ヨハネの黙示録を味わう
1章1節
【新改訳改訂第３版】
1:1 イエス・キリストの黙⽰。これは、すぐに起こるはずの事をそのしもべたちに⽰すため、神がキリストにお与
えになったものである。そしてキリストは、その御使いを遣わして、これをしもべヨハネにお告げになった。
【新共同訳】
1:1 イエス・キリストの黙⽰。この黙⽰は、すぐにも起こるはずのことを、神がその僕たちに⽰すためキリストに
お与えになり、そして、キリストがその天使を送って僕ヨハネにお伝えになったものである。
【塚本訳】
1:1 これは（王国来臨の奥義に関し）イエス・キリストの（与え給うた）黙⽰（である。
）すなわち（必ず）直に起
こらねばならぬことをその僕達に⽰すために、神が彼に与え給うたものを、彼がその使いを遣ってその僕ヨハネに⽰
し給うたものである。
1. 「アポカリュプシス」の訳語について
●「ヨハネの黙⽰録」という預⾔書のタイトル名がついていますが、原⽂では、
「アプカリュプシス・イエスース・
クリストー」で始まっています。
「アポカリュプシス」、このギリシア語は黙⽰録ではここ⼀箇所しか使われていませ
んが、タイトルの⾔葉ですから、覚えたいところです。ところが、この語彙は⾆を噛みそうです。⼀回で読める⼈は
⼤した者です。黙⽰録の⼀番最初の⾔葉からして、なじみにくい⾔葉なのです。ですから逆に、このことばをいつで
もどこでも正確に⾔えるように、覚えてしまうことで(いわば飲み込んでしまうことで)、この書を味わっていく最初
の取り組みとしたいものです。
●「アポカリュプシス」です。その動詞は「アプカリュプトー」(άποκαλύπτω)で、「現わす」という意味です。
したがって、名詞の「アポカリュプシス」は「現すこと」
、隠されていたものの覆いを取って真相を明らかにするこ
とを意味します。ですから、
「啓⽰」
「明⽰」
「天啓」
「公開」という⾔葉がふさわしいと思うのですが、なぜか「黙⽰」
と訳されてきたのです。⼩畑進⽒によれば、この書が「黙⽰録」
、あるいは「ヨハネの黙⽰録」と呼ばれたのは⼆世
紀だとしています。
●内容的にも、世の終わりにおけるイエス・キリストに関する啓⽰について記されているのですから、本来的には「イ
エス・キリストの啓⽰(あるいは「啓⽰録」)と訳されるべきです。語彙的にも、聖書で「黙⽰」という訳語⾃体もこ
こ⼀回限りで、特別にそのように訳さなければならない必然性もないのです。慣習というのは本当に⾯⽩いものです。
ひとたび作られ⽤いられてきた慣習とは別のものを使うことはとても勇気のいることです。私的には、
「イエス・キ
リストの啓⽰録」が⾃然かなと思います。
2. 啓⽰のプロセス
●1 節には「啓⽰のプロセス」について記されています。そのプロセスとは、
「神からイエス・キリストへ」、「イエ
ス・キリストから御使いへ」
、「御使いからヨハネへ」、そして 3 節では「ヨハネから私たちへ」という流れです。
「キリストから御使いへ」というこのプロセスは、聖書の著者の半分以上が御使いの⼿を通して与えられていること
によります。使徒 7 章 53 節には、モーセの律法が御使いによって定められたとステパノは証⾔しています。ヘブル
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⼈への⼿紙 1 章 14 節には、御使いは仕える霊であるとあります。
旧約時代において、すでに世の終わりに起こることが預⾔者ダニエルに⽰されていました。しかしその時は、それを
「封印する」ように神に命じられた経緯があります。
3. 真剣に読む必要のある書
●本書を最も嫌うのはサタンです。なぜなら、⾃分の最後が記されているからです。ですから、難しいと思わせたり、
いろいろな解釈があると⾔わせて、その信ぴょう性を疑わせたり、できるだけ読まないように仕向けようとしたりす
ることでしょう。しかし、むしろ逆に、主によって贖われた者たちは、この書を真剣に理解して読む必要があるので
す。なぜなら、この書は封印されることなく、これから必ず起こる事がすでに公開されているからです。
1章2節
【新改訳改訂第３版】
ヨハネは、神のことばとイエス・キリストのあかし、すなわち、彼の⾒たすべての事をあかしした。
【新共同訳】
ヨハネは、神の⾔葉とイエス・キリストの証し、すなわち、⾃分の⾒たすべてのことを証しした。
【塚本訳】
ヨハネは、神の⾔葉とイエス・キリストの証し、すなわち、⾃分の⾒たすべてのことを証しした。
1.

⾒たすべてのこと

●この 2 節は、驚くべき節です。なぜなら、ヨハネは彼⾃⾝が⾒た(⾒せられた)すべてのこと、すなわち、神のこと
ばとイエスこそまことのキリストであるという事実のすべての事をあかししたとあるからです。2 節にある「ホソス」
(όσος)という関係代名詞は、限度や程度において、その限りのすべてを意味します。つまり、ヨハネが⾒た限りに
おいて残らず(その分を)、またその深みのすべてを証ししたということです。その内容は、「神のことば」と「イエ
スがキリストであることのあかし」です。
●だれもが皆、神からの啓⽰を⾒ることはできません。ただ神に選ばれた者だけがそれを⾒ることが許されます。し
かしその選ばれた者が、⾃分の⾒たすべてのことをあかしすることがなければ、その責任はその者に問われることに
なります。
2. 「あかしした」という動詞のアオリストが意味すること
●啓⽰されたことをいのちをかけてあかしすることは、サタンと悪霊たちが最も嫌うことです。2 節にある「あかし
した」という動詞は「マルテュレオー」(μαρτυρέω)のアオリスト時制が使われています。これが 2 節の主動詞で
す。この時制は、単に、ヨハネが⽂字に書き留めたということではく、そこにヨハネは⾃らいのちをかけてあかした
ことを強調している「アオリスト」なのです。
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●だれかが主に導かれて、「天国と地獄」のすべてを⾒せられたとします。そして主は、その者に天国と地獄で⾒た
ことをそのまま⼈々に知らせるように命じたとします。そうでなければ、⼈々は地獄の存在も、その恐ろしさも信じ
ないからです。また、天国の存在もそのすばらしさも⼈々が信じないからです。ひとりでも地獄に⾏くことなく、天
国に⼊れるように、すべてを⾒せられた者の証⾔(あかし)は重⼤です。⼈々が信じようと信じまいと、また、あかし
することで⾃分が殉教することになっても、伝えなければならないのです。そのために神に選ばれた者の使命は実に
重いと⾔わなければなりません。その役に選ばれたのが⽼ヨハネでした。
「証⾔する」という意味ですが、同時に、
「殉教する」という意味
●ちなみに、
「マルテュレオー」(μαρτυρέω)は、
もあります。ヨハネは、⾃分が⾒たもののすべてを、その深みを、殉教の覚悟をもって証⾔しようとしたのです。事
実、ヨハネはそのために、孤島パトモスに流されたのです。サタンは「神のことばとイエス・キリストの証⼈となる
者を嫌います(黙⽰ 12:17)。それゆえ、ヨハネが殉教覚悟で記したこの書を読む者は、ヨハネが⾒た事実を信じるか
否かが問われるのです。
3. 「神のことばとイエス・キリストの証し」というフレーズ
●「神のことば」と「イエス・キリストのあかし」を組み合わせたフレーズは、他に⼆度、黙⽰録の中に使われてい
ます。
ヨハネの黙⽰録 1 章 9 節
私ヨハネは、あなたがたの兄弟であり、あなたがたとともにイエスにある苦難と御国と忍耐とにあずかっている
者であって、神のことばとイエスのあかしとのゆえに、パトモスという島にいた。
ヨハネの黙⽰録 20 章 4 節
また私は、多くの座を⾒た。彼らはその上にすわった。そしてさばきを⾏う権威が彼らに与えられた。また私は、
イエスのあかしと神のことばとのゆえに⾸をはねられた⼈たちのたましいと、獣やその像を拝まず、その額や⼿
に獣の刻印を押されなかった⼈たちを⾒た。彼らは⽣き返って、キリストとともに、千年の間王となった。
1章3節
【新改訳改訂第３版】
この預⾔のことばを朗読する者と、それを聞いて、そこに書かれていることを⼼に留める⼈々は幸いである。時が近
づいているからである。
【新共同訳】
この預⾔の⾔葉を朗読する⼈と、これを聞いて、中に記されたことを守る⼈たちとは幸いである。時が迫っているか
らである。
【塚本訳】
幸福なる哉、この預⾔の⾔を朗読する⼈、及び（それを）聞いて、その中に書かれてある（⼀切の）ことを守る⼈々！
（この⾔の成就する）時が（はや既に）近いからである。
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1. 黙⽰録における「七つの祝福」
●黙⽰録の中には、
「〜の者(〜する者)は幸いである」というフレーズが 7 回あります。つまり、
「七つの祝福」が記
されていますが、1 章 3 節はその最初の祝福です。
⽇本語訳では分かりませんが、原語では単数(マカリオス)、ないし複数(マカリオイ)で表わされています。
原⽂には、動詞にあたることばはありません。それゆえ、形容詞の「マカリオス」ということばを、塚本訳では感嘆
詞とみなして、「幸福なる哉(かな)」と訳しています。以下は、その七つの祝福のことばです。
1章3節
「この預⾔のことばを朗読する者と、それを聞いて、そこに書かれていることを⼼に留める⼈々(複数)は幸いである。」
14 章 13 節
「今から後、主にあって死ぬ死者(複数)は幸いである。
」
16 章 15 節
「⾒よ。わたしは盗⼈のように来る。⽬をさまして、⾝に着物を着け、裸で歩く恥を⼈に⾒られないようにする者
(単数)は幸いである。」
19 章 9 節
「⼩⽺の婚宴に招かれた者(複数)は幸いだ。」
20 章 6 節
「この第⼀の復活にあずかる者(単数)は幸いな者・・である。
」
22 章 7 節
「⾒よ。わたしはすぐに来る。この書の預⾔のことばを堅く守る者(単数)は、幸いである。」
22 章 14 節
「⾃分の着物を洗って、いのちの⽊の実を⾷べる権利を与えられ、⾨を通って都に⼊れるようになる者(複数)は、幸
いである。」
●マタイの福⾳書にも「幸いです」という⾔葉で始まる「⼋つの祝福」があります。そこには神の恵みの祝福が、さ
まざまな様相として表わされていると⾔えます。
「・・する者は幸いです」という表現は新約聖書では 50 回使われ
ていますが、その内容はすべてこの世の幸福観とは異なるものです。
ちなみに、黙⽰録においては、以下のように、四つの「七つの預⾔」があります。
(1) 七つの教会

