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２０１５／０８／３０  礼拝メッセージ  近藤修司 牧師 

 

主  題：六つの封印を解く １ 

聖書箇所：ヨハネの黙示録 ６章１－８節   
 

 今日は黙示録６章の１－８節まで、ごいっしょにみことばを見ていきます。この黙示録６章から１９

章までは、終わりの時のこの地上での光景を描いています。教会時代が終わった後の時代、あの預言者

ダニエルが世の終わるまでに７０週あると預言した、その最後の１週間、すなわち、７年間の患難時代

が幕を開ける訳です＝ダニエル書９：２４－２７＝。ダニエル書７：２７「国と、主権と、天下の国々の

権威とは、いと高き方の聖徒である民に与えられる。その御国は永遠の国。すべての主権は彼らに仕え、服従す

る。』 

どのようなことがこの地上に起こっていくのか？そのことがこの後記されています。今日は１－８節

の箇所を見ていきます。 

序： １節 

１節「また、私は見た。小羊が七つの封印の一つを解いたとき、四つの生き物の一つが、雷のような声で「来

なさい」と言うのを私は聞いた。」、前回、私たちが見たのは５：４「巻き物を開くのにも、見るのにも、ふ

さわしい者がだれも見つからなかったので、私は激しく泣いていた。」と、ヨハネは大変悲しかった。でも、

解くことのできる方がいる、それは主イエス・キリストだということを５章で見ました。 

 そして、６章に入って、その方がこの巻物を解いていかれるのです。そこに記されていることが明ら

かに示されていくのです。これから私たちが見ていくのは、これから世の中に何が起こっていくのか、

どういうことが起こっていくのか、ヨハネが見たことをヨハネが記しているそのことです。この中には

神の約束されたさばきが下る様子が記されています。この後、私たちは巻物を見ていくのですが、皆さ

んもお気付きになると思いますが、巻物の内容は記されていません。内容は記されていませんが、その

代わりに様々な出来事によって内容が明らかになっていくのです。主イエス・キリストはその巻物を開

いて読まれるのではありませんが、この後見ていくと、何が起こるかということが明らかになっていき

ます。様々な災いが明らかにされていくのです。 

１節には「四つの生き物の一つが大きな声で呼びかけた。」とあります。「来なさい」という命令で

す。これはヨハネに対する命令でないことは明らかです。この命令を聞いてそれに従ったのは馬たちで

した。最初にヨハネが見たのは、この四つの生き物の一つが雷のような大きな声で「来なさい」と言っ

た時に、白い馬がその命令に従って出て来る様子でした。この６章には、六つの封印が解かれる様子が

記されています。２－８節を見ると、四つの封印が解かれ、解かれる度に４頭の馬が出て来ます。とこ

ろが、９－１１節では第五の封印が解かれるのですが、そこには馬の姿はありません。また、第六の封

印が解かれる様子が１２－１７節に記されていますが、そこにも馬は出て来ません。まさに、２－８節

にだけ４頭の馬が出て来ます。馬はそれぞれ色が異なりました。白、赤、黒、青ざめた色と書かれてい

ます。聖書の中で「馬」とは「勝利、権力、征服者」と関連しています。というのは、勝利者や征服者

は馬に乗って来るからです。 

 また、この乗り手を見ると、騎手は「弓を持っていた」とあります。旧約聖書を見ていくと、「弓」と

いうことばがあるとそれは「軍事力」を表わしています。例えば、エレミヤ５１：５６には「荒らす者

がバビロンを攻めに来て、その勇士たちは捕らえられ、その弓も折られる。【主】は報復の神で、必ず報復され

るからだ。」と書かれています。つまり、その軍事力が破壊されてしまうということで、「弓」とは確

かに武器としての弓がありますが、旧約聖書の中では武器という以上に軍事力を表わす意味としても使

われていたのです。 

 この４頭の馬と乗り手に関してバークレーはこのように説明しています。「４頭の馬とその騎手は、

四つの偉大な破壊力を象徴する。この力は世が終わる前の悪の世に対する神の聖なる怒りの現われであ

る。」と。つまり、この４頭の馬が出て来ることは、神が約束しておられたこの悪の世に対する神の怒

りの現われであり、神のさばきが下されることです。その様子がここに記されているのです。そのこと

はこの後を見ていくことによって明らかになっていきます。 

１．第一の封印  ２節 

２節に「私は見た。見よ。白い馬であった。それに乗っている者は弓を持っていた。彼は冠を与えられ、勝利

の上にさらに勝利を得ようとして出て行った。」とあります。当然、これはだれのことなのか？と考えます。 

白い馬が出て来てその上に騎手がいるのです。だれのことか？いろんな人たちがいろいろな説を出しま 

した。いくつかだけ説明します。 
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（１）ローマ帝国の皇帝のこと ： ここに起こると記されている出来事が、実は、ローマ帝国が１世

