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2 章 1 節 

 

【新改訳改訂第３版】 

エペソにある教会の御使いに書き送れ。『右⼿に七つの星を持つ⽅、七つの⾦の燭台の間を歩く⽅が⾔われる。 

【新共同訳】 

エフェソにある教会の天使にこう書き送れ。『右の⼿に七つの星を持つ⽅、七つの⾦の燭台の間を歩く⽅が、 

次のように⾔われる。 

【創造主訳】 

エペソ教会の責任者に、こう書き送りなさい。『右の⼿に七つの星を持ち、七つの⾦のランプの間を歩かれる 

キリストが、権威をもってこう仰せられる。』 

 

ベレーシート 

 

●2〜3 章は、花婿なるキリストから花嫁なる七つの教会へ宛てた⼿紙が書き記されています。それは「後に起こる

こと」に備えて、花嫁を整えるためです。時には優しく、そして、時には厳しい内容です。この七つの教会は、キリ

ストの空中再臨によって教会が携挙されるまでに、教会が花嫁として整えられるために花婿から送られた⼤切なメッ

セージです。 

 

●七つの教会とは、教会時代におけるすべての教会の諸相を表わしていると考えられます。共通した特徴もあれば、

独⾃の特徴もあります。いずれにしても、教会は永遠なる花婿の花嫁としてふさわしく整えられる必要があるのです。 

しかし、この「花婿」は七つの教会に対してそれぞれ異なった姿でご⾃⾝を現わしておられます。たとえば、エペソ

の教会では「右⼿に七つの星を持つ⽅、七つの⾦の燭台の間を歩く⽅」、スミルナの教会に対しては「初めであり、

終わりである⽅、死んで、また⽣きた⽅」、ベルガモの教会に対しては「鋭い、両刃の剣を持つ⽅」、テアテラの教会

に⼤対しては「燃える炎のような⽬を持ち、その⾜は光り輝くしんちゅうのような、神の⼦」・・・などと⾔うよう

に。 

 

●「七つの教会」は、七つの共通した構造と順序があります。すべてに共通しているのは、「⽿のある者は御霊が諸

教会に⾔われることを聞きなさい。」ということです。 

 

(1)「 発信⼈」・・・のような⽅が⾔われる。 

(2) 「状況の把握」・わたしはあなたの〜のことを知っている。 

(3) 「賞賛」・・・・主が求める良い点 

(4) 「⾮難」・・・・主が認める悪い点 

(5) 「励まし」・・・〜しなさい、という命令 

(6) 「報酬」・・・・勝利を得る者には〜を与えるという約束 

(7) 「再臨の接近」 
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1. 「エペソ」にある教会 

 

●エペソの教会はヨハネのいたパトモス島から最も近い位置にありました。

「七つの教会」の中で、その起源がしるされているのは、エペソにある教

会だけです。使徒の働きにその誕⽣と成⻑が記されています。それによれ

ば、使徒パウロが約三年半、⼿塩をかけて育てた教会であり、最初は 12 ⼈

ほどの弟⼦たちからスタートし、やがてアジアの教会の中で最も有⼒な中

⼼的な教会となっていきました。他の六つの教会の起源について、聖書は

しるしていません。 

当時の⼈⼝はエペソの 25 万⼈だと⾔われています。アルテミス神殿を中⼼とする⼩アジア最⼤の都市エペソは、魔

術と迷信の温床の地で、それゆえパウロたちは霊的な戦いを余儀なくされました。魔術を⾏っていた者たちが回⼼し

たとき、その関係の書物を焼き捨てましたが、その値段を合計すると銀貨五万枚という膨⼤な額でした。 

 

2. 花婿なるキリストの動作 

 

●教会の花婿であり、そのかしらである栄光の主イエスの姿は、1 章 16 節でも⾔及されていますが、ここ 2 章 1 節

では、微妙に変化しています。 

 

(1) 「右⼿に七つの星を持つ」の「持つ」の原語が、「エコー」(έχω)から「クラテオー」(κρατέω)へ。 

「クラテオー」は「握る」「把握する」「掌握する」という意味です。単に「持つ」というニュアンスでは 

なく、「七つの星をしっかりと掌握しているニュアンス」となっています。 

 

(2) 1 章 16 節では「燭台の真ん中に(いた)」となっていたとありますが、2 章 1 節では「七つの⾦の燭台の 

真ん中を歩く」となっています。つまり、「いる」(しかし「いる」と訳される動詞はありません)から 

「歩く」(ペリパテオ―,περιπατέω)へと変化しています。ここに、ある種の緊張感が漂っています。 

 

 

2 章 2 節 

 

【新改訳改訂第３版】 

2 わたしは、あなたの⾏いとあなたの労苦と忍耐を知っている。また、あなたが、悪い者たちをがまんすること

ができず、使徒と⾃称しているが実はそうでない者たちをためして、その偽りを⾒抜いたことも知っている。 

3 あなたはよく忍耐して、わたしの名のために耐え忍び、疲れたことがなかった。  

【新共同訳】 

2 わたしは、あなたの⾏いと労苦と忍耐を知っており、また、あなたが悪者どもに我慢できず、⾃ら使徒と称し 

て実はそうでない者どもを調べ、彼らのうそを⾒抜いたことも知っている。 
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3 あなたはよく忍耐して、わたしの名のために我慢し、疲れ果てることがなかった。 

 

 

ベレーシート 

 

●黙⽰録 2 章 2〜3 節は、⼀つの主要動詞「わたしは知っています」しかありません。栄光の主ご⾃⾝がエペソの教

会について知っている賞賛すべきことが記されています。次節の 4 節の内容が叱責であることを考えと、主はまず

賞賛を語り、その後で叱責するという順序をもっていることが分かります。このことは⼤いに学ぶべきことです。 

他の教会にはない、エペソの教会に対する賞賛すべきこととは何か。それは以下の事柄です。 

 

偽使徒を⾒抜いたこと 

 

●エペソの教会が賞賛されていることは、偽使徒を⾒抜いたことです。偽使徒が何を教えたのか、具体的なことは何

も記されていません。 

 

●使徒パウロはその⽣涯において、三度の伝道旅⾏をしていますが、他のどの地よりも多く過ごしたのがエペソでし

た。それはおそらく宣教の戦略的重要性によるものであったと考えられます。事実、そこでは多くのユダヤ⼈と異邦

⼈が回⼼しています(使徒 19:10)。そしてアジアにおける有⼒な教会を設⽴しました。それがエペソ教会です。エル

サレム、アンテオケに続く重要な教会でした。その教会が直⾯した難題は、偽使徒たちの出現でした。使徒ではない

のに、使徒と⾃称する⼈々の仮⾯をはぐための戦いは、予想を越えた苦しみをもたらしたようです。いわば今⽇のカ

リスマ的指導者に対する戦いを予想させます。 

 