ー教会時代全体における預⾔

(2) 七つの封印

ー終末時代全体における預⾔

(3) 七つのラッパー患難時代全体における預⾔
(4) 七つの鉢

ー⼤患難時代クライマックスにおける預⾔

2. 「聞く」ことは、守り⾏うこと(従うこと)
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「聴従」、つまり「従う」
「守る」ことを意
●旧約において、神のトーラーを「聞く」(「シャーマア」)ׁשָ מַ עことは、
味します。ギリシャ語の「テーレオー」(τηρέω)も、神のトーラー(教え)を、恒常的に、不断に守り続けることを
意味しています。ですから、新改訳のように単に「⼼を留める」という訳ではそのニュアンスが伝わってきません。
むしろ、「とどまる」(「メノー」μενω)に近いニュアンスではないかと思います。
「テーレオー」(τηρέω)は、新約で 70 回使われていますが、そのうちの 18 回がヨハネの福⾳書に、7 回がヨハネ
の⼿紙(第⼀)に、そして 11 回が黙⽰録に使われています。この「テーレオー」は、いわばヨハネ⽂書の特愛⽤語な
のです。ヨハネにおける「テーレオー」は、律法主義的な意味での「守る」(厳守)ということではなく、神への愛の
ゆえに、神のことばを、神の教えを、⾃発的に、主体的に、
「守る」(聴従、愛のかかわり保ち続ける、愛とみことば
の中にとどまる)をことを意味しています。
3.

時は迫っている

●ヨハネは神のことばを不断に守ることを勧めています。なぜなら、それは「時が迫っている」からです。ここでい
う「時」とは、時の流れを刻む「クロノス」ではなく、危機的な時、神の救いのご計画における「終わりの時」を意
味する「カイロス」が使われています。それは、教会の唯⼀の祝福された望みである「キリストの空中再臨される時
であり、教会が携挙される時」です。その時が「近い」とは、
「間近に迫っている」
「切迫している」という意味です。
時の切迫感は、黙⽰録の中で「これらをあかしする⽅(主イエス・キリスト)がこう⾔われる。『しかり、わたしはす
ぐに来る。』」ということばによっても確証できます(黙⽰録 22:20)。

1 章 4 節〜5 節 a
【新改訳改訂第３版】
4 ヨハネから、アジヤにある七つの教会へ。今いまし、昔いまし、後に来られる⽅から、また、その御座の前にお
られる七つの御霊から、
5a また、忠実な証⼈、死者の中から最初によみがえられた⽅、地上の王たちの⽀配者であるイエス・キリストから、
恵みと平安が、あなたがたにあるように。
【新共同訳】
4 -5a ヨハネからアジア州にある七つの教会へ。今おられ、かつておられ、やがて来られる⽅から、また、⽟座の前
におられる七つの霊から、更に、証⼈、誠実な⽅、死者の中から最初に復活した⽅、地上の王たちの⽀配者、イエス・
キリストから恵みと平和があなたがたにあるように。
1.

挨

拶

●ここには、使徒ヨハネから、アジアにある七つの教会への挨拶と、三位⼀体なる神からの祝福があるようにと述べ
られています。「ヨハネからアジア州にある七つの教会へ」とありますから、ヨハネは七つの教会に同時にこの書を
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送ったと考えられます。今のようにコピー機のない時代ですから、七部書くことは⼤変なことであったろうと思いま
す。
●「七」という数は完全数です。これら七つの教会はアジア州にあった教会と同時に、
「教会時代」におけるすべて
の教会を代表しています。それゆえに、本書の預⾔は今⽇の私たちにも関係があるのです。
2. 祝福のことば
●挨拶の後に、七つの教会に属するすべての者に対して、三位⼀体の神による「恵みと平安があなたがたにあるよう
に」と祝福のことばを述べています。この祝福のことばは、使徒パウロもよく使っています。
1 章 4〜5 節前半までに、
「〜から」を意味する三つの「アポ」(απο)という前置詞があります。それはそれぞれが三
位⼀体なる神からの祝福を指し⽰しています。
(1) 「神」から(黙⽰録では「御⽗」ということばは使われません)
●「常にいまし、昔いまし、後に来られる⽅」と表現されています。この表現は黙⽰録にのみ⾒られる神の御名です。
モーセに啓⽰された「わたしは、
『わたしはある。』という者である。」(出エジプト 3:14)を暗⽰させます。「常にい
まし」とは時間に全く制約されない存在です。しかもその⽅は、後に来られる⽅、つまり、最終の審判を⾏う⽅でも
あるのです。
(2)「御霊」から
●「七つの御霊」と表現されています。この「七つの御霊」とは、御霊が七つあるということではになく、御霊には
さまざまな働きがあることを意味する表現です。七という数字が完全数であることから、聖霊の賜物の総体を指して
いるとも⾔えます。
1章5節a
【新改訳改訂第３版】
5a また、忠実な証⼈、死者の中から最初によみがえられた⽅、地上の王たちの⽀配者であるイエス・キリストから、
恵みと平安が、あなたがたにあるように。
【新共同訳】
5a 更に、証⼈、誠実な⽅、死者の中から最初に復活した⽅、地上の王たちの⽀配者、イエス・キリストから恵みと
平和があなたがたにあるように。
●黙⽰録 1 章 5 節の前半は、4 節とつながっています。挨拶の主体として、
「イエス・キリストから」が加わります。
(3) 「イエス・キリスト」から
●「忠実な証⼈」、
「死者の中から最初によみがえられた⽅」
、
「地上の王たちの⽀配者」と、イエス・キリストが三つ
の称号で語られています。これらは、キリストの⽣と死、死後、そして将来の順序をよく表わしています。表現され
ています。
「忠実な証⼈」とは、御⽗に対する忠実な証⼈という意味です。御⼦イエスのすべての思いと⾏ないは、ひたすら御
⽗のみこころをあかしするものでした。これは預⾔者としての務めを意味しています。次の「死者の中から最初によ
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みがえられた⽅」とありますが、原⽂では、死者たちの「⻑⼦」となっており、
「⻑⼦」は「初穂」という意味でも
あります。また、「初穂」とは、そのあとに続く収穫が必ずあることを意味しています。キリストが復活されたこと
は、やがてキリストにつながる者も同じように復活し、朽ちることのないからだが与えられるのです。そして、最後
の「地上の王たちの⽀配者」とは、キリストの地上再臨後の御国の実現、すなわち、千年王国におけるキリストの主
権を⾔い表しています。
●これらの三位⼀体の神こそ、私たちに「恵みと平安」を与えることができるのです。
1 章 5b 節〜6 節
【新改訳改訂第３版】
1:5b イエス・キリストは私たちを愛して、その⾎によって私たちを罪から解き放ち、
1:6 また、私たちを王国とし、ご⾃分の⽗である神のために祭司としてくださった⽅である。キリストに栄光と⼒
とが、とこしえにあるように。アーメン。
【新共同訳】
1:5b わたしたちを愛し、御⾃分の⾎によって罪から解放してくださった⽅に、
1:6 わたしたちを王とし、御⾃⾝の⽗である神に仕える祭司としてくださった⽅に、栄光と⼒が世々限りなくあり
ますように、アーメン。
【私訳】
私たちを常に愛してくださっている⽅に
また、ご⾃⾝の⾎によって私たちの数々の罪から解放してくださった⽅に
私たちを王(王国)としてくださった⽅に
また、ご⾃⾝の⽗である神に仕える祭司としてくださった⽅に
その⽅に、栄光と⼒が、世々限りなく(あるように)。アーメン。
1. 「栄光と⼒」は、だれのものか
●1 章 5 節後半〜6 節の主語は「栄光の⼒(権⼒)」です。
「栄光」は「ドクサ」、「⼒」は「クラトス」で、主として
神の偉⼤な⽀配⼒、権⼒、強⼤な統治⼒を意味します。それが誰に向けて賛美されているのかと⾔えば、それは、1
章 5 節の後半にある冒頭にある与格の冠詞(男性、単数)「トー」Τῷ と、6 節の与格の代名詞(男性、3 ⼈称、単数)
の「アウトー」αὐτῷ に掛かっています。その⽅とは、
(1) 私たちを常に(現在分詞)愛しておられる⽅
(2) 私たちを数々の罪から、ご⾃⾝の⾎によって解放してくださった⽅
(3) 私たちを王(王国)とした⽅、またご⾃⾝の⽗である神のため祭司とした⽅
です。

