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2 巻頭言

あけましておめでとうございます。

私がこの言葉を言うときは「主にあって」と付けくわえます。なぜかというと、今年はおめでたくないことが沢山あ

ると予想されるからです。

世界が手を取り合って地球を平和にしようと第二次世界大戦後に国連が設立されたのと同様にG8（主要国首脳

会議）、G7（先進７カ国蔵相・中央銀行総裁会議）、G20(主要20ヶ国・金融・世界経済に関する首脳会合)もまた設

立されたが、平和はますます遠のいていきます。

友人が持ってきた新聞記事に「米に失望『G

ジーゼロ

0』生む」という言葉がありました。｢『G

ジーゼロ

0』｣と言い切った米政治学

者、イアン・ブレマー氏は、世界に圧倒的なリーダーが存在しないと言っています。非常に難しい時代に突入したと

指摘する評論家もいます。

イアン・ブレマー氏は、米に失望と言っていますが、黙示録の預言によると世界支配を狙っている「海から上って

来る」獣＝ローマ法王権＝バチカンの全世界支配陰謀に力を添えるのは、地から上って来る小羊のような獣＝米国

であることは確実です(黙示録13章、17章、ダニエル11章)。米国の覇権は終わりとする評論家も少なくはありませ

んが、米国が新世界秩序構築の役割を果たすまでは、衰勢するように見えても世界をリードしていくでしょう。

｢多事多難｣という言葉がよく使われますが、2015年はますますそういうことになるはずです。あらゆるものにわざ

と危機と混乱と混沌を作り上げて統合する、というヘーゲルの弁証法「正・反・合」が見られるでしょう。

わが教会の衰退を嘆いて非常事態宣言をした方もいます。

「私は民としての我々の状態を考えるとき、悲しみに満たされる。主が天を我々に閉ざされたのではない。 我々

の絶えざる背教が我 と々神との間を隔てたのである。・・・それでいて、教会は栄え、平和と霊的繁栄が教会のどこ

にもあるというのが一般的な考えである。教会はそのリーダーであるキリストに従うことに背を向けて、着実にエジ

プトに後退している」5T 217（1882年5月13日に書かれ1889年に出版）。

個人に目を向けてみても罪深さと弱さと無価値さに気づくでしょう。

しかし、世界的にも、教会としても、個人的にも悲観的な考えで終わることを神は望んでいません。希望を与え、

平安を与えるのが憐れみ深い神の御計画なのです(エレミヤ29:11)。

現実をあるがまま受け入れ、聖書の言葉によって、謙虚に進んでいきたいものです。

内村鑑三も、元東大総長南原繁、矢内原忠雄もこの世の難事を嘆きつつも、希望はキリストの再臨にあると言

われました｡

長い闘病生活を送っておられる方が希望にあふれたこんな詩を送ってくれました：

サンライズミニストリー代表　金城重博

雲に包まれた一団

　　ある日、突然宇宙に　謎の飛行物体現れる

　　ぼーとかすんで光る雲　

　　遠くからは、流れ星かと思えるが　　

　　謎の物体、光の速度より早く進んでいる

　天使たちに守られて　救われた人たちが

　オリオン目指して飛んでいく

　キリスト再臨を迎えた人たちの群れだ!!
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フランシスコ法王、来日か !?

ローマ法王「素晴らしい、素晴らしい」
2015 年の訪日へ意欲
The Huington Post
2014 年 08 月 20 日 08 時 09 分 JST

来日の可能性 ?

ローマ法王フランシスコが、2015 年の訪日へ強い
意欲を示していることがわかった。韓国訪問を終え
た法王フランシスコは 8 月 18 日、記者団と会見。日
本政府が訪日を招請していることについて、「行ける
なら素晴らしいことだ」と 2 度繰り返し、実現を希
望したという。MSN 産経ニュースなどが報じた。

来年は、潜伏中のキリシタンが長崎で発見（信徒
発見）されてから 150 年の節目の年で、記念行事が
行われる。日本政府は法王の来日を招請し、日程な
どはまだ調整中だが、法王は「素晴らしい、素晴ら
しい」と笑顔で繰り返し、実現を強く希望した。

法王フランシスコは、日本にキリスト教を伝えた
ザビエルと同じイエズス会に属しており、厳しい弾
圧に耐え抜いた隠れキリシタンに強い関心を持つと
いう。１月15日の一般謁見でも江戸時代に信仰を守っ
た長崎の信徒を「模範」とたたえており、長崎市か
らの訪日を求める親書に対しても、前向きな返書を
返している。

また、2015 年は、江戸時代に仙台藩主伊達政宗の

命を受けた「慶長遣欧使節団」が当時のローマ法王、
パウロ５世と謁見してから 400 年を迎える年でもあ
る。2014 年６月には安倍首相がバチカンを訪れ、法
王フランシスコに「こうした節目に来ていただきた
い」と 2015 年の訪日を招請。プレゼントには江戸時
代の「隠れキリシタン」たちが使ったという、光に
当てるとキリストの影が浮かび上がる「魔鏡」の複
製を贈った。

なお、日本カトリック司教協議会も「東日本大震
災の被災地を訪れ、人々とともに祈ってほしい」「原
発廃止の運動を進める日本カトリック司教協会の働
きを祝福し、世界に伝えてほしい」などとする親書
を送っている。

http://www.huffingtonpost.jp/2014/08/19/the-pope-
and-japan_n_5690409.html

教皇フランシスコの訪韓、 

国中が熱狂した 5 日間

2014 年 8 月 21 日

８ 月 14 日
から 18 日まで
ローマ法王フラ
ンシスコが韓国
を訪問した。法
王が韓国で見せ
た素朴な行動や
言 葉 は、 カ ト
リック信者でな
い人にも深い感

動を与えた。韓国メディアは連日、「韓国中が教皇に
癒された」と報道した。教皇が韓国を訪問するのは
これが３度目のこと。ヨハネ・パウロ２世が 1984 年
と 1989 年の２度、韓国を訪問している。

※法王フランシスコがイエズス会からの初めての
法王 ( ローマ・カトリック教会の頭 ) であることを
覚えよう。

News Watch

ニュースウォッチ｜

News Watch
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徳川家光が 1639 年に鎖国令を出してから 1853 年
までの 215 年の間を鎖国時代と呼ぶ。日本はイエズ
ス会を追放した。

    １
ひ ろ く

６ ３
さこく

９　　

広く、鎖国の令を出す江戸幕府とすれば覚えやす
い。ペリー提督 ( フリーメイソン ) が送られ、明治
維新 (1868 年 10 月 23 日 ) を迎える。それ以来じわ
じわと日本戦略に出た。そしてイエズス会は、国会
議事堂に最も近いところに上智大学を創設。全くア
メリカと同じである。アメリカには有名なジョージ
タウン大学がアメリカ合衆国議会議事堂の徒歩圏内
にある。民主党のヒラリー・クリントン前国務長官
（67）も近く出馬表明するとみられており、次期大統
領をめぐる闘いの序盤戦は、年明けから本格化しそ
うだ。ビル・クリントン元大統領は、ジョージタウ
ン大学出身である。共和党であろうが、民主党であ
ろうが、アメリカは、イエズス会に乗っ取られてい
ると発言している人は少なくない。

日米運命共同体である日本はどうであろうか。何
回かにわたってイエズス会の日本戦略についてアン
カーに書いた（抜粋した記事をご所望の方は、サン
ライズにご連絡ください。無料で送ります）。

ローマは、「有利な立場」が出来

上がったと思った時にその目的を推し進めるために ｢
手を下す ｣大争闘下 341。

｢ その ( イエズス会の ) 目的とするところは、

富と権力の獲得であり、プロテスタント主義を

くつがえし、法王至上権を復興することであっ

た。…彼らの行ったところは、どこでも法王権

が勢力を回復した ｣大争闘上 294。

黙示録 13:3 ｢ その頭の一つが、死ぬほどの傷を

受けたが、その致命的な傷もなおってしまった。

そこで、全地の人々は驚きおそれて、そ
の獣に従い ｣

｢驚き｣Strong#2216“thou-mad-zo”=称賛する!

｢ 一つの頭―ローマ法王権―の下で、人々は

神の証人を装って、神に敵対するために一致す

るであろう。大いなる背教者によって、この連

合は固められつつある ｣ 前途の危機 76、7T 182 

(1902 年 )。

マタイ 24:11 「…多くの人を惑わすであろう」。

｜ニュースウォッチ
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｢ ローマ教会は決して変わらないということ

がこの教会の自慢の種であることを忘れては

ならない ｣大争闘下 340。

｢ しかしカメレオンのように変わりやすい外

見の下に、この教会はへびのような不変の毒

を隠している ｣大争闘下 328。

同じ表現を下記のウェブサイトにも見ることが
できる。

C h a m e l e o n 
Catholicism-Rome'Faces

カメレオンのローマカトリック

by Hanko Ronald H. in Article

R o m a n i s m  e s s e n t i a l l y 
Unchanged 

ローマ主義は本質的に変わらな
い

http://standardbearer.rfpa.org/articles/
chameleon-catholicism-romes-
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ベネディクト 16 世 ：

「カトリック以外に救
いはない ｡ 母なる教会
に帰れ」

フランシスコ法王 ：

｢ 兄弟姉妹方よ－多
様性の一致、和解しよ
う ｣

ローマ法王は法王宮
殿に居住せず、ゲスト・

ハウスで寝泊まりを続けている。記念礼拝では信者
たちとのスキンシップを重視。法王の車（Papamobil）
の窓を開け、信者たちに手を振り、時には車を止め
て信者たちと語り合うのを好む。法王の警備に当た
る関係者にとっては頭が痛い。

｢ プロテスタントが自分たちの目的の達成に夢

中になっている間に、ローマ教会は、その権力

を再び確立して、失われた至上権を回復するこ

とをねらっているのである ｣大争闘下 340。

コリント第二の手紙 11:14-15 ｢ しかし、驚くに

は及ばない。サタンも光の天使に擬装するのだか

ら。だから、たといサタンの手下どもが、義の

奉仕者のように擬装したとしても、不思議では

ない。彼らの最期は、そのしわざに合ったもの

となろう」。

次のステップは ?

｢ 欺瞞の一大ドラマの最後を飾る一幕として、 サタ

ンはキリストを装うであろう。教会は、救い主の来

臨を教会の望みの完成として期待していると長

い間公言してきた。今や大欺瞞者は、キリスト

がおいでになったように見せかける。地上のあ

ちらこちらで、サタンは、黙示録の中でヨハネ

が述べている神のみ子についての描写に似た、

まばゆく輝く威厳ある者として人々の中に現わ

れる (黙示録 1：13-15 参照 )。

彼をとりまいている栄光は、これまで人間の目

が見たどんなものも及ばない『キリストがこら

れた、キリストがこられた』という勝利の叫びが、

空中に鳴り響く。人々が彼をあがめてその前に

ひれ伏すと、彼は両手をあげて、キリストが地

上におられた時に弟子たちを祝福されたように、

彼らに祝福を宣言する。彼の声は柔らかく穏や

かで、しかも美しい調べに満ちている。やさし

い同情のこもった調子で、彼は、救い主が語ら

れたのと同じ祝福に満ちた天の真理を幾つか述

べる。彼は人々の中の病人をいやし、それから、

キリストらしくみせかけながら、安息日を日曜

日に変えたことを主張し、すべての人に対して、

自分が祝福した日を聖とするようにと命じる。

彼は、あくまでも第７日をきよく守り続ける者

は、光と真理とをもって彼らに遣わされたわた

しの天使たちの言うことを聞かないで、わたし

の名を冒涜 ( ぼうとく ) している者だと宣言す

る。これは強力な、 ほとんど圧倒的な惑わしであ

る。…

しかし、神の民は欺かれない。このにせキリス

トの教えは聖書と一致していない。彼の祝福は、

獣とその像を拝む者、すなわち、神のまじりけ

のない怒りがその上に注がれると聖書が断言し

ているその人々に対して、宣言されているから

である」大争闘下 398。

カトリック・聖公会・福音ルー

テルが１１月に初の合同礼拝　

エキュメニズム教令５０周年で

2014 年 10 月 13 日 22 時 01 分

ー CHRISTIAN TODAY よりー

合同礼拝が行われる東京カテドラル関口教会聖マリア大聖堂
（写真：Kakidai）

｜ニュースウォッチ
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「 エ キ ュ メ ニ ズ ム に 関 す る 教 令 」（Unitatis 
Redintegratio）発布 50 周年を記念し、カトリック
教会、日本聖公会、日本福音ルーテル教会は１１月
30 日（日）、合同礼拝を東京カテドラル関口教会聖マ
リア大聖堂（文京区関口 3-16-15）で行う。３教会に
よる合同礼拝は今回が初めてとなる。

エキュメニズムに関する教令は、第二バチカン公
会議（1962 ～ 1965）が掲げた主要な理念の一つであ
る「キリスト者間の一致」について、カトリック教
会が、その信者のあるべき姿勢を提示し、教会の刷
新とエキュメニズムとの密接な関係を説き、実践を
具体的に示唆する教令。今日に至る諸教派間の対話
に大きな影響を与えてきた。

昭和天皇とキリスト教　実録

公開で関心高まる

2014 年 11 月 7 日 17 時 36 分

 記者 : 新庄れい麻
ー CHRISTIAN TODAY よりー

昭和天皇の生涯をまとめた「昭和天皇実録」。その
約１万２千ページの内容の写しが、９月９日から 11
月 30 日まで、皇居東御苑内皇居内書陵部庁舎で公開
されている。実録には、1901 年から 89 年まで、第二
次世界大戦や戦後復興を含む、昭和天皇の激動の生
涯の日々が記されている。

ＮＨＫの報道によると、実録には、これまでの歴
史観を変えるような新たな情報は含まれていないと
いうが、今回の公開を受けて、各報道機関は特集を
組み、歴史研究者などによる考証をさまざまな形で
報じている。朝日新聞出版「週刊朝日」でも、「『昭
和天皇実録』を読み解く」と題して連載が組まれた。

連載２回目の記事で、執筆者の政治学者・原武史
氏は、「昭和天皇と宗教」と題し、昭和天皇のキリス
ト教への傾倒とその狙いを分析している。

昭和天皇とキリスト教の関わりの始まりと考え
られるのは、天皇の皇太子時代。摂政になる直前の
1921 年、半年かけて欧州各国を訪問したが、その最
後にイタリアでローマ教皇ベネディクト 15 世と会っ
た。この時の出会いが、若き昭和天皇に強い印象を
与えたようで、第二次世界大戦開戦直前の 1941 年
11 月２日、天皇はローマ教皇を通じた時局収拾の検
討を東条英機首相に提案したという。開戦直前から、
戦争終結の手段を考え、その際に頼みとなりうるの
がカトリック教会であると考えを巡らせていたとい
うことだろうか。

敗戦後の占領期、天皇はさらにカトリックに接近。
戦前からキリスト教徒と親密にしていた香淳皇后の
影響もあってか、女性牧師の植村環（たまき）から
皇后とともに聖書の講義を受けるなどして、キリス
ト教に親しんだ。外国人神父などとも頻繁に会い、
側近に各地域のキリスト教事情も調べさせていたと
いう。実際、1949 年に九州を訪れたときには、長崎
県や大分県のカトリック施設を訪れ、予定よりも 30
分長く留まったり、予定にない聖堂の視察をしたり
したことが、実録から確認できる。

一連の行動を受けてか、当時は天皇がキリスト教
に改宗するといううわさが広まるほどだったが、外
国人記者の、キリスト教に帰依するかという質問に
対して、「外来宗教については敬意を払っているが、
自分は自分自身の宗教を体していった方が良いと思
う」と答え、うわさを打ち消した。

原氏は、天皇がカトリックに接近した背景には、
戦中の神道に対する反省や、戦後日本国内の不安定
な情勢、米国への対抗策といった、戦争責任と米国
からの相対的自立という大きな２つの課題があった
のではないかと分析している。だが、非常に興味深
いのは、どのような歴史的、政治的背景があったに
せよ、昭和天皇がカトリックへ改宗する道を探って
いたと原氏が推測している点だ。

