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はじめに 

 バビロンの王、ネブカデネザルは、ユダの王、エホアキム

の３年目（第二列王記２４：１－４；ダニエル書１：１）に、エルサレム

を捕らえた。その時、ダニエルを含む多くのユダヤ人の若者

が捕らえられた。ダニエルの生涯と伝道とメッセージが特異

である要因は、彼がバビロンの捕虜の中で語り、生きたこと

である。信仰と信念に完全に敵対的で真逆の風土の中、それ

らを存続させる方法を探る独創的な若いユダヤ人の男を見る。

更に、ダニエルはイスラエルの未来の幻を見る、ただし、人類

の歴史の中で起きる国家や王国より広い未来の幻である（バビ

ロン、メド・ペルシャ、ギリシャ、ローマなど）神が地上に王国を建てら

れる日までの幻である。実際、ダニエル書の中核となる部分

はバビロニア帝国の言語であるアラム語で書かれていた。 

この様に、ダニエルは旧約聖書の預言者の人類史上最も広い

視点を提供してくれている。その預言は「聖書の予言を理解

する鍵」と呼ばれてきた。特に、ダニエルの未来の幻と、聖書

の最後の本であるヨハネの黙示録に見られるものとの間には、

多くの類似点がある。 

 ダニエル書の最初の６章は、信仰と信念に敵対する文化の

中に生きるダニエルとその三人の友人の生涯と信仰に焦点を

当てている。その男たちの信仰と信念が試される神の主権的

な御手による働きを見、信仰と祈りと勇気をもって、神がお

許しになられる試練に応じる責任ある選択を見る。 

ダニエルのバビロンでの訓練： 

第１章 

 多くのユダヤ人を捕らえた後、ネブカデネザルは、ダニエ

ルを含めその友人３人（皆貴族、おそらく王家の出身）、のユダヤ人の

若者を気に入り、バビロンの文化と習慣に変えようと試みた。

３人の友人と共に、ダニエルはバビロンの文化、言語、文学の

３年間の学校のカリキュラムを受けた。彼らには、バビロニ

アの神々を反映した名前が与えられ、王の食卓からご馳走が

与えられた。しかし、ダニエルはそれらを食べようとしなか

った。当時のユダヤ教の食生活の法律に反した可能性が高い。 

 神はダニエルをして、宦官の長の前に、恵みとあわれみと

を得させられたので、 （ダニエル書１：９） 

 配分された食事を取らないために外見が衰えて行くのを王

が見て、宦官の長は、その責任を問わらるのではと自身の命

のために恐れた。 

 宦官の長はダニエルに言った、「わが主なる王は、あなた

がたの食べ物と、飲み物とを定められたので、わたしはあな

たがたの健康の状態が、同年輩の若者たちよりも悪いと、王

が見られることを恐れるのです。そうすればあなたがたのた

めに、わたしのこうべが、王の前に危くなるでしょう」。

（ダニエル書１：１０） 

 ダニエルは大胆に、しかし丁重に１０日間の試みを提案し

た。ダニエルと３人の友人は野菜と水のみに制限した。 

そして、その外見を他の若者たちと比較した。神がダニエル

と３人の友人を祝福してくださったので、１０日後、彼らの



外見は他の若者たちのよりも優れた。また、３年間の訓練の

期間を終了した後、ネブカデネザル王はダニエルと３人の友

人の成績がトップであったことに目を見張った。 

 王が彼らと語ってみると、彼らすべての中にはダニエル、

ハナニヤ、ミシャエル、アザリヤにならぶ者がなかったの

で、彼らは王の前にはべることとなった。 王が彼らにさまざ

まの事を尋ねてみると、彼らは知恵と理解において、全国の

博士、法術士にまさること十倍であった。 

（ダニエル書１９，２０） 

 ダニエル書の中に何度も繰り返し登場するテーマに気付

く：自分の信念に忠実であり、神に結果を決定していただく。

私たちが信念を妥協させてしまう最大の理由の一つは、起こり

得る結果に対する恐れである。拒絶、嘲笑、敵意、苦しみ、

孤立など。妥協は、自身の欲求に合わせて成果を制御しよう

とする試みである。ダニエルとその３人の友人は、神がどの

ような結果をもたらされるかわからないにも関わらず、常に

信念に忠実にあり続けた（妥協させようと働く圧力にも関わらず、断固とし

て、人間ではなく、神が、その結果を制御しておられることを信じた）。結果を

恐れているために、あなたの信念に忠実に留まることを妥協

しておられる領域はないでしょうか？  

ダニエル、ネブカデネザル王の夢を解き明かす： 

第２章 

 ダニエルが他の誰にも解き明かすことが出来なかったネブ

カデネザル王の夢を解き明かすことに成功した後、ダニエル

の地位がさらに上がった。ダニエルは、神が与えてくださっ

た知恵のために神を賛美した。 

「神のみ名は永遠より永遠に至るまでほむべきかな、知恵と

権能とは神のものである。神は時と季節とを変じ、王を廃

し、王を立て、知者に知恵を与え、賢者に知識を授けられ

る。神は深妙、秘密の事をあらわし、暗黒にあるものを知

り、光をご自身のうちに宿す。わが先祖たちの神よ、あなた

はわたしに知恵と力とを賜い、今われわれがあなたに請い求

