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神の恵みを受けるには…… 
 

「神の恵みを受けるために、我、何をなすべきか？」と

マルティン・ルターが５００年以上も前に発した問い

は、今日すべての人にかかわる重要な問いかけとなっ

ています。それは、この世において、また永遠において

神の恵みを受けるために、私たちはどうすべきか、とい

うことなのです。いったい、どのような人が神の恵みを

受け、またどのような人がその怒りを招くのでしょう

か。聖書は次のように語っています。 

 

「万軍の主の日が臨む 

すべて誇る者と傲慢な者に 

すべて高ぶる者に 

─彼らは低くされる─……。 

その日には、誇る者は卑しめられ 

傲慢な者は低くされ 

主はただひとり、高く上げられる」 

（イザヤ書 2･12､17） 

 

「誇る者」「高ぶる者」とは、どのような人を指すので

しょうか。それは、傲慢にも神に背を向け、物事すべて

を自分勝手な価値基準で判断し、それが正しいと思い

込んでいる人のことです。そのような人は、神や人の語

ることに耳を傾けようとせず、上の権威に逆らい、正さ

れることを嫌います。また、神の戒めや掟に従おうとは

せず、この世の秩序や規則をも無視します。とりわけ、

神や人からの裁きを受け入れ、自分の犯した罪を認め

てへりくだる、ということは決してしません。このよう
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な態度をとる者の上には、いつの日か神の裁きが下る

でしょう。 

 

 だからこそ、今日、私たちは自分自身を神と人に正さ

れる度に、それを進んで受け入れ、悔い改めることが必

要なのです。そうすることによって、すべての国の民の

上に下されようとする裁きを免れることができ、恵み

を体験するのです。ですから、自分の人生に困難が襲い

かかっても、神の導きに逆らわないようにしましょう。

また、さまざまな災害も神からの警告として受け入れ

ましょう。傲慢にも神の導きを拒む者は、神の恵みをも

拒んでいるのです。私たちは、間もなく恵みの時がその

幕を降ろそうとしていることに目覚めなければなりま

せん。 

 

 今こそ、すべてを主に明け渡し、主との絆を強くする

なら、私たちはいわば炎の中からでも救われます。その

チャンスが残されているうちに、悔い改めて悪魔やそ

れに関係するいかなる事から離れ、身も心も霊も主に

献げ、神に立ち帰ろうではありませんか。これは、私た

ちが心の底から罪を

悔いて、自分の犯し

てきた罪や過ちを告

白し、主の赦しを得

るために、神の光の

中でそれらすべての

罪を示していただく

よう、神に祈ること

を意味しています。
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    今、改めて、神の御前で自問しましょう。                                                                     

 

* 神の御名をみだりに唱えたことはないか？ 

* 聖日を神にささげる代わりに、自分自身のために生

き、主の日を守らなかったことはないか？ 

* 神に対して不従順で、反抗したことはないか？ 

* 人を恐れて、その意見に左右されていないか？ 

* 神を侮辱するような行為に加担したことはない

か？ あるいは、それを知っていても、抗議せずに

黙っていたことがないか？ 

* 占い、心霊術、魔術、星占いなどにかかわったこと

がないか？ 

* 両親を敬ってきたか？ それともおろそかにして、

批判をし、反抗したことはなかったか？ 

* 不倫によって自分自身、あるいは他の人の夫婦関係

を汚したことはないか？ たとえそれが思いや感情

だけのことであったとしても……（ヘブライ 13･4 参

照）。 

* 婚姻関係にない男女の関係が今、あるいは過去にな

かったか？ 

* その他、性的に歪んだ行為が自分の人生になかった

か。 

* 中絶をしたり、勧めたり、医療関係者としてそれに

手を貸したことがなかったか？ 

* わいせつな本や雑誌を読み、みだらな映像を観たこ

とはないか？ 

* 嘘をついたことはなかったか？ 

* 自分の物ではないのに、不当に自分の物にしたり、

あるいは借りたものを返さなかったりしたことは

ないか？ 
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* 心の中に憎しみや苦々しい思いがないか？ 

* 赦していない人はいないか？ 和解せずに人と争っ

てはいないか？ 

* 他人のゴシップをまき散らしたり、人を中傷したり

したことはないか？ 

* カッとして、人を傷つけたことはないか？ 

* 嫉妬したり、ねたんだりしていないか？ 

* 人をだまし、害を与えたことはないか？ 

* 金銭の管理について、神の前で申し開きをすること

ができるか？ 

* 自分の時間や働いている時間を大切にし、賃金にふ

さわしく仕事に取り組んでいるか？ 

* 責任をもって自分の健康を管理しているか？ 

* ちょっとした肉体的、精神的ストレスを免れようと、

安易に精神安定剤などを服用していないか？ 

* 心から悔い改め、イエスの贖いの力によって罪から

離れたい、という確固とした意志があるか？   
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私たちは以前にもまして、自分の良心を徹底的に吟

味する必要があります。今、私たちは恵みの時に生きて

いるのであり、従って罪が示され、正されることも「恵

みの裁き」と言えるのです。しかし、御言葉にあるとお

り、終末の時代に入ってからは、この恵みの裁きは変わ

っていきます。ちょうど水面に投げられた小石が波紋

を広げていくように、人が罪から離れる時、悔い改めの

影響もはるか先にまで及びます。主がソドムの上に裁

きを下そうとしていた時、アブラハムは町のために懇

願しました。そこで主は、「町に正しい者がいるなら、

滅ぼさない」と答えられたのです。正しい者とは、神の

懲らしめを受け入れ、悔い改めた人々を指します。聖書

によれば、その町に正しい者が十人しかいなかったと

しても、神は町を滅ぼされなかったのです。この出来事

は、私たちの生きている現代に対して、何と深い意味を

示していることでしょうか（創世記 18･16～33 参照）。 
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 私たちは神の永遠の救いのご計画と、今、世界に起き

ている出来事を無視して生きることはできません。そ

れらは私たちの人生と深くかかわり合っているからで

す。私たちは人類という大きな家族の一員であり、一人

が悔い改めるならば、他の人々にも影響を及ぼすので

す。悔い改めは連鎖反応を引き起こすからです。やがて

天において、神の光の中で、私たちはさまざまな出来事

がいかに関連し合っていたかを知って驚嘆せずにはい

られなくなるでしょう。たとえば、ある人が自分の罪を

悔いて涙を流した結果、多くの人々が悔い改めに導か

れていったことがあります。また、一人が自分の罪を神

の前で認めたことによって、他の多くの人々が救いに

導かれたことを知るでしょう。私たちの人生は取るに

足りないもののように思えるかもしれません。しかし、

神の心にしっかりと結びついて生きるならば、私たち

の人生は大きな影響を広い範囲に及ぼすことができま

す。今日、罪に対する指摘や懲らしめを自ら進んで受け

ようとする人は、いったいどれだけいるでしょうか。神

はほんの一握りの人を見いだすにすぎず、多くの人々

が神に対して逆らい、反抗心を抱いているのです。 

 

 従って、これら一握りの人々がいかに生きるかは、来

るべき審判の前兆として、神の裁きが既に始まってい

るこの現代において、きわめて重要な意味を持ってい

ます。もし彼らがそれらの時代のしるしを心に留めて

行動するならば、彼らのメッセージは力を増し、その

「悔い改めよ、天国は近づいた」という呼びかけは更に

強くなるでしょう。これは、洗礼者ヨハネのメッセージ

でもありました。それは、当時はイエスの初臨を告げる
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呼びかけでしたが、今日では、イエスの再臨を告げる呼

びかけとなっています。今、悔い改めの中に生きていな

い者は、どんな人であっても、自分自身の救いを逃して

いるばかりでなく、他の人を救いに導くこともできま

せん。そして、この世の支配者サタンの罠にかかってし

まうでしょう。 

 