このほど、秋篠宮家の長女眞子さまに続き、次女
佳子さまも国際基督教大学（ＩＣＵ）への進学が決
まったことが報じられ、「皇室とキリスト教」の関係
について改めて注目が集まっている。日本の象徴と
して、神道の祭祀に深く関わる存在としての天皇や
皇室という側面からではなく、一人の人間としての
天皇を見直すとき、キリスト教との関係は決して遠
いとは言えなさそうだ。

ニュースウォッチ｜

News Watch

昭和天皇とキリスト教の関係について特集を組む『週刊朝日』
（11 月７日増大号、10 日３日号）
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‟地球深部に水”愛媛大研究

チームが世界初証明

出エジプト記 20:4 地の下の水

地球深部にも水、地下 1400 キロの高温
高圧地点　愛媛大解明
http://www.dailymotion.com/video/x1b1b8g_%E5%9C%B0%E7%9
0%83%E6%B7%B1%E9%83%A8%E3%81%AB%E6%B0%B4-%E6%84%9B%E5%A
A%9B%E5%A4%A7%E7%A0%94%E7%A9%B6%E3%83%81%E3%83%BC%E3%83
%A0%E3%81%8C%E4%B8%96%E7%95%8C%E5%88%9D%E8%A8%BC%E6%98%
8E_tech

2014 年 02 月 03 日 11 時 42 分　
ー日本経済新聞よりー

地球内部には、地表から深さ約 1400 キロの高温高
圧の地点にも、水分があるとみられることを、愛媛
大地球深部ダイナミクス研究センターなどのチーム
が解明し、２日付の英科学誌ネイチャージオサイエ
ンス電子版に発表した。

チームによると、海などの水はプレート（岩板）
の沈み込みにより、鉱物の構成物の一つとして地球
内部のマントルに運ばれる。深くなるにつれ温度や
圧力が上昇し水分が抜けるため、これまでは約 1250
キロが限界とされてきた。水の惑星・地球の誕生や
歴史の謎解明につなげたいという。

…地表から地球中心までは約 6400 キロ。チームに
よると、地球内部の水分量は海水の数倍から数十倍
とされるが詳細は不明。今回の発見で水量はさらに
多いと考えられる。センターの西真之研究員は「深
部の水量の把握や、なぜ地球に大量の水があるのか
の解明につなげたい」と話している。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

創世記 7:11 それはノアの六百歳の二月十七日

であって、その日に大いなる淵の源は、ことご

とく破れ、天の窓が開け」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

地球深部に存在する大量の水、 証拠を発見 
http://zapzapjp.com/39552375.html

研究者らはプレートの移動による水の循環を長年
研究しており、実際にマントルの層に取り込まれて
いる水の量は地表を覆う海水の約 3 倍に相当すると
主張している。

「地球の表面上のプロセスー地震あるいは噴火して
いる火山のようなことは、我々の判断からすると地
球の中に起こっていることの表現である」とヤコブ
セン博士は言っている。

http://www.northwestern.edu/newscenter/stories/2014/06/
new-evidence-for-oceans-of-water-deep-in-the-earth.html

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

人類のあけぼの上 108-111 からの引用：(150 年前
に書かれた )

「洪水のときに、地球の全面が変化した。罪の結

果、第３の恐ろしいのろいが地上に下った。水

が減り始めるにつれて、山や丘は濁水の海にか

こまれた。至るところに、人間や動物の死がい

が散乱していた。主は、こうしたものが残って

腐敗し、空気を汚すのをお許しにならなかった。

そこで神は、地球を一大埋葬場とされた。水を

かわかすために吹かせられた強風は、非常な勢

いでそれらを動かした。ある場合には、山々の

頂上さえ洗い去って死がいの上に、木、岩、土

などを積み上げた。同様の方法によって、洪水

前の世界を豊富にして、飾り、また、人々が偶

像視していた金、銀、高級木材、宝石などは、人々

が見つけたり、捜し出したりできないように隠

されてしまった。激しい水の勢いで、土や岩が

これらの宝物の上に積み重なって、ある場合に

はその上で大きな山になったりした。神は、罪

人たちが豊かになり、繁栄すればするほど堕落

するのをごらんになった。豊かにお与えになる

神の礼拝に導くはずの宝が礼拝され、その反面、

神はあがめられず、軽べつされた。

地上は、描写できないほどの混乱と荒廃

状態を呈していた。かつては、完全に均

整がとれて美しかった山々は破壊されて

形がそこなわれた。地上には、岩石、岩

壁の岩だな、ごつごつした岩角が散乱す

るようになった。山や丘が消え去って、

そのあとかたすらとどめないところが多

｜ニュースウォッチ
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かった。平原は山脈に変わっていた。

こうした変化は、ある所では、他の所よりいっ

そう激しかった。かつては、地上の最も貴重な

宝であった金、銀、宝石があった所に、最も激

しいのろいの跡が見られた。人間が住んでいな

かった地方や、犯罪が少なかったところにはの

ろいも軽かった。

このとき、広大な森林が地下に埋没した。これ

は石炭になり、現在の鉱脈になり、また、多量

の石油を産出している。石炭と石油はときおり

地下で引火して燃える。こうして、岩石は熱し、

石灰石は焼け、鉄鉱が溶ける。石灰石に水がか

かると、しゃく熱度が高まり、地震、爆発、噴

火などの原因になる。火と水が、岩と鉱脈に触

れると、大きな地下爆発が起こり、鈍い雷鳴の

ような音がする。空気は熱く、息苦しくなる。

こうして噴火が起こる。熱せられたものが十分

に発散されないでいると、地は、海の波のよう

に震動して隆起し、大きなきれつを生じて、時

には都市、村落、火をふく山々までのみこんで

しまう。こうした驚くべき現象は、キリストの

再臨と世界の終末の直前には、もっとひんぱん

に激しくなり、滅亡がすみやかに近づいている

しるし
3 3 3

となる。

地底は、主の武器庫であって、神は、ここから古

い世界を滅ぼす武器をとり出された。地からふき

出た水は、天からの水と合流して、破壊のわざを

なしとげた。洪水後、火もまた水と同様に、極悪

の都市を滅ぼすために、神に用いられている。こ

うした刑罰は、神の律法を軽んじ、神の権威をふ

みにじる者が、神のみ力の前におののき、神の当

然の主権を認めるようになるためにくだされた。

山々が燃えて、火と炎をあげ、溶岩をふき出して、

川を干上がらせ、雑踏する都市を滅ぼし、至ると

ころに破壊と荒廃を及ぼすのを見るときに、どん

なに大胆な者も恐怖に満たされ、不信仰の者も、

神を冒涜する者も神の無限の能力を認めないわけ

にはいかないのである。

こうした光景について、古代の預言者は言って

いる。『どうか、あなたが天を裂いて下り、あな

たの前に山々が震い動くように。火が柴木を燃

やし、火が水を沸かすときのごとく下られるよ

うに。そして、み名をあなたのあだにあらわし、

もろもろの国をあなたの前に震えおののかせら

れるように。あなたは、われわれが期待しなかっ

た恐るべき事をなされた時に下られたので、山々

は震い動いた』( イザヤ 64：1-3)。『主の道は

つむじ風と大風の中にあり、雲はその足のちり

である。彼は海を戒めて、これをかわかし、す

べての川をかれさせる』(ナホム 1：3，4)。

キリストの再臨のときには、世界にこれまで起

こったこともないようなもっと恐ろしい光景が

見られるであろう。『もろもろの山は彼の前に震

い、もろもろの丘は溶け、地は彼の前にむなし

くなり、世界とその中に住む者も皆、むなしく

なる。だれが彼の憤りの前に立つことができよ

う。だれが彼の燃える怒りに耐えることができ

よう』( ナホム 1：5，6)。『主よ、あなたの天

を垂れてくだり、山に触れて煙を出させてくだ

さい。いなずまを放って彼らを散らし、矢を放っ

て彼らを打ち敗ってください』(詩篇 144：5，6)。

『また、上では、天に奇跡を見せ、下では、地に

しるしを、すなわち、血と火と立ちこめる煙とを、

見せるであろう』( 使徒行伝 2：19)。『すると、

いなずまと、もろもろの声と、雷鳴とが起り、

また激しい地震があった。それは人間が地上に

あらわれて以来、かつてなかったようなもので、

それほどに激しい地震であった』( 黙示録 16：

18)。

『島々はみな逃げ去り、山々は見えなくなった。

また１タラントの重さほどの大きな雹 ( ひょ

う ) が、天から人々の上に降ってきた』( 黙示

録 16：20，21)。

天からのいなびかりが地上の火と１つになると

き、山々は炉のように燃え、溶岩はすさまじい

勢いで流れ出して、庭園や野や畑、都市や村落

をおおってしまう。まっかに燃えたぎった溶岩

は川に流れ込んで水を沸騰させ、巨大な岩石を

驚くべき力でふきとばし、その破片を地の上に

まき散らす。川は干上がってしまうであろう。

地はゆれ動き、いたるところに恐ろしい地震と

爆発が起こるであろう。

このようにして、神は、この地から悪者を滅ぼ

される。しかし、義人は、ノアが箱舟の中に守

られたように、こうした異変の中にあっても保

護される。神が彼らの避け所となり、彼らはそ

のみ翼の下にいこうのである。詩篇記者はいっ

ている。『あなたは主を避け所とし、いと高き者

をすまいとしたので、災はあなたに臨まず』(詩

篇 91：9，10)。『主が悩みの日に、その仮屋の
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うちにわたしを潜ませ、その幕屋の奥にわたし

を隠し』( 詩篇 27：5)、『彼はわたしを愛して

離れないゆえに、わたしは彼を助けよう。彼は

わが名を知るゆえに、わたしは彼を守る』( 詩

篇 91：14)。これが神のお約束である」。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

過去にアンカーで、ダニエル 11:40 以降の「北の
王」はローマ法王教であると指摘した。ダニエルの
四つの預言、すなわち 2 章、7 章、8 章、11 ～ 12 章
の全体からの大要から、バビロン→ペルシャ→ギリ
シャ→ローマ→ローマ法王権であることを学んでき
た。預言は平行、前進、詳細に描いて、最後のロー
マ法王権の「新世界秩序」構築、そしてキリストの
再臨で地上歴史が終わることを学んだ。

ダニエル 11 章は 8 章と同じようにペルシャから始
まり、だんだん「終わりの時」の事件を詳細に預言
している。

11:40 からは、「終わりの時」になって北の王に挑
戦する「南の王＝イスラム」の預言だとすると、今日、
バチカンの同盟諸国のイスラムに対する対峙姿勢が
急拡大の様相を呈している。下記のニュースもその
一例だ。テレビで報道されるのは氷山の一角に過ぎ
ない。

イスラム過激派

ー日本経済新聞より

仏銃撃、国際テロ組織の関与濃厚　ＥＵ首
脳が 11 日協議
2015 年 01 月 11 日 01 時 36 分　

　【パリ＝竹内康雄】パリで起きたフランス週刊紙銃
撃事件に端を発する一連のテロ事件は、容疑者３人

が殺害され、大きな山を越えた。事件には国際テロ
組織が関与した可能性が高く、仏捜査当局は事件の
全容解明を急いでいる。欧州連合（ＥＵ）首脳は11日、
パリの大統領府でテロ対策などを協議する。

半年で１９００人処刑　イスラム国、残虐
性を誇示
2014 年 12 月 29 日 11 時 08 分

シリア人権監視団（英国）は 28 日、イスラム過激
派「イスラム国」がカリフ（預言者ムハンマドの後
継者）制国家の樹立を宣言した６月以降の半年間に、
シリアで子供や女性を含む約 1900 人を「処刑」した
とする集計を発表した。

空爆３カ月、１１００人以上死亡　子供ら
市民５２人も
2014 年 12 月 23 日 21 時 54 分

米国主導の有志国が９月 23 日に始めた空爆で、こ
れまでの３カ月間で一般市民 52 人を含む少なくとも
1171 人が死亡したとの集計を発表した

少女らの「性奴隷」被害深刻　「贈り物」
扱い
2014 年 12 月 23 日 21 時 05 分

国際人権団体アムネスティ・インターナショナル
は 23 日、過激派「イスラム国」がイラクで拉致した
クルド民族少数派ヤジド派の少女らが性的虐待の対
象とされる「性奴隷」にされ、脱出しても身体的、
精神的に大きな痛手を負っているとの報告書を発表
した。

「イスラム国」対応で苦悩するアメリカ　
本格介入はあるのか？　
2014 年 09 月 11 日 10 時 00 分

「イスラム国」世界に広がる脅威　
2014 年 10 月 23 日（木）放送､ NHK 

アメリカ同時多発テロ事件以来、イスラム
過激派の攻撃を受けた国はどれだけあるだ
ろうか ?

イスラム過激派にもいろんな組織があるようだ。

｜ニュースウォッチ
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西側の多くの国家からテロ組織に指定されて

いる主要なもの：

・アルカーイダ：　多国的
・ユダヤ・十字軍に対する聖戦のための国際イスラム

戦線：　多国的
・ ト ル コ・ ヒ ズ ボ ラ ( ク ル ド・ ヒ ズ ボ ラ )：(Turkish 

Hezbollah)　トルコ
・ 大 東 方 イ ス ラ ム 砲 撃 戦 線：(Great Eastern Islamic 

Raiders' Front)　 トルコ
・アンサール・アル・イスラム：(Ansar al-Islam)　イラ

ク
・アンサール・アル・スンナ： イラク
・イラク・イスラム軍： イラク
・イラクの聖戦アルカーイダ組織：　イラク
・マフディー軍： イラク
・アル・アクサ殉教者旅団：(Al-Aqsa Martyrs' Brigades) 

パレスチナ ( ヨルダン川西岸地区 )
・ハマース：　パレスチナ ( ガザ地区 )
・イスラーム聖戦： パレスチナ・シリア
・ファタハ・イスラム：　レバノン
・ヒズボラ：　レバノン
・アラビア半島のアルカーイダ：　イエメン
・エジプト・イスラム・ジハード団：　エジプト
・イスラム集団：　エジプト
・イスラーム・マグリブ地域のアル＝カーイダ機構： 

アルジェリア
・武装イスラム集団：　アルジェリア
・モロッコ・イスラミック・コンバタント・グループ：

(Moroccan Islamic Combatant Group) 　モロッコ
・アル・シャバブ：(Al-Shabaab) 　ソマリア

・ボコ ・ ハラム：　ナイジェリア
・ジャイシュ＝エ＝ムハンマド： パキスタン ( カシミー

ル )
・ラシュカレトイバ： パキスタン ( カシミール )
・ ハ ラ カ ト ＝ ウ ル ＝ ム ジ ャ ヒ デ ィ ー ン：(Harkat-ul-

Mujahideen)　パキスタン
・パキスタン・ターリバーン運動： パキスタン
・インディアン・ムジャヒディーン： インド
・ イ ン ド 学 生 イ ス ラ ム 運 動：(Students Islamic 

Movement of India) インド
・ジャマアト＝ウル＝ムジャヒディーン：(Jamaat-ul-

Mujahideen) バングラデシュ
・ヘズブ・エ・イスラミ・グルブッディーン： アフガ

ニスタン
・ターリバーン： アフガニスタン
・ウズベキスタン・イスラム運動：　ウズベキスタン
・東トルキスタンイスラム運動：　中国 ( 新疆ウイグル

自治区 )
・ジェマ・イスラミア：　インドネシア
・ラスカー・ジハード（英語版）：　インドネシア
・アブ・サヤフ： フィリピン
・モロ・イスラム解放戦線： フィリピン
・パタニ連合解放組織：　タイ
・カフカース首長国：　ロシア

wikipedia.org/wiki/

預言の民として、今こそ、ダニエル、黙示録の大
預言書を研究して、最後の事件に備える時だと痛感
する。
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大医師イエス