2. 「王である祭司」
、「祭司の王国」とは
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●「王、王国、御国」(バシレイア)と「祭司」(ヒエレウス)とは同格です。この⼆つが同格であることは、Ⅰペテロ
2 章 9 節で「あなたがたは、・・王である祭司・・です」と記されていることと、かつてエジプトから救い出された
イスラエルの⺠に対して、主が「あなたがたはわたしにとって祭司の王国・・となる」(出エジプト記 19:6)と語っ
ていることからも確証できます。
●主は⼀つの御国を打ち⽴てられました。しかも、その御国の国⺠ひとり⼀⼈が、神に対する祭司であるということ、
これが「王である祭司」、あいるは「祭司の王国」という意味です。祭司とされたということは、ひとり⼀⼈が、⽇々
絶やすことなく、感謝と賛美を携え、主の御前に⽴ち、とりなしの務めをなす責任と特権が与えられたことを意味し
ています。そのようにしてくださったのは、われらの主であるイエス・キリストに他なりません。旧約においては、
祭司でなければ神の聖所に⼊ることはできませんでした。イスラエルの⺠は祭司を通して神を礼拝したのです。
3. 黙⽰録における「頌栄」(ドクソロジー Doxology)
●黙⽰録には、以下のように、七つの「頌栄」が記されています。

●上記のリストの中で七つの頌栄のすべてに共通しているのはただ⼀つ、それは「栄光」(「ドクサ」)です。ヘブル
語では「カーボード」(、)כָּבוֹדあるいは、旧約聖書の本⽂にはありませんが、神の歴史の中にしばしば現わされた神
の栄光の輝き、すなわち、「シャハイナ・グローリー」を意味します。
4. 「アーメン」
●頌栄の末尾に必ずと⾔っていいほど「アーメン」というギリシア語があります。
「アーメン」とは「まことに、真
実、そのとおり」という意味です。新約聖書では 129 回も⽤いられていますが、
「アーメン」として使っているのは、
主に、使徒パウロの書簡(17 回)とヨハネの黙⽰録(9 回)です。他はみな「真実、まことに」(英語では、The truth)
で使⽤しています。
●⽇本の伝統的な教会での讃美歌は、最後に「アーメン」とあるだけです。しかし最近では、神に対する賛美歌の最
初に「アーメン」と⼤きな声で賛美する曲もあるのです。以下の賛美は、末尾ではなく、冒頭に「アーメン」と歌わ
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れます。とどまることを知らない、いつまでも続いていくような曲です。
「アーメン。賛美、誉れ、神にあれ。アーメン。栄光、⼒、⼩⽺に」
このような賛美を、私は「御座系の賛美」と名づけています。この種の賛美が、私たちの⼼を神にストレートに向け
るために、教会においてもっともっと歌われてしかるべきだと考えます。
●ちなみに、黙⽰録の「アーメン」は、1:6, 7/3:14/5:14/7:12, 12/19:4/22:20, の 9 回。

1章7節
【新改訳改訂第３版】
⾒よ、彼が、雲に乗って来られる。すべての⽬、ことに彼を突き刺した者たちが、彼を⾒る。地上の諸族はみな、彼
のゆえに嘆く。しかり。アーメン。
【新共同訳】
⾒よ、その⽅が雲に乗って来られる。すべての⼈の⽬が彼を仰ぎ⾒る、／ことに、彼を突き刺した者どもは。地上の
諸⺠族は皆、彼のために嘆き悲しむ。然り、アーメン。
【私訳】
⾒よ。彼は雲に乗って来られる。すべての⽬は、ことに彼を突き刺した者たちは、彼を⾒るであろう。
また、地のすべての部族は、彼のゆえに胸を打ち叩いて泣き悲しむであろう。まさにそうなのだ、アーメン。
●この 7 節はキリストの地上再臨の預⾔です。しかもこの箇所は、旧約のダニエル書、ゼカリヤ書の預⾔を想起さ
せます。
ダニエル書 7 章 13 節【新改訳改訂第３版】
私がまた、夜の幻を⾒ていると、⾒よ、⼈の⼦のような⽅が天の雲に乗って来られ、年を経た⽅のもとに進み、
その前に導かれた。
ゼカリヤ書 12 章 10 節【新改訳改訂第３版】
わたしは、ダビデの家とエルサレムの住⺠の上に、恵みと哀願の霊を注ぐ。彼らは、⾃分たちが突き刺した者、
わたしを仰ぎ⾒、ひとり⼦を失って嘆くように、その者のために嘆き、初⼦を失って激しく泣くように、その者
のために激しく泣く。
1. 「雲に乗って来られる」という表現
●「雲に乗って来られる」という翻訳は慣例句のようです。黙⽰録 1 章 7 節の原⽂では「雲々と共に」です。⼭岸
⽒は「雲を伴って来られる」と訳しています。
「雲に乗って」というと、どうしても孫悟空のイメージですが、
「雲々
と共に」、あるいは「雲を伴って」というイメージは、神の栄光に包まれてというイメージになります。かつて、旧
約ではイスラエルの⺠が荒野を旅する時、昼は雲が、夜は⽕の柱が彼らを導きました。
「雲」も「⽕の柱」も神の特
別な光、つまり「シャハイナ・グローリー」です。ソロモンが神殿を奉献した時に、主の宮は栄光の雲が満ちたため、
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祭司たちは⽴ってはいられなかったのです。使徒パウロの回⼼の時にも、太陽よりも明るい天からの光が彼を盲⽬に
してしまいました。雲も光(⽕の柱)もすべて「神の栄光の顕現」を意味しています。⼈の⼦、すなわちキリストはそ
の栄光の雲に包まれて来られるというイメージで適当ではないかと思われます。
●「雲に乗って来られる」という表現は、新約聖書では他に 6 箇所に使われています。マタイ 24:30、26:64/マル
コ 13:26、14:62/ルカ 21:27/黙⽰録 14:14。
キリストの空中再臨と教会携挙の後に、七年間の患難時代が来ます。その患難時代の終わりにキリスト(花婿)は多く
の聖徒たち(花嫁)を引き連れて、栄光の雲をまとって、神に逆らうすべての者をさばくために、オリーブ⼭に降り⽴
ちます。そして、反キリストによってメギドの⼭に(ハルマゲドン)に集結した軍隊を滅ぼされます。そのあとに旧約
で預⾔されて来た御国(神の国)である「千年王国」が到来します。
2. 「彼を突き刺した者たち」とは
●「彼を突き刺した」とは、明らかに、⼗字架のイエスのわき腹を槍で突き刺したことを意味します。そのことはヨ
ハネの福⾳書 19:34 で記されています。
「わき腹を槍で突き刺す」という表現はヨハネの福⾳書にあるだけです。し
たがって、ヨハネの福⾳書とヨハネの黙⽰録とは、全く符合しており、著者が同⼀⼈物であるというと説の有⼒な⽀
えとなっています。
3.「地上の諸族はみな、彼のゆえに嘆く」とは
●イエスは、マタイの 24 章の終末の説教の中で、
「そのとき、⼈の⼦のしるしが天に現れます。すると、地上のあ
らゆる種族は、悲しみながら、⼈の⼦が⼤能と輝かしい栄光を帯びて天の雲に乗って来るのを⾒るのです。
」と⾔わ
れました(黙⽰録 1 章 7 節と完全に符合しています)。これはゼカリヤ書 12 章 12 節の⾃由な引⽤です。
「地上の諸族
(諸⺠族)」とは、神に逆らう者たちのことです。つまり、キリストの地上再臨の⽬的の⼀つは、神に逆らう者たちを
さばくために来られるということです。
●彼のゆえに「嘆く」(あるいは「胸を打ち叩いて泣き悲しむ」)のは、⼈々が⾃分の犯した罪を悔いて嘆くことでは
なく、彼らが犯した罪に対する神の報復の恐ろしさを知ったからです。以下のみことばはそのことを指し⽰していま
す。
(1) Ⅱテサロニケ 1 章 8〜9 節【新改訳改訂第３版】
1:8 そのとき(「主イエスが、炎の中に、⼒ある御使いたちを従えて天から現れるとき」)主は、神を知らない⼈々や、
私たちの主イエスの福⾳に従わない⼈々に報復されます。
1:9 そのような⼈々は、主の御顔の前とその御⼒の栄光から退けられて、永遠の滅びの刑罰を受けるのです。
(2) ユダ 14〜15 節【新改訳改訂第３版】
14 ・・アダムから七代⽬のエノクも、彼らについて預⾔してこう⾔っています。「⾒よ。主は千万の聖徒を引き連
れて来られる。15 すべての者にさばきを⾏い、不敬虔な者たちの、神を恐れずに犯した⾏為のいっさいと、また神
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を恐れない罪⼈どもが主に⾔い逆らった無礼のいっさいとについて、彼らを罪に定めるためである。
」
1章8節
【新改訳改訂第３版】
神である主、今いまし、昔いまし、後に来られる⽅、万物の⽀配者がこう⾔われる。
「わたしはアルファであり、
オメガである。」
【新共同訳】
神である主、今おられ、かつておられ、やがて来られる⽅、全能者がこう⾔われる。
「わたしはアルファであり、
オメガである。」
【回復訳】
主なる神は⾔われる。「わたしはアルファでありオメガである。今おり、昔おり、やがて来られようとしておられ
る者、全能者である。」
【塚本訳】
「我はアルパである、またオメガである。
（我このことの真実なることを証明する」と、
（今）在り給う（者、昔）
在り給いし（者、また後に）来たり給うべき者、
（また）全能の主なる神⾔い給う。
1. イエスの⾃⼰宣⾔としての「エゴ―・エイミ」
●「わたしはアルファであり、オメガである。(エゴー・エイミ・ホ・アルファ・カイ・ホ・オ
メガ)」と⾃⼰宣⾔しておられる⽅はだれなのか。そう⾔っている⽅をいろいろなことばで同格表現されています。
黙⽰録 21 章 6 節
また⾔われた。「事は成就した。わたしはアルファであり、オメガである。最初であり、最後である。わたしは、
渇く者には、いのちの⽔の泉から、価なしに飲ませる。
」
黙⽰録 22 章 13 節
「わたしはアルファであり、オメガである。最初であり、最後である。初めであり、終わりである。
」
「アルファ」=初め=最初=創始者、