「悔い改めなさい！」これが今、私たちに求められてい

ることです。世界が大災害に脅かされている現代、最も

重要なのは悔い改めと祈りです。悔い改めとは、自分の

努力によって、掟を守ろうとする律法主義を意味する

のではなく、私たちの古い罪の生活に背を向けること

です。悔い改めは私たちの心を喜びで満たします。なぜ

なら、悔い改める時、私たちはサタンから離れ、主の赦

しと恵みを受けて、神の御もとに立ち帰ることができ

るからです。そもそも私たちの人生は、心から悔い改め

ることの繰り返しでなければなりません。 
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 洗礼者ヨハネが悔い改めを宣べ伝えた時、それを聞

いた人々は尋ねました。「では、私たちはどうすればよ

いのでしょうか」。それに対するヨハネの答えは具体的

で、その人々の生き方や犯している罪に見合ったもの

でした。たとえば、税金をだまし取っていた徴税人たち

には、これから規定以上のものを取り立てないように、

また、施しをしていなかった者には施しをするように、

あるいは貧しい者に分けてやらなかった者には分けて

やるように、と（ルカ 3･10～13 参照）。すなわち、悔い改

めには行動が伴うべきなのです。それは今日にも当て

はまります。 

悔い改めは単なる知的なものではなく、私たちが今

までの悪い行為を改め、怠っていたことを行うよう、神

の霊が私たちに決断力を与え、導いてくださるのです。

たとえば、それは私たちが執着している人との関係を

断ち切り、自分を縛っているお金や物、固執した考え方、

罪深い性質を捨てることなのです。また、名声や人気を

求める代わりに、目立たない立場を喜んで受け入れる

ことも意味します。うぬぼれの強かった人は、更に見栄

を張るような物の購入をやめ、既に手に入れている物

を手放すようになります。今まで物を惜しんでいた人

は、気前よく分け与えるようになります。愛がなく冷た

い人は、事あるごとに赦しを求めるようになります。仕

事に不忠実で、当てにならなかった人は、与えられた仕

事をできる限り忠実にするようになります。人に注目

され、認められたいと願っていた人は、みんなに無視さ

れても満足するようになります。そして、今まで不道徳

の中に生きてきた人は、自分を誘惑するような場所や

人に近づかないようになります。 
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 悔い改めようとする勇気があればあるほど、ますま

すそうしたくなります。そして、今までは避けていた悔

い改めをしたくなる自分を見いだすでしょう。しかし、

悔い改めを拒めば拒むほど、敵の手にますます強く握

られ、その結果、戦いに負けてしまい、誘惑を克服でき

ないばかりか、自分の思いを変えることも、罪を素直に

認めることも、人を赦すこともできなくなるのです。 

 

今、罪というものを、よりいっそう深刻に考えなけれ

ばならない時に来ているのです。なぜなら、神の審判が

近づいているからです。神の裁きは、罪の中に生き、悔

い改めなかったすべての者の上に下されます。これに

は重い罪と同じように、いわゆる「軽い罪」も含まれる

ことは言うまでもありません。それが重かろうが軽か

ろうが、神の御前には罪として見なされるからです。す

なわち、人生の最も大切な問いは、「日ごとの悔い改め

をしてきたか。避けてきたか」という問いでもあるので

す。なぜなら、すべての人は裁きの座の前に立たなけれ

ばならないからです（ローマ 14･10、Ⅱコリント 5･10参照）。 

 

「悔い改めなさい」という呼びかけは、神に背を向け、

自己中心的な歩みをしている人々だけでなく、神に属

していながら高ぶっている者にも向けられています。

「今こそ、神の家から裁きが始まる時です」（Ⅰペトロ 4･

17）と聖書にありますが、さまざまな災難に見舞われる

現代、私たちキリスト者はこの言葉を心に留めるべき

です。神はまず信じる者に語りかけてくださるのです

から、私たちは誰よりも先に目を覚まし、神からの警告

に注意を払わなければなりません。そして、自問自答せ
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ざるを得ません。「この地球に恐怖をもたらす第三次世

界大戦、核戦争が襲ってくれば、私は神のその裁きに直

面する霊的な備えができているだろうか。」始まろうと

している裁きやさまざまな警告が、私たちを目覚めさ

せ、次のような祈りへと導きますように。 

 

「『あなたはわたしたちの罪を御前に、隠れた罪を御顔

の光の中に置かれます』（詩編 90･8）。主よ、私の見えな

い目を見えるようにしてください。あなたが私をご覧

になるように、自分自身を見ることができるように。ま

た、自分の本当の姿を見ることができるために、私の罪

を指摘してくれる人を私の所に導いてください。『神よ、

御名によってわたしを救い、力強い御業によって、わた

しを裁いてください』（詩編 54･3）。」 

 

 終わりの時に、神は一人の天

使に命じて、もう一度、信者、

未信者を問わず、すべての人に

永遠の福音を宣べ伝えられま

す。「天使は、地上に住む人々、

あらゆる国民、種族、言葉の違

う民、民族に告げ知らせるため

に、永遠の福音を携えて来て、

大声で言った。『神を畏れ、そ

の栄光をたたえなさい。神の裁

きの時が来たからである。天と

地、海と水の源を創造した方を

礼拝しなさい』」（黙示録 14･6､

7）。私たちは、自分の本当の姿
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を認め、今まで歩んできた古い生き方を離れ、全能なる

永遠の神の御前に、罪人としてへりくだって初めて、神

に栄光を帰すことができるのです。 

 

 このような悔い改めを通して、私たちの内にすばら

しい変化が生じてきます。そして私たちは、迫りくる苦

難の時に備えて、この変化をまさに必要としているの

です。悔い改めによって、私たちは進んで苦しみを受け

入れるようになります。自分に与えられた人生の尊い

時間を浪費してきたことに気づいた者は誰でも、失わ

れた時を補いたいと願うでしょう。そして、自分の罪や

欠点のために、現状のままでは神の都に入ることはで

きないと知って、整えられるために喜んで苦しみを受

けるようになります。罪を悔い改め、自分の犯してきた

罪がどれほどイエスを悲しませてきたかを悟った者は、

かつてなかったほど、イエスを愛せずにはいられなく

なるでしょう。そして、イエスの御名のために、苦しみ

を受ける覚悟が強められていくのです。  
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ロトの妻 

 

 世界的な災いが臨もうとしている今、私たちは罪深

い歩みから離れるだけでは不十分です。イエスは私た

ちに、この世のものに対するすべての束縛から解放さ

れなければならない、と語っておられます。誤った執着

や束縛から自由になっていなければどのような結末を

迎えるかは、ロトの妻の衝撃的な運命に見ることがで

きます（創世記 19･26）。神はロトの妻を救おうとされ、

彼女は御使いたちに手を引かれ、町が滅ぼされる前に

町の外へと連れ出されたのです。にもかかわらず、彼女

は塩の柱になってしまいました。それは主が「後ろを振

り返ってはいけない」と言われたのに、彼女がその言葉

に従わなかったからです。イエスは終わりの時につい

て弟子たちに、そして私たちに、こう語られました。「ロ

トの妻のことを思い出しなさい」（ルカ 17･32）。このこと

は私たちに何を教えているのでしょうか。イエスは更

に「自分の命を生かそうと努める者は、それを失い、そ

れを失う者は、かえって保つのである」（ルカ 17･33）と

語っておられます。 

  

ロトの妻は文字どおり、命を失ってしまいました。な

ぜなら、自分の命と、自分にとって価値があるこの地上

のものに執着したからです。迫りくる災いの時、もし、

私たちが自分の命を保ちたいと願うなら、この世のも

の、自分をとりこにするすべてのものを手放すことが

極めて大切です。ロトの妻は、前もってそれらを断ち切
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ることができませんでした。人間的に考えれば、彼女が

後ろを振り返ったことは理解できないわけではありま

せん。恐らく彼女は、後に残してきた家や持っていたも

のすべてが気になり、また、自分の娘婿たちの命を心配

していたのでしょう。ではなぜ、そのような厳しい罰を

受け、滅びから救われずに死んでしまったのでしょう

か。それは彼女が、神の御旨に従わなかったからです。

神が命令を与えられる時、神に喜んで従うか従わない

かで私たちの本当の姿が見えてきます。 

  

