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お願い！
このパワーポイント資料は

Clay クレイ聖書解説コレクション
「ヨハネの黙示録」

を基に作成しております。

ハーベスト・タイム・ミニストリーズから発売の
電子書籍版か書籍版(紙版)テキストと合わせて

必ずご参照・ご活用下さい！

*神戸聖書フォーラムでまとめ買いしております。
お求めの際はお気軽にお声掛け下さい。



Ⅰ.イントロダクション
１．神のご計画の全貌（全体構造）を再確認！

↓
２．終末論の全貌（全体構造）を再確認！

↓
３．「ヨハネの黙示録」の全体構造を再理解！



全体構造理解の大前提！

ディスペンセーショナリズム

定義「ディスペンセーションとは
神の計画が進展していく過程において出現する
明確に区分可能な神の経綸（時代・時代区分）



⑴聖書を字義通りに解釈

⑵イスラエルと教会を一貫して区別。
神がユダヤ民族と
アブラハム契約を結ばれたこと
それが永遠の契約であることを認める。

⑶歴史を貫くテーマは「神の栄光」





第1の復活は、神からの栄誉を受けるため

第2の復活は、裁きを受けるため



1:1「イエスキリストの黙示」
1:7「黙示録のテーマ」

1:19「黙示録のアウトライン」

クライマックスは再臨

再臨までのプロセス

本日
第7回



「1:19 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。 」

3）１：19「黙示録のアウトライン」

「 1:7 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。 」

2）１：7「黙示録のテーマ」

「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。」

1）１：１「イエスキリストの黙示」



⑴黙示録のテーマは、主の再臨とそのプロセス（黙1：7）

⑵再臨の条件は、ユダヤ人の民族的回心(ゼカリヤ12：10）

⑶終末論の出来事の流れ
携挙→大患難時代→ユダヤ人の民族的回心→メシアの再臨→千年王国

⑷大患難時代の反ユダヤ主義の最大目的は、霊的なもの(再臨の阻止)

⑸執筆経緯は 「迫害の中にいる人々」と「教会全体」への励ましと矯正

「 22：7 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は、幸いである。」

「堅く守る」とは、「心に留め見張っている状態」を言います。

黙示録のテーマを理解し、主の大いなる再臨の日を待ちましょう！
そして再臨の条件であるユダヤ人の民族的回心を祈りつつ、教会としての責務を果たしましょう！

黙示録の要点



ユダヤ人に対する教会の責務
～物質的な物を分かち合う～

(1)ロマ15：25～27

「 15：25 ですが、今は、聖徒たちに奉仕するために
エルサレムへ行こうとしています。 15:26 それは、マケ
ドニヤとアカヤでは、喜んでエルサレムの聖徒たちの中の
貧しい人たちのために醵金することにしたからです。
15:27 彼らは確かに喜んでそれをしたのですが、同時に
また、その人々に対してはその義務があるのです。異邦人
は霊的なことでは、その人々からもらいものをしたのです
から、物質的な物をもって彼らに奉仕すべきです。」



➀異邦人は霊的な祝福をユダヤ人から受けた。
②それゆえ、物質的な祝福を届けるべきである。
※経済的な必要性
※ユダヤ人伝道への支援



Ⅱ.第7回）黙示録15～16章アウトライン

⑴15：1～8「栄光に満ちた天の礼拝の幻」
⑵16：1～7「第一の鉢から第三の鉢」
⑶16：8～11「第四の鉢から第五の鉢」
⑷16:12～16「第六の鉢とハルマゲドン」 第1段階
⑸16：17～2Ⅰ「第七の鉢とハルマゲドン」第8段階



Ⅲ.今後学ぶことの展望(最終回まで)

← 第7回(7/16)

← 第8回(8/27)
← 第9回(9/24)

← 第10回(10/29)

← 第11回(11/26)

← 第12回(12/24)



Ⅳ.結論：クリスチャン生活の究極的ゴールとは

⑴自分のいる場所での神の栄光（臨在）を祈るとは
⑵義なる神の正しい裁きとは
⑶恵みが取り去られるとは
⑷日々主イエスとともに歩む人とは
⑸神の約束は永遠に真実であることとは

このメッセージは、大患難時代の
後半に起こる出来事について学ぼうとするものである。



ここからが本論！

・・・



黙示録15章

～栄光に満ちた天の礼拝の幻～





←12～14章(今回)
・後半にずれ込む中間
・鉢の裁きの理由(14章)
・挿入節②

はじめに テキスト「第七のラッパの内容」箇所について

←10：1～11：14(前回)
・ちょうど中間の出来事
・挿入節➀

←11：15～11：19で第七のラッパが吹かれた。
11：19と15：1がつながる。

←14章
・偽の三位一体に対する勝利の預言
・10～13章と15～16章のつなぎの役

←9：21と11：15がつながる



17つの封印

⑥第7ラッパ=第3災い=7つの鉢の裁き7つのラッパ

3つの災い

7つの鉢

悪性の
腫れ物

海の
破壊

川の
破壊

太陽の熱

暗黒❹

再臨ハル
マゲドン

土地1/3破壊
海1/3破壊

川1/3破壊
宇宙1/3破壊

悪霊侵入Ⅰ

暗黒❸

悪霊侵入Ⅱ
（人類1/3死亡）

暗黒❷

1.地震

2.暗黒❺

3.火の池へ
反キリスト
偽預言者

5.異邦人の裁き

4.サタン底知れぬ所へ

6.聖徒の復活
旧約時代
大患難時代

7.天と地の修復

8.ダビデの王座の確立

9.小羊の婚宴(婚礼)