めたところのものをわたしに示し、王の求めたことをわれわ

れに示されたので、わたしはあなたに感謝し、あなたをさん

びします」。（ダニエル書２：２１－２３） 

 夢で、王は様々な部位の大きな像を見た。ダニエルはそれ

らが世の未来の王国の幻であることを解き明かした。 

－金の頭：ネブカデネザル王のバビロニア王国 

－銀の胸部と腕：メド・ペルシャ王国 

－青銅の太もも：アレキサンダー大王のギリシャ王国 

－鉄の足：ローマ王国（救世主到来の時期） 

－像を壊す岩：神の永遠の王国 

 それらの意味を説明した後、神に賛美した： 

 一つの石が人手によらずに山から切り出され、その石が鉄

と、青銅と、粘土と、銀と、金とを打ち砕いたのを、あなた

が見られたのはこの事です。大いなる神がこの後に起るべき

ことを、王に知らされたのです。その夢はまことであって、

この解き明かしは確かです」。 （ダニエル書２：４５） 

 ネブカデネザル王は、ダニエルを最高の地位に着かせた： 

 こうして王はダニエルに高い位を授け、多くの大いなる贈

り物を与えて、彼をバビロン全州の総督とし、またバビロン

の知者たちを統轄する者の長とした。（ダニエル書２：４８） 



ダニエルの友人たち、王の像を礼拝することを拒絶する： 

第３章 

 おそらく、大きな彫像の夢に触発されて、ネブカデネザル

王は９フィートの金色の彫像（自身の彫像か、または、バビロニアの主神

であるネボの彫像と考えられる。）を立てた。バビロニア王国は、ダニ

エルによる王の夢（つまり、バビロニア王国は多くの王国に追われ、克服され

る）の解釈に反し、永遠に耐え忍と言おうとしているかのよう

に。王は全ての民に黄金の彫像の前に参拝するよう命じた。

ダニエルの３人の友人たち、シャデラクとメシャクとアベデ

ネゴは、その彫像を拝むことを拒否した。（ダニエルはその場にいな

かった。） 

 シャデラク、メシャクおよびアベデネゴは王に答えて言っ

た、「ネブカデネザルよ、この事について、お答えする必要

はありません。もしそんなことになれば、わたしたちの仕え

ている神は、その火の燃える炉から、わたしたちを救い出す

ことができます。また王よ、あなたの手から、わたしたちを

救い出されます。たといそうでなくても、王よ、ご承知くだ

さい。わたしたちはあなたの神々に仕えず、またあなたの立

てた金の像を拝みません」。（ダニエル書３：１６－１８） 

 ３人の男たちは火の中に投げ込まれた、王と全ての見物人

の驚く中、４人目の者が３人に現れた。 

 王は答えて言った、「しかし、わたしの見るのに四人の者

がなわめなしに、火の中を歩いているが、なんの害をも受け

ていない。その第四の者の様子は神の子のようだ」。 

（ダニエル書３：２５） 

 神の御使い（大天使ミカエルとガブリエルはどちらも後にダニエルに登場す

る）か、または神であったかはわからないが重要であるのは、

神がその僕たちを試練から保護されたということである。そ

の結果、３人の若者は更に高い地位に昇進した。 

 「たとえ～でも。」の信仰、神がどんな結果をもたらせよ

うとも、神をただ信じるのです。３人の若者は、たとえ神が

炎から救い出されなかったとしても、炎から天国の家へ連れ

て行ってくださることによって忠実に彼らを保護してくださ

ることを信じた。あなたの生活の中で、神が「たとえ～で

も」の信仰を鍛えるために召そうとしておられる領域はあり

ませんか？もう一つ実践的な教訓は、あなたの友人の輪と関

係がある。彼らはバビロンにおいて、信念を妥協せずに試練

に共に立ち向かった。「たとえ～でも」の信仰の力でお互い

励まし合った。試練の只中、信仰を強め、神を敬うよう励ま

してくれるあなたの友人は誰ですか？ 

ネブカデネザルの木が切り倒される夢： 

第４章 

 ダニエルは、再びネブカデネザルの夢を解き明かすよう求

められた。今回は、木が切り倒された夢であった。ダニエル

は勇敢に王に解き明かした：王主権の統治は、その誇りのた

めに７年間奪われるであろう。また、野生の動物のごとくさ

迷う病に冒されるであろう。 

 王よ、その解き明かしはこうです。すなわちこれはいと高

き者の命令であって、わが主なる王に臨まんとするもので

す。すなわちあなたは追われて世の人を離れ、野の獣と共に

おり、牛のように草を食い、天からくだる露にぬれるでしょ

う。こうして七つの時が過ぎて、ついにあなたは、いと高き

者が人間の国を治めて、自分の意のままに、これを人に与え

られることを知るに至るでしょう。また彼らはその木の根の

切り株を残しおけと命じたので、あなたが、天はまことの支

配者であるということを知った後、あなたの国はあなたに確



保されるでしょう。それゆえ王よ、あなたはわたしの勧告を

いれ、義を行って罪を離れ、しえたげられる者をあわれん

で、不義を離れなさい。そうすれば、あるいはあなたの繁栄

が、長く続くかもしれません」。（ダニエル書４：２４－２７） 

 神は忍耐強く丸一年間待ってくだり、王に自分の心の誇り