御使いたちを通して、「後ろを振り返ってはいけない。

低地のどこにもとどまるな」と命じられたのは、主御自

身でした。しかし、ロトの妻は自分の親戚や全財産をそ

のまま後に残して行くことがどうしてもできなかった

のです。私たちも同じような状況下におかれた際よく

するように、彼女は自分の娘婿たちと主がくださった

財産を気遣って後ろを振り返るのだと、自らを納得さ

せたのかも知れません。しかしながら、どんなに敬虔そ

うに見えても、神は私たちが自らの行為を正当化しよ

うとする自己弁護を受け入れられません。むしろ神の

ただ一つの問いは、「あなたは私の御旨と戒めに従って

行動したのか、それとも、自分の思いと願いのままにし

たのか？」ということです。私たちのやり方がたとえど

んなに立派に見えようとも、それが神の御旨に沿って

いないならば、神には認められません。なぜなら、神は

私たちの従順をご覧になり、その従順は神のみを求め

る私たちの愛を示しているからです。 

 

 私たちには、神の御旨と戒めに対する不従順という、
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救いの障害を取り除くことが必要不可欠です。イエス

が弟子たちに「ロトの妻のことを思い出しなさい」と諭

されましたが、それは「自分の命を失いなさい」との戒

めにつながっているのです。その命とは、自分にまとわ

りつく執着すべてを意味しており、私たちはまさにそ

れらを断ち切るべきです。 

 

 自分が何に縛られているのかを、どのようにして知

ることができるでしょうか。聖書は語っています。「あ

なたの富のあるところに、あなたの心もあるのだ」（マ

タイ 6･21）。言い換えれば、朝、目覚めた時、まず何を考

えるでしょうか。どのような思いを抱いて就寝するで

しょうか。眠れないほど心配していることがあるでし

ょうか。余暇や金銭をどのように使っているでしょう

か。絶対に失いたくないものはあるでしょうか。たとえ

ば、身内の者や友人、生き甲斐、お金、財産、遺産、仕

事、名誉、人気、自分の権利など……。イエスは、自分

の命を失うように、と語っておられます。執着している

ものを手放し、捨てなさい、との勧めは、主の愛から来

るものです。命を失って初めて、私の内にイエスの占め

る場所ができ、神の命が入り込むことができるのです。

その神の命は私たちを支え、強くしてくださいます。そ

れでも私たちが自分の「偶像」となっているものにしが

みついているなら、神をすべてにまして愛していない

ことになるのです。神のみに依り頼んでいないことに

もなります。そして、神から、またその命と救いの愛か

ら離れてしまうことには、私たち自身に責任があるの

です。 
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私たちがどのような時代に置かれているかを知るこ

とは極めて大切です。「放縦や深酒や生活の煩いで、心

が鈍くならないように注意しなさい。さもないと、その

日が不意に罠のようにあなたがたを襲うことになる」

（ルカ 21･34）とありますが、私たちは自分の願いや意思

を追求しがちで、その結果、神の御旨に逆らってしまう

のです。なぜなら、御旨に従って行けば、もしかすると

何らかの犠牲や苦しみに遭わされるかも知れないと思

っているからです。更に御言葉にこうあります。「その

日は、地の表のあらゆる所に住む人々すべてに襲いか

かるからである。しかし、あなたがたは、起ころうとし

ているこれらすべてのことから逃れて、人の子の前に

立つことができるように、いつも目を覚まして祈りな

さい」（ルカ 21･35､36）。 

 

多くの場合私たちは、自分が特定の罪に捕らわれて

いることに気づくのが遅すぎます。気づいた時には既

に、霊的、あるいは肉体的な死の寸前に来ているのです。

イエスが繰り返し、私たちに目を覚ますようにと勧め

ておられる理由がここにあります。ですから、危険がど

こに潜んでいるかを察知で

きるように、主の光を常に

求めましょう。イエスはそ

の深い愛ゆえに、私たちを

苦難から逃れさせたいと切

に望み、迫り来る災いを前

に、いつも目を覚まして祈

るように、と呼びかけてお

られるのです。  
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避け所 

 

 神の怒りの時、すなわち全地に大いなる災いが臨む

時、守られることは果たして可能なのでしょうか。その

時のことを聖書は次のように書いています。「大地は主

の御前に滅びる、世界とそこに住むすべての者も。主の

憤りの前に、誰が耐ええようか、誰が燃える御怒りに立

ち向かいえようか。主の憤りが火のように注がれると、

岩も御前に打ち砕かれる」（ナホム 1･5､6）。その時、神の

憤りは全人類に向けられるのではないでしょうか。い

いえ、そうではありません。というのは、次の節に「主

は恵み深く、苦しみの日には砦となり、主に身を寄せる

者を御心に留められる」（ナホム 1･7）と記されているか

らです。 

 

それは、人類が主なる神の憤りを招いた時、突然、恐

れや苦難の中で呼び求める子らに主の目が留まるかの

ようです。その途端、神の表情が変わっていき、父なる

神はキリストの血によって贖われた御自分の子らを、

恵みと憐れみに富んだまなざしでご覧になります。な

ぜなら、彼らは父なる神に依り頼んでいる神の子に他

ならないからです。 

  

「主はその民の避け所、イスラエルの人々の砦である」

（ヨエル 4･16）と、神は慰めの言葉をかけられます。信

頼して御自身を見上げる子らに対して、神の怒りは消
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え去ってしまうかのようで、今や父の御心は慈しみに

満ち溢れ、その子らの上に注がれているのです。かつて

主はイスラエルに語られたのと同じように、苦難の中

にいる新約の民に対しても語られます。「彼（エフライム・

主の選ばれた民）のゆえに、胸は高鳴り、わたしは彼を憐

れまずにはいられないと、主は言われる」（エレミヤ 31･

20）。それはまるで、神が御

自分の子を腕の中に優しく

抱き上げ、語りかけておら

れるかのようです。「翼を広

げた鳥のように、万軍の主

はエルサレムの上にあって

守られる。これを守り、助

け、かばって救われる」（イ

ザヤ 31･5）。 

  

怒りや恐怖のただ中で、神の愛のすばらしさが現わ

れてきます。この御言葉は、翼の下に子らをかばう鷲の

ように、御自分の子らを危険から守り、かばっておられ

る父なる神の愛を示しているのです。大いなる苦境の

中に、神はそうせずにはおられません。なぜなら、父親

はわが子が生命の危険にさらされた時、すぐに駆けつ

け、腕の中にしっかりと抱きしめ、襲いかかる危険から

子供を守らずにはいられないからです。神の民は苦難

の時、まさにこれと同じことを体験するにちがいあり

ません。おびえる子らは御父の腕の中に安らぎ、その御

腕は、恐れと苦しみの中にある子らを取り囲もうと常

に差し伸ばされています。御父はその優しい愛ゆえ、災
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いの時にその子らを守り、救いたいと心から望んでお

られるので、堅固な砦を備えてくださいます。 

 

「地上に住む人々を試すため全世界に来ようとしてい

る試練の時」（黙示録 3･10）に、救われることは可能です。

神は、不法が地に満ち、それを滅ぼすために大洪水を起

こされた際、ノアを救われたように、「信仰のあつい人

を試練から救い出す」（Ⅱペトロ 2･9）のです。また、ロ

トに対しても、「急いで逃げなさい。あなたがあの町（ツ

ォアル）に着くまでは、わたしは何も行わないから」（創

世記 19･22）と言い、彼を救われました。大いなる災いが

エジプトの全地とすべての民を打った際、主は次のよ

うに宣言されました。「その日、わたしはわたしの民の

住むゴシェン地方を区別し、そこにあぶを入り込ませ

ない」（出エジプト 8･18）と。神の御言葉どおり、ゴシェ

ンの地域には雹も降らず、あぶの大群も入り込まず、暗

闇がエジプト全土に臨んだ時にも、イスラエルの人々

が住んでいる所にはどこでも光があったのです（出エジ

プト 9･26､10･22､23 参照）。 

  

