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建てさせるため、あなたを選ばれた。勇気を出して実
行しなさい。

＜ 巻頭メッセージ＞
「聖所の基はくつがえされる」by エレミヤ

この箇所からわかることは、聖所とはすなわ
ち、神の宮、神殿であるということです。です
ので、ダニエル書で預言されていることは、終
末の日に獣の国の台頭の下で、神の宮の基、基
礎、土台が覆される、ということがらなのです。

本日は、「聖所の基はくつがえされる」として、この
ことを見ていきましょう。

＜聖所の基が覆されることは預言され
ている＞

＜マタイ２４章も同じ日を預言する
＞

聖書は獣の国の働きの下で、終末の日に、聖所の
もといが覆されることを語ります。以下のとおりです。

さて、このことがら、宮の基が覆されるとは、
実は以前見たマタイ２４章の宮の崩壊に関する
以下の預言と全く同じ事柄なのです。

ダニエル 8:11 軍勢の長にまでのし上がった。それ
によって、常供のささげ物は取り上げられ、その聖所
の基はくつがえされる。

マタイ24:1 イエスが宮を出て行かれるとき、弟子た
ちが近寄って来て、イエスに宮の建物をさし示した。

ここに描かれている「聖所の基」が覆される
とはどのようなことがらを語っているのでしょ
うか？本日はこのことを見ていきたいと思うの
です。

24:2 そこで、イエスは彼らに答えて言われた。「こ
のすべての物に目をみはっているのでしょう。まこと
に、あなたがたに告げます。ここでは、石がくずされ
ずに、積まれたまま残ることは決してありません。」

さてこのことを考えるにそもそも問題となっ
ている聖所とはどんな所なのでしょうか？考え
てみましょう。聖所に関しては以下の記述があ
ります。

このマタイ２４章は主ご自身が終末の日を預
言した聖書箇所として、有名な箇所ですが、こ
こでも終末の日に起きる宮の崩壊、宮の石の崩
壊に

１歴28:10 今、心に留めなさい。主は聖所となる宮を
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「聖所の基はくつがえされる」 by エレミヤ
-----------------------------------------------------------------------------------------------関して述べられています。ですので、このこと、
2:22 このキリストにあって、あなたがたもともに建て
宮の崩壊が終末の日において大きな意味合いが
られ、御霊によって神の御住まいとなるのです。
あることがらであることがわかるのです。
ここに宮の石、土台石は、使徒や預言者であ
ることが語られています。さらに礎石は、キリ
＜聖書は宮の石、土台が崩されるこ
スト・イエスご自身であることが明言されてい
とに関して、言及している＞
ます。

この終末の日に起きる宮の崩壊ということを
考えてみましょう。冒頭のダニエル書、さらに
このマタイ２４章とも、終末の日に起きる大き
な事件として宮の崩壊に関して語っています。
そして、さらによく見ていく時もう一つ気付く
ことがあります。

ですから、聖所のもといが覆される、宮が崩
壊する、という時、物質的なことばかりに目を
とめるべきでなく、逆にたとえの意味合いに目
を留め、新約の聖所であり、宮である教会の崩
壊に関して語られている、と考えるほうが妥当
と思われます。

それは、どちらも宮の石、土台石が崩される
ことに関して言及していることです。すなわち、
ダニエル書では、「聖所の基はくつがえされ
る。」として、宮（聖所）のどの部分でもなく、
特定の箇所、すなわち、宮の基、基礎、土台、
土台石に関して言及しているのです。
このことは、少し奇妙といえば、奇妙です。何
故なら、宮は、神の民の礼拝の中心の場所であ
り、宮に関して特筆すべきこと、記載すべきこ
と、大切なことがたくさんあるからです。

聖所、宮の崩壊を考えるとき、たとえの理解
が必須と思われます。かつて主が弟子たちに
「このたとえが理解できないのか」と叱責され
たように聖書のたとえを理解することは必須で
あることを思い出しましょう。そして、特に黙
示録を初めとした終末の記述には、たとえが多
用されていますので、さらにたとえの理解は必
須なのです。

神の宮の中には契約の箱やら、マナのつぼ、
パンの机、燭台など大切なものがたくさんある
のですが、しかし、終末に関しての聖書の記述
はこれらのどれにも、言及せず、ただ、宮の石
が崩されること、土台石が崩されることに関し
て語るのです。このことに何か意味合いがある
ように思われます。

このエペソ書の箇所によるなら、新約におけ
る宮とは、クリスチャンの集まりである教会を
さすことがわかるのです。ですので、終末の日
に宮が崩壊するという時、物質的な建物に拘泥
するのは的外れであることがわかります。それ
は、実は神の宮である教会の崩壊をさす可能性
が高いからです。

