
また、聖句では福音の水が涸れるという情景が述べら
れています。

ヨハネの黙示録 16:12  第六の者が、その鉢を大ユウフ
ラテ川に傾けた。すると、その水は、日の出る方から
来る王たちに対し道を備えるために、かれてしまった。

率直に言って、これらの聖書の象徴やたとえ（天国の
扉が閉じた、日や月や星が暗くなる、水が血に変わる、
水が涸れる）を通じた一つの普遍のテーマは、神が救
いの御計画を終えたということです。神は 2011年 5
月 21日をもって、人々に救いをもたらすことを終え
ました。この世に対する霊的審判の状況は、救いが終
わったということです。神はもはやこの世のどこにも
救いをもたらしていません。

神の家から始まった審判は 8400日続きます。
私達はすでに、神による終わりの時の審判の御計画は、
先ず初めに世界中の新約諸教会と会衆への審判から始
まったということを知っています。

第一ペテロ 4:17 さばきが神の家から始められる時が
きた。それが、わたしたちからまず始められるとした
ら、神の福音に従わない人々の行く末は、どんなであ
ろうか。

諸教会に対する（彼らの不忠実に対する）主の審判は
1988年 5月 21日に始まりました。聖書の暦を注意深
く学ぶと、神の諸教会への審判は 1988年 5月 21日か
ら 2011年 5月 21日までの 23年間だということがわ
かります。この 23年間はちょうど 8400日です。2011
年 5月 21日が定められた審判の日であるという重大
な証拠の一つは、諸教会への 23年間の審判（大いな
る患難としても知られています）がその日に終わると
いうことと関係があります。
諸教会に対する霊的審判の期間が 23年だということ
はわかっていますから、ここでの大きな疑問は、この
世に対する神の霊的審判はどのくらい続くのかという
ことです。2011年 5月 21日に始まった審判の期間が
定まれば、この世の終わりの時がわかります。

聖書を念入りに検索すると、たった一つの重大な可能
性が見出せます。聖書の証拠は、2015年 10月 7日が
2011年 5月 21日に始まった審判の期間の終わり、そ
してこの世の終わりだということを示しています。

この世に対する審判は 1600日続きます。
聖書の数箇所で神はこの世の諸教会に対する御怒りを
語っており、それは諸教会に対する審判から、救われ
ていない人類に対する審判への移行を示す情報を与え
てくれます。この二段階の審判の御計画はエレミヤ書
に示されています：

エレミヤ 25:29 見よ、わたしの名をもって呼ばれるこ
の町にさえ災を下すのだ。どうしてあなたがたが罰を

免れることができようか。あなたがたは罰を免れるこ
とはできない。わたしがつるぎを呼び寄せて、地に住
むすべての者を攻めるからであると、万軍の主は仰せ
られる。

神は審判の災いを、神の名をもって呼ばれる町（クリ
スチャンの教会）に下し、つるぎを呼び寄せて、地に
住むすべての者を攻めると語っています。諸教会に対
する審判は 23年（8400日）であることはわかってい
ます。では、地に住むすべての者に対する神の審判は
どのくらい続くのでしょう？

ヨハネの黙示録は人類に対する神の最後の審判につい
て詳しく書き綴っています。その恐ろしい日々は次の
ように表されています：

ヨハネの黙示録 14:10 神の怒りの杯に混ぜものなしに
盛られた、神の激しい怒りのぶどう酒を飲み、聖なる
御使たちと小羊との前で、火と硫黄とで苦しめられる。

審判の日はまた刈り入れの時として語られています：

ヨハネの黙示録 14:14 また見ていると、見よ、白い雲
があって、その雲の上に人の子のような者が座してお
り、頭には金の冠をいただき、手には鋭いかまを持っ
ていた。15 すると、もうひとりの御使が聖所から出
てきて、雲の上に座している者にむかって大声で叫ん
だ、「かまを入れて刈り取りなさい。地の穀物は全く
実り、刈り取るべき時がきた」。16 雲の上に座して
いる者は、そのかまを地に投げ入れた。すると、地の
ものが刈り取られた。

