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レンブラント
「ベルシャザルの饗宴」
1635年,ロンドン

5章にあるベルシャツァル王の

宴の場面。突然出てきた手が壁

に何かを描く。

「メネ、メネ、テケル、

ウパルシン」

⇒詳しくは今後の回で



ルーベンス
「ライオンの巣の中
のダニエル」

1613年,ワシントン

ダニエル書は預言書
の中でも印象的なエ
ピソードが多い



ダニエル書基本情報



◎ダニエル書ってどんなの？
聖書に収められている書には、

いくつかのジャンルがある。
⑴律法⑵歴史書⑶預言書⑷文学(詩歌)

ダニエル書はキリスト教では預言書に分類されているが、
ユダヤ教では「諸書」にあたる。(ユダヤ教の正典の区
別は、律法:トーラー,預言者:ネビイーム,諸書:ケトゥ
ビーム)ダニエル書は他の預言書と少し趣を異にしてお
り、黙示的内容があるためにこうした違いがある。
ユダヤ教で諸書にあたるのは、詩編,コへレト,ルツ記等



▹執 筆 者

物語はヘブライ人の青年ダニエルに
帰されているが、おそらく何人かの
人(集団)による。何回かの編集を経て
現在の形になったとされる。



▹年 代

前164～前142年頃？
世界史でいうと・・・
マカバイ戦争の間
ダニエル書の内容はもっと前の時代に
書かれたようになっているが、実際は
前164年頃から過去を回想する形で
書かれたものだろうとされている。



✧歴史こばなしーマカバイ戦争―

セレウコス朝シリアの支配下にあったユダヤ
が政治的・宗教的独立のために起こした反乱。
前168年～141年。アンティオコス4世はエルサ
レム神殿にギリシャの神々の像を持ち込み、ユ
ダヤ教信仰を禁止した。このことに反対し、ハ
スモン家のマカバイ(マカベア)を中心とし、反
乱を起こした。この結果、ユダヤは独立。



▹あらすじ

前半(1-6)と後半(7-12)で内容は異なる。
前半は捕囚期の外国の宮廷を舞台としダニエルを初めとする
ヘブライ人の青年たちが異教の中でユダヤの信仰を守る様が描かれる。
後半では、バビロニアからヘレニズム時代に、いくつかの帝国が
移り変わっていく歴史の流れを象徴的に現すとともに、
ユダヤ人への迫害と究極的救いを示唆する。最後の審判、死者の復活、
永遠の命に終末論的主題が取り上げられている事は極めて意義深い。
また、後半は大帝国の変遷とダニエルの幻が交錯するように
描かれている点もこの書の特徴である。
これは紀元前2世紀のアンティオコス4世による迫害が背景にあると
される。



◎預言書って何？
預言書は、その長さによって大小分けて分類され

ることが多いが、内容から見て分けることもできる。
➀イスラエルの民の信仰的離反,社会の不正義
⇒アモス、ホセア、エレミヤ

②終末における救済(黙示思想)
⇒第二イザヤ、ダニエルなど

✧補足 3大預言書:イザヤ,エレミヤ,エゼキエル
12小預言書：ホセア～マラキ



◎黙示思想,黙示文学って何？

歴史及び宇宙(世界)の奥義(神秘)を解き明
かすこと。この黙示思想を文章にしたのが
黙示文学。ユダヤ教の中では前5世紀頃に
始まり,キリスト教に受け継がれた。
黙示文学には表現の定型がある。
お決まりの話の流れがあるのである。



➀主人公が夢や幻を見る
②人類や世界の歴史を見る
➂終わりの予兆「時の徴」
④終末の到来(不正義のある現実)
⑤万人の復活
⑥最後の審判
⑦新しい創造(新しい天地,エルサレム)

キリスト教の黙示文学
ではこれに加えて
「キリストの再臨」が
書かれる。



いまダニエル書を
読む意義とは何だろうか？

コロナ禍が始まってから、キリスト教の一部の人々の
間では、これは終末の前の予兆「大艱難」の時代に
入ったのではと考える動きがある。終末の到来は確か
に聖書に記されているが、その日その時は神様しか知
り得ないことです。私たちが恐怖ではなく希望を持っ
て終末を待ち望むことができるよう、改めてダニエル
書という書を学んでいきたい。



9/8ダニエル書1章



◎あらすじ

南ユダ王国の王がヨヤキムの時、そして新バビロニアの王がネ
ブカドネザルの時。バビロン捕囚によって多くのユダヤ人がバ
ビロニアへ連れて行かれる。王は捕囚民の中から
「体に難点がなく、容姿が美しく、何事にも才能と
知恵があり、知識と理解力に富み、宮廷に仕える能力のある少
年」を選んで養成する。ダニエルら4人の少年たちはここでだ
される肉と酒を拒んで野菜と水だけを食する。それでも健康を
保ち知恵に恵まれる。3年が経ち王のもとで仕えるようになる。
ダニエルは少年たちの中で特に知恵に恵まれた者になった。

この時、既にイスラエルは統一王国時代から分裂した
南北時代を経て、南ユダ王国しか残っていませんでした。



✧歴史こばなしーバビロン捕囚➀ー
紀元前597,586年、ユダ王国の首都イェル
サレムが新バビロニアのネブカドネザル王に
よって征服され、捕えられた住民は、バビロ
ンに連行され、およそ５０年の捕囚生活を送
る。その後、新バビロニアがアケメネス朝ペ
ルシアのキュロス２世によって滅ぼされた前
５３８年に解放されてパレスチナの地に戻る
ことが許された。



✧歴史こばなしーバビロン捕囚②ー

ネブカドネザルによって神殿が破壊され
異教の土地に連れて行かれたことで
イスラエルの民は、会堂を中心に新しい礼拝
形式を始めた。
✧この時、捕囚民に対する宗教の自由は
認められていたという



今日のポイント①〈年代間違ってる・・・？〉

ダニエル書によると…
ユダの王ヨヤキムの即位3年目にバビロニアが攻めてき
て、捕囚に遭う。とあるが・・・
バビロン捕囚は実際はヨヤキムの後の王ヨヤキンの
治世の年に起こったこととされる。前597年
（ヨヤキムは前609年からの王で3年目は前607年）
ヨヤキムの3年目は前607年で10年のひらきがある。