●使徒ペテロや使徒パウロといった初代教会の指導者たちは、真に教会に仕える⼈でした。彼らは強制とか⽀配とか

⾦銭欲とは無縁の⼈でした。しかし、偽使徒と呼ばれる者たちは、今⽇の「カリスマ的指導者たち」のように、聖書

とかけ離れた教えや⾏動で⼈々を魅了したと考えられます。⼈々をマインドコントロールし、教会をカルト化させま

す。 

 

●使徒パウロがエペソの⻑⽼たちに語った訣別説教の中で、「私が出発したあと、凶暴な狼があなたがたの中にはい

り込んで来て、群れを荒し回ることを、私は知っています。あなたがた⾃⾝の中からも、いろいろな曲がったことを

語って、弟⼦たちを⾃分のほうに引き込もうとする者たちが起こるでしょう。」とう警告的預⾔をしました(使徒 20

章 29〜30 節)。この預⾔どおりのことがエペソの教会を襲ったと考えられます。しかし、エペソの教会はキリスト

の使徒と⾃称する者たちをためし、彼らが偽ものであることを⾒抜き、彼らを斥けたことが賞賛されています。その

賞賛の内容は以下の通りです。 

(1) 「忍耐」のゆえに 

「忍耐」と訳された原語は「ピュポモネー」(ύπομονη)です。これは「不動の持久⼒」、「堅忍不抜」を意味し 

ます。つまり、苦痛・困難・損失を受留めて、これを恵みと栄光に変化させる勇気です。 



 
ヨハネの黙示録を味わう 

32 
 

(2) 「労苦」のゆえに 

「労苦」と訳された原語は「コポス」(κόπος)です。それは「まさに⼒尽きて倒れんとするばかりの働き、全⾝ 

全霊の⼒を消費し尽くすばかりの働き」を意味します。 

2 章 4 節 

 

【新改訳改訂第３版】 

しかし、あなたには⾮難すべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。 

【新共同訳】 

しかし、あなたに⾔うべきことがある。あなたは初めのころの愛から離れてしまった。 

【エマオ訳】 

しかし、わたしはあなたを⾮難しなければなりません。なぜならば、あなたはあなたの初めの愛から離れた 

からです。 

 

●賞賛されたあとで、叱責を受けています。「あなたには⾮難すべきことがある」「あなたに⾔うべきことがある」「あ

なたを⾮難しなければなりません」などと訳されていますが、原⽂の直訳は「わたしはあなたに反対の(態度)を持っ

ている」です。KJV 訳は、I have somewhat against thee. 主は⾃分の愛する教会に⾯と向かって語っています。

この叱責は重要です。なぜなら、花婿であるキリストがやがて⾃分の花嫁となるべき教会に対して、花嫁としてふさ

わしく整えようとして語られた愛の叱責だからです。ですから、正しく理解し、受留める必要があります。 

 

1. 「初めの愛」とは何か 

 

●「初めの愛」ということばは、聖書でこの箇所(2:5)にしか使われていない表現です。「初め」と訳されているギリ

シア語は「プロートス」(πρωτος)という形容詞です。この⾔葉は、「まず、はじめの、最初の」という意味だけで

なく、「第⼀の、最⾼の、主要な、何よりも優先すべきこととしての」という意味があります。 

 

●神とのかかわりにおいて最も⼤切な「愛」から「離れた」ということがここで指摘されているのです。「離れた」

と訳された「アフィエーミ」(άϕίημι)は、「〜から去らせる」「放任する」「⾒過ごしにする」「免除する」「赦す」と

いった意味がありますが、ここでは、「離れる、⾒捨てる、捨て去る、無視する」といった意味です。花婿からすれ

ば⼤変な事態になっていると⾒なされたのです。しかも、ここでの「アフィエーミ」はアオリストという時制が使わ

れています。つまり、過去のある時点において、はじめの愛から「離れた」のです。ですから、次節の 5 節では、

どの時点から離れてしまったのかを思い出しなさいと命じられているのです。 

 

2. 「はじめの愛」が意味するもの 

 

●この「はじめの愛」についての理解がきわめて重要です。それは神と⼈とのかかわりにおける「いのち」(「ゾー

エー」ζωη)と⾔えるものであるはずです。ヨハネ⽂書(ヨハネの福⾳書、ヨハネの⼿紙、ヨハネの黙⽰録)では、こ



 
ヨハネの黙示録を味わう 

33 
 

の「いのち」は特愛⽤語です。新約聖書ではこの「ゾーエー」は 135 回使われていますが、そのうち、ヨハネ⽂書

では福⾳書が 36 回、⼿紙(第⼀)が 13 回、黙⽰録が 17 回で、合わせると 66 回。およそ全体の半数を占めています。 

ここでいう「いのち」とは、永遠のいのち、すなわち、神のいのちという意味であり、神とのかかわり、神との関係

性、神との交わりを通して与えられるという意味での「いのち」です。 

 

●「いのちを得る」とは、神と⼈とが、その親しい、豊かなかかわりを持つことを意味しています。そのいのちのし

るしとは、かかわりの「親しさ」であり、かかわりの「豊かさ」です。またそこにはかかわりの「喜び」があります。

それが「いのちのしるし」と⾔えるものです。 

 

●「いのちを得る」ための重要なキーワードは「主との友情」です。ヨハネの福⾳書 15 章 15 節には、「わたしはも

はや、あなたがたをしもべとは呼びません。しもべは主⼈のすることを知らないからです。わたしはあなたを友と呼

びました。なぜなら⽗から聞いたことをみな、あなたがたに知らせたからです。」とあります。これは、ヨハネの福

⾳書独⾃の思想です。新約聖書では「友」という⾔葉はまれにしか使われません。ヨハネの福⾳書ではキリストと私

たちのかかわりを表わす場合に「友」ということばを使っているのです。主なる神を「友」と呼ぶにはあまりにもお

こがましいという思いがあるかもしれません。確かに、神は私たち⼈間とは全く異なる存在です。〔超越〕と同時に

〔内在〕される神です。私たちのうちに住み、より親密で、個⼈的な⽅でもあります。驚くべきことに、私たちは「主

との友情を育むことを許され、そこへと招かれています。」―これこそが、ヨハネのいう「いのちを得る」という意

味なのです。 

 

●私たちの主イエスは、「神(御⽗)のふところにおられた⽅」であり、御⽗を解き明かされる⽅です。私たちがその

主の友となるということは、神とのより親しい深い交わりができることを意味します。そして聖霊なる⽅も、友とし

てのイエスの語られたことばの意味をより深いレヴェルにおいて私たちに悟らせ、理解できるようにサポートをして

下さるのです。 

 