紀に行ったことと非常に似通っている。だから、この馬に乗る人というのはローマ皇帝ではないかと言

います。でも、私たちはそうでないことが分かっています。これは未来のことで、１世紀のことではな

いのです。 

（２）パルティアの王ベルギウス ： パルティアという地方について、ペルシャ湾の東側はイランで

そのイランの北部にはカスピ海があり、そこに近い地方です。イランの北部カスピ海の南東部に当たる

地域をパルティアと呼びますが、その王様のペルギウスのことではないかと言います。実は、この人物

は紀元６２年にローマに対して勝利を得ています。多くの人たちがこの人物だと言った理由は、２節に

「弓」ということばが出て来ましたが、この人物は弓で有名だったからです。パルティヤ人の弓の扱い

は抜群で人々によく知られていました。そのためにこの説が生まれたのです。また、バークレーが「こ

のパルティヤ人は白い馬に乗っていた。」と言っています。これらのことから、ここに描かれているの

はパルティヤ王のベルギウスに違いないと言うのです。でも、私たちは、この「弓」、「白い馬」とい

うことだけでパルティヤ人と断定するには問題があるとします。 

（３）主イエス・キリスト ： 確かに、黙示録１９：１１には「また、私は開かれた天を見た。見よ。白

い馬がいる。それに乗った方は、「忠実また真実」と呼ばれる方であり、義をもってさばきをし、戦いをされ

る。」と、続いて「:12 その目は燃える炎であり、その頭には多くの王冠があって、ご自身のほかだれも知らな

い名が書かれていた。」とあります。この箇所では白い馬に乗った方はイエスであることは明らかです。

そこで２節に書かれている白い馬に乗る人物もイエスではないかと言うのです。しかし、２節に記され

ている白い馬に乗る騎手はイエスではないのです。その理由があります。それは実際にこの封印を解い

ているのがイエス・キリストだからです。 

 また、「彼は冠が与えられ、」と２節に書かれています。私たちはすでに「冠」に関して見て来ました

が、これは勝利者が受ける勝利の冠であって、イエスが王としてお受けになる冠とは違うのです。こと

ばが違うのです。支配者に対する冠こそがイエスがお受けになる冠です。でも、ここで記されている冠

は支配者ではなく勝利者に対する冠です。そのことからもこの２節に記されている白い馬に乗る人物は

イエス・キリストではないと見るのです。  

 では、いったい、だれのことなのか？皆さんに見ていただきたいのは残りの馬のことです。その馬と

乗り手を見ることによって第一の白い馬と乗り手が何のことを言っているのかを見ることができると思

います。第二の馬は赤い馬、そして、この赤い馬に乗る人物がすることは「地上から平和を奪い取って

いくこと」と書かれています（４節）。そして、第三の馬は黒い馬であり、これは飢餓をもたらす、大

変な飢饉が起こるということです。第四の馬は青ざめた馬であって、地上の多くの人たちが殺されると

いうことです。そうすると、この二番目、三番目、四番目の乗り手を見た時に、その人物がだれである

かということよりも、それぞれが何をなすのかということに強調点があることを見ます。乗り手がだれ

であるのか？ということではなく、彼らが世に何をもたらすのか？ということです。ですから、最初の

馬がもたらすものは何なのかを見ることです。なぜなら、二番目、三番目、四番目の馬がもたらすもの

が何かが書かれている以上、最初の馬が何をもたらすのかが、この中で言いたかったメッセージである

と私たちは見るからです。 

ですから、この「白い馬に乗っている乗り手とは、この地上に最初にもたらすさばきの出来事」と取

るべきであって、これがだれなのかということを推測する必要はないのです。実際に分からないのです。

恐らく、ここで強調したかったことは、「だれか？」ということよりも「何が起こるのか？」というそ

の出来事です。マスターズ神学校のトーマス先生は「この乗り手は他の三つの乗り手と同様に、個人で

はなくて、この未来の時代に影響を及ぼしていた、また、拡大する運動や力を擬人化したものであろ

う。」と言います。だれが乗っているかということを言いたいのではなく、その当時、その世界に及ぼ

していた影響力、様々な出来事、それらを擬人化したものである。それで敢えて「乗り手」と言ってい

るのです。 

 では、この白い馬と騎手がもたらすさばきとはいったいどういうものなのか？ 

・さばき ： 最初のさばきは「平和」です。なぜ、その結論になるのか？３節から「第二の馬」を見

ると「:3 小羊が第二の封印を解いたとき、私は、第二の生き物が、「来なさい」と言うのを聞いた。 :4 すると、

別の、火のように赤い馬が出て来た。これに乗っている者は、地上から平和を奪い取ることが許された。…」と

あり、奪い取る以上、地上に平和が存在していたということです。ゆえに、最初の白い馬がもたらした 

ものは「地上の平和」です。 

 確かに、パウロも、終わりの日が、すなわち、神のさばきが下る前に「この世界には平和が訪れる」

ということを言っています。Ⅰテサロニケ５：２－３「:2 主の日が夜中の盗人のように来るということは、
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あなたがた自身がよく承知しているからです。:3 人々が「平和だ。安全だ」と言っているそのようなときに、突

