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エフェソにある教会（2：1）→スミルナにある教会（2：8）→ペルガモンにある教会（2：12）→ティアティラにある教会

（2：18）→サルディスにある教会（3：1）→フィラデルフィアにある教会（3：7）→ラオディキアにある教会（3：14） 

 

◆ペルガモンにある教会に宛あてた手紙 

2:12 ペルガモンにある教会の天使に、こう書き送れ。『鋭い両刃
も ろ は

の剣
つるぎ

（→神の言葉）を持つっている方が、

こう次のように言われる。（→ヘブライ人への手紙 4：12） 
 

またペルガモンにある教会の（保護）天使に書き送れ。鋭い双刃の剣を持っている者が 

次のようにいう。 

 

▶ペルガモン（「高い」「高揚」「要塞」「重婚」という意味）は、高くそそり立った所にあり、天然の要害

（攻防上で重要な地点）を形成していた。羊皮紙
よ う ひ し

はペルガモンで発明されたと言われ

ている。ギリシア神話の酒の神ディオニソスと女神アテナのための神殿が建てられ、

皇帝崇拝の始めとなった。多くの神殿や図書館で有名な裕福な町で、町を見渡す丘に

は、ゼウス神を崇める巨大な祭壇があった。またペルガモンは非常に迷信の盛んな所

で、優れた医術の技で死者すら蘇らせ、後に神の座についたとされるアスクレーピオ

ス（アスクレピウス）を拝むエスクラピアス神殿もあった。「重婚」という意味からも

分かるように、本来はキリスト者でありながら、この世と妥協し、この世とも結婚し

ているような中途半端な状態だった。 

 

 

【参考】 ペルガモン図書館 

ペルガモン図書館は学究を目的とした施設で、蔵書数は 20 万巻、エジプトのアレクサンドリア図書館に

次ぐ規模を誇った。アレクサンドリア図書館がパピルスによる巻物だったのに対し、ペルガモン図書館

は多くが羊皮紙を用いた写本だった。建物内の空気循環を考慮した設計がされ、湿気による羊皮紙の劣

化を防ぐ工夫がされていた。アレクサンドリア図書館が焼失した際、ローマの政治家マルクス・アントニ

ウスは愛人のクレオパトラの求めに応じて、ペルガモン図書館のすべての蔵書を贈ったと言われている。 

尚、アレクサンドリア図書館はＢＣ300 年頃、プトレマイオス朝のファラオ、プトレマイオス一世によっ
てアレクサンドリアの地に建設、世界中の文献収集を目的とし、古代最大にして最高の図書館、最古の学
術の殿堂とも言われる。図書館は多くの思想家や作家の著作、学術書を所蔵した。綴じ本が一般的でなか
った当時、所蔵文献（パピルスの巻物）の蔵書数は約 70 万巻にものぼったとされる。 

アスクレーピオス（ギリシア神話に登場する名医）の座像→ 
（左にシンボルの蛇がまとわりついた杖を持つ）  
写真：ウィキペディア「アスクレーピオス」より 

 
2:12(01) και カイ そして 接続詞

2:12(02) τω トォゥ それに 定冠詞・与格・単数・男性

2:12(03) αγγελω アンゲロゥ 天使に 名詞・与格・単数・男性

2:12(04) της テェィス その  定冠詞・属格・単数・女性

2:12(05) εν エン ～[に]おける 前置詞

2:12(06) περγαμω ペルガモゥ ペルガモン=高所= 名詞・与格・単数・女性

2:12(07) εκκλησιας エックレィシアス 教会の 名詞・属格・単数・女性

2:12(08) γραψον グラプソン [あなたは]書きなさい 動詞・アオリスト・能動・命令・二人称・単数

2:12(09) ταδε タデ これらのことを 指示代名詞・対格・複数・中性

2:12(10) λεγει レゲイ [彼は]言います 動詞・現在・能動・叙実・三人称・単数

2:12(11) ο オ それは 定冠詞・主格・単数・男性

2:12(12) εχων エコゥン 持つ[者は] 動詞・現在・能動・分詞・主格・単数・男性

2:12(13) την テェィン それを 定冠詞・対格・単数・女性

2:12(14) ρομφαιαν ロムファイアン 剣を 名詞・対格・単数・女性

2:12(15) την テェィン それを 定冠詞・対格・単数・女性

2:12(16) διστομον ディストモン 両刃の[ものを] 形容詞・対格・単数・女性

2:12(17) την テェィン それを 定冠詞・対格・単数・女性

2:12(18) οξειαν オクセイアン 鋭い[ものを] 形容詞・対格・単数・女性
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2:13 「私は、あなたの住んでいる所を知っている。そこにはサタンの王
●