75日間

暗黒❺

⑤ふたりの証人 エルサレムで3年半(1260日)預言

暗黒❹

異邦人帝国の第四段階(10人の王「10本の角、10の王国」→8人の王)

１.世界大戦Ⅱ
2.反キリストの死

5.反キリストの復活
9.3人の王の死

6.宗教組織バビロンの破壊↓

地震で都1/10破壊 7000人死亡→恐れ・悔い改め

11.荒らす忌むべき者
10.偽預言者

12.666の数字

4.ユダヤ人迫害

2 3 74 5 6

1

1 2 3

2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

↓8.契約破棄七年の契約

反キリスト

世界大戦Ⅰ

飢饉

人類1/4死亡

聖徒迫害

殉教者のたましい(患難期前半に殉教した聖徒たち)

天変地異

144,000人の宣教

前半 後半

暗黒➊
ヨエ2：31

エリヤの活動
マラ4：5～6

一羽のわし

第五段階(反キリストの完全な帝国主義) 政治・経済の統合

世界宣教・世界大のリバイバル

7.ふたりの証人の死↓

④第3神殿「杖のような測り竿」

⑤さらされた死体(三日半)→復活（第3のヨナのしるし)→昇天

大患難時代の最後に起こるユダヤ人の民族的救いの前奏曲

⑧海からの獣(反キリストの支配)

⑩中間期の7つの宣言

➆大患難時代のイスラエル

歴史的背景(キリストの生涯を要約する幻)

3.地に落とされるサタン(天の戦い)→イスラエルの逃避(荒野に逃れる女)
イスラエルに対するサタンの戦い

⑧海からの獣(第一の獣)

⑨地からの獣(第二の獣)

中間期の出来事
・ちょうど中間の
1～12の出来事

・後半にずれ込む
➀～➉の出来事

中間点

獣の偶像礼拝・経済活動の統制

➆キリストの生涯を要約する幻

殉教者たちの礼拝(患難時代後半に殉教した聖徒たち)

←8段階→

(ユダヤ人2/3死亡)

大バビロン
滅亡

嘆く人々

喜ぶ人々

ⅰシオンの山(千年王国)の小羊と14.4万人
ⅱ永遠の福音(御使いによる世界宣教)

ⅲバビロンの崩壊の幻
ⅳ獣の刻印と像(聖徒への励まし)

ⅴ殉教者たちへの励まし
ⅵ主の刈り取り・リバイバル

ⅶ踏まれる酒ぶね(ケデロンの谷)

⑩中間期の7つの宣言

天での出来事（第3の天）

地上の視点（第1の天）

栄化→キリストのさばきの座

天使と24人の長老たちの礼拝
7つの封印で閉じられた巻物

天におけるハレルヤの声

小羊の婚姻

（出迎え）

（婚約）

第4の異邦人帝国

宗教的バビロン

③小さな巻物

②第7のラッパの裁きの預言

➀強い御使い(七つの雷)

半時間の静けさ



15:1 また私は、天にもう一つの巨大な驚くべきしるしを
見た。七人の御使いが、最後の七つの災害を携えていた。
神の激しい怒りはここに窮まるのである。 15:2 私は、火
の混じった、ガラスの海のようなものを見た。獣と、その
像と、その名を示す数字とに打ち勝った人々が、神の立琴
を手にして、このガラスの海のほとりに立っていた。 15:3 
彼らは、神のしもべモーセの歌と小羊の歌とを歌って言っ
た。「あなたのみわざは偉大であり、驚くべきものです。
主よ。万物の支配者である神よ。あなたの道は正しく、真
実です。もろもろの民の王よ。

45）15：1～8「栄光に満ちた天の礼拝の幻」



15:4 主よ。だれかあなたを恐れず、御名をほめたたえな
い者があるでしょうか。ただあなただけが、聖なる方です。
すべての国々の民は来て、あなたの御前にひれ伏します。
あなたの正しいさばきが、明らかにされたからです。」
15:5 その後、また私は見た。天にある、あかしの幕屋の
聖所が開いた。 15:6 そしてその聖所から、七つの災害を
携えた七人の御使いが出て来た。彼らは、きよい光り輝く
亜麻布を着て、胸には金の帯を締めていた。 15:7 また、
四つの生き物の一つが、永遠に生きておられる神の御怒り
の満ちた七つの金の鉢を、七人の御使いに渡した。 15:8 
聖所は神の栄光と神の大能から立ち上る煙で満たされ、七
人の御使いたちの七つの災害が終わるまでは、だれもその
聖所に、入ることができなかった。