＜第３神殿が建つことはあり得な
い＞

＜宮の基、土台石の意味合いは？＞

宮に関してよく第３神殿の再建ということが
いわれます。現在は宮のかけらもない、エルサ
レムにいずれ、第３神殿が再建され、その再建
された神殿が将来崩壊する日をキリストが預言
したのだという随分気の長い考えです。
このことを考えて見ましょう。現在のエルサレ
ムには、宮は存在していません。一つの石も残
っていないのです。それに加えて、宮を再建す
るといってもどこへでも建てればよいというわ
けでなく、宮が建つべき地は聖書に明記されて
います。それは、エルサレムのモリヤ山上です。

宮の石、土台石の意味合いは何でしょうか？
この石に関して、エペソ書はこう語ります。

エペソ 2:20 あなたがたは使徒と預言者という土台
の上に建てられており、キリスト・イエスご自身がそ
の礎石です。
2:21 この方にあって、組み合わされた建物の全体
が成長し、主にある聖なる宮となるのであり、
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「聖所の基はくつがえされる」 by エレミヤ
---------------------------------------------------------------------------そして、非常に困ったことはその場所には、
既にイスラム教の金のドームが建っていること
です。この地は、世界何十億と存在するイスラ
ム教徒にとって、３大聖地の一つであり、彼ら
にとり、非常に特別な地なのです。結果として、
彼らがこの地を手放し、空き地となり、この地
に新たに第３神殿が建てられる可能性など常識
的にあり得ません。可能性はゼロです。すなわ
ち、第３神殿とは、ありえない幻の計画のよう
なものなのです。結論として、終末預言に関連
して、物質的な宮を考慮することはあまり意味
のあることとは思えないのです。

増し加えよう。そしてあなたの子孫は、その敵の門を
勝ち取るであろう。
この箇所では、アブラハムの子孫は天の星に
たとえられています。ですから、天の星とは、
アブラハムの子孫であるイスラエル、新約にお
いては、新約のイスラエル、クリスチャンをさ
すのです。さらにまた、イスラエルとは神の兵
士という意味があります。すなわち、新約のイ
スラエルであるクリスチャンこそ天の軍勢なの
です。
ですから、「それは大きくなって、天の軍勢
に達し」との意味合いは、終末の日に獣の国が
力をつけ、天の軍勢である、クリスチャン、キ
リスト教会にまで、手を伸ばす、影響を及ぼす、
ということをかたるものなのです。

逆にこのように見事に物質的な宮の再建など
ありえない、そのような状況を神が許したこと
に目をとめるべきだと思うのですがどうでしょ
う。私には、神がこのように1. 物質的な宮が全
く崩壊していること。2.再建も全く不可能であ
ること。これらを通して、私たちに何か考える
ように語っているように思えます。神が語られ
ているのは、私の理解では、私たちが物質的な
宮の崩壊ということを考えるより、それより、
たとえの意味合いとしての宮の崩壊に関して考
えることと思えるのですが、どうでしょう。

「星の軍勢のうちの幾つかを地に落として、これを踏
みにじり」
獣の国の影響の下で、星の軍勢、すなわち、
キリスト教会のいくつかの教団が地に落とされ
る、この世につくものとされることが書かれて
います。クリスチャンは本来天的なものであり、
天に属すものなのですが、この獣の国の教会へ
の干渉、クリスチャンへの干渉により、教会、
教団のいくつかは、地に落とされ、この世の影
響を受けるようになります。このことは、実は
獣の国であるアメリカでは、既に頻繁に行われ
ていることです。

＜ダニエル書８章の記述を見ていく
＞
さて、上記理解をもとに聖所の基が覆される
ことを語る、ダニエル８章の記述をもう少し見
ていきましょう。
ダニエル8:10 それは大きくなって、天の軍勢に達し、
星の軍勢のうちの幾つかを地に落として、これを踏
みにじり、

アメリカにおいては、それこそ、国を挙げて、
正しいクリスチャンをみことばに沿って歩ませ
ない、この世につけようとするムーブメントが
盛んに行われています。

獣の国が大きくなり、力をつけ、天の軍勢に
達する、星の軍勢に達することが書かれていま
す。このことの意味合いは何でしょう？天の軍
勢、星の軍勢とは以下のアブラハムに関する記
述から、アブラハムの子孫であるイスラエル、
また、新約のイスラエルである、クリスチャン
をさすと理解できます。