如として滅びが彼らに襲いかかります。ちょうど妊婦に産みの苦しみが臨むようなもので、それをのがれること

は決してできません。」。皆さんもよくご存じのことでしょう。ですから、世の中の終わりが来るときに、

人々は「平和だ、安全なのだ。」と言っている、そんな時代になるということです。それから終わりが

来るのです。 

どのようにしてこの地上に平和が来るのでしょう？今、どこから見てもこの地上が、この世界が「平

和だ」と言えますか？今は大変に危険な世の中に生きています。かつて、日本という国は世界で最も安

全な国だと言われましたが、今は日本も何が起こるか分からない大変危険な社会になりました。どこの

国に行っても、そこでいつテロが起こるのか分かりません。ですから、私たちは今の世の中を見て「平

和か？」と問われたら「大変危険な時代です」と答えます。でも、この２節のみことばは、この終わり

のときに「世の中は平和になる」と言うのです。このような危険な時代から平和な時へと何かが起こる

のです。 

 ２節に戻って「それは、白い馬であった。それに乗っている者は弓を持っていた。」と書かれています。こ

のことと、もたらされる平和というものが関連しているように見えます。「弓」と書かれていますが、

「矢」が記されていません。弓を持っていても矢がなければ何も恐くありません。矢があって初めて弓

は強力な武器となります。この中には矢が出て来ない、なぜ記されていないのか？ジョン・マッカーサ

ー先生はこう言います。「流血なしの勝利のことを言っているから」と。この平和をもたらす、それに

関わっている人物です。この人は世に平和をもたらすのですが、それは戦争ではなく、流血ではない何

かによってこの世界に平和をもたらしていくと言うのです。２節にはその後「…勝利の上にさらに勝利を

得ようとして出て行った。」とあります。つまり、この乗り手が考えていることは、勝利を得ること、こ

れがすべての目的であると見ることができます。この「白」というものも勝利の象徴です。 

この人物はどのようにしてそのようなことをするのでしょう？少なくとも、この人物は「平和をもた

らす」というのですが、ここにある平和は神が約束されている真の平和でないことは明らかです。この 

人物が、また、このさばきによって最初にこの世界に訪れる平和とは、一時的なものであって本当の平

和ではありません。本当の平和は神だけが与えることのできるものです。というのは、実は、４節に

「平和を奪い取る」とありますが、この「平和」と同じことばがヨハネの福音書の中にも記されています。

ヨハネ１４：２７「わたしは、あなたがたに平安を残します。わたしは、あなたがたにわたしの平安を与えます。

わたしがあなたがたに与えるのは、世が与えるのとは違います。あなたがたは心を騒がしてはなりません。恐れ

てはなりません。」、ここにある「平安」が４節の「平和」と同じことばです。４節では「平和」と訳さ

れていますが、同じギリシャ語です。 

 この白い馬に乗る人物、最初のさばきがこの世界に起こるのですが、当然、だれかによって起こる訳

ですが、その人物は何をもたらすか？それは「偽りの平和」だと言います。神のもたらす約束された平

和ではなく偽りの平和をもたらすのです。恐らく、一番いい方法は、聖書が教えているように、自らが

キリストであると告げることによって多くの人を惑わしている箇所を見ることです。皆さんはそのよう

な約束が聖書の中に繰り返されていることを思い出されると思います。イエスはマタイ２４：５で「わ

たしの名を名のる者が大ぜい現れ、『私こそキリストだ』と言って、多くの人を惑わすでしょう。」と言われま

した。また、ルカ２１：８でも同じことを言われています。「イエスは言われた。「惑わされないように気

をつけなさい。わたしの名を名のる者が大ぜい現れ、『私がそれだ』とか『時は近づいた』とか言います。そん

な人々のあとについて行ってはなりません。」と。 

 まとめるとこうなります。神は、最初に地上に起こるさばきは「平和だ」と言われました。平和は偶

然起こるものではなくだれかによって起こるのです。この人物は偽りの平和をこの世界にもたらすので

す。そして、この人物が使う方法は、恐らく、「自分がキリストである」と言って人々を惑わすのです。 

イエスが言われたように、終わりの時代には「私こそキリストだ」と名乗る偽りのキリスト、偽キリス

トが多く現れて人々を惑わすします。そのような偽キリストによってこの地上に平和がもたらされる訳

です。世の中がどんどん悪くなると世の中が欲するのはまさにそれです。もっと平和な世界に住みたい

という人々の必要に答えようとするからです。 

２．第二の封印  ３，４節 

３－４節を見てください。「:3 小羊が第二の封印を解いたとき、私は、第二の生き物が、「来なさい」と言 

うのを聞いた。:4 すると、別の、火のように赤い馬が出て来た。これに乗っている者は、地上から平和を奪い取 

ることが許された。人々が、互いに殺し合うようになるためであった。また、彼に大きな剣が与えられた。」、 
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この箇所の初めに「小羊」と書かれていますが、このことばはギリシャ語の聖書には出て来ません。訳

