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2021年2月2日放送TV7-タイムズオブザーバー 
ーエルサレムの政治不安ー 

 

[ジョナサン]　シャローム、TV7タイムズ・オブザーバーへようこそ。ジョナサ
ン・ヘッセンです。そして、アラブ首長国連邦ドバイから、TV7タイムズ・オブ
ザーバーを一緒に進行するのは、ビホールド・イスラエルのアミール・ツァルファ
ティさんです。そちらの天気はいかがですか？ 

［アミール］いいお天気です。おそらく、今の時期が一番いいのではないでしょうか。朝は涼しくて、実
際、日中もそれほど暑くありません。素晴らしいです。とにかく人が少ないですから、長い行列に並ばず
に、ほぼすべてを見物することができて最高でした。 

[ジョナサン]　素晴らしい。では、お祈りして、今日のトピックに入りましょう。お祈りをお願い出来ます
か？ 

[アミール]　はい。お父様、あなたが天と地の創造主であることに感謝します。私達の周りのすべてのもの
は、あなたの美しい創造物です。また、あなたは時と季節を定められ、時にかなって必ず正しいことを成し
遂げられることを私達は知っています。父なる神様、聖霊の御力によって、私達が生きる時代や季節を理解
するために、聖霊にのみ与える事の出来る知恵をお与えください。これから起こる事を観察し、見張り人と
して人々に警告する為、また、互いに高め合い、慰め合う為に。あなたがすでに御言葉で伝えてくださった
未来についての知識を私達は持っていますから。信頼性が高く、真実で、正確で、本物であるあなたの御言
葉に感謝します。このひとときを、我々の素晴らしく尊いメシア、贖い主、主の主、王の王、ユダ部族の獅
子、神の小羊、イエシュア、イエス、インマヌエルの御名によって、おゆだねし、お祈りをささげます。 
アーメン。 

[ジョナサン]　さてアミール、実際に私達が受け取った何通かのメールにお答えすることから始めたいと思
います。私達の提携について、懸念のメールでした。驚きましたが、早急にお答えしたいと思いました。あ
なたの信仰に対する懸念で、聖書の聖句に基づいた患難前携挙説全体についてです。さて、私の欠点の一つ
は、心配事や課題を聞いた時、すぐに対処して前に進みたいと思ってしまうことで、ですから、まず、これ
に対処したいのです。信者である私達にとって最も大切なことの一つは、神の御言葉を完全に堅守すること
だと思います。そして、私達が同意している側面の一つは、私達が連れて行かれるという事実です。ヘブラ
イ語では「連れて行かれる」ギリシャ語ではより具体的で、「携挙（ハルパゾー）」これは私達が期待して、
楽しみにしているものです。さて、信者である私達にとって難しいのは、私達は皆、世界の様々な場所に住
んでいますから、私達の聖句の理解は異なる視点、基となる私達の社会的構成や筋書きなどの理解によって
異なるかも知れません。ですから、争点となっているのは大患難前、大患難中期、大患難後のいつ連れ去ら
れるのかという事ですが、これらはすべて、神の御言葉に基づいています。イエスが私達を彼のおられる場
所に「連れて行かれる」ということについて、具体的にどのように読んでおられますか、アミール？ 

[アミール]　はい、まず第一に、教会の携挙は聖書の中のいくつかの箇所に出てくることを理解しなければ
なりません。一番有名なのは第一テサロニケ4章16節以降で、ここに、はっきりと書かれています。です
が、背景をより理解する為に15節から始めます。 
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「私達は主の御言葉のとおりに言いますが、主が再び来られるときまで生き残っている私達が、死んでいる
人々に優先するようなことは決してありません」（15節） 

パウロは、何人かの人が眠りについた、つまり死んでしまったという懸念に対処していました。「信者達が
死んだら、どうなってしまうのだろうか？」そして、パウロは答えました。「眠った人々のことについては、
心配しないで。彼らは先に復活して、先に連れて行かれるのを私達は実際に見るのだから」（13～14節参
照）そして、彼は言います。 

「主は、号令と、御使いのかしらの声と、神のラッパの響きのうちに、ご自身天から下って来られます。そ
れからキリストにある死者が、まず初めによみがえり、次に、生き残っている私達が、たちまち彼らといっ
しょに雲の中に一挙に『引き上げられ』、空中で主と会うのです。このようにして、私達はいつまでも主と
ともにいることになります」（16-17節） 

そして彼は言います。「こういうわけですから、このことばをもって互いに慰め合いなさい」（18節） 

ですから、ここで見られる「引き上げられる」という単語、ヘブライ語では「ilacag」「ilacrut」ですが、
ギリシャ語では「Harpazo」（ハルパゾー）で、後にラテン語の「Raptoro」（ラプトロ）に翻訳され、そ
こから「ラプチャー/携挙」という言葉になりました。しかし、「携挙」という言葉は英語の聖書にはあり
ません。しかし、その言葉そのものではなく、その意味がそこに書かれています。でも、その言葉は聖書に
もギリシャ語にも存在していて、「ハルパゾー」です。 