ダニエル書に登場する順番
①ネブカドネザル(1-4)
②ベルシャツァル(5,7,8)
➂ダレイオス(6,9)
④キュロス(10)
実際には
①ネブカドネザル
②間に3人の王
➂ナボニドス

(息子ベルシャツァル)
⇒ペルシャの時代
キュロス→ダレイオス

ベルシャツァルはバビロニ
ア王ナボニドスの息子
彼が王位についたことはな
く、一時的にバビロンの統
治を委託されていただけで
ある。
ダレイオスはキュロスより
あとのペルシャの王







ダニエル書の著者が伝えたいことは
正確な歴史ではない！

(著者が単に思い違いをしている部分もあるが…）
神が創造され、神が支配される歴史という大きな流れの中で、
王という権力者がどうなっていくかに関心がある。
また、異教の土地で神がどのようにイスラエルの民に関わり
ユダヤ教のアイデンティティーがどのように守られていくかが
ダニエル書のポイントになっている。



ポイント②〈野菜ばかり食べる少年たち〉
バビロン捕囚でバビロンに連行された人々の中で
前半の中心となっていくのがダニエルをはじめとする
4人の少年たちである。

✧ダニエル「神は私の裁き主」「神は裁かれた」
⇒ベルテシャツァル「彼の命をお守りください」

✧アザルヤ⇒アベド・ネゴ「神ナブの僕」
✧ハナンヤ⇒シャドラク「？」
✧ミシャエル⇒メシャク「？」

・少年⇒ヘブライ語でיֶֶלד（イェレド）は男の子の意味



〈奇妙な食生活〉

宮廷で少年たちは、野菜と水だけで生き延びたとある。
それは出される肉や酒で汚されないようにという。
旧約聖書の食物規定には、食べてはいけない肉が記されてい
るが全ての種類というわけではない。だが、異教文化の中で
それを判別するのは難しかった。そのため、肉類全般を拒否
したというわけである。酒を律法で禁じられているのは、ナ
ジル人だけであるが(民数記6:3)、ここでダニエルたちも酒
を飲まなかったのは、彼らを聖別された特別な少年たちとし
て描きたかった意図があると思われる。



バビロン捕囚は、ユダヤ教に変化を与えたきっかけと
されている。それまで、神殿祭儀中心であったのが神殿
が破壊され、異教の文化圏に住むことになった。
宗教的アイデンティティーの危機を迎えたのである。
ここで新たなユダヤ教信仰の中心となったいったのが
食物規定や安息日などの生活習慣的な規則の遵守である。



◎別の説では…

バビロニアの王の与える食事を受けるということは
人間と人間との間の主従関係が生まれるということ。
ダニエルらは、人間に対しては自由な者で、
神に対し従う者であることを強調しようとした。
…という説もある。



✧歴史こばなしーバビロニアの神ー

バビロニアを含むメソポタミア地方で信仰されていたもの
を総称して、「メソポタミア神話」と呼ぶ。
「マルドゥク」という太陽神を中心とする多神教で
それぞれの都市に守護神がいた。メソポタミア神話として
現在までに伝わっている最も有名なものが「ギルガメシュ
叙事詩」である。
ちなみにアベド・ネゴは「ナブの僕」という意味であった
が、ナブはマルドゥクの子ども





【1章のまとめ】
ダニエル書は歴史書ではない。
もっとも旧約聖書で歴史書にあたるものが
正確な歴史を伝えているわけではないが…
エルサレム神殿から遠く離れた異教文化の
土地にあっても、神はダニエルたちの健康を
守ったように、イスラエルの民を守ってくだ
さる方である。また神との関係においてイス
ラエル、ひいては神を畏れる人々がどのよう
に生きるべきかを伝えているのである。



9/17ダニエル書2章

9／16は、ユダヤの暦で「大贖罪日」(ヨム・キッ
プール）にあたります。
この日は厳格な教派でないユダヤ教徒たちも断食
をすると言います。
ちなみに9／6ー8はユダヤの新年の祝祭日である
「ロシュシャッハーナー」でした。



◎あらすじ
あるとき、ネブカドネザル王は何度も見る夢によって
不安にさいなまれる。占い師や祈祷師らに夢の意味を解釈さ
せようとするが、その夢解釈が正しいものであるかどうか確
かめるために、まず夢の内容から当ててみろという。だが
「そんなことは並の人間には不可能です」と言われる。怒っ
た王はバビロンの知識人たちを皆殺しにする命令を出す。こ
れにはダニエルたちも含まれていた。事情を聞いたダニエル
は自分が夢の解き明かしをしようと申し出る。ダニエルは見
事、夢の内容を言い当て、意味を答える。ダニエルの答えを
聞いた王は、ダニエルの神を称え、彼と仲間を高位につける。



✧歴史こばなしーアラム語ー

旧約聖書のほとんどはヘブライ語で書かれているが、
わずかにアラム語で記されている箇所がある。
エズラ記4:8～6:18、7:12～26、
ダニエル書2:4～7:28 である。
アラム語と言えばイエス様の話されていた言葉として
知られており、ヘブライ語の親戚(方言)のように説明され
ることが多い。
今日は少しアラム語についても考えてみたい。



アラム語は、「セム語属」の中の特に「北西セム語」に
分類される。(ヘブライ語もこの北西セム語に分類される)
前1000年頃からシリアからメソポタミア地方に広まり、
やがて古代アッシリア・バビロニア・ペルシアなどで使わ
れるようになる。イスラエルの人々は捕囚後くらいから日
常会話の言葉としてアラム語を使うようになった。
ヘブライ語は書き言葉として残った。
現代では中東からアフリカの北部で話される言語がセム語
の流れをくむ言語である。ノアの息子セムがアラブ人や
アッシリア人らの先祖になったという聖書の記述を基に
「セム語」という名称がつけられた。





ポイント②〈ダニエルの信仰と著者の信仰〉

ネブカドネザルに自分が夢を解くと申し出たダニエルは、
その内容を示してくださるよう神に祈る。
2:20-23はダニエルの祈りであるが、これはダニエル書を記
した著者(または共同体,集団)がダニエルという登場人物を通
して語った、信仰告白である。
時と季節を移す(＝歴史を動かす)神は、人の世の支配者もま
た思うがままの方である。世界の秘められた奥義を明かされ
る方であり、光を司る存在である、という神論でもある。



