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― 中国はイランを買ったのか？ ―
皆さん、シャローム。アミール・ツァルファティです。イスラエルのガリラヤよりライブです。この中東アッ
プデートができることを、とても嬉しく思います。今回は、合意に関する非常に興味深い内容で、今週末に、中
国とイランの間で署名されたばかりです。これは驚くべきことですが、今週は、他にも多くのことが起こりまし
た。また、イスラエルの選挙に関しても、簡単にお伝えします。ではその前に、お祈りをして始めましょう。
お父様、あなたにとても感謝しています。世界中のあらゆる混乱、また残念ながら、多くの欺瞞もありますが、
私達は、他でもなく、あなたの御言葉の中に明確さを見つけます。また、私達が必要とする静かな時間は、あな
たの元に行き、あなたと共に時間を過ごす時にのみ見つけることができます。今日、このアップデートを通じて、
あなたが私達の中で始められたことを継続してくださるようお願いします。そしてまた、あなたが私達を励まし、
私達を元気付け、私達に理解を与えてください。あなたがすぐに来て、あなたの花嫁を連れ去ってくださるとい
うあなたの素晴らしい祝福された希望、この世には、あなた以外に生きる価値のあるものは、本当に何もありま
せん。あなたに感謝し、私達はあなたを祝福します。このお祈りを、イスラエルの聖なる方、真の過越の子羊、
イエシュア、イエスの御名の下に、祈ります。アーメン、アーメン。
シャローム皆さん。アミール・ツァルファティです。中東のアップデートです。今回のメインである、中国と
イランの合意に飛び込む前に… それについては、後ほどお話ししますが、中国が、イランを買いました。詳細は

後でお話ししますが、かなり興味深いです。
しかし、その前に、短く選挙についてお話しします。前回、先週の火曜日の
選挙のアップデート以来、皆さんは、何も聞いていないと思います。その理由
は、何も明確でないからです。世界の新聞が伝えている事を、ご覧いただきま
しょう。「イスラエルの選挙：最終結果は、ネタニヤフと野党指導者が、まだ
過半数に足りない。」
それが十分でなければ、別のものは、次のように伝えています。
「ついに、イスラエルの選挙結果は、行き詰まりを確認した。」
これが、まさに問題です。ネタニヤフも、対抗馬も、政府形成に「可」を投票

する事が出来る 61 議席を獲得する事が出来ませんでした。さて、その理由は､
どちらの側も独自の思想陣営に過半数を持っていないからで、ご覧のとおり、
イスラエルの有権者を分割する方法がいくつかあります。ほとんどの国と同様
に、左右がありますが、明らかに、最近の選挙では、親ネタニヤフ派と、反ネ
タニヤフ派があって、信じられないかもしれませんが、リベラル派は右に浸透し、少数の人々を盗んで、ネタニ

ヤフに反対する新しい“右翼政党”を形成することに成功しました。しかし、ネタニヤフに反対しているその政
党は、まだ、自らを“右翼政党”とみなしていて、左翼と共に座りません。だから左派は、過半数を持っておら
ず、左側にいる右派は、左派と一緒に座りません。そしてネタニヤフ自身は今、確実な 52 議席を持っています｡
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彼が 59 議席を形成するためには、7 議席しか獲得しなかったナフタリ・ベネットの参加が必要で、そして多分、
他の無所属議員が 2 人、彼に参加すれば最終的に政府形成となります。繰り返しますが、ネタニヤフも、反対側
も、政府を形成するオプションは、今の状況では、本当にただのファンタジーで、 8 月に、もう一度選挙になり

そうです。イスラエルの大統領が、政府を形成する最大の可能性がある、最大の見込みがあると、彼が信じる人
物に、政府を形成する権限を与えるかどうか、私にはわかりません。それが、誰になるのか、私達には本当に分
かりません。ただ、実際は、イスラエルの大統領は、ただ儀式的な立場でしかなく、彼が、誰かに政府を形成さ
せたとしても、その人が、政府を形成することが出来る、という意味ではありません。おそらく 2〜3 週間後、そ
の人は、こんな風に言って大統領にその権限を返すでしょう。

「申し訳ありません。大統領、私は政府を形成することができませんでした。」
そうなると、大統領には、2 つのオプションがあります。議会にこの決定を返すか、他の誰かを見つけるか。皆
さんは、これを非常に奇妙な選挙システムだと思うかもしれません。でも、一つ言わせてください。これは、あ
なたが思うほど奇妙ではありません。これは私達がイギリスから受け継いだもので、「議会制 民主主義」と呼ば
れています。これまでのところ、かなりうまく行っていたのです。ただ、2019 年に、この行き詰まりに到達して、

それ以来、ほとんどが、他でもなくネタニヤフに対する個人的な復讐です。彼の下にいて、彼によって傷ついた
何人かの人々が、今や、彼の事が気に入らず、その彼らが、私達全員を選挙の“第 4 ラウンド”に引きずり込ん
でいるのです。ところで、伝統的に、彼らは常に保守的な右派にいました。しかし、何らかの理由で、ネタニヤ
フ自身との個人的な問題から、今、彼らは反対側に立っています。それでも、イスラエル人の大多数は保守派で
す。しかし、かつては保守派や右翼と考えられていた一部の政党の一部の指導者達が、今や、ネタニヤフとの個

人的な問題から、彼が政府を形成出来るよう協力しません。彼らは言います。ただネタニヤフが退けば、全てが
素晴らしくなる。申し訳ありませんが、100 万人以上のイスラエル人がリーダーとして彼に投票し、彼は実際に、
30 議席を獲得しました。２番目は、たった 16 議席です。理解してください。彼は、第二番目のほぼ 2 倍、 そし
て、残りはすべて 1 桁、9、8、7、6 議席です。だから彼は、議会でダントツで最大の政党です。しかし、繰り返
しますが残念ながら、それでは十分でなく、彼は、政府の形成に必要な 61 議席を得ていません。それが、今日の

