
ネブカドネツァル王の夢
と

ダニエルの解き明かし

ダニエル2章　ダニエル書7章
黙示録１３：１－８



31 王さま。あなたは一つの大きな像をご覧になりました。見よ。そ
の像は　

　　巨大で、その輝きは常ならず、それがあなたの前に立っていまし
た。

　　その姿は恐ろしいものでした。

32 その像は、頭は純金、胸と両腕とは銀、腹とももとは青銅、

33 すねは鉄、足は一部が鉄、一部が粘土でした。

34 あなたが見ておられるうちに、一つの石が人手によらずに切り出
さ

　　れ、その像の鉄と粘土の足を打ち、これを打ち砕きました。

35 そのとき、鉄も粘土も青銅も銀も金もみな共に砕けて、夏の麦打
ち場

　　のもみがらのようになり、風がそれを吹き払って、あとかたもな
くな

　　りました。そして、その像を打った石は大きな山となって全土に
満ち

　　ました。　　　　　　　　　　　　　　ダニエル2章３１－35



第一の国
金の頭　バビロン　金を用いて偶像を造っていた。
　　　　参　ダニエル３：１　
　　　　　　シャデラク・メシャク・アベデネゴ

第2の国
銀　胸、両腕　銀の硬貨を使用

第3の国
青銅　腹、腿　ヘレニズム文化　
　　　銅で武器や盾を造った。

第4の国
鉄　　すね　鉄で武器を造った。
　　　恐ろしく強い国。すべてのものを壊し砕く。

終わりの時代
一部は鉄、一部は粘土　10本の指　
10人の王が支配する。
一部は強く、一部はもろい。団結しない。

　



36 これがその夢でした。私たちはその解き明かしを王さまの前に申し上げましょう。

37 王の王である王さま。天の神はあなたに国と権威と力と光栄とを賜い、

38 また人の子ら、野の獣、空の鳥がどこに住んでいても、これをことごとく治めるようにあなたの手に与え
られました。あなたはあの金の頭です。

39 あなたの後に、あなたより劣るもう一つの国が起こります。次に青銅の第三の国が起こって、全土を治め
るようになります。

40 第四の国は鉄のように強い国です。鉄はすべてのものを打ち砕いて粉々にするからです。その国は鉄が打
ち砕くように、先の国々を粉々に打ち砕いてしまいます。

41 あなたがご覧になった足と足の指は、その一部が陶器師の粘土、一部が鉄でしたが、それは分裂した国の
ことです。その国には鉄の強さがあるでしょうが、あなたがご覧になったように、その鉄はどろどろの粘土
と混じり合っているのです。

42 その足の指が一部は鉄、一部は粘土であったように、その国は一部は強く、一部はもろいでしょう。

43 鉄とどろどろの粘土が混じり合っているのをあなたがご覧になったように、それらは人間の種によって、
互いに混じり合うでしょう。しかし鉄が粘土と混じり合わないように、それらが互いに団結することはあり
ません。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ダニエル2章36－４3



44 この王たちの時代に、天の神は一つの国を起こされます。その国は永遠に滅ぼされることがな
く、その国は他の民に渡されず、かえってこれらの国々をことごとく打ち砕いて、絶滅していま
す。しかし、この国は永遠に立ち続けます。

45 あなたがご覧になったとおり、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
銅と粘土と銀と金を打ち砕いたのは、大いなる神が、これから後に起こることを王に知らされた
のです。その夢は正夢で、その解き明かしも確かです。」

46 それで、ネブカデネザル王はひれ伏してダニエルに礼をし、彼に、穀物のささげ物となだめの
かおりとをささげるように命じた。

47 王はダニエルに答えて言った。「あなたがこの秘密をあらわすことができたからには、まこと
にあなたの神は、神々の神、王たちの主、また秘密をあらわす方だ。」

48 そこで王は、ダニエルを高い位につけ、彼に多くのすばらしい贈り物を与えて、彼にバビロン
全州を治めさせ、また、バビロンのすべての知者たちをつかさどる長官とした。

49 王は、ダニエルの願いによって、シャデラク、メシャク、アベデ・ネゴに、バビロン州の事務
をつかさどらせた。しかしダニエルは王の宮廷にとどまった。　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ダニエル2章44－４９







ダニエル書7章

1 バビロンの王ベルシャツァルの元年に、ダニエルは寝床で、一つの夢、頭に浮かんだ幻を見て、その夢を
書きしるし、そのあらましを語った。

2 ダニエルは言った。「私が夜、幻を見ていると、突然、天の四方の風が大海をかき立て、

3 四頭の大きな獣が海から上がって来た。その四頭はそれぞれ異なっていた。

4 第一のものは獅子のようで、鷲の翼をつけていた。見ていると、その翼は抜き取られ、地から起こされ、
人間のように二本の足で立たされて、人間の心が与えられた。

5 また突然、熊に似たほかの第二の獣が現れた。その獣は横ざまに寝ていて、その口のきばの間には三本の
肋骨があった。するとそれに、『起き上がって、多くの肉を食らえ』との声がかかった。