「オメガ」 =終わり=最後=完成者

●似た表現として、黙⽰録 1 章 17 節では「わたしは、最初であり、最後であり・・」があります。ここでの「最初」
「最後」は「エスカトス」(εσΧατος)、黙⽰録 22 章 13 節では、さらに「初め」(「ア
は「プロートス」(πρωτος)、
ルケー」άλχη)と「終わり」(「テロス」τέλος)が付加されています。それぞれが冠詞付で使われています。
●ヨハネの福⾳書にも、
「わたしが〜である」というイエスの⾃⼰宣⾔(「エゴ―・エイミ・〜」
、英語では、I

am 〜)

を⾒ることが出来ます。
「エゴー・エイミ」の後に、補語として「いのちのパン」
「世の光」
「いのち」
「⾨」
「⽺飼い」
「ぶどうの⽊」「道・真理・いのち」といった象徴的語句が置かれます。この「エゴ―・エイミ」は、イエス・キリ
ストの神性を強調する⾃⼰宣⾔であり、その源泉は、主なる神がご⾃⾝の名前をモーセに語られた「エフイェ・アシ
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ェル・エフイェ」אֶ הְ י ֶה

אֶ הְ י ֶה אֲ ׁשֶ ר

(わたしはあってある者)にその源泉があります。神ご⾃⾝が永遠にどのよう

な⽅であるかを⾃⼰宣⾔している名前なのです。
2. 永遠における原因と⽬的を表わす「エゴ―・エイミ」
●神は時間に⽀配されない⽅です。てすから、時間的な意味の初めと終わりという意味はありません。むしろ、神は
あらゆるものの原因であられる⽅であり、また同時に、神は究極の⽬的であられる⽅なのです。神ご⾃⾝が究極の⽬
的であるということは、すべてのものが神の栄光のために創造され、すべてがーすなわち、歴史も、救いも、さばき
も、愛も、義も、あわれみもー、神の栄光を現わすに⾄るということなのです。使徒パウロはこのことを次のように
記しています。「すべてのことが、神から発し、神によって、神に⾄るからです。
どうか、この神に、栄光がとこしえにありますように。アーメン」

(ローマ 11:35)

1章9節
【新改訳改訂第３版】
私ヨハネは、あなたがたの兄弟であり、あなたがたとともにイエスにある苦難と御国と忍耐とにあずかっている
者であって、神のことばとイエスのあかしとのゆえに、パトモスという島にいた。
【新共同訳】
わたしは、あなたがたの兄弟であり、共にイエスと結ばれて、その苦難、⽀配、忍耐に
あずかっているヨハネで
ある。わたしは、神の⾔葉とイエスの証しのゆえに、パトモスと呼ばれる島にいた。
【岩波訳】
あなたたちの兄弟でもあり、イエス・キリストのうちにあって、患難と王国と忍耐とを
あなたたちと共にわかち合
っている私ヨハネは、神の⾔葉〔を伝え、
〕またイエス・キリストについて証⾔〔した〕
ために、パトモスとよば
れる島にいた。
【塚本訳】
君達の兄弟であり、
（主にある）患難と、（来るべき）王国（における幸福）と、
（また）イエス（来臨）の待望と
を共にする（この）私ヨハネは、神の⾔とイエスの証明と（を伝えたこと）のために、パトモスという島に（流さ
れて）いた。
1. ヨハネの⾃⼰紹介
●ヨハネは⾃⼰紹介するにあたって、
「私、ヨハネは」と書いています。ダニエル書にも、
「私、ダニエルは」という
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表現があります(ダニエル書 7:28/9:2/10/2 参照)。これは 9 ヨハネの黙⽰録が、同じ黙⽰⽂学のダニエル書と⾮常
によく類似していることを伺わせます。
●ヨハネは、⾃分と源を同じくする者たちを「兄弟」と呼び、また、主イエスを信じることによる苦難と、主の恵み
に満ちた御国とそれを待望する忍耐とを共有する者として紹介しています。ギリシア語の「スンコイノーノス」
「共に」を意味する「スン」(σύν)と、
「共有の」を意味する「コイノーノス」(κοινωνός)の
(συγκοινωνός)は、
合成語で、共同の分担者、共同の連帯⼈を意味します。
●また、「忍耐」と訳されている「ヒュポモネー」(ὑπομονή)は、「堅く踏みとどまる」を意味する動詞「ヒュポメ
ノー」(ὑπομένω)の名詞で、塚本訳は「イエス（来臨）の待望」としています。つまり、消極的にただじっと我慢
している忍耐の意ではなく、むしろ困難と迫害に敢然と⽴ち向かい、これに挑戦する積極的な態度を表します。それ
は同時に、キリストの再臨によって完成する御国を待ち臨むところの信仰的忍耐です。
●「苦難」の原語「スリプシス」(θλίψις)は、普通⼀般の苦難ではなく、宗教的迫害による苦難を意味します。つ
まり、当時のキリスト者がすでにローマ皇帝による迫害を受けていたことを⽰しています。そしてヨハネ⾃⾝もその
迫害のゆえに、エーゲ海上にあるパトモスと呼ばれる島に囚⼈として流刑されたのです。しかし、孤独という境遇の
中で、ヨハネはこれから起こる出来事と天にある栄光のヴィジョンを開⽰されたのでした。
2. パトモスと呼ばれている島
●ヨハネがパトモスと呼ばれる島にいたその理由を、ヨハネ⾃⾝が「神のことばとイエスのあかしとのゆえに」と記
しています。これは、ヨハネが、神のことばを宣べ伝え、イエスについてあかししたためということです。
現在のパトモス島は、写真で⾒る限りとても美しい島ですが、この島はローマ⼈によって政治的な犯罪者の流刑地で
した。イエスをあかしし、神のことばを伝えたために、⾸を切られたり、⽕あぶりの刑にされたりした⼈々もあれば、
ヨハネのように島流しにされた⼈もいたのです。

今⽇のパトモス島は開発が進み、観光地になっていますが、ヨハ
ネが置かれた時の環境は、いばらと岩の島でした。周りは海に囲
まれ、独⾃の⽔源はなく、⾷料の乏しい所で、しかも太陽の⽇差
しの強い厳しい所でした。⼈間的には厳しい環境の試練に耐えな
がら、ヨハネは終末預⾔を書き残すという使命を全うしたのです。

13

ヨハネの黙示録を味わう

1 章 10 節
【新改訳改訂第３版】
私は、主の⽇に御霊に感じ、私のうしろにラッパの⾳のような⼤きな声を聞いた。
【新共同訳】
ある主の⽇のこと、わたしは“霊”に満たされていたが、後ろの⽅でラッパのように響く⼤声を聞いた。
【エマオ訳】
私は、主⽇に御霊によって捕えられた。そして私のうしろにラッパのような⼤きな声を聞いた。
【NKJV】
I was in the Spirit on the Lord's Day, and I heard behind me a loud voice, as of a trumpet,
ベレーシート
●10 節における注⽬点は、「エゲノメーン・エン・プニュウマティ」をどのように訳すかということです。

●「エゲノーメーン」は「ギノマイ」のアオリスト中態 1 ⼈称単数です。英語でいうなら be 動詞で、
「(御霊の中に)
いた」というのが直訳的です。ですから、英語訳ではそのように I was in the Spirit