ダニエル書2:20-23を基に作られた
イギリスの讃美歌
Beyond All Mortal Praise
Timothy Dudley-Smithによる、1981年



ポイント②〈粉々にされる像〉

神から夢の内容と意味を教えられた(神が直接語りかけ
た場面はないが、ここでも神の働きかけがあったことが
分かる)ダニエルは、王に説明をする。
【頭は金、胸と腕は銀、腹と腿は青銅、すねは鉄、足の
一部も鉄、また別の部分は陶土】この像は、人の手によ
らずできた石によって足が崩され、全てが粉々になり、
風に吹かれ散ってしまう。
☆文字だけではどうにもイメージしづらい場面です…
次の動画を参考までにご覧下さい。





いろいろな材料でできた像をダニエルはこう解き明か
す。「金の頭はネブカドネザルで、その下の体の部分
は後から興る国々である」と。その他の国々について
本文で詳しいことは書かれていないが、
銀…メディア、青銅…ペルシア、
鉄…マケドニア(アレクサンドロス大王)
鉄と陶土の足…セレウコス朝シリア

プトレマイオス朝エジプト



本文の中でダニエルが説明しているように像は権力者
や国の象徴として描かれている。それが「人の力によ
らず」＝イスラエルの神によって切り出された石＝イ
スラエルの民 がぶつかることで粉々になることを表し
ている。神によって特別に切り出された(＝選ばれた)
民であるイスラエルは、強敵を打ち負かすことができ
る。神が必ず民を用いて、苦難から救い出してくださ
るという励ましのメッセージが込められている。



ダニエルの語ることは、ネブカドネザル王に
とってはとんでもない内容であったわけだが、
国の支配者である王にも、助言や警告が
できるほどイスラエルの神の与える知恵は
優ったものであるという隠れたアピールが
込められている書でもある。2章以降はこう
した夢や幻を解く場面がよく登場するが
そんなメッセージにも注目して読み進めてい
きたい。



9/29 ダニエル書3章



◎あらすじ(1～7節)

ネブカドネザル王は、高さ60アンマ幅6アンマの
金の像を造る。完成した像の除幕式にはバビロンで
位を持つ様々な人々が、招かれる。
王は国の全ての人に対し、楽器の音が聞こえると、
像を拝むようにという命令を出す。



▶1アンマは約45㎝なので、60✕45で
像の高さはおよそ27ｍの高さである。
この像が王の姿であったか、バビロンの
神の姿であったかは、描かれていないので
具体的な姿は分からないままであるが、
おそらくダニエル書の執筆背景である
アンティオコス4世が行ったことを
ほのめかしていると思われる。



▶アンティオコス4世はユダヤ人たちに
信教の自由を認めず、エルサレム神殿に
ゼウス像を初めとするギリシャの神々の
像を造った。前167年頃のことである。
ダニエル書3章はこの出来事を下敷きに
していると考えられる。



▶3節以下では王が様々や役職の人を呼び除幕式を行い、
楽器の音によって像を拝むようにという布告を出す。
ここで並べられている役職はペルシャ由来
楽器の名はギリシャ語由来のものである。
例えば、「総督」はアケメネス朝ペルシアの
時代の「サトラップ」という州の行政官を指す。
著者は、時代や地域に整合性を持たせて書くという
ことにほとんど関心がないことがわかる。
ここで重要なのは権力者が民衆に拝まなくてはいけな
いものを強制したということである。



◎あらすじ(8～12節)

シャドラク、メシャク。アベド・ネゴの3人は
像を拝んでいないということで、カルデア人
(バビロンの人)によって告げ口される。



▶2章まで登場していた3人の青年たちが出ているが
主人公であるダニエルがいない…。
これはこの章が他の箇所とは独立してあり、
編集の過程で連結されたことを指している。
ダニエルという青年が登場しない物語が別にあり
また別に存在していた物語と一緒にされたのであろう。
この後、燃える炉に投げ込まれるという場面であるが
ダニエルの出番は一旦お休みなのである。



◎あらすじ(13節～)

カルデア人の知らせを聞き、怒った王は3人を
連れてきて、像を拝むか炉に投げ入れられるか
選択を迫る。拝まないという決断をした3人の
若者は炉に投げ入れられるも、「神の子」のような
存在により救われる。これを目撃した王は
またもや(急に)態度を改めてイスラエルの神を称え
3人を高い位につけるのであった。





「神の子」
×キリスト
○御使い
bene elohim
malak
⇒マラキ



◎喜怒哀楽の激しい王様
2章では、夢を解く力を与えたイスラエルの神を
ネブカドネザル王が称える場面があったが、3章で
打って変わって、またもや(青年たちにとっては)
むちゃくちゃなことを言いだし、奇跡が起きると
また神を称えるという心の動きの激しい人物として
王が描かれている。物語が行ったり来たりする印象
をうけるだろう。これは実際の王の人格を伝えてい
るわけではなく、この当時の権力者の典型的な姿を
表現していると言われる。王、権力者＝思い通りに
ならないことに怒りやすい ということである…。



◎喜怒哀楽の激しい王様2
ダニエル書に登場する王たちは、実際の人となりを
表しているわけでなく、あくまで象徴的な存在であ
るがユダヤ人への厳しい態度をとるという点に関し
ては、実際の王アンティオコス4世をはっきりと意識し
ている。バビロン捕囚は、ユダヤ人にとって住み慣れ
た土地から強制移住させられたという点で民族史的に
大きな出来事ではあったが、捕囚先では宗教に対し
寛容な政策がとられていたとされる。しかし、続く時
代アンティオコスの治世になると、イスラエルの人々
は宗教的弾圧にさらされることになる。



◎「火の中をゆく」とは？

〈イザヤ書43:1-2〉
1ヤコブよ、あなたを創造された主は
イスラエルよ、あなたを造られた神は

今、こう言われる恐れるな、わたしはあなたを贖う。
あなたはわたしのもの。わたしはあなたの名を呼ぶ。
2水の中を通るときも、わたしはあなたと共にいる。
大河の中を通っても、あなたは押し流されない。
火の中を歩いても、焼かれず
炎はあなたに燃えつかない。