[ジョナサン]　これは私達のメシアであるイェシュア、イエスを信じる者として、皆が楽しみにしているこ
とだと思います。私達がイエスのおられるところに連れて行かれる。さて、すべての視聴者の方々に、非常
に初歩的な事をご説明させていただきます。患難前（携挙）、患難中期、または患難後、どれを信じていよ
うと、これは大患難時代の話です…教会として私達は何世紀にも渡って様々な患難を経験していますから、
そして私達は、この世界で経験し続けるでしょう。私達が知っておくべき非常に重要なこと、私達が重視す
べき共通項は「準備をする」ことです。その時のために準備する事です。あなたが、どのタイミングを信じ
ていようと、最も重要なのはともしびに油を入れて準備をしていた10人の乙女たちのように、花婿が私達
を迎えに来られるのに備える事です。これは好むと好まざるとに関わらず、信者として誰もが受け入れなけ
ればなりません。これは聖書に基づいたものです。そしてタイミングに関して意味論で口論するのは、やめ
ましょう。なぜなら、タイミングに関する意味論は…私は自分にも言い聞かせているのですが、タイミング
の意味は、その恐怖を取り去るための道具を提供するのが目的で、主が私達のことを世話してくださる、主
がここから連れ出してくださるという信仰があればあるほど、私達は自信を持ち、恐怖心が薄らぎます。こ
れは非常に重要です。そして第二のポイントは、私達がこれをどう見ていようと、私達はキリストにあって
一つのからだです。（ローマ12:4、第一コリント12:12参照）そして、私達は一致団結して主の到来に備え、
地上で主の御業を行わなければなりません。そこで、2つの節に触れてみたいと思います。1つめは第一コリ
ント14:26、失礼しました、いえ、第一テサロニケ5章19節と20節です。この2つの節に本当に注目して、
心に留めておきたいと思います。 

「御霊を消してはなりません。預言をないがしろにしてはいけません。しかし、すべてのことを見分けて、 
ほんとうに良いものを堅く守りなさい。悪はどんな悪でも避けなさい」（第一テサロニケ5:19～22） 

私達、アミールと私は皆さんに呼びかけます。神の御言葉に基づいて、私達の言葉を試してください。 
アミール、もう一節ありましたね。私が間違ってなければ… 

[アミール]　重要なのは…10人の娘に言及して言えば、ちなみに5人だけが油で準備ができていて、他の5人
は準備ができていなかったのです。だからこそ、“信者”とか、“クリスチャン”と呼ばれることだけで満足し
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ていてはいけないのです。5人が持っていた知恵、それが賢い者と呼ばれるゆえんですが、それは聖霊を
持っていたこと、その油を持っていたことです。だから、とても重要なのです。あなたが準備ができている
ことを確認する唯一の方法、あなたが新生している事を確認し、聖霊があなたの中にあることを確認し、あ
なたが水だけでなく、聖霊によっても生まれ、第二の誕生（新生）を経験していることを確認しなければな
りません。もしあなたが御霊によって生まれていなければ、実際には第
一の復活に与る事が出来ず、聖書の黙示録に書かれているように、第二の
死を迎えることになります。しかし、ええ、使徒の働きの17章にも触れ
たいと思います。パウロは旅をしていて、彼はテサロニケにいました。そ
して、それから…テサロニケではうまく行かず、地元のユダヤ人のほとん
どがパウロを本当に支持しませんでした。それから彼はベレヤという町
に移って、そのことが17章に書いてあります。 

「兄弟たちは、すぐさま、夜のうちにパウロとシラスをベレヤに送り出した。ふたりはそこに着くと、ユダ
ヤ人の会堂に入って行った。ここのユダヤ人は、テサロニケにいる者たちよりも良い人達で、非常に熱心に
御言葉を聞き、…」（10-11節a） 

当時の御言葉は、パウロが語った言葉だけでした。そして、彼は言います。 

「はたして、そのとおりかどうかと毎日聖書を調べた」（11節b） 

言い換えれば、パウロがベレヤのユダヤ人達に言った言葉を、彼らは全て聖書で調べたのです。ちなみに、
当時の聖書は旧約聖書だけでした。つまり彼らはパウロが旧約聖書から語ったすべての御言葉とすべての引
用を確認し、彼が言った事を調べて、それがそのとおりかどうかを確認したのです。そして、そのために多
くの人が信じました。これを理解するのは非常に重要です。神の御言葉にのみ固執し、神の御言葉を調べ、
誰かのメッセージを聞くときは、それが神の御言葉と合っているか、神の御言葉と一致しているかどうかを
確認しなければなりません。それによって信仰が強く、前進するのです。 

［ジョナサン］だからこそ私達は皆さんに強くお勧めします。何であれ、こんにち言われている事にはよく
注意して、どんな事でも神の御言葉を見て、聖書を調べてください。皆さんご自身の勉強に、これが取って
代わる事がありませように。神の御言葉を調べ、すべての言葉を試してください。あなたが読むすべての文
章の中で聖霊の導き、誘いに従ってください。では、今日のトピックに入る前に…前半部分に多くの時間を
費やしたいのですが、使徒の働き17章の別の部分、24～26節をお読みしたいと思います。 