●「わたしはもはや、あなたがたをしもべとは呼びません。しもべは主⼈のすることを知らないからです。わたしは

あなたを友と呼びました。なぜなら⽗から聞いたことをみな、あなたがたに知らせたからです。」とあるように、「し

もべ」と「友」との違いは明らかです。「しもべ」は主⼈のすることを知らないが、「友」は知らされるという違いで

す。また、「しもべ」は主⼈のためにいつも何かをしなければならないという Doing が強調されるのに対して、「友」

は相⼿のシークレットを知っているというかかわり、つまり Being が強調されています。 

 

●イエス・キリストが、なぜ、⽗から聞いたことー神の秘密も含めてーを知らせたかと⾔えば、あなたがたは私の友

だからという点です。この「友」としてのかかわりこそが、ヨハネの福⾳書においてはとても顕著なのです。友とし

て神の秘密を知る者とされる。そのために、友の特権として神のふところ―secret place―に⼊ることが許されて

いるのです。そのような「主との友情」は、私たちの信仰をゆるぎないものとし、希望はより広げられ、神への愛は

さらに深まり、喜びと平安と確信は、私たちを豊かにしていくと信じます。その結果、私たちの祈りの⽣活は本質的

に変わります。⾃由を感じるようになります。さらには断固とした姿勢でイエスについて⾏く者となるはずです。⽇々
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を「イエスとともに過ごす」ことで、私たちのアイデンティティは、私たちの中にあるのではなく、キリストのうち

にあることを⾒出します。それが私たちをしてブレない信仰を形作っていきます。 

 

●主イエスが私たちを友と呼んでくださるそのかかわりの源泉(モデル)は、御⽗と御⼦とのかかわりです。友情とは、

全く異なるペルソナを持ちつつ、決して相⼿を⽀配することなく、相⼿のペルソナを尊重しつ、⾃発的な愛のかかわ

りを保っていることです。しかも、〔友情の秘儀〕―すべてのことを知らされること、神の秘密を知る者とされるこ

とです。もちろん、「知る」とは知識的な意味ではなく、⼈格的なものであることはいうまでもありません。 

 

●ヨハネの福⾳書の 17 章は有名なイエスの弟⼦たちのための御⽗に対するとりなしの祈りがしるされています。そ

してその内容は、弟⼦たちが「キリストと⼀つとされる深い交わり」が与えられることです。つまり、ヨハネの福⾳

書の⼀番伝えたいことが、このイエスのとりなしの祈りの中に⾔い表わされています。それは、御⽗と御⼦とのゆる

ぎない愛の交わりの中に、主を信じて従う者たちが⼊ることをイエスは切望しておられるのです。私たちが「イエス

の友となる」ということは、神ご⾃⾝のふところ深く⼊るということに他なりません。これが、黙⽰録 2 章 4 節に

いう「はじめの愛」の内実だと信じます。 
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2 章 8〜11 節 

スミルナにある教会に宛てられた花婿の手紙 
 

●「スミルナ」ということばの意味は「没薬」です。ギリシア語では「スム

ルナ」(Σμύρνα、σμυρνα)です。新約聖書では、黙⽰録の 1 章 11 節と、

2 章 8 節以外には、以下の 2 箇所に出てきます。 

マタイ 2:10〜11【新改訳改訂第３版】 

10 その星を⾒て、彼らはこの上もなく喜んだ。11 そしてその家に⼊って、

⺟マリヤとともにおられる幼⼦を⾒、ひれ伏して拝んだ。そして、宝の箱をあけて、⻩⾦、乳⾹、没薬を贈り物とし

てささげた。 

ヨハネ 19:39〜40【新改訳改訂第３版】 

39 前に、夜イエスのところに来たニコデモも、没薬とアロエを混ぜ合わせたものをおよそ三⼗キログラムばかり持

って、やって来た。40 そこで、彼らはイエスのからだを取り、ユダヤ⼈の埋葬の習慣に従って、それを⾹料といっ

しょに亜⿇布で巻いた。 

●御⼦イエスの⽣涯の最初と最後、誕⽣と死の場⾯で「没薬」が出てきます。「没薬」は、「⾹気のある樹脂で、古く

から⾹料や医薬品として、また死体の防腐剤などとして使⽤された。イエスの誕⽣の時と、⼗字架の死の場⾯の両⽅

で、この没薬が使われている。」(いのちのことば社、「新聖書辞典」より)。 

 

●イエスの⽣涯は徹頭徹尾、御⽗に対する忠実を貫きました。御⽗に対する従順によって、御⽗のことばを語り、御

⽗の⼼と⼒を奇蹟という形で表されました。それゆえ御⼦は、ユダヤ⼈の指導者たちの陰謀によって苦しみを受け、

⼗字架にかけられて殺されてしまった。そんな御⼦を御⽗は⾒捨てることなく、死からよみがえらせたのでした。ロ

ーマ帝国の⽀配による迫害とさまざまな苦難を受けることを余儀なくされていたスミルナの教会にとって、彼らに宛

てられた⼿紙の差出⼈の花婿のことを、「初めであり、終わりである⽅、死んで、また⽣きた⽅が⾔われる」という

のはきわめて妥当と⾔えます。 

●A.D.81 年に即位したドミティアヌス皇帝(81〜96 年)は、⾃分を「主にして神」と称して、ローマ帝国の⼈々に

⾃分を神として礼拝することを強要しました。それを拒否する者は死刑に処すると宣⾔しました。⼈々は⼀年に⼀度、

皇帝の像に向かって⼀握りの⾹をささげ、「カエザル(⾼低)は主(=神)です」と唱えなければなりませんでした。当時

のユダヤ⼈は特別な⼈頭税を払うことによってその義務から免除されましたが、異邦⼈からキリスト者になった者た

ちは、死の危険を冒してこの命令を拒絶しました。 

●スミルナの教会の信者たちは、ユダヤ⼈からも憎まれただけでなく、皇帝礼拝を拒絶することは、とても勇気のい

ることでした。このような世の中にあっては、殉教は免れませんでした。このドミティアヌス皇帝の強要から約 60

年後にはこのスミルナで、有名な教⽗ポカリュポスが 86 歳で殉教しています。伝説によれば、当時のスミルナ教会

の監督であり、ヨハネの弟⼦でもあったポリュカルポスは、死に⾄るまで忠実な指導者でした。この尊敬すべき指導

者は、A.D.155 年に⽕あぶりの刑に処せられたようです。彼は「カエサルは主である」と告⽩するように求められ

ましたが、それを拒否したために、競技場に引き出されました。ローマの地⽅監督は彼に「誓うがよい。そうすれば

お前を⾃由にしよう。キリストを⾮難せよ。」と促しましたが、ホリョカルポスは「86 年の間、私は主に仕えてきま
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した。主は⼀度たりとも私の害になることをなさったことはありません。どうして私の王であり、救い主である⽅を