ポイント〈殉教文学〉
3章で青年たちが迫られた選択は、自分の信仰を
守るか捨てるかの選択であった。17節以下で語られる
青年の言葉は古代キリスト教やキリシタンの殉教を
彷彿とさせるような台詞である。この箇所からは、
苦難から救い出してくださる神への信頼と共に、たとえこの
世界で信仰のために死ぬことがあっても別の世で神は報いて
下さるはずだという思想が垣間見える。
12章で語られる黙示思想と併せて、ユダヤ教の中の
復活信仰の芽生えを見ることができる。
※マカバイ記2 7章〈7人兄弟の殉教〉



(繰り返しになってしまうが…)
この物語の背景にあるアンティオコス4世による
迫害によって、信仰の故に命を落とす者が多くでていた。
土地を巡る戦争の中で死者が出たことはイスラエルの歴
史の中で度々起こっていたが、信仰のために
命を落とすという出来事はイスラエルの民にとって
何らかの解釈が必要なことであったのだろう。
「意味」や「報い」など。ヨブ記では今の世で新しい家
族が与えられる「報い」が描かれるが、ダニエル書の時
代には新たな世への期待が生まれはじめたのである。



10/6 ダニエル書4章



◎あらすじ(3:31~)
今回は3章の終わりから始まる。それまで3人称で
語られてきたネブカドネザルは、この節から突然
1人称で登場する。「ネブカドネザルから諸国民へ
平安があるように」新約聖書の書簡でもおなじみの
フレーズである。ネブカドネザル王からの「手紙」
という形式をとって物語は進められていく。
ダニエル書をよくよく読んでみると、いろいろな
時代や文化が混在しているだけでなく形式も統一
されていないことが分かる。



◇2章に似た4章

手紙形式で記されるこの箇所は、ネブカドネザルが
自身の体験したことを振り返りながら書いた内容と
なっている。大まかな内容は2章と同じく「王の夢
とダニエルによる夢解釈」であるが、2章とは
大きく異なった点が4章にはある。4章に特徴的なこ
とはに注目して見ていきたい。



◎王の夢➀(4:1~14)

2章に続きまたもや不安な夢をみるネブカドネザル。
再び国の賢者を集め夢を解釈するように求める。
2章と異なっているのは、今度は王自らが夢の内容を
語ることと、今回は誰も命を脅かされないことである。
夢の解き明かしができなくても誰も処刑されない。



◎王の夢②(15~24節)
▶夢の内容
1本の木が天に達するほど成長するものの、
天から遣わされた聖なる者が、木を倒し、獣と共に
草を食むような存在になるようにとの命令を下す。
▶ダニエルの解釈
木はネブカドネザルのことであり悔い改めることで、
切り倒されることから免れると告げる。



✧ポイント〈この世の主権〉
ダニエルの夢の解釈を王は聞くも、その後王宮の
屋上を散歩中に自分の権威を誇る言葉を口にする。
これは福音書に記されているイエス様がサタンから
受けた誘惑⇒高い山に連れて行かれこの世の栄華を
与えようという箇所 と同じモチーフである。
国々を見渡せる高い場所(山、建物の屋上など)は
人が惑わされやすい場所という認識があったと思わ
れる。



✧ポイント〈この世の主権〉
自分の権威を誇った途端、夢の出来事が次々と実現
してゆく。これは、この世界の権威(国の支配権)は
神によって一時的に与えられているにすぎず、神の
権威を蔑ろにし自分を一番と考えるならば必ずその
報いを受けるというユダヤの宗教観が背景にある。
この考えは異教の国だけでなくイスラエルという
自国に対しても適応される考えであった。
神に背く王がいたので、イスラエル統一王国は
滅んだと理解されるのである。



ウィリアム・ブレイク(1757-1827)
「ネブカドネザル」

英国の詩人
画家、神学者



↑アダムを創造するエロヒーム

←日の老いたる者



✧歴史こばなしーナボニドスー

ダニエル書に登場する王は、アンティオコス4世という王を
モデルとして書かれていることが多いが、この箇所に限って
言うならば「ナボニドス」という王がモデルとされている。
ナボニドスは、前550年頃の新バビロニアの王であり帝国最
後の王でもある。その治世の間に急にサウジアラビアの都市
タイマに行き10年間戻らなかったとされる。その間の政治は
息子ベルシャツァル(5章に登場)に任せていたとされる。



✧歴史こばなしーナボニドスー

なぜナボニドスが10年もの間、宮廷を離れていたかについて
確かなことは今なお不明であるが、一説によれば精神的病の
ためであったとされる。おそらくこの出来事が今回のダニエ
ル書4章に反映されていると思われる。
獣の心を与えられ野の獣と住むようになるが、時が経ち理性
を取り戻したというエピソードはナボニドスに当てはまるよ
うに思われる。



✧ポイント〈理性〉とはなにか？
7つの時が経った後、ネブカドネザルは〈理性〉を
取り戻したとあるが、ここで言われる理性について
考えてみたい。理性と言うと物事を認識する能力と
か、判断能力のことをイメージするがここでは
意味合いが異なっている。



אלמ✧ ָתא֙  ִמלְּ

ダニエル書4:33などでは「理性」と訳されて
いるが、この単語を使った他の箇所では
主に「言葉」という訳が当てられている。
4:28「言葉が口にあるうちに」で使われてい
るものと同じ。取り去られた「言葉」が
また戻っていくイメージが近いだろう。
⇒新約ザカリアとの類似



✧旧約聖書は一見すると、新約聖書とは趣を
異にしているように感じられるが、
連続性と類似性を持っていることが分かる。
新約聖書の著者たちは律法だけでなく
文学的なモチーフなども旧約聖書から
受け継いでいた。このことを頭の片隅に
置いて聖書に触れるとより豊かな
メッセージを見いだすことができるだろう。



10/13 ダニエル書5章



◎あらすじ(5:1~4)