問題です。
さて、皆さんに、写真をお見せしたいと思います。繰り返しますが、皆さん、理解する必要があります。ここ
で起こっていることを、すべて批判する必要はありません。イイですね？ ではこれを見てください。今から、2
枚の写真をお見せします。

昨年 2020 年の過越しの祭り、嘆きの壁です(写真 右)。伝統的
な祭司の祝福がありました。祭司の祝福は基本的にアロンの祝
福で、毎週金曜日と、毎休日に行われています。しかし、1971
年以来、過越しと仮庵の祭りの時に嘆きの壁で公に行われてい
ます。2020 年の過越祭を見て、2021 年の過越祭(写真 左)を見

てください。
これが、ここで起こっている事を物語っています。 国は今、完
全に開かれています。COVID の症例数は、今日の時点で 1 日あ
たり 400 件に減少しました。以前は、1 万、9 千、8 千件でしたが、 今 400 件です。そして、制限の多くが解除
されているようです。さて、一つお伝えします。私の言うことを、よく聞いてください。私はイスラエル人です。

私はここに住んでいて、私は国中を移動します。昨日私はテルアビブにいました。私は用事があって、息子を連
れて出かけました。私は、ショッピングモールに入り、レストランに入り、それから…つまり、皆さん、私の言
うことをよく聞いてください。どの場所でも、ショッピングモールでも、レストランでも、私達は外に座っ
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ていました。とても良いお天気でしたから。私達は、予防接種を受けたことを示すように、求められました。だ
から、イスラエルから発信されている、あれらのフェイクニュースビデオは、ただ人々を混乱させるだけで、単
なる欺瞞であることを皆さんは理解する必要があります。

もう一つ、私に言えるのは、反ワクチン派の人達のムーブメントは、…ところで、私は、ワクチン推進派ではあ
りませんよ？ 別のものがあったらいいのにと思いますし、私は、誰にも受けろとは言いません。個人的なもので
すから、あなたは、それを受ける必要はありません。
しかし、私が言いたいのは、彼ら(反ワクチン派)は政党を結成し、彼らは今回の選挙に出馬しましたが、今、最
終的な結果が出て、650 万人の有権者の内、彼らに投票したのは、わずか 1 万 7 千人です。ですから、理解して

ください。非常に声の大きな少数派です。しかし、イスラエルは開いていて、高速道路はこれまでにないほど渋
滞、国内の観光スポット、自然保護区、国立公園は、これまでにないほど満員です。こんな事は今までなかった、
と言います。 さて、なぜなのか? それは、多くのイスラエル人は、通常祝日は、ほとんど海外旅行をするためで
す。全員ではありませんが、彼らの多くがそうです。しかし、今は、海外旅行ができません。だから何が起こっ
たかというと、イスラエル人達は皆、イスラエルを発見したのです。非常に素晴らしいです。それは驚くべきこ

とで、私はそれに非常に感謝しています。だから、私達はここにいて、これが、イスラエルの状況です。皆さん、
知ってください。昨年の過越祭の写真を見れば、昨年、祭司の祝福を行うことが許可されたのは、たった 10 人で
す。ところで、昨年も、イスラエル人は海外旅行や、国を離れる事が出来ませんでしたが、彼らはまた、家を離
れることができませんでした。昨年の過越は、ロックダウンで、自分の家を出ることも出来なかったのです。今
年は、どちらにしても、ほとんどの国が閉鎖されているため、旅行はできないかも知れませんが、しかし、私達

は家を出て、国内ならほとんど、どこにでも旅行することができます。皆さんに、それをお伝えしておきます。
では、続けましょう。現在、過越しの祭です。
ところで、アロンの祝福と言えば、非常に興味深い、小さな情報をお伝えしましょう。私達がイスラエルで発見
した、聖書の御言葉が刻まれた最も古い聖書の遺物は、死海文書ではありません。実は、アロンの祝福です。見
てください。これは小さな銀のプレート、とても小さなものですが、私達は、民数記 6 章 24〜26 節の、アロンの

祝福を見つけました。
それは驚くべきもので、最も古い手書きの聖書の碑文です。
それが、この国で発見されたのです。紀元前 600 年、2600 年前のもので、それが、エ
ルサレムの旧市街西側の埋葬用の洞窟で見つかりました。スコットランドの教会、聖
アンデレ教会が立っている、ゲヘナ、ヒノムの谷の真上のあの丘、西側です。私は、
いつもこのメッセージを、アロンの祝福で終えますが、それは、間違いなく聖書的で
あるだけでなく、また、この国にとっても、それは非常に独特で、私達が発見した、
最古の聖書、刻まれていた聖書の御言葉が 2600 年前のアロンの祝福だというのは、なかなか特記すべき事です。
もちろん、後に 2100 年前の死海文書や、その他、その後の時代の多くのものが発見されていますが、非常に驚く

べき事です。
さて、イランと中国の取引に行く前に、残念ながら、非常に悪いことについて、いくつか話さなければなりませ
ん。非常に悪いことが起こりました。まず モザンビークで、位置が分かるように この地図をご覧ください。モ
ザンビークは、東アフリカ、タンザニアとケニアのすぐ下の、ジンバブエの東隣にあります。さて、モザンビー
クの最北の地域、モザンビークの北東部、あの赤い点が見えるでしょうか。
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そこに、パルマと呼ばれる市があり、ISIS はアフリカに支部を持っ
ています。信じられないかもしれませんが、彼らはそこで自由に活動
していて、ISIS は、約 6 日ほど前に、3 つの異なる場所から、この市