このように、神の裁きがすべての人の上に無差別に

下ったことは、今まで一度もありませんでした。エルサ

レムの町が滅ぼされようとした時、神は御使いを遣わ

し、町の中で行われていた「あらゆる忌まわしいことの

ゆえに、嘆き悲しんでいる者の額に印を付けさせ」（エ

ゼキエル 9･4）、彼らを滅びから救ってくださいました。

聖書は、来るべき時にも同じことが起こる、と約束して
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います。すなわち、ラッパを吹く天使が告げた裁きの一

つにおいて、救われるべき人たちの額には神の刻印が

押されるのです（黙示録 9･4 参照）。また神は、大いなる

恐るべき主の日に、主を畏れる者を助け、守るために、

記録の書を書き記されました（マラキ 3･16 参照）。しか

し、それだからといって、クリスチャンが災害や戦争で

は決して命を落とさないということではありません。

あるキリスト者たちにとっては大災害や世界大戦など

が、神によって定められた天に召される時となるかも

しれません。全般的には、来るべき大戦は黙示録的な特

徴を示し、黙示録の時代、終わりの時は、今までとは全

く異なった法則によって動いていくと聖書から読み取

れます。 

  

御言葉は、「炉のように燃える日」には、「神に仕える

者と仕えない者との区別」が明らかにされると告げて

います（マラキ 3･19､18 参照）。すなわち、愛をもって神

に仕える人々が受ける報いは、神に背を向け、自分勝手

な基準を持ち、神の戒めを軽蔑して思う存分に罪を犯

し続ける、神を畏れない者たちの受ける報いとは違う

のです。なぜでしょうか。神が父であられるからこそ、

「炉のように燃える日」について語られた時、私たちの

心を深く揺り動かさずにはおかない言葉をもって、そ

の愛を表わしておられます。「わたしが備えているその

日に、彼らはわたしにとって宝となると、万軍の主は言

われる。人が自分に仕える子を憐れむように、わたしは

彼らを憐れむ」（マラキ 3･17）。これは既に始まりつつあ

る終末の時代の災いにも当てはまるのです。 
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 神が御自身に属する者を懲らしめられるのは、愛の

みからです。罪は滅びをもたらすのです。今、最も大切

なのは、私たちが過ちを犯した時にはいつでも、神の力

強い御手の下で身を低くし、神と人との前で赦しを求

め、神の真の子として御父の懲らしめを素直に受ける

ことです。神の子らが罪を悔い改め、滅びをもたらす罪

から立ち帰るなら、神の懲らしめはその目的を果たし

たことになるのです。ですから、神の裁きが全人類に臨

む時、主は御自身を信頼している従順な者を、もはや裁

く必要はありません。そして、苦難と患難の時代に、キ

リスト者は次のことを待ち望むことができます。 

  

満ち溢れる慰め 父なる神は、恐れ

おののく子らを、愛をもって優しく

抱きしめてくださいます。 

 

数え切れない奇跡 神は御言葉の

中で約束しておられるように、御

自身の者を大きな苦難の時に保護

し、助け出し、試練から救い出して

くださいます（Ⅱペテロ 2･5～9 参照）。 

  

大河のような平和 「神の平和が大河」

（イザヤ 48･18）のように私たちの心に流

れ込み、すべての不安は消え去ります。 
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開かれた天 暗闇が全地を覆う時、

天が私たちのただ中に降りて来て、

かつてなかったほど光り輝くのです。 

 

霊的な力と武具 神の子らは問題や苦

しみに耐え、それらに勝利できるよう

に、困難な時に備えて特別な力と武具

を授けられます。 

 

イエスの御臨在 暗黒の中で主

の愛の光が輝き、地獄のような

状況を天の御国のような状況へ

と一変させます。 

 

天使の守り 力強い御使いたちが、神に属し仕える者

たちを前からうしろから取り囲んで守ります。「主の使

いはその周りに陣を敷き、主を畏れる人を守り助けて

くださった」（詩編 34･8） 
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これらの約束は、災いの後、荒廃し廃墟と化した地球

に生き残る人々にも当てはまります。主にとっては「数

の多少は問題ではない」（サムエル上 14･6）のです。神の

真の子らは、自分たちの苦しみが大きかろうと小さか

ろうと、それは神にとって何の問題にもならないこと

を知っています。私たちを助けてくださる神は、全能な

る方です。そして、たった一言で無から私たちのすべて

の必要を満たすことがおできになります。災いが臨ん

だ時やそれから先、神は私たちをいかなる状況におい

ても救い出し、支え通すことができる力と権能を持つ、

唯一の主であることを自ら立証されることでしょう。  

 

大きな災いに見舞われた時、そしてそれに続く苦難

の中で、私たちは信頼を御父におき、次のように言うこ

とが大切です。 

「主よ、それでも、あなたはわたしの盾」 （詩編 3･4） 

「わたしの助けは来る、天地を造られた主のもとから」

（詩編 121･2） 

「あなたは必ずわたしを助けてくださいます。あなた

の翼の陰でわたしは喜び歌います」   （詩編 63･8） 

  

そうすれば私たちは、神が私たちの父であり、その子

らを失望させない方であることを体験するにちがいあ

りません。神の助けは必ず来るのです。このようにして

私たちは苦難に襲われた時、守られるよう父なる神に

依り頼むことができます。しかし、この確信によって、

日ごとに闇が暗さを増しつつある現代にあって、私た
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ちは直面している問題を乗り越えることができるので

しょうか。暗黒の勢力が勝利していくかのように見え

る多くの事件を目の当たりにして、いったい生きる意

味があるのだろうかと、しばしば思うかもしれません。

悪霊や暗闇の勢力があまりにも強くこの世を支配して

いるため、地獄のような現実があります。罪と犯罪があ

たかも勝ち誇っているかのようです。「この世界がやが

て滅ぼされてしまうのなら、このまま生きているのは、

いったい何のためだろう……。私たちが今、学び、研究

し、働き、建て上げ、維持しているあらゆるものが焼き

滅ぼされてしまうなら、すべての努力は空しいのでは

ないか……。なぜなら、人類の多くはいずれにしても死

に向かっており、私たちが生産し、蓄積してきたすべて

のものが滅びるのだから……」 

  

こう考えている人を、神は絶

望の淵から引き上げ、新しい希

望を与えたいと願っておられま

す。神は父として、私たちがこ

の時代に生きていくのがどのよ

うなことであるかをよくご存じ

です。そして、神は私たちが邪

悪な時代に生きており、裁きの

前兆がもたらしている数々の苦

しみを恐れていることもご存じ

なのです。それゆえ神は、まさにこの時代にあって、私

たちに特別な使命と新しい希望を与え、人生に深い意

義をもたらしてくださるのです。 
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世界のゲツセマネ 
  

私たちに与えられている使命は、今、祈ることです。

世界が「ゲツセマネの時」を迎えているからです。イエ

スはゲツセマネの園において、御自身の使命が破壊さ

れ、命さえも奪い取られることに直面しなければなり

ませんでした。そこでイエスは死と闇の支配者と戦い、

闇が力を振るって想像を絶するほどに主を責めさいな

んだのです。 

 

このゲツセマネの戦いは、どういう意味を持ってい

たのでしょうか。神はこの戦いを通して、イエスのうち

に偉大なことを起こそうとされたのです。敵の激しい

攻撃のただ中で、イエスは切に祈り始められました。ま

さにこの祈りによって、イエスは迫りくる恐怖、十字架

上で私たちに代わって神の罰を受ける苦しみに対して

強くされたのです。闇の中でこのゲツセマネの祈りこ

そが、イエスの武器となりました。福音書には次のよう

に記されています。「イエスは……うつ伏せになり、祈

って……、更に、二度目に……祈られた」（マタイ 26 章

参照）。「……ひざまずいて祈られた。イエスは苦しみも

だえ、いよいよ切に祈られた。汗が血の滴るように地面

に落ちた」（ルカ 22 章参照）。 

  

このことを今、私たちは、自分の人生にどのように当

てはめればよいのでしょうか。悪霊たちの攻撃が四方

八方から押し寄せてくる現代、私たちもゲツセマネの

苦しみを通らなければなりません。現代は死に脅かさ

れ、大災害、地球の荒廃、反キリストの出現を目前に控
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えた時代です。すなわち既に「ゲツセマネの時」を迎え

