
（啓示 21:22‐26） …わたしはその中に神殿を見なかった。全能者なるエホバ神がそ

の神殿であり，子羊もそうだからである。２３そしてその都市は，太陽や月が照らす

必要はない。神の栄光がそれを明るく照らし，そのともしびは子羊だったからである。

２４そして，諸国民はその光によって歩み，地の王たちは自分の栄光をそこに携え入

れるのである。２５また，その門は一日じゅう決して閉ざされることはない。そこに

夜はないからである。２６そして，彼らは諸国民の栄光と誉れをそこに携え入れるの

である。

（啓示 22:2） …川のこちら側と向こう側には，月ごとに実を生じ，実を十二回生み出す，

命の木が [ あった ]。そして，その木の葉は諸国民をいやすためのもの [ であった ]。

（詩編 45:16） …あなたの父祖に代わってあなたの子らが立ち， あなたは彼らを

全地に君として任命するであろう。
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ハルマゲドン後の清められた地に住む人々はどんな人たちなのでしょうか 

聖書の記述そしてそこに使用されている語句をみると、「地の王たち」ならびに「諸国民」

と言われる人たちであることが分かります。

来るべき千年王国の下に地上にいる人々

ハルマゲドンで、バプテスマを受けたクリスチャンで、しかも大患難の試練を最後

まで耐え忍んで忠実を保つことができた人以外は、すべて滅ぼされることになって

いるので、その後には王も諸国もその民もいるはずはないので、この聖書の記述は

たぶん楽園で「地の君」として奉仕する長老クラスの人たちで、「諸国民」とは新

しい地の様々な場所に住む羊たちのことをさしているに違いない。とおそらく、そ

のように考えるでしょう。

しかし、その理解の仕方は聖書に書かれている言葉とは明らかに違います。もし、

そのように読むべきなら、それなりの聖書的根拠が必要でしょう。

しかし出版物でいわゆる「新しい地の君」を記されている根拠は唯一詩編４５：１

６であってその聖句「君」と訳されているヘブライ語は（イェサーリム）（　　　　　）

（大臣）

セプトゥアギンタ訳で使われている訳語は（　　　　　　　）（　　　　）（王子）

ですが、

この語はギリシャ語聖書には一つも出てきません。

前述の「地の王たち」「諸国民」は後頁の資料からも分かるように、聖書中に頻繁

に出て来るものであり、啓示２２章以降だけ同じ語を全く違う意味に捕らえる根拠

はない。

従って、「書かれていることを超え」ない読み方とは、ハルマゲドン後もこれまで

と同じように「地の王たち」「諸国民」は存在すると言うものであり、「ハルマゲド

ンで忠実なエホバの証人となった人以外すべて滅ぼされる」という理解の方を調整

しなければならないことは明白でしょう。両立しない以上、聖書を採り、伝統的な

見解を捨てるのがクリスチャンの取るべき姿勢です。
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そして、この見解を支持する根拠として一層明らかなのが次の聖句です。