と訳しています。ところが、

⽇本語訳を⾒ると実にさまざまに訳しています。新改訳では「御霊に感じ」と訳し、新共同訳(⼝語訳、岩波訳等)
では「霊に満たされていた」と訳し、エマオ訳は「御霊によって捕えられた」と受動態のように訳されています。
もし、ヘブル語訳で訳すとしたら、ここの動詞は「ハーヤー」()הָ י ָהが使われるはずです。
1. ヘブル語動詞「ハーヤー」に⾒る不可抗⼒性
●ヨハネはユダヤ⼈であったことを忘れてはなりません。旧約において、預⾔者が召されるときにどのように表現さ
れるかと⾔えば、「次のような主のことばがあった(あるいは、臨んだ)。」です。ここの「あった」という動詞が「ハ
ーヤー」()הָ י ָהです。この動詞は単にそこに存在したというような意味ではなく、主の「主権性」を表わす、いわば
不可抗⼒的な性格をもった動的な意味を持つ動詞なのです。
●黙⽰録 1 章 10 節の「私は御霊の中にいた」という表現は、エマオ訳にあるように、まさに、御霊に捕えられると
いう不可抗⼒的な⼒がヨハネに臨んだことを意味しているように思います。新改訳の「感じる」といった感覚的なも
のでは決してなく、むしろ、御霊の⽀配の中に完全に捕えられた状況です。しかもそれは⼀⾒受⾝的に表現されなが
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らも、同時に、そうした状況の中に⾃ら⾝を置く意味合いも兼ねたニュアンスです。これはヨハネが預⾔者的務めを
果たしていくための重要な体験だと⾔えます。この表現は 4 章 2 節にも再び登場します。
●黙⽰録は新約聖書における唯⼀の預⾔書であり、旧約の預⾔書と黙⽰⽂学の流れが統合されていると考えるならば、
ギリシア的思惟ではなく、ヘブル的思惟で理解する必要があるように思います。
2. ラッパの響きのような⼤きな「声」
●「声」、あいるは「⾳」を意味する「フォーネーン」(φωνην)は、神の声を意味します。黙⽰録ではきわめて重要
な語彙のひとつです。新約 139 回中、黙⽰録では 55 回使われています。
3. 「主の⽇」の理解
●ヨハネが御霊の不可抗⼒的な⽀配の中に置かれたのは、
「主の⽇」の出来事であったと聖書は記しています。ここ
の「主の」の「の」は属格ではなく形容詞です。こうした例は、聖書の中では他に、Ⅰコリント 11 章 20 節の「主
の晩餐」の⼀箇所だけです。その意味は「主にささげられた、主のために聖別された」という意味です。10 節の「主
の⽇」という名称も、イエスの復活を記念して、週の最初の⽇が聖別された⽇としての「主の⽇」として⽤いられて
います。まさに、「主の⽇」という⽤語はキリスト教の特有な名称で、普通の暦でいう「⽇曜⽇」のことです。神の
さばきの⽇を意味する「主の⽇」とは異なります。

1 章 11 節
【新改訳改訂第３版】
その声はこう⾔った。
「あなたの⾒ることを巻き物にしるして、七つの教会、すなわち、エペソ、スミルナ、ペル
ガモ、テアテラ、サルデス、フィラデルフィヤ、ラオデキヤに送りなさい。
」
【新共同訳】
その声はこう⾔った。
「あなたの⾒ていることを巻物に書いて、エフェソ、スミルナ、ペルガモン、ティアティラ、
サルディス、フィラデルフィア、ラオディキアの七つの教会に送れ。
」
ベレーシート
●ヨハネの黙⽰録は、すでに 4 節でも「ヨハネからアジアの中にある七つの教会へ」とあったように、上図にある
⼩アジアにあった「七つの教会」へ送られたものでした。すでに、他の場所にも教会がありましたが、主イエスはそ
の中から七つの教会を選び出しておられます。そして 2 章から、七つのそれぞれその教会に対する使信が記されて
います。
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1. 七つの教会の選びの意味するところ
●なにゆえに七つの教会が選び出されているのか、その意味するところはなんでしょうか。本書の送り先はエペソに
始まってラオデキアまで。右回りのルートは、⼀つのサークルを描くような形になっています。この地理的な形は、
おそらく⼩アジアの⼈⼝の多い地域を結んだ道路の交通圏を構成する地域だったのではないかと考えられています。
この七つの教会は、
「教会時代」におけるそれぞれの姿を前もって啓⽰していると考え⽅(ディスペンセイション主義)
があります。つまり、使徒の時代から今⽇までの教会の歴史です。
あるいは、これらの七つの教会は、神の教会の七つの側⾯を記したものであるという考え⽅です。つまり、これらの
七つの教会はキリスト教の歴史に存在することになる教会の姿を予め啓⽰しているということです。私的にはこの考
え⽅(⽴場)に⽴っています。
2. 黙⽰録の中ではじめて登場する⼆つのアオリストの命令
●第⼀章ではじめて登場する⼆つのアオリストによる動詞(命令形)の動詞に注⽬したいと思います。ギリシア語の命
令形には、現在形とアオリストの命令形があります。命令形では、現在形、過去形は時の現在、過去を表わすのでは
なく、動作の様態を⽰します。すなわち、現在形であれば継続的な⾏動を表し、過去形であれば⼀度の単発の⾏動を
表します。
「〜し続けなさい」であれば現在形で表わされますが、
「〜しなさい」とあれば単発的⾏動の命令で過去形
(アオリスト)で表わされます。それは主からの断固たる権威的命令を意味するものです。
(1)「書きしるしなさい」(「グラプソン」)
●「書きしるせ」と訳された命令は 1 章 19 節にもあります。しかし、
2 章以降では、
「グラプソン」という動詞だけで「書き送る」という意
味になります。
(例) 2 章 1、8、12、18 節/3 章 1、7、14 節/14 章 13 節/19 章 9 節
/21 章５節など)。
(2)「送りなさい」(「ペムプソン」)
●アオリストの命令形としてはこの箇所のみ。1 章 11 節の⼆つの動詞の命令は主イエスからのものです。ヨハネが
孤島パトモスにおける孤独幽閉の状況で開⽰されたイエス・キリストの啓⽰は、前代未聞の内容でした。そこで⾒た
ことを正確に書き記すこと、そしてそれを七つの教会に送るという使命は、主からの⾄上命令です。したがって、巻
き物に書き記すこと、それを指定された教会に送るという命令は、きわめて重要な事柄だったと⾔えます。

1 章 12 節
【新改訳改訂第３版】
そこで私は、私に語りかける声を⾒ようとして振り向いた。振り向くと、七つの⾦の燭台が⾒えた。
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【新共同訳】
わたしは、語りかける声の主を⾒ようとして振り向いた。振り向くと、七つの
⾦の燭台が⾒え、
【エマオ訳】
そして私は、私に語りかけている声が何であるかを⾒るために振り向いた。振
り向くと、七つの⾦の燭台が⾒えた。
ベレーシート
●1 章 10 節で、ヨハネが礼拝していると彼の後ろからラッパのような⼤きな声を聞きました。その声は、ヨハネが
⾒ていることを巻き物に書きしるし、七つの教会に送れというものでした。その声を聞いたヨハネはその声の主体を
知ろうと振り向きます。すると彼が最初に⾒えたのは、「七つの⾦の燭台」だったのです。
1.

⾦の燭台

●「七つの⾦の燭台」とは、前節の１１節で書きしるしたものを送るようにと指定されている七つの教会のことです
が、12 節では「教会」が「⾦の燭台」として⾔い換えられています。
「⾦の燭台」とは、旧約時代の幕屋、あるいは
神殿の聖所に置かれたものです。それはやがて神から遣わされる主イエス・キリストを指し⽰しているものでした。
聖所の中は外からの光は⼊り込めませんでした。その聖所で祭司たちが仕えるためには、⾦で出来た燭台の光が必要
でした。神との親しい交わりに必要なのは、神の光がなければなりません。神の光は光源としての光ではなく、啓⽰
の光、いのちの光、愛の光を意味します。
●光の創造者は神ご⾃⾝です。この光の中にすべてのものが造られ、また⼈も造られたのです。燭台が純⾦でなけれ
ばならないのは、そこで灯される光が⾃然によるものではなく、神からのものであることを啓⽰するためでした。神
のものである燭台から神の栄光の光が輝くことを象徴しているのが、⾦の燭台なのです。神の栄光に満ちた光のこと
を、「シャハイナ・グローリー」と⾔います。キリストの教会はこの世にあって、まさにこのシャハイナ・グローリ
ーを輝かせる存在なのです。
2. いつの時代においても、決して消えることのない希望の光
●ヨハネが振り返って⾒た最初の光景は、七つの教会を輝かせる神の栄光の光でした。このことは私たちに⼤きな希
望を持たせます。なぜなら、ローマ帝国の圧倒的な権威の前に⾵前の灯のような運命にあったヨハネの時代のキリス
ト教会、キリストの⾎潮によって買い取られた神の教会を象徴する「七つの燭台」が、なんとみな⾚々と燃えていた
からです。
●地上の全教会を象徴する「七つの燭台」が、みな明るく輝いているからです。ということは、たといこの世の権⼒
が束になって戦いを挑んだとしても、教会の⽕は決して吹き消されることはないからです。そのことをヨハネの⽬に
焼き付けられたはすです。
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1 章 13 節
【新改訳改訂第３版】
それらの燭台の真ん中には、⾜までたれた⾐を着て、胸に⾦の帯を締めた、
⼈の⼦のような⽅が⾒えた。
【新共同訳】
燭台の中央には、⼈の⼦のような⽅がおり、⾜まで届く⾐を着て、胸には⾦の
帯を締めておられた。
1.