への攻撃を開始し そして 3 日以内に、彼らは街全体を乗っ取りまし
た。 ここは、タンザニアとの国境だけでなく、大きなガス設備の隣
に位置している市で、ちょうど、ISIS がシリアやイラクで活動して
いるのと同じです。そして、多くの外国人が病院に逃げ、リゾート地
のホテルにいた、多くの外国人は、中には救出された人もいましたが

…非常に胸が痛いのですが お伝えしますと、皆さんに写真はお見せしませんが、通りには斬首された遺体、死体
が何十体とあって、多くの人々が殺された事が分かっています。多くの女性が処刑され、多くの若い女の子が、
基本的に性奴隷として拉致されました。まさに、彼らがイラクで行っているように。ここは、海岸の美しいリゾ
ートタウンです。巨大なガス設備から 10 キロの位置で、激しい戦闘から 3 日以内に、彼らは乗っ取り、現在 ISIS
が、東アフリカのモザンビークの都市を支配しています。

そして、アフリカはショック状態にあります。さて、そこで何が起こっているのか知っていれば、ショックを受
けるべきではありません。私達は、ISIS が、イラクとシリアだけに属していると思っていましたが、いいえ、い
いえ、いいえ - 彼らには、長い腕を伸ばし、私は、本当に恐ろしい写真やビデオを見てきましたが、それが向こ
うで起こりました。
さて、私達の隣人エジプトは、出来る事なら、この 1 週間を忘れたい
のです。彼らにとって、良い一週間ではありませんでした。それは、
列車の衝突から始まり… 列車の衝突がそこで起こったのは、これが
初めてではありません。左側が、32 人が死亡した列車の衝突です。
ご覧の通り 右側は、2017 年のアレクサンドリアでの事故です。この
時も、数十人が死亡しました。ところで、32 人が死亡しましたが、
奇跡的に、保健省が数日後に報告したのは、「ああ、申し訳ありませ
ん。死者は 19 人だけでした。」なんとか、エジプト人の精神を高めようとしたのかも知れませんが、彼らが扱っ
た問題は、それだけではありませんでした 。10 階建ての建物が崩壊、別の工場では、巨大な火災があり、橋が
崩壊。

これで足りなければ、スエズ運河を封鎖した大型船に全世界の目が注がれま
した。これは台湾の会社、長栄海運(EVER GREEN)のもので、20 フィートのコ
ンテナを、2 万個積載、2 万です！ そのサイズは、まるで横たわっている超
高層ビルのようです。つまり、全長 1300 フィート（399.94 メートル）の
船。基本的に高さ 1400 フィートのエンパイアステートビルのようなもので
す。つまり、非常に大きな出来事です。念のため言っておきますと、スエズ
運河は、エジプト政府にとって主要な収入源でスエズ運河は、1869 年に開通、現在は、国営スエズ運河当局が運
営していて、2020 年の収益は 56 億ドルです。皆さん、理解してください。その船が立ち往生している為、あち
ら方向に向かっていた 360 隻の船の渋滞を生み出し、さらに 300 隻が、途上にあるのです。360 隻が、すでに渋
滞で運河の外に停泊していて、さらに 300 隻の船が、あちらに向かっている。この被害が想像できますか?ところ
で、そこから次の話題に繋がります。
つまり、中国がやりたいこと…
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実際にイスラエルを横切って、はるばるアラブ首長国
連邦、サウジアラビア、ヨルダンからイスラエルに行
き、地中海に入る、鉄道建設です。この海上ルートだ

けに頼る必要がないように。ですから、非常に興味深
いのです。本当に巨大な船です。見てください。念の
ために言いますと、これはスエズ運河で、深さも、長
さも、 幅も、最大ではありません。そこへ、この船が、狭い部分で立ち往生したのです。彼らは、砂嵐と非常な
強風にあったと言いますが、それは会社が言っている事で、調査によれば、気象条件だけでなく、人的または技

術的、機械的な故障があった可能性を示しています。いずれ分かるでしょう。
ところで、こちらがこの船のサイズです。全長 400 メートル、
信じられません。2.5〜3 年の真新しく、非常に巨大な船です。
ともかく、やっと解放されましたが、損傷があり、今後、そ

れに対処する必要があります。

では…

まだまだいくつかあって、イエメンのフーシ派とサウジの戦いは続いています。サウジアラビアが、フ

ーシ派が送っている無人航空機やドローンを撃墜しようとしている動画を、たくさん見ましたが、それは毎日、
毎日起こっています。この現政権が、米国で政権を握って以来、 フーシ派は、今、毎日サウジアラビアを攻撃し
ています。
それで足りなければ、イランのシリアへの浸透は続き、古代都市パルミラの隣に、新しい軍事基地が発足しまし
た。私達の所には、現在、訓練中の、シーア派の民兵である、アフガニスタンの民兵ファテミオンの写真があり
ますが、そこにいるイラン革命防衛隊の将校が、彼らを訓練しています。ですから、以前はイラクのシリア国境
すぐ傍でしたが、今では、シリアの奥深くにいて、彼らはただ、どんどん内側に移動することだけを狙っていま
す。もう一つお伝えしますと、私達は、シリアに弾薬や武器が空輸された事も、気づいており、この数日の内に、
何か大きな事が予測されます。ですから、これも続行中です。
ではここから、今日の主な話題に入りましょう。

