる 7 つの災害のことです。この引用

文を読んで、７つのラッパが完全に成就されるの

は、恩恵期間の後だと思えるかもしれません。で

は聖書で、7 つのラッパと 7 つの鉢の関連を見てみ

ましょう。

7つのラッパ：

8：7　第 1 のラッパ「血のまじった雹と火があ

らわれて、地上に降ってきた。」

8：8　第 2のラッパ「大きな山のようなものが、

海に投げ込まれた。」

8：10 第 3 のラッパ「川の水源との上に落ちた。」

8：12 第 4 のラッパ「太陽」

9：2　第 5のラッパ「暗やみ」

9：14 第 6 のラッパ「大ユウフラテ川」

11:15 第 7 のラッパ「大きな声々」

7つの鉢：

16：2　第 1の鉢「その鉢を地に傾けた。」

16：3　第 2の鉢「その鉢を海に傾けた。」

16：4　第3の鉢「その鉢を川と水の源に傾けた。」

16：8　第 4の鉢「その鉢を太陽に傾けた。」
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16：10 第 5 の鉢「暗やみ」

16：12 第 6 の鉢「大ユウフラテ川」

16：18 第 7 の鉢「もろもろの声」

それぞれのキーワードが、7 つのラッパと 7 つの

鉢の両方に、そして順番も同じに出てきますが、こ

れは偶然でしょうか？７つのラッパのほとんどは

過去に成就されましたが、すべて西ローマと東ロー

マに対する神の裁きでした。罪を悔い改めないで、

神に従わない人間に対する神の怒りでした。世の

終わりにも、大いなる叫びを用いて神様は多くの

人々を救おうとされますが、その最後の光を拒絶

する悪人に対して注がれる神の怒りが、７つの鉢・

災害です。

同じキーワードが、同じ順番で出てくる７つの

ラッパと７つの災害。まるで 2 つとも同じ出来事

のように思えるかもしれませんが、関連はありま

すが、全く別の預言です。第１から第６までのラッ

パは 1844 年以前に、完全に成就されました。1844

年から鳴り始めた第 7 番目のラッパは、再臨まで

ずっと鳴り続きます。その第 7 番目のラッパがま

だ鳴っている間に起こるのが、7つの災害なのです。

7 つの災害は、恩恵期間が終わった後から始まり、

神の悪人に対する裁き・神の怒りとして降り注ぎ、

再臨まで続きます。

結論：7 つのラッパとは、最後に起る７つの災害

の前触れ・影・勧告なのです。その関連を表して、

ホワイト夫人はラッパと鉢を同時に引用されたの

です。

更に、7 つのラッパと 7 つの災害に共通点があっ

ても、もう少し良く比べてみると、別々の預言の

出来事であることがはっきり分かります。７つの

ラッパには「3 分の 1」という言葉が何度もでてき

ますが、７つの災害には出てきません。聖書で「３」

という数字は「完成・全部」を意味します。3 分の

1 はまだ未完成・部分的という意味ですから、過去

に成就されたラッパの神の裁きは、まだ「未完成な」

裁きでした。そこにはまだ神様の哀れみが混じっ

ていたからです。しかし、7つの災害では「3分の１」

はでてきません。哀れみが全くない、最後の完全

な滅びを表しています。

神の裁き・怒りについて、もう少し付け加えます。

人間の社会で裁判が行われる時も、まず証拠や証

言を用いて調査し、無罪・有罪の判決が下された後、

実刑が宣告され、そして実際に執行されます。そ

れと同じように神の裁きも、まず神を信じると公

言した人々の調査審判が行われ、日曜休業令が発

せられたあと、その時生きている人々すべてに最

後のメッセージを通して、神に従うチャンスが与

えられます。そして恩恵期間が終わる時、すべて

の人々に判決が下されます。有罪の宣告を受けた

人々は、７つの災害で一旦処刑を受け死にますが、

更に千年期の間、全部の悪人達がもう一度調査さ

れ、復活の後、第 2 の死という最終的な処刑を受

けます。7 つの災害を通して降る神の怒り、死人の

さばき、最後の滅びがなどが、黙示録 11：18 に書

かれている第 7 番目のラッパのメッセージに、何

とすべて含まれているのです。７つのラッパの焦

点はあくまでも神の裁きが中心テーマです。

第 2 部では第１から 4 のラッパを研究します。

ここでは異教のローマ時代の神の裁きが描かれて

おり、４つの蛮族との激しい戦いに敗れ、西ロー

マ帝国は崩壊してしまいました。この時代の歴史

