
重要-無名-な女性たち

偶像崇拝の問題 
 

彼女の実際の名前は、おそらくイゼベル
ではなかったでしょう。しかし彼女の、
堕落させる影響は非常に大きかったので
主はあの悪名高きアハブの妻、イゼベル
と同じ名前に変えました。最初のイゼベ
ルは、イスラエルを堕落させました(1列
王16:31)。第２のイゼベルは、ティアテ
ィラの教会を堕落させました。  
 

第２のイゼベルは、どのように教会に入
って来たのでしょう？私たちは詳細を知
りません。しかし似たような破壊的な教
えが、近くのペルガモンの教会にあった
事に注目すべきです。(2:14と2:20を比
較)。この２つの教会の中で、偶像崇拝は
聖書的なキリスト教と混ざり合うように
して入り込んでいました。  
 

小アジア地域はみな異教の地だったので、
その影響が様々な人間関係によって、簡
単に教会に入って来たのでしょう。バラ
ムの時代、またアハブの時代も、雑婚に
よってイスラエルは堕落しました。それ
である人たちは、第２のイゼベルは教会
の指導者と結婚したと考えています。ま
た商売の関係がそこにはあったのかもし
れません。 
 

旧約聖書の同名人物のように、第２のイ
ゼベルは巧みに操る者でした。彼女はお
そらく雄弁だったでしょう。預言者と自
称したほどです(2:20)。ティアティラは
商業の中心都市だったので(使徒16:14)
これらの技術は、最初商売の関係で培わ
れたものかもしれません。おそらく彼女
は、裕福な女性だったでしょう。  
 

何の理由にせよ、教会の指導者たちは
イゼベルに教える事を許し、教会を堕
落させました(2:20)。彼らはアハブ王
のように弱い性格だったので、そうし
たのかもしれません。(1列王21:25参照) 

黙示録 2:18-29 
 

2:18 また、ティアティラにある教会の御使
いに書き送れ。「燃える炎のような目を持
ち、その足は光り輝く真鍮のような神の子
が、こう言われるー。　2:19 わたしは、あ
なたの行い、あなたの愛と信仰と奉仕と忍
耐を知っている。また、初めの行いにまさ
る、近ごろの行いも知っている。  
 

2:20 けれども、あなたには責めるべきこと
がある。あなたは、あの女、イゼベルをな
すがままにさせている。この女は、預言者
だと自称しているが、わたしのしもべたち
を教えて惑わし、淫らなことを行わせ、偶
像に献げた物を食べさせている。 2:21 わ
たしは悔い改める機会を与えたが、この女
は淫らな行いを悔い改めようとしない。 
2:22  見よ、わたしはこの女を病の床に投
げ込む。また、この女と姦淫を行う者たち
も、この女の行いを離れて悔い改めないな
ら、大きな患難の中に投げ込む。　 2:23 
また、この女の子どもたちを死病で殺す。
こうしてすべての教会は、わたしが人の思
いと心を探る者であることを知る。わたし
は、あなたがたの行いに応じて一人ひとり
に報いる。  
 

2:24 　しかし、ティアティラにいる残りの
者たち、この教えを受け入れず、いわゆる 
「サタンの深み」を知らないあなたがたに
言う。わたしはあなたがたに、ほかの重荷
を負わせない。  2:25 ただ、あなたがたが
持っているものを、わたしが行くまで、し
っかり保ちなさい。 2:26 勝利を得る者、
最後までわたしのわざを守る者には、諸国
の民を支配する権威を与える。　2:27 彼は
鉄の杖で彼らを牧する。土の器を砕くよう
に。 2:28 わたしも父から支配する権威を
受けたが、それと同じである。また、勝利
を得る者には、わたしは明けの明星を与え
る。2:29 耳のある者は、御霊が諸教会に告
げることを聞きなさい。
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もう一人のイゼベル



下の文を読み、正しいと思うものには(○)正しくないものには(X)、部分的に正しいと
思うものには(△)をつけて下さい。

否定的に見ると... 
 