6 この後、見ていると、また突然、ひょうのようなほかの獣が現れた。その背には四つの鳥の翼があり、そ
の獣には四つの頭があった。そしてそれに主権が与えられた。

7 その後また、私が夜の幻を見ていると、突然、第四の獣が現れた。それは恐ろしく、ものすごく、非常に
強くて、大きな鉄のきばを持っており、食らって、かみ砕いて、その残りを足で踏みつけた。これは前に現
れたすべての獣と異なり、十本の角を持っていた。

8 私がその角を注意して見ていると、その間から、もう一本の小さな角が出て来たが、その角のために、初
めの角のうち三本が引き抜かれた。よく見ると、この角には、人間の目のような目があり、大きなことを語
る口があった。



復興ローマ

①獅子のようで鷲の翼をもつ
獣
地と空中を支配
人間の心が与えられる　
参　ダニエル４：２８～

②熊に似た獣　３本の肋骨
(３つの国を食らいつくす)
バビロニアBC539　リディア
BC546
エジプトBC535　制圧

③豹のような獣　4つの頭と翼
豹　非常に早く機敏
アレクサンダー大王⇒28歳でイン
ドまで制圧するが４２歳で亡くな
る
その後4つに分裂
東トラキア⇒リシュマクス
西マケドニア⇒カサンドル
南エジプト⇒プトレマイオス
北シリア⇒セレウカス

⑤恐ろしい獣　十本の角　鉄の牙
1本の角がでて3本の角が倒れる
角には目　大きなことを言う口
全土を食い尽くし踏みつけかみ砕
く
世界が統一化され世界が1０に分
割



9 私が見ていると、幾つかの御座が備えられ、年を経た方が座に着かれた。その衣は雪のように白く、頭の
毛は混じりけのない羊の毛のようであった。御座は火の炎、その車輪は燃える火で、

10 火の流れがこの方の前から流れ出ていた。幾千のものがこの方に仕え、幾万のものがその前に立ってい
た。さばく方が座に着き、幾つかの文書が開かれた。

11 私は、あの角が語る大きなことばの声がするので、見ていると、そのとき、その獣は殺され、からだは
そこなわれて、燃える火に投げ込まれるのを見た。

12 残りの獣は、主権を奪われたが、いのちはその時と季節まで延ばされた。

13 私がまだ、夜の幻を見ていると、見よ、人の子のような方が天の雲に乗って来られ、年を経た方のもと
に進み、その前に導かれた。

14 この方に、主権と光栄と国が与えられ、諸民、諸国、諸国語の者たちがことごとく、彼に仕えることに
なった。その主権は永遠の主権で、過ぎ去ることがなく、その国は滅びることがない。

15 私、ダニエルの心は、私のうちで悩み、頭に浮かんだ幻は、私を脅かした。

16 私は、かたわらに立つ者のひとりに近づき、このことのすべてについて、彼に願って確かめようとした。
すると彼は、私に答え、そのことの解き明かしを知らせてくれた。

17 『これら四頭の大きな獣は、地から起こる四人の王である。

18 しかし、いと高き方の聖徒たちが、国を受け継ぎ、永遠に、その国を保って世々限りなく続く。』



19 それから私は、第四の獣について確かめたいと思った。それは、ほかのすべての獣と異なっていて、非常に恐
ろしく、きばは鉄、爪は青銅であって、食らって、かみ砕いて、その残りを足で踏みつけた。

20 その頭には十本の角があり、もう一本の角が出て来て、そのために三本の角が倒れた。その角には目があり、
大きなことを語る口があった。その角はほかの角よりも大きく見えた。

21 私が見ていると、その角は、聖徒たちに戦いをいどんで、彼らに打ち勝った。

22 しかし、それは年を経た方が来られるまでのことであって、いと高き方の聖徒たちのために、さばきが行われ、
生徒たちが国を受け継ぐ時が来た。

23 彼はこう言った。『第四の獣は地に起こる第四の国。これは、ほかのすべての国と異なり、全土を食い尽くし、
これを踏みつけ、かみ砕く。

24 十本の角は、この国から立つ十人の王。彼らのあとに、もうひとりの王が立つ。彼は先の者たちと異なり、三
人の王を打ち倒す。

25 彼は、いと高き方に逆らうことばを吐き、いと高き方の聖徒たちを滅ぼし尽くそうとする。彼は時と法則を変
えようとし、聖徒たちは、ひと時とふた時と半時の間、彼の手にゆだねられる。

26 しかし、さばきが行われ、彼の主権は奪われて、彼は永久に絶やされ、滅ぼされる。

27 国と、主権と、天下の国々の権威とは、いと高き方の聖徒である民に与えられる。その御国は永遠の国。すべ
ての主権は彼らに仕え、服従する。』

28 ここでこの話は終わる。私、ダニエルは、ひどくおびえ、顔色が変わった。しかし、私はこのことを心に留め
ていた。」　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



第4の獣について確かめたいと思った。19節
一つの角が出てきて3本の角を倒し、大きなことを言う

７：25節

 「彼は、いと高き方に逆らうことばを吐き、いと高き方の聖徒た
ちを滅ぼし尽くそうとする。彼は時と法則を変えようとし、聖徒

たちは、

ひと時とふた時と半時の間、彼の手にゆだねられる。」
Q　この王(1つの角)は誰でしょう？
　　

⇒　反キリスト(荒らす忌むべき者)