者によって付け加えられています。というのは、もう封印を解くのが小羊であることが明らかだからで

す。でも、敢えて、読者によく分かるようにこのことばが補われているのです。 

 さて、第二の生き物が同じように「来なさい」と命令を与えます。すると、それに応じて出て来た馬

が「赤い馬」だったと、それをヨハネが見るのです。そして、その騎手に対して地上から平和を奪い取

ることが許されていたとあります。そして、何が起こるのか？互いに殺し合うようになると言います。

ですから、地上から平和がなくなり人々が殺し合うということ、様々な争いや戦いなど、人々がお互い

を憎み合って殺し合う、そのような時代がやって来るということです。実は、そのこともイエスが預言

しておられました。先程見たマタイ２４章の７節に「民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に

ききんと地震が起こります。」と。ルカ２１：９にも「戦争や暴動のことを聞いても、こわがってはいけませ

ん。それは、初めに必ず起こることです。だが、終わりは、すぐには来ません。」とあります。これは患難時

代の中でもまだ入り口のところだと言うのです。平和が訪れて、そして、その平和が奪い取られて人々

が憎み合って殺し合うようになると。それを考えただけでも大変なのですが、それがもっと酷くなると

いうことです。この騎手には「大きな剣が与えられた」とありますが、これは「殺し合うために」です。 

旧約聖書のみことばを見ましょう。イザヤ１９：２「わたしは、エジプト人を駆り立ててエジプト人にはむ

かわせる。兄弟は兄弟と、友人は友人と、町は町と、王国は王国と、相逆らって争う。」、 ゼカリヤ１４：

１３「その日、【主】は、彼らの間に大恐慌を起こさせる。彼らは互いに手でつかみ合い、互いになぐりかか

る。」。 

ですから、この患難時代というのは、恐らく、前半は平和な時が続くのでしょう。でも、後半は大変

な時代が待っているということです。二つ目の災いは？人々が互いに殺し合うという、そのようなこと

を起こると言います。 

３．第三の封印  ５，６節 

５－６節「:5 小羊が第三の封印を解いたとき、私は、第三の生き物が、「来なさい」と言うのを聞いた。私

は見た。見よ。黒い馬であった。これに乗っている者は量りを手に持っていた。:6 すると私は、一つの声のよう

なものが、四つの生き物の間で、こう言うのを聞いた。「小麦一枡は一デナリ。大麦三枡も一デナリ。オリーブ

油とぶどう酒に害を与えてはいけない。」、第三の生き物が同じように命令を発したときに、それに従って

三頭目の馬が出て来ます。「黒い馬であった。」と言います。 

どのような災いがこの地上に起こるのか？それは飢餓です。大変な飢饉がこの地上に起こると言うの

です。５節に、この騎手が持っていたものは量りであるとあります。この「量り」とは、飢餓のときに

パンの重さを量ることを指しているのです。穀物は枡によって量られたのですが、旧約聖書の中では