最初のイゼベルは、シドンの王の娘と
して１列王16:31に登場します。そし
て最後に言及されるのは２列王9:37
で、彼女が死ぬ時です。その間に何回
か登場しますが、彼女の名前が一番多
く出てくるのは、１列王21章でナボ
テの殺害の事件の時でしょう。(1列王
19:1-2も参照) 
 

２人のイゼベルは、似た点が多くあり
ます。そうでなければ、第２のイゼベ
ルは、その名前で呼ばれなかったでし
ょう。多くの類似点は、下のワークシ
ートにあります。他にも加えられる事
があるでしょう。明らかで、かつ重要
な事は、２人が女性だった事です。い
くつかの違いのことは、Bのところで
取り扱われています。  

 
黙示録2:20-24の学びで一番難しい点
は、イゼベルについての事は、そのま
ま理解するか、それとも比喩的に理解
するべきか、という事です。彼女は実
際に道徳的に淫らな女だったのか、そ
れとも、それは偶像崇拝の事を指して
いたか(B-3)？また、23節の彼女の子
どもたちというのは、彼女の実際の子
孫か、それとも彼女に付き従う者たち
の事か(A-6)というような事です。  
 

第２のイゼベルは実在の人物かと疑う
人もいるかもしれませんが、２章に出
てくる他の者たち(バラク、バラム、旧約
のイゼベル)は皆実際の人物です。彼女
をローマカトリック教会と比べるのは
面白いですが(B-4)、彼女はただの例
えではありません。

A (      )  二人のイゼベルは、とてもよく似ている。

A-1 (     )  彼女たちは二人とも不誠実だった。 

A-2 (     )  彼女たちは二人とも偶像崇拝を広めた。(2:20)

A-3 (     )  彼女たちは悔い改めようとしなかった。(2:21-22)

A-4 (     )  彼女たちは二人とも、仲間がいた。

A-5 (     )  彼女たちは二人とも、すぐには裁かれなかった。

A-6 (     )  彼女たちは二人とも結婚していた。

A-7 (     )  彼女たちは二人とも異邦人だった。

B (      )  第２のイゼベルは、旧約のイゼベルよりも悪かったかもしれない。

B-1 (     )  彼女は預言者と自称した。旧約のイゼベルはそうしなかった。

B-2 (     )  旧約のイゼベルよりも、彼女についての方が多く書かれている。

B-3 (     )  彼女はふしだらだったが(2:20-22)、旧約のイゼベルはそうではなかった。

B-4 (     )  彼女は中世の堕落したカトリック教会のようだった。

B-5 (     )  彼女はバラムのように悪賢く、誘惑する者だった。(2:14, 20-22)

B-6 (     )  彼女の偽の教えは、「サタンの深み」だった。(2:24)



下の文を読み、正しいと思うものには(○)正しくないものには(X)、部分的に正しいと
思うものには(△)をつけて下さい。

肯定的に見ると... 
 

２人のイゼベルの良い点を見つけるの
は、ほとんど不可能です。黙示録のイ
ゼベルが旧約のイゼベルほど権力を持
っていなかった事は良いことだ、と議
論する事は可能かもしれません。もち
ろんそれはそうですが、それよりもっ
と考えるべき事があるはずです。 
 

イゼベルとティアティラの教会を主が
取り扱われた事については、肯定的な
事もあります。それは、人間の罪の結
果、さばきによって神様の義が現わさ
れたという事です(Cの問答文の中に
それが見られます)。また同時に、主
は主の教会を心に留められている事、
そしてその深い愛とあわれみが現され
た、という事です。(Dの問答文の中
にそれが見られます) 

 
ティアティラの教会への手紙は、２章
と３章の７つの教会の手紙の中で、一
番長いものです。ある意味で、これは
イゼベルの問題がとても大きかったか
らでしょう。しかしそれだけでなく、
主がその教会、特に問題を抱えた教会
を心に留められた事を示しています。 
 

また、その手紙は第２のイゼベルの事
で終わっているのではありません。列
王記が最初のイゼベルで終わっている
のではないように。黙示録は主の再臨
と(2:25)千年王国の(2:26-28)テーマ
で終わっています。それで、詩篇２篇
も引用されています。ですから、ティ
アティラの教会への手紙がとても長い
のは、イゼベルの問題を取り扱った事
だけがその理由ではありません。

C (      )   主はまさにイゼベルとその仲間たちを裁こうとしておられた。

C-1 (     )  彼女は病気で死んだかもしれない。(2:22)

C-2 (     )  主はイゼベルに、悔い改めの機会を与えた。(2:21)

C-3 (     )  2:18, 22, 23, 27で、主はさばき主として描かれている。

C-4 (     )  指導者たちは、イゼベルを止める事ができたはずである。(2:20)