座がある（→ペルガモンは皇帝

礼拝の中心地で、皇帝崇拝のエスクラピアス神殿、ギリシア神話の全知全能の神とされるゼウスの祭壇

があった）。しかし、あなたは私の名をしっかり保ち守って、私の忠実な証人アンティパス（→実在かは

不明）が、サタンの住むあなたがたの所で殺されたときでさえ、私に対する信仰を捨てなかった。←賞賛 

 

『私は君が何処に住んでいるかを知っている、サタンの王座のある所に（君は住んでいる）。そして君は

私の名をかたく保持している。そしてサタンが住んでいる君たちの所で殺された、私の忠実な証人であ

るアンティパースの時にも君は私への信仰を棄てなかった。 

 

▶サタンの王
●

座とは、教会とは反対の立場を持つ、反キリストの公的な権威と権力を指している。 

 

2:13(01) οιδα オイダ [私は]知っています 動詞・完了・能動・叙実・一人称・単数

2:13(02) που プー どこに～か？ 離接助詞・疑問

2:13(03) κατοικεις カトイケイス [あなたは]住んでいる 動詞・現在・能動・叙実・二人称・単数

2:13(04) οπου オプゥー そこは～所()です 副詞

2:13(05) ο オ それが 定冠詞・主格・単数・男性

2:13(06) θρονος スロノス 王座が(ある) 名詞・主格・単数・男性

2:13(07) του トゥー その  定冠詞・属格・単数・男性

2:13(08) σατανα サタナ サタンの 名詞・属格・単数・男性

2:13(09) και カイ しかし 接続詞

2:13(10) κρατεις クラテイス [あなたが]固く保っています 動詞・現在・能動・叙実・二人称・単数

2:13(11) το ト それを 定冠詞・対格・単数・中性

2:13(12) ονομα オノマ 名を 名詞・対格・単数・中性

2:13(13) μου ムー 私の 人称代名詞・一人称・属格・単数

2:13(14) και カイ そして 接続詞

2:13(15) ουκ ウーク ～ことはありません 離接助詞・否定

2:13(16) ηρνησω エィルネィソゥ あなたは拒否した 動詞・アオリスト・中間デポネント・叙実・二人称・単数

2:13(17) την テェィン それを 定冠詞・対格・単数・女性

2:13(18) πιστιν ピスティン 信仰を 名詞・対格・単数・女性

2:13(19) μου ムー 私の 人称代名詞・一人称・属格・単数

2:13(20) και カイ ～も 接続詞

2:13(21) εν エン ～[に]おいて 前置詞

2:13(22) ταις タイス それらに 定冠詞・与格・複数・女性

2:13(23) ημεραις エィメライス 日々に 名詞・与格・複数・女性

2:13(24) αντιπας アンティパス アンティパス=父同様=が 名詞・主格・単数・男性

2:13(25) ο オ それが 定冠詞・主格・単数・男性

2:13(26) μαρτυς マルトゥス 証人が 名詞・主格・単数・男性

2:13(27) μου ムー 私の 人称代名詞・一人称・属格・単数

2:13(28) ο オ それが 定冠詞・主格・単数・男性

2:13(29) πιστος ピストス 忠実な[者が] 形容詞・主格・単数・男性

2:13(30) [μου] ムー 私の 人称代名詞・一人称・属格・単数

2:13(31) ος オス それは～者 関係代名詞・主格・単数・男性

2:13(32) απεκτανθη アペクタンテェィ [彼は]殺された 動詞・アオリスト・受動・叙実・三人称・単数

2:13(33) παρ パル ～[に]おいてその側で 前置詞

2:13(34) υμιν ユミン あなたたちに 人称代名詞・二人称・与格・複数

2:13(35) οπου オプゥー ～所で 副詞

2:13(36) ο オ それが 定冠詞・主格・単数・男性

2:13(37) σατανας サタナス サタンが 名詞・主格・単数・男性

2:13(38) κατοικει カトイケイ [彼が]住む 動詞・現在・能動・叙実・三人称・単数

※黙示録にある「王座」は悪の勢力（サタン、竜、獣）に関する３聖句にある。神、イエスには、「玉座」が使われている。→サタン（2：13）、竜（13：2）、獣（16：10）  
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2:14 しかし、あなたに対して少しばかりいうべきことがある。あなたのところには、（預言者）バラムの