を探り、「いと高き神」こそが王に権力を与えてくださった

ことを認めるために時間をお与えになったが、ネブカデネザ

ルは悔い改めなかった。病に冒され、７年間動物のようにさ

迷った。最終的に、感覚を取り戻し、いと高き神に栄光を褒

め称えた： 

 こうしてその期間が満ちた後、われネブカデネザルは、目を

あげて天を仰ぎ見ると、わたしの理性が自分に帰ったので、

わたしはいと高き者をほめ、その永遠に生ける者をさんびし、

かつあがめた。その主権は永遠の主権、その国は世々かぎり

なく、地に住む民はすべて無き者のように思われ、天の衆群

にも、地に住む民にも、彼はその意のままに事を行われる。

だれも彼の手をおさえて「あなたは何をするのか」と言いう

る者はない。この時わたしの理性は自分に帰り、またわが国

の光栄のために、わが尊厳と光輝とが、わたしに帰った。わ

が大臣、わが貴族らもきて、わたしに求め、わたしは国の上

に堅く立って、前にもまさって大いなる者となった。そこで

われネブカデネザルは今、天の王をほめたたえ、かつあがめ

たてまつる。そのみわざはことごとく真実で、その道は正し

く、高ぶり歩む者を低くされる。（ダニエル書４：３４－３７） 

 誇り（自己礼拝）は、ダニエル書の中で繰り返されるテーマで

ある。誇りは、神からの自立を主張し、自身を神とし、誰もが

私に屈する必要があると主張していることになるので、大変

深刻な罪の一つである。対照的に、謙虚さと神への依存する

心を最も求められている。私たちが誇るとき、謙虚にさせよ

うと神は働かれる。神は誇りに歩む者を謙虚にすることがお

出来になる。あなたの人生で、誇りが忍び寄っている領域は

ないでしょうか？神のご栄光を褒め称えず、むしろ自分の手

柄として誇り、周囲を見下しているところはないですか？誇

りの欠片のが潜んでいるところを明らかにしていただきまし

ょう。だから、あなたがたは、神の力強い御手の下に、自ら

を低くしなさい。時が来れば神はあなたがたを高くして下さ

るであろう（第一ペテロ５：６）。 

ベルシャザルのプライドとつまずき： 

第５章 

 ネブカデネザルの統治の後、ベルシャザル（参照５：１１ ネブ

カデネザルの孫である可能性が高い。）は、バビロンを二十年以上統治

した。ダニエルが残したベルシャザルの記述は唯一、彼の生

涯最後の夜の出来事であった。ベルシャザルは、その大臣千

人のために饗宴を開いていた。そして祖父がエルサレムのヤ

ハウエの神殿から奪った神聖な酒飲みのベセル（杯）を求め

た。皆が飲み食いをしている間（おそらく、ヤハウエを礼拝するための杯

を用いて、彼らの偶像の神々を礼拝していたと考えられる。）、突然、ベルシ

ャザルの後ろの壁に人の手の指が現れて言葉を書き出した：

メネ、メネ、テケル、ウパルシン。王の賢者たちには解き明

かすことが出来る者は一人もいなかったが、王妃が王に、 

ネブカドネザルの治世中に夢と幻を解き明かしたことで知ら

れるダニエルのことを思い出させた。 

 ダニエルが到着し、ベルシャザルに、神が父王ネブカドネ

ザルをいかに謙虚にされたかを語った。彼の祖父の信仰の旅

路はベルシャザルの心には何の影響も与えなかった。 



 ベルシャザルよ、あなたは彼の子であって、この事をこと

ごとく知っていながら、なお心を低くせず、かえって天の主

にむかって、みずから高ぶり、その宮の器物をあなたの前に

持ってこさせ、あなたとあなたの大臣たちと、あなたの妻と

そばめたちは、それをもって酒を飲み、そしてあなたは見る

ことも、聞くことも、物を知ることもできない金、銀、青

銅、鉄、木、石の神々をほめたたえたが、あなたの命をその

手ににぎり、あなたのすべての道をつかさどられる神をあが

めようとはしなかった。（ダニエル書５：２２－２３） 

 ダニエルは最終的に言葉の意味を解き明かした： 

 テケルは、あなたがはかりで量られて、その量の足りない

ことがあらわれたことをいうのです。ペレスは、あなたの国

が分かたれて、メデアとペルシャの人々に与えられることを

いうのです」。（ダニエル書５：２７，２８） 

 同日の夜更け、ベルシャザルは殺され、メデア人のダリヨ

スが王位を取った。 

 人生の先を歩む者の教訓を習得し難いのはなぜでしょうか？

心が頑なで、自ら体験しないでは気が済まないのかもしれな

い。または、他人の人生の経験によって、自分の個人的人生

体験を置き換えること等出来るはずがないと思っているのか

もしれない。あなたのファミリーツリーを反映してみましょ

う。断固として受け継ぎたくない足跡や習慣や体験はないでし

ょうか？過去の力を打破するためには、先祖の歩みをたどる

自分自身の生活のパターンを特定しなければならない。Pete 

Scazzero 著の「Emotionally Healthy Spirituality」の中で、それを

「前進するために後退する。」と名付けている。あなたはじ

っくりと先祖を振り返られ、避けなければならない先祖の罪

を見極められたことがあるでしょうか？ 

 