1 そこで、モーセとイスラエル人は、主に向かって、この歌を歌った。彼ら
は言った。 「主に向かって私は歌おう。主は輝かしくも勝利を収められ、馬と
乗り手とを海の中に投げ込まれたゆえに。 2 主は、私の力であり、ほめ歌であ
る。主は、私の救いとなられた。この方こそ、わが神。私はこの方をほめたた
える。私の父の神。この方を私はあがめる。 3 主はいくさびと。その御名は主。
4 主はパロの戦車も軍勢も海の中に投げ込まれた。えり抜きの補佐官たちも葦
の海におぼれて死んだ。 5 大いなる水は彼らを包んでしまい、彼らは石のよ
うに深みに下った。 6 主よ。あなたの右の手は力に輝く。主よ。あなたの右の
手は敵を打ち砕く。 7 あなたは大いなる威力によって、あなたに立ち向かう者
どもを打ち破られる。あなたが燃える怒りを発せられると、それは彼らを刈り
株のように焼き尽くす。 8 あなたの鼻の息で、水は積み上げられ、流れはせき
のように、まっすぐ立ち、大いなる水は海の真ん中で固まった。

出エジプト15:1～18

モーセの歌 ～解放の喜び～



9 敵は言った。 『私は追って、追いついて、略奪した物を分けよう。おのれの
望みを彼らによってかなえよう。剣を抜いて、この手で彼らを滅ぼそう。』 10 
あなたが風を吹かせられると、海は彼らを包んでしまった。彼らは大いなる水
の中に鉛のように沈んだ。 11 主よ。神々のうち、だれかあなたのような方が
あるでしょうか。だれがあなたのように、聖であって力強く、たたえられつつ
恐れられ、奇しいわざを行うことができましょうか。 12 あなたが右の手を伸
ばされると、地は彼らをのみこんだ。 13 あなたが贖われたこの民を、あなた
は恵みをもって導き、御力をもって、聖なる御住まいに伴われた。 14 国々の
民は聞いて震え、もだえがペリシテの住民を捕らえた。 15 そのとき、エドム
の首長らは、おじ惑い、モアブの有力者らは、震え上がり、カナンの住民は、
みな震えおののく。 16 恐れとおののきが彼らを襲い、あなたの偉大な御腕に
より、彼らが石のように黙りますように。主よ。あなたの民が通り過ぎるまで。
あなたが買い取られたこの民が通り過ぎるまで。 17 あなたは彼らを連れて行
き、あなたご自身の山に植えられる。主よ。御住まいのためにあなたがお造り
になった場所に。主よ。あなたの御手が堅く建てた聖所に。 18 主はとこしえ
までも統べ治められる。」



黙示録16章

～ハルマゲドンをクライマックスとする後半の鉢の裁き～





17つの封印

⑥第7ラッパ=第3災い=7つの鉢の裁き7つのラッパ

3つの災い

7つの鉢

悪性の
腫れ物

海の
破壊

川の
破壊

太陽の熱

暗黒❹

再臨ハル
マゲドン

土地1/3破壊
海1/3破壊

川1/3破壊
宇宙1/3破壊

悪霊侵入Ⅰ

暗黒❸

悪霊侵入Ⅱ
（人類1/3死亡）

暗黒❷

1.地震

2.暗黒❺

3.火の池へ
反キリスト
偽預言者

5.異邦人の裁き

4.サタン底知れぬ所へ

6.聖徒の復活
旧約時代
大患難時代

7.天と地の修復

8.ダビデの王座の確立

9.小羊の婚宴(婚礼)

75日間

暗黒❺

⑤ふたりの証人 エルサレムで3年半(1260日)預言

暗黒❹

異邦人帝国の第四段階(10人の王「10本の角、10の王国」→8人の王)

１.世界大戦Ⅱ
2.反キリストの死

5.反キリストの復活
9.3人の王の死

6.宗教組織バビロンの破壊↓

地震で都1/10破壊 7000人死亡→恐れ・悔い改め

11.荒らす忌むべき者
10.偽預言者

12.666の数字

4.ユダヤ人迫害

2 3 74 5 6

1

1 2 3

2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

↓8.契約破棄七年の契約

反キリスト

世界大戦Ⅰ

飢饉

人類1/4死亡

聖徒迫害

殉教者のたましい(患難期前半に殉教した聖徒たち)

天変地異

144,000人の宣教

前半 後半

暗黒➊
ヨエ2：31

エリヤの活動
マラ4：5～6

一羽のわし

第五段階(反キリストの完全な帝国主義) 政治・経済の統合

世界宣教・世界大のリバイバル

7.ふたりの証人の死↓

④第3神殿「杖のような測り竿」

⑤さらされた死体(三日半)→復活（第3のヨナのしるし)→昇天

大患難時代の最後に起こるユダヤ人の民族的救いの前奏曲

⑧海からの獣(反キリストの支配)

⑩中間期の7つの宣言

➆大患難時代のイスラエル

歴史的背景(キリストの生涯を要約する幻)

3.地に落とされるサタン(天の戦い)→イスラエルの逃避(荒野に逃れる女)
イスラエルに対するサタンの戦い

⑧海からの獣(第一の獣)