「この世界とその中にあるすべてのものをお造りになった神は、天地の主ですから、手でこしらえた宮など
にはお住みになりません。また、何かに不自由なことでもあるかのように、人の手によって仕えられる必要
はありません。神はすべての人に、いのちと息と万物とをお与えになった方だからです。神は、ひとりの人
からすべての国の人々を造り出して地の全面に住まわせ、それぞれに決められた時代と、その住まいの境界
とをお定めになりました」（24-26節） 

ここから分かる通り、神の御言葉に従ってあらかじめ定められた時期があるのです。私達のために明確な預
言が与えられていて、私達はその時を認識し、観察し、主が私達を主のもとに連れて行ってくださる時に備
えなければなりません。さて… 

[アミール]　ジョナサン、神は私達が時と季節を知ることを望んでおられますが、いくつかの事に対して、
神は「あなた方は知る必要がない」と言われます。 

「その日、その時がいつであるかは、だれも知りません」（マタイ24:36） 
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たとえば携挙そのものです。そして、これが私が患難前携挙を信じるおもな理由の1つです。というのも
「その日その時を誰も知らない」というのは大患難前にしか当てはまりませんから。いったん大患難時代が
始まれば、7年間です。何年、何ヶ月、何週間、何日か、正確に分かります。だから、中間に起こると言う
なら、正確な日にちが分かり、大患難の最後だと言うなら、正確にその日が分かります。他の理由は忘れて
ください。聖書でイエスがフィラデルフィア教会に言われました。 

「あなたが、わたしの忍耐について言ったことばを守ったから、わたしも、地上に住む者たちを試みるため
に、全世界に来ようとしている試練の時には、あなたを守ろう」（黙示録3:10） 

”試練を通して”ではありません。また、第一テサロニケ１章の最後の節にも同じことが書かれていて、未来
について、私達がまぬがれる来たるべき裁きについて話しています。また、第一テサロニケ5章（9節参照）
では、私達教会は神の御怒りに会うように定められていないことが分かります。預言者ダニエルは、御怒り
はそれらの7年間であると言い、「後半の部分」「御怒りの後半」と呼んでいます。だから、たくさんあり
ます。繰り返しますが、あなたに同感です。より重要なのは、少なくとも携挙を信じることです。それか
ら、患難中期や患難後を信じている人達は、ただただ、びっくりすると思いますよ。 

[ジョナサン]　神を称賛します。私はいつもビックリさせられる事は大歓迎です。では、今日のトピックに
移りましょう。また、大患難前携挙、または引き上げられること、何であれ、あなたの言語で使われている
ものに関して本当に理解したい方は、ビホールド・イスラエル、アミールのサイトをご覧ください。具体的
にこのトピックについて詳しく説明する動画がたくさんあります。では、私達が生きるこの歴史的な時代の
観察に移りましょう。 
 
　2021年1月は歴史的な月でした。たくさんの課題が予測され、控えめ
に言っても、今後、たくさんの課題が山積みです。しかし、まずは最初の
ポイントから始めましょう。エルサレムの政情不安について触れたいと思
います。エルサレムには重大な政治的不安定があります。これは様々な意
味で、イスラエルにとって試練です。一つだけではありません。私達は3
月の選挙を間近に備えています。この選挙で何が起こるか、現職の首相も
ネタニヤフにも政治の現場の人間も、誰にも分かりません。代替首相のベニー・ガンツは、政治レベルでは
方程式から外されていますが、今後数ヶ月間の安全保障レベルでは、彼は多くのことで重要な役割を果たす
ことになるでしょう。すべての安全保障関連の問題に関しては、ベニー・ガンツは他の多くの人がしなかっ
たことをイスラエルのためにして来たと言わざるを得ません。ユダヤ人国家に奉仕し、確実に維持されるよ
うにしてきた彼の実績は明らかです。しかし、政治は常に将軍の味方ではなく、それに伴う多くの問題があ
ります。とはいえ、聖書はエルサレムの課題について何と言っているのでしょうか？もちろん、「石が崩さ
れずに、積まれたまま残ることは決してない」というイエスの有名な言葉があります。（マタイ24:2、マル
コ13:2、ルカ19:44、21:6参照）残念ながら、多くの市民が失望するでしょう。 