ライオンの穴に入れられるダニエル： 

第６章 

 バビロンの新しい王、ダリヨスはダニエルの知恵を認め、

尊敬したので、１２０人以上の支配者を支配する３人の指導

者の１人としてダニエルを任命した。ダニエルは直ぐにすべ

ての指導者の中で抜きん出たので、王はダニエルを全てを指

導する指揮官に任命する計画を立てた。そのことは他の指導

者たちを嫉妬させ、ダリウスの前にダニエルを非難する根拠

を追求したが、ダニエルの中に何の非も見つけることは出来

なかった。 

 そこでその人々は言った、「われわれはダニエルの神の律

法に関して、彼を訴える口実を得るのでなければ、ついに彼

を訴えることはできまい」と。（ダニエル書６：５） 

 彼らはダニエルが日に３回、エルサレムの方角に顔を向け

て祈る習慣を知っていたので、王以外、神や人に祈ることを

禁止し、従わない者はライオンの穴に投げ込まれる（恐ろしい死

刑法）という罰則を伴う法律に署名するよう王に頼んだ。彼ら

のダニエルに対する策略を知らなかった王は、その法律に署

名した。 

 ダニエルは、その文書の署名されたことを知って家に帰

り、二階のへやの、エルサレムに向かって窓の開かれた所

で、以前からおこなっていたように、一日に三度ずつ、ひざ

をかがめて神の前に祈り、かつ感謝した。（ダニエ書６：１０） 

 物語の展開は良く知られている通りである。ダニエルはラ

イオンの穴に投げ込まれるが、奇跡的に神の御手によって守

られた。ダニエルが指揮官の地位に引き上げられたのみなら

ず、神が王国中に拡大された（その上、ダニエルの敵はライオンの穴に投

げ込まれ死んだ）。 



 そこでダリヨス王は全世界に住む諸民、諸族、諸国語の者

に詔を書きおくって言った、「どうか、あなたがたに平安が

増すように。わたしは命令を出す。わが国のすべての州の人

は、皆ダニエルの神を、おののき恐れなければならない。彼

は生ける神であって、とこしえに変ることなく、その国は滅

びず、その主権は終りまで続く。彼は救を施し、助けをな

し、天においても、地においても、しるしと奇跡とをおこな

い、ダニエルを救って、ししの力をのがれさせたかたであ

る」。こうして、このダニエルはダリヨスの世と、ペルシャ

人クロスの世において栄えた。 （ダニエル書６：２５－２８） 

 王によって、神に祈ることを禁止する法が定められたこと

を知ってからも、ダニエルは祈る習慣を続けた。ダニエルは、

人を恐れる以上に神を恐れたので、その結果に関わらず、信念

を変えなかった。ダニエルは一人であったが、その心と思いは

完全な平安で満たされていた。神が信念のために堅く立つよう

に呼びかけておられる領域はありますか？あるいは、いくつ

かの問題について信念を強化し固めたいと思っておられる領

域はありますか？結論：人を恐れるのではなく、神を恐れな

ければならない（参照：使徒の働き５：２９ 使徒たちもその通りにした）。 

４匹の獣のダニエルの夢： 

第７章 

 最後の６章は、ダニエルの広範囲に渡る幻や将来の預言な

ど、「預言者」としてのダニエルに焦点を当てている。第７章

は、広がる夢の幻に舞台を設定している。「この幻の中で、ダ

ニエルは６つの異なる王国について学ぶ。そのうちの４つは

この世の王国、１つはサタンの王国、最期の王国は救世主の

王国である。」（ウォレン・ウェルズビ、O.T.Prophets, 282頁）。 

－ライオン：（７：４）ネブカデネザルのバビロニア帝国（とその

息子、ナボ二ドス および孫、ベルシャザル。） 

－くま：（７：５）ダリウスのメド・ペルシャ帝国；クセルクセ

ス（エスタの夫、１２７地方の支配者）とサイラス。 

－ひょう：（７：６）アレキサンダー大王のギリシア帝国。 

－１０本の角を持つ恐ろしい獣（７：７，２４）最終的に１０カ

国に分かれたローマ帝国。 

－誇らしげな角（７：８，１１，１２，２１－２６）サタン自身によっ

て権限を与えられた人によって支配された最後の７年間の王

国。つまり「反キリスト」。反キリストは神自身とすべての

真の信者、聖人（ユダヤ人と異邦人）を支配する。サタンは、７年

間の「大患難」の期間、この人を通して世を支配する。 

－「人の子」の王国：（７：１３，１４，２７）神による永遠の支配
（参照：サムエル記第二７：１３，１６ ダビデ王に約束された。） 

 二点が際立つ。一人目は「人の子」である。ダニエルは神

（父なる神）によって主権が与えられ、「古代の時代」に、世を

永遠に支配する特別な人を見た（御子なる神）。その方は「人の

子の様な者」と呼ばれた（つまり、人間に似た様）。 

 わたしはまた夜の幻のうちに見ていると、見よ、人の子の

ような者が、天の雲に乗ってきて、日の老いたる者のもとに

来ると、その前に導かれた。彼に主権と光栄と国とを賜い、 

諸民、諸族、諸国語の者を彼に仕えさせた。その主権は永遠

の主権であって、なくなることがなく、その国は滅びること

がない。（ダニエル書７：１３，１４） 

 ダニエルは救世主（キリスト）に神の永遠の王国を支配する主

権が与えられているのを見た。「人の子の様な者」という言い

表しは、新約聖書の中で８２回引用されており、イエス様の

生涯と伝道の中で欠かせない表現となった。イエス様は、他



のどの呼び名よりも最も「人の子」という呼び名を用いてご

自分を参照された。イエス様がこの呼び名を用いられるとき、

ただ単に「人間（ヨセフ）の子」と言っておられるのではない。

むしろ、ダニエルが幻の中で見た、神聖な人の子であると宣

言されたのである。イエスがユダヤ人評議会の前でこのセリ