から聖書を通して貴重なことを学び、我々が生き

ている終わりの時代がどのようになっていくか…

ということがわかります。

第 3 部では第 5 と 6 のラッパを研究します。こ

こでは法王政ローマの時代の神の裁きが描かれて

おり、イスラム教がいよいよ登場してきます。聖

書にはイスラム勢力の役割がこの７つのラッパの

うちの 5、6，7 に鮮明に描かれています。十字軍

の戦いの歴史も含まれていますが、大切なのは、

我々が今生きている最後の時代でのイスラム教徒

の役割です。過去の聖書に書かれてある歴史的な

出来事を通して、彼らがどのように、最後の時代

に攻め上ってくるかを聖書から学びます。最後の

時代も神様は過去と同じように、イスラム教勢力

を用いて、終わりの時代のローマに対して、裁き

を下されます。現在世界で様々な出来事が起りつ

つあるなか、最も興味深い３つの災いについての

聖書研究です。

再臨に向けてこの地上では、これから益々すさ

まじい光景が繰り広げられていくと聖書や証の文

に書かれていますが、我々は預言を正確に理解し、

天におけるキリストを常に見上げて前に進んで行

こうではありませんか！

黙示録の研究　７つのラッパ　《第１部》　　　



44

ジェレミーは農夫でした。今から百年以上も昔
の人です。そのころは、テレビもラジオも、洗濯
機も、電気の明かりもない時代でした。今あるも
ので、その頃なかったものは、他にもたくさんあ
りました。自動車を持っている人は、ほとんどい
ませんでした。また持っていたとしても、昔の自
動車は、今のものとはだいぶ違っていました。ど
ちらかと言えば、高級な、馬なしで走る馬車のよ
うな乗り物でした。多くの人は、自動車を見たこ
ともなく、それを持っているのは、大金持ちの人
たちだけでした。

ジェレミーは貧乏でしたが、
決して不平は言いませんでし
た。彼は優しい夫であり、父
親でした。彼と奥さんと子供た
ちは、イエス様を愛し、イエス
様に信頼していました。雨が十
分に降らなくても、嵐がやって
きて、畑の小麦やトウモロコシ
がやられても、家族と家畜が生
きるのに必要なだけの作物が育
ち、冬場を乗り切るだけの食べ
物が与えられていることを感謝
しました。

ジェレミーは、いつでも動物たちをかわいがり
ました。決してたたいたり、こき使ったりするよ
うなことはありませんでした。いつでも十分にえ
さを与え、冬の間は、こごえたりしないように気
を配りました。特に、二頭の年をとったラバには
感謝していました。長年の間、ずっと忠実に働い
てくれたからです。

ラバを飼っていたので、農夫のジェレミーは、
畑を耕し、そこでとれた作物を町に運んでいって
売ることができました。そして、もうけたお金
で、家族のためにいろいろな食べ物を買うことが
できました。ラバたちは、ペットとしても喜ばれ
ていました。子供たちを背中に乗せて、大いに楽
しませてくれたのです。

家族の人たちは皆、安息日に教会へ行くのを、
とても楽しみにしていました。けれども、教会か

らかなり離れたところに住んでいて、ラバたちも
年をとっていたので、教会へ行くのは月に二回だ
けでした。

それから、とても悲しいことが起こりました。
ラバが二頭とも重い病気にかかって、死んでし
まったのです。大事なラバが二頭ともいなくなっ
て、ジェレミーは途方に暮れてしまいました。ラ
バがいなくては、畑を耕すことができません。農
作物を育てることができなくなったら、それを
売って、お金をもうけることもできません。お金
がなければ、家族を養うために必要なものを買う

こともできません。さらに、荷
馬車を引いてくれるラバがいな
いので、馬車に乗って教会へ行
くこともできなくなりました。
歩いて行くには、町は遠すぎま
した。

それでも、ジェレミーと家
族の人たちは、イエス様に信頼
していたので、熱心にお祈りし
ました。「イエス様、忠実な二
頭のラバが、死んでしまいまし

た。ラバがいなくなった今、どうやって生活して
いけばいいのか分かりません。ラバを買うお金も
ありません。どうか、私たちを助けてください。
また、どうすればよいか教えてください。アーメ
ン」。

家族のみんなで祈っている間、ジェレミーは、
次の日に、町で特別な市場が開かれることを思い
出しました。そのことを奥さんに話した後で、二
人とも、その市場に行くべきだと感じました。で
も、売るための物は何も持っていないし、何かを
買うお金もありませんでした。