これはすなわち、「サタンを閉じ込め」ないとこの後の千年間も引き続き「諸国民」を惑わすこ

とになる。ということです。つまり千年間そこにいるのは「諸国民」であるということであり、

「もはや」というのは、それまでずーっと惑わしてきた、同じ「諸国民」であるということです。

エゼキエル書の場合、ゴグは「マゴグの地のゴグ」とあるが、黙示録では「地の四方にいる諸国民、

すなわちゴグ、マゴグ」とあってマゴグが民族の名となっている。さらにエゼキエル書では「北

の果ての地」となっており一方、黙示録では「地の四方にいる諸国民」とあって全く違う概念

である。さらにゴグと行動を共にする国が「ペルシャ、エチオピヤ、プテ」すなわち「イラン、

エチオピア、リビア」と限定されている。それは現時点でそのまま通用する国名ですが、黙示

録にはそのような記述はない。当然この両者は関連をもっていると思われますが、名称意外に

共通点はなく、終わりの日にイスラエルを攻めて滅ぼされた生き残りの末裔なのか、あるいは、

同様な特徴を持つまったく別の者か、おおよそ決定的な手がかりはありません。

ただ一つだけ明らかなのは、悪意を抱いた代表としてどちらも描かれており、その背後にサタ

ンがいるというのは共通しています。千年王国の最後に地の四隅にそのような諸国民がいるの

かということです。王国の支配によって全てが見事に統制された状況で、しかもその祝福を千

年間も経験してきて完全にされた人類の最終段階に、海の砂のように数え切れない諸国民が、

地いっぱいにひろがっている様子は、これまで抱いてきた楽園の世界の完成された地とは相当

な食い違いを感じさせます。

詳しい記述がないのでわかりませんが、ともかく、千年王国の実体は、地の王たちや諸国民か

らなるものであり、サタンの影響のない状態で、彼らは天から下ってきた新しいエルサレムに

栄光を帰す態度を示しますが、依然地上は諸国に分かれて存在し、人間の支配は続くのでしょう。

しかしおそらく、これまでの歴史上、決して実現しなかった平和で繁栄した生活を営むのであ

ろうと考えられます。その住民は、ハルマゲドンを生き残った善良な人々（クリスチャンでは

ない）とその子孫からなっています。「主と結ばれて眠っている」人々は千年王国前に天に復活

して王として地を支配しますが、「残りの死人」つまりクリスチャンにならなかった歴史上の人々

は千年王国が終わってから復活することになっていると書かれています。

（啓示 20:3） …そして彼を底知れぬ深みに投げ込み，[ それを ] 閉じて彼の上から

封印し，千年が終わるまでもはや諸国民を惑わすことができないようにした。…

（啓示 20:7‐8） …さて，千年が終わると，サタンはすぐにその獄から解き放さ

れる。彼は出て行って，地の四隅の諸国民，ゴグとマゴグを惑わし，彼らを戦争

のために集めるであろう。それらの者の数は海の砂のようである…

来るべき千年王国の下に地上にいる人々　２／４

ἔθνη 

ἔθνη 



βασιλεῖς τῆς γῆς 　地の王たち
gēsbasileis tēs

 kings  earthof
同じフレーズが出てくる他の聖句

（啓示 19:19） …そしてわたしは，野獣と地の王たちとその軍勢が，馬に乗っている
  方とその軍勢に対して戦いをするために集まっているのを見た…
... καὶ εἶδον τὸ θηρίον καὶ τοὺς βασιλεῖς τῆς γῆς καὶ τὰ στρατεύματα αὐτῶν συνηγμένα
ποιῆσαι τὸν πόλεμον μετὰ τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ ἵππου καὶ μετὰ τοῦ ...

（地の王たちは租税や人頭税をだれから受け取っていますか。自分の子たちからですか，
  それともよその人たちからですか
... καὶ ἐλθόντα εἰς τὴν οἰκίαν προέφθασεν αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς λέγων· τί σοι δοκεῖ Σίμων;
οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς ἀπὸ τίνων λαμβάνουσιν τέλη ἢ κῆνσον; ἀπὸ τῶν υἱῶν ...

（啓示 18:9） …「そして，彼女の焼かれる煙を見る時，彼女と淫行を犯し，恥知らずの
  おごりのうちに暮らした地の王たちは，彼女のことで泣き，…
... Καὶ κλαύσουσιν καὶ κόψονται ἐπ' αὐτὴν οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς οἱ μετ' αὐτῆς 
πορνεύσαντες καὶ στρηνιάσαντες ὅταν βλέπωσιν τὸν καπνὸν τῆς πυρώσεως αὐτῆς, ...

（啓示 6:15） …そして，地の王たち，高位の者たち，軍司令官たち，富んだ者，強い者，
  すべての奴隷また自由人は，ほら穴や山の岩塊の間に身を隠した…
.... καὶ οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς καὶ οἱ μεγιστᾶνες καὶ οἱ χιλίαρχοι καὶ οἱ πλούσιοι καὶ οἱ
ἰσχυροὶ καὶ πᾶς δοῦλος καὶ ἐλεύθερος ἔκρυψαν ἑαυτοὺς εἰς τὰ σπήλαια ...

（啓示 16:14） …それらは実は悪霊の霊感による表現であってしるしを行ない，また人の
  住む全地の王たちのもとに出て行く。全能者なる神の大いなる日の戦争に…
... εἰσὶν γὰρ πνεύματα δαιμόνων ποιοῦντα σημεῖα ἐκπορεύεσθαι ἐπὶ τοὺς βασιλεῖς τῆς γῆς
καὶ τῆς οἰκουμένης ὅλης συναγαγεῖν αὐτοὺς εἰς πόλεμον τῆς ἡμέρας ...

（使徒 4:26） …地の王たちは立ち構え，支配者たちは一団となってエホバに逆らい，
  その油そそがれた者に逆らった…
... παρέστησαν οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς καὶ οἱ ἄρχοντες συνήχθησαν ἐπὶ
τὸ αὐτὸ κατὰ τοῦ κυρίου καὶ κατὰ τοῦ Χριστοῦ αὐτοῦ. ...

（啓示 17:2） …地の王たちは彼女と淫行を犯し，地に住む者たちは彼女の淫行の
  ぶどう酒に酔わされた…
... μεθ' ἧς ἐπόρνευσαν οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς καὶ ἐμεθύσθησαν οἱ
κατοικοῦντες τὴν γῆν ἐκ τοῦ οἴνου τῆς πορνείας αὐτῆς. ...