冒涜できるでしょうか。」と答えました。これに対して、地⽅総督が再度彼に強要します。しかし彼は「あなたは私

に対してカエサルによって誓えという無益な要求をし、私がだれであり、何者であるかをご存知ないように振る舞っ

ておられます。ですから今、はっきりと申し上げます。私はキリスト教徒です。・・あなたは、ほんの⼀時燃えてす

ぐに尽きてしまう⽕で私を脅迫されますが、あなたは、不信仰な者たちに必ずのぞむ、来たるべき裁きと永遠の刑罰

との⽕のことをご存知ありません。あなたのお考えどおりにしてください。」と。こうして、ポリュカルポスは⽕あ

ぶりの刑に処せられたのです。 

●1 世紀、2 世紀のキリスト教会が実際どのような状況に置かれていたかが分かります。使徒パウロもコリントの教

会の⼈々に対しての⼿紙の中で次のように記しています。 

「私は、あなたがたに次のことを教えておきます。神の御霊によって語る者はだれも、「イエスはのろわれよ」とは

⾔わず、また、聖霊によるのでなければ、だれも、「イエスは主です。」(キュリオス・イエスース、Κύριος Ἰησοῦς)

と⾔うことはできません。」(Ⅰコリント 12:3) 

●⾃分の花嫁が迫害と苦しみの中に置かれていることを知った花婿は、花嫁に対して、どのように語っているかとい

えば、「死に⾄るまで、忠実でありまさい。」とメッセージでした。今から助けに⾏くから、頑張れではありませんで

した。「あたながたは⼗⽇間の苦しみを受ける」とあります。ここでいう「⼗⽇の間」というのは、⻑くないという

意味です。しかし、その⼗⽇間、「悪魔があなたがたを試すために、あなたがたのうちのある⼈たちを牢に投げ⼊れ

る」ということが起こる。その迫害によって、たとえ死に⾄たることがあったとしても、最後まで「忠実でありなさ

い」。これが花婿のことばでした。しかも、「そうすれば、わたしはいのちの冠を与えよう」と約束されました。⼼配

には及びません。この花婿のことばは、「死んで、また⽣きた⽅」のことばだからです。その⽅が⾔われているので

すから、希望と勇気が与えられます。 

●七つの教会の中で⾮難されていない教会、それが「スミルナの教会」です(他に、「フィラデルフィアの教会」)。

彼らはキリスト者であるがゆえに、当時の社会から迫害され、財産を失い、公職からも追放されました。ですから、

キリスト者になることは、経済的にはきわめて「貧しい」者となることは避けられませんでした。9 節にある「貧し

さ」と訳されたギリシア語は「プトーケイア」(πτωχεία)です。この語彙は極度の貧しさを表わします。この語の

動詞は「物乞いをする」という意味です。それほどに貧しい、乏しい状態を表わします。しかしスミルナの教会は、

霊的には、実に豊かな教会であったのです。これはイエス・キリストもおいてもそうでした。Ⅱコリント 8 章 9 節

を参照。 

●9 節の後半の「また、ユダヤ⼈だと⾃称しているが、実はそうではなく、かえってサタンの会衆である⼈たちから、

ののしられていることも知っている。」とありますが、「ユダヤ⼈だと⾃称しているが、実はそうではなく、かえって

サタンの会衆である⼈たち」とは誰のことでしょうか。 

当時、キリスト者に 対して最も憎悪していた⼈々とは、ユダヤ⼈たちです。イエスを⼗字架にかけたのも彼らです。

この節は、同じユダヤ⼈であっても、キリストを信じるユダヤ⼈と、そうではないユダヤ⼈たちかいたことを表わし

ています。彼らによってキリスト者はののしられていました。ヨハネは彼らを「サタンの会衆である者たち」(スナ

ゴーゲー・トゥー・サタナ、συναγωγὴ τοῦ Σατανᾶ. )と呼んでいます。イエスも神から遣わされた⾃分の⾔葉

を信じないユダヤ⼈に対して、「あなたがたは、あなたがたの⽗である悪魔から出た者たであって・・」と⾔ってい

ます(ヨハネの福⾳書 8 章 44 節)。 
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2 章 12〜17 節 

 

ペルガモにある教会に宛てられた花婿の手紙 
 

●ペルガモの教会は七つの教会の中で、最も北にある教会です。 

「ペルガモ」とは「いつくかの意味があるようですが、そのひとつは、「要

塞」という意味があるようです。というのは、そこが巨⼤な岩だらけの

丘の上にあるという⾃然的環境にあるようです。「ベルガモ」は、当時の

ローマのアジア州の主要都市で、皇帝アウグストによって B.C.29 年に皇帝礼拝のための最初の宮殿が建てられた場

所です。またこの町は⾮常に迷信の盛んな所で、病気をいやすというアスクレピウスと呼ばれる蛇を拝む宮もあった

ようです。 

●さらに、「ペルガモ」には「重婚」という意味もあります。⽚⽅はキリストに関することにかかわりながら、もう

⽚⽅はこの世のことにかかわっているという途中半端な、どっちつかずの状態を意味します。本来はキリストのもの

でありながら、この世と妥協し、この世とも「結婚している」といった状態です。 

●以上のようなことから、花婿なるキリストはペルガモという所には、「サタンの王座がある」と⾔っています(13

節)。サタンの座とは、教会とは反対の⽴場を持つ。公的な権威と権⼒を指していると考えられます。皇帝礼拝に対

する参加を拒否することは、国家に対する反逆罪とみなされました。第⼆次世界⼤戦に、多くの⽇本のクリスチャン

たちが殉教したり、投獄されたりしました。なぜなら、彼らが天皇を神として認めなかったからでした。 

 

1. ベルガモの教会に対する賛辞 
●13 節「わたしは、あなたの住んでいる所を知っている」という定式で始まる賛辞として、⼆つのことが挙げられ

ています。 

(1) 「しかしあなたは、わたしの名を堅く保って、わたしの忠実な証⼈アンテパスがサタンの住むあなたがたのとこ

ろで殺されたときでも、わたしに対する信仰を捨てなかった。」と語っています。「忠実な証⼈アンテパス」がとうい

う⼈であったのか、彼についての何の⾔及もありませんが、「わたしの証⼈(マルテュロス)」ということばは、「殉教

者」と同義でした。そして、彼が殉教した時にも、主に対する信仰を揺すことがなかったことを称賛されています。 

 

2. ベルガモの教会に対する叱責 
2:14 しかし、あなたには少しばかり⾮難すべきことがある。あなたのうちに、バラムの教えを奉じている⼈々が 

いる。バラムはバラクに教えて、イスラエルの⼈々の前に、つまずきの⽯を置き、偶像の神にささげた物を⾷ 

べさせ、また不品⾏を⾏わせた。 

2:15 それと同じように、あなたのところにもニコライ派の教えを奉じている⼈々がいる。 

 