すなわち、みことばに従い、同性愛に反対す
るクリスチャンや反対のデモを行うクリスチャ
ンは逮捕されたり、罰金刑を受けたりしていま
す。逆に同性愛に賛成するクリスチャンは大い
にこの国で歓迎されています。このようにして、
この獣の国は国をあげて、天的なクリスチャン
を地に落とそうとしているのです。

創世記22:17 わたしは確かにあなたを大いに祝福し、
あなたの子孫を、空の星、海辺の砂のように数多く

8:11 軍勢の長にまでのし上がった。それによっ
て、常供のささげ物は取り上げられ、その聖所の基
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「聖所の基はくつがえされる」 by エレミヤ
------------------------------------------------------------------------------------------はくつがえされる。
者また、キリストの教えです。それらがみな覆
される、ひっくり返されることに関してここで
軍勢の長とは謎の秘められた表現ですが、軍
は語られているのです。
勢が新約のクリスチャンをさすことがわかると
理解できます。軍勢の長とは、すなわち、キリ
イエス・キリストによる救いやあがない、再
スト教会のトップリーダーということなのです。 臨、携挙など、あらゆる教会の土台の教えがみ
教会のトップは誰かというと、他でもない主な
な、ひっくり返され、崩されるようになるので
るイエス・キリストです。しかし、あろうこと
しょう。それらは、間違えた教え、科学的でな
か、獣の国は、そのイエス・キリストの地位さ
い教えとして、公の教会からは追放されます。
え、奪い取り、自分たちが建てた王である反キ
リストにとって代える、ということがここで書
8:12 軍勢は渡され、常供のささげ物に代えてそむ
かれていることなのです。キリスト教会をひっ
きの罪がささげられた。その角は真理を地に投げ捨
くりかえす恐るべき日がここで預言されている
て、ほしいままにふるまって、それを成し遂げた。
のです。
軍勢は渡され、とはキリスト教会が獣の国の
「それによって、常供のささげ物は取り上げられ」
支配の下に入る、ということです。従って教会
の牧師の任命、また教理の制定などは、皆獣の
国アメリカの支配や許可なしには行われなくな
常供のささげ物とは何でしょうか？以下にそ
るようになります。実は、このような動きはア
の記述があります。
メリカでは既に始まっています。すでに、許可
なしに勝手に家庭集会を開いたという理由でア
民４：１６祭司アロンの子エルアザルの責任は、とも
メリカの牧師が逮捕、罰金刑を受けています。
しび用の油、かおりの高い香、常供の穀物のささげ
物、そそぎの油についてであり、幕屋全体とその中
「常供のささげ物に代えてそむきの罪がささげられ
にあるすべての聖なるものと、その用具についての
た。」
責任である。」
常供のささげ物、すなわち神へささげられる
ここでは、常供の穀物のささげ物、そそぎの
べき正しいメッセージの代わりに、そむきの罪、
油について書かれています。これらが常供の供
すなわち、神に対して冒涜としかいいようのな
え物なのです。これらはたとえであり、穀物は
いメッセージが教会で語られるようになります。
パン、すなわちみことばのささげ物、すなわち、 同性愛も問題ない、どの宗教にも救いはある、
礼拝でささげられるメッセージをたとえたもの
などとのメッセージが教会で語られるようにな
です。そそぎの油は礼拝で下される油、聖霊の
るのでしょう。
たとえです。
「その角は真理を地に投げ捨て、ほしいままにふる
そして、常供の供え物が絶たれるとは、すな
まって、それを成し遂げた。」
わち、教会の中で、もう正しいメッセージが語
られることはなく、神の霊が下されることはな
い、ということを語ったものです。もう教会の
中でキリストこそ、唯一の救い主であるなどと
いう正しい教えは語られなくなるのでしょう。
「その聖所の基はくつがえされる。」
聖所は、先ほど申し上げたように、神の宮と
しての教会のたとえです。そしてその「基」と
は、エペソ書に書いてあるように、使徒や預言