フを言われたとき、神を冒瀆（自分を神と宣言した）したとユダヤ

教指導者たちが非難したことを説明付ける（参照：マタイ２６：６３

－６５）。彼らは皆、ダニエルの幻についてよく心得ていたの

で、イエス様がご自分をまさにその「人の子」、「救世主」、

御子なる神と参照され、世を支配することを神に託された者

であると宣言されていたことを理解した。 

 二つ目に際立った描写は、「誇らしげに話した小さな角」

である。ダニエルは１０本の角（１０人の王）を持つ獣を見た

が、最終的に小さい角が生え、他の３本を置き換え、誇った。

最後の日に現れる神の王国に反する反キリストの言及である。 

 彼はこう言った、『第四の獣は地上の第四の国である。 

これはすべての国と異なって、全世界を併合し、これを踏み

つけ、かつ打ち砕く。十の角はこの国から起る十人の王であ

る。その後にまたひとりの王が起る。彼は先の者と異なり、 

かつ、その三人の王を倒す。彼は、いと高き者に敵して言葉

を出し、かつ、いと高き者の聖徒を悩ます。彼はまた時と律

法とを変えようと望む。聖徒はひと時と、ふた時と、半時の

間、彼の手にわたされる。しかし審判が行われ、彼の主権は

奪われて、永遠に滅び絶やされ、国と主権と全天下の国々の

権威とは、いと高き者の聖徒たる民に与えられる。彼らの国

は永遠の国であって、諸国の者はみな彼らに仕え、かつ従

う』。（ダニエル書７：２３－２７） 

 概要：一連の帝国が世界を支配し、比類のないほど偉大な

帝国になる。そして、１人の王（反キリスト）が他のどの王より

も自分を高くし、王たちの王であることを主張する。３年半の

間（ひと時と、ふた時と、半時の間）、その王は神を冒涜し、神の民を

虐げる。多くの人が信仰のために迫害され殉教する（７：２５）。

しかし最終的に、反キリストと戦い克服され、神の永遠の王国

を導かれる真の「救世主（油が注がれた者）」によって滅ぼされ

る。ヨハネの黙示録１３章のよく似た描写を参照しましょ

う。 

雄羊と雄やぎに関するダニエルの幻： 

第８章 

 この幻は、ダニエルの後、何世紀にもわたってイスラエル

に影響を与えた世界の権力に焦点を当てていたため、幻の主

な目的はユダヤ人嗜好であった。ダニエルは天使ガブリエル

（１５－２７節）によって幻の具体的な意味が与えられたので、 

未来の王国がどのような視野にあるかについては何の洞察も

なく特異である。天使ガブリエルは、後にバプテスマのヨハネ

の父親（ルカ１：１９）を訪問し、イエスの母マリア（ルカ１：２６）

に真の王の到来を告げる天使である！ 

－２本の角を持つ雄羊：メド・ペルシャ王国（サイラス王とダリウ

ス１世）。 

－１本の角の代わりに、４本の角を持つ雄やぎ：ギリシャ王

国、アレキサンダー大王が大きな一本の角である。 後に将軍

の４人によって分割された。 

－１本の小さな角が大きくなる：紀元前１６８年に、ユダヤ人

を迫害し、宮殿を荒らした、シリアのアンティオコス４世。 

 多くの聖書学者は、ダニエルの幻の「小さな角」を二重の解

釈に参照する。明らかに歴史的な出来事がユダヤ人に激しく

反対したローマ帝国時代のシリア王アンティオコス・エピフ



ァネスの時代に起こった。彼は祭壇の豚を犠牲にしてユダヤ

人の寺院を滅ぼそうとした（紀元前１６８年）。これは歴史的に、

イエス・キリストの到来に先立ち、旧約聖書に何の記録もな

い４００年の沈黙の年の間に起った。アンティオコスは自身

を神であると宣言したが、ユダヤ人は嘲笑し、アンティオコ

ス・エピファネス（狂人）と呼んだ！アンティオコスとユダヤ

人に対する彼の行動は主要な歴史的履行であったが、また、

終わりの時代に神の民に反対するために現れる真の反キリス

トの前身であった。 

ダニエルの祈りと応え：７０週の預言： 

第９章 

 バビロン捕囚が７０年間にったことを知ったとき、ダニエ

ルは、バビロンの捕虜に捕らわれたエレミヤの巻物を学んで

いた（エレミヤ２５：１１，１２）。そのとき断食を始め情熱的に祈

り始め、自分の罪を悔い改め、愛するイスラエルの民の罪を

識別した。神は慈悲深く先祖をエジプトから救い出され、 

カナンの地に連れて来てくださって以来、祖先が犯してきた

罪を言い表した。カナン人の偽りの神々のために神であられ

るヤハウエを捨てた人々の罪を告白し、神がモーセに与えた

法律に背いた罪を改めて告白した。神聖なエルサレムの都市

の荒廃を見、神のお名前による慈悲と赦しを広げていただく

よう嘆願した。 

 ダニエルが謙虚に神に祈りを捧げているとき、天使ガブリ

エルが現れ、ダニエルに７０週間の解き明かしを授けた。 

 わたしが祈の言葉を述べていたとき、わたしが初めに幻の

うちに見た、かの人ガブリエルは、すみやかに飛んできて、

夕の供え物をささげるころ、わたしに近づき、わたしに告げ

て言った、「ダニエルよ、わたしは今あなたに、知恵と悟り

を与えるためにきました。あなたが祈を始めたとき、み言葉

が出たので、それをあなたに告げるためにきたのです。あな

たは大いに愛せられている者です。ゆえに、このみ言葉を考

えて、この幻を悟りなさい。（ダニエル書９：２１－２３） 

断食と祈り－ダニエルは謙虚に自分の心の奥深くとユダヤの

民の心を探り、先祖の罪を悔い改めた。ダニエルがそうした

様に、家族の歴史を振り返り、受け継いだ罪を認識すること

が不可欠である。ダニエルの様に、その民と完全に一つにな

り、その民の責めをも負い、告白し、神の慈悲を求めること

が神の赦しを導く。あなたとあなたの愛する者たちも捕虜に