C-5 (     )  主のさばきは、他の者たちへの警告となる。(2:23)

C-6 (     )  主はイゼベルに従う者たちを裁こうとされていた。(2:23-24)

C-7 (     )  主は忠実な勝利者たちを、民を支配する者とする。(2:26-27)

D (      )   主は、主の教会を心に留めておられる。

D-1 (     )  警告は、心に留めていることのしるしである。(2:16, 22-23)

D-2 (     )  第２のイゼベルを取り扱う事は、ガンの手術をするようなものだ。

D-3 (     )  主は、主の民がする事に、心を留められる。(2:19, 23)

D-4 (     )  イエス様はティアティラの教会を永く保つ事を約束された。

D-5 (     )  教会時代に終わりが来る事を覚えておく事は大事な事だ(2:25-29)。

D-6 (     )  主は女性が聖書の教師になる事を望まれない。(2:20, テト2:3-4)



ワークシートの答え  
 

第２のイゼベルは、「ティアティラの 
教会の女」でした。(ほとんどの写本の20
節で示唆されています。)ある人々は、彼
女が教会の牧師と結婚していたと考え
ていますが、彼女は独身であって(A-6)、
牧師かもっと権威ある者のように振る
舞っていた可能性が大きいです。これ
は１テモテ2:12に反しています。(D-6
は部分的に正解、B-2は不正解です) 
 

第２のイゼベルは、道徳的にふしだら
だったかもしれませんが(B-3)、主が裁
かれた彼女の子どもたちというのは実
際の子どもではなく、おそらく彼女に
従った者たちの事でしょう(C-6)。彼ら
は悪い母親のせいで裁かれたのではな
く、彼ら自身の行いの故に裁かれたの
です(2:23)。主は一人一人が何を信じ、
教え、行うかに心を留められます
(2:23-24, D-3)。 
 

教会の指導者たちや信徒たちは、イゼ
ベルに立ち向かうべきでした。おそら
く、ある人たちはそうしたでしょう
(2:24)。しかし彼らがイゼベルを止める
事ができたかもしれない保証はありま
せん(C-4)。主は、ティアティラの教会
を保つ約束はしませんでした。今日の
トルコのティアティラのあった地域に、
教会は一つもありません。2:26-28の約
束は、教会の忠実な信者たちに与えら
れたものです。(C-7) 
 

第２のイゼベルと彼女の信奉者たちは
自分たちが神の深い知識を持っている
と主張していたでしょう(2:24)。しかし
実際彼女のふしだらな偶像崇拝(A-2)の
教えは、サタンの深み(2:24)を含むもの
でした。彼女は初期のグノーシス派か
もしれません。

それで？ 
 

患者の事を真に気にかける医師は、その
病気が自然に治る、というような偽りの
望みを与える事はしません。癌のような
大きな病気は、隠すのではなく治療され
なければなりません。ティアティラの教
会の問題の中心は、イゼベルと、癌のよ
うな彼女の教えでした。彼女とその偽り
の教えは、緊急性をもって対処されるべ
きでした。 
 

しかしながら、主は彼女を直ちには裁き
ませんでした(A-5)。彼女は悔い改める
時間が与えられました(2:21, A-3)。目標
はできるだけ少ないダメージで、霊的な
回復が行われる事でした。ですから大き
な癌の手術(裁き)の前に、繰り返し警告
がなされました。そのように主は忍耐さ
れたので、D-2は部分的にだけ正解です。 
 

ティアティラの教会の忠実な者たちには一
つの命令だけが与えられました。キリスト
中心の真理を、しっかりと持つ事です
(2:25)。この事で重要なことは、主の再臨
とその王国を待ち望む事です(2:25-28)。
主はイゼベルが教えた、真理と偽りの混じ
ったものをお許しになりません。主は再び
来られる時、そのような堕落を完全に終わ
らせます(2:27, 詩2:9)。  
 

イゼベルの教えは、中世の教会の間にも
繰り返されました(B-4)。また彼女のア
プローチの仕方は、今日にも見られる事
です。彼女は感覚的で世的でした。主の
再臨がほとんど教えられていない教会は、
簡単にそのようになりやすいです。私た
ちは主が再び来られる事と、教会時代の
終わりを待ち望みながら、主を見上げて
歩むべきです(D-5)。

適用
あなたが一番重要、また必要と思われる事柄を上から選んで適用して下さい。