「行っても、むだ足になりそうだね」とジェレ
ミーが言いました。「おまけに、柵とニワトリ小
屋の修理をしなくてはいけないし、農場でやる仕
事は、ほかにいくらでもあるから」。ところが結
局、市場へ行くことにしたのです。

　　　ジェレミーとラバたち　　

ジェレミーとラバたち イーボン・デュラスト

訳　砂川　満

Children’s  STORY
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その日の夜は、雨がたくさん降りましたが、
ジェレミーは日の出とともに起き、ぬかるんだ道
を何キロも歩いて町に行きました。市場では、馬
や牛、ブタやニワトリ、トウモロコシや麦、さら
にはピアノまで、ありとあらゆる物が売られてい
ました。

ジェレミーは、お金を持っていないので、何も
買うことができません。たくさんの知り合いには
会いました。市場を見まわした後で、そろそろ家
に帰ることにしました。家はかなり遠いので、暗
くなる前にうちへ戻るには、早めに歩き始めなく
てはいけません。どうしてイエス様は、自分をこ
の市場へと導かれたのか、彼にはまだ理解できま
せんでした。

町を出たあたりで、一台の荷馬車が自分のとこ
ろに向かってくるのが見えました。二頭の大きな
ラバが、その馬車をひいていました。荷馬車の後
ろには、さらに二頭の大きなラバがつながれてい
て、後ろを歩かされて
いました。御者〔馬を
あやつり、馬車を走ら
せる人〕が馬車を止め
て、話しかけてきまし
た。

「やあ、ジェレミー」。その人は、サムとい
う、昔からの友だちでした。

「やあ、サムかい。元気かね？家族のみんな
はどうしてる？」ジェレミーとサムは、ずいぶん
久しぶりに会ったのでした。しばらく話をしてか
ら、サムが言いました。「今から市場へ行って、
馬車の後ろにつないでいる、二頭のラバを売ろう
と思っているんだ。本当は売りたくないんだけ
ど、今年は雨が少なかっただろ？しかも、夏の大
風で、畑がやられてしまったので、冬の間、四頭
のラバを養えそうにないんだ。実は、いじわる
で、乱暴な人がラバたちを買わないか、とても心
配している。むちで打たれたり、ちゃんとえさを
もらえなかったりしたら、かわいそうだからね。
でも、売るしかないので、親切な人が買ってくれ
ることを祈るしかない」。

サムは、さびしそうでした。それから、「ジェ
レミー、どうして君は歩いているんだい？君のラ
バと荷馬車はどこへ行ったのだ？」と尋ねまし
た。

ジェレミーは、ラバたちが死んでしまったこと
と、市場を見にいった帰り道であることを話しま

した。

さびしそう
なサムの顔が、
笑顔に変わりま
した。「ジェレ
ミー、僕は、君
のお父さんが、
動物をとてもか
わいがる人だったことをよく憶えている。君も、
お父さんのような人であることを知っている。ぼ
くのラバたちを、君が買ってくれないか？」

ジェレミーは、「分かった。ぼくが買ってあげ
るよ」と、どれだけ言いたかったことでしょう。
でも、「サム、買いたいのはやまやまだが、払う
お金がまったくないんだよ」と言うしかありませ
んでした。

「別に、今はらえとは言わないさ。来年の夏
に、払ってくれればいいんだ。一頭、五ドルでは
どうだね？」と、サムが言ってくれました。「く
らも、くつわ〔口にかませる金具〕も、手綱〔く
つわの左右に結びつけ、馬などをあやつるロー
プ〕も一緒につけるから」。

サムは馬車からとびおりて、ラバたちの綱をほ
どき、その綱をジェレミーに手渡して、「こいつ
らは、丈夫でおとなしいぞ」と言いました。「頼
むから、連れていってくれ。君が飼い主なら、ぼ
くも安心だから」。

ジェレミーは、イエス様が自分を町に来させた
わけが、ようやく分かりました。彼は一頭のラバ
の背中に乗り、親切な友だちも、馬車に乗り込み
ました。さよならを言った二人は、別々の道を行
き、それぞれの農場へと帰っていきました。