「中国は、イランを買ったのか?」
さて、非常に明確にしておきます。多くの人々が、中国を誤解していますが、中国は、世界を破壊したいのでは
なく、中国は支配したいのです。中国は、ナンバーワンの超大国になる事を狙っていて、中国は、現在のアメリ
カと同じように、基本的に、財政的にも軍事的にも支配する事を願っています。中国は、アメリカにとって代わ

って、自分達が世界の超大国になる計画を、決して隠しておらず、そして、中国は、ずっと前に長期計画を開始
しました。
では、約 2200 年前まで、さかのぼりましょう。東の中国から、西のユーロアジアへのシルクロードです。
当時、アメリカは発見されておらず、世界の他の国々のほとんど、中国とヨーロッパの間のすべてが繋がる必要

がありました。なぜそれは、シルクロードと呼ばれるのか? それは、主に絹の貿易に有利だったからです。それ
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は主に中国から来ていましたから。しかし、それ以上のも
のがありました。つまり香水、食べ物、そしてイデオロギ
ー 宗教、武器、他にも様々なものがあります。紀元前 2 世

紀から 1800 年代にかけて、それは世界の東部と、今日の
ヨーロッパ、中東を結び付けた主要ルートでした。
しかし、当時、中東という言葉は存在せず、 西洋の世界
の考え方の中で、西洋の世界がメインでした。そして、信
じられないかもしれませんが、2013 年だったと思います、中国は、彼らの計画を発表します。シルクロードの再

現、しかし陸と海の両方で。これを見てください。 これは、中国政府が導入した「一帯一路」 で、実際に、ほ
ぼ実現するものとして、中国の機関で既に実施されています。ご覧の通り、中国は赤、中国は中央アジアを通っ
てずっとヨーロッパに至る土地へのアクセスを求めています。しかし、この海上シルクロードも見ください。そ
れは間違いなく、彼らがずっと長年取り組んできたものです。
では、ここからイランの話に入ります。中国が投資したい国は、イラン
だけではありません。今、中国が取り組んでいるのは、イランがすべて
であるかのように考えてはいけません。いいえ。イランは一つであっ
て、信じられないかもしれませんが、アフリカ、中東の非常に多くの場
所で… 勘違いしてはいけません。イスラエルのハイファとアシュドッ
ドでさえ、中国の所有企業が、少なくとも 25 年または 20 年間運営す
る、2 つの港があります。 そして、中国は、自由貿易地域としてそれらの場所の開発を狙っています。そしてそ
れらの港に入る中国からの船には、低い関税か、もしくは無関税とし、そして、中国は明らかに可能な限り中国
製品を、流し込みたいのです。それは構いません。国が、彼らの製品の輸出を望むのは良いのです。しかし、何
が起こったのかを見てください。超興味深いです。中国とイランの取引に関する協議は、2016 年 1 月に始まりま
した。
2016 年 1 月に、何が起こりましたか? ホワイトハウスに新しい大統領がいて、彼が 1 月 20 日に就任することは、
すでに知られていました。当時、イラン協議はまだ生きていて、イランにとっては、かなりうまくいっていまし
た。彼らは、大量の資金を得ていて、合意からほぼ 1 年で、彼らは数十億ドルを持っていました。それが彼らの
経済に流れ込んでいた時、それは、すでに始まっていたのです。さて、中国は短期的には動きません。中国は、

前もって、長期的に計画します。そこで、中国はイランに言いました。
「我々は、25 年未満の取引で、そちらに投資することには興味がない」
その取引の内容は、後で言いますが、さて、イランは考えます。
「もし、イラン協議があてにならず、それが崩壊して、その上、これらの制裁は再課されるなら、我々は終わり
だ。我々は、中国の提案を考慮した方が良いのかも知れない。」

まさに、それが起こったのです。昨年の 2020 年 7 月、イランは、合意の草案を漏らしました。英語ではなく、ペ
ルシャ語で。彼らは、イラン国民に示したかったのです。
「我々は、あなたのために協議を取り付けている。」
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その証拠に、リークされた 18 ページのうち、多くが欠けていて、一般の人
が知ってはいけない“秘密”の部分がたくさんありました。しかし間違い
なく、今でも、今週の土曜日にテヘランで契約が締結された時…ご覧くだ

さい。 これです。 中国の外相王毅とイラン外相ザリフが、テヘランで契
約を結んでいます。今でも、イラン国民と世界の残りの部分は知りません｡
彼らには、公式の合意がありません。2020 年からの草案があって、現時点
で多くの分類がある事を、私達は推測できます。
しかし、そこで何が起こっているのかを、お話しします。皆さんがそれを理解することは、重要ですから。

まず第一に、お伝えしたいのは、これは、25 年間の取引で、中国がイランに、4,000 億ドル相当の金額を注入ま
たは投資します。2,000 億はエネルギー、石油、ガス部門、1,200 億が、鉄道や携帯電話ネットワークなどのイン
フラ、 それから、いくつかの新しい港や、その他、その見返りとして、イランは今後 25 年間、中国に石油を供
給する。だから、投資の見返りに石油です。
皆さん、中国がいかに賢いか、ご覧ください。彼らはイランに言いました。

「我々は投資して、我々があなたにお金を与えよう。」「我々が投資する資金は、ドルではなく人民元だ。」
言い換えれば、他の場所で何かを購入するためにそれを使用することはできません。
「あなた方は、それを使えばいい。その資金は、あなたが、我々から購入するために使用するのだ。」
それは中国のお金です。これで足りなければ、中国がやることの一つ、これを見てください。
アラブ海から、ペルシャ湾への入り口にある小さな赤い点を見てください。

赤い点…

私はこれを大きくしようとしました

が、そうすると、全体を覆ってしまうのです。
あそこにあるこの赤い点は、基本的にバンダル・
エ・ジャスク（Bandar-e-Jask）と呼ばれ、小さな
港を持つ町で、中国がそれを買いました。中国