（偽りの）教えを奉ずる（→恭
うやうや

しくうける）者がいる。（預言者）バラムは、イスラエルの子らの前につ

まずきとなるものを置くように（モアブの王）バラクに教えた。それは、彼らに偶像に献げた肉を食べさ

せ、淫みだらなことを行わさせるためであだった。←叱責 
 

しかし私は君に対して責むべきことが少しある、すなわち君にはそこにバラアムの教えを保持している

人びとがいることである。彼（バラアム）はバラクに、イスラエールの子らの前に、偶像の供え物を食べ

淫行をするという罪の誘惑となるものをおくように教えた。 

 

▶バラム（ヘブライ語で「人々を呑み込む者」という意味）は、豊穣の神「ペオルのバアル神」を礼拝す

るようにイスラエルの民を招いた（民数記 25：1～3、31：16）。 

→ユダヤの伝承では、敵であるモアブ人の娘たちと関係を持たせ、バアル神を共に礼拝するようにイス

ラエルの男たちを 唆
そそのか

した、とされている。モーセは神の命令に従って 12000 人の軍隊を遣わし、ミディ

アンを攻略した際に、バラムも剣にかけて殺した（民数記 31：8）。イエスは、ペルガモンの教会の中に

いる偶像に献げた肉を食べ、淫らなことをする者たちをバラムの教えを奉ずる者と呼んでいる。 

 

 

【参考】 欲に負けた「バラム」 ・・・・・しかし、これはバラムだけの話ではない 

モアブの王バラクは、イスラエルを呪ってもらい、戦に勝利するため、ユーフラテス河畔の町に住む有能

な預言者（占い師）のバラムを招聘しようとしたが、「イスラエルの民を呪ってはならない」との主の声

を聞いたバラムは断る。しかし、モアブの王バラクは、厚遇の扱いを提示、バラムの判断を覆させてしま

う。バラムは、神の御旨を知りつつも、自分の栄誉と富に目が眩
く ら

み、神の阻止さえ見えなくなってしまっ

た。・・・・・詳しくは、民数記 22 章 1 節～23 章 12 節等をお読みください。 

2:14(01) αλλ アッラ しかし 接続詞

2:14(02) εχω エコゥ [私は]持っています 動詞・現在・能動・叙実・一人称・単数

2:14(03) κατα カタ ～[の]難点を 前置詞

2:14(04) σου スー あなたの 人称代名詞・二人称・属格・単数

2:14(05) ολιγα オリガ 少しの[数あるものを] 形容詞・対格・複数・中性

2:14(06) οτι オティ それは～から 接続詞

2:14(07) εχεις エケイス [あなたは]持っている 動詞・現在・能動・叙実・二人称・単数

2:14(08) εκει エケイ そこに 副詞

2:14(09) κρατουντας クラトゥーンタス 固持する[者たちを] 動詞・現在・能動・分詞・対格・複数・男性

2:14(10) την テェィン それを 定冠詞・対格・単数・女性

2:14(11) διδαχην ディダケイン 教えを 名詞・対格・単数・女性

2:14(12) βαλααμ バラアム バラム=多分=の 固有名詞

2:14(13) ος オス それは～者 関係代名詞・主格・単数・男性

2:14(14) εδιδασκεν エディダスケン [彼は]教えを説いた 動詞・未完了・能動・叙実・三人称・単数

2:14(15) τω トォゥ それに 定冠詞・与格・単数・男性

2:14(16) βαλακ バラク バラク=荒らす= 固有名詞

2:14(17) βαλειν バレイン 投じること 動詞・第二アオリスト・能動・不定詞

2:14(18) σκανδαλον スカンダロン 躓きになる物を 名詞・対格・単数・中性

2:14(19) ενωπιον エノゥピオン ～[の]前に 副詞

2:14(20) των トォゥン それらの 定冠詞・属格・複数・男性

2:14(21) υιων ウイオゥン 息子たちの 名詞・属格・複数・男性

2:14(22) ισραηλ イスラエィル イスラエル=神が支配する=の 固有名詞

2:14(23) φαγειν ファゲイン 食べること 動詞・第二アオリスト・能動・不定詞

2:14(24) ειδωλοθυτα エイドォゥロスタ 偶像に捧げた[諸々のものを] 形容詞・対格・複数・中性

2:14(25) και カイ そして 接続詞

2:14(26) πορνευσαι ポルニューサイ 姦淫すること 動詞・アオリスト・能動・不定詞
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2:15 同じように、あなたのところにもニコライ派の教えを奉ずる者たちがいる。←叱責 