捕らわれている様に感じておられないでしょうか？謙虚な心

を持って、断食して祈る時です。神に祖先の罪と自身の罪を

赦していただき、捕虜となった家族を解放していただくため

に謙虚になり、断食をして祈る時が来ているのです。あなた

と愛する者たちのために癒しと解放と新しい信仰をもたらし

てくださることでしょう。 

 神は、ダニエルが「祈り始めると直ぐ」、お応えになり、

将来に関する預言を授けるために、天使ガブリエルを送って

くださった。ダニエルの断食と祈りの期間については記され

ていない。神がどのようにお答えになるかは解らなくても、

謙虚な告白の祈りを聞いてくださると信じるよう励ましてく

れる、ダニエルの模範がある。ガブリエルを通して与えられ

た、神の答えの一部が素晴らしい７０週の預言である。次の

箇所は鍵となる部分である： 

 あなたの民と、あなたの聖なる町については、七十週が定

められています。これはとがを終らせ、罪に終りを告げ、不

義をあがない、永遠の義をもたらし、幻と預言者を封じ、い

と聖なる者に油を注ぐためです。それゆえ、エルサレムを建



て直せという命令が出てから、メシヤなるひとりの君が来る

まで、七週と六十二週あることを知り、かつ悟りなさい。そ

の間に、しかも不安な時代に、エルサレムは広場と街路とを

もって、建て直されるでしょう。 その六十二週の後にメシヤ

は断たれるでしょう。ただし自分のためにではありません。

またきたるべき君の民は、町と聖所とを滅ぼすでしょう。そ

の終りは洪水のように臨むでしょう。そしてその終りまで戦

争が続き、荒廃は定められています。彼は一週の間多くの者

と、堅く契約を結ぶでしょう。そして彼はその週の半ばに、

犠牲と供え物とを廃するでしょう。また荒す者が憎むべき者

の翼に乗って来るでしょう。こうしてついにその定まった終

りが、その荒す者の上に注がれるのです」。 

（ダニエル書９：２４－２７） 

 上の箇所は非常に難解であり、多くの解釈が試みられてい

る。中でも多くに受け入れられているのが次の解釈である： 

２４節：ダニエルは、イスラエルのための神のご計画（救い）

の６つの重要な側面の完了のために、７０週の預言期間が神

によって宣布されたと告げられた（下線が引かれた部分を参照）。聖

書学者たちは、７０週を７０の７倍の期間、または４９０年

間と理解している。したがって、神のプログラムが４９０年

に満たされるための特定の時間枠が与えられている。 

２５節：ダニエルは、「エルサレムの復元と再建」の勅令の

発令時という特定の瞬間に預言的時計が時刻を刻み始めると

告げられた。救世主の到来は、その瞬間から６９「週」目に

（＝４８３年後）起こる。ユダヤ人が生活様式を戻して再建するた

めにペルシャ王によって発令された多数の勅令があった。 

ここの見解は、紀元前４５５年にアタクサクセル・ロンギマ

ヌスによって発令されたものであり、ネヘミヤがエルサレム

に戻り、壁と街を再建することを許可していると思われる。

ユダヤの３６０日の年の習慣を用いて、丁度、救世主の生涯

の最後の週の初めにエルサレムに入場される、４８３年後を

指定する。 

２６節：６９週の後（４８３年）、救世主は切り離され（幾つかの訳

によると「殺される」と訳されている。）、「来るべき王子の民」によっ

てエルサレムの町は破壊される。戦争と荒廃は彼らの最後の

日まで続く。勿論、過ぎ越しの祭りの一週間の最終日イエス

様は殺され、数十年後にローマ人が来て、エルサレムを破壊

した（紀元後７０年）。 

２７節：最終的に、７０週目は神の完璧なタイミングで到来

する。「王」は、ユダヤの民と契約を結ぶが、７０週目（7年目

の終わり）の只中で契約を破る、ユダヤ人の犠牲を廃止し、イス

ラエルの真っ只中で、自分の破壊が神によって宣布される時

まで、憎まれる行いをする。 

 一部の解釈は、イエスの死と復活の直後に７０週目を見る

一方、７０週の出来事の詳細が、イエスの死と復活に続く歴

史的な時期にどのように適合しているか見ることは困難であ

る。７０週目の記述と聖書の他の箇所にある終末期の預言と

を組み合わせると、長い休止や６９週目の終わりから７０週

目の始まりまでの間のギャップを含み異なる解釈の行が必要

と思われるようである。 

 第７０週（または、７年間）は、聖書の別の箇所で言及された苦

難の次期である。ヨハネの黙示録によると、この最終的な７

年間の試練の途中に反キリストが現れ、地上でのサタン王国

の王としての権威を主張することになるとある（参照：ヨハネの黙

示録１３章；マタイの福音書２４：１５－２１；テサロニケ第二２：１－１２）。

反キリストの治世は、イエス・キリストが王の王と主の主と

して地上に戻られるときに終わる（ヨハネの黙示録１８章は、サタンの

王国の堕落を描き、１９章では、キリストの再臨を描いている）。この見解によ



ると、ダニエルの７０週目はまだ起こっていないことになる。

私たちが知る、来る人類史の終わりの７年間である。 

 そのギャップは、私たちが生きている現代であり、時には

異邦人の時代とも参照されている（参照：ルカの福音書２１：２４； 

ローマ人への手紙１１章）。ダニエルの予言を刻む時計は６９週目の

終わりから休止していると言えるでしょう。人類を引き寄よ

うとする神の現在の働きは、この一時停止中に起こっている。

しかし、キリストの復活に至る最後の７０週目（最後の７年）の

到来、また、この地上でサタンの王国を完全に打ち倒され、

ダニエルの預言的時計が再び刻み始めると、神が宣告される

時は来る。 

 