は、それを開発するでしょう。信じようと信じま
いと、中国は、ペルシャ湾へ入るホルムズ海峡へ
の入り口を支配します。誰が想像しましたか？
さて、中国は、あちらで 5G ネットワークに投資し

ます。明らかに、自分達の政府によって、イラン
人に対してスパイするために。中国は、スパイ衛星への部分的なアクセスを、イランに許可するでしょう。中国
は、あちらに 5000 人の兵士を置き、そこで中国の利益を守らせます。そして、中国とイランの間で、合同軍事演
習が行われます。さらには、イランは中国製の武器しか購入出来ず、イランは中国製の製品しか購入出来ません。
ちょっと考えてみてください。イランは、自分達が、どこから何を、いくらで買いたいのか、一切意見が言えま

せん。終わりです。中国は言います。
「私達のお金が欲しいなら、我々のルールに従え。」
これはかなり驚くべきことですよ？

考えてみてください。1979 年のイラン革命、イスラム革命以来、初めて、

イランは保護国になりつつあり、イランはもはや、自身で采配をふるえないのです。大きな超大国の保護国です。
これまでのところ、イランは、ロシアや、もちろんアメリカの支配を拒絶しました。見てください。1979 年 2 月、

彼らが、イランから国王を追い出した時、彼らが言ったのは、
「彼が、アメリカとイスラエルの操り人形だったから。」
ええ、彼らは独立を望んでいました。
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彼らは、超大国に対処する必要をなくし、彼らは、自分自身が超大国になることを望んでいました。それが、何
が起こったのかと言えば、彼らは、前政権の制裁と、シリア、さらにはイラクの一部やその他の場所で行われる、
彼らの利益に対するイスラエルの継続的な攻撃で、あまりにも絶望的になって、彼らは、何がなんでも現金と投

資が必要で、経済を復活させるために、文字通り、中国に魂を売ったのです。
イランは、物を売らず、 イランは人を売ったのです。基本的には、イラン国民です。皆さん、言っておきます
が、これはイランにとって、良い結果にはなりません。
皆さんに、いくつかの写真をお見せします。これは、現在のテヘランの街中の落書
きです。見てください。
中国の首席とイランの大統領が、基本的にキスしています。これは素敵な落書きで
はありません。これは賛辞ではありません。念のために言っておきますが。たくさ
んありますが、この 1 つを見てください。

ご覧ください。イランが、背中に中国の旗のタトゥーを入れられているのです。
「これまでだ、彼らは中国に属している」と。
これで足りなければ、これはインターネットに出回っている
もので、「NO!」と彼らは言います。
これで足りなければ、これを見てください。
「お前は私達の国にドラゴンを許し、それを歓迎してい
る。」

これで足りなければ、人々はこんなプラカードを掲げていま
す。
「中国よ、イランから出ていけ！」
皆さん、イラン国民は不満です。イラン人は、不服です。
さて、さらに続けますと、イランは、その協議に署名しました。そして、彼らは、自分達がその取引に署名した
瞬間、アメリカ側の影響力が、もはや、それほど大きくなくなる事を、知っていました。なぜなら…
「おい、お前達は、まだ我々に制裁を課し まだすべての制裁を解除していない。それなら、我々には他のオプシ
ョンがある。」
そして、興味深い事に、アメリカが今日言っているのです。
「まあ、我々は、制裁のいくつか、または多分多くを解除したいと思っている。」
「しかし明らかに、すべては解除できない。あなた方が、その協議に違反しているから。」
「あなたが合意に違反しているのに、どうして我々は、すべての制裁を解除できますか？」
「あなたはウランを 20%以上に濃縮しました。」
だから、イランは今日、言っているのです。

「聞け。お前達はすべての制裁を解除するか、一切解除しないかのどちらかだ。」
そして、彼らは かなり空腹になって、言いました。
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「前大統領と、彼の政権が我々に制裁を加え、我々に与えた大きな損害に対して、我々はまだ、多額の補償、賠
償金を求める。」
だから、彼らは、すべての制裁を解除したいだけでなく、彼らは、お金と賠償を求めています。

何に対して? 過去 4 年間に対して。
考えてみれば、かなり驚きです。ところで、イスラエルが現状を見て、超懸念しているなんて、一瞬も考えない
でください。なぜか？

私達は懸念していません。なぜなら、現在起こっている事は、私達には、それが起こる

と見えていました。我々は、「一帯一路」「シルクロードベルト」を建設する中国の動きに無知ではありません。
私達は、2013 年から、その事を知っていましたし、2016 年のイランとの交渉についても、知っていました。私達

は、不意をつかれた事はありません。我々はまた、中国が、イスラエルの古代の歴史のためにイスラエルを非常
に尊重していることを、知っています。
また、皆さんは知らないかも知れませんが、中国政府は、宗教を嫌っています。彼らが国内のイスラム少数派に、
何をしているか見てください。彼らはモスクを破壊し、彼らは向こうの労働収容所にそこにイスラムの少数派を
入れているのです。彼らは、自国にその宗教を望んでいません。つまり私が言いたいのは、中国には、親イスラ
ム体制は存在せず、これは純粋なビジネスです。中国が、世界の他の国々と同じ価格で石油を買うと思ったら、
大間違いです。その取引で、中国は、イランの石油価格を膨大に値引きさせました。
ですから、イランについて考えてみてください。
まず第一に、中国製品が殺到します。第二に、中国企業は、中国で生産すると、どれだけコストがかかるかを見