 

このようにニーコライ派の人びとの教えを保持している人びとがいる。 

 

▶ニコライ派は、アンティオキア出身のニコラオに従う者と主張し、偶像礼拝に参加することを許可し

ていた。 

→「ニコライ」は「征服する者」というギリシア語の語根から派生した言葉である。 

→ニコライ：Nikao（征服、支配する）＋Loas（民衆） 

▶ペルガモンの教会は偽りの教え（預言者バラムとニコライ派）と行為に対して寛大であった。 

→パウロ（前提：偶像の神など存在しない）の「すべての人に対してすべてのものになりました。」（コリ

ントの信徒への手紙一 9：22）の教えの曲解。 

㊟人は本来あるべき神の民の状態から徐々
● ●

に離れ、世俗主義に妥協し、押し流されてしまう傾向がある。 

 

 

 

2:16 それゆえだから、悔い改めよ。さもなければ、私は直ちすぐに（→予期せず、突然に）あなたのと

ころへ行って、私の口の剣
つるぎ

（→御言葉）で彼らその者どもと戦おう。←奨励 

 

だから悔改めよ。もしそうしなければ、私はすぐに君の所に来て、私の口の剣で彼らと戦おう。 

 

2:15(01) ουτως ウートォゥス そのように 副詞

2:15(02) εχεις エケイス [あなたは]持っています 動詞・現在・能動・叙実・二人称・単数

2:15(03) και カイ また 接続詞

2:15(04) συ ス あなたは 人称代名詞・二人称・主格・単数

2:15(05) κρατουντας クラトゥーンタス 固持する[者たちを] 動詞・現在・能動・分詞・対格・複数・男性

2:15(06) την テェィン それを 定冠詞・対格・単数・女性

2:15(07) διδαχην ディダケイン 教えを 名詞・対格・単数・女性

2:15(08) νικολαιτων ニコライトォゥン ニコライ=人々の破壊=派の人々の 名詞・属格・複数・男性

2:15(09) ομοιως オモイオゥス 同じように 副詞

2:16(01) μετανοησον メタノエィソン [あなたは]悔い改めなさい 動詞・アオリスト・能動・命令・二人称・単数

2:16(02) ουν ウーン だから 接続詞

2:16(03) ει エイ もし～なら 条件接続詞

2:16(04) δε デ しかし 接続詞

2:16(05) μη メィ ～(そうする)ことはない 離接助詞・否定

2:16(06) ερχομαι エルコマイ [私は]来ます 動詞・現在・中間受動デポネント・叙実・一人称・単数

2:16(07) σοι ソイ あなた(の許)に 人称代名詞・二人称・与格・単数

2:16(08) ταχυ タクー すぐに 副詞

2:16(09) και カイ そして 接続詞

2:16(10) πολεμησω ポレメィソゥ [私は]戦いましょう 動詞・未来・能動・叙実・一人称・単数

2:16(11) μετ メト ～[の]敵として 前置詞

2:16(12) αυτων アウトォゥン 彼等の 人称代名詞・属格・複数・男性

2:16(13) εν エン ～[に]よって 前置詞

2:16(14) τη テェィ それに 定冠詞・与格・単数・女性

2:16(15) ρομφαια ロムファイア 剣に 名詞・与格・単数・女性

2:16(16) του トゥー その  定冠詞・属格・単数・中性

2:16(17) στοματος ストマトス 口の 名詞・属格・単数・中性

2:16(18) μου ムー 私の 人称代名詞・一人称・属格・単数
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2:17 （聞く、聞かないは自由だが）耳のある者は、霊が諸教会に告げることを聞くがよい（→聖霊に耳