神が最後の審判を刈り入れと表しているのは不思議で
はありません。主は前にも種まく人のたとえで、収穫
はこの世の終わりと関係があると述べていたからです。

マタイ 13:38　畑は世界である。良い種と言うのは御
国の子たちで、毒麦は悪い者の子たちである。 39そ
れをまいた敵は悪魔である。収穫とは世の終りのこと
で、刈る者は御使たちである。

ヨハネの黙示録 14 章のこの世の終わりと刈り入れに
ついての聖句に戻ります。この章の結末に不思議な言
葉があります：

ヨハネの黙示録 14:19 そこで、御使はそのかまを地に
投げ入れて、地のぶどうを刈り集め、神の激しい怒り
の大きな酒ぶねに投げ込んだ。20  そして、その酒ぶ
ねが都の外で踏まれた。すると、血が酒ぶねから流れ
出て、馬のくつわにとどくほどになり、一千六百丁に
わたってひろがった。
これらの聖句から、神は救われていない人々を激しい
怒りの酒ぶねに投げ入れて踏み、命の血を絞り出すこ
とによって罰するのがわかります。聖書は命が血にあ
ると言っています（レビ記 17:11）。救われていない

人々の血は酒ぶねから流れ出て一千六百丁にわたって
ひろがります。なぜ神は血の流れ出る広さを示したの
でしょうか。1600という数は重要なのでしょうか？
この御言葉によって、審判の期間を明らかにしている
のではないでしょうか？聖書は命が血にあると語って
います。神が邪悪なこの世の人々の命を搾り出し始め
たときから流れ出る血は、御怒りに苦しみながら彼ら
がこの世に存在する残りの時間を示しているのではな
いでしょうか？

しかしある人は「丁は時間とは何も関係がない。丁は
時間でなく距離のことを言っているのだ。」というか
もしれません。それはそうですが、これは神の御言葉、
聖書だということを忘れないで下さい。神はいつもた
とえで語ります。神が時と関係ない言葉を時としてと
らえている例を聖書で見てみましょう：

創世記 40:8 彼らは言った、「わたしたちは夢を見ま
したが、解いてくれる者がいません」。ヨセフは彼ら
に言った、「解くことは神によるのではありませんか。
どうぞ、わたしに話してください」。9 給仕役の長は
その夢をヨセフに話して言った、「わたしが見た夢で、
わたしの前に一本のぶどうの木がありました。 10 そ
のぶどうの木に三つの枝があって、芽を出し、花が咲
き、ぶどうのふさが熟しました。 11 時にわたしの手
に、パロの杯があって、わたしはそのぶどうを取り、
それをパロの杯にしぼり、その杯をパロの手にささげ
ました」。12 ヨセフは彼に言った、「その解き明か
しはこうです。三つの枝は三日です。13 今から三日
のうちにパロはあなたの頭を上げて、あなたを元の役
目に返すでしょう。あなたはさきに給仕役だった時に
されたように、パロの手に杯をささげられるでしょう。

この出来事の中でヨセフは、給仕長の三つの枝の夢を
三日と解き明かしました。枝は時とどんな関係がある
というのでしょう？何の関係もありません。枝は時で
はありませんが、でも神は時を表すよう、それぞれの
枝に霊的な意味を与えたのです。同様に、丁は時と何
の関係もありません。しかし（聖書のほかの出来事と
同様）創世記 40 章の出来事によっても私達は、（枝
のように）時と関係ない言葉が時を表すことが聖書に
先例としてあるということを認めざるをえません。従
って、1600 丁は 1600日と見なすことが可能です。
2011年 5月 21日から 1600日を数えると 2015年 10月
7日になります。2015年 10月 7日に至る道筋がわか
りました。ここで疑問に思うのは、聖書にはこの世の
終わりの日であるその日付を裏付ける、さらなる証拠
があるのかということです。