て、イラン人を安価な労働力として使用し、多くの工場をイランに移すつもりです。そして、イラン人は今や、
イラン国内の中国の安価な労働力になります。もしこれで足りないなら、恐怖です。中国が、石油と引き換えに
するなら、彼らはただ、中国では望まない、2 級、3 級の製品をイランに送ります。言い換えれば、中国は、石油
を大きな値引き価格で得るでしょうが、それは、石油の価格は支払いません。イランは、彼らが中国から受け取
った人民元で彼らが購入する製品の代金を支払います。
さて、繰り返しますが、非常に多くの人々が批判しています。それも外部からだけでなく、主に内側からです。
イラン革命防衛隊でさえ不服で、彼らは言います。
「ちょっと待って。一体どうして我々は、自国に外国の軍事的駐留を許可したんだ?」
「イラン国内のアメリカの利益を守るために、5 千人の米軍を許可するだろうか？」

「もちろんしない！ どうして中国にそれを許したんだ？！」
勘違いしてはいけません。中国は、イランに、物へのアクセスを与えるかも知れませんが、しかし、彼らもまた、
イランのものに彼らのアクセス権を持つことになります。
さて、中国は、軍事的、財政的に世界を支配したいのです。彼らは宗教を輸出していません。彼らは、非常に反
宗教ですから。シーア派を広めたいイランとは違います。いいえ。スンニ界のリーダーになりたいトルコとは違
います。これは、彼らが求めるのは、采配する為の純粋な支配です。
さて、なぜそれが面白いのか？

考えてみて下さい。もし中国が、サイバー問題のために、イスラエルに、多額

の資金と利益を投資すれば？ 彼らは、港や、鉄道を建設したくて、彼らは、このスエズ運河が、将来的に海上貿
易を支配する事が気に入らず、彼らは前進する方法を考えています。そして中国は、この図式で、イラン側にい
るつもりはなく、中国は、親イランの反イスラエルではありません。中国はビジネスです。「私はあなたと取引
をし、私はあなたと取引をします。私は彼の味方も、あなたの味方もしていない。あなた方の両方ともが、私の
味方をしているのです。あなたが、私のお金を受け取っているのだから。」それだけです！ それは純粋なビジネ
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ス、それと、もちろん支配です。あなたはそれを理解しなければなりません。だから我々は、中国に関しては、
イランを恐れていません。というより、反対です。もしイランが、常に、説明責任も問われず、彼らが望むまま
に振舞う一匹狼だったとすれば、現在、イランは、保護国として所有者というか家主に、ある程度の説明責任が

あるように見えます。
ですから、非常に面白い物を目にしているのです。それから、間違えてはいけません。私が思うに、中国の支配
も、黙示録の中の東の王達が反キリストと戦うために来るという点で、反映されていると思います 。私は、反キ
リストは、西ヨーロッパから来ると信じています。だから、現在、非常に驚くべきことが起こっているのを見て

います。
さて、もう一つお伝えしたいのは、イスラエルは、どのように戦争をし、どのように戦うか、いかなる国にも伝
えません。しかし、私達は、内部からイラン国民がこのすべてを批判しているのを見ています。彼らは、わずか
25 年の間に、イランが基本的に奴隷にされることを理解しています。彼らは、それらの 5000 人の軍隊で、ほぼ
中国が占領することを理解しています。彼らは、中国が確立する 5G ネットワークが、基本的に、イラン政権が、
国民を支配するためのツールになる事を理解しています。ビッグブラザーとなって、彼らは彼らの国民をスパイ
します。だから、基本的に、もはやイスラム革命ではなくなったようで、 それは、イランの軍事的買収です。
イランは独立を失い、彼らは言っています。
「もし中国が、義務を守らなければ、どうなるのだろうか？」
「もし、中国が望むすべての現金を持っていなければどうなるのか?」
「たぶん、中国はもう、そんなに多くの石油を必要としないだろう。」
例えば、世界は電気自動車に移行しています。
「もし、世界が他の種類のエネルギーに移行すれば、どうなる?」
「もし彼らが、もう我々を必要としなくなれば、どうなる?」
「我々は、ここで何をしているんだ？」
「我々は、次の 25 年間、イランの将来を外国の手に委ねている。」
「もう一つの問題は、我々は、この契約のすべての詳細さえ知らない。」
「すべて秘密、すべて機密だ。彼らは私達に教えもしない。なぜ、教えないんだ！」
非常に興味深いことです。
今や、イランは、すべての紛争で常に、中国の味方でいなければなりません。それは、ロシアと欧州連合の犠牲
の上に成り立ち、そして、彼らは言うかもしれません。
「まあ、我々はもう、イランには興味がない。」
「私達は、もう何も投資する必要はない。あれは今、中国の保護領だ。」
中国を選択することによって、彼らは他のすべてを失うことになります。そして、先ほども言ったように、最大
のものは安い労働力です。彼らは安価な労働力として、イラン人を見るようになります。
非常に興味深いです。皆さん、中国はまた、地域の港湾に投資する習慣があって、彼らは何年も前にギリシャの
ピレウスでそれを行い、今、彼らはハイファに投資しました。彼らは、それをハイファの湾港と呼び、 地中海最
大の港の一つになるでしょう。そして彼らは、そこを自由貿易圏にする事を望んでいて、他にも多くの事が…
さて、これを見てください。もし中国が、イランに多額の投資をしているなら、今、誰がイスラエル側に寄りか
かると思いますか? 正解です。サウジアラビアや湾岸諸国、スンニ派諸国です。なぜなら、考えてみてください。
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今のアメリカのこの現政権は、まさに親サウジや、親エジプトではありません。確実に、この時点で、親イスラ
エルではありません。イスラエルに敵対してはいませんが、前政権とは全く違います。
しかし、皆さんに言っておきますが、中国の、イラン支配によって、サウジアラビアや他の湾岸諸国が、イスラ