●ここで、「バラムの教え」と「ニコライ派の教え」を奉じている⼈々がいると叱責されています。これらの「教え」

(原⽂は「ディダケー」で、教理とも訳せます)とはどんな教えだったのでしょうか。どちらも相通ずる教えであった
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ことが理解できますが。 

2 章 18〜29 節 

 

テアテラにある教会に宛てられた花婿の手紙 
 

●この教会の名前である「テアテラ」の町についての当時の資料はあまり

にも少なくてよく分からないとされています。しかし、このテアテラとい

う町は「使徒の働き」の 16 章に出てきます。⇒16:14 参照。 

●「テアテラ市の紫布の商⼈で、神を敬う、ルデヤという⼥」が、パウロ

の語る事に⼼を留めてイエスを信じてクリスチャンになったという話があります。このルデヤのいた所がピリピとい

う町でした。ピリピはマケドニアの地⽅第⼀の町で、植⺠都市であったと聖書は記しています(使徒 16:12)。⼀⽅、

「テアテラ」はアジアにある町ですから、ルデヤの出⾝地であったと⾔えます。 

●「テアテラにある教会」の特徴のひとつは、この教会に宛てられた⼿紙が、他の六つの教会に宛てた⼿紙に⽐べる

と最も⻑い⼿紙だということです。町としては⼩規模な町でありながら、おそらくアジア州の中で最も活発な教会で

あったようです。黙⽰録 2 章 19 節にはこのように記されています。「わたしは、あなたの⾏いとあなたの愛と信仰

と奉仕と忍耐を知っており、また、あなたの近ごろの⾏いが初めの⾏いにまさっていることも知っている。」と。 

●活発だったということは、そこに多くの⼈が集まっていたと推測されます。外⾯から⾒ると、とても活発で、活動

的な教会というイメージですが、その教会に対して、花婿なるキリストはかなり厳しいことばを書いています。それ

は内側に⽬を向けると、かなり深刻な問題があったからです。その問題とは、20〜24 節にあるように、「あなたが

たには、⾮難すべきことがある。あなたは、イゼベルという⼥をなすがままにさせている」ということが指摘されて

います。「なすがまま」とは、黙認しているということです。 

●「イゼベルという⼥」－教会の働きをしている中⼼⼈物で、教会において預⾔者と⾃称していた。おそらく、教会

の多くの者たちが、彼⼥の働きをすばらしいと思い、その魅⼒に引きつけられて尊敬していたのかもしれません。し

かし、「燃える炎のような⽬を持つ」⽅はそのようには⾒ておられませんでした。「わたしのしもべたちを教えて誤り

に導き、不品⾏を⾏わせ、偶像の神にささげた物を⾷べさせている。」と⾔っています。ここでいう「不品⾏」とは

霊的姦淫を意味していると思われます。その彼⼥に対して、「わたしは悔い改めの機会を与えたが、この⼥は不品⾏

を悔い改めようとはしない。」と⾮難しています。その機会がどういうかたちのものであったかは記されていません

が、この⼥預⾔者の影響を強く受けていた者たちは少なくなかったと⾔えます。 

●「イゼベル」という⼥性は旧約聖書の中に出てきます。少し、そのイゼベルについて⾒てみましょう。 

彼⼥は、イスラエルの⺠をバアル礼拝に導いたイスラエルの王アハブの妻です。Ⅰ列王記 21 章の「ナボテ事件」に

彼⼥の恐ろしさが如実に描かれています。アハブ王はフェニキヤの王妃を妻に娶ることで、当時のイスラエルにはな

かったよりすぐれたフェニキヤ⽂化を取り⼊れ、国を経済的に豊かにしました。彼の家は「象⽛の家」と⾔われるほ

どに、象⽛細⼯の技術の粋を極めた家に住み、完全にフェニキヤ⽂明の虜となっていたのです。そんな彼が⾃分の家

のとなりにあるナボテの畑がほしくなり、それを譲ってほしいと要求し、その要求が拒絶されたとき、お⾦でなんと

でもなると考えていたアハブは、頭を聖なるハンマーで殴られるような経験をさせられたのでした。この拒絶は単な

る拒絶ではなく、イスラエルの神である主の法と⾃分の思いとのかかわりをはっきりと突き付けられる出来事だった
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のです。 

●神の代理者であるべきイスラエルの王が⾃分の思い通りに事が運ばなかったことで、すねてしまいました。まさに、

アハブの肥⼤化した幼児性に偶像礼拝の根があります。そんなアハブに妻のイゼベルは、あきれて物も⾔えなかった

に違いありません。「今、あなたはイスラエルの王権をとっているのでしょう。さあ、起きて⾷事をし、元気を出し

てください。この私がイズレエル⼈ナボテのぶどう畑をあなたのために⼿に⼊れてあげましょう。」(21:7) と⾔っ

たイゼベルの策略は、卑劣きわまりのないものでした。彼⼥は神の律法を逆⼿にとって、⼆⼈の証⼈(買収された者)

を⽴てて、公衆の前で、「神と王とを呪った」と偽証させ、合法的にナボテを⽯打ちの刑で殺したのです。ナボテは、

無実の罪を着せられ、また真実を知らされないまま、ただ上から命令に従うだけの⺠衆の投げた⽯の⾬に打たれて死

んだのです。 

●アハブはナボテを殺してまで彼の⼟地を⼿に⼊れるつもりはなかったはずです。ところが、彼はまさかイゼベルが

そこまで恐ろしいことを企てて実⾏するとは夢にも考えていなかったに違いありません。しかし出来事は起きました。

ナボテの事件はイゼベルの本性が現わされた事件でもあったのです。こんな⼥性と結婚したことがそもそもの間違い

であったと後悔しても、すでに後の祭り。このナボテ事件こそは偶像礼拝の本質をよく表わしています。 

●黙⽰録に戻ります。イゼベルという⼥に対して、「燃える炎のような⽬を持ち、その⾜は光り輝くしんちゅうのよ

うな、神の⼦が⾔われます。 

22  ⾒よ。わたしは、この⼥を病の床に投げ込もう。また、この⼥と姦淫を⾏う者たちも、この⼥の⾏いを離れて 

悔い改めなければ、⼤きな患難の中に投げ込もう。 

23  また、わたしは、この⼥の⼦どもたちをも死病によって殺す(打ち殺そう)。 

こうして全教会は、わたしが⼈の思いと⼼を探る者であることを知るようになる。 

また、わたしは、あなたがたの⾏いに応じてひとりひとりに報いよう。 

 

●⼈が多く集まり、活発で、活動的なことが⼤切なのではないことを教えています。イザベルという⼥の教えを受け、

その影響を受けている⼈がいるならば、その⼈たちも、⼤きな患難の中に投げ込まれると語られています。23 節の

「この⼥の⼦どもたち」とは、この⼥に影響を受けた⼈たちのことを⾔っています。 

 