王は世代交代し、ベルシャツァルの治世に。
ベルシャツァルは、貴族1000人を招いて
大宴会を開く。そこでエルサレム神殿から略
奪してきた祭具を持ってこさせ、酒を飲み始
める。



▶4章から5章へ。王はネブカドネザルからベルシャツァルへ
ここでネブカドネザルはベルシャツァルの父とされている
が、史実とは全くことなっている。ベルシャツァルは
「ナボニドス」の息子であり、ベルシャツァル自身が
王位についていたという記録はない。5章は前章までの
内容も織り込まれた内容となっており、1～4章までに
起きた二世代の王とダニエルとの間の出来事を実に自然に
繋げている。しかし、史実と聖書的歴史とを分けて
考えたい。



✧ポイント〈神聖冒涜〉

何度も繰り返しになるが、ダニエル書の王は
アンティオコス4世がモデルとなっている。
ベルシャツァルがエルサレム神殿の祭具で
酒を飲み、神々を賛美するという行為は、
アンティオコス4世が行ったエルサレム神殿に
異教の神々の像を建てるといった出来事と
重ね合わされている。



◎あらすじ(5:5~9)
宴会の途中、突如人の手が表れ壁に文字を
書き始める。その様子に恐怖した王は、
祈祷師らを呼び、解釈するよう求める。
解き明かした者には、紫の衣と金の鎖、
王国の第三位の位を与えると言う。

▶紫の衣…王権の象徴、
金の鎖…金の首輪(エジプトなどの装飾品)



レンブラント
「ベルシャザルの饗宴」
1635年,ロンドン

「メネ、メネ、テケル、ウ

パルシン」

アラム語なのに、なぜかダ

ニエルにしか分からない

※このあたりではアラム語が日常

的に使われていました。

⇒詳細は後ほど



ジョン・マーティン
ベルシャツァルの饗宴

1820年



◎あらすじ(5:10~16)
「王妃」が表れてダニエルに尋ねるように
ベルシャツァルにアドバイスする。
「王妃」とあるが、ベルシャツァルの王妃で
はなくネブカドネザルの王妃、つまり
ベルシャツァルからすれば母であろう。
▷父王の時代のことをよく知っている。
▷「あなたの父」という呼びかけ
▷1～3節の「後宮の女」とは違う語



◎あらすじ(5:17~28)
思うままに生かし殺すことができるほど
権力を持っていた王(ネブカドネザル)で
あったが、それでも神の前では主権はなかっ
たことを伝える。そのことを知っているはず
のベルシャツァルはそれでもイスラエルの神を
蔑ろにしたので、手によって神は意志を伝え
ようとした、という。



◎ポイント〈誰にも読めない文字〉
ダニエルの解説によれば、数える、計る、そして分ける
ということであり、それは王の治世を数え、王自身を計り、
国を分けることだという。
メネ…ムナ(単位)＝50テケル(シェケル)
テケル…シェケル(単位)
ウ・・・接続詞「そして」
パルシン…1/2ムナ
一見すると壁に表れた文字は、単位がつづられたものに
しか見えず意味は分からなかった。



◎ポイント〈誰にも読めない文字〉
では、ダニエルの解釈はどこから来ているのか？

数える・・・mena
テケル…tqal
パルシン…prac

単位を表すメネ、テケル、パルシンと非常に音の響きが
似ていることが分かる。
語呂合わせ的な解釈なのである。



◎あらすじ(5:29~30)
手の示すことを解き明かしたダニエルに王は
約束通り紫の衣、金の鎖、王国の第3の位を
授けるが、王自身は章の最後に「殺され」て
しまう。



室生犀星
～ふるさとは遠きに
ありて思ふもの～

「緑色の文字」(1921)『室生犀星童話集』

ダニエル書5章をもとにした小説

ベルシャツァルが死を迎えるまでの間

神に祈っていたという場面が創作されてい

る。



10/20 ダニエル書6章



▷ダニエル書も今回で半分の6章となった。
今回扱う6章は3章に非常によく似た内容と
なっている。
・金の像に代って「禁令」
・3人の青年に代ってダニエルが登場する。
3章との違いも見比べながら読んでいきたい。



◎あらすじ(6:1~6)
ベルシャツァルの死後、王位を継いだのは
ダレイオスである。彼はメディア人であった。
ダレイオス王は大臣の下に総督を置くという
統治体制を敷く。ダニエルは大臣の1人となる。
王は王国全土をダニエルに治めさせようと
するほどダニエルを信頼していたが、これを
よく思わない人々によってダニエルを貶める
計画が始まってゆく。



✧歴史こばなしーダレイオス―
ここで登場するダレイオスとは、ダレイオス
一世のこと。アケメネス朝ペルシアの王で
在位は前522年ー前486年。帝国を20の州に
分けてそれぞれに「サトラップ」という総督を
置いて中央集権制を確立した。6章の記述はこ
の政策をもとに書かれている。ただし、注意し
たいのは新バビロニア帝国はアケメネス朝ペル
シアに滅ぼされた。またダレイオスはペルシャ
人であり、メディア人(イラン人)ではない。



✧ポイント
前章でダニエルは王国の第3の位を与えられた。
6章ではその内容を引き継いでダニエルは
3人の大臣の一人となっている。
6節：ダニエルを貶めるには彼の「神の法」
によるしかないとある。ここで「法」と
訳されている箇所は、アラム語で「ダート」
これはヘブライ語の「トーラー」に相当する。
協会共同訳では「律法」と訳されている。



◎あらすじ(7～10節)

ダニエルをうまく貶める策を思いついた
大臣や総督たちは王に提案しに行く。
30日間、王以外に祈る者はライオンの穴に
投げ込まれるという法を出しましょう！
というものである。
ちなみに、王の布告は廃棄されないとあるが
実際にそのようなことが可能であったか
史実は不明である。



◎あらすじ(11～18節)

ダニエルは文書が出されたことを知るも
いつも通り神に祈りを捧げる。この現場を
見つかり、ダニエルは定められていた通り
ライオンの穴に投げ込まれることになる。
⇒ライオン(猛獣)に罪人を殺させる方法は
主に古代ローマで実施された。