[アミール]　そうですね、ジョナサン。私達は理解する必要があります。破壊はあって、イエスは西暦70年
にローマ人によってエルサレムが破壊されることを話されました。イエスには、それが起こるのが見えてい
ました。そしてさらにイエスだけでなく、預言者ゼカリヤでさえ、エルサレムが再び破壊されることを預言
しました。しかしそれら2つの間に驚くべき預言的なことがありました。ユダヤ人の帰還やイスラエル国家
の樹立。これは私達の世代です。私達は、その“いちじくの木”が生き返るのを見ている世代です。もう一つ
驚くべきことは、見てください！これについてあまり話していませんが、私が今、イスラム教のアラブ国家
にいるのです。イスラエルが誕生した日からほんの数ヶ月前まで、ここはイスラエルと平和ではなかったの
です。今、私は安全だと感じています。安心です。ここで歓迎されていると感じています。ここ湾岸地域や
サウジアラビアのアラブ諸国の中で、イスラエルは、今やメジャーな存在になりつつあります。つまり、私
達は安全で安心で豊かな国になりつつあり、それから、我々はエゼキエルの来たるべき連合、おそらくロシ
ア、イラン、トルコ、スーダン、リビアによって攻撃される所まで来ているという事です。エゼキエル書38
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章を読むと、イスラエルは安心、安全で繁栄しています。ですから、ネタニヤフ首相であれ、その他の人達
であれ、トランプ大統領がこの4年間で行った事、昨年、行った事は、中東の地政学的発展に関して大部分
は覆すことができません。その為、そのゴグとマゴグ戦争の記述の中で、シェバとデダン、これはサウジと
湾岸地域の聖書的名称ですが、彼らは他でもなく、イスラエルへの侵攻に抗議するのです。彼らは、実際に
イスラエルを攻める者を批判するのです。つまり、彼らは私達の味方です。ほんの数ヶ月前、その日が来ま
した。我々は、ここでサウジアラビアやバーレーンと同じ側にいるのです。もちろん今のモロッコやスーダ
ンも。それから、今私がいるアラブ首長国連邦もそうだと信じています。しかし、サウジは、そのすべてを
支持しているのです。サウジの同意がなければ、この中のどこも、この和平について合意しません。しか
し、サウジアラビアは非常に慎重で用心しています。非常に考えの古い王がいて、彼は今のところ、自分が
イスラエルとの和平協定に署名することなど考えられないのです。しかし、聖書的に私達が信じている神の
暦の上で次に来る戦争は、イスラエルが最も強い立場でなければ起こり得ません。今は、ほら、誰が首相に
なろうとも、私達は、まだまだ絶頂期です。 

[ジョナサン]　これが次のポイントにつながるのですが、残念ながら今日の課題を全て話す時間がありませ
ん。しかし、バイデン政権と政権交代、就任式とその影響を指摘しなければなりません。それは明らかに、
中東その他に波及効果を引き起こしましたが、いくつかのポイントは非常に興味をそそられます。そのうち
の一つは、この為にイスラエルとの急な和解を求める国がいくつか出てきたことです。一つはトルコです。
トルコはイスラエルとの和解を積極的に模索し、西側、もちろんエジプトとの和解を模索しています。エジ
プトは、この地域でトルコの宿敵です。その為、彼らは多くの外交政策の野望を抑えて、その事が彼らとロ
シアとの間にある不和がある事を示しています。ロシアは現在、黒海でエジプトとの共同作戦を行ったり、
あらゆる事をしてトルコを怒らせ、ウクライナとの二国間関係を強化しようとするほどに達しています。こ
れを地政学的レベルで見ると非常に興味深いです。しかし、他にもかなり興味深い点がいくつかあって、舞
台裏ではトルコは今、イランとの関係も悪化しています。ダマスカスはテヘランと不穏です。私には舞台裏
で様々な人々と交流する機会があって、ロシアの支援の下でシリア・イスラエル会談が行われている、と聞
きました。その殆どが、明らかな理由の為に、極秘で行われています。しかし...私が聞いたところによる
と、ダマスカスはエルサレムに味方して、テヘランを見捨てようとしているとの事です。イラン軍とイラン
支援の民兵をシリアの地から去らせる事と引き換えに、イスラエル空軍による空爆を止めさせる為。それは
どのように実現するのでしょうか？ 

[アミール]　非常に興味深いことに...トルコの将軍や他の者達が非常に譲歩した声明を発表した数日後に、 
イスラエルはギリシャとの協定に調印しました。非常に大きな取引です。つまりイスラエルは、基本的にト
ルコに言ったのです。「我々は、ギリシャとの繋がりの方を選ぶ」エルドアンが権力を握っている限り、ト
ルコは、イスラエルの政治や国民の中で何も享受する事は出来ません。今、トルコへ旅行しているのは、ア
ラブ系イスラエル人だけです。彼らはトルコではとても快適だからです。ちなみに、それは素晴らしいこと
です。しかしユダヤ人のほとんどは、そこへ行くのをやめました。もはや、そこに安全を感じませんから。
エルドアンは非常に反ユダヤ的な発言をしていて、我々をナチスと同等にし、ネタニヤフをヒトラーに例え
ています。さて、そうは言っても、今、私達が目にしているのはバイデンの波及効果だと思います...私は彼
が勝ったとは思いませんが、とにかく、彼はホワイトハウスにいて、トルコは人権観察では評判が良くあり
ません。特にエルドアンがクーデター未遂を潰して、何千人もの人を刑務所に入れましたから、そのため、
アメリカの国務省は不満です。さて、トランプが政権を握っていた限り、トランプは地域の安定のために目
を瞑ろうとしました。 
つむ

[ジョナサン]　アミール、TV7での放送時間が足りなくなったので、そこで止めなければなりませんが、こ
のまま続けます。視聴者の皆様にはご自宅でもどこでも、この番組の続きを私達のYouTubeチャンネル
@TV7IsraelNews、もしくはBehold IsraelのYouTubeチャンネル、または我々のウェブサイト
（www.tv7israelnews.com）で放送します。ご自宅でご視聴の皆様、ありがとうございました！また次回
もしくは、今、ソーシャルメディアでお会いしましょう。 
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　では、アミールと話を続けたいと思います。トルコの話でしたね。シリアからの角度はいかがですか？ 