た今、私たちはイエスが弟子たちに命じられた「祈って

いなさい」という命令を、もう一度心に留めなければな

りません。かつて弟子たちに言われたのと同じように、

主は今、私たちにも「まだ眠っている。休んでいる」と

語りかけ、「起きて祈っていなさい」と呼びかけておら

れるのです（マタイ 26･45､ルカ 22･46）。 

 

眠りから目覚め、起きて祈るということは、何よりも

まず自分自身のために祈ることを意味しています。な

ぜなら以前にもまして、暗闇の勢力が私たちを誘惑し、

激しく攻撃しているからです。神の掟が無視され、世の

中を支配する無秩序な風潮にだれもが押し流されてし

まう今日です。周囲を取り巻く空気は重苦しく、私たち

を圧迫しています。そのため心の中が暗くなり、恐れに

捕らわれてしまうのです。特に、家族や身内の者が悪霊

に惑わされて、その餌食となってしまう時、闇の力は私

たちを意気消沈させ、絶望のどん底に陥れようとねら

っています。勝ち誇る敵の威力に圧倒されて、私たちは

自分の弱さや無力を痛感せずにはいられません。人間

には、人間を助ける力が全くないのです。このような時

こそ、イエスが私たちに力強く呼

びかけておられます。「祈っていな

さい！」 

 

「神に服従し、悪魔に反抗しなさ

い。そうすれば、悪魔はあなたがた

から逃げて行きます。神に近づき

なさい。そうすれば、神は近づいて
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くださいます」（ヤコブ 4･7､8）。祈るということは、私た

ちの上に重くのしかかってくるあらゆる問題を、その

まま携えて神に近づき、神との交わりを持つことを意

味します。そうする時、事態は変わってきます。祈りの

中で私たちの苦しみを主に訴える時、神は最も適切に

応えてくださるのです。神は私たちの心にある憂鬱や

落胆、絶望などを取り去り、平安、耐え抜いていく力、

慰め、深い喜びを与えてくださいます。私たちは祈りな

がら、憐れみや慈しみに満ちた天の父と語っているこ

とを知るのです。神は、この暗い時代に生きる私たちを

御自身の子として、その力強い愛の御腕の中にしっか

りと抱きしめてくださり、弱い私たちを強め、御霊によ

って苦しみに耐え抜く勇気を与えてくださいます。祈

りは成長したクリスチャンだけができる難しいもので

はなく、イエス・キリストを救い主と信じた瞬間からだ

れもができるものなのです。 

 

 祈りとは、イエスの御名、すなわち勝利の君、神の小

羊なるイエスの御名を呼び求めることを意味します。

イエスはゴルゴタの十字架上でサタンに打ち勝ち、敵

の勢力を打ち砕かれた神の小羊です。悪魔に支配され

ている現代、私たちは勝利の君イエスの御名を呼び求

めなければなりません。悪霊たちは私たちの心に落胆

と不信仰と絶望を吹き込み、霊の力と喜び、勝利の確信

を奪い取ろうとねらっていますが、祈りによって悪霊

は私たちから離れ、逃げ出さざるを得なくなります。以

前にもまして、暗闇の勢力と悪の諸霊に対して戦う信

仰による祈りが、まさに今この時、必要とされているの

です。 
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「イエスは勝利者！ イエスは勝利者！」 

黙して祈ろうが、口に出して祈ろうが、この祈りを何

度繰り返しても十分ではありません。それでも私たち

が「イエスは勝利者！」と祈る瞬間、私たちを罠にかけ

ようとしていた暗闇の勢力は逃げ出す以外にないので

す。悪魔崇拝、悪の権力、誤った教え、惑わしなどに満

ちた現代、今の世に生きる私たちにとって、この祈りは

救いであり、避け所となります。御言葉に従って、この

ゲツセマネの時代にあって祈り、「イエスは勝利者！」

と宣言するなら、私たちは勝利を得、勇気や力を上より

与えられるのです。そして、直面するすべての戦いや困

難の中で、イエスの助けを体験するでしょう。また、祈

りのうちに、陰府とサタンに打ち勝たれた勝利の君イ

エスを見上げる時、苦しみや暗闇のただ中にあっても、

勝利の歓喜が心の中に溢れてくるのです。この勝利の

君イエスは、やがて主の主、王の王として再臨されるか

らです。 

  

このイエスは、きょう日も、主として、助け主として、

私たちと共におられます。祈りだけが、神の御子イエス

に、あの恐るべき

ゲツセマネの夜

を耐え抜く力を

与えました。世界

に「ゲツセマネの

時」、大いなる災

いが臨もうとし

ている今日、罪人

である私たちは
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なおさら、祈ることなしにはこの時代を耐え抜くこと

はできません。 

ゲツセマネの園で、イエスは一つの特別な祈りをさ

さげられました。その祈りはサタンを黙らせる力強い

祈りであり、また同時に天の父をたたえる最も深い祈

りでもありました。「アッバ、父よ……わたしが願うこ

とではなく、御心に適うことが行われますように」（マ

ルコ 14･36）。イエスは苦しみもだえつつこの祈りをささ

げられたのです。なぜなら、「御心に適うことが行われ

ますように」という祈りは、全く無条件で最も過酷な苦

しみに身をゆだねることを意味していたからです。昔

の画家たちは、地面に身を投げ出して祈られるイエス

の姿を描いています。もし、このゲツセマネの祈りを言

い換えるなら、次のような表現になるのではないでし

ょうか。「たとえ私には理解できなくとも、私は自分の

すべてをあなたの御心にゆだねます。なぜなら、私はあ

なたを心から信頼しているからです。そうすることに

よって私の使命が打ち砕かれ、弟子たちに見捨てられ

ようとも、私はすべてをあなたの導きにゆだねます。父

よ、私はここにいます。どうか、御心のままになさって

ください。」 
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 暗闇が世界を覆っているこの「ゲツセマネの時」に、

神の御子イエスが、このような祈りをささげるよう、私

たちに呼びかけておられます。主が祈られたように祈

る時、主の平安が私たちの心を満たすのです。そう祈る

時、私たちの意思は神の御心と一つになるからです。

「主よ、あなたの道は完全です。私はあの道を歩みたい

のです。この恐ろしい現代に生きなければならないと

しても。あなたは私の人生のすべてを計画されました。

そして、あなたの御心は常に最善です。あなたの導きに

従って行くなら、それは永遠の目的地に最も近い道と

なるのです。天において私はあなたにお会いすること

ができ、それが私の目標です。そこではすべての苦しみ

が永遠に消え去り、まさに私の目指す所は天の御国な

のです。」 

 

「神の道は完全」（詩編 18･31）、「あなたの裁きは真実で

正しい」（黙示録 16･7）と祈るなら、私たちが思いを主に

ゆだねることができ、今の苦しみを進んで背負おうと

する覚悟が与えられるのです。そう祈ると、苦しみと恐

れが消え去ります。しかし、もし私たちの祈りが心から

の熱心な祈りでなければ、この時代にあって、方向を見

失い、どうして良いのか分からなくなってしまうので

す。そして、恐れと絶望、誘惑と苦しみに捕らわれてし

まうでしょう。祈りの生活を送り、主イエスと父なる神

と深い愛の交わりを持つことによってのみ、災難が降

りかかる時にも、主の助けと救いを体験するのです。祈

りはすべてを変えるからです。 
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最も大切な使命 

  

祈りは、私たちの生きる意味や使命として、ただ慰め

と助けを自分たちだけにもたらすものではありません。

それだけでは少なすぎます。私たちが「祈りなさい」と

いうイエスの勧めに従う時、自分が置かれた場で全く

新しい可能性が開かれ、多くのことが変わっていくの

です。以前は、半ばあきらめ気味に物事を眺め、消極的

な態度で「自分で何も変えることができないなら、努力

しても無駄だ」と思ってきました。しかし、主は祈りの

武器をもって、私たちに物事を変える機会を与えてく

ださるのです。それは、神の怒りを押しとどめ、暗闇の

勢力に立ち向かい、人々を救いに導き、奇跡を体験し、

神の裁きを軽くする契機となるのです。 

  