６９週（４８３年）----------------↑----------------ギャップ-----------------７０週目 

                                 （７年間） 

エルサレム 救世主の到来、 69週目の終わり       反キリストの統治、 

再建の令  切り離される、 から 70週目の開始     キリストの到来の際に 

      または殺される までのギャップ／休止。   倒される。 

              「異邦人の時代」 

ダニエルの最後の幻： 

第１０章－１２章１３節 

キリストの救世主王国までのイスラエルの将来の詳細 

 第１０章は、３年目の偉大な戦争に関するペルシャのキュロ

ス王についての別の幻の記録から始まる。ダニエルは激しく

震え、悲しみを覚え、断食し、２１日間祈った。彼は知らな

かったが、祈り始めると同時に神は天使のメッセンジャーが

送られた。しかし、神の民を守る者たちと神の民を滅ぼす者た

ちとの間の霊的領域に激しい絶え間ない戦争のあることを見

せられた。守護天使ミカエルがこの御使い（おそらくガブリエル）

の使者がペルシャの王の背後にいる悪霊の抵抗を克服するた

めに助けを要した！ミカエルは預言者ダニエルとユダヤ人を

助けるために割り当てられた守護天使の様である（１０：２１）。 

 霊的領域の戦争（霊的戦争）は実在する！エペソ人への手紙６

章１０－１８節は、目に見えない天国で霊的戦争が起こって

おり、私たちの祈りは、天と地上で勝利をもたらすために神

がお選びになられた力である。イエス様はその従者たちに熱

心に祈り、諦めてはならないと教えられた（ルカ１８：１）。神は

あなたに何について熱心に祈るよう願っておられるでしょう

か？その間、何を諦めさせたいと願っておられるでしょうか？

あなたが熱心に祈りを捧げる間、神が答えてくれると信じて、

是非２１日間の「ダニエルの断食」を挑戦してみましょう。 

 使徒ヨハネが描写した栄光とともに昇天されたキリストの

ように見えるお方が見えたのは、２４日目、ダニエルがチグ

リス川のほとりに立っていたときのことであった（参照：黙示録

１：１２－１６）。そのお方の声とお姿は、それは圧倒的で、使徒

ヨハネと同様に、ダニエルは倒れ、まるで死人のごとく力が

抜け、震えた。 

 目をあげて望み見ると、ひとりの人がいて、亜麻布の衣を

着、ウパズの金の帯を腰にしめていた。そのからだは緑柱石

のごとく、その顔は電光のごとく、その目は燃えるたいまつ

のごとく、その腕と足は、みがいた青銅のように輝き、その

言葉の声は、群衆の声のようであった。この幻を見た者は、

われダニエルのみであって、わたしと共にいた人々は、この

幻を見なかったが、彼らは大いにおののいて、逃げかくれ

た。それでわたしひとり残って、この大いなる幻を見たの

で、力が抜け去り、わが顔の輝きは恐ろしく変って、全く力

がなくなった。（ダニエル書１０：５－８） 



 その後、栄光のお姿がなくなり、天使の様な人がダニエル

と話し始めた「末の日に、あなたの民に臨まんとする事を、

あなたに悟らせるためにきたのです。この幻は、なおきたる

べき日にかかわるものです」（ダニエル書１０：１４）。 

イスラエルの近い将来：１１：１－３５ 

 ダリウスの時代からアンティオコス・エピパネスの時代ま

で（紀元前５４０－１６０年）。アレクサンダー大王によって残され

たギリシア王国を支配するためにエジプト（南）とシリア（北）

の間の長い闘いを描いている。この歴史的な時代に、約１３５

の預言が成就した（ダニエル書の正確さを示す）。 

イスラエルの遠い未来：１１：３６－１２：４ 