●テアテラの教会には、イゼベルの教えの影響を受けない者たちもいました。その者たちに対して、25 節では 

「あながたの持っているものを、わたしが⾏くまで、しっかりと持っていなさい」と勧告しています。そうした者た

ちには、「諸国の⺠を⽀配する権威を与えよう」と約束しています。つまり、栄光のキリストはご⾃⾝の統治の権威

を忠実な者たちに分け与えられるということです。 
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3 章 1〜6 節 

 

サルデスにある教会に宛てられた花婿の手紙 
 

●これまで、エペソ、スミルナ、ペルガモ、テアテラにあるそれぞれの教会に

は、花婿からの賞賛すべき⾔葉が記されていましたが、今回のサルデスの教会

には、それが⼀⾔もありません。叱責から始まっています。 

 

●ここでは差出⼈の花婿のことを「神の七つの御霊、および七つの星を持つ⽅」と⾔われています。1 章 4 節と 20

節にあった表現です。 

 

●その⽅がサルデスの教会に語ったことばは、「わたしは、あなたの⾏いを知っている。あなたは、⽣きているとさ

れているが、実は死んでいる。」というものでした。⼀⾒、⾒た⽬には「⽣きているように」⾒えるが、「実は死んで

いる」という表現は厳しい叱責(批判)のことばです。 

【新改訳改訂第３版】 

「わたしは、あなたの⾏いを知っている。あなたは、⽣きているとされているが、実は死んでいる。」 

【新共同訳】 

「わたしはあなたの⾏いを知っている。あなたが⽣きているとは名ばかりで、実は死んでいる。」 

 

●ここでいう「死」は、「霊的な眠り」と同義です。サルデスの教会は内なる霊的な事柄よりも、表⾯的な⽬に⾒え

る事柄に捕らわれていたのかもしれません。あるいはクリスチャンと⾒なされてはいますが、実際には、キリストの

いのちにあずかっていないのかもしれません。それについて、花婿は「⽬を覚ましなさい。」と呼びかけています。

「⽬を覚ましていなさい」ということばは、「⽬を覚ます」という動詞と「〜である」という動詞の組み合わせで、 

いずれも現在形の分詞と命令形です。つまり、「⽬を覚まし続けていなさい」という命令です。いつまで? それは、

花婿が来られる時までです。ここでは、明確な意思をもって「悔い改めなさい」というアオリスト形の命令がありま

す。そのようにして、最後まで「⽬を覚ましている」必要があります。 

ここで「⽬を覚ます」と訳されたギリシア語は「グレーゴレオー」(γρηγορεω)で、「寝ないで起きている」「⽬を

覚まして⾒張りをする」「油断なく警戒している」という意味です。 

 

●もうひとつの叱責は、その教会の信者の⼤部分が「⾐を汚している」ということです。しかしその中の幾⼈かは「⾐

を汚さなかった」ようです。ここでいう「⾐」とは、「⽩い⾐」を意味します。「幾⼈か」も「数⼈、少数の⼈、わず

かな⼈」という意味です。いつの時代でも、「⾐」を汚さないで歩む⼈々と、そうでない⼈々がいるのです。それは

イェシュアが再臨されるまで続くのです。イエスはそのことを「⻨と毒⻨のたとえ」で語られました。 

 

マタイの福⾳書 13 章 24〜30 節【新改訳改訂第３版】 

24 イエスは、また別のたとえを彼らに⽰して⾔われた。「天の御国は、こういう⼈にたとえることができます。 
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ある⼈が⾃分の畑に良い種を蒔いた。 

25 ところが、⼈々の眠っている間に、彼の敵が来て⻨の中に毒⻨を蒔いて⾏った。 

26 ⻨が芽ばえ、やがて実ったとき、毒⻨も現れた。 

27 それで、その家の主⼈のしもべたちが来て⾔った。『ご主⼈。畑には良い⻨を蒔かれたのではありませんか。 

どうして毒⻨が出たのでしょう。』 

28 主⼈は⾔った。『敵のやったことです。』すると、しもべたちは⾔った。 

『では、私たちが⾏ってそれを抜き集めましょうか。』 

29 だが、主⼈は⾔った。『いやいや。毒⻨を抜き集めるうちに、⻨もいっしょに抜き取るかもしれない。 

30 だから、収穫まで、両⽅とも育つままにしておきなさい。収穫の時期になったら、私は刈る⼈たちに、まず、 

毒⻨を集め、焼くために束にしなさい。⻨のほうは、集めて私の倉に納めなさい、と⾔いましょう。』」 

 

●どの時代においても、どの教会においても、控えめで表に出なくても、誠実にみことばを守り、忠実に⽣きる信仰

者がいるのですが、サルデスの教会にはそのような者たちがわずかであってもおり、その者たちが花婿から評価され

ているのです。そのような者は、やがて天において、聖徒の⾐である「⽩い⾐」を着て、主とともに歩むことが許さ

れ、かつその名前がいのちの書に登録され、決して抹消されることがないと保証されています。 

 

●3 章 5 節前半にある「いのちの書」とは、天の御国の登録簿です。神の⺠としての⽣涯を全うした⼈は、天の御国

の市⺠として登録され、永遠のいのちを受けるということです。また、5 節後半にある「わたしは彼の名をわたしの

⽗の御前と御使いたちの前で⾔い表わす。」とあります。このことばの背景には、マタイ 10:32〜33(並⾏箇所、ル

カ 12:8)のイエスの⾔葉があります。 

 

(1) マタイの福⾳書 10 章 

32 ですから、わたしを⼈の前で認める者はみな、わたしも、天におられるわたしの⽗の前でその⼈を認めます。 

  33 しかし、⼈の前でわたしを知らないと⾔うような者なら、わたしも天におられるわたしの⽗の前で、そんな 

者は知らないと⾔います。 

(2) ルカの福⾳書 12 章 

8 そこで、あなたがたに⾔います。だれでも、わたしを⼈の前で認める者は、⼈の⼦もまた、その⼈を神の御使 

いたちの前で認めます。 

 

●花婿がこのように語っておられるのは、初代教会において、公の場でキリスト信仰を表明することは命がけのこと

であったからです。今⽇の花嫁である教会に対して、同じく花婿は花嫁に「⽬を覚まして」、「⽩い⾐を着」て花婿と

共に歩む (未来形) ことになると約束されています。5 節には「勝利する者は、このように⽩い⾐を着させられる。」

という⼀⾒使役形で訳されていますが、原⽂では、「勝利する者は、⽩い⾐を⾃分で⾝にまとうようになる」という

未来形の中態で書かれています。 
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3 章 7〜13 節 

 