ジェレミーは、サムに十ドルのお金を払わなく
てはいけなくなり、彼は、そのことを考えていま
した。一体どうやって、それだけのお金をためる
ことができるのでしょう？

一頭のラバの背中に乗り、もう一頭のラバを引
きながら、ジェレミーは家に向かっていました。
もう少しで家に着くところで、変わったものが道
に止まっているのを見ました。それらは馬車のよ
うにも見えましたが、引いている馬はいません。
道のまん中の、大きなぬかるみにはまって、動け
なくなっていたのです。

近づいていくと、自動車という乗り物だとわ
かりました。自動車については、何かで読んだこ

ジェレミーとラバたち　　　
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とがありましたが、じっさいに見るのは、これが
初めてでした。ここで彼が見たのは、フォードの
ティー・モデルと呼ばれている車でした。

ラバたちも、はじめて自動車を見たからか、
とても驚いていました。自動車の中にいた人たち
は、みな上品な、お金持ちの身なりをしていまし
た。ぬかるみに足を突っ込みたくなかったので、
だれも外に出てこようとはしません。

先頭の自動車を運転していた人が、ジェレミー
に話しかけました。「ご主人、りっぱで丈夫そう
なラバをお持ちですね。見てお分かりのように、
私たちは困っています。乗っている自動車を、ぬ
かるみから抜け出させることができないのです。
ご主人のラバたちに、自動車を引っぱらせてもら
えないでしょうか？」

ジェレミー
はにこにこし
ながら、「い
いですよ」と
答えました。

ジェレミー
は、すぐにラ
バからとびお
り て 、 ぬ か
る み に 入 っ
ていきました。まず、先頭の車にロープをくくり
つけると、ラバたちは、かんたんに引っぱり出す
ことができました。それからまた、ぬかるみにも
どって、次の車も同じようにして引っぱり出しま
した。それからまた、同じように、三台目の車も
引っぱり出すことができました。

その時までには、ジェレミーもラバたちも、ど

ろだらけになっていました。でも、自動車に乗っ
ている人たちを助けることができた喜びで、そん
なことはまったく気になりませんでした。うちに
帰れば、どろは、きれいに洗いおとすことができ
ますから。

自動車に乗っていた人たちは、ジェレミーに
とても感謝しました。全員、自動車からおりてき
て、ジェレミーに「ありがとうございました」と
言って、一人ひとりが、彼に一ドルずつ手渡しま
した。そのころは、一ドルといっても、かなりの
お金でした。自動車に乗っていた人は、全部で十
人いました。つまりジェレミーは、
なんとその日に、十ドルもの大金を
手に入れたのでした。

やがて三台の自動車は、さわ
がしいエンジン音をあげ

ながら、十人
の人たちを乗せ
て去っていきま
した。

ジェレミーは、その日イエス様 が 、
彼を町に行かせたわけがよく分かりまし
た。

うちに戻ってから、その日に起こっ
たことを、家族の人たちにひとつ残ら

ず話しました。その日の夜、ジェレミーは家族の
人たちとともに、感謝の祈りをささげました。若
くて丈夫な二頭のラバが与えられたこと、道に大
きなぬかるみを作った雨を降らせてくださったこ
とを、イエス様に感謝しました。その雨のおかげ
で、ラバたちの代金として支払うべき、十ドルと
いうお金までも与えられたのですから。

　　　ジェレミーとラバたち　　　　

SEMINAR

ゲストスピーカーとしてデイビッド・カン牧師を

招いた。3 月 3 日〜 6 日までのセミナーは、出席者

全員に大きな感銘を与えた。日曜休業令の切迫と神

が最後にどのようにご自分の御業を完成なさるかと

いう率直なメッセージは、いよいよ我々も具体的な

行動にでなければならないことを痛感させられた。

中国における目覚しい文書による伝道には圧倒され

た。韓国における一般諸教会の牧師たちに積極的に、

率直な三天使の使命を伝えておられる。

「真の神の民は一般諸教会に多くいる」。最後の

神の働きは、一般諸教会から「５時に」加わってく

る民によってもっと熱心に力強く推し進められる、

我々セブン

スデー・ア

ドベンチス

トが最後の

働きを完成

すると思っ

てはならな

い ｡ だから今、一般諸教会に率直なメッセージの種

まきをする時である｣と力強いアピールがなされた。

彼は自給伝道牧師である。春のセミナーに出席でき

なかった方々のために CD、DVD が用意されているの

でぜひお聞きください。

2011春のセミナーレポート
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ある婦人たちの聖書研究グループでの事である。