｢ それから彼の家で、食事の席についておられ

たときのことである。多くの取税人や罪人たち

も、イエスや弟子たちと共にその席に着いてい

た。こんな人たちが大ぜいいて、イエスに従っ

てきたのである。パリサイ派の律法学者たちは、

イエスが罪人や取税人たちと食事を共にしてお

られるのを見て、弟子たちに言った、『なぜ、彼

は取税人や罪人などと食事を共にするのか』。 

イエスはこれを聞いて言われた、『丈夫な人には

医者はいらない。いるのは病人である。わたし

がきたのは、義人を招くためではなく、罪人を

招くためである』」マルコによる福音書 2:15-17。

今日のテーマは自分が病人であり、医者に助けを
求めている人のための話であります。

「『キリスト・イエスは、罪人を救うためにこの

世にきて下さった』という言葉は、確実で、そ

のまま受けいれるに足るものである。わたしは、

その罪人のかしらなのである」テモテへの第一

の手紙 1:15。

ほとんどの人が肉体的、精神的に調子が悪いと感
じて医者にかかったことがあると思います。病院に
行くと医者は「どんな問題があるんですか」と聞き
ます。「まあ、そんなに大きな問題ではないのですが、
どうも最近調子がおかしいと思って来ました」とそ
の人は答えるでしょう。

今日、そんな感じで大医師であられるイエス ･ キ
リストに来たとします。彼は我々に聞きます：「どん
な問題があるのですか」と。我々は、次のように答

えるかもしれません。

「まあ、たいしたことはないとおもうのですが、ど
うも時々かんしゃくを起こしてしまうんです｡ 感情
を抑制できなくて困ってしまうことがあるのです」｡
あるいは、

｢どうも食欲がコントロールできないので困ってい
るのです｣

｢最近呟き、不満がついつい口に出て他人に良い影
響を与えていないようなんです。対人関係で悩んで
います｣

｢先生、私の舌を制するのに困っているのです。告
げ口で他人を悩ますくせがあるらしいのです｣

｢この世の思い煩いが多くなりました。散漫なんで
す。どうも落ち着かず、不安なんです｣

｢先生、最近、気がめいって何にもやる気がないん
です｣

聖書による診断

大医師であられるイエスは、まず、診察を始めます。
最初に、医者は聴診器で心臓を調べます。そのよう
にイエス ･ キリストもまずは我々の心を診察されま
す。彼は、我々の生活の小さな問題に対処なさる前に、
根本原因はどこにあるのかを検査します。神の御霊

｜大医師イエス12
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は内なる心の動機を調べられます。忠実な真の証人
であられるお方は、こう判断をくだします：

「心はよろずの物よりも偽るもので、はなはだし

く悪に染まっている。だれがこれを、よく知る

ことができようか」と（エレミヤ書 17:9 ）。

心臓を調べてから、通常医者は、舌を調べます。
偉大なる医者イエス ･ キリストもこう言われます：

「ところが、舌を制しうる人は、ひとりもいない。

それは、制しにくい悪であって、死の毒に満ち

ている」ヤコブの手紙 3:8。

使徒パウロを通して、主は、すべての人－ユダヤ人、
ギリシャ人関わりなく－の状態を描写して次のよう
に言っています：

「彼らののどは、開いた墓であり、彼らは、その

舌で人を欺き、彼らのくちびるには、まむしの

毒があり、彼らの口は、のろいと苦い言葉とで

満ちている」ローマ 3:13、14 。

大医師は、また次のように言われます：

｢では、あなたの思いを調べましょうね」

「主は人の悪が地にはびこり、すべてその心に思

いはかることが、いつも悪い事ばかりであるの

を見られた」創世記 6:5。

これは、すべての人の心の思いです。生来の人の
心の思い、目的、欲望は、いつも悪いことばかりで
あるというのです。使徒パウロは言っています :

「なぜなら、肉の思いは神に敵するからである」

ローマ 8:7。

「あなたがたも、かつては悪い行いをして神か

ら離れ、心の中で神に敵対していた」コロサイ

1:21。

医者は必ず患者の過去の健康状態の経緯、遺伝を
調べます。同じように、我々も大医師に聞かれます。

｢ 見よ、わたしは不義のなかに生れました。わた

しの母は罪のうちにわたしをみごもりました ｣詩

篇 51:5。「悪しき者は胎を出た時から、そむき

去り、生れ出た時から、あやまちを犯し、偽り

を語る」詩篇 58:3。

「われわれはみな羊のように迷って、おのおの

自分の道に向かって行った。主はわれわれすべ

ての者の不義を、彼の上におかれた」イザヤ書

53:6。

罪は我々の魂にどれほどの損傷をもたらしたこと
でしょう。

｢ わたしに対して罪を犯す者は自分の魂をそこ

なうのだ ｣箴言 8:36､ 欽定訳 ｡

｢ ユダの罪は、鉄の筆、金剛石のとがりをもっ

てしるされ、彼らの心の碑と、祭壇の角に彫り

つけられている」エレミヤ書 17:1｡

我々の大医師は、我々の全生涯を読んで判断を下
されます。我々はそんなに悪い状態なのかと言いた
いでしょう。「私にはいくらか良いところ、良い性質
があると思う。やさしさや、道徳的な原則を持って
いるし、宗教心にも欠けないしそんなひどいことを
言われても」と自分では思うかもしれません。しかし、
ドクターイエスの診断はこうなのです：

｢ われわれはみな汚れた人のようになり、われ

われの正しい行いは、ことごとく汚れた衣のよ

うである。われわれはみな木の葉のように枯れ、

われわれの不義は風のようにわれわれを吹き去

る」イザヤ書 64:6｡

我々はドクターイエスに抵抗して「霊的に、道徳
的に少しは良いところがあるのではないですか」と
言うでしょう。真の証人は、悲しそうに、しかし、はっ
きり告げます：

「足のうらから頭まで、完全なところがなく、傷

と打ち傷と生傷ばかりだ。これを絞り出すもの

なく、包むものなく、油をもってやわらげるも

のもない」イザヤ書 1:6｡「罪を犯す者は、悪魔

から出た者である」ヨハネの第一の手紙 3:8｡

「あなたがたは自分の父、すなわち、悪魔から出

てきた者であって、その父の欲望どおりを行お

うと思っている。彼は初めから、人殺しであって、

真理に立つ者ではない。彼のうちには真理がな

いからである。彼が偽りを言うとき、いつも自

分の本音をはいているのである。彼は偽り者で

あり、偽りの父であるからだ」ヨハネによる福

音書 8:44。

13
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イエスのあかしから

更なる綿密な診断

現代は、CT スキャンとか、MRI などと綿密な診断
機器ができていて、隠れた病巣までかなり分かるよ
うになっています。

我々の病状があまりにもひどく、目も悪くなり、
耳も悪くなっていて、神の言葉を聞くに鈍く、その
使命を悟れないので、主はあわれみのうちに我々に
預言の霊を与えられました。診断であやまちをおか
したら正しい治療はできません。では、聞いてみま
しょう。

「生まれながらの心はイエスにある真理に対する

憎しみに満ちあふれている」ML 261｡

我々は真理を愛していると誇ってはいないでしょ
うか。しかしながら、生まれながら心は真理に対す
る憎しみに満ちていると言われるのです。そればか
りでなく、イエスに対する愛もないのです。

「人間の心は、利己的で、罪深く悪性である」（RH 

1885/5/5）。

「人の心の中には生まれつきの利己主義と腐敗が

あり、それは徹底的な訓練と厳しい抑制によっ

てのみ克服されるものである。それでも長年の

忍耐強い努力と熱心な抵抗が要求される。神が

貧窮状態を経験することをゆるし、困難な立場

に置かれるのは、我々の品性の欠点が現わされ

荒々しさがなめらかにされるためである」4T 

496｡

｢ 人間は、神の律法を犯した時に、その性質は

邪悪となり、サタンに敵対するのでなく、協調

するようになった。罪人と罪の張本人との間に

は、当然、なんの恨み (敵意）もない (欽定訳 )｣

大争闘下 243。

「生来の心は神のことや、天や、天の事物につい

て考えることを好まない」家庭 580。

「人の性質には、悪への傾向（bent）、すなわち

自力だけでは抵抗し得ない一つの力が働いてい

る」教育 21｡

「罪の故に彼の子孫は、生来の不従順の傾向

をもって生まれてきた」スタディバイブル

(新 )207。

｢( 我々は）サタン自身と全く同じく、どうする

こともできない状態にある」スタディバイブル

新 338。

上記の霊感の言葉は、我々自身のことを言ってい
るのではないでしょうか ?

しかし、たいてい罪という病にどれほど深く侵さ
れているかということを知らないために、大医師の
治療の必要も感じないのです。

「彼らは自らの罪への傾向を悲しむべきであり、

内面の堕落と外側の誘惑からくる危険性を悲し

むべきである。彼らは罪の恐ろしさについて非

常に弱い認識しか持っておらず、罪を構成して

いるものについては、ほとんど知らないという

ことを恐れるべきである（Letter 13, 1893 年）」

スタディバイブル (新 )517。

カルバリーの十字架による診断

天において罪が最初に生じたときに、ルシファー
はそれが、どれほど恐ろしい､ 悪性の病であるかを
知りませんでした。彼は、罪を何か望ましいもの、
エホバの律法を改善すべきものかのように提示した
のです。天使の三分の一が、罪は彼らをもっと高い
境地に置き、高貴なものにすると思ったのです。エ
バもそう思わせられて、禁断の木の実を食べたので
した。神の御子が、堕落し罪の淵に陥った人類をご
覧になったとき、罪たるものが何であるかというこ
とについてだまされてしまったことを知りました。
人間の心に奥深く沁み込んだ病巣を知らしめるため
にできることはたった一つしかありませんでした。
それは、御子自身がこの地上に下ってきて神の無限
の愛を見せること、そして人間の心にあるものを摘
発して見せること以外にありませんでした。

主イエスの地上での働きは三年半しかありません
でした。人類は、それ以上長く命の光に耐えること
はできませんでした。神の御子の命を押し潰すため
に人間と悪魔が同盟しました。イエスは、彼らの心
に何があるのかを選民に知らせようとしました。す
ると彼らは、「あれはあと取りだ。さあ、これを殺し
てしまえ」と言ったのです（マタイ 21:38）。主は悲
しみのうちに、彼らは、彼らの父の精神、初めから

14 ｜大医師イエス
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殺人者、悪魔の精神を持つものだと言われました。（ヨ
ハネ 8:44）。十字架の光に照らして、初めて罪の真の
性質が分かるのです。

｢ カルバリーの十字架に、愛と利己心が向かい

合って立った。ここにこの両者の最高のあらわ

れがあった。キリストは慰め、祝福するためだ

けに生活された。ところがサタンはキリストを

死なせることによって神に対する憎悪という悪

意をあらわした。サタンは彼の反逆の真の目的

が神をみ座から退けることと、神の愛を現わさ

れたキリストを滅ぼすこととにあることを明ら

かにした ｣1 希望 46。

｢ サタンは自分の仮面が引きはがされたことを

知った。彼の統治は堕落していない天使たちと

天の宇宙の前に公開された。彼は殺人者の正体

を現わした ｣3 希望 286。

｢ すべての者の上に神のみ子を十字架につけた

罪がおかれている ｣3 希望 263。

｢ 我々が罪を犯すたびに、イエスは新たな傷を

受けられる ｣２希望 4。

聖書が、心はよろずのものより偽るもので、はな
はだしく悪に染まっていると言っているのも無理も
ないことです。神の御子を殺した恐ろしい犯罪がす
べてのものに置かれているのです。カルバリーは、
真理に対する憎しみが生まれながらの心に存在して
いることを明らかにしています。

｢ 罪の存在は説明のできないものです。だから誰一

人、自分をカルバリーから来る光にあててみるまで、

また自分自身を罪人として魂の苦々しさの中に嫌悪

するまでは、神を知ることができません ｣TM264-5｡

病院に行くと、医者は、潜んでいる病巣を患者が
納得するために、レントゲンをあてて親切に見せて
くれます。

我々は、人間の心の奥に潜んでいる罪の腫瘍を十
字架の光で見せられるまでは、自分自身を本当に知
らないし、神も知らないのです。罪は、反逆です。
憎しみです。神を殺す精神です。これが我々のほん
とうの罪の性質なのです。この事実を知らない我々
のためにイエスは祈られました：「父よ、彼らは何を
しているか分からないからです」と。確かに我々は
ある程度正しくないことを知っています。しかし、
罪という恐ろしい病の真の性質を知っていません。

正しい診断の重要性

聖書の光、預言の霊の光、カルバリーの十字架の
光を使って、大医師イエスは私たちに有罪と宣告な
さいます。忠実な真の証人は真実な診断をなさいま
す。真実な診断をしてもらうことは、非常に重要な
ことです。なぜなら、まやかしの医者たちもいるか
らです。彼らはどうするでしょうか ?　

｢ 彼らは、手軽にわたしの民の傷をいやし、平

安がないのに『平安、平安』と言っている ｣ エ

レミヤ書 6:14｡

都会から田舎に移ろうとしていた若夫婦を思い出
します。その時には、奥さんの体に少しの異変が起
こっていました。医者はたいしたことはないと告げ
ました。簡単な手術をすることになり、医者は数分
で嚢

のうしゅ

腫を取り除きました。すべてはうまくいったか
のように見えました。しかし、頭痛を感じるように
なったころには問題が頭脳に広がっていたのでした。
致命的な悪性の病気が体中に潜んでいたのです。し
かし、医者は、嚢腫だけを見て正しい診断をしてい
なかったのです。患者を治そうと試みていましたが、
平安がないのに平安、大丈夫と言っていたのです。
私は患者の夫から妻が亡くなったと知らせる手紙を
もらいました。

ある人は、人の心が、霊感の書が言っているよう
に、はなはだしく悪に染まっているということが信
じられません。神様を信じると告白していなくても、
親切で優しい人たちがいるではありませんか。家族
を愛し、礼儀正しい人々がいます。どうして聖書は

15大医師イエス｜
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そんなきびしい、罪人という不快語を使うのかと感
じる方もいるかもしれません。そのような人は、ちょ
うど呼吸をしながら空気を意識しないように、神の
御霊がこの世界を囲んでいることを意識しないだけ
なのです。もし、創造主なるキリストが天の聖所の
奉仕を止められ、人間からその抑制力を引き上げら
れたら、人間の心の中の深みにあるあらゆる悪の要
素が噴出することでしょう。そうすれば、地上は、
かつてない大虐殺場と化すでしょう。そこには人間
の愛情というものなどはないでしょう。エルサレム
滅亡の時に起こったように、母が自分の子を食べる
ようなことが起こるでしょう。毎日楽しんでいた祝
福は、我々自身のものでなく、我々の大祭司なるイ
エスに属するものであったことに気がつくでしょう。

アブラハムからの教訓

どうして聖書はこれほど人間の罪深さを強調して
いるのでしょう ?　我々を失望させるためでしょう
か ?　断じてそうではありません。それは、我々の大
医師を紹介するためなのです。このことは、我々が
まず最初に学ばなければならない教訓なのです。ア
ブラハムはこの教訓を教えられました。彼が 75 歳の
時です。神が来られて、男の子が与えられると言わ
れました。この経験によって神はアブラハムに信仰
による義を教えようとしておられました。一つの問
題がありました。彼の妻、サラは、子供を産む年齢
を過ぎていたのです。アブラハムは、サラに頼るこ
とはできません。しかし、アブラハムにはまだ一つ
の望みがありました。それは彼自身に頼ることでし
た。アブラハムは、ハガルを妻とするようにとのサ
ラの提案を飲んだのです。そうしたときに、彼は男

の子を得ることができました。しかし、神はその子
を受け入れられませんでした。神は「この子を受け
入れない。サラが子供をもうけるであろう」と言わ
れました。神はアブラハムがもっと年をとるまで待
ちました。

聖書を読んでみましょう：

｢ 彼は望み得ないのに、なおも望みつつ信じた。

そのために、『あなたの子孫はこうなるであろう』

と言われているとおり、多くの国民の父となっ

たのである。―すなわち、およそ百歳となって、

彼自身のからだが死んだ状態であり、また、サ

ラの胎が不妊であるのを認めながらも、なお彼

の信仰は弱らなかった」ローマ 4:18-19。

アブラハムは全く望みのない状態にありました。
サラにも彼自身にも望みがない、ただ窮地にあって
神のみに希望を置くほかはなかったのです。

｢ 彼は、神の約束を不信仰のゆえに疑うような

ことはせず、かえって信仰によって強められ、

栄光を神に帰し、神はその約束されたことを、

また成就することができると確信した。だから、

彼は義と認められたのである」ローマ 4:20-22。

我々も同じ教訓を学ぶ必要があります。それは、
我々のうちには何の希望もないということです。

だれも自分自身のうちに慰め、希望はありません。
神の前に我々の罪に染まった腐敗した心以外に提示
するものはありません。

健常者には医者はいりません。必要とするのは病
人です。イエスは義人を招いているのではなく、罪
人が悔い改めるのを招いておられるのです。彼は大
医師です。私の主治医です。「キリストに我々が望み
を持つのは、我々が罪人だからです」（教役者への証
265）｡ これがイエスに対する我々の肩書です。この
ことのために私はむしろ、この希望を持つ罪人であ
りたいのです。神のみ座の周りにいる天使であるこ
とよりも｡ 神はみ座の周りの天使たちを愛しておら
れます。しかし、我々のために行使された無限の愛
を誰が知り得るでしょうか ?　