 この幻は、終わりの時（１１：３６－４５）に反キリストの搾取

に、そして神の民が受ける大きな苦難（１２：１－４）の時に跳躍

する。  

 賢い者は、大空の輝きのように輝き、また多くの人を義に

導く者は、星のようになって永遠にいたるでしょう。 

（ダニエル書１２：３） 

ダニエルへの最後のことば：１２：５－１３ 

 ダニエルは、聖なる民の力が崩壊してから最終的な出来事

が終わるまで、３年半かかることを明らかにした（１２：６，

７）。この三年半というのは、ダニエルの７０週目の最後の半

分を指す。先ほども触れたように、最後の７年間の中間点で、

反キリストは、自身を地の王として主張し、同時に神の民を

迫害する（参照：このノート９：２７の記述）。本が終わる前に、ダニ

エルに最後の興味深く神秘的な預言的詳細が与えられる。 

 常供の燔祭が取り除かれ、荒す憎むべきものが立てられる

時から、千二百九十日が定められている。待っていて千三百

三十五日に至る者はさいわいです。 

（ダニエル書１２：１１，１１） 

 荒廃の増悪の設定は、最後の７年間の中間点に置かれてい

る。３年半後（１２６０日）、終焉が訪れ、キリストがこの世に再

臨される。しかし、キリストの再臨に続く７５日間に、いくつ

かの重要な出来事が起こり、その時に生存し、それらの出来

事を見る人々は祝福される。１２９０日は３年半（預言的１年は 

３６０日と仮定して）に加えて３０日である。１３３５日は、加え

て４５日である。ダニエルにとって（私たちにとっても）、これら

の追加の７５日間がなぜ重要であるかの答えは未解決である。

創造することは出来る（聖書の預言の多くは謎に包まれているので）。 

おそらく最初の３０日間に、キリストは、荒廃の増悪期の出

来事の荒廃からイスラエルの国を復活させられるでしょう。

更に４５日間は、地球上での千年王国の支配の開始に備えて、

各国の裁き主（羊とやぎのたとえ話）としての役割を果たされるに

違いない。 

討論のための質問 

１．ダニエルとその友人は「たとえ～でも」の信仰を行使し

た。彼らの祈りに対する答えが望むものでないときであって

も神を信じることができる場所にたどり着けたのはどうして

でしょうか？あなたが「たとえ～でも」の信仰を行使するよ

うになれるためにはどうすればよいでしょうか？ 

２．ダニエル書は祈りの重要性を強調している：日々の祈り

（第６章）、危機に直面した時の知恵と洞察のための祈り（第２

章）、執成し、告白、悔い改めの祈り（第９章）、嘆きの祈り

（第１０章）。あなたの日々の祈りの力を強めるために、どんな

ステップをとることができますか？ 



３．彼の仕事ぶりは模範であり、誰のために働いても常に高

く評価された。ダニエルの例は、あなたの毎日の義務と責任

の中で、より模範的に生きるために、神を尊敬する人生を生

きるように励まされましたか？ 

４．ダニエルの預言は、時代の終わり、反キリストの統治、

最終的な苦難の時代、そしてイエスの二度目の地上への到来

と広範囲に及んでいる。現在の世界の状況を見て、どのよう

な感情や思考が浮かびますか？また、世界の出来事の将来の

進路について聖書が言っていることについてはどうですか？ 

５．聖書全体の預言的な描写は、最後の日には迫害が増える

ため、キリストの信者として生きることがますます困難にな

ることを示しています。現在のあなたの信仰と神との歩みを

考えるとき、ますますキリスト（とその従者）を憎む世界の中

で、キリストのために生きる準備をするために、また、自分

自身を強くするために何をしておられるでしょうか？イエス

様は言われた：あなたがたは、わたしの名のゆえにすべての

民に憎まれるであろう（マタイ２４：９－１４）。 

 

 

 