フィラデルフィアにある教会に宛てられた花婿の手紙 
 

●差出者である教会の花婿のことを、ここでは「聖なる⽅、真実な⽅、ダビデ

のかぎをもっている⽅、彼が開くとだれも閉じる者がなく、彼が閉じるとだれ

も開く者がない。」と称されています。黙⽰録 1 章 18 節では「死とハデスと

のかぎを持っている」⽅をヨハネは⾒ています。「ダビデのかぎをもっている」

とは、ダビデ的メシアとしての⽀配と権威をもつ⽅という意味です。 

 

●前回のサルデスにある教会の⼿紙には、賞賛されることばはなく、⾮難の⾔葉だけでした。しかし、今回のフィラ

デルフィアの教会には⾮難のことばはありません。その教会の信仰が評価されています。「フィラデルフィア」とい

う名称は、「兄弟愛の⼈」というギリシア語「フィラデルフス」の⼥性形から来ています。の教会の特徴は「少しば

かりの⼒があって」(あるいは「⼒が弱いが」)とあるように、町そのものの規模だけでなく、教会そのものが地域全

体からはほとんど相⼿にもされないような微々たる存在であったということも考えられます。しかし、神の評価は違

っていました。 

 

●フィラデルフィアの教会に対する花婿の評価は以下の通りです。 

「わたしのことばを守り、わたしの名を否まなかった。」と。主の教え正しく理解し。そしてそれを受け⼊れて実践

しているということです。また、「わたしの名を否まなかった」とは、公的な場所において、⾃分がキリスト者であ

ることを⼈の前で隠すことをしなかったということでしょう。2 章 13 節のベルガモの教会にもそのような⼈々がい

ました。 

 

●また、その地域には「サタンの会衆に属する者、すなわち、ユダヤ⼈だと⾃称しながら実はそうではなくて、うそ

を⾔っている者たち」の存在がいたようで、フィラデルフィアの教会の⼈々はその者によっても苦しめられていたよ

うです。「サタンの会衆に属する者」に対して、花婿は「⾒よ。彼らをあなたの⾜もとに来てひれ伏させ、わたしが

あなたを愛していることを知らせる。」と約束しています。 

 

●さらに、フィラデルフィア教会に対する花婿の約束は続きます。それは以下の通りです。 

3:10 「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。」 

ここで語られている「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」とはどのような時な

のでしょうか。将来、全世界規模で襲うと預⾔されている「終わりの⽇」の「⼤患難」の時と考えられます。ただし、

その「⼤患難」の⽬的は、神の選⺠であるユダヤ⼈たちが、反キリストをメシアと信じたことに対する懲らしめと、

その⽀配から救い出すためのものです。これまでにない⼤患難という試練を通して、神の⺠が悔い改めてイェシュア

こそメシアであることに⽬が開かれるための試練の時です。そういう時が訪れることを知っておく必要があります。 



 
ヨハネの黙示録を味わう 

43 
 

●ところが、花婿の約束は、その「試練の時」から「あなたを守ろう」と約束しています。そしてその後に「わたし

はすぐに来る」とあります。この箇所は重要な箇所で、キリストの再臨(空中再臨)を意味しています。キリストの地

上再臨が来るときには、⼤患難の時が終わる時です。しかしここでは、「試練の時から」守られるとありますから、

⼤患難の時に⼊る前に、花婿が来て教会が携挙されることを述べています。新改訳ではこの部分の所を「試練の時に

は」と訳していますが、原⽂を⾒ると、「試練の時から」、つまり、「〜から出る」を意味する「エク」(εκ)という前

置詞が置かれています。教会が全世界的な反キリストによる⼤患難の時から守られることを意味しています。 

 

●では、⼤患難の時から救われる教会はフィラデルフィアの教会しかないのかと思うかも知れませんが、それは間違

いです。七つの教会はキリストの花嫁です。その花嫁は単数です。ですから、七つの教会はキリストの花嫁のさまざ

まな⾯を表わしているのです。したがって、⼀つの教会に⾔われていることは、教会全体に対しても語られているの

です。ちなみに、「花嫁」という訳語を検索すると、新約聖書で 8 回ヒットしますが、そのうち 6 回は黙⽰録です。 

花婿(「ヌムフィオス」νυμϕιος)が単数であると同時に、花嫁(「ヌムフェー」νυμϕη)も単数です。 

 

●さらなる花婿の約束を⾒てみましょう。 

黙 3:12  

勝利を得る者を、わたしの神の聖所の柱としよう。彼はもはや決して外に出て⾏くことはない。 

わたしは彼の上にわたしの神の御名と、わたしの神の都、すなわち、わたしの神のもとを出て天から下って来る 

新しいエルサレムの名と、わたしの新しい名とを書きしるす。 

 

●「神の聖所の柱とする」とは、特に重視されるということです。神の壮⼤なご計画は神の家(ベート)を建て上げる

ことです。ヘブル語の「ベート」(ֵּבית)は家のみならず、宮、神殿、宮殿、王国もすべて「ベート」なのです。神の

家は神が⽀配され、統治される家であり、そこには⽗と⼦、夫と妻、王と⺠がいる⼀つの家族なのです。 

 

●「聖所の柱」という重要な家の部分に、「神と御名と神の都、花婿の名が書き記される」とは、いわば家の表札的

存在を意味すると⾔えます。名誉ある報いです。ちなみに、 

(1) 新しいエルサレムの名とは「主はそこにおられる」(アドナイ・シャーマー)・・エゼキエル 48:35 を参照。 

(2) イェシュアの新しい名とは「神のことば」(ホ・ロゴス・トゥー・セオー)・・黙⽰録 19:13 を参照。 
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3 章 14〜22 節 

 

ラオデキヤにある教会に宛てられた花婿の手紙 
 

●七つの教会に宛てられた教会の最後の教会です。ここでは差出⼈の花婿か

が、「アーメンである⽅、忠実で、真実な証⼈、神に造られたものの根源であ

る⽅」と称されています。 

 

●「わたしはあなたの⾏いを知っている」―ラオデキヤの教会に書かれた⼿紙には、叱責はあっても、賛辞がないと

いうことです。いきなり叱責が語られています。それは「あなたは冷たくもなく、熱くもない」ということに対する

ものでした。 

 