「自分の罪深さをみとめる者だけが救い主のとう

とさをみきわめることができるのである」2 希

望 296。

16 ｜大医師イエス
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大医師のいやす力

イエスは大医師です。我々の罪深い心に触れるこ
とからしりごみなさいません。汚れたあのらい病人
は、大医師をさがしまわりました｡ 群衆は「けがれ
た者、汚れた者」との叫びにみな後ずさりしました。
汚れた者から逃れたのです。しかし、イエスだけは、
避けませんでした。彼はらい病患者に近づき、朽ち
果てていく彼の肉に手を置かれました。それでいて
汚染されませんでした。らい病患者はいまわしい病
から癒されました。そのように、癒しを叫び求める
魂の声に近づかれるのです。我々の必要を認めて、
ギレアデに乳香があり、大医師がそこにおられるこ
とを確信しようではありませんか。彼こそが癒しを
もたらす義の太陽であられます。その翼をもって立
ち上がります。癒しをもたらすために近づかれます。
彼のみ前に遠慮なく近づこうではありませんか。

｢ イスラエルよ、あなたの神、主に帰れ。あな

たは自分の不義によって、つまずいたからだ。

あなたがたは言葉を携えて、主に帰って言え、『不

義はことごとくゆるして、よきものを受けいれ

てください。わたしたちは自分のくちびるの実

をささげます。アッスリヤはわたしたちを助け

ず、わたしたちは馬に乗りません。わたしたち

はもはや自分たちの手のわざに向かって ｢ われ

われの神 ｣ とは言いません。みなしごはあなた

によって、あわれみを得るでしょう』。わたし

は彼らのそむきをいやし、喜んでこれを愛す

る。わたしの怒りは彼らを離れ去ったからであ

る ｣ホセア 14：1 － 4｡

｢ 主はあなたのすべての不義をゆるし、あなた

のすべての病をいやす ｣詩篇 103:3

我々は哀れな、みじめな、貧しく、盲目で、裸の
ものです。我々は主に近づけと言われています。実
際は、イエスの引き付ける愛の紐をつかんで応答す
るという意味です。なぜなら、聖書は「神を求める
人は一人もいない」( ローマ 3：11）と言っています。
我々が彼を求めるのではありません。アダムとエバ
は罪を犯してからは、神を求めようとしませんでし
た。かえって神の臨在から逃げたのです。我々の必
要に答えて、主が私たちを探しておられるのです。
愛する者を訪ねて探しているのは主です。「見よ、わ
たしは戸の外に立ってたたいている」と言われます。
主は我々の状態を知っておられます。彼は薬を持っ
ておられます。彼は我々の創造者です。喜んで癒し
たいのです。罪の難病を癒すことが彼の喜びなので
す。

｢ ギレアデに乳香があるではないか。その所に

医者がいるではないか。それにどうしてわが民

の娘はいやされることがないのか」エレミヤ書 

8:22。
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1818 ｜聖書から見るエジプト考古学

ツタンカーメン王の墓の発見

は、世紀の一大発見であると

言われている !

これからの学びは、エジプトの歴史がいかに聖書
に書かれている歴史と密接に関係しているかという
ことを見ていきたいと思います。これからご一緒に
エジプトの地へ旅をしてみたいと思います。

聖書に「出エジプト記」というのがあるのですが、
その研究をしていくにあたって、この「出エジプト
記」というのは聖書の中でも驚くべき物語が書かれ
ている箇所であることがわかります。多くの人から、

「それでは、古代エジプトの歴史で聖書に書かれてい
る部分がどこにあてはまるのか」という質問が挙がっ
て来ます。エジプトに残っているいろんな遺物・遺
跡などは聖書の「出エジプト記」について語ってい
るところはありません。そして多くの専門家・学者
たちも、聖書の記述の信憑性について疑いを持って
います。しかし、ある学者が非常に重要な点を指摘
しています。エジプトの歴史の遺物―今日発見され
ているものは、実際にあったもののほんの一部にす

ぎないということです。まず、最初に申し上げたい
のは、聖書に書かれている歴史というのは非常に正
確で真実の物語だということです。

聖書の中にヨセフという名の人物が出てきます。
彼はまだ若い時－十代の頃だったと思いますが、お
兄さんたちによって奴隷としてエジプトに売り飛ば
されてしまいました。しかし、神さまの驚くべき摂
理を通してエジプトの総理大臣にまで後々上り詰め
ました。ヨセフを総理大臣に任命したエジプトの王
―パロは、「わたしはあなたをエジプト全国のつかさ
とする」（創世記 41:41）と言いました。かつてエジ
プトというのは非常に肥沃な土地でありました。あ
る時神様がパロに夢を見させて、そのうち大飢饉が
やって来るということをお示しになりました。いよ
いよ飢饉がやって来て、そのさなかヨセフのお兄さ
んたちが食物を求めてエジプトにやって来ました。

細かい部分までお話しする時間はないのですが、
非常に驚くべき物語であります。その結果、ヨセフ
とお兄さんたちが再会し、故郷のお父さんも含めて
家族全員、飢饉の間エジプトに引っ越してきて、そ
の難を逃れるようにとヨセフは彼らを招き入れまし
た。この飢饉というのは 7 年間に及ぶものでした。
神様からあらかじめ示されていたヨセフは、この飢

聖書から見るエジプト考古学
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ツタンカーメンとは誰か ? 

ヨセフ ､モーセの史実の証拠 ?

ロス ・パターソン
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饉に先だってエジプトで収穫された穀物をはじめと
するいろんな食料を蓄えておきました。そしてエジ
プトにいる間にヘブル人が増え広がってどんどん成
長するように、というのが神様の御計画でした。

では、エジプトの歴史でこのような大飢饉が実際
にあったという記録が残っているでしょうか？聖書
以外にも、エジプトにそのような記録を残している
考古学的な遺物が見つかっています。ナイル川のと
ころどころに島があり、その島のひとつにある記念
の石碑が見つかっています。その石碑には、岩に文
字で何かが書かれています。私の友人レンナート・
モーラー博士は、出エジプトの物語について詳細に
わたる歴史的な史実と聖書の記述を重ね合わせて本
を書いた人です。その本にも記されていますが、こ
の石碑にエジプトに 7 年にわたる飢饉があったとい
うことが記されているのです。

この飢饉の最中のファラオ（パロ）の名前が記さ
れていまして、ジョセル（Djoser）王といったそうで
す。その人がサッカラ（エジプトにある古代の埋葬地）
を築いた王様でした。聖書の記述と重ね合わせると、
このジョセル王の第一の部下としてヨセフがそこに
いたはずなのです。実際にジョセル王の第一の部下
―総理大臣の木の像が見つかっています。エジプト
ではこの人の名前は「イムホテプ」と呼ばれている
そうです。イムホテプという人物は、エジプトでは
階段状になったピラミッドの設計者として知られて
います。この階段状のピラミッドというのはエジプ
トでも最も古い部類に属するピラミッドなのです。
このピラミッドの周囲をしらべてみますと、非常に
興味深い特徴が分かっています。このピラミッドか
ら南の方に大きな貯蔵庫が見つかっています。その
貯蔵庫の入り口から中に入って行きますと、長い廊
下が見えてきます。両側には小部屋があちこちにあ
ります。

聖書の記述によりますと、飢饉の間に近隣諸国か
ら大勢の人たちが食料を求めてエジプトにやって来
たとあります。そういう人たちに食料を販売するた
めのそういう場所があったはずです。それは食料を
買いに来た人たちに販売するのに適した構造になっ
ています。穀物を買いに来た人たちに、役人たちが
それぞれの部屋で応対する構造になっています。そ
れぞれ担当の役人にお金を払って一番奥で穀物をも
らえるという形になっているのです。この貯蔵庫の
一つは、広さがここの舞台（演壇）くらいあります。

何年分もの食料を蓄えるのに適した大きさになって
います。食料に飢え、痩せこけた人たちが食料を求
めて並んでいる様子を描いたエジプトの芸術作品が
あります。

飢饉の間、エジプトだけではなく周辺諸国もその
ような大飢饉に苦しんでいたのですが、神の民であ
るイスラエル民族は、エジプトに移って来てゴセン
という地に住まわせられました。ゴセンの地はナイ
ル川のデルタ地帯に位置しています。ナイル川があ
り、海に流れ着く直前にデルタ状にいくつもの川に
広がっているのです。エジプトのパロはイスラエル
の人たちに肥沃な土地であるゴセンを分け与えまし
た。今日そこに訪れてみても非常に肥沃な土地であ
ることが分かります。穀物などを育てるのに非常に
適した場所です。家畜を飼うのに、地理的に、気候
的に適した場所になっています。

出エジプト記の時代にカナンの人たちがそこにい
たという何らかの考古学的な証拠は見つかっている
のでしょうか？ 1966 年からオーストラリアのマンス
フレッド・ビータック博士がこのデルタ地帯を調査
していました。そこに聖書の年代に匹敵するくらい
古いある村の跡を発見しました。発掘された村の跡
に、米を育てる田んぼの跡も見つかっています。そ
して、そこで発見された建物の跡は通常古代エジプ
ト人が造った建物とは異なるものでした。しかしエ
ジプトの政治情勢はいろんな厳しい状況があったよ
うで、博士は発掘し調べた後は、次の年までその跡
を土で覆い隠すことを繰り返したそうです。イスラ
ム・アラブ諸国で聖書に則った出エジプトの証拠を
調査するというのは、非常な困難があったそうです。
イスラムの人びとやアラブ人はユダヤ人の歴史を証
明するのに全く協力しようとはしません。

出エジプトの物語に関係していそうな墓で見つ
かったある絵画を皆さんに紹介したいと思います。
ベニ・ハッサンという墓が見つかっているのですが、
この墓の壁にイスラエルからヘブル人たちがやって
来た様子を彷彿させるような絵が見つかりました。
通常私たちが考える典型的なエジプト人の格好をし
ていますが、上の段にはセム族にあたる人たちが並
んで描かれています。動物を連れている人物の頭の
上に字（象形文字－ヒエログリフ）が書かれていて、
解読すると「神の民（ザ・アモ）」と書かれているそ
うです。別の絵も聖書の物語と関係しているのでしょ
うか？ヨセフがエジプトに売られる前の幼い頃カナ

聖書から見るエジプト考古学

19



2020 ｜聖書から見るエジプト考古学

ンの地に住んでいた時、父親のヤコブがいろんな色
の混じった上着をプレゼントしたという記録があり
ます。父親がその子供を非常に大切にしているとい
うことを表わした特別な上着であったのです。この
墓の壁に描かれている女性たちもカラフルな衣服を
まとっています。

それから聖書を見てみますと、後にヨセフが総理
大臣として務めていたのですが、その死後しばらく
して、ヨセフのことを知らない新しい王がエジプト
に起こったと書かれています（出エジプト 1:8）。そ
の王様によってイスラエルの人びとが虐げられ、奴
隷となって煉瓦などを作る作業に携わるよう強制労
働させられました。第 18 王朝の墓の絵に、わらから
煉瓦を作っている奴隷が描かれています。当時のエ
ジプト人たちがどのように煉瓦を作っていたかを克
明に見ることができます。エジプトには粘土質の壁
がいくつも見つかります。エジプトではパピルス紙
の中に奴隷たちの名前を記したものが見つかってい
るそうです。そのパピルス紙に書かれていた奴隷た
ちの名前のうち 79 名はエジプト人の名前ではなくて、
セム族（ヘブル人）の名前だったそうです。

神様は奴隷になって苦しんでいたご自分の民を、
エジプトから救出なさる計画を持っておられました。
ある時パロの娘がナイル川にやって来たら籠の中に
赤ん坊を発見したのです。その子供がモーセと名付
けられました。ヘブル人が増え広がるのを恐れて赤
ん坊を皆殺しにしろと王様が命じたのですが、その
赤ん坊を守るためにモーセの母親は籠に赤ん坊を隠
してナイル川に流したのです。パピルスで作った籠
であったと聖書には書かれています。エジプトのカ
イロ博物館に、モーセの籠に非常に似通ったパピル
スを編んだ籠が展示されています。結果、モーセは
パロの娘の養子として迎え入れられました。エジプ
トにちょうどその頃の時代の彫刻が見つかっていて、
赤ん坊を抱いている王女の様子（王妃とモーセ？）
が描かれています。その時の物語も書かれていて、
これは川の神様の贈り物だったと書かれています。

実際モーセという名前はエジプト語で「水から
引きあげられた者」という意味があります。そして
この男の赤ん坊が後に大きくなった時のエジプトに
残っている記録によりますと、その赤ん坊が成人し
てからの彫刻があり、トットモーゼス 2 世という名
だということです。この彫像の特徴として興味深い
点はこの人物の鼻が通常のエジプト人よりかなり大

きいという所であります。エジプト人を描いたいろ
んな彫像の中でもこれは特に特徴があります。この
人物はエジプト人であったのでないかと思わされる
ような様子であります。この特徴はどちらかという
とセム族－ユダヤ人に当てはまるものです。ですか
ら、トットモーゼスという名前からも、これが聖書
で記されているモーセではなかったのかと思わされ
るのであります。

モーセはある時エジプト人を殺してしまって、そ
の殺人罪のためにエジプトから逃亡することになり
ます。それから後ミデアンの地に行って羊飼いにな
りました。それからさらに何年もの月日が経ってか
ら、神さまがモーセをエジプトに遣わして、その時
のパロに会うようにと言われました。そしてパロに
ヘブル人の奴隷をエジプトから出させるようにと要
請するのですが、それをパロは断ります。パロを説
得するために、神さまが 10 の災いを送られたと聖書
には記されています。そのような災害がエジプトを
襲ったという記録を、聖書以外のものから探すこと
が出来るでしょうか？イピュワーパピルス写本の中
にエジプトで災害が起こった様子が記録されている
そうです。しかも実際にその災いが起こった時、エ
ジプトに住んでいた人の立場から記録されているそ
うです。そのことがパピルス紙に書かれています。

パピルスはかつてエジプトに多く存在しました。
パピルスからどのように紙を作ったか、デモンスト
レーションしてくれる場所がエジプトにはあります。
オランダの博物館にそのパピルス紙の記録の一部が
展示されているそうです。このパピルス紙の記録を
皆さんに紹介したいと思いますが、皆さんそれをお
聞きになって、聖書の記述と比較して頂きたいので
す。

このような記述があります（イピュワーパピルス紙）：

・イピュワー 2:3「悪疫（伝染病）は国中にまん延し、
いたるところ血である。」

・イピュワー 2:9「川（ナイル川）は血だ。人々はしり
ごみし…水に渇く。」

聖書の記述と比べてみましょう。（出エジプト 7:20、
24）：

・「…川の水はことごとく血に変わった｡ …」

・そして川の水が血に変わった結果、「すべてのエジプ
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トびとはナイル川の水が飲めなかったので、飲む水
を得ようと、川のまわりを掘った」とあります。