[アミール]　シリアからの角度は、うっとりしますよ。シリアはイスラエルが誕生した日から、イスラエル
の猛烈な敵でした。1990年に私がイスラエル軍に入隊した時、シリア軍についてシリアの戦い方や武器、
全てについて勉強したのを覚えています。それなのに、シリアの内戦が始まって以来、この国はほとんど機
能不全で、そして今やイランやトルコ、ロシアなど他国の遊び場になっているのです。非常に興味深いこと
に、今おっしゃったように少し前にエルサレムとダマスカスの間で秘密の会合があり、ある種の合意が話し
合われています。恐らく、基本的にはイランがあそこに留まらないなら、イスラエルはシリアに関する限
り、寛容になるというものです。さて、興味深いことに、シリアは1948年、1967年、1973年そこにいて、
「戦争があれば、イスラエルと戦おう」と、常にそれを利用して来ました。しかしエゼキエルでは、シリア
は言及されておらず、イスラエルを攻撃してくる敵は第2の層からで、イスラエルと直接国境を接している
（第1層の）国々ではありません。そして、シリアはそこにありません。その理由は、私達が彼らと何かに
合意するのか、もしくはそこに何らかの大きな力があって、彼らがすでに弱体化され、実際に大きな役割を
果たさない為か。ともかく、非常に興味深いことに聖書預言によれば、シリアはありません。エゼキエルに
よれば、シリアはイスラエルを攻撃する連合に参加しません。 

[ジョナサン]　確かに非常に興味深いですね。あなたがおっしゃったように、すべてのイスラエルの兵士、
戦闘隊員は、シリア兵に対して非常に厳しい訓練を受けました。どの国にも最大の敵がいます。イスラエル
の私達にとってはシリアが常に練習の標準で、シリアの特殊部隊、シリアの狙撃兵に多くの注意を払うの
は、彼らが非常に専門的で、その点で非常に有能であると考えていた為です。ですから、舞台裏でシリアに
関して多くのことが起こるのを見て、これは非常に注目し、鋭く観察すべき事です。しかし、ある意味で
は、非常に驚くべきことに、シリアに関しては様々な預言がありますが、エゼキエル戦争には含まれていな
いというのは、とても興味をそそられることです。 

　では、もう一つのポイントに移りましょう。先ほどおっしゃっていましたが、あなたが今ドバイにいると
いう事実について、「アブラハム合意」の一部で、あなたはとても祝福され、それが可能になったのですね？ 
しかし、その一環として今月、いくつかの事が起こりましたね。つまり、エルサレムがスーダンとモロッコ
の両方との正常化協定を承認しました。これは今月初めに起こり、それ以上にさらに多くの合図があって、
パキスタン、カタール、インドネシア、クウェートが含む様々な国が、舞台裏でイスラエルとの和解を求め
ています。もちろん、それぞれ範囲が異なりますが、しかし何年もの間、さまざまな国がエルサレムの事を
ある側面に関してワシントンに懸念緩和を求める際、ワシントンへの最短ルートと見なしていたようです。
しかし今では、より多くの国がエルサレムをリヤドやアラブ湾への最短ルートとして見ているようです。そ
れは実際に、この全体像にどのように影響しますか？ 

[アミール]　あなたが今言ったことは、本当に面白いです。正しいですから。パキスタン人は言っていまし
た。「イスラエルとの和平は気に入らないけど、イスラエルはリヤドへの道だ」非常に興味深いです。過去
に、イスラエルの破滅の名目の為に一致していたアラブ人やイスラム教徒が、今はイスラエルに参加して、
実際にこの同盟の一部になろうとする傾向にあります。そして技術を手に入れ、武器とセキュリティシステ
ムを手に入れるため。そのすべてが非常に、非常に興味深いのです。明らかに、過去の戦争はほとんどが宗
教的な戦争でした。詩篇83篇にある通り、「さあ、彼らの国を消し去って、イスラエルの名がもはや覚えら
れないようにしよう」（4節）そして、1948年、1967年、1973年に我々と戦った国のリストが示されま
す。しかし、今や次の戦争はそれではありません。次の戦争は権力闘争、政治、ほとんどが経済に関するも
のです。「彼らは侵入し、略奪し、盗み、戦利品を奪う」と聖書は述べています。そして、イランは私達が
話しているすべての制裁で窮地に陥っているのが分かります。ロシアは非常に困窮していることが分かりま
す。トルコの経済は急落しています。パキスタンがイスラエルを経由して、リヤドとの関係を修復したいと
考えていることがよく分かります。はっきりと分かる通り、もうイスラム教徒とユダヤ人の話ではないので
す。さて、当然のことながら、イランはファハリザデの殺害とシリアやイラク、レバノンなどのイランの標
的にイスラエルが空爆したことへの報復と復讐を願っています。しかし、エゼキエル戦争は異なる戦争であ
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ることを忘れてはなりません。そして今、私達が見ているのは、中東全体が変化していく様子です。そして
今、同盟はもはやイスラム教徒とユダヤ人の間ではなく、「それよりも、我々がイスラエルの恩恵を受けら
れるように考えよう」彼らは理解しているのです。「自分達は、これまでイスラエルと戦って来て、何の利
益も得られなかった。でも、今は受けられる」さて、これも覚えておいてください。サウジは、イスタンブー
ルの領事館でのカショギ殺害のせいで、バイデン政権とトラブルになっています。だから今、サウジアラビ
アは、カタールと話しています。カタールはワシントンの民主党員と密接に繋がっているからです。ですか
ら、それがすべてです。そして聖書が私達に語った美しい絵にすべてが繋がり始めて、非常に興味深いで
す。 