40 x 40 = 1600（神の民に対する深刻な試みの時）
1600日の時の道筋が 2015年 10月 7日に至り、またそ
の日がこの世の終わりであるというさらなる証拠につ
いてお話しする前に、まず 1600という数の重要な側
面を示す必要があります。1600という数は「40 x 
40」に割り切れます。「40」という数は聖書の中では

試みとつながります。例えば、イスラエルは荒れ野で
40年さまよい、神はその期間を「試練の日」（ヘブ
ル 3:8）と語りました。さらに私達の多くはキリスト
が試みられた時についてよく知っています：

マタイ 4:1 さて、イエスは御霊によって荒野に導かれ
た。悪魔に試みられるためである。
2  そして、四十日四十夜、断食をし、そののち空腹に
なられた。

イエスは四十日四十夜悪魔に試みられました。聖書を
よく調べると、これは神が 40という数を霊的に用い
る典型的な例だということが明らかになります。40
という数は試みあるいは試練を示します。これはこと
さら重要です。なぜなら、救われた神の民（選民）と
神に罰せられている人々（救われていない人々）が共
にこの地上に暮らすのは神の御計画だからです。

イザヤ 24:6  それゆえ、のろいは地をのみつくし、そ
こに住む者はその罪に苦しみ、また地の民は焼かれて、
わずかの者が残される。
第一テサロニケ 4:15 わたしたちは主の言葉によって
言うが、生きながらえて主の来臨の時まで残るわたし
たちが、眠った人々より先になることは、決してない
であろう。

しかしながら、なぜ神は御怒りが邪悪な人々に注がれ
ている時にご自分の民をほっておかれるのでしょう？
それにはいくつかの理由がありますが、重要な理由の
一つは、神はご自分の民の信仰に厳しい試練を与え、
彼らが本当に救われているかどうか試みているのです。

第一ペテロ 1:7  こうして、あなたがたの信仰はためさ
れて、火で精錬されても朽ちる外はない金よりもはる
かに尊いことが明らかにされ、イエス・キリストの現
れるとき、さんびと栄光とほまれとに変るであろう。

第一コリント 3:11 なぜなら、すでにすえられている
土台以外のものをすえることは、だれにもできない。
そして、この土台はイエス・キリストである。 
12 この土台の上に、だれかが金、銀、宝石、木、草、
または、わらを用いて建てるならば、 
13 それぞれの仕事は、はっきりとわかってくる。す
なわち、かの日は火の中に現れて、それを明らかにし、
またその火は、それぞれの仕事がどんなものであるか
を、ためすであろう。

聖書は、神がこの世の救われていない人々を 2011年
5月 21日以来、罰しているということを明らかにし
ています。そして同時に、1600という数をとおして、
神が真の信者とみなされる人々にもまた厳しい試みを
与えているということも明らかにしています。2015
年 10月 7日は 2011年 5月 21日から数えて 1600日目
です。ですから、試みはその日に終わります。



一万日の審判：神の審判の完了
2015年 10月 7日が、神がこの世の救われていない
人々に対する審判を終える日だということの最も重要
な証拠は、二つの霊的審判の日数を累計することによ
って得られます。すでにお話ししましたが、神はこの
世の会衆に対し、8400日の大いなる患難の時に裁き
をもたらしました。この世の最後の刈り入れを強調し、
「1600」という数について語るヨハネの黙示録 14 章
で学んだように、1600という数は 8400という数とと
ても良く合います。それは実に手と手袋のように合っ
ています。

8400日（諸教会への審判の始まり/大いなる患難の
時）+ 1600 日 (全世界に対する審判の期間とみられ
る) = 10,000日（邪悪に人々に対する審判の合計）

「40」という数と同様、「10」という数（あるいは
100、1000、10,000といった 10の倍数）も霊的な意味
があるということを聖書は明らかにしています。
「10,000」という数の霊的な意味は完全無欠です。次
の詩篇の聖句がその最も良い例です：