このパピルス紙には家畜が疫病に苦しんだ様子も
描かれています：

・イピュワー 5:5「すべての動物の心は嘆き悲しむ。家
畜はうめき声をあげる。」

次は聖書の記述ですが、（出エジプト 9:3 新改訳）：

・「見よ、主の手を持って、野にいるあなたの家畜、す
なわち馬、ろば、らくだ、牛、羊の上に非常に激し
い疫病がおこる」とあります。

この発見されたパピルス紙には火についても書か
れています：

・イピュワー 9:23「火は地をはせめぐった。雹が降り、
雹の間に火がひらめき渡った。」

火の混じった雹が降ったというのは非常に奇妙な
現象だと思うのですが、

聖書を見ても同じような出来事が記されているの
です。（出エジプト 9:23、24）：

　・「主は雷と雹をおくられ、火は地に向かって、はせ
下った。こうして主は、雹をエジプトの地に降らさ
れた。そして雹が降り、雹の間に火がひらめき渡っ
た。」

パピルス紙にはこのような記述もあります：

・イピュワー 6:1「木の実も青物も見当たらない…。あぁ、
地上の雑音が途絶えたかのごとく、動乱（わめき叫
ぶ声）はもはやない。」

・イピュワー 4:14「木々は滅び、枝は裸にされた。」

聖書にもイナゴの大群がエジプトに襲ってきて：

　「…雹の打ち残した木の実を、ことごとく食べた…」
（出エジプト 10:15）とあります。

この発見されたパピルス紙に聖書の記録と同様
の出来事が記録されているのをご覧になれましたで
しょうか？まだまだあります。

そのパピルス紙にはこのような記述もあります：

・イピュワー 9:11「地には光がない。」

聖書には（出エジプト 10:22）：

・「…濃いくらやみは、エジプト全国に臨み三日に及ん
だ。」

それから、このパピルス紙には多くの人が死んだ
様子も描かれています：

・イピュワー 2:13「地にその兄弟を置くこといたると
ころにある。」

・イピュワー 3:14「嘆きとうめき声がどこにもある。」

このパピルス紙の記述も聖書の記述と一致してい
ます（出エジプト 11:4、5）：

・「真夜中ごろ、私はエジプトの中へ出て行くであろ
う。エジプトの国のうちのういごは…みな死ぬであ
ろう。」

そして聖書によると、この死が全ての家庭を襲っ
たということが分かります（出エジプト 12:30）。

・「それでパロとその家来およびエジプトびとはみな夜
のうちに起きあがり、エジプトに大いなる叫びがあっ
た。死人のない家がなかったからである。」

この最後の災いの結果、パロはヘブル人に「エジ
プトから出て行きなさい」と許可を与えました。モー
セはエジプトを出て行く前に、ヘブル人たちに「エ
ジプト人のところへいって、長年奴隷として仕えた
のだから、報酬をもらって来なさい」と言いました。

このような記述がパピルス紙にあります：

・イピュワー１「どこもかしこも略奪者。しもべは見
つけしだい何でも手にいれた。」

・イピュワー２「真に、貧しいものが裕福になった。」

・イピュワー３「金、銀、宝石は女奴隷の首につけら
れた。」

・イピュワー５「（今や自由の身になった）奴隷たちは
地にあふれた。」

・イピュワー 10「王の金庫は今や一般人の物となった。」

聖書に同様のことが記されている箇所があるので
す（出エジプト 12:35、36）：

「イスラエルの人々はモーセの言葉のようにし

て、エジプトびとから銀の飾り、金の飾り、ま

た衣服を請い求めた。……こうして彼らはエジ
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プトびとのものを奪い取った。」

このパピルス紙に記録されていることは、聖書に
記録されているものと全く同じ出来事について述べ
ているということが分かるわけです。

出エジプトという出来事は本当にあった歴史的
事実なのでしょうか？聖書は出エジプトが実際に起
こった時についても示しています。列王記上 6:1「イ
スラエルの人々がエジプトの地を出て後四百八十年、
ソロモンがイスラエルの王となって第四年のジフの
月…」という記述があります。これは聖書に載って
いる年代の数字なのですが、そこから出エジプトが
なされた年代を計算することができるようになって
います。「ソロモン王の第四年」の年代を知ることが
できれば、そこから 480 年引けば出エジプトの年代
も知ることができるようになっているわけです。

ソロモン王が王位に就いたのが、紀元前 970 年で
あったことが分かっています。だとすれば、その即
位から第４年というと紀元前 966 年だったというこ
とになります。そこから 480 年さかのぼればいいの
です。すると紀元前 1446 年という年代が出てきます。
この時期というのはエジプトの第 8 王朝の時代になっ
ています。この第 8 王朝時代エジプトで興味深い事
件が起こっているのです。トットモーゼス（トトメ
ス）4 世の碑文に、トットモーゼス 4 世が王様になっ
て、その息子がツタンカーメンと呼ばれたそうです。　　
少しだけツタンカーメンについてお話します。この

人の墓がほとんど元のしっかりした状態で発見され
ているので、彼は非常に有名な人物となっているの
です。ほとんどの歴代ファラオ ( パロ ) の墓はすでに
荒らされてしまったか、まだ見つからないでいるわ
けです。このツタンカーメンの情報が多く出回って
いる理由は、彼の墓がほとんど荒らされない状態で
見つかったからであります。なかなか見つからない
で荒らされなかった理由は、ツタンカーメンの墓の
上にいろんな小石が積まれて、それで塞がれていて
長いこと見つからなかったのです。ツタンカーメン
の墓でいろんなものが見つかっています。純金で造
られた棺や純金の大きい収納庫のようなもの、当時
のエジプトがどのようなものであったかを彷彿させ
るいろんな小物も見つかっています。金で出来たも
のも多く残っています。

その中に当時エジプトの軍隊で使われていた馬車
（戦車）も見つかっています。ある物は比較的進んだ
ものと思われます。ツタンカーメンの王座があり、
それにはツタンカーメンとその妻の絵も描かれてい
ます。純金の第 2 ひつぎがあり、それを開くと第 3

ひつぎが出てきました。ツタンカーメンが個人で所
有していたと思われるものもあります。刃物も見つ
かっています。２本ありまして、一つは金で出来て
いて、もう一つは鉄で出来ています。鉄の刃物の方
が金の刃物よりもっと高価なものだったと思われま
す。なぜなら当時、鉄で刃物を作ることは技術的に
金より困難だったからです。ですから、当時は金の

刃物よりも鉄の刃物の方
が高価だったと思われる
わけです。ツタンカーメ
ンのサンダルは金で出来
ています。

ツタンカーメンのミ
イラがあります。この頭
蓋骨をエックス線で調べ
てみますと、骨の一片が
頭蓋骨から離れて中で見
つ か り ま し た。「 あ ぁ、
これでツタンカーメンの
死因が分かったぞ」とな
りました。この骨の破片
というのは後頭部から
来たものと思われます。
誰かが後ろから襲いか
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かり、ツタンカーメンの後頭部を打ち叩いて、その
時の衝撃で骨の破片が中へ入ったものと思われます。
それに基づいた「ツタンカーメンの殺害」という本
が書かれました。頭蓋骨内で見つかった骨の破片と
いうのは、後ろから後頭部を殴った時の衝撃で外れ
たものなのだろうかという謎が残っています。その
本によると「もしそれが事実だとしたら、出血した
跡が CT スキャンで見つかるはずだ」というのです。
出血した後（血腫）を CT スキャンでみつけることが
できるはずだというわけです。2005 年にその調査が
なされました。後頭部に傷の跡があるかどうか綿密
に調べられたわけです。そうすると何も見つかりま
せんでした。

今ではツタンカーメンの頭蓋骨の中で見つかった
骨の断片は鼻から来ているのではないかと言われて
います。死後、死体を保存するためにミイラにしま
す。その時に薬剤を鼻から注入するそうなのですが、
その時骨が外れて頭蓋骨まで入ったのではないかと
考えられています。ミイラ化する時に、鼻から脳ミ
ソなどを吸い出すそうです。調査の結果、後頭部を
殴られて死んだのではないということが分かりまし
た。だとすれば、足を骨折してその合併症で亡くなっ
たのではないかということになりました。調べると
足の骨の一部が骨折していたことが分かったのです。
しかし、ツタンカーメンの墓を発見したハーワード・

カーターたちが持ち上げた時にひびが入っただけか
も知れません。最近になって「ツタンカーメンの死
因はマラリアではなかったか」という説も挙がって
います。いろんな推測がなされていますが、本当の
死因はまだ分かっていません。

ここで興味深い説を紹介したいのですが、この死
因というのは聖書から、実は見ることができるので
す。ツタンカーメンの頭蓋骨がありますが、この頭
蓋骨を元にどういう様相をしていたかということが
最新のテクノロジーで復元されました。これを行っ
たのが「ナショナル・ジオグラフィック」でありま
した。ツタンカーメンは結構若くして亡くなったと
いうことが分かっています。彼の死因を突きとめる
鍵が、エジプトではなくて、エジプトからもっと離
れた場所で見つかっています。それが、ヒッタイト
の記述から見つかっているのです。ヒッタイト記述
によるとツタンカーメンの妻がヒッタイト王に手紙
を書いた記録が残っています。そのことがヒッタイ
トの粘土板に記録されているのです。これは今でも
トルコのイスタンブールの博物館に展示保管されて
います。

ヒッタイト帝国は今のトルコにありました。エジ
プトがあり地中海の西をまわってカナンの地で、現
在イスラエルと呼ばれている所ですね。その北の方
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に行きますと、現在のトルコに至ります。当時最も
権力を有していた国がエジプトでした。しかし、そ
の頃ヒッタイト人も権力を増してきていたのです。
エジプト人とヒッタイト人が実際に戦いを交わすこ
ともあったのです。ある日ヒッタイトの王様がエジ
プトのツタンカーメンの妻から手紙をもらいます。
そういうことがあったとヒッタイトの歴史に残って
いるのです。粘土板の中にこのような記述がありま
す：

「なぜならば…彼らの主君ニブフルリア（ツタン
カーメン）が亡くなったばかりで、エジプトの王妃
は未亡人となってしまったので、特使をわが父に遣
わし、つぎのような手紙をよこした。…」とありま
す。その手紙の内容が次のように載っています。「わ
が夫は死に、私には息子がありません。人々はあな
たは多くの息子を持っているだろうと言います。( あ

なたには多くの息子がいると聞いています )。もしあ
なたの息子の一人を私のもとに送って下されば、彼
はわが夫となりましょう」。このようなメッセージを
受けたヒッタイトの王様はすぐに会議を開きました。
そしてヒッタイトの王様は言いました。「大昔からこ
のかた、このようなことは起こったことがない。」…
彼は侍従ハツ・ジティを急きょ送ることにしました。

「行って、お前が信頼できる情報を私のもとにもって
こい。」…これが何かの企みなのか真実なのかを調べ
て来いと部下をエジプトに送ったわけです。「わたし
をだまそうとしているのかもしれない。そして彼ら
は王子が必要なのかどうか、信じるに値する資料を
持って帰ってくるように」。ヒッタイトの王様たちに
とってこれは奇妙な状況でありました。

これがどんなに異常な状況だったかと言いますと、
ある例を挙げましょう。エジプトは当時勢力が最も
大きな国でした。日本政府がアメリカ政府から手紙
をもらったと想像してみて下さい。「オバマ大統領が
死んでしまいました。あなたたちの中から誰か優秀
な政治家をアメリカに送って、アメリカの大統領に
させて下さい」と。そういう手紙が来たら、日本で
どのようにこれが受け止められるでしょうか？深刻
に捉えられるでしょうか？それほどヒッタイトの人
たちはある意味困惑したわけです。

ヒッタイトからエジプトに特使が送られた後に、
エジプトの女王が再びヒッタイト王に手紙を送りま
す。ツタンカーメンの妻がこのように言いました。

「なぜあなたは『彼らはわたしをだまそうとしている』

というような言い方をなさるのですか？もし私に息
子があれば、外国の国に対して私と私の国にとって
恥となるこのような手紙を書く必要があるでしょう
か？…あなたの息子の一人を私に与え、彼をわが夫
とし、わがエジプトの君主とさせてください」。そし
てこのタブレットの記録によりますと、その王は親
切心で夫人の願いに応じ、彼の息子を送り出す決心
をしたとあります。さらに記述を見ると王様から選
ばれたヒッタイトの王子は、エジプトへ向かう途中
で殺害されたとあります。

結局エジプトでツタンカーメンという王が死ん
で、ある権力闘争が起こっていたということが分か
ります。このような状況が起こったと考え得る理由
は、出エジプトの後のエジプトの状態を考えてみた
ら、納得がいくと思うのです。エジプトで 10 の災い
が臨み、その後のエジプトの状態を考えてみて下さ
い。国が荒廃してしまいました。その当時のエジプ
ト王は紅海で死んでしまいました。エジプト軍の大
部分も紅海の藻くずとなりました。ファラオ（パロ）
の長男もエジプトに臨んだ災いによって死んでしま
いました。

歴史書によると、ツタンカーメン王と呼ばれてい
た人ですが、しかし実際は王であった父親の後、王
様になる第一候補者だったと思われます。全部は証
拠を挙げることができませんが、いろんな証拠を合
わせると、ツタンカーメンの父親が紅海で死んでし
まった当時のエジプトの王だったと考えられます。
そしてこのツタンカーメンという人が王の後継ぎに
なるべき長男だったと考えられます。父親がイスラ
エル人を追跡に行く前に、死んだ息子のツタンカー
メンを自分の墓に葬ったと考えられます。このツタ
ンカーメンが埋葬された時、急いでなされたという
ことがそこをしらべた考古学者たちによって分かっ
ています。

聖書では、家々の長男が災いによって死んだ出来
事を、「過越」と呼んでいます。その日神様はご自分
の民には、自分の家の玄関に小羊の血をぬるように
指示されました。その血が塗られている家は死の天
使が過ぎ去って、そこの家の長男は害を受けなかっ
たのです。ユダヤ人たちはその日の出来事を毎年一
度記念して祝います。その記念された日というのが、
ユダヤ暦の一月十四日でありました（レビ記 23:5）。
まず知っていただきたいのは、ユダヤ人が使っていた
暦は、日本でいう旧暦のような月に則って作られた暦
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でありました。ユダヤ暦というのはいつでも新月の時
から始まっています。新月から 14 日というと、これ
は満月ということになります。ですから過越の祭は常
に満月の日になされます。その過越の祭の日を私たち
の暦（新暦）に当てはめると毎年その日にちは変わり
ます。私たちの新暦－太陽暦に当てはめると、毎年違
う日になるわけです。ただしいつでも 3 月の下旬から
4 月にかけて過越の祭が当たるわけです。

これが 2006 年から 2016 年までの「過越の祭」の
日を太陽暦に当てはめたものです。

2006 － 4 月 13 日

2007 － 4 月 3 日

2008 － 4 月 20 日

2009 － 4 月 9 日

2010 － 3 月 30 日

2011 － 4 月 19 日

2012 － 4 月 7 日　　　 

2013 － 3 月 26 日　　　

2014 － 4 月 15 日

2015 － 4 月 4 日

2016 － 4 月 23 日

　

も し ツ タ ン カ ー メ ン
の死んだ日が過越の祭の
日、つまりユダヤ暦の 1

月 14 日の満月の日であっ
たとするならば、私たち
の暦に当てはめれば 3 月
の下旬から 4 月中旬にか
けてだったということが
分かります。ツタンカー
メンが 1 年のどのあたり
に亡くなったかというこ
と が、 考 古 学 者 た ち に
よって発見されておりま
す。

エ ジ プ ト の 政 府 が 出
しているウェブサイトか
らとった情報ですが、ツ
タンカーメンの墓で見つ

かった花で編んだリースのようなものがあります。
ここで使われている花を調べれば一年のうちどの季
節にツタンカーメンが死んだかが大体推測できるわ
けです。そして、エジプト政府はツタンカーメンの
死亡した時期は 3 月中旬から 4 月後半だと結論付け
ています。これもツタンカーメンが死んだのが大体
過越の祭の時期であったのではないかということを
示す証拠のひとつであります。ですから、こういっ
た手掛かりをひとつひとつ集めていきますと、ツタ
ンカーメンという人物は、出エジプトの時の過越の
災いによって亡くなった王の息子であったというこ
とが分かるわけです。