冠詞なき「⼈の⼦」が意味すること

●1 章 13 節の「⼈の⼦のような」という表現には、
「⼈」にも「⼦」にも冠詞がついていません。このような例とし
ては、ダニエル書 7 章 13 節です。そこでは、同じく冠詞なき「⼈の⼦のような⽅」という表現が⾒られます。その
ことは何を意味しているのでしょうか。
【新改訳改訂第３版】ダニエル書 7 章 13〜14 節
13 私がまた、夜の幻を⾒ていると、⾒よ、⼈の⼦のような⽅が天の雲に乗って来られ、年を経た⽅のもとに進み、
その前に導かれた。
14 この⽅に、主権と光栄と国が与えられ、諸⺠、諸国、諸国語の者たちがことごとく、彼に仕えることになった。
その主権は永遠の主権で、過ぎ去ることがなく、その国は滅びることがない。
【新改訳改訂第３版】ヨハネの福⾳書 5 章 27 節
また、⽗はさばきを⾏う権を⼦に与えられました。⼦は⼈の⼦だからです。

●ダニエル書の「⼈の⼦のような⽅」は、「年を経た⽅」から「主権と光栄と御
国が与えられた⽅」として描かれています。新約聖書では、ヨハネの福⾳書 5 章
27 節に、やはり冠詞なき「⼈の⼦」の例があります。ダニエル 7 章 13 節にし
ても、ヨハネ 5 章 27 節にしても、共通していることは、さばきを⾏う権威を御
⽗から(ダニエルでは「年を経た⽅」)受けた存在であるということです。
●イエスは地上において⾃分⾃⾝のことをしばしば「⼈の⼦」と⾔われましたが、
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その場合はみな冠詞がついています。なぜなら、そのときにはまだイエスは栄光を受けておられなかったからです。
つまり、冠詞なき「⼈の⼦のような⽅」とは、超⼈間的存在としての栄光を受けられたキリストを意味しているだけ
でなく、御⽗からさばきの権威をも与えられている⽅と⾔えます。そのような⽅が、七つの教会を意味する「七つの
燭台の真中に」おられたのをヨハネは⾒たのでした。つまり、復活された栄光のキリストが諸教会の真中」
「ただ中
に」(中⼼に)臨在しておられるということです。
●黙⽰録が書かれた時代、教会はすでにローマ皇帝による迫害の嵐の中に置かれていました。しかし、そうした迫害
の最中にあっても、主は諸教会の群れの中⼼におられるのをヨハネは⾒たのでした。それは、イエスが「わたしは世
の光です。わたしに従う者は、決してやみの中を歩むことがなく、いのちの光を持つのです。
」と⾔われたように、
教会がこの世にあって、燭台としての光を輝かす任務を果たすことが出来るようにしてくださっていることを意味し
ます。
2. ⾜まで垂れた上着を着て
●すべての⽀配権を与えられた栄光に満ちた「⼈の⼦のような⽅」は、
「⾜まで垂れた上着を着て」おられます。
「⾜
もとまで覆う⻑い上着」をギリシア語で「ポデーレース」(ποδηρης)と⾔いますが、それは⼤祭司が着る服(装束)
を暗⽰しています。つまり、新約における⼤祭司としての権能を象徴するものだと⾔えます。
「ポデーレース」は新
約聖書でここにのみ使われている語彙(形容詞)です。
3. 胸には⾦の帯を締めて
●さらに、この「⼈の⼦のような⽅」の胸には「⾦の帯」が締められています。旧約の⼤祭司の帯は⻘や紫や緋⾊な
どの撚り⽷で刺繍された飾り帯であったのに対して、ここでは「⾦の帯」です。⾦は王を象徴する⾊です。したがっ
て、
「⾜もとまで垂れた⻑い⾐」と「胸に締めた⾦の帯」とは、⼤祭司なるキリスト、王であるキリストを象徴して
います。13 節での「⼈の⼦のような⽅」のヴィジョンは、栄光のキリストにふさわしい「祭司性」と「王性」とを
合わせ持った存在の姿です。

1 章 14 節
【新改訳改訂第３版】
その頭と髪の⽑は、⽩い⽺⽑のように、また雪のように⽩く、その⽬は、燃える炎のようであった。
【新共同訳】
その頭、その髪の⽑は、⽩い⽺⽑に似て、雪のように⽩く、⽬はまるで燃え盛る炎、
1. 頭とその髪の⽑の⽩さが意味するもの
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●栄光のキリストのヴィジョン、その⽅の頭とその髪の⽑は、雪のように⽩く、⽺⽑にも似た純⽩さは、神の神聖さ、
聖性、あるいは永遠性を表わす象徴です。
ダニエル書 7 章 9 節には、
「年を経た⽅が御座に着かれた、その⾐は雪のように⽩く、頭の⽑は混じり⽑のない⽺の
ようであった。」とあります。神の御座は常に光に包まれており、その光の中⼼は常に⽩⾊です。御座が⽩いように、
栄光のキリストの頭も髪の⽑も⽩いのは、とりわけ神の聖性を表わすものであり、決して⽼衰のせいではありません。
2. 燃える炎のような⽬が意味するもの
●栄光のキリストの⽬は、宇宙のすべてのものを⾒通す⽬を持っておられます。何ものも隠し得ることはできません。
しかし、ここでいう「燃える炎のような⽬」とは、
「⼈の⼦のような⽅」が諸教会の真中におられることを忘れては
なりません。その燃える炎のような⽬は、教会に対する、激しい、燃えるような愛、妬むような激しい愛を象徴して
います。キリストにとって、教会はご⾃⾝の花嫁なのです。

1 章 15 節
【新改訳改訂第３版】
その⾜は、炉で精錬されて光り輝くしんちゅうのようであり、その声は⼤⽔の⾳のようであった。
【新共同訳】
⾜は炉で精錬されたしんちゅうのように輝き、声は⼤⽔のとどろきのようであった。
●ヨハネは七つの燭台の真中に⽴つ⽅の頭から⾜に⽬を落とします。そしてそこに光り輝くしんちゅう(真鍮)のよう
な⾜を彼は⾒たのです。
1. 光輝く真鍮のような⾜
●「光輝くしんちゅう(真鍮)」と訳される「カルコリバノン」(χαλκολίβανον)は、黙⽰録 1 章 15 節と 2 章 18
節にのみ使われている語彙です。真鍮（しんちゅう）とは、⾦のような美しい輝きを持つ⾦属です。銅と亜鉛の合⾦
「⻩銅」の別名で、英語では brass（ブラス）。⾦管楽器のことを「ブラス」って⾔うのは真鍮に由来しています。
真鍮も⻩銅も、呼び⽅が違うだけで基本的には同じものです.黙⽰録 1 章 15 節では、
「炉で精錬された」という部分
が現在完了形受動態です。それは今、精錬されたばかりということを意味します。事実、主イエスは栄光を受けられ
る前に⼗字架の苦しみという経験をされたばかりの状態であられたということを表わしています。
●旧約のダニエル書 10 章 5〜6 節にも似たような表現があります。
5 私が⽬を上げて、⾒ると、そこに、ひとりの⼈がいて、亜⿇布の⾐を着、腰にはウファズの⾦の帯を締めていた。
6 そのからだは緑柱⽯のようであり、その顔はいなずまのようであり、その⽬は燃えるたいまつのようであった。
また、その腕と⾜は、みがき上げた⻘銅のようで、そのことばの声は群集の声のようであった。
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●バビロンの王ネブカデネザルの⾒た夢の巨⼈の⾜は鉄と粘⼟で出来ていました。その⾜は⼀つの⽯(メシアの象徴)
によって⼀瞬にしてもろくも崩れ去りました。それに対して、ヨハネが⾒た⽅の⾜は精錬された輝く真鍮のようであ
り、確固とした堅いものであったことを暗⽰しています。
●光輝く真鍮は聖書ではしばしば神のさばきと関連しています。炉で精錬された真鍮のような美しさ、まばゆいまで
の輝きをもった主の御⾜は、全能の⼒、あるいは、すべての敵を⾜の下に踏み砕く権威を表わしています。
2. ⼤⽔のようなとどろき
●「その声は⼤⽔の⾳のようであった」(黙⽰録 1:15)
「⼤⽔のとどろき」とは、主の御声は全地に響き渡っていることを意味します。「⼤⽔の⾳(とどろき)」という表現
は、黙⽰録 14 章 2 節、19 章 6 節にも出てきます。旧約では、ダニエル書 10 章 6 節、エゼキエル書 1 章 24 節、
43 章 2 節にも使われています。以下、すべて新改訳改訂３版より引⽤。
①

黙⽰録 14 章 2 節

私は天からの声を聞いた。⼤⽔の⾳のようで、また、激しい雷鳴のようであった。また、私の聞いたその声は、
⽴琴をひく⼈々が⽴琴をかき鳴らしている⾳のようでもあった。
②

黙⽰録 19 章 6 節

また、私は⼤群衆の声、⼤⽔の⾳、激しい雷鳴のようなものが、こう⾔うのを聞いた。
・・・
③ ダニエル書 10 章 6 節
・・・そのことばの声は群集の声のようであった。
④

エゼキエル書 1 章 24 節

彼らが進むとき、私は彼らの翼の⾳を聞いた。それは⼤⽔のとどろきのようであり、全能者の声のようであった。
それは陣営の騒⾳のような⼤きな⾳で、彼らが⽴ち⽌まるときには、その翼を垂れた。
⑤ エゼキエル書 43 章 2 節
すると、イスラエルの神の栄光が東のほうから現れた。その⾳は⼤⽔のとどろきのようであって、地はその栄光で
輝いた。