詩篇 50:10 林のすべての獣はわたしのもの、丘の上の
千々の家畜もわたしのものである。

神は千々の丘の家畜もわたしのものであると語ってい
ます。神は千々の丘の家畜しか所有していないのでし
ょうか？神はすべての丘のすべての家畜を所有してい
るのではないのでしょうか？当然、神は神ですからす
べてのものを所有しています。この世のすべての丘の
すべての家畜を所有しています。言い換えれば、神は
「完全無欠」な家畜を所有しています。私達は審判の
日の期間を探求するなかで、神のこの世に対する審判
の完了について調べてきました。2011年 5月 21日か
ら数えて 1600日目は、審判全体の 1万日目にあたり
ます。審判は 1988年 5月 21日に神の家で始まったか
らです。ですから、その日は神の最後の審判の完了、
およびこの世に関するすべての終わりの可能性が最も
高い日なのです。

2015年 10月 7日は仮庵の祭りの最後の日です。
私たちはこれまでに、神がヨハネの黙示録 14 章のな
かで「1600」という数を審判の日に関連づけて示して
いるということを見てきました。また、1600が「40 x
40」という大変興味深い数に割り切れることもわかり
ました。さらに、1600は 8400日に加わるとちょうど
審判の日の合計の 10,000日になります。つまり 2015
年 10月 7日は、2011年 5月 21日から数えて 40日の
40 回目の日にあたり、また 1988年 5月 21日の諸教会
への審判の始まりから数えて 10,000日目にあたるの
です。この情報だけでも 2015年 10月 7日がほかのど
の日よりもふさわしいことがわかります。しかしさら
に聖書の証拠を調べていくと、驚くべきことがわかり
ます。2015年 10月 7日は仮庵の祭りの最後の日にあ
たるのです。それはヘブライ暦の 7月 23日にあたり

ます。それは仮庵の祭りから帰る人々のために神が定
めた日です。

歴代志下 7:9 そして八日目に聖会を開いた。彼らは七
日の間、祭壇奉献の礼を行い、七日の間祭を行ったが、
 
10 七月二十三日に至ってソロモンは民をその天幕に
帰らせた。皆主がダビデ、ソロモンおよびその民イス
ラエルに施された恵みのために喜び、かつ心に楽しん
で去った。

旧約聖書のなかで神は 3つの大きな祭りについて語っ
ています。過ぎ越しの祭りは、過ぎ越しの時に十字架
につけられたキリストによって霊的に成就されました。
ペンテコステの祭りは、祭りの当日に精霊が注がれる
ことによって（使徒行伝 2 章を参照）成就されました。
そして 3つ目で最後の、霊的な成就が必要な祭りは仮
庵の祭りです。この祭りの霊的成就はこの世の終わり
の時に起こります。

「終わりの日」という言葉は聖書で 8箇所しか記され
ていません。そのうちの 2箇所は、仮庵の祭りの最終
日が念頭に置かれています：

ネヘミヤ 8:18エズラは初めの日から終りの日まで、
毎日神の律法の書を読んだ。人々は七日の間、祭を行
い、八日目になって、おきてにしたがって聖会を開い
た。
ヨハネ 7:37 祭の終りの大事な日に、イエスは立って、
叫んで言われた、「だれでもかわく者は、わたしのと
ころにきて飲むがよい。

ほかの 6箇所でもこの世の存在の終わりの日が念頭に
置かれています。（次の箇所はその例です。）

ヨハネ 6:39 わたしをつかわされたかたのみこころは、
わたしに与えて下さった者を、わたしがひとりも失わ
ずに、終りの日によみがえらせることである。
40 わたしの父のみこころは、子を見て信じる者が、
ことごとく永遠の命を得ることなのである。そして、
わたしはその人々を終りの日によみがえらせるであろ
う」。
44わたしをつかわされた父が引きよせて下さらなけ
れば、だれもわたしに来ることはできない。わたしは、
その人々を終りの日によみがえらせるであろう。
ヨハネ 12:48わたしを捨てて、わたしの言葉を受けい
れない人には、その人をさばくものがある。わたしの
語ったその言葉が、終りの日にその人をさばくであろ
う。