宮の基は覆される（イメージ）
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「聖所の基はくつがえされる」 by エレミヤ
-----------------------------------------------------------------------------うに神の礼拝所としての教会のことです。そし
教会の中で聖書の真理は投げ捨てられるよう
て、教会の神、主は一人しかおらず、それは、
になります。もう地獄も裁きもないように語ら
イエス・キリストのみのはずなのに、その日に
れるのでしょうか。聖書の真理は地すなわち、
は、ぬけぬけと反キリストが、キリストを追い
この世的な常識にとって代わられます。聖書は
出し、その座を占めることが預言されているの
同性愛を罪だと語るのですが、地の常識にとら
です。
われた人々の「性同一障害」などとの、この世
いったい、反キリストはどうやって、教会の中
的な論理が優先されるようになります。
からキリストを追い出し、そのキリストの座を
奪うのでしょうか？想像もできませんが、しか
以上見てきたように、聖書は終末の日に宮、
すなわち、神への礼拝所としての教会が崩壊し、 し、聖書にはっきりと彼が「自分こそ神であ
る」と宣言すると書かれている以上、このこと
その土台が崩されることを繰り返し繰り返し語
は実現するのでしょう。
ります。キリスト教会の根本教理や教えがひっ
くり返される日について語るのです。
私の想像ではその反キリストが神として、立
つその前に世界中で徹底してイエス・キリスト
＜テサロニケ書も同じ日を語る＞
に対する、非難や、中傷、悪い噂が繰り広げら
れると思われます。世界中の科学、歴史、学者、
キリスト教会の教理の土台がひっくり返され
マスコミ、政治家などが口を揃えて、イエス・
る日が来る、などというと、荒唐無稽な教理の
キリストは、とんでもない詐欺師、福音書はイ
様に思えるかもしれませんが、私たちの目が開
ンチキの書であると語るようになるのでしょう。
かれるなら、この日は聖書のあちこちで預言さ
その結果、イエスキリストの評判は地に落ち、
れています。たとえば、テサロニケ書にも以下
彼を信じる人々さえ、憎まれるようになるので
の様に預言されています。
しょう。以下のことばはその日を預言している
ように思えます。
２テサロニケ 2:3 だれにも、どのようにも、だまされ
ないようにしなさい。なぜなら、まず背教が起こり、不
マタイ24:9 そのとき、人々は、あなたがたを苦しいめ
法の人、すなわち滅びの子が現われなければ、主の
に会わせ、殺します。また、わたしの名のために、あ
日は来ないからです。
なたがたはすべての国の人々に憎まれます。

2:4 彼は、すべて神と呼ばれるもの、また礼拝され
るものに反抗し、その上に自分を高く上げ、神の宮
の中に座を設け、自分こそ神であると宣言します。
ここでは、背教がまず起こるとして、クリス
チャンの教会が神やキリストに背を向け、その
教えに背く日が来ることを明確に預言していま
す。それは、別のことばでいうなら、先ほどか
ら見ている宮、神の礼拝所としての教会の土台、
根本教理が崩れる日が来るとの預言の成就なの
です。そして、そのクリスチャンの背教や、
不信と連動するように、不法の人、すなわち、
滅びの子が登場することが書かれています。こ
の人物こそ、反キリストなのです。
そして、彼、反キリストが、「神の宮の中に
座を設け、自分こそ神であると宣言」すること
も描かれています。宮とは、度々語っているよ

そして、キリストの評判が地に落ちたその後、
反キリストが歓呼の声とともに背教の教会に迎
えられるようになるのでしょう。これらのこと
に目をとめ、この時代にふさわしい歩みを心が
けましょう。
―以上―

福音のために逮捕されたアメリカの牧師たち
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------おいて理解していたか？と言うと、そうではあり
以前行っていた教会の牧師さんが、「とにか