「パンを量って食べる」という表現は極端な食料不足を意味しているのです。ですから、量りを手に持

っていたということはパンの重さを量るためです。 

その後にパンのことが出て来ます。全体として、ここで言わんとしているのは「飢餓」だということ

が分かります。６節に「小麦一枡は一デナリ。」とありますが、一枡は大体１Ｌです。小麦１Ｌが１デナ

リ、１デナリは一日の賃金に相当する金額です。例えば、分かり易く一日１万円とすると、小麦１Ｌの

金額が１万円ということです。そして「大麦三枡も一デナリ。」、大麦３Ｌが１万円というのです。です

から、小麦１Ｌと大麦３Ｌが同じ金額だと言っているのです。その金額の違いは、彼らが主食としてい

たのはパンだからです。パンを焼くために必要なのは小麦です。大麦でパンは焼けません。グルテンと

いうタンパク質が含まれているのが小麦であって、その粘り気がないとパンは焼けないのです。だから、

小麦の方が高価なのです。 

そして、ここに記されているように、彼らにとって必要な小麦がそのような金額でもって売られるよ

うになると言います。つまり、物が大変少なくなるということです。人々が憎しみ合い殺し合った後、

大変な飢饉がこの地上に起こると言うのです。ただ、この飢饉に関して、６節の終わりに「オリーブ油

とぶどう酒に害を与えてはいけない。」と書かれています。ということは、大変な飢饉が起こるけれど、

ぶどうとオリーブの木に害を及ぼしてはならない、それは残しておきなさいということです。ですから、

この世界、この社会はどうなるのか？食べ物がなかなか買えなくなって来るが、但し、彼らが必要とし

ていたぶどう酒やオリーブという物はまだ人々の手に入るということです。つまり、この飢餓というの

は、もう食べ物が全くなくなって皆が餓死するという飢餓ではなく、まだある種の生活に必要なものが

ある状態、そのような飢餓がこの世界に訪れるということを見て取ることができます。 

確かに、マタイ２４章、ルカ２１章にも方々に飢饉や地震が起こるということが繰り返して記されて 
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います。マタイ２４：７「民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、方々にききんと地震が起こります｡」、

ルカ２１：１１「大地震があり、方々に疫病やききんが起こり、恐ろしいことや天からのすさまじい前兆が現れ

ます。」、まさに、そのことが実現するのでしょう。大変な飢饉がこの世界に起こるということです。 

４．第四の封印  ７，８節 

７節「小羊が第四の封印を解いたとき、私は、第四の生き物の声が、「来なさい」と言うのを聞いた。」と、

同じことがまた繰り返されています。第四の生き物が命令をしたときに４頭目の馬が出て来ます。８節
「私は見た。見よ。青ざめた馬であった。これに乗っている者の名は死といい、そのあとにはハデスがつき従っ