これらの聖句から、（死人のよみがえりと生きている
人々の携挙による）選民の携挙が終わりの日に起こる
ことがわかります。それはまた、神の御言葉が人類を
裁く時でもあります。それは 2011年 5月 21日から
1600日目に起こり、それはまた諸教会に対する審判

が始まってから 10,000日目で、仮庵の祭りの最後の
日でもあります。それ故に、その日は神が選民を携挙
し、救われていない人々に滅亡をもたらすことによっ
て審判を完了させるのに最もふさわしい日なのです。

2015年 10月 7日は刈り入れ／取り入れの最後の日で
もあります。
2015年 10月 7日について最後にもう一つ考えるべき
ことは、それが刈り入れの最後の日でもあるというこ
とです。刈り入れの祭り（取り入れとして知られてい
ます）は仮庵の祭りと繋がりのある祭りでした。

レビ 23:34 「イスラエルの人々に言いなさい、『その
七月の十五日は仮庵の祭である。七日の間、主の前に
それを守らなければならない。
39 あなたがたが、地の産物を集め終ったときは、七
月の十五日から七日のあいだ、主の祭を守らなければ
ならない。すなわち、初めの日にも安息をし、八日目
にも安息をしなければならない。

聖書が、ヨハネの黙示録 14 章のこの世の終わりの最
後の刈り入れという文脈のなかで 1600という数を示
していることは驚くべきことです。2011年 5月 21日
の審判の日の始まりから 1600日目（2015年 10月 7
日）は、聖書の暦（ヘブライ暦）の刈り入れの最後の
日にあたります。従って、その日は、神が救われた
人々という貴重な実を天国に導き、救われていない
人々の滅びを完了する日だという可能性が極めて高い
日だと言えるのです。

さらに詳しい情報については次のサイトをご覧くださ
い：

OCT7thLastDay.com

www.OCT7thLastDay.com 
www.eb  ww.net

www.ebiblefellowship.com
www.ebible2.com

この世はおそらく 2015年 10
月 7日に終わります
このトラクトのタイトルをお読みになってまず疑問に
思われることはおそらく：
なぜその日なのか？ということでしょう。

その答えは、この世がすでに聞き覚えのあるもう一つ
の日：2011年 5月 21日と関係があります。それはこ
の世の人々に審判の日として告げられた日です！

私達は「霊的な審判は 2011年 5月 21日に始まった」
という題の聖書のパンフレットで、神が霊的な審判を
もたらそうとしていること；エデンの園における人類
への審判；ゲッセマネの園における主イエスキリスト
への神の審判；そして世界中の諸教会に対する神の審
判について示しました。これらはすべて霊的審判であ
り、主はこの聖書のパターンに従い、（2011年 5月
21日に始まった）この世への霊的審判をもたらして
います。

審判の状況
2011年 5月 21日に神は天国の扉を閉じたと聖書は示
しています。

ルカ 13:24 そこでイエスは人々にむかって言われた、
「狭い戸口からはいるように努めなさい。事実、はい
ろうとしても、はいれない人が多いのだから  25 家
の主人が立って戸を閉じてしまってから、あなたがた
が外に立ち戸をたたき始めて、『ご主人様、どうぞあ
けてください』と言っても、主人はそれに答えて、
『あなたがたがどこからきた人なのか、わたしは知ら
ない』と言うであろう。

聖書はまた、福音の光が放たれるという言葉で、その
日にもたらされる神の霊的審判について語っています。

マタイ 24:29 しかし、その時に起る患難の後、たちま
ち日は暗くなり、月はその光を放つことをやめ、星は
空から落ち、天体は揺り動かされるであろう。

救いの福音が述べ伝えられることは、聖書ではしばし
ば水の川に象徴されます。しかし神の御言葉は、審判
の日が始り、その川が血に変わったと述べています。

ヨハネの黙示録 16:3  第二の者が、その鉢を海に傾け
た。すると、海は死人の血のようになって、その中の
生き物がみな死んでしまった。4 第三の者がその鉢を
川と水の源とに傾けた。すると、みな血になった。
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