⑨地からの獣(第二の獣)

中間期の出来事
・ちょうど中間の
1～12の出来事

・後半にずれ込む
➀～➉の出来事

中間点

獣の偶像礼拝・経済活動の統制

➆キリストの生涯を要約する幻

殉教者たちの礼拝(患難時代後半に殉教した聖徒たち)

←8段階→

(ユダヤ人2/3死亡)

大バビロン
滅亡

嘆く人々

喜ぶ人々

ⅰシオンの山(千年王国)の小羊と14.4万人
ⅱ永遠の福音(御使いによる世界宣教)

ⅲバビロンの崩壊の幻
ⅳ獣の刻印と像(聖徒への励まし)

ⅴ殉教者たちへの励まし
ⅵ主の刈り取り・リバイバル

ⅶ踏まれる酒ぶね(ケデロンの谷)

⑩中間期の7つの宣言

天での出来事（第3の天）

地上の視点（第1の天）

栄化→キリストのさばきの座

天使と24人の長老たちの礼拝
7つの封印で閉じられた巻物

天におけるハレルヤの声

小羊の婚姻

（出迎え）

（婚約）

第4の異邦人帝国

宗教的バビロン

③小さな巻物

②第7のラッパの裁きの預言

➀強い御使い(七つの雷)

半時間の静けさ



16:1 また、私は、大きな声が聖所から出て、七人の御使
いに言うのを聞いた。「行って、神の激しい怒りの七つの
鉢を、地に向けてぶちまけよ。」 16:2 そこで、第一の御
使いが出て行き、鉢を地に向けてぶちまけた。すると、獣
の刻印を受けている人々と、獣の像を拝む人々に、ひどい
悪性のはれものができた。

46）16：1～7「第一の鉢から第三の鉢」
*第一の鉢(16：2)



14:9 また、第三の、別の御使いも、彼らに続いてやって
来て、大声で言った。「もし、だれでも、獣とその像を拝
み、自分の額か手かに刻印を受けるなら、 14:10 そのよう
な者は、神の怒りの杯に混ぜ物なしに注がれた神の怒りの
ぶどう酒を飲む。また、聖なる御使いたちと小羊との前で、
火と硫黄とで苦しめられる。 14:11 そして、彼らの苦しみ
の煙は、永遠にまでも立ち上る。獣とその像とを拝む者、
まただれでも獣の名の刻印を受ける者は、昼も夜も休みを
得ない。 14:12 神の戒めを守り、イエスに対する信仰を持
ち続ける聖徒たちの忍耐はここにある。」

43）14：6～12「第二の宣告から第四の宣告まで」
*第四の宣言：獣の刻印 (14：9～12)



16:3 第二の御使いが鉢を海にぶちまけた。すると、海は
死者の血のような血になった。海の中のいのちのあるもの
は、みな死んだ。

46）16：1～7「第一の鉢から第三の鉢」
*第二の鉢(16：3)



16:4 第三の御使いが鉢を川と水の源とにぶちまけた。す
ると、それらは血になった。 16:5 また私は、水をつかさ
どる御使いがこう言うのを聞いた。「今いまし、昔います
聖なる方。あなたは正しい方です。なぜならあなたは、こ
のようなさばきをなさったからです。 16:6 彼らは聖徒た
ちや預言者たちの血を流しましたが、あなたは、その血を
彼らに飲ませました。彼らは、そうされるにふさわしい者
たちです。」 16:7 また私は、祭壇がこう言うのを聞いた。
「しかり。主よ。万物の支配者である神よ。あなたのさば
きは真実な、正しいさばきです。」

46）16：1～7「第一の鉢から第三の鉢」
*第三の鉢(16：4～7)



第1の復活は、神からの栄誉を受けるため

第2の復活は、裁きを受けるため



サタン・悪霊の行先
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16:8 第四の御使いが鉢を太陽に向けてぶちまけた。する
と、太陽は火で人々を焼くことを許された。 16:9 こうし
て、人々は激しい炎熱によって焼かれた。しかも、彼らは、
これらの災害を支配する権威を持つ神の御名に対してけが
しごとを言い、悔い改めて神をあがめることをしなかった。

47）16：8～11「第四の鉢から第五の鉢」
*第四の鉢(16：8～9)



16:10 第五の御使いが鉢を獣の座にぶちまけた。すると、
獣の国は暗くなり、人々は苦しみのあまり舌をかんだ。
16:11 そして、その苦しみと、はれものとのゆえに、天の
神に対してけがしごとを言い、自分の行いを悔い改めよう
としなかった。

47）16：8～11「第四の鉢から第五の鉢」
*第五の鉢(16：10～11)



10:21 主はモーセに仰せられた。「あなたの手を天に向
けて差し伸べ、やみがエジプトの地の上に来て、やみにさ
われるほどにせよ。」 10:22 モーセが天に向けて手を差し
伸ばしたとき、エジプト全土は三日間真っ暗やみとなった。
10:23 三日間、だれも互いに見ることも、自分の場所から
立つこともできなかった。しかしイスラエル人の住む所に
は光があった。