エルにしがみつくようになります。技術や、武器、革新、サイバーセキュリティ、そのすべてにおいて。ですか
ら、非常に奇妙な方法で、中国のイランとの取引は、イランを奴隷にし、イスラエルを解放します。奇妙に聞こ
える事は分かっています。皆さんが、世界中の中国の拡大について聞くたびに、最悪を考える事も、知っていま
す。しかし、皆さん、言っておきますが、それは非常に驚きです。気持ちは分かりますが。しかし、中国はイラ
ンでそれを始めたのではなく、彼らは、スリランカやマレーシア、中央アジアでそれを行い、そして中国は、自

分達の施設に損害を受けたくないので、彼らは、イランに何もさせないでしょう。イランは、喜んでそれに入っ
たわけではありません。見ての通り、イランは今、大きな問題を抱えていて、だから、彼らは基本的に独立をあ
きらめ、彼らは、彼らのインフラのすべてを与え、彼らは、いくつか基地や、港湾、軍事駐留権を与えています。
今後 25 年間に、何が起こるか考えてください。クレイジーです。
さて、明日の朝目を覚まして、それがすでに終わったとは思ってはいけません。まだ、何かを構築するための、
ブルドーザーの 1 台も、イランに向かって動き始めてはいません。それにはプロセスがあって、長い時間がかか
ります。現時点では、中国企業はイランへの投資に走っていません。なぜなら、彼らは、アメリカの制裁を受け
ますから。中国は、まずアメリカがこの制裁を解除するのを待っているのです。そうすれば、彼らはこの話を進
めることができますから。だから、できるだけ早くイランと協議を結びたいアメリカの試みがあります。5 年後
には、この取引が期限切れになりますから。契約は 10 年間で、5 年が経ち、実際には、5 年以上前に署名されて
いて、5 年以内に期限切れになります。
そして、イランはアメリカ、ヨーロッパ、ロシア、国連、そしてもちろん、中国との取引の圧力に挟まれていて、
同時に、誰もがそれを見ています。そして、多くの国が助けを求めて、イスラエルに向かって走っています。外
交、安全保障、農業、技術など多くの分野で。すべてが悪いわけではありませんが、皆さんは、この取引が何で

あるかを、理解する必要があります。皆さん、理解する必要があります。文字通りイランは、中国にその魂を売
りました。
それは実施されるのだろうか？ エゼキエル戦争は、それ以前に起こるのだろうか？

私には分かりません。

私は預言者（Prophet）ではありません。私は非営利団体（Non-Profit Organization）の人間です。
それは起こるかも知れません。分かりません。 一つ、私に言えるのは、私達の周りで起こっている事、すべてを
見て、一つ、私に見えるのは、私達の周りで国々が多くのプレッシャーを受けている間、イスラエルは繁栄して
います。そして、その圧力鍋は、イスラエルが繁栄している間、エゼキエル戦争が始まるのに必要なものです。
エゼキエル 38 章は、イスラエルを、安全で安心で繁栄していると表現しています。2019 年と 2020 年は、イスラ
エルの歴史の中で最も安全な年でした。セキュリティに関しては、文字通り何も起こらず、 私達は、今ほど安全
であった時代はありません。私達は、今ほど繁栄したことがありません。 安心安全で繁栄。
これらは 20 年、30 年、40 年前、50 年前には見られなかったものです。私達は今、それを言うことができます。
そして、私達の周りのすべての国が、それを見るとき、彼らは、イスラエルが持っている物を狙います。彼らは
ガスを欲しがり、技術を求め、そこから、あの戦争に至ります。
エゼキエル 38 章で、詳細に説明されている戦争は、略奪を取り、盗み、戦利品を取る為の戦争です。聖書がそう

言っているのです。国々が、そう抗議しているのです。
「あなたは物を分捕るために来たのか。大いに略奪をしようとするのか。」「何をしているんだ？」
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非常に興味深いです。ですから皆さん、不安になったり、恐れたりしないでください。実際、まったくする必要
はありません。 神が完全に支配しておられます。あの合意の詳細を、皆さんにお知らせしたかったのです。
皆さんの周りで何が起こったのか知ってください。そして、神がコントロールされていることを、知ってくださ

い。忘れないでください。神がイスラエルと共に、イスラエルを通して、行っておられるすべてのことは、
世界中の国々が、彼が神であることを知る為です。
エゼキエルでさえ、主は、ユダヤ人を土地に戻すと、こう仰いました。
「わたしがこれを行うのは、ユダヤ人が、とても優れているからではなく、彼らが、わたしに栄光を帰したから
ではなく、彼らが、わたしに戻ったからでもない。違う。わたしがこれを行うのは、わたしが主である事を、世

界が知る為だ。」
そして、神は、あなた自身の人生の中で、あなたの中で、そしてあなたを通して働かれるとき、あなたの周りの
人々は、彼が神であることを見るでしょう。だから、聖書に戻ることは非常に重要です。
私達は誰に仕え、恐れの中で生きていない事を理解しなければなりません。
今日、多くのキリスト教徒が、心配だとか、怖いとか、あーだこーだと言っていて、彼らの中に、主の喜びが見
えません。彼らの救いの喜びが見えません。彼らの中には、世界よりも恐れている人もいます。私は話の終わり
を知っていて、私達が、ここから連れ出されることを知っています。目が見たことのないもの、耳が聞いたこと
のないもの、人の心に思い浮かんだことのないものを、神が備えてくださっているのを、知っています。それは
素晴らしいです。