[ジョナサン]　私はここでの関係については、もう少し懐疑的です。敵の敵は味方というか、必ずしも味方
とは限らず、戦略的なパートナーというか...。確かにそうですね。 

[アミール]　ここには愛がないというのは同感です。あなたの言う通りです。どちらかというと利害関係の
一致です。 

[ジョナサン]　実際のところ、エルサレムは、今でもイスラム圏では“外国の侵略者”、世界中の多くの指導
者に占領されているイスラム教の都市とみなされています。そして、イランは必ずしもエルサレムをイスラ
ム教の聖地と見なしていないというのは皮肉な話です。むしろスンニ派イスラム界が、そうみなしていて、
文明と神学の衝突が起きていて、また、イスラム世界では地上の様々な出来事に関して衝突しています。し
かし、この一ヶ月間に発生したいくつかの角度ついて話題を移しましょう。主な出来事の一つは、もちろん
東地中海の話ですが、ギリシャとトルコの間の探険的な会談が1月25日に行われました。これは、紛争を解
決しようとする長い道のりの最初の一歩で、トルコとギリシャの間の二国間紛争よりもはるかに広いもので
す。また、リビアに関しても会談がかなり進んでいます。そこでは様々な協定が結ばれていて、あちらで新
しい政府の形成に移行しています。LNA（リビア国民軍）とGNA（国民合意政府）の両方が含まれ、トル
コが支援するトリポリの「国民合意政府」と、それとエジプト、ギリシャ、アラブ首長国連邦、ロシアが支
援するハフタール将軍の「リビア国民合意政府軍」です。ですから非常に興味深い複雑さがあって、現在、
東地中海に関して起こっているさまざまな開発が、イスラエルの状態に直接影響を与えています。つまり、
リヴァイアサン、タマルなど沖合のガス貯留層で、これらは少数派でありながら、重要な株主であるシェブ
ロン、アメリカのエネルギー会社が支配しています。そのため、アメリカの利益が東地中海とロシアの利益
に絡んで来ます。もちろん、それがシリアの地域の利益を維持していますから。そしてトルコは、これを
装った最近の展開が気に入りません。このような複雑な状況を、実際に聖書の観点からどのように見ておら
れますか？それがどう繋がるのでしょうか？ 

[アミール]　ええ、聖書的にはリビアが、聖書によればその侵略連合の一部となります。ですから、現実を
直視しましょう。今、合意に達しようとしている全ての協議も。 

[ジョナサン]　...それは、その一部になりますね... 
[アミール]　そうですね。はい。つまり、エゼキエルはリビアの名前を挙げています。リビアの古代名であ
る「プテ」と告げていて、（エゼキエル書38:5参照）ほとんどの英語翻訳聖書ではリビアとなっています。
しかし、私が言いたいのは、リビアは彼らが結ぼうとしているすべての協定が、すべての外国の団体に退去
を求めていますが、面白い事に誰も退去しないのです。つまり、ロシアは留まり、トルコも留まり、エジプ
トは監視して、観察していて、フランスはそこにいて、トルコが何かに違反しないようにしています。以前
のようには戦っていないかも知れませんが、誰も出て行きたがらないのです。誰も他の者にその地域のガス
や石油を引き継がせたくないのです。そしてガスと石油は、いずれその戦争をもたらす「あごの鉤」になる
と私は信じています。（エゼキエル書38:4参照）つまり、彼らは今、イスラエルから何を奪おうとしていま
すか？ファラフェル、フムス？彼らは私達から何を奪うのか？それはロシアの利益になるガスと石油です。
トルコが今、血眼になって探しているが、見つけられないガスと石油です。それは、イスラエルはギリシャ
とキプロス、最終的にはイタリアと西ヨーロッパのほかの国との同盟を持つことを可能にしたガスと石油で