日常のニュースを聞く度に私は、それについて即座

に祈るようになりました。惨事が発生し、暴力や殺人が

起き、生ける神が冒涜されていることを耳にしたら、私

たちマリア福音姉妹会では、心を合わせて次のような

祈りの言葉を唱和します。 

 

「主よ、憐れんでください！  

キリストよ、憐れんでください！ 

主よ、私たちの罪を赦してください！」 

  

人類の罪のため、そして私たち自身とわが国の犯し

た罪のため、神はさまざまな災いによって世界を裁か

ざるを得ません。私たちは国民の一人として、国が犯す

罪、犯罪、神への冒涜などに対する責任を負っているこ



34 

 

とを心に刻んでおくべきです。 

 

 また、神の掟が守られず、たとえば胎児の命のはく奪、

性的倒錯や麻薬中毒、暴動などのニュースを耳にする

度、私たちは共にこう祈ります。 

 

「主よ、魂を救ってください！ 

 魂を救ってください！ 

迫ってくる暗闇の勢力を押しとどめてください！」 

 

 あるいは、世界が地獄と化し、破壊に向かっているの

を耳にし、あるいは目の当たりにする時には、次のよう

に祈ります。 

 

「主イエスよ、来てください！ 

あなたの約束のとおり、 

万物を新しくしてください！」 

  

恐ろしいニュースや、毎日のように見聞きしている

事件を、もはや他人事のように傍観していてはいけま

せん。むしろ、その度ごとに祈りをもって対応すること

が求められています。神は今、私たちの祈りを待ってお

られるのです。神は救い、助け、介入し、状況を変えた

いと望んでおられます。より多くの魂が救われるよう

にとの熱心な祈りは、神の心に届き、特に「イエスのた

めに、イエスの犠牲と流された血潮のために、魂を救っ

てください」と祈るならば、その祈りには大きな力があ

ります。このように祈る時、失われた魂は救いに導かれ、

サタンの支配下から解放されるのです。かたくなな心



35 

 

の人々は悔い改め、新しい命が生まれるのです。破壊や

暗闇の勢力は押しとどめられ、テロによる攻撃は早い

うちに阻止され、神を冒涜するような映画・公演などは

成功を収めないようになります。クリスチャンが集い、

祈りによって戦ったところ、劇場は空、観客の反応も低

調、余りの不人気のために公演は中止、といったケース

さえあったのです。 

  

まさに祈りによって、迫り来る暗闇の勢力と罪の威

力を防ぐダムを築くことができるのです。願わくは、悪

の激しい流れや悪魔的勢力に対して、イエスの勝利の

御名によって祈る者・立ち向かう者・執り成す者が、す

べての町に起こされますように。イエスの御名を呼び

求め、主の血潮を賛美することには現実に確かな力が

あります。私たちが「イエスは勝利！」と信仰をもって

宣言する時、サタンは最終的に離れ去るのです。しかし、

もし私たちが祈りをおろそかにし、イエスの御名を呼

び求めないなら、悪魔を思うがままにさせてしまうこ

とになります。そして、その結果、数え切れない人々が

惑わされ、悪魔の手中に陥ってしまいます。従って怠慢

な私たちは、その人々に対する責任を問われることに

なります。今日、この世に支配され、生ぬるい歩みをし

ているクリスチャンは、自分自身のためにだけではな

く、他の人々のためにも祈り

の使命を重要視しなけれ

ばなりません。今の時代に

あって、私たちは祈りの戦

士として神の御腕を動か

すことができるからです。 
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神は、自らの罪を悔い改め、赦しを受ける人々を待ち

望んでおられます。この終わりの時に、そのような人々

だけが目を覚まして祈り続けることができるからです。

日々の歩みの中で、神の懲らしめを進んで受け、へりく

だった者のみが、霊的な力をもって祈ることができま

す。なぜなら、そのような人は神の怒りに遭うことが何

を意味するかをよく知っており、魂の救いを願わずに

はいられないからです。打ち砕かれ、へりくだった心は、

私たちをよりいっそう深い祈りへと導きます。裁きの

前兆が至る所に見られるこの時代をたくましく生き抜

くためには、謙遜と熱意が最も必要とされるのです。 

  

祈りの使命を果たすためには、「自分は惨めで取るに

足りない者だ」とか、「自分も他の人と似たり寄ったり

ではないか」などと決めつけてはなりません。神の約束

は、貧しく、へりくだる者にこそ与えられています。「謙

虚な人の祈りは、雲を突き抜けて行く」（シラ書 35･21）

からです。また、「時間が無い」と弁解してはなりませ

ん。一日は、何時間、何分あるのでしょうか？ もし私

たちが、その一分一分を有効に用いるならば、何と多く

の祈る機会を見いだすことができるでしょうか。集中

力が必要とされる仕事をしている時は別として、仕事

をしながらでも祈ることはできます。「主よ、魂を救っ

てください！」というような短い祈りを、一日何百回も

することができるのではないでしょうか。 

  

いつの日か、キリストの裁きの座に立つ時、私たちが

どこにいて何をしていたにせよ、一日中、祈りと執り成

しをささげたかどうかを問われることになるでしょう。
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その時、「時間がありませんでした」などと自己弁護す

ることはできません。愛は、人々の救いのために祈らせ

るからです。 

  

全世界が大きな災いの前兆であるさまざまな懲らし

めに見舞われている今こそ、私たちが全力をもって証

しし、伝道し、祈らなければなりません。それによって、

できる限り人々を救いに導かなければならないのです。

これが私たちに与えられた最も急を要する大切な使命

です。主の働き人としてその御業にあずかることを許

されているのは、何とすばらしい特権であり、恵みでし

ょうか。 
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苦難の意義 

  

この世界的な苦難の時代、私たちの祈りと伝道は、そ

れぞれの人生に深い意義をもたらしますが、それだけ

ではありません。神は更に大きなご計画を立てておら

れます。「人々は、この世界に何が起こるのかとおびえ、

恐ろしさのあまり気を失う」（ルカ 21･26）といったよう

な艱難や試練の時を神がお与えになるのには、理由が

あるのです。それは生みの苦しみです。苦難が新しいも

のを生み出し、喜びと栄光をもたらします。現代におい

て苦難は創造的な力を発揮し、偉大で、すばらしいもの

を絶えず生み出すのです。事実、苦難のもたらす祝福は

さまざまな面に及びます。まず、一人ひとりが苦しみに

よって練り清められます。悪がはびこり、危険に満ちた

今の世にあって神は、私たちを落胆させるもの、内的葛

藤を与え、不幸にするものから解放し、この世に対する

執着、反抗心、不信仰、利己主義などといった罪の鎖か

ら解き放ちたいと望んでおられます。神の願いは、その

子らを御自身と同じ姿に造りかえ、永遠の栄光に備え

させることなのです。 

  

この目的のために神は、来るべき裁きの前触れであ

る艱難だけではなく、私たちを混乱させようとする悪

魔の策略をも許されるのです。「神を愛する者たち……

には、万事が益となるように共に働く」（ローマ 8･28）の

です。艱難に押しつぶされた私たちは祈らざるを得な

くなり、主の御声に耳が鋭くなり、心が罪に対して敏感

になります。つまり、暗闇の恐るべき力があるからこそ、
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私たちは神の光の中へと追いやられるのです。苦しみ

のただ中で神の子らの目は開かれ、罪の恐ろしさを知

るようになり、その結果、「闇の行いを脱ぎ捨てる」（ロ

ーマ 13･12）ようになります。悪霊たちの攻撃を受ける神

の子らは、以前にもまして信仰の戦いをせずにはいら

れなくなるのです。このようにして、神の子らを威嚇し

ようとする暗闇の勢力は、かえって彼らをイエスの御

腕の中に追い込むことになります。彼らは訓練され、強

められ、より勇敢になります。そして、日々の生活にお

いて、かつてなかったほどイエスの勝利の力を体験す

るのです。絶え間ない攻撃があるからこそ、信仰に入っ

て間もないクリスチャンでさえ、しっかりと上にある

ゴールに目を向け、道から外れることなくそれに向か

ってひたすら歩むようになります。今の暗い世に生き

る神の子らにとって、喜びと至福に満ちた天国が現実

のものとなってくるのです。 

  