た。彼らに地上の四分の一を剣とききんと死病と地上の獣によって殺す権威が与えられた。」、「青ざめた」、

「青白い」ということばは、黙示録の８：７、９：４で「青草」ということばに訳されています。「8:7 

第一の御使いがラッパを吹き鳴らした。すると、血の混じった雹と火とが現れ、地上に投げられた。そして地上

の三分の一が焼け、木の三分の一も焼け、青草が全部焼けてしまった。」、｢9:4 そして彼らは、地の草やすべて

の青草や、すべての木には害を加えないで、ただ、額に神の印を押されていない人間にだけ害を加えるように言

い渡された。｣、緑っぽい色です。なぜ、このような色が出て来たのでしょう？乗り手の名前を見てくだ

さい。「死といい」とあります。死のことです。ですから、ここに表わされて色は、人が死んだときの

色です。死体がそのような色になるからです。死体の色に似ている色のことです。 

では、どのような災いがこの地上に下るのか？多くの人々は「剣とききんと死病と地上の獣によって

殺される」と、この乗り手に「殺す権威」が与えられていると記されています。大変な数の人々が死ぬ

ということです。８節を見てください。この馬の後に何が続くのか？「そのあとにはハデスがつき従っ

た。」とあります。「ハデス」とは「墓」を意味しています。例えば、黙示録１：１８にも出て来まし

た。「生きている者である。わたしは死んだが、見よ、いつまでも生きている。また、死とハデスとのかぎを持

っている。」と。２０：１３，１４にも「:13 海はその中にいる死者を出し、死もハデスも、その中にいる死

者を出した。そして人々はおのおの自分の行いに応じてさばかれた。:14 それから、死とハデスとは、火の池に

投げ込まれた。これが第二の死である。」とあります。つまり、この「死とハデス」ということばがこのよ

うにいっしょに出て来ます。この四頭目の馬によって地球上では多くの人々が死ぬ、だから、墓がそれ

について来るのです。 

大変な数の人々が亡くなると言われています。「地上の四分の一」と書かれています。現在、全世界の

人口は約７２億と言われています。そうすると、この７２億の人々がそのまま残っているとして、もち

ろん、クリスチャンはこの時はいないのですが、７２億いたとしたら四分の一は１８億です。日本の人

口が１億２千万と考えると、日本の人口の１５倍の人たちがこのときにいのちを落とすというのです。

大変な数です。しかも、彼らがどのような形で死ぬのか？その死因についても書かれています。四つの

原因があると言います。一つは「剣」、これは戦争のことです。戦争によって多くの人たちが死ぬと言

うのです。「ききん」は飢餓のことです。今見て来ました。「死病」とは何かの病気でしょう。そして、

四つ目は「地上の獣によって」とあります。どんな病気があるのか？確かに、多くの人が死んでいるわけ

ではありませんが、今でも狂犬病で亡くなる人がいます。でも、狂犬病でこれだけの数が死ぬことはな

い。そうすると、今までの歴史の中で地上の動物によって多くの人たちがいのちを落としたというケー

スがありました。覚えていますか？ネズミです。ネズミが媒介する病気はたくさんあります。例えば、

ハンタウィルスというネズミが媒介するウィルスによって腎症候性出血熱とか、ハンタウィルス肺症候

群があります。皆さんが一番良くご存じなのは恐らく「ペスト」でしょう。１４世紀おいて、ヨーロッ

パの人口の三分の一がこのペストによって亡くなっています。そうすると、そのようなことがもしかす

ると起こるのかもしれません。確かに、ここにはそうだと限定されていません。しかし、かつてこのよ

うなことが起こっていたのです。これからも起こり得る可能性があります。 

 今日、私たちはこの四つの封印が解かれる様子を見て来ました。主イエス・キリストがそれぞれの封

印を解くときに、この地上に何が起こるのかということがこのヨハネによって告げられました。一時的

にはこの世界に平和が訪れると、そのためにはこれからますます平和を欲するようになっていくはずで

す。そのためには世の中が大変危険な、本当に人々が平和を求めるような大変な社会へとなって行くこ

とが必要な訳で、今、まさにそういう方向に向かっていることは明らかです。その後何が起こるのか？

争いが起こると言います。人間同士、民族同士の争いです。今も起こっていますが、もっと多くの人々

がそこに巻き込まれて、世界的にそのような時代になると言うのです。平和が一時的なものであるとい

うこと、まさに、偽りの平和であるということが明らかになります。そして、第三の封印が解かれると

きには大変な飢餓が世の中に訪れます。そして、最後に四つ目の封印が解かれるときに、そこには四つ 

の理由が記されていましたが、地球上の四分の一がいのちを落とすと言います。 
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 こうして、神は私たちにこの後何が起こるのかを明確に教えてくださいました。皆さん、これらのこ

