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天使

はじめに

フルクテンバ ウム博士の 「メシア的バイブル・スタディ」シリーズの中から、 1天 使」に

関係するものを選んで学んでいます。

この学びの目的は、霊の世界について正確に理解 して、私たち信者が神の御手の中に守

られていることを確信すること、そ して ||々 の問題に対処できるようになることです。

内容は、大きく二つ、第 ^に 「聖なる天使たち」 (2月 )、 第 二に堕天使の長である 「サタ

ン」 (3月 )、 そ して第二、サタンに従って堕落 した天使たち、すなわち 「悪霊」です。

今回は、「悪霊」について、その① 「悪霊の名、組織、特徴、力、倫理性」です。

次回は、その② 「悪霊の活動、悪霊によるコントロール、その原因とテス ト、そこから

の脱出、悪霊の追い出し」です。

「悪霊」 ①悪霊の名、組織、特徴、力、倫理性

1.1日約聖書における悪霊の 12の名

(1)悪 の天使たち (詩 78:49)・ 。「わざわいの御使いの群れ」 と訳 されているが悪霊

(2)神 の子 ら (創 6:2,4)・ ・良い天使にも使 うが、ここは悪い天使

(3)困シェディム (申 32:17、 詩106:37)

①  「悪霊たち (悪霊ども)」
「悪霊」と訳されているが、(6)と は別。

② 悪霊を指す困 シェドの複数形。語源的には 「支配する、主人である」に由来

する。悪霊が人間に対する支配欲をもっていることを示す

(4)困セイリム (レ ビ17:7、 Ⅱ歴11:15、 イザヤ13:21、 34:14)

① 困サウイール「やぎ」の複数形。
② レビ 17:7で は「やぎの偶像」と訳されているが、「偶像」は原文になく、単

純に 「やぎ」cやぎのような外観を持つ悪霊を指す。

③ 悪魔崇拝では、やぎの頭の形をしたシンボルを用いることがある。

① メシアの王国時代における悪霊の拘留地域は 2か所、バビロン (イ ザヤ 13:

19～ 22)と エ ドムの地 (イ ザヤ 34:9～ 14)。

(5)医レリート(イ ザヤ34:14)

①  「こうもり」と訳されているが、夜の幽霊→悪霊を指す。

② 転じて、コノハズクの一種 (普通のフクロウのように低く鳴かず、高い声で

鳴く)に も用いられることがあるが、ここは千年王国におけるエ ドムの地c

(6)悪 い霊 (Iサ ム 16:14～ 16、 23、 18:10、 19:9)

①  「わざわいをもたらす、神の霊 (主の霊)」 と訳されているが、原語は、「霊・

神から来る (ヤ ハウェから来る)。 悪い」。

② 悪霊は、「霊」であるc元々は神がお造りになった霊的被造物である。しかし、
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堕落後は 「悪い」 ものとなった。

③ ヤハ ウェから来る→主が悪霊を用いることがあることを示す。

(7)偽 りを言 う霊 (I列 22:21～ 23)

(8)困オ ゥブ (申 18:11、 イザヤ 8:19、 19:3)。 ・ 。「霊媒」と訳 されているが、「親

しい霊」 とい う意味を持つ悪霊の名[申 18:11の 「霊媒をする者」とは、直訳す

ると 「オ ゥブに尋ねる者」c

(9)困 ガ ド (イ ザヤ 65:11)・ ・ 。「幸運」 とい う名の悪霊

(10)困メニ (イ ザヤ 65:11)。 ・ 。「連命」とい う名の悪霊

(11)匹|エ リリム (詩 96:5)。 ・・
[ヨ

エルイルの複数形。何 もないこと、空虚を意味す

る。「むな しい」 (詩 96:5)、 「偽 りの神々」 (イ ザ 19:3)、 「偶像」 (レ ビ 19:4)

と訳 され ることがあるが、詩 96:5は、偶像崇拝の背後にいて働 く悪霊の名である。

(12)困ケテブ (詩 91:6)。 ・ 。「滅び」 と訳 されているが、破壊 とい う意味の名を持

つ悪霊を指す。破壊的な活動に関与する悪霊である。

2.新約聖書における悪霊の 4つの名のカテゴリー

(1)ロダイモニオン囲demon

① ギリシヤ語の原語の根源的な意味は「知性」。彼らは、知的な存在であるc

② ギリンヤ語の 「ダイモニオン」自体には 「悪い霊」という意味はない.ギ リ

シヤ語の 「ダイオー|は幸運を分与するという意味。転じて、神的存在、死

んだ英雄の神格化されたものを指す.

