
黙示録



黙示録クラス④
1)ローマ帝国の崩壊（１７～１８）
2)天国でのお祝い（１９）
3)サタンの敗北（２０）
4)新しい天と新しい地（２１）
5)キリストが来る（２２）



1)ローマ帝国の滅亡



黙示録１８：１-２

1 その後、わたしは、大きな権威を持って
いる別の天使が、天から降って来るのを見
た。地上はその栄光によって輝いた。2 天
使は力強い声で叫んだ。「倒れた。大バビ
ロンが倒れた。そして、そこは悪霊どもの
住みか、あらゆる汚れた霊の巣窟、あらゆ
る汚れた鳥の巣窟、あらゆる汚れた忌まわ
しい獣の巣窟となった。



ローマ帝国滅亡の理由
エドワード・キボンズ

•１） 離婚率の上昇。社会の基盤となる家族の崩壊
•２）税金の上昇、無駄使い
•３）快楽や残酷なスポーツなどの道徳堕落
•４）外敵と戦うために味方の軍隊にお金を使い過ぎ
•５）宗教の腐敗、形だけとなる



黙示録１７：１-２
1 さて、七つの鉢を持つ七人の天使の
一人が来て、わたしに語りかけた。「
ここへ来なさい。多くの水の上に座っ
ている大淫婦に対する裁きを見せよう
。2 地上の王たちは、この女とみだら
なことをし、地上に住む人々は、この
女のみだらな行いのぶどう酒に酔って
しまった。」



黙示録１７：３-４
3 そして、この天使は“霊”に満たされた
わたしを荒れ野に連れて行った。わたし
は、赤い獣にまたがっている一人の女を
見た。この獣は、全身至るところ神を冒
涜する数々の名で覆われており、七つの
頭と十本の角があった。 4 女は紫と赤
の衣を着て、金と宝石と真珠で身を飾り、
忌まわしいものや、自分のみだらな行い
の汚れで満ちた金の杯を手に持っていた。



黙示録１８：３

3 すべての国の民は、怒りを招く彼女のみ
だらな行いのぶどう酒を飲み、地上の王た
ちは、彼女とみだらなことをし、地上の商
人たちは、彼女の豪勢なぜいたくによって
富を築いたからである。」



黙示録１８：１１-１３
ローマで売買されていた商品

11 地上の商人たちは、彼女のために泣き悲
しむ。もはやだれも彼らの商品を買う者がな
いからである。12 その商品とは、金、銀、
宝石、真珠、麻の布、紫の布、絹地、赤い布
、あらゆる香ばしい木と象牙細工、そして、
高価な木材や、青銅、鉄、大理石などででき
たあらゆる器、13 肉桂、香料、香、香油、
乳香、ぶどう酒、オリーブ油、麦粉、小麦、
家畜、羊、馬、馬車、奴隷、人間である。



ローマ帝国の滅亡

・大淫婦・バビロン＝ローマ帝国
・紫と赤の衣、金と宝石と真珠
世の中の誘惑

・淫らな行い、姦淫ー世との結婚



迫害したローマの皇帝



17:８-９ 皇帝の歴史と予言

9 ここに、知恵のある考えが必要である。七つの頭とは、この女が座っている七つの丘のことである。そして、ここに七人の王がいる。
10 五人は既に倒れたが、一人は今王の位についている。他の一人は、まだ現れていないが、この王が現れても、位にとどまるのはごく短い期間だけである。
11 以前いて、今はいない獣は、第八の者で、またそれは先の七人の中の一人なのだが、やがて滅びる。

8あなたが見た獣は以前はいたが、今はいな
い。やがて底なしの淵から上って来るが、つ
いには滅びてしまう。地上に住む者で、天地
創造の時から命の書にその名が記されていな
い者たちは、以前いて今はいないこの獣が、
やがて来るのを見て驚くであろう。 9ここ
に、知恵のある考えが必要である。七つの頭
とは、この女が座っている七つの丘のことで
ある。そして、ここに七人の王がいる。



17:１０-１1 皇帝の歴史と予言

9 ここに、知恵のある考えが必要である。七つの頭とは、この女が座っている七つの丘のことである。そして、ここに七人の王がいる。
10 五人は既に倒れたが、一人は今王の位についている。他の一人は、まだ現れていないが、この王が現れても、位にとどまるのはごく短い期間だけである。
11 以前いて、今はいない獣は、第八の者で、またそれは先の七人の中の一人なのだが、やがて滅びる。

10 五人は既に倒れたが、一人は今王の
位についている。他の一人は、まだ現
れていないが、この王が現れても、位
にとどまるのはごく短い期間だけであ
る。11 以前いて、今はいない獣は、第
八の者で、またそれは先の七人の中の
一人なのだが、やがて滅びる。



ローマの皇帝
•１）アウグストゥス ２７BC～１４AD

•２）ティベリウス １４-３７

•３）カリグラ ３７-４１

•４）クラウディス ４１-５４

•５）ネロ ５４-６９ 野獣

•６）ウェスパシアヌス ６９-７９

•７）ティトゥス ７９-８１AD 短い期間

•８）ドミティアヌス ８１-９６ 野獣の復活



２）天国でのお祝い



１９：１-３
ハレルヤ

1 その後、わたしは、大群衆の大声のよう
なものが、天でこう言うのを聞いた。「ハ
レルヤ。救いと栄光と力とは、わたしたち
の神のもの。2 その裁きは真実で正しいか
らである。みだらな行いで地上を堕落させ
たあの大淫婦を裁き、御自分の僕たちの流
した血の復讐を、彼女になさったからであ
る。」3 また、こうも言った。「ハレルヤ
。大淫婦が焼かれる煙は、世々限りなく立
ち上る。」