神からの災いがエジプト人を襲っている間、神様
はご自分の民を守っておられました。エジプトの災
いのひとつで虻

あぶ

の大群が襲った時がありました。し
かし、神さまがおっしゃっています。「…わたしの民

の住むゴセンの地を区別して、 そこにあぶの群れを入れ

ないであろう」 （出エジプト 8:22）、 「…エジプトびとの家

畜はみな死んだ。 しかし、 イスラエルの人々の家畜は一

頭も死ななかった」 （出エジプト 9:6） と聖書にあります。
雹がエジプト全国を襲ったのですが、「…イスラエル

の人びとのいたゴセンの地には、雹が降らなかった」 （出

エジプト 9:26） と書かれています。エジプトの地を暗
黒が襲った時も、「…イスラエルの人びとには、 みな、

その住む所に光があった」 （出エジプト 10:23） と書かれ
ています。

ヒッタイト粘土板
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そして最後の災いの時になって、家の玄関に血を
塗ったところには災いが襲って来ませんでした。一
方、これを塗らなかった家庭、エジプト人の家庭は
皆長男が死ぬことになったわけです。イスラエルの
人びとがエジプトを去る時、 「犬さえその舌を鳴らさな

いであろう」 （出エジプト 11:7） という表現があります。
犬ですらイスラエル人が出て行くとき、彼らに向かっ
て吠えなかったということです。

詩篇 91 篇に終末に起こるべき最後の七つの災いに
ついて書かれている所があります。それは終末事件
のひとつとして、聖書の黙示録に預言されているの
ですが、詩篇 91 篇には、将来においても神さまがご
自分の民を災いの中守って下さるという約束があり
ます。「暗やみに歩きまわる疫病をも、 真昼に荒す滅び

をも恐れることはない」 （6 節）。 「たとい千人はあなたの

かたわらに倒れ、 万人はあなたの右に倒れても、 その

災はあなたに近づくことはない」 （7 節）。さらに、「災

はあなたに臨まず、 悩みはあなたの天幕に近づくことは

ない」 （10 節） とあります。もし私たちが自分たちの
生涯をイエス様に捧げるならば、「悩みの日に、 その

仮屋のうちにわたしを潜ませ、 その幕屋の奥にわたしを

隠し、 岩の上にわたしを高く置かれるからである」 （詩

篇 27:5） と守りの保証が書かれています。

終わりの時代に災いが世界に襲いかかったとして
も、神さまに生涯を捧げている人には神様からの保

護が必ず与えられます。私たちは聖書のいろんな記
述や歴史を見るとき証拠を集めて、そして神のみ言
葉に確証を得ることができるようになっています。

「Thy Word is Truth」

あなたの御言は真理であります　（ヨハネ 17:17）。

近日発売！
2014 年セミナー講演録集
聖書考古学

字幕つき DVD。
価格未定、予約承り中。画質がよくなりました。

The Bible 
Archaeology

MP3DVD  CD   

BOOK



今日は、聖書の預言で最も難しい箇所をあえ
て研究してみたいと思います。

詩 119:130 み言葉が開けると光を放って、

無学な者に知恵を与えます。

詩 119:130 み言葉の戸が開くと、光が差し

込み、わきまえのない者に悟りを与えます。

新改訳

ここでは ､｢ み言葉の戸が開くと」という新改
訳の言葉を使わせてもらいます。聖書をいくら
読んでもピンとこない、理解できない時があり
ます。特に聖書の預言の理解に苦しむ時があり
ます。

先日、あるところで ｢ 現代の真理 ｣ のセミナー
に招かれ、　ホテルに泊めて頂きました。夜に
なって大浴場から４階の自分の部屋に戻るため
に、エレベーターに乗りました。自分の部屋番
号は 4013 でした。ところがまちがえて 3 階で降
り自分の部屋に入ろうと思って、3013 号室の戸
を開こうと鍵を入れました。カチカチ回すけれ
ども戸は開かないのです。いくら試みても開き
ませんでした。

今日は、まずまちがえることなく、み言葉の
戸を開き、悟りを与えて頂きましょう。弟子た
ちが救い主に投げかけた質問を取り上げてみた
いと思います。それは、世の終わりに住んでい
る私たち、再臨待望者が最も聞きたい質問では
ないでしょうか。

マタイ 24 章を読んでみましょう：

マタイ 24:3 またオリブ山ですわっておら

れると、弟子たちが、ひそかにみもとにき

て言った、「どうぞお話しください。いつ、

そんなことが起るのでしょうか。あなたが

またおいでになる時や、世の終りには、ど

んな前兆がありますか」。

キリストが再びおいでになる時と世の終わり
はいつなのかを聞いています。

｢ 終わりの時 ｣ と「時の終わり」とい

う使い方を見てみたいと思います。

１．新約時代の「終わりの時」

パウロ

ヘブル 1:2 この終りの時には、 御子によって、

              終わりの時はいつ来るのか？  ｜ 27
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金城　重博

終わりの時はいつ来るのか ?

世の終わり、キリストの再臨の時が近いことを知る明確

な前兆があるか ?



わたしたちに語られたのである。神は御子

を万物の相続者と定め、また、御子によっ

て、もろもろの世界を造られた。

ヤコブ

ヤコブ 5:3 金銀はさびている。そして、

そのさびの毒は、あなたがたの罪を責め、

あなたがたの肉を火のように食いつくす

であろう。あなたがたは、終りの時にいる

のに、なお宝をたくわえている。

ペテロ

ペテロの第一の手紙 1:20 キリストは、

天地が造られる前から、あらかじめ知ら

れていたのであるが、この終りの時に至っ

て、あなたがたのために現れたのである。

ヨハネ

ヨハネの第一の手紙 2:18 子供たちよ。

今は終りの時である。あなたがたがかね

て反キリストが来ると聞いていたように、

今や多くの反キリストが現れてきた。そ

れによって今が終りの時であることを知

る。

彼らは、旧約時代から考えて新約時代を「終
わりの時」と言っていることが分ります。

弟子たちが質問したことを読んでみましょ
う。

２．キリスト再臨運動の始まり－ ｢ 世

の終わり ｣

マタイ 24:3 またオリブ山ですわっておら

れると、弟子たちが、ひそかにみもとに

きて言った、「どうぞお話しください。い

つ、そんなことが起るのでしょうか。あな

たがまたおいでになる時や、世の終りには、

どんな前兆がありますか」。

この場合は、主が「行って、また来る」と
言われたことに関して弟子たちは、キリストの
再臨、世の終わりのことを聞いているのです。
エルサレム滅亡も、中世時代 - 暗黒時代も、世
界的に起こる「驚くべき」ことと比べると、「ほ
んのかすかな影にしかすぎない」( 大争闘上
26)「部分的成就」( 祝福の山 151) ではないで

しょうか。

３．｢ 終わりの時の末端 ｣

ダニエルも似たような質問をしています：ダ
ニエル書の最後の部分です。

12:5 そこで、われダニエルが見ていると、

ほかにまたふたりの者があって、ひとり

は川のこなたの岸に、ひとりは川のかな

たの岸に立っていた。12:6 わたしは、か

の亜麻布を着て川の水の上にいる人にむ

かって言った、「この異常なできごとは、 い

つになって終るでしょうか」 と。

聖霊に導かれて ( 教役者への証）136 頁に、
主の僕はこう言っています：

 ｢ 二度にわたりダニエルは、時の終わり＝

End of Time までどれほどの時があるの

ですかと聞きました」

英語では “How long shall it be to the end 
of time? ＝「時の終わり」” となっています。
“Time of the End=「終わりの時」” ではあり
ません。

ダニエルが二度にわたり聞いたというのは、
6 節と 8 節です。

　① ６節「この異常なできごとは、いつになっ
て終るでしょうか」

ダニエルは悟れなかったのでもう一度聞き
ます。

　② ８節「これらの事の結末 ( 終わり）はど
んなでしょうか」。

ダニエル 8 章から 12 章に二つの異なった ｢
幻 ｣ があります。日本語ではどちらも「幻」と
訳されていますが、ヘブル語では「マレー」と

「ハーゾーン」という二つの異なった言葉で区
別されています。

ダニエルは、8:14､16 の幻「聖所は清められ
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る」は悟ったと 10:1 にあります。

しかしもう一つ、終末の「時の終わり」の幻
( ハーゾーン ) は悟れなかったので二度質問した
のです。この幻 ( ハーゾーン ) は「エス・ケッ
ツ」＝末端 ( 終わりの終わり ) という意味です
(Strong#7093)。これは、最後の時代になって必
要な時に解読される幻です。再臨運動の先駆者
たちもまだ解読できない幻でした。だからダニ
エルに次のように主は言われたのです：

12:9「彼は言った、『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』」

終わりの時まで「封じられていた書は ､ 黙示
録ではなく、ダニエルの預言の中で終わりの時
代に関係している部分であった」( 患難下 290､1
希望 289)｡ ダニエル書全部が同時に解読される
のではなかったのです。終わりの時代、末の世
に解読されるのでした ｡

・ダニエル書のあるところは、1798 年以前に､

宗教改革者たちによって解読されていました。
(1260 日＝ 1260 年の預言 )。

・あるところは 1844 年に再臨運動者たちによっ
て解読されました (2300 日の預言 )。

・あるところは「エス・ケッツ」＝終わりの時
の終わり＝末端に解読されるのです。

再臨運動で、この三つの預言期間、すなわ
ち、ひと時とふた時と半時＝ 3 年半＝ 1260 日、
1290 日、1335 日を過去に適用したことがあり
ました。なぜそうしたかというと、1844 年にキ
リストの再臨、世の終わりがあると信じていた
ので、無理にこの三つの期間を 1844 年に終わる
ものとして解釈したのです。1843 年に作成され
た預言期間を見ると分かります。しかし、再臨
がなかったので 1850 年、1863 年のチャートか
らは、それが取り除かれています。

しかし、今、この預言期間が解読されつつあ
ります。これを過去ではなく、未来に適用する

1843 年　チャート 1850 年　チャート 1863 年　チャート
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ことの合理性をこの預言の流れから見ることが
できます。

これらの異常な出来事

ダニエルの質問は「これらの異常なできごと
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

は、いつになって終るでしょうか ( 英語‐複数 )」
です。ヘブル語では「ペーレ」と言い、「これら

3 3 3

の異常な、驚くべき、不思議なこと」とは、何
のことでしょうか ?　1844 年に起こったことで
しょうか。これから起こることでしょうか。ダ
ニエル 8：17,18 に ｢ 終わりの時 ｣「憤りの終わ
りの時」とも言われています。黙示録 14:10-12
の「激しい怒り」は欽定訳で「激しい憤り」と
同じ言葉を使っています。

弟子たちにとっては、イエスが来られる時、
世の終わりはすぐだと思っていました。長い 4
千年の歴史が終わり、イエス ･ キリストが昇天
する前に「また来る」と約束なさった時は、そ
う遠くはないと思っていました。

しかし、「反キリスト」「不法の者、滅びの
者」が現れ、中世時代 1260 年間もローマ法王
教は、ヨーロッパを支配します。預言の通りに
1798 年に法王教に「致命的な傷」がナポレオン
の将軍ベルチェによって負わされました ( 黙示
録 13:3)。その時、法王教の政治権力が失墜しま
した。

過去に起こったことは、これから世界規模で
起こることと比べると「言うに足りない」こと
ではないでしょうか。

では、「終わりの時の終わり」について

学んでみましょう。

「これらの異常な、驚くべき、不思議なこと」は、
ダニエル 12:1-3 までに起こることは確かです ｡

私は、11:40 もこれから起こることに含める
べきだと思います。

ダニエル書 11:40 〜 12: ３を読んでみましょ
う：

11:40 終りの時になって、南の王は彼 ( 北

の王 ) と戦います。北の王 ( 法王教）は、

戦車と騎兵と、多くの船をもって、つむじ

風のように彼 ( 南の王）を攻め、国々には

いっていって、みなぎりあふれ、通り過ぎ

るでしょう。

ここで言われている「終わりの時」はヘブル
語で「エス・ケッツ」です。終わりの末端とい
う意味です。新約時代は旧約時代と比べて「終
わりの時」と言われました。中世時代に法王至
上権が致命的な傷 ( 黙 13：3) を受けた 1798 年
以降も「終わりの時」と言われています。しか
し、11:40 は、「終わりの時の終わり‐末端」と
いう意味だそうです。この終わりの時に「南の王」
が「北の王に戦いを挑む」ことになります。

｢ 北の王 ｣ と「南の王」は誰かということを
知るためには、11:1 から歴史的に順序よく起き
てきたことを踏まえて学ばなければなりません。
長くなりますのでここでは割愛させていただき
ます。

｢ これらの驚くべきこと ｣ の大きな流

れを見たいと思います。

｢ 北の王 ｣ はダニエル書 2 章、7 章、8 章、11
〜 12 章の四つの預言をふまえ、世界最後の支
配権力、ローマ法王教であることが分かります。
では、最後の時代にローマ法王教に挑戦してく
る権力「南の王」は何でしょうか。意見が二つ
に分かれています。

①　1798 年に法王権に致命的な傷を与えた ｢
無神論権力 = サタン的権力｣、すなわち、
共産主義とする。

②　もう一つは、イスラム勢力とする。

筆者は「イスラム国家－ ISIS」と理解してい
ますが、今の時点でそれは、断定しないで、学
びを続けていきましょう。

仮に北の王＝ローマ法王教に ｢ 南の王＝イス
ラム勢力 ( 過激派と穏健派がある )｣ が挑戦をす
ると考えた場合、それは今起こっている事件で
しょうか、それとも近い将来に大規模な戦いが
起こる可能性があるということでしょうか。今
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日バチカンの同盟国である米国が主導する「イ
スラム国家」に対する大戦への傾向は大いに危
惧されます。米国の主導する対イスラム国家戦
争に世界 80 ケ国から 1 万 5000 人の戦闘員が集
まっていると言われています。アメリカ合衆国
を中心とした北アメリカ（アメリカ合衆国とカ
ナダ）およびヨーロッパ諸国によって結成され
た軍事同盟が、「北の王＝ローマ法王教」のもと
に勝利することは、ダニエル書と黙示録によっ
て預言されています ｡｢ つむじ風のように彼 ( 南
の王）を攻め、国々にはいっていって、みなぎ
りあふれ、通り過ぎる」と書いてある通りです。

「北の王は戦車、騎兵、および大船団を率いて、
彼を襲撃し、国々に侵入し、押し流して越えて
行く」新改訳。「戦車、騎兵、大船隊をもって、
嵐のように押し寄せ、各国に攻め入り、洪水の
ように通過して行く」。バチカンには軍隊はあり
ませんので NATO( 北大西洋条約機構 - アメリ
カ合衆国を中心とした北アメリカ〈アメリカ合
衆国とカナダ〉およびヨーロッパ諸国によって
結成された軍事同盟国が用いられるはずです。

ここから詳細にわたって預言研究の苦手な人
にも分かるように要点を拾い読みしましょう。

１．北 の 王 ＝ ロ ー マ 法 王 教 の 世 界 支 配 が
11:45 までに描いてあります。「南の王＝イス
ラム国家」は、たとい 13 億 ( 法王権 ) を上回る、
15 億 7 千万の勢力であろうと、｢北の王＝法
王教｣ の手に屈するのです。

これは、未来のことですね。

２．全世界が支配されようとするときに、そ
の手に屈しない人たちもいます。

11:41 ｢彼（北の王＝法王教）はまた麗しい国に
はいります。また彼（北の王＝法王教）によっ
て、多くの者が滅ぼされます。しかし、エドム、
モアブ、アンモンびとらのうちのおもな者は、
彼（北の王＝法王教）の手から救われましょ
う ( 逃れる､ 免れる）」｡