出エジプト10：21～23

暗黒状態とは





16:12 第六の御使いが鉢を大ユーフラテス川にぶちまけた。すると、
水は、日の出るほうから来る王たちに道を備えるために、かれてし
まった。 16:13 また、私は竜の口と、獣の口と、にせ預言者の口と
から、かえるのような汚れた霊どもが三つ出て来るのを見た。
16:14 彼らはしるしを行う悪霊どもの霊である。彼らは全世界の王
たちのところに出て行く。万物の支配者である神の大いなる日の戦
いに備えて、彼らを集めるためである。 16:15 ──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は幸いである── 16:16 こうして彼ら
は、ヘブル語でハルマゲドンと呼ばれる所に王たちを集めた。

48）16：12～16「第六の鉢とハルマゲドン」
～反キリストの同盟軍の招集～

神の大いなる戦いの第1段階
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❹

❸

❶





第1段階
～メギドの丘とイズレエルの平原～

https://www.google.co.jp/maps/place/Megiddo,+%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%83%A9%E3%82%A8%E3%83%AB/@32.4984922,35.3506483,794m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x151daafce57fc2f3:0x953accbb2cdc81
ca!8m2!3d32.577899!4d35.179972



18:1 この後、私は、もうひとりの御使いが、大きな権威を帯びて、
天から下って来るのを見た。地はその栄光のために明るくなった。
18:2 彼は力強い声で叫んで言った。「倒れた。大バビロンが倒れた。
そして、悪霊の住まい、あらゆる汚れた霊どもの巣くつ、あらゆる
汚れた、憎むべき鳥どもの巣くつとなった。 18:3 それは、すべて
の国々の民が、彼女の不品行に対する激しい御怒りのぶどう酒を飲
み、地上の王たちは、彼女と不品行を行い、地上の商人たちは、彼
女の極度の好色によって富を得たからである。」

53）18：1～8「政治的バビロンの崩壊」

神の大いなる戦いの第2段階
～バビロン(世界の首都)の崩壊～

https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%86%E3%82%B9%E5%B7%9D/@30.1417031,37.2199472,1400282m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x3fdcd9745f38c1e5
:0x685e3334f33f66e8!8m2!3d35.2764957!4d42.6289045



18:4 それから、私は、天からのもう一つの声がこう言うのを聞い
た。「わが民よ。この女から離れなさい。その罪にあずからないた
め、また、その災害を受けないためです。 18:5 なぜなら、彼女の
罪は積み重なって天にまで届き、神は彼女の不正を覚えておられる
からです。 18:6 あなたがたは、彼女が支払ったものをそのまま彼
女に返し、彼女の行いに応じて二倍にして戻しなさい。彼女が混ぜ
合わせた杯の中には、彼女のために二倍の量を混ぜ合わせなさい。
18:7 彼女が自分を誇り、好色にふけったと同じだけの苦しみと悲し
みとを、彼女に与えなさい。彼女は心の中で『私は女王の座に着い
ている者であり、やもめではないから、悲しみを知らない』と言う
からです。 18:8 それゆえ一日のうちに、さまざまの災害、すなわ
ち死病、悲しみ、飢えが彼女を襲い、彼女は火で焼き尽くされます。
彼女をさばく神である主は力の強い方だからです。



❹

❸

❶





14:8 また、第二の、別の御使いが続いてやって来て、
言った。「大バビロンは倒れた。倒れた。激しい御怒りを
引き起こすその不品行のぶどう酒を、すべての国々の民に
飲ませた者。」

43）14：6～12「第二の宣告から第四の宣告まで」
*第2段階：第三の宣言：バビロンの崩壊 (14：8)

神の大いなる戦いの第2段階
～バビロン(世界の首都)の崩壊～



19:1 この後、私は、天に大群衆の大きい声のようなものが、こう
言うのを聞いた。「ハレルヤ。救い、栄光、力は、われらの神のも
の。 19:2 神のさばきは真実で、正しいからである。神は不品行に
よって地を汚した大淫婦をさばき、ご自分のしもべたちの血の報復
を彼女にされたからである。」 19:3 彼らは再び言った。「ハレル
ヤ。彼女の煙は永遠に立ち上る。」 19:4 すると、二十四人の長老
と四つの生き物はひれ伏し、御座についておられる神を拝んで、
「アーメン。ハレルヤ」と言った。 19:5 また、御座から声が出て
言った。「すべての、神のしもべたち。小さい者も大きい者も、神
を恐れかしこむ者たちよ。われらの神を賛美せよ。」

56）19：1～5「天における『ハレルヤ』の声」

神の大いなる戦いの第2段階
～バビロン(世界の首都)の崩壊～



⑴ゼカ12：2～3
⑵ゼカ14：1～2

*反キリストはバビロンに向かわず、南下してエルサレムに
*サタンの意図は、ユダヤ人の全滅
*イズレエルの谷を発った諸国は、エルサレムを攻撃
*激しい戦いが展開される(ゼカ10：4～9、ミカ4：19～5：1)
*反キリストの軍勢は相当な被害を受けるが、エルサレムは陥落する。