とを考えるだけでも、私たちの愛する者たちがそこを通って行くなどと考えたくもありません。次週か

ら、この６章の後半部分を見ていきますが、そのときに、確かに神は患難時代においても多くのユダヤ

人を異邦人を救いへと導かれます。でも、患難時代に信仰を持つということは私たちには想像もできま

せん。大変な迫害が伴うからです。今、私たちが言っている迫害など比較にもなりません。しかし、患

難時代に入ってしまったら、確かに、その中にあっても救いはあります。しかし、その救いに与るかも

しれませんが、この７年間の時代はだれ一人通りたくないような時代が約束されているのです。なぜな

ら、ついに、神の怒りがこの世界に下されるからです。そのことを知った私たちはすることがあります。

このようなことが確実に起こると神が言われた以上、もちろん、そのために自分がその備えをしないと

いけません。自分の信仰が確かかどうか確認しなければいけないのですが、同時に、自分の愛する者た

ちがどこに行くのか？ということです。私が思うのはだれ一人としてこんな所を通って欲しくない、も

っと熱心にこの福音を伝えなければならない、このすばらしい救いを伝えなければならないということ

です。 

神からの警告であり、神からの恵みだと思います。これが今日起こってもおかしくない。でも、まだ

この瞬間に、神は私たちにこの救いのチャンスを与えてくださっています。救われている私たちに大き

な責任があることを覚えることです、皆さん！このような恐ろしい神のさばきが下る、そんな時代が来

るからです。自らをしっかり吟味してそのための備えをするとともに、私たちの愛する者たちに今何を

しなければいけないのか、今一度思い起こすことです。主イエス・キリストの福音以外に私たちの愛す

る者をこの災いから救い出すことはできません。しっかりと課せられた責任を果たすことです。 

 

聖餐式＝今から、パンと杯を皆さんにお配りします。今日、私たちがこの聖餐式に与るのは、皆さん自

身の信仰を吟味するためです。ひとり一人が、神の前をどのように歩んでいるのか？その歩みを吟味す

るとともに、私たちが神からいただいた大命令、すべての人にこの福音を伝え、彼らを弟子とすること、

それを果たす責任があります。弟子とするためには福音を語らなければなりません。語った人たちをし

っかりとみことばをもって成長するように養っていかなければいけません。それが大命令です。 

クリスチャンであるあなたに神ご自身が与えた命令です。その命令を守っているのかどうか？そのこ

とを吟味するのです。感謝なことに、神は赦しの神であって、私たちを赦してくださり、私たちに新し

いチャンスをくださる。もし、不従順であると示されたなら、悔い改めて、今日から今一度、救われて

いた時に持っていたあの熱意をもって、福音を語る者として出ていくことです。何度語っても信じない、

それで諦めてしまっているかもしれませんが、諦めるのはまだ早い！今一度、神の前に助けをいただき

ながら、私たちが果たさなければならない使命を果たすことです。 

 パンと杯はイエス・キリストの十字架を象徴しています。しかし、このパンと杯に特別の力があるの

ではありません。これをいただくに当たって、自分がこの犠牲を払ってくださった神の前を正しく歩ん

でいるかどうか、この方にお会いする備えが自分にできているのかどうか、自分の信仰を吟味する機会

です。もし、神があなたの罪を示してくださっているにも拘わらず、それを悔い改めようとしないなら、

このパンと杯を取るべきではありません。それは神の前に大きな罪を犯すことになります。しかし、罪

が示されたなら、それを心から悔い改めて、そして、新しい歩みを始めていくことです。信仰の吟味の

ために主はこのことを私たちに命じてくださった。感謝の心をもって、喜びをもって、そして、新しい

決心をもってこのパンと杯をいただきたいと思います。 

 

《考えましょう》 

１．この神のさばきが下される時代を何と呼ぶでしょう？ 

２．この時代の始まりにはどのようなことが約束されていますか？ 

３．第２～４の封印が解かれることによって、この地上に起こることを記してください。 

４．近づいているこのさばきの日に対して、あなたはどのように備えようと思われますか？ 

   