練り清められるための苦

難によって、私たちは束縛

から解放され、「小羊の花

嫁」に属する新しい者と生

まれ変わるのです。神の子

らはすべての苦しみの後

に、父なる神が備えてくだ

さっている永遠の栄光に導

き入れられます。そこでは、

もはや苦しみや懲らしめに遭うことなく、主の御顔を

拝し、その愛を味わうことでしょう。神の子らがあれほ

どの艱難をくぐり抜けて来たからこそ、父なる神御自
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身が彼らの目から涙をぬぐい取り、「母がその子を慰め

るように」（イザヤ 66･13）彼らを慰めてくださいます。

まさに、すべてに報いることは主の喜びであり、主は

「灰に代えて冠をかぶらせ、嘆きに代えて喜びの香油

を、暗い心に代えて賛美の衣をまとわせる」（イザヤ 61･

3）のです。もし私たちがイエスのために自分の命を失

うなら、この世で百倍受ける（マルコ 10･30 参照）とある

のですから、後の世で受ける報いは人間的な尺度では

とうてい計り知ることができません。事実、神の御言葉

が語るとおりです。「彼らは、わたしがこの都に与える

大いなる恵みと平和とを見て、恐れおののくであろう」

（エレミヤ 33･9）。 

 しかし、艱難がもたらすものは、単に自分の罪から解

放されることだけではありません。苦しみから生まれ

る実りは、それよりはるかに大きなものです。神の思い

は偉大であり、限りある人間の思いを高く超えていま

す（イザヤ 55･9 参照）。神のご計画は諸国民、全人類、す

べての時代を包み込み、偉大な目標に向かっています。

偉大で、愛そのものである神が、私たちに無意味な苦し

みを与えるはずはありません。すべての苦しみ、特に終
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わりの時に臨む艱難は、神の大いなるご計画の中に織

り込まれています。艱難はいつの時代においても、すば

らしい結果をもたらしてきました。このように全地が

暗闇に覆われている時には、神は最も明るい光の中へ

とご自分の民を導かれるでしょう。キリストを信じる

者たちの艱難は増し加わりつつあり、やがて神の時計

は真夜中を告げることになります。しかし、その時にこ

そ、神のご計画が成就するのです。すなわち、反キリス

トの時代が始まる時、イエスが現われ、艱難によって試

みられた人々を、小羊の婚宴を祝うために携挙されま

す。全世界に臨む大きな災いによって艱難が終わるの

ではありません。その後に訪れる反キリストの支配下

において、苦難はその頂点に達します。その時この地上

に残されているクリスチャンは、ひどい艱難を通り抜

けなければなりません。しかし、闇の勢力による統治が

絶頂に達する時、キリストは大いなる力と栄光をもっ

て再臨されます。そして、主は不法の者を御自分の口か

ら吐く息で殺され（Ⅱテサロニケ 2･8 参照）、キリストの

最終的な勝利が現わされるのです。 

 

しかしその前に、キリスト者―特に殉教者―は、この

終わりの時にあたって、「キリストの体である教会のた

めに、キリストの苦しみの欠けたところを身をもって

満たす」（コロサイ 1･24）ことになるでしょう。それによ

って真のキリスト者が集められ、キリストの花嫁なる

教会が完全なものとされるのです。「被造物は、神の子

たちの現れるのを切に待ち望んでいます」（ローマ 8･19）。

なぜなら、その時、被造物も滅びへの隷属から解放され、

神の子供たちの自由にあずかれるからです。イエス御
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自身も、その花嫁が神の御姿を映し、輝きに包まれて現

れるのを切望しておられます。そして、全人類もそれを

待ち望み、小羊の婚宴において、喜びの叫びがこだます

るのです。「ハレルヤ、全能者であり、わたしたちの神

である主が王となられた」（黙示録 19･6）。その時、「すべ

ての国民が、来て、あなたの前にひれ伏すでしょう」（黙

示録 15･4）。 

  

最後の審判が行われた後に、新しい世界が出現しま

す。イエスの裁きの目的は破壊と絶滅ではありません。

むしろ、黙示録に記されているイエスの最後の言葉は、

「見よ、わたしは万物を新しくする」（黙示録 21･5）とい

う約束です。それは、今の世にある恐怖と涙の中で生ま

れてきます。なぜなら、苦難には新しいものを創造する

力があるからです。イエス・キリストはゴルゴタの十字

架上で、苦しみと死によって基礎を築かれました。そこ

で人類が贖われたのです。そして今、キリストの体に属

する者たちもまた、キリストを天に導いた道、すなわち

苦難の道を経て、天に導かれつつあります。教会もあら

ゆる国民も、苦難を通してのみ、神の定められた目標に

到達することができるのです。 

  

神の救いのご計画は、何とすばらしいのでしょうか。

神はこの地球を、堕落した人類と破壊された世界のま

ま放置しておかれることはありません。すなわち、神は、

その御業による被造物が、そこに住む人たちによって

破壊されたのを放置しておくことは、おできになりま

せん。神の似姿に創造された人間を、罪によってゆがめ

られたまま、放置しておくことも、おできになりません。
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万物を無から創造された神が、それを破壊と荒廃で終

わらせることはあり得ないからです。 

  

サタンの策略の結果、人間が自分を神とし、命と生の

源である神から自らを切り離したことによって、地球

の広範囲にわたる荒廃が生じました。神は怒りの時代

に、そのご計画に従い、苦難や裁きを通して、この荒れ

果て破壊された世界を造り変えようとしておられます。

神は、新しい地、贖われ生まれ変わった人々、新しい天

を造られるのです。なぜなら、キリスト者が火で精錬さ

れ、このサタンに支配された世に恐ろしい裁きが臨ん

だ後に、神は「義の宿る新しい天と新しい地とを」（Ⅱペ

トロ 3･13）造られるからです。私たちはこの望みに期待

し、そこに目を向けて生きる目的を見いだせます。 

 

 栄光に満ちた救いのご計画を心に留めて歩む人は、

来るべき時に勝利を得ることができるでしょう。神が

その目的を私たちに隠すことなく示してくださったこ

とは何という恵み、特権でしょうか。この世はますます

暗くなりつつありますが、天においては暗闇に対する

反撃の準備が既に整えられているのです。この地上で

は、悪が勢力を増し、サタンは勝利を得たと思い込んで、

その最終コースを走っています。しかし、天においては、

「怒りの日」に対する準備に加えて、イエスが地上を支

配されるその日のための備えがなされています。その

日サタンは千年の間縛っておかれ、底なしの淵に投げ

入れられてしまうのです（黙示録 20 章参照）。「今や、我々

の神の救いと力と支配が現れた」（黙示録 12･10）。主は、

「……権威、威光、王権を受けた。諸国、諸族、諸言語
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の民は皆、彼に仕え、彼の支配はとこしえに続き、その

統治は滅びることがない」（ダニエル 7･14）。 

 

 しかしながら主は、今は、私たちの苦難を通して神の

偉大な救いのご計画が遂行されることを望んでおられ

ます。「新しいもの」が生み出されるようにと、神が御

自分の民、教会を頼りにしておられるかのようです。主

は、その「初穂の群れ」、御自身を真に愛する者たちを

愛してやまないため、彼らと共に御国を支配すること

を望んでおられるのです。ですから、その数が満たされ、

彼らが主の姿に似た者となるのを待っておられます。

「勝利を得る者を、わたしは自分の座に共に座らせよ

う」（黙示録 3･21）。「いと高き者の聖者らが勝ち、時が来

て王権を受けたのである。天下の全王国の王権、権威、

支配の力は、いと高き方の聖なる民に与えられる」（ダ

ニエル 7･22､27）その日を預言者ダニエルが幻の中で見た

のです。また、イエス御自身も次のように語っておられ

ます。「勝利を得る者に、わたしの業を終わりまで守り

続ける者に、わたしは、諸国の民の上に立つ権威を授け

よう。彼は鉄の杖をもって彼らを治める、土の器を打ち

砕くように」（黙示録 2･26､27）。 

  