（啓示 18:3） …地の王たちは彼女と淫行を犯し，地の旅商人たちは彼女の恥知らず
  のおごりの力で富を得たからである…
... ὅτι ἐκ τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τῆς πορνείας αὐτῆς πέπτωκαν / πέπωκαν πάντα τὰ ἔθνη καὶ
οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς μετ' αὐτῆς ἐπόρνευσαν καὶ οἱ ἔμποροι τῆς γῆς ἐκ ...
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（（マタイ 6:32） …これらはみな，諸国民がしきりに追い求めているものなのです。…
.. πάντα γὰρ ταῦτα τὰ ἔθνη ἐπιζητοῦσιν· οἶδεν γὰρ ὁ πατὴρ ὑμῶν
ὁ οὐράνιος ὅτι χρῄζετε τούτων ἁπάντων. .... ...

（使徒 13:19） …[ そして ] カナンの地の七つの国民を滅ぼした後，彼らの土地をくじで
  分配されました…
... [καὶ] καθελὼν ἔθνη ἑπτὰ ἐν γῇ Χανάαν κατεκληρονόμησεν τὴν
γῆν αὐτῶν ..... Latin: Biblia Sacra Vulgata ...

（コリント第一 12:2） ２ あなた方も知るとおり，諸国民の者であった時，あなた方はただ
  導かれるままに，声のない偶像のもとへと導かれていました…
... οἴδατε ὅτι ὅτε ἔθνη ἦτε πρὸς τὰ εἴδωλα τὰ ἄφωνα ὡς ἂν ἤγεσθε ἀπαγόμενοι. ... οἴδατε ὅτι
ὅτε ἔθνη ἦτε πρὸς τὰ εἴδωλα τὰ ἄφωνα ὡς ἂν ἤγεσθε ἀπαγόμενοι. ...

（マルコ 13:10） …また，あらゆる国民の中で，良いたよりがまず宣べ伝えられねば
  なりません…
... καὶ εἰς πάντα τὰ ἔθνη πρῶτον δεῖ κηρυχθῆναι τὸ εὐαγγέλιον. ... καὶ εἰς
πάντα τὰ ἔθνη πρῶτον δεῖ κηρυχθῆναι τὸ εὐαγγέλιον. ...

（ローマ 15:10‐12） …またこう言っています。「諸国民よ，[ 神 ] の民と共に喜べ」。 またこう
  あります。「諸国民すべてよ，エホバを賛美せよ。もろもろの民はみな神を
  賛美せよ」。 そしてまたイザヤは言います，「エッサイの根があり，諸国民を
  支配するために起こる者がいる。…
... καὶ πάλιν λέγει· εὐφράνθητε, ἔθνη μετὰ τοῦ λαοῦ αὐτοῦ. .... ... καὶ
πάλιν λέγει, εὐφράνθητε, ἔθνη, μετὰ τοῦ λαοῦ αὐτοῦ. ...
... καὶ πάλιν· αἰνεῖτε, πάντα τὰ ἔθνη, τὸν κύριον καὶ
ἐπαινεσάτωσαν αὐτὸν πάντες οἱ λαοί. .... ...

（啓示 2:26） …征服する者，わたしの行ないを終わりまで守り通す者には，わたしは
  諸国民に対する権威を与え…
... καὶ ὁ νικῶν καὶ ὁ τηρῶν ἄχρι τέλους τὰ ἔργα μου, δώσω αὐτῷ ἐξουσίαν ἐπὶ τῶν ἔθνων ....

（ルカ 21:25） …地上では，海のとどろきと [ その ] 動揺のゆえに逃げ道を知らない
  諸国民の苦もんがあるでしょう。
Καὶ ἔσονται σημεῖα ἐν ἡλίῳ καὶ σελήνῃ καὶ ἄστροις, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς 
συνοχὴ ἐθνῶν ἐν ἀπορίᾳ ἤχους θαλάσσης καὶ σάλου,

（啓示 11:9） …そして，[ もろもろの ] 民･部族･国語･国民から来た者たちは三日半の間
  その遺体を見るが，遺体を墓の中に横たえることを許さない…
... καὶ βλέπουσιν ἐκ τῶν λαῶν καὶ φυλῶν καὶ γλωσσῶν καὶ ἔθνων τὸ πτῶμα αὐτῶν ἡμέρας
τρεῖς καὶ ἥμισυ καὶ τὰ πτώματα αὐτῶν οὐκ ἀφίουσιν τεθῆναι εἰς μνῆμα. ...

（啓示 16:19） …そして，大いなる都市は三つの部分に裂け，諸国民の [ 数々の ] 都市が
  倒れた。そして，大いなるバビロンは神のみ前で思い出された…
καὶ ἐγένετο ἡ πόλις ἡ μεγάλη εἰς τρία μέρη καὶ αἱ πόλεις τῶν ἔθνων ἔπεσαν. καὶ ...
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