ピーテル・パウル・ルーベンス
《ライオンの巣窟の中のダニエル》
1613－1615年



ドイツ、ベルリン
ペルガモン博物館



ライオンは
バビロニア
神話の女神
イシュタル
のお供の獣

バビロニア
＝獅子



✧ポイント
ダニエルは「いつものとおり」日に三度の
祈りを捧げたとある。この習慣は現代の
ユダヤ教にも受け継がれており、朝・昼・夕に
捧げられる。これが習慣化した時期には諸説
朝の祈りはシャハリート、
午後の祈りはミンハー、
夕べの祈りはマアリブ
祈りはユダヤ教で「心の奉仕」と呼ばれる



◎あらすじ(19～25節)
ダニエルは無事にライオンの穴から生還。
ダニエルを中傷した人々はことごとく
同じ目にあってしまう。
⇒エステル記のハマン:ユダヤ人を滅ぼす提案
自分も同じ目にあう。
申命記19:15「証言に関して」



◎あらすじ(26節～)
ダレイオス王は国中の全ての者に文書を出す。

↓
ダニエルの神を恐れかしこまらなければならない

○イスラエルの神の普遍性
○神の永遠性：人や時代は変るが神は永遠
○神の主権



10/27 ダニエル書7章



◎あらすじ(1節)

7章以降はダニエルの見た幻を中心に物語が
進んでいく。7章冒頭では「ベルシャツァルの
治世元年」とあるように、ここでダニエル書の
時間は巻き戻る。1～6と7～12章は続きもの
としてというより、並行した物語として考える
ことができる。



➀～④ネブカドネザル

⑤ベルシャツァル ⑦⑧ベルシャツァル

⑥ダレイオス ⑨ダレイオス

⑩～⑫キュロス

ダニエル(ユダヤの青年たち)と
異教の宮廷の物語 ダニエルの夢(幻)



◎あらすじ(2～8節)

ダニエルは4頭の獣の幻を見る。
➀獅子＋鷲の翼＋人の心
➁熊のよう
➂豹のよう＋4つの羽と頭
➃？＋鉄の歯＋10本の角
⇒4頭の獣はそれぞれ国のたとえ



ハンス
ホルバイン
ダニエル書の
4頭の獣



➀獅子＋鷲の翼＋人の心：バビロニア
➁熊のよう：メディア
あばら骨＝支配した国々への貪欲さ(戦利品)

➂豹のよう＋4つの羽と頭：ペルシア
四方へ拡大していこうとする支配欲

➃？＋鉄の歯＋10本の角：マケドニア
アレクサンドロスの帝国とその後継者
10本の角は王を指しているとされるが
具体的にはかなり意見の分かれるところ



4つ目の獣には10本の角があり、その内3本を
引き抜いて生えてきた小さい角
24節で10人の王、その内3人を倒して出た王
目と口があり、尊大なことを語る
これは、アンティオコス4世の象徴として
理解される。その他の獣の中で最もこの章で
重要視されるものである。4つの獣の幻はおそ

らくもともと伝承がありそれに追加する形で
「小さい角」(アンティオコス4世)のことをダニ
エル書の作者は描いた？



◎あらすじ(9～12節)
4頭の獣の前に王座が据えられ天上の法廷が
開かれる。王座の主は「日の老いたる者」と
書かれる。日の老いたる者によって尊大な
ことを語る角が生えた獣は殺され、その他の
獣は定めの時まで生かされる。
日の老いたる者は神であるが、この呼び名は
ダニエル書にのみ登場する。
10節の巻物:人間の行いを書き記す〈記録の書〉



▷日の老いたる者
この呼び名はダニエル書にのみ登場する。
日の老いたる者＝老人の姿の神はキリスト教
美術の中でよく取り入れられるモチーフとなる。
また、9節で描かれている描写は
新約聖書の変貌のイエス(マタイ17:2,マルコ
9:3など)や黙示録にも受け継がれる。





◎あらすじ(13～14節)
獣が倒された後、「人の子」のような者が
来て権威・威光・王権を授けられる。
⇒人の子という呼称は新約ではイエス・
キリストのことを指すが、旧約聖書では
単に「人間」ことを指す場合が多い。
ここでは終末のメシア(救い主)を表す。
また、預言者の呼び名としても
用いられている。(ダニエル,エゼキエルなど)



◎あらすじ(15節～)
ダニエルは幻の意味を尋ねる。
ここで登場する人物は天使のこと。
天使は獣の幻の解説を始める。
ダニエルは特に第4の獣のことを気にする。
「時と法を変えようとする」(マカⅠ1:41-)
⇒異教の習慣を強制する等
✧ここで重要なことは迫害が続く期間
「一時期、二時期、半時期」＝三年半



◎まとめ

アンティオコス4世は三年半で終わる。
その他の国々の支配もやがて終わり、
主権は人の子に受け継がれる。



11/3 ダニエル書8章



◎あらすじ(8:1～2)
7章から3年(ベルシャツァルの治世3年)の時
ダニエルは再び幻を見る。
幻の中でダニエルはスサのウライ川にいる。
✧スサ:現在のイラン南西部にあった都市

アケメネス朝ペルシアのダレイオス
一世によって都がおかれる。
ハンムラビ法典の碑もここで見つかる。





◎あらすじ(3～4節)
幻の中では1頭の「雄羊」が登場する。
雄羊には2本の角が生えていて、長いものと
短いものがある。雄羊は西・北・南に突進し
他にこれに敵うものはいなかった。
雄羊は高慢で高ぶっていた。
⇒20節〈天使による解説〉
雄羊はメディアとペルシアのたとえ
メディアとペルシアは別々の国であるが
民族の系統がかなり近いことから1頭の獣で
表された。



◎あらすじ(5～8節)
勢いのある雄山羊が登場し、雄羊を倒す。
この強い雄山羊には1本の角があったが
力の極みで折れ。新たな4本の角が生えた。
⇒この1本角の雄山羊はマケドニアの
アレキサンダー大王とされる。



「西から」:東へ進軍
10年ほどで大帝国を築くも30代で死去
その後、帝国は後継者争いによって分裂



◎あらすじ(9～12節)

4本の角の内の1本からまた「小さい角」が
生えていく。角は南・東・麗しの土地へ
力を伸ばす。また天の万軍そして万軍の長に
まで力を伸ばし、聖所を倒す。
✧麗しの土地：聖地