マラキ 3 章の研究をしていると 3 節の聖句に出くわ

した。「彼は銀をふきわけて清める者のように座し

て、レビの子孫を清め、金銀のように彼らを清める。

そして彼らは義をもって、ささげ物を主にささげる」

という聖句の意味が分からなかった。 

この聖句は婦人たちを当惑させた ｡ この言葉は、

神のご品性と性質について何を教えようとしている

のかと考えた。 

１人の婦人が銀はどのように精製されるのかにつ

いて調べてみたいと発言した。そして調べたことを

次の聖書研究に報告したいと申し出た。 

さっそく、その週この夫人は銀細工師に電話して、

銀精製の過程を見せていただけないかとお願いした

ら、銀細工師は快く承諾してくれた。彼女は銀を精

製するプロセスについてただ好奇心があることだけ

伝えたが、なぜ見学に行くかという理由は何も言わ

なかった。 

彼女は、細工師が１つの銀塊を火の中に入れて、

それを暖め始めるのを見た。  銀細工師は説明した。

炎がすべての不純物を燃え尽くすまでそれを持って

いなければならないという。 

彼女はこのような厳しい試練の中で神様も我々を

持ち続け、見守っておられるのだということについ

て考えた ｡

それから彼女は聖句に

あるように、神は銀細工

師のように座るのだろう

かと考えた。彼女は銀細

工師に尋ねた。銀が精製されている間中、火の前に

座っていなければならないというのは本当かどうか

を尋ねた。銀細工師は銀を持って座っていなければ

ならないだけではなく、彼はそれが火の中にある間

中ずっと見守っていなければならないのだと答え

た。もし銀を炎の中に長く置き過ぎると、とけてし

まうのである。 

ご婦人はしばらく沈黙した。それから彼女は銀細

工師に尋ねた「あなたは銀があらゆる不純物からい

つ完全に精製されたかどうしてわかりますか？」 

銀細工師は、彼女にほほ笑んで、「おお、それは

簡単ですよ。私が持っている銀塊に私の像が見られ

るようになった時ですよ」と、答えた。 

もし今日、あなたが試練という火の熱を感じてい

るなら、神があなたから目を離していないのだとい

うことを覚えましょう。そして神のみ手があなたを

しっかり持って、神ご自身のみ像が反映されるのを

見守っておられるのであることを覚えて下さい。

STORY 銀細工師の物語

スタディバイブル(旧)1260ページ

精錬の過程ーこの聖句には、万軍の主によって人の

心の中で進められるべき、精錬と清めの過程が描写さ

れている。その過程は魂にとって最も大変な試練であ

るが、この手段によってのみ、かすを取り除くことが

できるのである。試練を通して我々は天の父に近づい

ていくのであるから、ぜひとも我々はこれに耐えねば

ならない。みこころに従うことで、我々は義の供え物

をささげることができよう。

主は、天の王国に入るために我々が清められる必要

のあるところをご覧になる。彼は、焼きつくされるま

で我々を炉の中に入れておいたりはなさらない。銀を

精錬し、清める者のように、ご自分のみかたちが我々

の中に反映されるのを見極めるまで、清めの過程を見

張りながら、神はご自分の子らを見守っておられる。

我々は、自分に燃えついた苦しみの炎をしばしば感じ

るかもしれないし、時には焼きつくされはしないかと

恐れるかもしれないが、我々に対する神の慈しみ深い

親切は、我々が霊的に解放され、主にある勝利を得て

いる時と同じくらい大きいのである。炉は清め精錬す

るためにあるのであり、焼きつくし滅ぼすためにある

のではない。神は我々をレビの子らのように清めて、

義の供え物をすることができるようにと、み摂理のう

ちに我々を試みられるのである（SW 1905年 2月 7日）。

……

我々は、すべての点において同じ状況に二度置かれ

ることはめったにない。アブラハム、モーセ、エリヤ、

ダニエル、その他多くの人たちは皆、激しく試みられ

たが、同じ方法においてではなかった。誰にも、人生

のドラマにおける個人的なテストや試練があるが、全

く同じ試練が二度やってくることはめったにない。ひ

とりひとりに、特定の働きを成し遂げるための、その

性格や状況において独自な自分の経験がある。神は、

我々一人びとりの生活に、働きと目的を持っておられ

る。どれほど小さくとも、すべての行為には我々の人

生経験における場所がある。我々は神から来る絶えざ

る光と経験を必要とする。我々にはみな、それらが必

要であり、もし望むなら、神は、喜んでそれらを得さ

せられるであろう（RH 1886 年 6 月 22 日）。