●黙⽰録３章 15, 16 節にある「冷たい」とはどういうことでしょうか。また「熱い」とはどういうことでしょうか。 

「冷たい」のギリシア語は「プシュクロス」(ψυχρός)です。他の箇所では、マタイ 10 章 42 節では「冷たい⽔⼀

杯を」という⽤例があります。⽐喩的な意味では、「冷淡な、無関⼼な、熱意がない」ことを意味します。「熱い」の

ギリシア語は「ゼストス」(ζεστός)です。黙⽰録 3 章 15,16 節にのみ使われている語彙です。「沸騰する」ことを

意味する「ゼオー」(ζεω)の名詞形です。沸騰するような熱さ意味します。⽐喩的な意味では「霊に燃える」(ロー

マ 12:11)ことを意味します。ラオデキヤの教会が叱責されている理由は、「熱くも冷たくもないので、わたしの⼝か

らあなたを吐き出そう」ということです。「吐き出す」という動詞(「エメオー」έμεω)｣もこの箇所にのみ使われて

います。「嘔吐する」という意味。花婿の意向(警告)は、「むしろ、あなたが冷たいか、熱いかであってほしい」とい

うことです(15 節)。なまぬるい教会、なまぬるい信仰は、花婿にとってき吐き気をもよおすということです。花婿

は、中途半端な「なまぬるい物」はお嫌いだということです。 

 

●ラオデキヤの教会 (花嫁)の問題点とは何でしょう。それは⾃⼰満⾜です。17 節を⾒ると、「あなたは、⾃分は富

んでいる、豊かになった、乏しいものは何もないと⾔って、実は⾃分がみじめで、哀れで、貧しくて、盲⽬で、裸の

者であることを知らない。」と花婿から叱責されています。この⾃⼰満⾜こそが、なまぬるさをもたらしている要因

です。「⾃分は富んでいる、豊かになった」とは同義で、換⾔すれば「わたしは⾃分の働きで、わたしの富を得た」

という誇りを意味します。また、「なんの不⾃由もない」というのも無意味な誇りを意味しています。常に、無尽蔵

な神の豊かさを求め続ける「⼼の貧しい者」(謙遜な者)は幸いなのですが、それとは反対に、⾃⼰満⾜し、⾃分には

「乏しいものはなにもない」と⾔っているところに、⼤きな、かつ悲しい現実があることを花婿は語っておられるの

です。 

 

●信仰が平穏無事であるということは結構なことですが、それに慣れて、信仰⽣活が弛緩し、緊張が失せ、活性が失

われて、ただ惰性でなされているとすれば、それは死んだ教会、あるいは、死んだ信者だと⾔われても致し⽅ありま

せん。「⼝から吐き出す」とは厳しい⾔葉ですが、そこには、むしろ、「熱くなって、活性を取り戻しなさい」という

温かなメッセージが込められています。花婿は惰性で⽣きる事を戒めておられるのです。信仰⽣活が⻑いとか、教会
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の⻑い歴史があるとか、⽬に⾒える働きがあるということはそれほど⼤きな問題ではありません。惰性的な、⾃⼰満

⾜的な教会は、花婿から⾒るならばきわめてあわれな教会なのです。 

 

●警告に続いて、勧告(忠告)が 18 節〜19 節に記されています。 

 

18 わたしはあなたに忠告する。豊かな者となるために、⽕で精錬された⾦をわたしから買いなさい。 

また、あなたの裸の恥を現さないために着る⽩い⾐を買いなさい。また、⽬が⾒えるようになるため、 

⽬に塗る⽬薬を買いなさい。 

19 わたしは、愛する者をしかったり、懲らしめたりする。だから、熱⼼になって、悔い改めなさい。 

 

 

●ちなみに、ラオデキヤは⾦融、紡績、⽬薬で有名な町であったようです。それらに掛けて信仰的な忠告―「買いな

さい」－、つまり、⾃分のものとしなさいと忠告しています。 

(1) 「⽕で精錬された⾦」(純度の⾼い⾦)・・・・「真理の追求」 

(2) 「⽩い⾐」(天上における聖なる⾐)・・・・・「それにふさわしい地上でのきよい⽣活」 

(3) 「⽬に塗る⽬薬」(⽬の縁に塗り込む薬)・・・「真偽を⾒分ける霊的な⼒」 

 

●「わたしは愛する者をしかったり、懲らしめたりする。」とは、主は愛する者を懲らしめるという思想が根底にあ

ります。箴⾔ 3:12/Ⅰコリント 11:32/ヘブル 12:5〜6 を参照。 

「だから、熱⼼になって、悔い改めなさい。」と勧めています。ここには⼆つの命令形があります。ひとつは「熱⼼

になりなさい」という命令で現在形です。つまり、不断の継続的熱⼼さが求められています。もうひとつは「悔い改

めよ」という命令でアオリスト形です。アオリストの命令形とは、⾃分の意志による⼀⼤覚悟をもって決断すること

を迫る命令で、即刻の決⼼が求められています。 

 

●20 節には、ラオデキヤ教会に約束されている祝福が記されています。 

 

⾒よ。わたしは、⼾の外に⽴ってたたく。だれでも、わたしの声を聞いて⼾をあけるなら、わたしは、 

彼のところに⼊って、彼とともに⾷事をし、彼もわたしとともに⾷事をする。 

 

 

「⼾の外に⽴ってたたく」という表現ですが、これまで多くの⼈が、個⼈的な表現がなされているので、⾃分の⼼の

⼾を叩いていると理解しています。しかし、この解釈は「置換神学」による解釈です。この表現は主の再臨の合図で

す。主の再臨は、花嫁である教会を迎えにくる空中再臨(携挙)と、神の選びの⺠であるユダヤ⼈(イスラエルの⺠)

を悔い改めに導くための試練としての⼤患難と、それによってもたらされる悔い改めの後に来る地上再臨があります。

黙⽰録 3 章は、花嫁なる教会に対するものですから、前者の意味で語られています。「家に⼊って⾷事をする」とい

う表現は終末的な花婿と花嫁が、あるいは、神と⼈とがひとつの家で親しい交わりを持(共に住む)ことを意味してい
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ます。 

 

●黙⽰録 3 章 21 節にあるラオデキヤ教会に対する祝福に⽬を留めるだけでなく、七つの教会に対する祝福のすべて

を列挙したいと思います。というのは、そこにある各教会に対する祝福のすべてが「終末的な祝福」だということを

知るためです。勝利を得る者に対する花婿の祝福は下記の表の通りです。 

 

 

No. 教会名 終末的祝福 

1 エペソ 神のパラダイスにあるいのちの⽊の実を⾷べさせよう。 

2 スミルナ いのちの冠を与えよう。決して第⼆の死によってそこなわれることはない。 

3 ペルガモ 
隠れたマナ、⽩い⽯を与える。その⽩い⽯には、それを受ける者のほかにはだれ

も知らない、新しい名が書かれている。 

4 テアテラ 諸国の⺠を⽀配する権威を与えよう。 

5 サルデス 
⽩い⾐を着せられる。彼の名をいのちの書から消すようなことは決してしない。

彼の名をわたしの⽗の御前と御使いたちの前で⾔い表わす。 

6 フィラデルフィア 
神の聖所の柱としよう。その柱に、神の御名と、新しい神の都エルサレムの名と、

わたしの名を書き記す。 

7 ラオデキヤ わたしとともにわたしの座に着かせよう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