を傾けよと、すべての教会に向けて語られている）。勝利を得る者（→妥協を許さない真の信仰者）には、

隠されているた（天来の賜物）マナマンナ（→永遠の命、出エジプト記 16 章）を与えよう。 

また、白い小石を与えよう。その小石には、これを受ける者のほか誰も知らないにはだれにも分からぬ

新しい名（→人が神との関係を持つことで、人は新しい主体となり、新しい品性を頂いた時、神はその人

の名前を変更される）が記されている。」』←約束 
 

耳ある者は御霊が諸教会に何をいうかを聞け。勝利者に、私は［彼に］隠されているマンナを与えよう。

また彼に白い石を与えよう、その石には、もらう者以外誰も知らない新しい名が書かれている』。 

 

▶白い小石は、無罪、勝利、歓迎のしるしをいうが、ここでは神の家族として神に受け入れられたしるし

で、「隠されているマナ」を食べる神の祝宴に招かれる許可証のようなものを指している。 

 

2:17(01) ο オ それは 定冠詞・主格・単数・男性

2:17(02) εχων エコゥン 持つ[者は] 動詞・現在・能動・分詞・主格・単数・男性

2:17(03) ους ウース (聞く)耳を 名詞・対格・単数・中性

2:17(04) ακουσατω アクーサトォゥ [彼は]聞きなさい 動詞・アオリスト・能動・命令・三人称・単数

2:17(05) τι ティ 何を～か？ 疑問代名詞・対格・単数・中性

2:17(06) το ト それが 定冠詞・主格・単数・中性

2:17(07) πνευμα プニューマ 霊が 名詞・主格・単数・中性

2:17(08) λεγει レゲイ [それが]言う 動詞・現在・能動・叙実・三人称・単数

2:17(09) ταις タイス それらに 定冠詞・与格・複数・女性

2:17(10) εκκλησιαις エックレィシアイス 諸教会に 名詞・与格・複数・女性

2:17(11) τω トォゥ それに 定冠詞・与格・単数・男性

2:17(12) νικωντι ニコゥンティ 打ち勝つ[者に] 動詞・現在・能動・分詞・与格・単数・男性

2:17(13) δωσω ドォゥソゥ [私は]与えることにします 動詞・未来・能動・叙実・一人称・単数

2:17(14) αυτω アウトォゥ 彼に 人称代名詞・与格・単数・男性

2:17(15) του トゥー その  定冠詞・属格・単数・男性

2:17(16) μαννα マンナ マンナ=それは何？= ヘブライ語字訳

2:17(17) του トゥー その  定冠詞・属格・単数・男性

2:17(18) κεκρυμμενου ケクルムメヌー 隠された[ものの] 動詞・完了・受動・分詞・属格・単数・男性

2:17(19) και カイ そして 接続詞

2:17(20) δωσω ドォゥソゥ [私は]与えることにします 動詞・未来・能動・叙実・一人称・単数

2:17(21) αυτω アウトォゥ 彼に 人称代名詞・与格・単数・男性

2:17(22) ψηφον プセィフォン 小石を 名詞・対格・単数・女性

2:17(23) λευκην ルーケィン 白い[ものを] 形容詞・対格・単数・女性

2:17(24) και カイ そして 接続詞

2:17(25) επι エピ ～[に]おいてその上に 前置詞

2:17(26) την テェィン それに 定冠詞・対格・単数・女性

2:17(27) ψηφον プセィフォン 小石に 名詞・対格・単数・女性

2:17(28) ονομα オノマ 名が 名詞・主格・単数・中性

2:17(29) καινον カイノン 新しい[ものが] 形容詞・主格・単数・中性

2:17(30) γεγραμμενον ゲグラムメノン 書かれている[ものが] 動詞・完了・受動・分詞・主格・単数・中性

2:17(31) ο オ それは～もの 関係代名詞・対格・単数・中性

2:17(32) ουδεις ウーデイス 誰一人ない[者が] 形容詞・主格・単数・男性

2:17(33) οιδεν オイデン [彼が]知っている 動詞・完了・能動・叙実・三人称・単数

2:17(34) ει エイ もし～なら 条件接続詞

2:17(35) μη メィ ～(知る)ことはない 離接助詞・否定

2:17(36) ο オ それが 定冠詞・主格・単数・男性

2:17(37) λαμβανων ラムバノゥン 受ける[者が] 動詞・現在・能動・分詞・主格・単数・男性