これも未来ですね。

３．それ以外は、みな新世界秩序に屈します。
これも未来ですね。

11:42 「彼（北の王＝法王教）は国々にその手を
伸ばし、エジプトの地も免れません｣。

黙示録 13:8 ｢地に住む者で、世の初めからほふ
られた小羊のいのちの書に、その名をしるさ
れていない者はみな

3 3

、この獣を拝むであろう
- 欽定訳｣ ( ダニエル 12: １参照 )。

｢ 獣の致命的な傷もなおってしまった。そこ
で、全地の人々

3 3 3 3 3

は驚きおそれて ( 不思議がる、
賞賛する )、その獣に従う ｣( 黙示録 13:3) 時か
らのことではないでしょうか。

プロテスタントアメリカでさえ、今や、若者
たちばかりでなく指導者たちも、歴史を知らな
いのか、フランシス法王のパフォーマンスに対
する称賛は「異常な」ほどです。

新世界秩序が構築されると、法王権に屈する
か、屈しないか、小羊の命の書に名が記されるか、
あるいは、獣＝ローマ法王教を拝むかのどちら
を選ぶかを全世界の人

3 3 3 3 3

が決定するのです。最後
は二種類の人しかいません。これも未来ですね。

４．新世界秩序に加わらない最後の神の民が
立ち上がります。これは未来ということがはっ
きりしていますね。

11:44 ｢しかし東と北からの知らせが彼（北の王
＝法王教）を驚かし、彼（北の王＝法王教）
は多くの人を滅ぼし絶やそうと、大いなる怒
りをもって出て行きます｣。

全人類がせっかく世界統一政府を作り上げ ､
安泰であるかのように思われる時に、法王教を
驚かせ、激怒させる事件が起こります。

では、その事件とは何でしょうか。

５．① ｢東と北からの知らせ｣ です。

東からの知らせは、次の聖句から見ると、神
がこの悪魔的バベルの塔、新世界秩序に介入な
さるのです。

黙示録 18:1 ｢この後、わたしは、もうひとりの
御使が、大いなる権威を持って、天から降り
て来るのを見た。地は彼の栄光によって明る
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くされた｣。

18:2 ｢彼は力強い声で叫んで言った、『倒れた、
大いなるバビロンは倒れた。そして、それは
悪魔の住む所、あらゆる汚れた霊の巣くつ、
また、あらゆる汚れた憎むべき鳥の巣くつと
なった』｣。

エゼキエル書 43:2 ｢その時、見よ、イスラエル
の神の栄光が、東の方から来たが、その来る
響きは、大水の響きのようで、地はその栄光
で輝いた｣。

黙示録 7:2 ｢また、もうひとりの御使が、生ける
神の印を持って、日の出る方から上って来る
のを見た。彼は地と海とをそこなう権威を授
かっている四人の御使にむかって、大声で叫
んで言った｣。

｢ 北からの知らせ」とは何でしょうか。

詩篇 48:2 ｢シオンの山は北の端が高くて、うる
わしく、全地の喜びであり、大いなる王の都
である｣。

イザヤ 14:13 ｢あなたはさきに心のうちに言っ
た、『わたしは天にのぼり、わたしの王座を高
く神の星の上におき、北の果なる集会の山に
座し、14:14 雲のいただきにのぼり、いと高き
者のようになろう』｣。

神の御座に向かって聖霊降下を求める人たち
に「後の雨」が注がれます。

すなわち、後の雨 / 大いなる叫びによって、
世界支配をねらっていた法王権は驚かされ、怒
るのです ( ダニエル 11:44)。

最後の善と悪との戦いが展開されます。

これも未来の出来事ですね。

５．② 法王権は、天からの大いなる叫びに
は負けてしまいます。

11:45 ｢彼（北の王＝法王教）は海と麗しい聖山
との間に、天幕の宮殿を設けるでしょう。し
かし、彼（北の王＝法王教）はついにその終
りにいたり、彼（北の王＝法王教）を助ける

者はないでしょう｣。未来の出来事。

6．全人類の恩恵期間の終了－ミカエルが立ち
上がる｡ これも未来ですね。

12:1 ｢その時あなたの民を守っている大いなる
君ミカエルが立ちあがります｣。

｢ 立ち上がる」という表現は、人類の調査審
判の終わりを表しています。調査審判が始まる
ことを、ダニエル 7:10 と 26 には、｢ 審判を行
う者はその席に着き ｣ となっていますが、欽定
訳では ｢ 座る＝ sit｣ となっています。ミカエル
が「立ち上がる」ということは、調査審判が終
わることを表しています。

7．大いなる悩みの時－これから起こる異常
な未来の出来事です。

12:1 ｢また国が始まってから、その時にいたる
まで、かつてなかったほどの悩みの時がある
でしょう｣。

どんなに生々しく描写しても、この試練の激
しさには、とうてい及びません。しかも全世界
的な大患難の時です。神の戒めを守り、イエス
の信仰を持ち続ける民に全世界の悪の勢力が攻
撃を加えるときです。それは神の民にとっては
絶対絶命の時です。これも未来の時であり、こ
れから起こる異常な、驚くべき出来事です。

8．神の民の救出と勝利－これから起こる異常
な出来事です。驚くべき神の介入です。

12:1　｢しかし、その時あなたの民は救われます。
すなわちあの書に名をしるされた者は皆救わ
れます」。

黙示録 13:8　｢ 地に住む者で、世の初めから
ほふられた小羊のいのちの書に、その名をしるさ
れていない者はみな、この獣を拝むであろう ｣｡

獣を拝む者は、皆滅びるのです ( 同 14:9､10
参照 )。｢ 全地の人々は驚き恐れ ｣ る

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

事件です ( 同
13:3)。ヨハネも ｢ 非常に驚きあやしんだ

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

｣ 出来
事です ( 同 17:6)。未来の出来事 ｡

9．死んでいた義人の復活－世界中の眠ってい
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た聖徒たちの復活、驚くべき奇跡です。

12:2 ｢ また地のちりの中に眠っている者のう
ち、多くの者は目をさますでしょう。そのうち
永遠の生命にいたる者もあり、また恥と、限り
なき恥辱をうける者もあるでしょう ｣。

未来の出来事ですね ｡

ダニエルは、これら一連の驚くべき、異常な、
不思議なことについていつ終わるのかと聞きま
す。

12:6 ｢わたしは、かの亜麻布を着て川の水の上
にいる人にむかって言った、『これらの異常な
できごとは、いつになって終るでしょうか』と｣。

1798 年や 1844 年までに起こったことを聞い
ているのでしょうか。いいえ、「終わりの時の終
わり」のことを聞いているのです。近未来のこ
とです。

10．永遠の命

12:3 ｢ 賢い者は、大空の輝きのように輝き、

また多くの人を義に導く者は、星のように

なって永遠にいたるでしょう ｣。近未来の

ことです。

終わりの時に起こる ｢ これらの異常なできご
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

と
3

｣ に関する預言はここで終わります。

ダニエル書の四つ目の預言の主題は、ダニエ
ル 10:14 にあります：

10:14 「末の日に、あなたの民に臨まんと

する事を、あなたに悟らせるためにきたの

です。この幻 ( ハーゾーン ) は、なおきた

るべき日にかかわるものです」。

ダニエルはどうしても、終わりの時に神の民
に起こることを知りたくて質問します。

①　第一の質問は「これらの異常なできごと
は、いつになって終るでしょうか」

②　第二の質問は「これらの事の結末は、ど
んなでしょうか」

ダニエルの第一の質問にイエス ･ キリストは
答えました：

12:7 ｢かの亜麻布を着て、川の水の上にいた人
が、天に向かって、その右の手と左の手をあ
げ、永遠に生ける者をさして誓い、それは、
ひと時とふた時と半時である。聖なる民を打ち砕
く力が消え去る時に、これらの事はみな成就
するだろうと言うのを、わたしは聞いた｣ ( 聖
なる民の力を四散する〈欽定訳〉、粉砕する

〈NKJV〉、迫害期間のこと ) ｡

ひと時＝ 1 年と、ふた時＝ 2 年と、半時＝半年、
合わせて 3 年半＝ 1260 日という答えです。

ダニエルは悟れなかったのでまた聞きます : 

聖霊に導かれて ( 教役者への証）136 頁で、
主の僕はこう言っています：

「二度にわたりダニエルは、『時の終わり＝

End of Time』までどれほどの時があるの

ですかと聞きました」

二度質問したのは、ここだけです。8 章では
一度だけです。

12:8「わが主よ、これらの事の結末 ( この終

わり 〈新改訳〉 ､ これらのことの終わり 〈新共

同訳〉） は、どんなでしょうか」。

イエスは次のように答えられました :

12:11 ｢ 常供の燔祭が取り除かれ、荒す憎

むべきものが立てられる時から、１２９０日が

定められている。12:12 待っていて１３３５日

に至る者はさいわいです ｣｡（｢ 燔祭 ｣ という

言葉は翻訳者が追加したもの）。

ダニエルは第二の質問の答えの意味を理解で
きませんでした。

12:13 ｢ 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」。

ここに最終時代の驚くべき、異常な出来事が
描写され、その期間が三つ挙げられています。

              終わりの時はいつ来るのか？ ｜ 33

D
A

N
IE

L
 1

2



34                ｜ 終わりの時はいつ来るのか？34

D
A

N
IE

L
 1

2

1290 日と 1335 日がいつから始まるかは「常供
が取り除かれ、荒す憎むべきものが立てられる時
から」と答えられています。

主イエスは、再臨＝世の終わりの明確なしるし
についてこう言われました :

｢預言者ダニエルによって言われた荒らす憎むべ
きものが、聖なる場所に立つのを見たならば（読
者よ、悟れ）｣。

ダニエル書にある「荒らす憎むべきもの」を悟
る必要を訴えられました。この預言を終わりの時
まで秘して封じておけと言われたのは、主イエス
でした。終わりの時になると開かれる、解読され
るということです。1844 年よりも最終時代に住む
我々に警告として与えられた預言です。ダニエル
も、弟子たちも、宗教改革者たちも、初期の再臨
信徒も悟れませんでした。

「この地上歴史の終末に関しての特別な真理の展
開が地上に住む最後の世代まである｣ 2T 692-

693。

では常供 ?　荒らす憎むべきものとは ?

常供が取り除かれてから荒らす憎むべきもの
が立つことになっています。「常供」とは何かに
ついてはまだ明確でないので触れないことにしま
す。

ダニエル書の「常供＝タミード ( ヘブル語 )」は、
形容詞ではなく、名詞で使われていて、旧約聖書
の他の所では、すべて形容詞か、副詞で使われて
いるそうです。へブル語の意味は、「永続するも
の、絶えざるもの、決して終わらないもの＝連続
体」の意 ｡ いくつかの解釈があります。たとえば、
①イエスの仲保の働き、②主権、③安息日等々…
更なる研究を待つことにしましょう。

荒らす憎むべきものとは何でしょうか。

聖所、街、地に荒廃をもたらしたのは、古代イ
スラエルにおける異教の習慣、偶像でした。特に
安息日の無視でした ( エレミヤ 17:27、エゼキエ
ル 8:16)｡ 安息日は、神と民との特別なしるしであ

りました ( エゼキエル 20:12､20)。エルサレム神
殿の崩壊をもたらしたのも安息日の無意味な守り
方で、人間の戒めと取り換えたからでした。終わ
りの時代にも同じことが起こるのです。

エゼキエル書 8 章には神が憎むべきことは偶
像礼拝であると何回も言われています。しかし、
15､16 節 を見るとこう書いてあります :

｢ その時、彼はわたしに言われた、『人の子よ、

あなたはこれを見たか。これよりもさらに大

いなる憎むべきことを見るだろう』。彼はま

たわたしを連れて、主の家の内庭にはいった。

見よ、主の宮の入口に、廊と祭壇との間に

二十五人ばかりの人が、主の宮にその背中を

向け、顔を東に向け、東に向かって太陽を拝

んでいた ｣。

つまり、太陽礼拝が「最も神の憎むべき偶像礼
拝」だというのです。

ローマ法王教は、聖書で第七日安息日を「神の
権威のしるし」（出 20：8-11；エゼ 20：12,20）と
言っていることとは反対に、日曜礼拝を「教会の
権威のしるし」としています。権威はサタンから
来たものです（黙 13：2）。法王教は、全世界に日
曜休業令を推し進めています。

ルカはマタイと同じことを次のように

言っています：

｢ 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 ｣ ルカ 21:20。

E・G・ホワイトは次のように言っています :

｢ エルサレムがローマによって包囲された時 ( 荒
らす憎むべきものが立つ事）が逃げる合図であっ
たように、米国で法王教の安息日が強要される時 ､
大都会を脱出する時である ｣｡

「新教教会が手を伸ばし、深淵の向こうにある
ローマ教会の権力の手をとり、奈落の向こうにあ
る降神術と握手しようと手をのばす時、また、こ
の三者の結合による勢力下に米国が新教共和国政
体としての憲法の原則をことごとく放棄し、ロー
マ法王のいつわりとあざむきの普及に道を備える
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その時こそ、われわれは、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」前途の危機 ｡

｢ 荒らす憎むべきもの ｣ とは、荒廃をもたらす
憎むべきものの意味。

つまり、日曜休業令が米国で発布されたなら、
荒廃がやってくる。エレン・G・ホワイトは次の
ように言っています :

｢ プロテスタント諸教会が偽りの宗教を支持す
るために世俗の力と結びつく時、合衆国は法令を
強制する力を用い、またその教会制度を支持する
であろう。その時新教国アメリカは、法王の像を
作るであろう。そして米国は国家的背教をし、つ
いに国家的破滅にいたるであろう」７ＢＣ９７６

そのことこそ、次のことを知ることができる ｢
兆候 ｣ なのです。GCB 1891, 前途の危機１３頁。

①　サタンの驚くべき働きがやってきたこと、

②　世の終わりの近いことを知ることができる
のです。

そればかりではありません。詩篇 119:126 によ
ると、「彼らはあなたのおきてを破りました。今
は主のはたらかれる時です」。主が介入されるの
です。

E・G ホワイトは言っています：

｢ 真理と偽りをすり替えることがドラマの終

幕である。このすり替えが全世界的なものと

なる時、神もご自身を現されるであろう。人

間の法律が神の律法より高められ、この地上

の権力が週の第一日目を守るように人々に強

制しようとする時、神が働かれる時が来たこ

とが分かるのである。彼は王として立ち上が

り、地をすさまじくゆり動かすであろう。彼

は、世界の住民の罪を罰するために、その

おられる所から出て来られるであろう（RH 

1901 年 4 月 23 日）」7ＢＣ 980

まとめると、次のようになるでしょう：

ダニエル 12 章の預言期間は字義通り

１．善悪の大争闘の結末､「時の終わり」をダ
ニエルは聞いた。1844 年以前のことではない。

２．これらの終末事件の驚くべきこととは：

　 ｛

未来

①　法王教による世界支配―新世界秩序

②　後の雨 / 大いなる叫び

③　ミカエルが立ち上がるー人類恩恵期間の終了

④　大いなる悩み

⑤　神の民の救出

⑥　聖徒たちの復活

⑦　永遠に輝く御国

12:7｢all these things shall be inished ＝これらのすべてのことは終わるでしょう－英語欽定訳 ｣

1798 年、1844 年にこれらのすべてのことは終ったでしょうか ?
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３．「『日』と訳されているヘブライ語は “ ヨム ”
です。この語が聖書の歴史書の中で数字を伴っ
ている時はいつでも、それは文字通りの 24 時
間を表します ( たとえば、創 7:11、出 16: １参照 )」 

2009 年安息日学校教課、12 課。

Hasel, Gerard F.; Berrien Springs, Michigan. 
“The ‘Days’ of Creation in Genesis 1: Literal ‘days’ 
or igurative ‘Periods/Epochs’ of time?”　 Notable 
is the work of the late Gerhard F. Hasel (John 
Nevins Andrews Professor of Old Testament and 
Biblical Theology, AndrewsUniversity).. “Origins,” 
vol. 21(1) (1994), pp. 5-38.