黙示録における該当聖句は「なし」

神の大いなる戦いの第3段階
～エルサレムの攻撃とその崩壊～

https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%83%A9%E3%82%A8%E3%83%AB+%E3%82%A8%E3%83%AB%E3%82%B5%E3%83%AC%E3%83%A0/@31.7878087,35.1410393,24066m/data=!3m1!
1e3!4m5!3m4!1s0x1502d7d634c1fc4b:0xd96f623e456ee1cb!8m2!3d31.768319!4d35.21371



❹

❸

❶





12:7 さて、天に戦いが起こって、ミカエルと彼の使いたちは、
竜と戦った。それで、竜とその使いたちは応戦したが、 12:8 勝つ
ことができず、天にはもはや彼らのいる場所がなくなった。 12:9 
こうして、この巨大な竜、すなわち、悪魔とか、サタンとか呼ばれ
て、全世界を惑わす、あの古い蛇は投げ落とされた。彼は地上に投
げ落とされ、彼の使いどもも彼とともに投げ落とされた。 12:10 
そのとき私は、天で大きな声が、こう言うのを聞いた。

37）12：6～12「天における戦い」※時系列ではこちらが先

*地上に投げ落とされるサタン（ 12：7-12 ）

神の大いなる戦いの第4段階
～反キリスト軍ボツラへ～



「今や、私たちの神の救いと力と国と、また、神のキリストの権威
が現れた。私たちの兄弟たちの告発者、日夜彼らを私たちの神の御
前で訴えている者が投げ落とされたからである。 12:11 兄弟たち
は、小羊の血と、自分たちのあかしのことばのゆえに彼に打ち勝っ
た。彼らは死に至るまでもいのちを惜しまなかった。 12:12 それ
ゆえ、天とその中に住む者たち。喜びなさい。しかし、地と海とに
は、わざわいが来る。悪魔が自分の時の短いことを知り、激しく
怒って、そこに下ったからである。」



12:6 女は荒野に逃げた。そこには、千二百六十日の間
彼女を養うために、神によって備えられた場所があった。

37）12：6～12「天における戦い」
*荒野にのがれる女「イスラエルの逃避」(12：6)

神の大いなる戦いの第4段階
～反キリスト軍ボツラへ～

https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%83%9A%E3%83%88%E3%83%A9/@30.3252667,35.4401452,5436m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x15016ef1703b6071:0x199bf908679a2291!8m2!3d30.3284544!4d35.444
3622



12:13 自分が地上に投げ落とされたのを知った竜は、男の子を産んだ
女を追いかけた。 12:14 しかし、女は大鷲の翼を二つ与えられた。自分
の場所である荒野に飛んで行って、そこで一時と二時と半時の間、蛇の前
をのがれて養われるためであった。 12:15 ところが、蛇はその口から水
を川のように女のうしろへ吐き出し、彼女を大水で押し流そうとした。
12:16 しかし、地は女を助け、その口を開いて、竜が口から吐き出した
川を飲み干した。 12:17 すると、竜は女に対して激しく怒り、女の子孫
の残りの者、すなわち、神の戒めを守り、イエスのあかしを保っている者
たちと戦おうとして出て行った。

38）12：13～17「サタンによるユダヤ人迫害」
*イスラエルに対するサタンの戦い

神の大いなる戦いの第4段階
～反キリスト軍ボツラへ～



❹

❸

❶





メシア再臨の前提条件
⑴イスラエルによる国家的罪の告白
⑵イスラエルの懇願

ゼカリヤ12：10
「 12：10 わたしは、ダビデの家とエルサレムの住民の上に、
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」

黙示録における該当聖句「なし」

神の大いなる戦いの第5段階
～イスラエルの民族的救い～



❹

❸

❶





神の大いなる戦いの第6段階
～キリストの地上再臨～

1:7 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。 1:8 神である主、
常にいまし、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。』」

３）１：7～8「黙示録のテーマ」とは
～歴史の支配者であるキリストの再臨プロセスである～



19:11 また、私は開かれた天を見た。見よ。白い馬がいる。それに乗った
方は、「忠実また真実」と呼ばれる方であり、義をもってさばきをし、戦
いをされる。 19:12 その目は燃える炎であり、その頭には多くの王冠が
あって、ご自身のほかだれも知らない名が書かれていた。 19:13 その方は
血に染まった衣を着ていて、その名は「神のことば」と呼ばれた。 19:14 
天にある軍勢はまっ白な、きよい麻布を着て、白い馬に乗って彼につき
従った。 19:15 この方の口からは諸国の民を打つために、鋭い剣が出てい
た。この方は、鉄の杖をもって彼らを牧される。この方はまた、万物の支
配者である神の激しい怒りの酒ぶねを踏まれる。 19:16 その着物にも、も
もにも、「王の王、主の主」という名が書かれていた。

59）19：11～16「キリストの再臨」

神の大いなる戦いの第6段階
～キリストの地上再臨～



主の剣は血で満ち、脂肪で肥えている。 子羊ややぎの血
と、雄羊の腎臓の脂肪で肥えている。主がボツラでいけに
えをほふり、エドムの地で大虐殺をされるからだ。

イザヤ書34：6

「エドムから来る者、ボツラから深紅の衣を着て来るこの
者は、だれか。その着物には威光があり、大いなる力を
もって進んで来るこの者は。」「正義を語り、救うに力強
い者、それがわたしだ。」