●ヨハネが⾒た御座での光景では、主の声は神をたたえる天上のコーラスでしたが、それが地上に現われるときには、
主の声は雷鳴としてなり響き、恐るべき威⼒をもたらし、名⾼いレバノン杉の誇りさえも打ち砕いてしまうほどだと
しています。特に、詩篇 29 篇には「主の声」が 7 回も使われています。それらはすべて⾃然における脅威をもたら
しています。旧約では、栄光の神はしばしば神の敵に対して雷鳴をとどろかせて敵の軍勢を打ち負かしています(Ⅰ
サムエル 7 章 10 節参照)。

1 章 16 節
【新改訳改訂第３版】
また、右⼿に七つの星を持ち、⼝からは鋭い両刃の剣が出ており、顔は強く照り輝く太陽のようであった。
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【新共同訳】
右の⼿に七つの星を持ち、⼝からは鋭い両刃の剣が出て、顔は強く照り輝く太陽のようであった。
【エマオ訳】
また、その御⽅は、右⼿に七つの星を持っておられ、御⼝からは鋭い両刃の剣が出ており、御顔は、その御⽅の御⼒
によって太陽のように光り輝いていた。
1. 右⼿には七つの星を持っている
●「七つの星」とは、20 節にその意味が解説されますが、それは、七つの御使いたちのことです。つまり教会を守
る御使いです。それぞれの教会には個々の御使いがいるのです。しかも、その御使いを⼈の⼦は「右の⼿にもってい
る」と表現されています。「右」とは、最も信頼すべき存在を意味し、「⼿」は権能を意味します。「⼈の⼦」である
栄光の主はその右の⼿にご⾃⾝のみこころを遂⾏するために、御使いたちを従えておられるのです。
2. ⼝からは鋭い両刃の剣が出ている
「元々、トラキア
●「剣」と訳された「ロムファイア」(ρομϕαία)は、織⽥昭⽒の「ギリシア語⼩辞書」によれば、
⼈が使った幅広く⻑い⼤剣」と説明されています。有名なスパルタカスの戦いではこうような武器が⽤いられたよう
です。以下の写真はウキペディアから転⽤。

●聖書では神のことばを「剣」としてたとえています。イザヤ書の「しもべ(メシア)の歌」の⼀つ、49 章 2 節で「主
は私の⼝を鋭い剣のようにし、
・・」とあります。ヘブル書 4 章 12 節には「神のことばは⽣きていて、⼒があり、
両刃の剣よりも鋭く、たましいと霊、関節と⾻髄の分かれ⽬さえも刺し通し、⼼のいろいろな考えやはかりごとを判
別することができます。」と。黙⽰録 19 章 15 節では「この⽅の⼝からは諸国の⺠を打つために、鋭い剣が出ていた。」
とあります。エペソ書 6 章 17 節では、
「御霊の与える剣」と「神のことば」が同義として⽤いられています。
3. 太陽のように輝く顔つき
●主イエスは在世中に、弟⼦のペテロ、ヨハネ、ヤコブを連れて⾼い⼭に登られました。そして彼らの前で、御姿が
変わり、御顔は太陽のように輝き、御⾐は光のように⽩くなったとあります(マタイ 17:1〜2)。⼭上の変貌と⾔われ
ている場⾯です。しかしその時の姿こそ、イエスの本来の御姿です。そうした神の栄光の御姿を捨てて、しもべのか
たちとしてこの世に来られたのが主イエスでした。
使徒パウロが主に召されるとき、「太陽よりも強い輝く光」に照らされて、その光の輝きの中から主の声を聞いてい
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ます。この光こそ「シャハイナ・グローリー」です。使徒ヨハネもパトモス島で再度、⼒をもった輝き、神の栄光の
輝きとしての御顔を⾒たのでした。
4. 「栄光の主イエスの顕現」のまとめ
ヨハネが⾒た栄光の主イエスの顕現は、12 節〜16 節にまとめられています。
「⼈の⼦のような⽅」、そしてその⽅の
様相は、すべて「〜のように」と叙述されていき、それらを括る主要動詞は、12 節にある「⾒た」(エイドン、είδον)
にすべてが掛かっています。ヨハネは七つの教会(燭台)の真中におられる栄光の主イエスを「⼈の⼦のような⽅」と
して⾒たのです。

1 章 17 節
【新改訳改訂第３版】
それで私は、この⽅を⾒たとき、その⾜もとに倒れて死者のようになった。しかし彼は右⼿を私の上に置いてこう⾔
われた。「恐れるな。わたしは、最初であり、最後であり、
【新共同訳】
わたしは、その⽅を⾒ると、その⾜もとに倒れて、死んだようになった。すると、その⽅は右⼿をわたしの上に置い
て⾔われた。「恐れるな。わたしは最初の者にして最後の者、
【⼝語訳】
黙 1:17 わたしは彼を⾒たとき、その⾜もとに倒れて死⼈のようになった。すると、彼は右⼿をわたしの上におい
て⾔った、「恐れるな。わたしは初めであり、終りであり、
1. 「死⼈のようになった」ヨハネ
●栄光の主イエスの幻(⼈の⼦のような⽅)を⾒たヨハネは、倒れて「死⼈のようになった」とあります。
「腰を抜か
す」という⾔葉がありますが、腰を抜かすほどの出来事に遭遇することは滅多にありません。ヨハネが死⼈のように
なったという表現は「腰を抜かす」以上のことであったろうと推察します。旧約の預⾔者ダニエルも実は似たような
経験をしています。
【新改訳改訂第３版】ダニエル書

10 章 8〜9 節

8 私は、ひとり残って、この⼤きな幻を⾒たが、私は、うちから⼒が抜け、顔の輝きもうせ、⼒を失った。
9 私はそのことばの声を聞いた。そのことばの声を聞いたとき、私は意識を失って、うつぶせに地に倒れた。
●ダニエルの場合、「うちから⼒が抜け、輝きを失い、意識を失って、地に倒れた」のですから、ヨハネの「死⼈の
ようになった」と同様、尋常ではない経験と⾔えます。
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2. 主の御⼿が
●ダニエルとヨハネの⼆⼈はとても酷似しています。以下の記述を⾒⽐べてみましょう。いずれも主の御⼿が差しの
ばされています。
ダニエル書 10 章 10 節
ちょうどそのとき、⼀つの⼿が私に触れ、私のひざと⼿をゆさぶった。
黙⽰録 1 章 17 節
それで私は、この⽅を⾒たとき、その⾜もとに倒れて死者のようになった。しかし彼は右⼿を私の上に置いて
●ダニエルに対しても、ヨハネに対しても、同じく主の御⼿が差しのばされています。体に⼿を触れることは⼤きな
意味があります。それは主の優しさのあふれです。⼈間同⼠でも⼿が触れられるだけで、相⼿の愛が伝われるもので
す。触れられるという⾏為は、次の⾔葉とともにそれを聞く者に⼤きな励ましと⼒を与えるのです。
3. 主の励ましのことばが
●主の御⼿に触れられた後に語られた主のことばに注⽬しましょう。
【ダニエルの場合】
10:11 それから彼は私に⾔った。
「神に愛されている⼈ダニエルよ。私が今から語ることばをよくわきまえよ。
そこに⽴ち上がれ。私は今、あなたに遣わされたのだ。
」彼が、このことばを私に語ったとき、私は震えながら
⽴ち上がった。

10:12 彼は私に⾔った。
「恐れるな。ダニエル。・・・」

【ヨハネの場合】
こう⾔われた。「恐れるな。わたしは、最初であり、最後であり・・・
●ダニエルとヨハネに語られた主の⾔葉で共通しているのは、「恐れるな」ということばです。主の使命の委託を与
えようとする彼らに、主は「恐れるな」と語っています。主の偉⼤な働きをした⼈々が⼀様に⽿にしたことばは、
「恐
れるな」(Don't be afraid)です。旧約はアブラハムから始まって、ヤコブ(イスラエル)、ヨシュアなど、新約では主
の弟⼦たち、そしてパウロ、ヨハネなどです。主の働きの委託を受ける者たちは、みな、主からの「恐れるな」とい
う御声を聞いているのです。ちなみに、
「恐れるな」(メー・フォブー,

μη

ϕοβου)は、黙⽰録の 2 章 10 節では、

スミルナの教会に対する励ましとして、
「あなたが受けようとしている苦しみを(何も)恐れてはいけない(メーデン・
フォブー,

μηδέν

ϕοβου)。」と語られています。主の御⼿に触れられ、あいは御⼿を置かれ、さらに主の励まし

の御声を聞いて、はじめてその働きを担っているという事実を受け⽌める必要があります。
4. 「わたしは、最初であり、最後です。
」
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●1 章 8 節にもすでに「わたしはアルファであり、オルガである」という主の⾃⼰宣⾔がなされていました。
「アル
ファ」と「オメガ」は、
「最初」と「最後」です。こうした表現は、
「メリズモ法」というヘブル語特有の修辞法です。
「天と地」という⼆つの相反する⾔葉をつなぎ合わせることで、空間的総称を表わす表現法です。
「天にあるものと
地にあるもののすべて」という意味です。詩篇 1 篇 2 節にある「昼も夜も」は、時間的、あるいは状況的総称を意
味します。他にも「ダンからベエルシェバまで」といえば「北から南まで」
、あるいは、
「⽇の上るところから沈む所
まで」といえば地理的総体を意味します。
「善と悪」といえば「善からはじまり悪に⾄る」知識の総体を意味します。
⼆つの中間的位置は問題とされません。このように全く逆のことばを使って全体を表す修辞法、それが「メリズモ」
です。それゆえ、ヨハネの黙⽰録 1 章 17 節の「わたしは、最初であり、最後です」というメリズモは、神の永遠の
主権的統治の総称と⾔えます。その統治の中に、創造、罪、救い、賦与、喪失、回復などを含むすべてのドラマがあ
るのです。