/7 10



Behold Israel TV7-タイムズオブザーバー 2021年2月12日

す。前に話したように、ロシアの心の中にあるその金銭的な利益と、およびイラン、トルコとの他の紛争や
利益、それらの全てがスーダンやリビアも最終的に加わるよう影響を与えます。スーダンとリビアは独立し
た国かもしれませんが、先ほどのイラン、トルコ、ロシアの3つの国が大きく関与していて、彼らを引きず
り込んで、西、南西、南東、東からも、そして北、北西からも、同時攻撃が全方向から襲います。私達は驚
くべき時代に生きていると思います。ご覧の通り、イスラエルはもはや問題ではなく、イスラエルの存在は
事実であって、今や、彼らはそれを受け入れて生きています。もはや国を消し去ろうという、以前のような
試みはありません。今や彼らは盗んだり奪ったりする事を狙っていて、アメリカがイスラエル側に立たない
事が分かった瞬間…聖書を読めば、イスラエルの味方となる国はありませんから、その戦争の最中に、イス
ラエルのために戦うのは主だけです。だから、アメリカの選挙結果でさえ、私の考えでは非常に預言的なも
のになり得るのです。私は、このような結果を望んでいたわけではありませんが、他の理由から、私は非常
に反聖書的で、反イスラエル的で、何よりも反キリスト教的な政策を見たくありませんでした。しかし、驚
きはしません。聖書は、この世界が間違った方向に進むと伝えていますから。まさにこの為に、私達は間も
なくここを出て行くのです。 

[ジョナサン]　ええ、バイデン政権が就任したことによる波及効果について、他にもいくつかお話ししたい
と思います。その一つがイラン問題で、これは非常に大きいです。実際にイランは、すでに交渉を開始して
いて、その中で我々が耳にしているのは、イスラエルやこの地域の他の国々、そして西側諸国が、イランと
の最終的な交渉の前にアメリカにアドバイスをしようとしています。これはトランプ政権でもバイデン政権
でも起こっていた事です。ちなみに、彼らは対話によってこれを終わらせる方法を模索していました。私達
は、イランとイスラエルとの外交協定に反対しているのではなく、実際には、イスラエルの安全保障を長期
的に考慮しない協定に反対しています。この点を強調すべきだと思います。とはいえ、今月は「ホロコース
ト記念日」（1/27）もあり、600万人のユダヤ人を追悼しました。その同じ日にネタニヤフ首相は、今日
でもイランはユダヤ人国家とユダヤ人を全滅させようとしているという事実を語りました。これは、国務長
官の任務を担うと見られる立場にユダヤ人男性を置いたバイデン政権へのシグナルです。彼の名は、アント
ニー・ブリンケン。継父がホロコーストの生存者で、彼の両親は第二次世界大戦前にニューヨークに移住し
たユダヤ人です。彼は非常に熱心な活動家で、彼の娘も活動家として、反ユダヤ主義やそれに関わる全ての
ことに対して熱心に戦っています。ですから、ユダヤ人国家消滅を目指すイランの野望と「今日もそれが起
こっているのだ！」とイスラエルがアメリカに送ろうとしている信号には相関関係があって、基本的には、
アメリカのトップ外交官の耳にささやいているのです。「これは危険で、最も恐ろしく凶悪な反ユダヤ主義
として扱い、阻止するべきだ」 
 
　さて、イランはアメリカと交渉を始めました。いわゆる借入金を増し、
彼らはすでに核計画のあらゆる側面を増大させています。国産の自爆ド
ローンや最新ミサイルで代理組織を武装させ、普通のミサイルを精巧なも
のにアップグレード、反USE3や反湾岸アラブの口撃をソーシャルメディ
アで発信、彼らはイスラエルや、それらの国のすべてを悪魔化しようとす
る大規模なキャンペーンを行って、なんとか2015年7月の離脱前の時点に
戻そうとしています。それで当時、彼らはあの欠陥だらけの包括的共同行動計画、イラン核合意に到達でき
たのです。これらが実現して行くのを、どうご覧になりますか？また、聖書的な視点から見て、いかがです
か？北部で起きていることに関して、イランが主導権を握っているのでしょうか？ 