ダニエル書でも 4:16､23､25､32「七つの時」は、
七年。これを 1 年＝ 360 日だから 360 年に直すこ
とはしない。この「時」はヘブル語で「イダン」
である。

預言の計算に、1 日＝ 1 年と計算する時と、1
日を字義通り計算する時があることを覚えましょ
う。どちらを取るかは、文脈から判断しなければ
なりません。

聖書解釈の原則をダニエル 12 章に適用すると
き、字義通りであることを覚えましょう。

｢ 比喩 ( ひゆ )、隠喩、たとえ、類似などは、み
な、その前後関係で説明されるか、それとも、そ
こで表現された言葉が他の聖句によって定義づけ
られているかであることを知った。そして、この
ように説明された時、それは文字どおりに理解す
べきであった ｣ 大争闘下５。

１８４４年以後は時に関する預言はないという
ことわざが蔓延しています。

何年何月何日という「特定の時」
はないと言っているのです !　( こ
れらの預言期間は 1844 年にすべて
終わったと主張する SDA の方に
申しあげたい。証の書には、「特定
の時」“deinite time” という言葉
が 83 回も使用されている )。その
文脈を見ると、特に再臨の日時の
ことを言っているのです。後の雨
の日時、恩恵期間終了の日時はど
こにも示されていません。しかし、
特定の時を定めない預言は、終末

まであることが次の引用文で分かります：

「ダニエル書 12 章を読み、研究しようではな

いか。それは終わりの時の前に、我々全員が

理解を必要とするであろう警告である」エレ

ン・G・ホワイト、手紙 161､1903 年 (1903

年以後 - エレン ・ G ・ ホワイトにとっては、 未来

のこと )｡

「大終結の前夜まで延びているダニエルの預

言的期間は、その時起る（キリストの再臨

の、その日、その時ではない）諸事件にあふ

れるほどの光（光の洪水）を投げかけている」

RH,9-25,1883｡(1883 年以後、 未来のこと )。

目を覚ますべき時ではないでしょうか ?

何のためにこの預言の期間が最後の民の

ために与えられているのでしょうか ?

それは、かつてないほどの大いなる悩み、迫害
の間、慰めと希望と勇気と忍耐を与えるためなの
です。

イザヤ40:1 ｢あなたがたの神は言われる、『慰

めよ、わが民を慰めよ、 40:2 ねんごろにエ

ルサレムに語り、これに呼ばわれ、その服役

の期は終り、そのとがはすでにゆるされ、そ

のもろもろの罪のために二倍の刑罰を主の手

から受けた』」。

ルカ 21:31 ｢ このようにあなたがたも、これ
3 3

らの事
3 3 3

が起るのを見たなら、神の国が近いの

だとさとりなさい ｣。
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ある妊婦が急に陣痛が激しくなった時、遠く離
れたかかり付けの病院に行くため、高速道路に入
りました。次々現れるインターチェンジを見るた
びにまだか、まだかと焦りはつのりました。最後
のインターチェンジを降りてほっとしたが、なお
も子供が自動車の中で生まれ落ちないかという心
配と戦っていました。夫は、あと１ｋｍ、50 ｍ
と妻を励ましつつ、ついに病院に着いた時にはす
べての不安と心配から解放されました。あとどれ
くらいという標識がどんなに助けになったことで
しょう。

預言されている大迫害「国が始まって以来か
つてなかったほどの大いなる患難」が来たら、再
臨信徒は今までのように、また再臨は延びるかも
しれないという不安と恐怖に襲われないでしょう
か。「義人は信仰によって生きる」とありますが、
確実な預言の言葉に対する信仰によって勝利する
のです。

｢彼らの理解を明らかにし、『確実な預言の言葉』
の上に信仰を確立させることが、イエスの目的
であった｣ 大争闘下 42｡

エゼキエル 12:22 「人の子よ、イスラエルの

地について、あなたがたが『日は延び、 すべ

ての幻はむなしくなった』という、このことわ

ざはなんであるか。

12:23 「それゆえ、彼らに言え、『主なる神は

こう言われる、わたしはこのことわざをやめ

させ、彼らが再びイスラエルで、これをこと

わざとしないようにする』と。しかし、あな

たは彼らに言え、『日とすべての幻の実現と

は近づいた』と」。

しかし、「主人の帰りがおそいと心の中で思」っ
て ( ルカ 12:45) いる再臨信徒は、少なくはありま
せん。

永遠の運命を決定する「荒らす憎むべきもの」、
日曜休業令が近づいています。

｢ 天から神のみ声が聞こえて、イエスのこら

れる日と時とが宣言され、永遠の契約が神の

民に伝えられる。どんな雷鳴も及ばぬとどろ

きをもって、神のみ言葉が地上になりひびく。

神のイスラエルは、耳を傾け、目を上方に注

いで立っている。彼らの顔は神の栄光に照ら

されて、シナイ山から帰ってきた時のモーセ

の顔のように輝いている。悪人たちは、彼ら

を見つめることができない。神の安息日をき

よく守ることによって神をあがめてきた者た

ちに、祝福が宣言されると、勝利の力強い叫

びが起こる ｣大争闘下 419。

｢ まもなく、東の方に、人の手の半分くらい

の大きさの小さい黒雲が現われる。それは、

救い主を囲んでいる雲で、遠くからは、暗黒

に包まれているように見える。神の民は、こ

れが人の子のしるしであることを知ってい

る。彼らは、厳粛な沈黙のうちに、その雲が

地上に近づくのを見つめる。それは次第に明

るさと輝かしさを増し、ついには大きな白い

雲となって、下のほうには焼き尽くす火のよ

うな栄光が輝き、上のほうには契約のにじ

がかかっている。イエスは、偉大な勝利者

としておいでになる。今度は、恥辱と苦悩の

苦い杯を飲む『悲しみの人』ではなくて、天

地の勝利者として、生きている者と死んだ者

とをさばくためにこられる。『忠実で真実な

者』『義によってさばき、また戦うかたであ

る。』そして『天の軍勢が』彼に従う ( 黙示

録 19：11、14)。数えることができないほど

の聖天使の群れが、天の聖歌を歌いながら付

き従う。大空は、『万の幾万倍、千の幾千倍』

もの、輝く天使たちで満たされたように見え

る。この光景は、人間のどんな筆によっても

描くことができない。その輝かしさは、どん

な人間の頭でも十分に想像することはできな

い。『その栄光は天をおおい、そのさんびは

地に満ちた。その輝きは光のようであ』る(ハ

バクク 3：3、4)。生きている雲が、さらに

近づくと、すべての目は、いのちの君をなが

める。いまはその聖なる頭を傷つけるいばら

の冠はなく、その聖なる額には栄光の冠があ

る。そのみ顔は、真昼の太陽よりもまぶしく

輝く。『その着物にも、そのももにも、「王の

王、主の主」という名がしるされていた』(黙

示録 19：16)｣ 大争闘下 419｡

｢ キリスト初臨の使命が、キリストの恩恵の

王国を宣言したように、キリスト再臨の使命

は、キリストの栄光の王国を宣言している。

そして第二の使命は、第一の使命と同じに、

預言に基づいている。末の世についてダニエ

ルに言われた天使のことばは、終りの時に理

解されるのであった ｣１希望 289。
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増し加わる真理の光（箴言4：18）

1．「今や多くの記録を残して、一年が永遠のかな
たに過ぎていきました。天からあなたを照らした光
は、あなたが神の戒めを守る民として、世の人々に
神への賛美をあらわし、立って輝くためでした。あ
なたは生きた証人となるべきでしたが、もし今日の
一般教会より大きな努力をしなければ、神のみ名は
あがめられません。また大きな光を受けた民として
の証拠を示して、その真理を世の人々に明らかにす
ることはできません。昔のイスラエルのように、食
い飲みし、立って戯れ、神の力のあらわれをその程
度にしか評価しないなら、どうして神がその民を信
頼し、豊かな愛をお示しになることができるでしょ
うか。明らかにされている神のみ旨にほとんどすべ
ての点で反対し、不注意、軽率であり、利己的で野
心と誇りを持ち、主の前に腐敗した道を歩いていれ
ば、どうして神は再び聖霊の降下をお与えになるこ
とができるでしょうか。

神はその民に対して、最も豊かな祝福を持ってお
られます。しかし彼らが、自分たちを暗黒の中から
その驚くべき光の中へと導き出してくださった方を
賛美し、その尊い賜物をいかに取り扱うべきかを知
るまでは、神はそれを彼らにお与えになることがで
きないのです」１SM185(RH1894 年 -2 月 6日 )。

2. ｢ 真理には、どの時代に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始めて、
新しい真理を悟ることができる。キリストが弟子た
ちにご自分の復活の真理を示して、『モーセやすべて
の預言者からはじめて、聖書全体にわたり、御自身
について記してある事どもを、説きあかされた』（ル
カ 24:27）。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、
1900 年。

3．｢ これ以上真理が示されないとか、我々の聖書
の説明には誤りがないという立場をとって言い訳を
誰もしてはならない。ある教理が長年我が民によっ
て真理として保持されてきた事実は、我々の考えが
誤りのないもの ( 無謬 ) であるという証拠にはならな
い ｣ レビュー・アンド・ヘラルド 12/20､1892 年。

4．「われわれの民には人に頼ったり肉なる者を自
分の腕とする大いなる危険がある。自分自身のため
に聖書を調べ確証を考える習慣のない人々は、指導
者に信頼している。そして彼らがなす決議を受け入
れる。このようにして、もし、これらの指導的兄弟が、
その民に神が送られる使命そのものを受け入れなけ
れば、これらの人々もそれを拒むであろう。.... 誰も
自分は神の民に対する光を全て持っていると主張す
べきではない」教役者への証 P106､107 英文、1903

年。

5．｢ 民として重要な真理をすべて持っていると牧
師や民が結論づけてきたために多くのものを失って
きた。しかし、このような結論は誤っており、サタ
ンの欺瞞と調和するものである。なぜなら、真理は
絶えず進展するものだからである｣ ST5/26、1890年。

6．｢ 増し加えられた光がすべての偉大な預言の真
理の上に照り輝くであろう。それらは義の太陽の輝
かしい光の故に新鮮さと輝きをもって見られるであ
ろう ｣ MS 18、1888 年。

7．｢ 人間の権威による指導に頼っている限り、誰
も救いの知識である真理に到達することができない ｣ 
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１希望 161、1898 年。

8．｢ 彼ら ( 先の世代 ) も我々と同じように聖書を
持っていた。しかし、この地上歴史の終末に関して
の特別な真理の展開が地上に住む最後の世代まであ
るのである ｣ 2T 692-693、1885 年。

9．｢ どんなに人間の知力の発達があろうと、さら
に大きな光を求めて徹底的に、絶えず聖書を探求す
る必要はないと考えてはならない。民として我々は、
預言の研究者となるように召されている。我々は神
が送ってくださるどんな光であっても認識できるよ
うに熱心に見守っていなければならない。我々は真
理の初めの落ち穂をつかまなければならない。注意
深い祈りによって、明確な光を確保して、他に提示
できるようにしなさい。... 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。彼らが益々輝く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、1889 年。

10．｢ 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 年 )。

11．｢ 我々は黙示録の預言が成就すべき時に近づ
いている。.... この書が我々にとって何を意味するか
を民として理解する時、我々のうちに大いなるリバ
イバルが見られるであろう。それを探り、研究する
ようにというご命令が与えられているにもかかわら
ず、我々はその教えんとする教訓を十分に理解して
いない ｣ 教役者への証 113、1903 年。

12．｢ ダニエル書と黙示録がよく理解される時、
信者は全く異なった宗教体験を持つでしょう。..... こ
の二つの書は注意深く研究されるべきです ｣ 教役者
への証 114、1903 年。

13．｢ 主によって大いなることをしてもらった者
たちは、光のうちに歩み、彼らのキリストについて
の知識とキリストと関係した預言の知識は、地上の

歴史が終わりに近づくにつれ、大いに増し加わるで
あろう ｣ MS 176､1899 年。

14．｢ 我々は、現在我々が知っている以上に知らな
ければならない ｡... この地上歴史の終わりに近づく時 ､
もっとすばらしいことを表し示されるであろう ... 神の
言葉の研究－特に最後の時代に関連した預言の研究－
にその能力をささげる者たちは ､ 重要な真理の発見に
よって報いられるであろう ｣ MS 75、1899 年。

15. 「あなたの持っている光に従えば、もっと大き
な光が来る」祝福 187、1896 年。

16. 「真理を感知し、認識することは、頭よりも心
の問題である、とイエスは言われた。真理は魂に受
入れられねばならない。…真理を受け入れるように
心が開かれ、真理の原則に反する一切の習慣と行為
を良心的に止めるのでなければ、人はどんなに真理
の知識を得ることのできる恵まれた立場にあっても、
それは何にも役に立たない。神の御心を知り、これ
を行いたいというまじめな願いをもって神に屈服す
る人々に、真理は彼らを救う神の力として示される。
こういう人々は、神のために語る人と、ただ自分の
考えで語る人とを区別することができる」２希望
238、1898 年。

17．「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。その警告と威嚇
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）を投げかけている。黙示録
もまた、最後の世代のための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 年。

18．｢ わたしに次のような質問がなされてきた、『あ
なたは主がもっと我々に光を与えられると思います
か』と。わたしは答える、尊い古い光であるが我々
にとって新しい光が真理のみ言葉から輝きでなけれ
ばならない。我々はまだ我々に与えられるはずのか
すかな光しかもっていないのである ｣ 1SM40、1958

年編集、 出版 （1888 年以後の記事）。

増し加わる真理の光 ｜
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2015年　　　　　　　　
5月22日 (金) ～ 24日 (日)（ 予 定 ）

 www.srministry.com

2015年春セミナー　｢真理は勝利する｣

SDA のクラシック、B.G. ウィルキンソンの本「Truth Triumph」の内容
を研究する。この本は、各時代の大争闘を補足するようなもの。初代
教会に託された真理が各地に宣伝されていったのを悪魔がどのように
突き崩そうとしたかを見る。

米国在住。｢Keep the Faith｣
ミニストリーの主幹。

講師：ハル・メイヤー

2012年春季セミナー

驚くべき発見! 
-聖書考古学
ロス ・パターソン

聖書の確実性を考古学は実証しています。聖書の未来に
起こるとの預言も確実に信頼に足るものではないでしょう
か ? 動画もおりこまれて大変興味深い内容になっています。

感謝を込めて

大特価 !
 在庫処分のため、定価3,000 円を

1,500 円
  商品番号：D43 -7　DVD（7枚組）   　　　　

DVD  

漢字に秘められた
聖書の物語
金城　重博

自然は神の愛を証しているように、毎日使っている
漢字に聖書の物語また神の知識と救いの計画を見
ることができます。昔の創造主に立ち返れとの呼
びかけがなされています。

商品番号：C47 -1  CD2枚組      400 円
　　　　  ：D47 -1  DVD1枚       400 円

NEW!

DVD  CD   

2012年春季セミナー

驚くべき発見! 
-聖書考古学
ロス ・パターソン

ノアの箱船、エジプト脱出、ソドムとゴモラ、失わ
れた契約の箱など、聖書の記述をもとに史実をたど
る聖書考古学。そこに現代に至るまでの神様の大き
な愛と確証をみることができます。講演内容を文字
おこしし、写真も多く掲載しました。

 500 円
  商品番号：B43 -5　A4サイズ,156頁 　　

讃美歌集＆CD

契約の虹
讃美歌 160 選

日本基督教団讃美歌、聖歌、リバイバ
ル聖歌、他から 160 曲を選びました。

音程が高い調は低くして歌いやすくしています。全 160 曲
を収録した音楽 CD もできました。

本＆CDセット          5,000円

讃

美

歌

集

　

　

　

　

契

約

の

虹

Rainbow of 　  the Covenant
y

讃美歌集

契約の虹

商品番号：B70 -1 　A5サイズ    1,600 円
　　　　  ：C70 -1 　CD8枚組    4,000 円

書
籍
案
内
　

サタンが最も憎んでいる大真理
｢ サタンは、数えきれないほど多くの策略を考え出してわれわれの心を捕え、われ

われが最もよく知っていなければならない働きそのものについて、われわれに考えさ
せまいとしている。大欺瞞者サタンは、贖罪の犠牲と全能の仲保者を明ら
かにする大真理を憎んでいる。イエスと彼の真理から人々の心をそらすことに、
万事がかかっていることを、彼は知っているのである ｣ 大争闘下 221。