イザヤ書63：1

神の大いなる戦いの第6段階
～キリストの地上再臨～



❹

❸

❶





神の大いなる戦いの第7段階
～ヨシャパテの谷で最終的な勝利～

14:17 また、もうひとりの御使いが、天の聖所から出て来たが、この御使いも、
鋭いかまを持っていた。 14:18 すると、火を支配する権威を持ったもうひとり
の御使いが、祭壇から出て来て、鋭いかまを持つ御使いに大声で叫んで言った。
「その鋭いかまを入れ、地のぶどうのふさを刈り集めよ。ぶどうはすでに熟し
ているのだから。」 14:19 そこで御使いは地にかまを入れ、地のぶどうを刈り
集めて、神の激しい怒りの大きな酒ぶねに投げ入れた。 14:20 その酒ぶねは都
の外で踏まれたが、血は、その酒ぶねから流れ出て、馬のくつわに届くほどに
なり、千六百スタディオンに広がった。

44）14：13～20「第五の宣告から第七の宣告まで
*第七の宣言：踏まれる酒ぶね(14：17～20)

https://www.google.co.jp/maps/place/Absalom's+Tombs/@31.776215,35.2335498,1522m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0x150329b78ffa5bf9:0xdc89b9bc9eb30114!2sAbsalom's+Tombs!3b1!8m2!3d31.7772209!
4d35.238856!3m4!1s0x150329b78ffa5bf9:0xdc89b9bc9eb30114!8m2!3d31.7772209!4d35.238856

20節 「都の外」とはヨシャパテの谷（ケデロンの谷の一部）



❹

❸

❶







16:17 第七の御使いが鉢を空中にぶちまけた。すると、大きな声が御座を
出て、聖所の中から出て来て、「事は成就した」と言った。 16:18 すると、
いなずまと声と雷鳴があり、大きな地震があった。この地震は人間が地上
に住んで以来、かつてなかったほどのもので、それほどに大きな、強い地
震であった。 16:19 また、あの大きな都は三つに裂かれ、諸国の民の町々
は倒れた。そして、大バビロンは、神の前に覚えられて、神の激しい怒り
のぶどう酒の杯を与えられた。 16:20 島はすべて逃げ去り、山々は見えな
くなった。 16:21 また、一タラントほどの大きな雹が、人々の上に天から
降って来た。人々は、この雹の災害のため、神にけがしごとを言った。そ
の災害が非常に激しかったからである。

49）16：17～21「第七の鉢とハルマゲドン」

https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%82%AA%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%96%E5%B1%B1/@31.7774531,35.2383382,1003m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x150329b09e2e946b:0xd35396668e71535c!8m
2!3d31.7779317!4d35.2456983

神の大いなる戦いの第8段階
～栄光の王がオリーブ山の上に立つ～



神の大いなる戦いの第8段階
～黙示録以外の聖句から～

14:3 主が出て来られる。決戦の日に戦うように、それらの国々と戦われる。
14:4 その日、主の足は、エルサレムの東に面するオリーブ山の上に立つ。オ
リーブ山は、その真ん中で二つに裂け、東西に延びる非常に大きな谷ができる。
山の半分は北へ移り、他の半分は南へ移る。 14:5山々の谷がアツァルにまで
達するので、あなたがたは、わたしの山々の谷に逃げよう。ユダの王ウジヤの
時、地震を避けて逃げたように、あなたがたは逃げよう。私の神、主が来られ
る。すべての聖徒たちも主とともに来る。

ゼカ14：3～5(栄光の王がオリーブ山の上に立つ)

*アツァルという場所は不明だが、おそらくヨルダン川の岸辺付近
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%82%AA%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%96%E5%B1%B1/@31.7774531,35.2383382,1003m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x150329b09e2e946b:0xd35396668e71535c!8m
2!3d31.7779317!4d35.2456983



❹

❸

❶





17つの封印

⑥第7ラッパ=第3災い=7つの鉢の裁き7つのラッパ

3つの災い

7つの鉢

悪性の
腫れ物

海の
破壊

川の
破壊

太陽の熱

暗黒❹

再臨ハル
マゲドン

土地1/3破壊
海1/3破壊

川1/3破壊
宇宙1/3破壊

悪霊侵入Ⅰ

暗黒❸

悪霊侵入Ⅱ
（人類1/3死亡）

暗黒❷

1.地震

2.暗黒❺

3.火の池へ
反キリスト
偽預言者

5.異邦人の裁き

4.サタン底知れぬ所へ

6.聖徒の復活
旧約時代
大患難時代

7.天と地の修復

8.ダビデの王座の確立

9.小羊の婚宴(婚礼)

75日間

暗黒❺

⑤ふたりの証人 エルサレムで3年半(1260日)預言

暗黒❹

異邦人帝国の第四段階(10人の王「10本の角、10の王国」→8人の王)