私達は、罰を受けるのではなく、栄冠を受けるために、裁きの御座で、イエスの前に立つのです。
私にはさっぱり分かりません。私には、理解出来ません。 私達は、まるで驚くかのように、世界の出来事を見て
います。
「世界は良くなっているはずなのに、悪くなっている？」
いいえ！ いいえ、いや、いや。私の書は、世界は一方向に行き、私達は別の方向に行くと言います。そして、そ

れが起こるまで、恐怖と欺瞞をばらまくのではなく、御父の嗣業を行うのです。福音を分かち合う。というより、
福音だけでなく、主の喜びを分かち合うのです。ほら、イエスは、まず、ここから私達を連れ出す事なしに、戻
って来て、この世を支配する事はありません。それは起こりません。私達は、この世界を素晴らしい場所に変え
るのではありません。違います。主がそれをされます。そして、残念ながら、それが起こる前にこの世界は、神
によって厳しく裁かれ、対処さます。それは非常に明確でなければなりません。
黙示録は、今後起こる、将来の出来事について語っています。それらはまだ起こっていません。それらが起こる
ためには、私達がまず、ここから出なければなりませんから。
ダニエルによれば、大患難が始まるには、まず、反キリストが登場しなければなりません。彼が登場するために
は、私達が、まずここから出る必要があります。なのになぜ、私達は大患難に関連するものにそこまでこだわる

のでしょうか？ 大患難は、まだ起こっていないだけでなく、一度も始まっていないのに。
しかし、私達がここにいる限り、それは始まる事ができません。これは、かなりお得です。あなたが大患難前携
挙派でない限り… そうですね。もし、あなたがそうでないなら、あなたは、心配しても良いですよ。
はい、世界は間違った方向に向かっています。はい、世界は獣を拝みます。
はい、世界は実際に神が望まれることではなく、人間が望む事をします。

はい、その時代のキリスト教徒は、彼らが主を受け入れるなり…

それ自体が奇跡でしょうが、キリスト教徒は

斬首され、教会はありません。ある程度、彼の治世の 3 年半は、エルサレムには神殿はなく、シナゴーグももう
ありません。あなたはもう、神を礼拝しません。なぜなら、神がそれらの人々を裁くとき、彼らは、神にはそれ
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らを止める力があることを知っていても、5 番目と 6 番目の鉢がぶちまけられる時、彼らはまだ、神の御名を冒
涜し、悔い改めません。世界の人口は、何億人単位で減少します。魚は死に、水は汚染され、島々は消え、その
ような恐ろしいことが起こるのです。何一つとして、今日起こっている事は、黙示録を反映する現象に、かすり

もしません。
私達は陣痛の初期です。私達はまもなくここから出て行きます。そして、その時、物事がひどく間違った方向
に向かうのです。ダニエル 12 章が告げています。イスラエルに関する限り、それはイスラエル国家が始まって以
来見た事もないほど、恐ろしい時代になるのです。ご存知のように、イスラエルは いくつかの恐ろしい悲劇を経
験しています。何度も、何度も、国家を殺そうとする試みがあっただけでも、前回、ヨーロッパで 80、90 年代

に、大規模な大量虐殺がありましたが、それだけではありません。今後起こる事に比べれば、そのすべてが、か
すんで見えます。そして、それは残りの世界が拝む、世界のリーダーによって起こります。だから、それは私達
のためでなく、私達と共にではありません。私達はここにおらず、見る事もありません。私達はキリストと一緒
にいます。そして感謝なことに、私達は戻って来て、そして、主が、地球上に彼の千年王国を確立されます。そ
の後の千年を、アップグレードされた地球で素晴らしいことになります。私は超興奮しています。しかし、それ

までは、勇敢に戦いましょう。競争を走り、信仰を保ちましょう。そして、間違った木に吠え、私達のものでは
ない戦いを戦うのは止め、そして、全くキリストのためにならないもののために殉教者になるのはやめましょう。
「私達は、人でなく神に従うべきだ」と、ペテロが言ったのは、毎回、イエスを言及したり、イエスの御名の下
で、彼がしていた事を行うのを、禁じられた時だけです。その時、彼は言います。「申し訳ないが、それは出来
ません。」あなたの行いの全て、「私達は、神の中に生き、動き、また存在しているのです。」

「それが私達の人生の本質です。私は、彼を否定するつもりはありません。」
「確かに、私はすでに否定した後、再び彼を否定したりしません。いいえ！」
そう、それが、私達が戦うべき戦いです。我々が走るべき競争です。そしてそれが、私達が守るべき信仰です。
では、この素晴らしいアロンの祝福
で締めくくりましょう。
私達はエルサレムで、この聖句が刻
まれた 2600 年前の小さな銀のプレ
ートを発見しました。それは素晴ら
しい祈りです。

『主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。

主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。』
(民数記 6:24-26)
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平和の主でもあられる平和の君だけがもたらすことができる平和、主が、今より、永遠に、こことどこでもあな
たに与えることができる平和、それは時間と場所に制限される事がありません。私達は平和の君イエシュア、私
達の救い、イエス、主の御名の下に私達は祈ります。アーメン。

ありがとうございます、God bless you!インスタグラム、フェイスブック、ユーチューブ、テレグラムで私達を
フォローしてください。Behold Israel です。もちろん、私達のウェブサイト、beholdisrael.org

からニュー

スレターにサインアップすることを、お忘れなく。
ありがとうございました。God bless you!ガリラヤよりシャローム！

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

スマートフォンなどのカメラで読み込むと、このメッセージを YouTube で見られます。
≪リンク先：https://youtu.be/v0a53r0WySM≫

メッセージ by Amir Tsarfati / Behold Israel
https://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
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