イエスを愛する者たちは、このすばらしいゴールを

目指して、イエスと共に苦難の道を歩む覚悟ができる

よう、整えられていきます。その道が実を結び、新しい

命と栄光に輝く復活へと導かれるのです。イエスに固

く結ばれた彼らは、主と苦しみを共にすることをいと

いません。「メシアはこういう苦しみを受けて、栄光に

入るはずだったのではないか」（ルカ 24･26）とあるよう
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に、彼らは自ら主が歩まれた道を進んで選ぶのです。苦

難のみがキリストを栄光へと導いたように、教会また

世界にとっても、栄光に至る道はほかにはありません。 

 

 イエスが罪人である私たちと御自身を等しくされた

というのは、実に驚くべきことであり、人知ではとうて

い理解することができません。私たちの主であり、神で

あられるイエスは何と偉大な方でしょうか。一方、私た

ちは、何と罪深い者なのでしょう。にもかかわらず、主

は私たちにこう語りかけてくださいます。「……あなた

がたをわたしのもとに迎える。こうして、わたしのいる

所に、あなたがたもいることになる」（ヨハネ 14･3）。同

じような言葉が聖書に繰り返し出てきます。また、神は

御自身を神の民の「夫」（イザヤ 54･5 参照）と呼ばれ、イ

エスも贖いの初穂を、御自身の「花嫁」と呼んでおられ

ます。従って完全にイエスのものとなった花嫁は、主と

苦しみを共にするのです。イエスに属する者たちが、教

会の完成のために苦しみを受け、苦難の杯を飲み干し

た時に、イエスは彼らと共に、御国を世々限りなく治め

られます。神は「世々限りなく生きておられる方」（黙示

録 4･9）であり、不死であり、永遠である方なのです。し

かし、聖書は人の姿で現われる悪魔、反キリストのこと
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を「一匹の獣が海の中から上って来る」、「底なしの淵に

投げ入れる」、「火と硫黄の池に投げ込まれる」者である

と語っています（黙示録 13･1､20･3､10 参照）。この御言葉

が今日、成就しつつあります。 

 

サタンは、惨めな被造物、堕落した天使にすぎません。

一見、絶大な力を持っているように見えますが、その力

には限界があります。サタンは、教会が通らなければな

らない苦しみを受け、神の目的が成就するまで働いて

いるにすぎません。ある意味では、イエスが花嫁と共に

統治されるその日の到来を早めているとも言えます。

ですから、現在の苦しみは、重大な意義を持っているの

です。苦難は、人類とこの世界の問題すべてを最終的に

解決するために、また神のご計画の成就のために用い

られます。それは、キリストの栄光に満ちた再臨のため、

また、それによって新しくされた地と人のよみがえり

のためなのです。 

 

 艱難の時代、世界が破壊され、悪魔や悪霊が攻撃を増

し、勝利を得ているかのようですが、苦しみを受け、よ

みがえり、勝利されたキリストと共に私たちが歩むな

ら、その時代こそ最も重要な意義を持つことになりま

す。「私は主と苦しみを共にします」と祈り、進んでキ

リストの苦難にあずかるなら、神は救いのご計画の成

就に私たちを加えてくださるでしょう。「そのはかりご

とは偉大であり、御業は力強い」（エレミヤ 32･19）とい

う御言葉は、勝利を宣言しており、神は人類と世界のた

めのご計画を必ず達成されます。ですから、私たちの確

信はこうです。「私たちは勝利の主、来るべき王、万物
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を新しくされる方と共にいます。やがてすべては新し

くされ、罪と死は永遠に滅ぼされ、サタンは縛られてし

まうのです。ただイエスのみが、新しい天と地、新しく

された人々を統治されます。」 

 

 苦難にあずかることによって、自分が精錬されるだ

けではなく、私たちは「神の日の来るのを待ち望み、ま

た、それが来るのを早めるようにすべきです」（Ⅱペトロ

3･12）が、この信仰を持ち続けるには努力が必要です。

なぜなら、苦難には大きな目的があるという確信は、黒

い雲によって簡単に覆い隠され、希望は奪い取られて

しまうからです。祈りによって、この確信を常に宣言し

ていく時のみ、わたしたちはこの祈りの力を体験する

でしょう。祈りの中で、私たちは父なる神に近づくので

す。その愛の御心にすばらしいご計画があり、主はそれ

を私たちに伝えてくださり、そのご計画が現実となっ

ていき、絶えることのない喜びの泉となるでしょう。 

 

ゲツセマネの時が世界に訪れている今、イエスは「祈

りなさい」と言っておられます。そうすれば、大艱難や

終わりの時の戦いに勝利することができるのです。そ

して、すべての苦難と戦いの目的と報いを語る、次の御

言葉の約束を自分のものにすることができます。  

 

「わたしたちの一時の軽い艱難は、 

比べものにならないほど重みのある 

永遠の栄光をもたらしてくれます」 

（Ⅱコリント 4･17）。  
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祈り 

 
愛する主イエス様。 

全地は人の悪に支配され、暴力と犯罪に満ち、私たち

はそれらに押しつぶされそうです。 

世の罪を負ってくださった神の小羊よ、私たちが耳

にするすべての悪と神に対する冒涜のために祈ります。

主よ、私たちを憐れみ、積み重なって天まで届くほどの

私たちの罪を赦してください。 

あなたの尊い血潮によって、（人々、地域、あるいは国の

名を入れる）を、覆ってください。 

暗闇の勢力と悪を働く人々の策略を阻止してくださ

い。より多くの魂を、腐敗し滅びつつある今の世からお

守りください。遅すぎることのないうちに魂を救って

ください。 

主よ、私たちの心からの祈りに耳を傾けてください。

私たちは、自分の体、魂、霊のすべてをあなたにお献げ

します。魂を救う管として用いてください。他の人々を

救いに導くことができるように、そして、あなたの審判

が下る時に恵みを受けることができるように、今、私た

ちを裁き（詩編 54･3 参照）、清めてください。 

主なるイエス様。 

あなたは知恵をもって、私たちが反キリストの出現

が控えている、この恐れと罪のはびこる時代に生きる

ようにと定められました。私たちはこの御旨を受け入

れ、今の世の苦難を負いたいと思います。私たちは恐れ

ません。あなたが私たちの避け所となられたからです。

力と勇気はあなたが与えてくださいます。あなたが間

もなく来られ、すべてを新しくされるという勝利の確
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信は私たちのものです。 

たとえどんなにサタンが騒ぎ立ち、荒れ狂おうとも、

イエス様、あなたはサタンよりも大いなる、私たちの王、

力ある勝利の主です。あなたはすべてを勝利のうちに、

すばらしい栄光に輝くゴールに導いてくださいます。

教会と諸国民、全世界に対するあなたのご計画が成就

されるのです。 

あなたの御名を崇めて感謝します。アーメン 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 主よ、憐れんでください。 

 父よ、私たちの罪をお赦しください。 

 魂を救ってください。 

 イエス様、暗闇の勢力を阻止してください。 

 神よ、私の罪を示し、私を救ってください。 

 父よ、私は進んで苦しみを受け入れます。 

 主よ、早く来てください。 

 あなたはすべてを新しくされます。 
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現代の問題を取り上げたバジレア・シュリンク著に 

よる他の著書（カナン出版） 

 

「惑わす者に打ち勝つ道  ─  真理の霊と偽りの霊とを 

見分けるために」 

「霊の世界  ─  聖書からみた天使と悪霊の今日の働き」 

「苦難のさなかをゆくとも  ─  迫害前夜に生きる 

キリストの弟子」 

「終末を告げる警鐘  ─  今、求められること」 

「災害  ─  神の警告？」 

「大なる力に囲まれて明日へ  ─   一週間を信頼しつつ」 

 

 

「カナン出版」あるいは 

キリスト教書店にてお求めください。 