③ 聖書の中には、6つの関連用語がある。

> |ヨダイモン(マ タ8:31、 「悪霊ども」と訳されているが、ダイモン)

> |ヨダイモニオン(最多使用、ルカ4:33な ど)

>[∃ダイモニオデス(ヤ コブ3:15)。 ・・ダイモニオン的な
>[∃ダイモニゾマイ(マ タ4:24)。 ・・ダイモニオンによって内側からコ

ン トロールされる

> |∃デイシ。ダイモネステロス(使徒17:22)・ ・。「宗教心にあつい」と
訳 されているが、直訳すると「ダイモニオンに大変 うや うや しくしている」

> |ヨデイシ・ダイモニア(使徒25:19)。 ・。「宗教」と訳されているが、
直訳すると「ダイモニオン崇拝」

(2)「霊」を含む名

① 悪い霊 (ルカ 7:21、 使 19:12～ 16)

② 汚れた霊 (マ タ 10:1、 12:43、 マコ 1:23～ 27、 3:11、 5:13、 使 5:16、

8 : 7、  昇へ16 : 13)

③ もっと悪い霊 (ル カ 11:26)

④ 惑わす霊 (Iテ モ 4:1)
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⑤ ダイモンの霊 (黙 16:14)。 ・・「じるしを行 う悪霊 どもの重」と訳されてい

るが、「奇跡を行って 【人々の信仰を集めていた】ダイモンの中にいた霊」と

いう意味で、黙 16:13の 3人の汚れた霊たちを指 している。

(3)使 いたち (マ タ25:41、 黙 12:7～ 9)

①  「御使い」と訳されていても、原語は同じ。文脈によって、良い天使か、悪

い天使 (悪霊)かを見分ける必要がある。

> 黙 9:11 底知れぬ所の御使い=悪霊

> 黙 9:14 第六の御使い=良い天使、つながれている四人の御使い=悪霊

(4)破壊 (黙 9:11)・ ・・アビスの中にいる堕天使で 「王」と位置付けられる幹部ク

ラスの悪霊の名cギ リシヤ語でアポリュオン、ヘブル語でアバ ドン、いずれも「破

壊」という意味c

悪霊の組織 :良 い天使 と同様に、組織化 されていて、同 じようなタイ トルを持つ。下

の表の 日本語訳は、新改訳聖書による。「pl」 は、原文では複数形であることを示す c

良い天使のタイ トル

堕天使 (悪霊)の タイ |ヽ ル   【 】内は、訳語を統一した場合

ギ リシヤ語 エヘ 6:12 Iコ リ15:24 コ ロ 2:15

① ス ロノス

② ク リオテース

③ アルケー 主権 pl

【支配 pl】

all+支配 支酉己pl

④ デュナミス all+権力

⑤ エグゾウシア 力 pl

【権威 pl】

all+権威 権威 pl

⑥ コスモクラ トール この世の

支配者たち

旧約聖書の中では、「ペルシヤの国の君」(ダニ 10:13～ 20)、 「ギ リシヤの君」(10:20)
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ギリシヤ語 コロ 1:16 コユ′く1:21 エベi3:10 Iペテ 3:22

① ス ロノス 王座 pl

② クリオテース 主権 pl 主権

③ アルケー 支配 pl all+支配 支西己pl

④ デュナミス 権力 権力 pl

⑤ エグゾウシア 権威 pl 権威 権威 pl 権威 pl
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4 悪霊の特徴

(1)霊的存在である

① どんなに数が多くても、小さなスペースの中でも存在できる (ル カ8:30)

② 霊なので、肉ゃ血は持たない (エベソ6:12)

(2)物質的な体を持たない (マ タイ 12:43～ 45、 マルコ 5:12)

(3)人 の目に見える姿で現れるときには、明確な形と容貌をしている。しばしば、動物

に似ている (黙 9:7～ 10、 17～ 19、 16:13～ 14)

(4)人間の体の中に入って、その体を所有しようとする。その理由は、悪霊がその力の

ある部分を発揮するためには、人間の体を所有することが必要であるためと推定さ

れる (マルコ 5:1～ 13、 使徒 16:16、 19:16)

5.悪 霊の力

(1)人 を内側からコン トロールすることができる (マ コ 5:1～ 5、 使徒 19:16)

(2)人 を苦 しめる、さらには殺すことができる (黙 9:1～ 21)

(3)じ るしを行 うことができる (黙 16:14)

(4)人 の 日に見えるように現れることができる (黙 9:7～ 10、 17～ 19、 16:13～ 14)

6.悪 霊の倫理性

(1)「汚れた霊」 と呼ばれるのは、倫理的に汚れているからである。

(2)「悪い霊」 と呼ばれるのは、その性格が邪悪であるからである。

(3)狂暴で癖が悪い (マ タ 8:28)

(4)下品ですることが汚い (ルカ 9i39)

(5)悪習慣化 して、 しつこい (マ ルコ 9:20～ 22)

(6)偽物の教理体系を持っている (Iテ モ 4:1～ 3)

① 信仰から離れさせる

② 心を奪う=誘惑して快楽の中に陥らせる

③ 偽善的な生活をさせる

④ 偽りを言わせる

⑤ 良心を働かせないようにする

⑥ 結婚や食べ物の分野で、信者の自由を否定する

(7)不道徳な状態からさらにひどい不道徳へと落ち込ませる (ルカ 8:27)

(8)サ タンが支配し動かしている 「このアイオンの暗やみ」、これを構成するものが、

コスモクラトール (こ の世の支配者たち)と 呼ばれる悪霊である (エ ペソ6:12)

(9)悪霊たちの悪さの程度は、皆同じではない。悪霊の中でも、悪さの程度に応じた序

列がある (マ タ 12:43～ 45)
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