[アミール]　良いことも悪いことにもイランには責任があります。良いことは、イランのおかげで私はここ
にいます。私がここにいるのは、周辺国家がイスラエルが友であり、イランが敵だということを理解してい
るからです。あなたが言ったように、「私の敵の敵は味方」だからこそ、私はここにいるのです。イスラエ
ルはアラブ世界からラブレターを受け取っているのではなく、イスラエルは「我々は、あなたの味方になり
たい」という手紙を受け取っているのです。彼らは理解しているのです。イランは…ご覧ください。私が今
立っている場所から20マイルほど離れたところで、彼らは数日前に軍事演習を行っていました。イランは、
自分達が強く、戦争の備えが出来ている事を皆に見せたいのです。もちろん、トランプが彼らの手の内を明
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かし、彼らが何もしていないことも私達は知っていますが、彼らは交渉のために弱いと思われることを恐れ
ているのです。それで彼らは2つのことをしました。彼らは、これらの軍事作戦を行い、同時に行動を起こ
し、非常に大規模な方法で合意に違反し始めました。今までにないレベルまでウランを濃縮し始めたので
す。面白いことに、国際原子力機関でさえも現在新しい現実があるため、古い協定は本当に機能しないと
言っているのです。以前よりも、はるかに進んでいます。そしてイランは、聖書的にはイスラエルとの戦争
を引き起こす鍵だと思います。イランはこの地域で最も危険で、不安定にしている国です。彼らはイエメ
ン、レバノン、イラク、そしてもちろん他の場所、確実にシリアを不安定化しています。しかしそのために、
イランが考えもしなかったような同盟の新たな現実が生まれたのです。ほら、イランから数マイルの場所
で、イスラエルのパイロットが実際に装備を持っていられるのです。イランは、はるばるシリアまで行って
イスラエルとの国境に近づいても構わないと考えていました。それが今や、イスラエルはアラブ首長国連邦
との和平に署名して、私達は実際に彼らから数マイルの距離のところにいられるのです。イランが、イスラ
エルと和平を結ぶことは決してありません。イランは今、再びこの“ペルシャのバザール”交渉を始めていま
す。彼らは交渉の達人です。西側は、お金が欲しくて、面目を保ちたいので、おそらく、イランが求めるも
のを全て与えるでしょう。それは、ここでの緊張を高めるだけで、継続して地域を不安定にしていくでしょ
う。そして最終的には、私が説明した戦争で全てが爆発するでしょう。ですから、聖書的にイランは聖書が
語る中東の出来事をすべて成就させる上で、重要な国です。私もそうでなければ良いのにと思います。イラ
ンの人々の事を思うと、とても悲しくなりますよ。彼らの多くは本当にイスラエルを愛していますから。実
際、ビホールド・イスラエルにはペルシャ語のYouTubeチャンネルがあって、私のメッセージにペルシャ語
の字幕が付いています。イランの人々はイスラエルを愛していて、ほとんどの場合、彼らの政府に同意して
いないのです。しかし、イランの政権は悪です。政権は悪魔的で邪悪で、イスラエルの破壊と全滅を望んで
います。そして、あなたが先ほど言ったように、それは彼らにとって世界の第三聖地でさえないのです。そ
れでも、彼らはイスラエルを破壊したいのです。全く悪魔的で、邪悪です。また、最終的に彼らは試みます
が、成功しません。また同時に、私は神がなさっている多くの驚くべきことを耳にしています。主が、人々
の夢の中に現れたり、偉大な奇跡、偉大な啓示をされ、そして多くの人々がキリストに立ち返っています。 

[ジョナサン]　間違いなく、イランでリバイバルがあります。イランの人達は素晴らしい人達です。少なく
とも私が個人的に会った方々は、とても温かくて、知的な人達です。しかし一つ理解すべき事は、イランと
の和平は絶対にあり得ないと言う時、それは基本的には革命的な志を持ち、それを追求するアーヤトッラー
政権下を意味しています。近隣国と平和を持つことはできません。近隣国は攻撃目標ですから。これを皆、
理解しなければなりません。さて、もう一つの側面として、イランで見られる全ての軍事演習で、人々が注
意すべきことの一つは、定性的な軍事的優位性はイランの手にはありません。イランは質よりも量を求めま
す。イランがこんにち使用している様々な軍事ハードウェアは、熟練したイスラエル軍や米国とF35の協定
に署名した後のアラブ首長国連邦のものよりも何十世代も古いものです。さほど強力な軍事力を持たないサ
ウジアラビアでさえ、イランよりも高度な能力を持っています。80年代にイランがペルシャ湾、サラミス海
峡などの特定の地域を封鎖しようとした時、アメリカ海軍は数日でイラン海軍を無力化しました。それほど
違うのです。 

　では、最後に、まとめていただきたいと思います。次回のTV7タイムオブザーバーまでの１ヶ月、私達は
聖書の観点からどこを見ておくべきか、1分でお話しください。 

[アミール]　トランプ政権は、もう存在しないという認識を持つ必要があります。アメリカは葛藤していま
す。アメリカは外側の問題よりも、内側の問題に目を向けようとします。イスラエルは単独で多くの事をし
なければならず、さらに周りの同盟を求めていくでしょう。しかし私達は
間違いなく、ものすごい怒りと緊張に満ちたイランを見ることになるで
しょう。そして、バイデンが彼らと共に前進しようとしている事の結果と
して、緊張したロシアと緊張した中国を見ることになるでしょう。しか
し、アメリカはこれまでにないほど国家が分断され、街中の混乱は悪化す
るばかりです。現在、私達が目にする限り、アメリカは超大国としての舞
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台から衰退していることに気づかなければなりません。そして、イスラエルは孤立し、最終的には聖書にあ
るように、主が私達のために戦ってくださるのです。 

［ジョナサン］ですから、ご覧になっている視聴者の皆様には、この状況のために祈りを捧げていただきた
いと思います。幾度となく困難を経験している国々に住む兄弟たちのためにお祈りください。さて、今日は
ここまでです。そして、アラブ首長国連邦ドバイから出演のアミール・ツァルファティさんに感謝します。
道中、お気をつけて。祝福がありますように。次回をお楽しみに。ありがとうございます。視聴者の皆様に
も感謝申し上げます。また次回お会いしましょう。 
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　⬅スマートフォンなどのカメラで読み込むと、YouTubeのメッセージが見れます。

メッセージ by Amir Tsarfati / Behold Israel :http://beholdisrael.org/ 
ビホールドイスラエル 日本語 YouTube チャンネル 
 https://www.youtube.com/channel/UCLcuvC6Mr63AqwiiXDkwRVQ 
                                                                                      2021.03.29 (Mon)
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