1 章 18 節
【新改訳改訂第３版】
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。
【新共同訳】
また⽣きている者である。⼀度は死んだが、⾒よ、世々限りなく⽣きて、死と陰府の鍵を持っている。
【エマオ訳】
また⽣きている者です。わたしは死んだことがありますが、⾒なさい、永遠に⽣きています。また、わたしは死とハ
デスとの鍵を持っています。
1. ⾃ら⾃発的に死んだ者であるが、⾒よ、永遠に⽣きている
●ヨハネが「⼈の⼦のような⽅」を⾒たときに、死⼈のようになりましたが、主イエスは⾃ら⾃発的に死んだ⽅です。
そのことを⽰す動詞が「エゲノメーン」(έγενόμην)です。これは「ギノマイ」(γίνομαι)のアオリストで、中態、
1 ⼈称、単数です。⽂法的には中態ですが、
「ギノマイ」はデポ動詞と⾔って、意味としては能動態になります。つ
まり、ここでは、栄光の主イエスが⾃ら死んだことを意味しています。新共同訳は「⼀度は死んだが」と訳し、エマ
オ訳は「わたしは死んだことがあります」と訳して、そのニュアンスを出そうとしています。
●共観福⾳書(マタイ、マルコ、ルカ)に⽐べると、ヨハネの福⾳書ではイエスの死が受動態ではなく、能動態で記さ
れています。つまり、 共観福⾳書のイエスの⼗字架の死は受動態で表現され、ヨハネの福⾳書のイエスの⼗字架の
死は能動態で表現されているということです。黙⽰録の 1 章 18 節も同じくヨハネなので、イエスの死は能動態の意
味として、⾃ら進んで死んだのです。ヘブル書 2 章 14〜15 節には次のように記されています。

25

ヨハネの黙示録を味わう

【新改訳改訂第３版】ヘブル書 2 章 14 節
そこで、⼦たちはみな⾎と⾁とを持っているので、主もまた同じように、これらのものをお持ちになりました。
これは、その死によって、悪魔という、死の⼒を持つ者を滅ぼし、15 ⼀⽣涯死の恐怖につながれて奴隷となって
いた⼈々を解放してくださるためでした。
●主イエスの死の⽬的は「その死によって、悪魔という、死の⼒を持つ者を滅ぼし、⼀⽣涯死の恐怖につながれて奴
隷となっていた⼈々を解放してくださるため」です。⼀度限りの死です。その後に(三⽇⽬に)、主イエスは死を打ち
破ってよみがえり(復活し)、永遠に⽣きる者となったのです。
2. 「死とハデス」の数々の鍵を持つ者
●⼀度、死んで復活された⽅は、さらに「死とハデス」の鍵(複数)を持つ者であると⾃⼰啓⽰しています。17 節で
は、地位において「わたしは最初であり、最後です。
」と宣⾔し、18 節ではいのちにおいて、永遠のいのちある存在
者であることを宣⾔しています。そしてもう⼀つの⾯は、権威において、
「死とハデス」の鍵を持っている事を宣⾔
しています。その鍵を持っている者には権威があります。
主イエスが死からよみがえられたことで、サタンの⼿にあった「死とハデス」の鍵は、主の御⼿の中に渡されたので
す。このことのゆえに、やがてキリストが空中再臨される時も、また地上再臨される時にも、主はご⾃⾝に属する者
たちを死から解き放つことができるのです。
「ハデス」は
●ちなみに、
「ハデース」(άδης)はヘブル語の「よみ」を意味する「シェオール」()ׁשְ אֹולの訳語です。
サタンの本拠地であり、その鍵を持つことは、サタンの権勢を閉じ込める権威を持っていることを意味しています。

1 章 19 節
【新改訳改訂第３版】
そこで、あなたの⾒た事、今ある事、この後に起こる事を書きしるせ。
【新共同訳】
さあ、⾒たことを、今あることを、今後起ころうとしていることを書き留めよ。
【エマオ訳】
ですから、あなたが⾒たことなどを、そして今あることなどを、そしてこれらの事の後に起ころうとしていることな
どを書き記しなさい。
ベレーシート
●1 章 19 節では、
「死とハデス」の鍵を持つ主が、ヨハネに対して、⾒たこと(過去)、そして今あること(現在)、さ
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らにこれから起ころうとしていること(将来)を書き記すように命じています。
「書き記しなさい」の命令形はアオリスト時制です。これは、ヨハネ⾃⾝が主から委託された重い事柄として受け留
め、どんなことをしても書き記すことを促しています。
●19 節は、本書(ヨハネの黙⽰録)のアウトラインです。
1. あなたが⾒たこと(過去)
●ここで、ヨハネが「⾒たこと」(複数)とは、1 章 10 節〜18 節に記されている栄光の主イエスの幻のことです。
2. 今あること(現在)
●これは 2 章と 3 章に記される七つの教会の現状、つまり、教会時代のことです。
3. この後に起こること(将来)
●「この後に起こること」とは、教会時代が終わった後に起こることです。それは 4 章〜22 章に記されているこ
とです。特に、
「起こること」(不定詞)と連動して、
「必ずそうなる、きっと起こる、確実に起こる」ことを意味する
「メッロー」(μέλλω)という⾔葉があります。この「メッロー」(μέλλω)は⽂法的には現在時称であっても意味は
未来的に訳されます。神のみこころによって、そうなるように定められていること。だれもそれを⽌めることも、ま
た変更することもできないニュアンスを意味します。
●将来、確実に起ることを知ることは、現在をどう⽣きるかということと密接な関係にあります。私たちの信仰が、
決勝点の分からないような⾛り⽅をしないためにも、また空を打つような拳闘をしないためにも、黙⽰録に啓⽰され
ている確実に将来起こることを知る必要があるのです。その視点から、確かな希望を持ち、さまざまな教えを吟味す
る必要があるのです。まさに、本書の⽬的はそこにあります。

1 章 20 節
【新改訳改訂第３版】
わたしの右の⼿の中に⾒えた七つの星と、七つの⾦の燭台について、その秘められた意味を⾔えば、七つの星は七つ
の教会の御使いたち、七つの燭台は七つの教会である。
【新共同訳】
あなたは、わたしの右の⼿に七つの星と、七つの⾦の燭台とを⾒たが、それらの秘められた意味はこうだ。七つの星
は七つの教会の天使たち、七つの燭台は七つの教会である。
【エマオ訳】
あなたがわたしの右の⼿の上に⾒る七つの星と、七つの⾦の燭台との奥義、すなわち七つの星は七つの教会の御使い
たちであり、七つの燭台は七つの教会です。
ベレーシート
●1 章の最後の注⽬すべきことは、ヨハネが⾒た⼈の⼦の幻の中の⼆つのことについて、主ご⾃⾝が説明しているこ
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とです。ひとつは、主の右の⼿の中にある「七つの星」とは「七つの教会の御使いたちのこと」であり、もうひとつ
は「七つの燭台」は「七つの教会」のことであるということです。
1. 「御使い」とは、教会の牧者、教役者のこと
●ウィリアム・ヘンドリクセンは黙⽰録の講解の中で、
「御使いは牧者、教役者に解さなくてはならない。
」と述べて
います。尾⼭訳も「御使いたち」のことを「責任者たち」と訳しています。主は彼らを教会の中に⽴て、彼らを⼒あ
る右の⼿でとらえておられます。主は彼らの上に絶対的な権威を⾏使されます。彼らが主に従い、忠実であるとき、
主は彼らを守られるゆえに、彼らは安全なのです。
●主の使者は「星」という象徴で表わされていると理解します。それらの星々は主の御⼿の中にあって輝く存在です。
2. 「七つの燭台」とは、
「七つの教会」であること
●「エクレーシア」、つまり「教会」は燭台。すなわち、光を輝かせる存在です。マタイの福⾳書 5 章 14 節にはこ
うあります。
新改訳改訂第３版

マタイの福⾳書 5 章 14 節

14 あなたがたは、世界の光です。⼭の上にある町は隠れる事ができません。
15 また、あかりをつけて、それを枡の下に置く者はありません。燭台の上に置きます。そうすれば、家にいる
⼈々全部を照らします。
16 このように、あなたがたの光を⼈々の前で輝かせ、⼈々があなたがたの良い⾏いを⾒て、天におられるあなた
がたの⽗をあがめるようにしなさい。
【付記】・・・・・・・
「黙⽰録」における「七」という数字が意味するもの
●ヨハネの黙⽰録において、最も多く繰り返されるのが、七の数です。ギリシア語では「ヘプタ」(ἑπτὰ)です。
「七つの教会」(1:4、1:11)
「七つの霊」(1:4、4:5、5:6)
「七つの燭台」(1:12、1:20、2:1)
「七つの封印で封じられた巻物」(5:1)
「七つの⾓と七つ⽬をもつ⼩⽺」(5:6)
「七⼈の御使いがもつ七つのラッパ」(8:2)
「七つの雷」(10:3)
「七⼈の御使いが携えている最後の七つの災害」(15:1、15:7、16:1)
「神のはげしい怒りの七つの鉢をもつ七⼈の御使い」(16:1)
●「七」―「ヘプタ」(ἑπτὰ)は、神の⽀配の完全さと、全体の包括とを指し⽰す数なのです。
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