１.世界大戦Ⅱ
2.反キリストの死

5.反キリストの復活
9.3人の王の死

6.宗教組織バビロンの破壊↓

地震で都1/10破壊 7000人死亡→恐れ・悔い改め

11.荒らす忌むべき者
10.偽預言者

12.666の数字

4.ユダヤ人迫害

2 3 74 5 6

1

1 2 3

2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

↓8.契約破棄七年の契約

反キリスト

世界大戦Ⅰ

飢饉

人類1/4死亡

聖徒迫害

殉教者のたましい(患難期前半に殉教した聖徒たち)

天変地異

144,000人の宣教

前半 後半

暗黒➊
ヨエ2：31

エリヤの活動
マラ4：5～6

一羽のわし

第五段階(反キリストの完全な帝国主義) 政治・経済の統合

世界宣教・世界大のリバイバル

7.ふたりの証人の死↓

④第3神殿「杖のような測り竿」

⑤さらされた死体(三日半)→復活（第3のヨナのしるし)→昇天

大患難時代の最後に起こるユダヤ人の民族的救いの前奏曲

⑧海からの獣(反キリストの支配)

⑩中間期の7つの宣言

➆大患難時代のイスラエル

歴史的背景(キリストの生涯を要約する幻)

3.地に落とされるサタン(天の戦い)→イスラエルの逃避(荒野に逃れる女)
イスラエルに対するサタンの戦い

⑧海からの獣(第一の獣)

⑨地からの獣(第二の獣)

中間期の出来事
・ちょうど中間の
1～12の出来事

・後半にずれ込む
➀～➉の出来事

中間点

獣の偶像礼拝・経済活動の統制

➆キリストの生涯を要約する幻

殉教者たちの礼拝(患難時代後半に殉教した聖徒たち)

←8段階→

(ユダヤ人2/3死亡)

大バビロン
滅亡

嘆く人々

喜ぶ人々

ⅰシオンの山(千年王国)の小羊と14.4万人
ⅱ永遠の福音(御使いによる世界宣教)

ⅲバビロンの崩壊の幻
ⅳ獣の刻印と像(聖徒への励まし)

ⅴ殉教者たちへの励まし
ⅵ主の刈り取り・リバイバル

ⅶ踏まれる酒ぶね(ケデロンの谷)

⑩中間期の7つの宣言

天での出来事（第3の天）

地上の視点（第1の天）

栄化→キリストのさばきの座

天使と24人の長老たちの礼拝
7つの封印で閉じられた巻物

天におけるハレルヤの声

小羊の婚姻

（出迎え）

（婚約）

第4の異邦人帝国

宗教的バビロン

③小さな巻物

②第7のラッパの裁きの預言

➀強い御使い(七つの雷)

半時間の静けさ





結論



Ⅳ．結論：クリスチャン生活の究極的ゴールは
神の栄光が現れること!

⑴自分のいる場所に神の栄光が輝きでる様、祈りましょう！
・STEP１：有効な祈りの条件
➀イエスにとどまる。
②その様な人の内側には、イエスのことばがとどまる。
③それゆえ、そういう人は父の御心に沿った祈りをする

・STEP2：その御心に沿った祈りは、クリスチャン生活の基本
マタ6：10「御国が来ますように。
みこころが天で行われるように地でも行われますように。」

・STEP3：祈りが聞かれると、どういう祝福が与えられるのでしょう
➀祈りが聞かれるというのは弟子が結ぶ多くの実のひとつ
②聞かれた祈りは、祈った人がイエスの弟子であることの証明
③祈りが聞かれると、父が栄光をお受けになる。



⑵神は必ず正しい裁きを行われるお方。どちからしかない。
➀第1の復活(初穂、２組目、3組目)は、
神からの栄誉を受けるため

②第2の復活は、裁きを受けるため

⑶恵みが取り去られる時がくる前に、
愛する者のため執り成しの祈りをささげましょう。
➀人は選びの自由はあるが、選んだ結果は選べない。
②恵みが取り去られたなら、悔い改める心さえなくなる
③神(光、愛、命)を拒否したら、
神(光、愛、命)がいない所に行ってしまう。



⑷日々主イエスとともに歩む人とは
「見よ。わたしは盗人のように来る。目をさまして、身に着物をつけ、
裸で歩く恥を人に見られないようにする者は幸いである。」

➀この聖句は、大患難時代を通過する全ての聖徒への励ましである。
②教会時代に生きる我々は
同じ聖句を携挙に当てはめることができる。

⑸再臨により神の約束は永遠に真実であることが証明される。
➀第1の復活は、神からの栄誉を受ける為で、これらは全て成就する。
第一の復活の初穂：メシアの復活
第一の復活の2組目：携挙：教会時代の聖徒の復活
第一の復活の3組目：再臨：旧約時代と大患難時代の聖徒の復活



第1の復活は、神からの栄誉を受けるため

第2の復活は、裁きを受けるため



万物の支配者である神に、
賛美と栄光と力が永遠にあるように。

黙示録を学ばれる兄弟姉妹に
主の特別な祝福がありますように！

アーメン



第7回講解 おわり

次回の予定

2016/8/27（土）in元町





では学んだことを
分かち合いましょう！