ませんでした。でも、のちになって、真に主の

く服従ですよ！」ということを私にアドバイスくだ

弟子として歩みをするようになってから、お二

さいました。どういったことからそのような話の

人の証言は私にとって、霊的な建て上げの一

展開になったのかは、今ひとつ覚えていませ

部となりました。そして最近、福音書を読んで

んが、クリスチャン生活をしばらくお休みしてい

いく中で、「服従」ということが益々色濃くなって

て、信仰の歩みや教会生活に復帰して間もな

いきました。ちなみに福音書において、イエス

かったので、「どんな風に歩んだら良いのでし

さまはペテロやヨハネやヤコブに「わたしにつ

ょうか？」なんていう質問をしたのではない

いてきなさい」ということを言われました。すると

か？と思います。

彼らは網や舟を捨ててイエスさまについていき
ました。そして生涯にわたって、イエスさまに従

それからしばらく時を経て、同じ教会ではあり

い通して、「天の御国」を相続しました。

ますが、ある時某兄弟が礼拝の中で証をして
いました。証のさいごのほうに言われたことで

このことに何か語りかけを感じないでしょう

すが、「神さまは私たちクリスチャンのことを守

か？イエスさまに服従して、天の御国を相続し

ってくださいます。しかし、祝福や恵みを受け

たことは、先のお二人の証言の「服従」にその

るのは、神さまに従う人です」ということをおっし

まま符合するのではないか？と思います。そし

ゃっていました。とても印象深いことばでしたが、

て兄弟が言われたことば、「祝福や恵みを受け

特に「祝福や恵みを受けるのは、神さまに従う

るのは従う人です」とは、ペテロやヨハネやヤコ

人です」の部分が、私の耳に響きました。そし

ブのように、イエスさまの言われることにさいご

てこのことばは、今でも信仰生活の中でたびた

まで従って天の御国を相続するパターンのこと

び思い起こします。

をまさに言われていると思います。なので、「神
さまへの服従の歩み」＝「天の御国の相続」と

ところで当時の私は今と違って、群衆の歩み

いう公式が自然と成り立つのではないかと思い

でした。なので、上記２件の「服従」ということば

ます。

は印象に残ったものの、しかし「霊の奥底」に
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「神への服従を選ぶなら」E3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------するなら、クリスチャンの入るべき所、すなわち
さて、そのことを理解したのなら、そのように
歩んでいけばよいわけではありますが・・・その

「天の御国」に入ります。なぜ、断言できるか？

ことで神さまから私なりに示されたことがありま

と言うと、先ほど話しましたペテロやヨハネやヤ

すので、少し話をしたいと思います。「神さまへ

コブがそうだったからです。彼らはさいごのさ

の服従への歩み」はたしかにすばらしいもので

いごまで、イエスさまに服従して、みごとに天の

すし、はたまた世界中のすべてのクリスチャン

御国を相続したパターンだからです。ゆえに、

が全うできたら、と願います。しかし、もう一面

今の時代においても彼らと同じ歩みをする人

のことも話しておきたいと思います。非常に尊

には、「天の御国」が約束されているのです。

い歩みではあるのですが、しかし、現実はどう
か？と言うと、聖書にも書かれていますように、

反対に「神への服従の歩み」を選ばないとき

「十字架を敵としているクリスチャンが多い」と

に、どうなるのか？「服従」とか「従順」の反対

いうことも理解しながらの歩みだということは、

は「不従順」ということですが、そういう歩みをし

ひと言申し上げておきますね。これも聖書に書

ていくときに、サタンに用いられる可能性があり

いてあることですが、要は「細くて狭い道」であ
って、大半の人が選ばない道なのです。それ

ます。つまりサタンの意向やサタンの喜ぶこと

こそ、「命に至る門は小さく、その道は狭く、見

を実行するクリスチャンの歩みとなってしまうの

出す者はまれ」と書かれている通りでありまし

です。サタンの意向とは何か？と言うと、正しい

て・・・このことは裏返して言うなら、滅びに至る

クリスチャンを迫害したり、悩ませたり、つまず

大きくて広い道を多くのクリスチャンは選んで

かせたりということですが、不従順な人は、正し

いる、ということなのです。「信じられない！」
「そんなはずはない！多くのクリスチャンは狭

いクリスチャンの歩みを何らか妨害する器とし

い道を選んでいるでしょ？！」と思うかもしれま

て用いられてしまうと思います。そしてその結

せんが、しかし聖書にそのように書かれている

果、ゴールする予定であった「天の御国」から

ので、それはそのまま理解したいと思います。

みごとに外されてしまう可能性がありますので、

そういった意味合いでは、「神への服従」の歩

気を付けていきたいと思います。

みというのは、「滅びに至る道」を歩んでいく人
を横目に見ながらの歩みなので、「神への服
従の道を歩んでいくぞ！」という決断にプラス

ちなみに神さまに服従するか？しないか？

して、それ相応の「自覚」と「覚悟」も必要だと

に関して、恐らく「中間」というものは無いと思

いうことは、正しく理解しておきたいと思います。
しかし、そのことを承知の上で「神への服従の

います。必ずどちらかひとつだけを選択するこ
とになると思います。そしてクリスチャンの歩み

歩み」に徹していくなら、そしてさいごまで全う

は常々、「神さまに従うのかどうか？」の選択の
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繰り返しなのでは？と思います。もちろん個々

ましたら、ぜひ実践してみてください。いつも

におけるクリスチャンの自由意志を尊重される

大切なことを語ってくださる神さまに、栄光と誉

神さまではありますが、私個人としては、「神さ

れがありますように。

まへの服従の歩み」を生涯にわたって全うでき
たらと、心から願っています。もし、御心を感じ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

＜お知らせコーナー＞

エレミヤの新刊。「天皇家は万世一系のダビデ王朝の末裔である！」
定価：１５００円+消費税。
ご注文の方は以下まで、連絡下さい。
警告の角笛出版：

fax: 020-4623-5255, メール
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truth216@nifty.com