１９：５-６

5 また、玉座から声がして、こう言った。
「すべて神の僕たちよ、神を畏れる者たち
よ、小さな者も大きな者も、わたしたちの
神をたたえよ。」6 わたしはまた、大群衆
の声のようなもの、多くの水のとどろきや
、激しい雷のようなものが、こう言うのを
聞いた。「ハレルヤ、全能者であり、わた
したちの神である主が王となられた。



教会はキリスト
の花嫁



１９：７-８
神様との婚礼

7 わたしたちは喜び、大いに喜び
、神の栄光をたたえよう。小羊の婚
礼の日が来て、花嫁は用意を整えた
。8 花嫁は、輝く清い麻の衣を着
せられた。この麻の衣とは、聖なる
者たちの正しい行いである。」



白い馬で登場したキリスト



１９：１１-１３

11 そして、わたしは天が開かれているのを見た
。すると、見よ、白い馬が現れた。それに乗って
いる方は、「誠実」および「真実」と呼ばれて、
正義をもって裁き、また戦われる。12 その目は
燃え盛る炎のようで、頭には多くの王冠があった
。この方には、自分のほかはだれも知らない名が
記されていた。13 また、血に染まった衣を身に
まとっており、その名は「神の言葉」と呼ばれた
。



イエス・キリストの登場

•白い馬に乗って登場するキリスト
•「誠実」「真実」、「神の言葉」
（ヨハネ１）

•口から鋭い剣（ヘブライ４章、
黙示録１：１６）

•獣を殺すのはイエス・キリストである



3)サタンの敗北



黙示録２０：６-８
最後の裁き

6 第一の復活にあずかる者は、幸いな者、聖
なる者である。この者たちに対して、第二の
死は何の力もない。彼らは神とキリストの祭
司となって、千年の間キリストと共に統治す
る。7 この千年が終わると、サタンはその牢
から解放され、8 地上の四方にいる諸国の民、
ゴグとマゴグを惑わそうとして出て行き、彼
らを集めて戦わせようとする。その数は海の
砂のように多い。



黙示録２０：９-１０

9 彼らは地上の広い場所に攻め上って行って、
聖なる者たちの陣営と、愛された都とを囲ん
だ。すると、天から火が下って来て、彼らを
焼き尽くした。10 そして彼らを惑わした悪
魔は、火と硫黄の池に投げ込まれた。そこに
はあの獣と偽預言者がいる。そして、この者
どもは昼も夜も世々限りなく責めさいなまれ
る。



4)新しい天と新しい地



黙示録２１：１-2

1 わたしはまた、新しい天と新しい地
を見た。最初の天と最初の地は去って
行き、もはや海もなくなった。2 更に
わたしは、聖なる都、新しいエルサレ
ムが、夫のために着飾った花嫁のよう
に用意を整えて、神のもとを離れ、天
から下って来るのを見た。



黙示録２１：3-4
3 そのとき、わたしは玉座から語りか
ける大きな声を聞いた。「見よ、神の
幕屋が人の間にあって、神が人と共に
住み、人は神の民となる。神は自ら人
と共にいて、その神となり、 4 彼らの
目の涙をことごとくぬぐい取ってくだ
さる。もはや死はなく、もはや悲しみ
も嘆きも労苦もない。最初のものは過
ぎ去ったからである。」



天国について

•夫のために着飾った花嫁
•目の涙をことごとくぬぐい取ってく
ださる

•もはや死はなく、もはや悲しみも嘆
きも労苦もない



黙示録２１：７

7 勝利を得る者は、これらのものを
受け継ぐ。わたしはその者の神にな
り、その者はわたしの子となる。



５）キリストが来る



黙示録２２：７、１２、２０
すぐに来る

7 見よ、わたしはすぐに来る。
この書物の預言の言葉を守る者は、幸いである。

12 見よ、わたしはすぐに来る。
わたしは、報いを携えて来て、それぞれの行い
に応じて報いる。

20 「然り、わたしはすぐに来る。」
アーメン、主イエスよ、来てください。



黙示録２２：１６-１７
命の水に飢え渇く

16 わたし、イエスは使いを遣わし、諸教
会のために以上のことをあなたがたに証し
した。わたしは、ダビデのひこばえ、その
一族、輝く明けの明星である。」17 “霊”
と花嫁とが言う。「来てください。」これ
を聞く者も言うがよい、「来てください」
と。渇いている者は来るがよい。命の水が
欲しい者は、価なしに飲むがよい。



黙示録２２：１８-１９
最後の注意: 御言葉に忠実

18 この書物の預言の言葉を聞くすべての者
に、わたしは証しする。これに付け加える者
があれば、神はこの書物に書いてある災いを
その者に加えられる。
19 また、この預言の書の言葉から何か取り
去る者があれば、神は、この書物に書いてあ
る命の木と聖なる都から、その者が受ける分
を取り除かれる。



イエス・キリストが偉大な救い主
神様が既に悪魔に勝っている
世のものは過ぎ去る

私たちの証しの言葉が勝利を得る
天国に希望がある

黙示録のメッセージ



この者どもは小羊と戦うが、小羊は
主の主、王の王だから、彼らに打ち
勝つ。小羊と共にいる者、召された
者、選ばれた者、忠実な者たちもま
た、勝利を収める。17:14

必ず神は勝つ！