◎ポイント〈アンティオコス4世の象徴：小さい角〉

ここで登場する「小さい角」は7章と同じくアンティオコ
ス4世の象徴とされる。力は強大だが「小さい」と表現
されているのは本質的な「小ささ」を表している。
また、万軍とは周辺世界の様々な神(多神教世界)そして
万軍の長とはイスラエルの神をたとえている。
様々な神々がいる世界の中で「長」であるヤハウェという
理解が反映されている。
小さい角が行ったことは、アンティオコス4世の行いを指す



◎あらすじ(13～14節)
聖なる者の会話
「いつまで続くのか」
「日が暮れ夜が明けること2300」
⇒迫害はどのくらい続くか

2300÷2＝1150日
1年＝360日(太陰暦)
1150÷360＝3…70→3年70日



◎あらすじ(15節～25節)
意味を知りたいと思うダニエル。
「勇士のような姿」の者(ガブリエル)が表れ
幻の意味を説明する。幻は終わりの時に
関するものであり、4つの国の後に出る
高慢な1人の王は「人の手によらず」(25節)
倒される。
→高慢な王:アンティオコス4世
人の手によらず:神によって滅ぼされる



◎キリスト教豆知識〈天使たち〉
6世紀の偽ディオニシオス・アレオパギテスの

『天上位階論』で体系化されたと言われる。
天使には9つの位があり、階級によって姿も異なっていると
考えられた。上位の天使になるほど、神に近くその聖性も
高くなるため、見た目は人間とは大きく異なり、
下位になるほど人間と近くなるため、姿も人間のようだと
された。

上級天使 熾天使 智天使 座天使
中級天使 主天使 力天使 能天使
下級天使 権天使 大天使 天 使

ガブリエルは大天使



◎キリスト教豆知識〈天使たち〉

中世になると天使の見た目だけではなく、その本質について
の議論も深まっていった。天使は純粋無垢な知性を持ち、
肉体の欲望からも解放されているのではないかという思想が
生まれ、修道院においては「天使的生」としてある種の目標
とされた。さらに、ルネサンス以降になるとギリシア神話や
ローマ神話などの影響を受け、幼児型をした天使像も生まれ
るようになりました。赤ん坊イエスと戯れる同じく赤ん坊の
姿をした天使がその例です。



◎ポイント〈ガブリエル〉

天使ガブリエルというとキリスト教の中でもおなじみの
天使の名前であるが、実は聖書の中では2箇所にしか
登場しない。ダニエル書8章とルカ福音書である。
共に神の意志を伝える伝令として登場する。
旧約聖書ではケルビムの方が多く言及される。契約の箱や
その他の装飾としてケルビムがよく使われていたから。





ラファエロ・サンティ
〈システィーナの聖母〉

1513～1514年
ドイツ・ドレスデン
ツヴィンガー宮殿

アルテ・マイスター絵画館
「世界で最も有名な天使」



◎あらすじ(26節～)
天使は幻の内容を秘密にしておくよう告げる。
ダニエルは幻の内容に疲れ果て病気になる。



11/10 ダニエル書9章



★ダニエル書9章は全体の中でも少し
異色の内容となっている。
前までの物語と緩やかな連続性を持ちつつも
9章の示すメッセージ性は他の箇所と
違っている。このことを頭の片隅において
読みすすめていきたい。
前回までのことはちょっとだけ隅に
置いておきましょう。



◎あらすじ(1～2節)
ダレイオスの治世1年。8章からはまた少し
期間が空いてからの話。ここでの年代も
正確なものではない。ダニエル書後半の幻は
世界を支配する様々な国に対する神の関わりが
中心であったが、今回は預言者エレミヤに
臨んだ、つまりエレミヤ書の内容を
ダニエルが解釈しようとする物語となっている。
なぜ急にエレミヤが登場するかは後ほど。



◎ポイント
ダニエル書の中の設定(著者の生きた時代では
なく)では、ユダヤはバビロン捕囚のただ中
ダニエルたちは捕囚の民として異国で
過ごしているという前提があった。
そのバビロン捕囚についてエレミヤが預言
していることを、物語の中で考えている。



「エルサレムの荒廃が終わる年数は70年」
エレミヤ書25章11～12節
「バビロンの王に70年仕える。…
その後、カルデア人の土地にその過ちの故に
荒廃をもたらす。」



◎あらすじ(3節)
神が定められた時は70年であり、70年もの間
エルサレムが荒れたままになっているのは
イスラエルの民の罪のためであると
ダニエルは理解した。そこで、ダニエルは
悔い改め、祈りは始める。
ちなみに…ここで「御顔を仰いで」とされて
いるのは「聖地の方向を向く」ということ。



稲妻が東から西にひらめき渡るように
人の子も来るからである。(マタイ24:27)



◎ポイント〈ダニエルの祈り〉
4～19節はダニエルの祈りであるが、
これはダニエル書特有(オリジナル)のもの
ではなく旧約聖書全体を通して似た形が
見られる。おそらく祈りの定式(決まった形)が
早い時期からあり、ダニエル書の時代にも
浸透していたのだろう。



◎ポイント〈ダニエルの祈り〉：構成
➀4ｂ:神への呼びかけ
➁5～11a：罪の告白
➂11ｂ～14：罪への罰
➃15～19：赦しを求める祈り



◎ダニエルの祈り：比較

列王記上8:27 私たちは罪を犯し、過ちを犯し
悪を行いました。

ダニエル書9:5 私たちは罪を犯し、過ちを犯し
悪を行い、逆らって、あなたの
戒めと法から離れ去りました。

その他:エズラ9:6～,ネへミヤ1:5～など



◎神学小話〈神義論〉
ダニエルの祈りからは、イスラエルの背き
の罪のために苦難が与えられたと理解して
いることが分かる。地上の苦難の意味を模
索する試みを神学では〈神義論〉という。
Theos(神)+dike(義)=Theodicy(The
odicee)とされる。ダニエル書やその他
預言書のように悪に対する罰とする理解は
旧約聖書にはよくみられるが、神義論の回

答は様々なバリエーションがある。

ジョルジュ・ド・ラ・トゥール
「妻に嘲笑されるヨブ」1630年→



ジョルジュ・ド・
ラ・トゥールの作品



◎神学小話〈神義論〉

○人間の教育のため(悪を経験して良いものを学ぶ)
○神は人間に自由意志を与えたが人間が濫用した
○神の摂理は人間には理解できない など



◎あらすじ(20節～)
ダニエルの祈りの途中で「解釈天使」である
ガブリエルがやって来て、新しい解釈を
授ける。
エレミヤでは「70年」であったが、この時
ダニエルに示された期間は「70週」であった。



◎70週とは？
70週を現在の私たちの感覚で計算すると
1年と５ヶ月ほどになる。しかし、この箇所で
70週は独自の意味を持つ。
ここでいう「週」は7日ではなく、7年間
つまり1週は7年となるので、70✕7年で
490年となるのである。



◎なぜダニエル書の著者はエレミヤ書を
再解釈したのか？
ダニエル書が書かれたのは、前2世紀頃
この時、すでにバビロン捕囚は終わり
(前538年に解放されたとされる)300年以上が
経過していた。エレミヤ書に預言されている
ような劇的な終わり、神の支配は訪れず
様々な国が戦いを続ける現実があった。



多くのイスラエルの民は劇的な神の介入が
なかったことで平坦な日々を送っていた。
しかし、アンティオコス4世による迫害が起こり
ダニエル書の著者はこのことこそ預言されていた
終末の始まりであるという理解に至った。
エレミヤ書に記されている年数とは大幅に
計算が合わなくなるため、数字を再解釈する
必要に迫られたと考える見方が大きい。



◎ポイント〈中間の時代をいかに過ごすか〉

9章の目的の1つには終末までのおおよその年数を
知らせることもあるが、終末までの人々の態度を
ダニエルを通して伝えることでもあった。
日々、神に心を向け悔い改めるという姿勢である。
直線的時間感であるキリスト教においては歴史の最後は
神によって定められていると理解される。それまでの間
どのように過ごすかも重要である。



11/17
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◎あらすじ(1節)：ダニエルに最後の幻が臨む
10章～12章までは連続した幻のパートであり、
ダニエル書の中でも重要な黙示思想が
集約された章でもある。
この時点で王はキュロスに代わっている。
キュロスは新バビロニアを征服しアケメネス朝
ペルシアを建国。捕囚にあっていたイスラエル
の民を解放したことから聖書ではメシア的人物
として扱われている箇所がある。



◎あらすじ(2～4節)
ダニエルは三週間にわたる嘆きの祈りを
していたとある。前の章の嘆願の祈りの継続で
あるようにみえる。前の物語との継続性も
あるが、ここで注目したいのは、4節の
「1月24日」という日付である。
1月はユダヤの暦における一番目の月のことで
二サンの月とも呼ばれる。現代の3月後半から4
月後半に相当する季節である。私たちの思い浮
かべる1月ではない。



この二サンの月は15日から「過越祭」が行われる。
14日の夕方から21日の夕方までの一週間は
酵母なしのパンを食べることになっている。
3節で「美食」と訳されている箇所は、原語では
「みんながほしがるパン」ということである。
このことからダニエルが過越祭を過ごしたことが

分かる。悔い改めの祈りと過越の期間が重ね合わ
されていることを暗示。
ここで使用されているヘブライ語rekemuは
パンしか指さない。



酵母なし(イースト菌なし)のパン
＝種なしパン→マッツァ
膨らまない煎餅みたいなパン



◎聖書小話〈暦〉
ユダヤでは暦を単に第一の月、第二の月…などとしていた。
1月,2月のようなものである。聖書でよく書かれている
「二サンの月」などの月ごとの名称はバビロン捕囚後から
使われ始めたという。これは現代の「太陽暦」とは
異なっている。4節で「1月24日」とあるのは、二番目の
「二サンの月」のことで、現代の私たちの暦に換算すると
3～4月頃になる。
第1：二サン(3月)✧アビブの月とも
第2：イヤル(4月)✧ジウの月とも
第3：シワン(5月)



◎あらすじ(5～9節)
チグリスという川の岸にダニエルはいる。
これがダニエルの夢の中の出来事か実際の
ことかは分からない。そしてこの場所には
ダニエル一人だけでなく複数いた(7節)。
この突然別の場所(川)で幻を見るという
モチーフはエゼキエル書に見られるものであり、
ダニエル書もそれを踏襲しているようだ。
5,6節に登場する不思議な人物もエゼキエル書
に似ている。



◎不思議な存在
ダニエルの前に現れた輝く顔の人物が何であるかは詳しくは
記されていないが、天使であろう。
ここで用いられている描写もエゼキエル書に登場するものと
似ている。またヨハネ黙示録にも受け継がれる。
ヨハネ黙示録1章 13節
燭台の中央には、人の子のような方がおり、足まで届く衣を
着て、胸には金の帯を締めておられた。
15章 06節
そして、この神殿から、七つの災いを携えた七人の天使が出
て来た。天使たちは、輝く清い亜麻布の衣を着て、
胸に金の帯を締めていた。



10章の場面
イメージ



◎あらすじ(10～19節)
ダニエルが祈り苦行する姿によって、神は
天使を通して将来起こることを見せることに
する。ダニエルはここでも畏れのあまり
意識を失ったり、話すことができない状態に
なってしまう。



◎あらすじ(20～21節)
天使？はペルシアの天使と戦うために帰ると
告げる。地上での争いは天上で行われているこ
とが反映されるという思想。ミカエルのほかに
助けるものはいない、とあるのは助けを求める
べきなのはイスラエルの神であり、最終的に
勝つのはイスラエルの軍勢であるという理解。
✧21節:真理の書→これは「運命の書」のこと
実は聖書には「○○の書」というものがいくつ
か登場する。



◎「～の書」

黙示録20章12節
「幾つかの書物…,もう1つの書物も開かれた。
それは命の書である。…彼らの行いに応じて
裁かれた」→「命の書」＝行いの書
これとは別に世界の歴史(運命)について書いた
運命の書も聖書には存在がほのめかされている。



古代ユダヤの
宇宙観
天の水は天窓が
開いたときに地
上に降ってくる
これが雨である