「彼は一週の間、多くの者と堅い契約を結び、半週の間、いけにえ
とささげものとをやめさせる。荒らす忌むべき者が翼に現れる。つ
いに、定められた絶滅が、荒らす者の上にふりかかる。」ダニエル
9:27



　　　7週　　＋　　　62週　　＋　　1週＝70週

　引き上げて　　　　ネヘミヤの指揮で　　キリストが　　　　多くのものと
　エルサレムを　　　城壁が再建された　　油注がれる　　　　堅い契約が　　
　再建せよ　　　　　(広場とほとりの　　　　　　　　　　　　結ばれる
　アルタシャスタ王　　　回復)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↑
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　異邦人の時
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(イスラエルの
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　悔い改め)

BC457－458　　→　49年後　BC408 　→　434年後AD26　→　残り7年　→　千年　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 王国





黙示録13章
1 また私は見た。海から一匹の獣が上って来た。これには十本の角と七つの頭とがあった。その角には十の冠
があり、その頭には神をけがす名があった。

2 私の見たその獣は、ひょうに似ており、足は熊の足のようで、口は獅子の口のようであった。竜はこの獣に、
自分の力と位と大きな権威とを与えた。

3 その頭のうちの一つは打ち殺されたかと思われたが、その致命的な傷も直ってしまった。そこで、全地は驚
いて、その獣に従い、

4 そして、竜を拝んだ。獣に権威を与えたのが竜だからである。また彼らは獣をも拝んで、「だれがこの獣に
比べられよう。だれがこれと戦うことができよう」と言った。

5 この獣は、傲慢なことを言い、けがしごとを言う口を与えられ、四十二か月間活動する権威を与えられた。

6 そこで、彼はその口を開いて、神に対するけがしごとを言い始めた。すなわち、神の御名と、その幕屋、す
なわち、天に住む者たちをののしった。

7 彼はまた聖徒たちに戦いをいどんで打ち勝つことが許され、また、あらゆる部族、民族、国語、国民を支配
する権威を与えられた。

8 地に住む者で、ほふられた小羊のいのちの書に、世の初めからその名を書きしるされていない者はみな、彼
を拝むようになる。



あらゆる部族、民族、国語、国民を支配する権威　黙示録１３：７

一部は強く一部はもろい国

　第四の国。これは、ほかのすべての国と異なり、全土を食い尽くし、これを踏みつけ、か
み砕く。

十本の角は、この国から立つ十人の王　ダニエル7：23-24



EUへの加盟年と脱退年
1952年
ベルギー、ドイツ、フランス、イタリア、ルクセンブ
ルク、オランダが加盟
1973年
デンマーク、アイルランド、英国が加盟
1981年
ギリシャが加盟
1986年
スペイン、ポルトガルが加盟
1995年
オーストリア、フィンランド、スウェーデンが加盟
2004年
チェコ、エストニア、キプロス、ラトビア、リトアニ
ア、ハンガリー、マルタ、ポーランド、スロヴェニア、
スロヴァキアが加盟
2007年
ブルガリア、ルーマニアが加盟
2013年
クロアチアが加盟
2020年
英国が脱退

2022年現在　27か国



31 王さま。あなたは一つの大きな像をご覧になりました。見よ。そ
の像は　

　　巨大で、その輝きは常ならず、それがあなたの前に立っていまし
た。

　　その姿は恐ろしいものでした。

32 その像は、頭は純金、胸と両腕とは銀、腹とももとは青銅、

33 すねは鉄、足は一部が鉄、一部が粘土でした。

34 あなたが見ておられるうちに、一つの石が人手によらずに切り出
さ

　　れ、その像の鉄と粘土の足を打ち、これを打ち砕きました。

35 そのとき、鉄も粘土も青銅も銀も金もみな共に砕けて、夏の麦打
ち場

　　のもみがらのようになり、風がそれを吹き払って、あとかたもな
くな

　　りました。そして、その像を打った石は大きな山となって全土に
満ち

　　ました。　　　　　　　　　　　　　　ダニエル2章３１－35



ダニエル2章34-35

「この王たちの時代に、天の神は一つの国を起こされます。その国は永遠に滅ぼ
されることがなく、その国は他の民に渡されず、かえってこれらの国々をことご
とく打ち砕いて、絶滅しています。しかし、この国は永遠に立ち続けます。」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ダニエル２：４４





サー・ウィンストン・チャーチルSir Winston 
Churchill（1874～1965年）

　　　第61・63代首相　イギリスの政治家
統一欧州構想の父の一人とされる

「欧州の平和、経済発展のためには
ヨーロッパが一つになるしかないのである！」

国境や関税のない単一市場を目指した。
1946年ヨーロッパ合衆国構想を唱えた！



リヒャルト・ニコラウス・栄次郎・
クーデンホーフ＝カレルギー（1894～ - 1972）

　東京で生まれたオーストリアの国際的政治活動家
　汎ヨーロッパ連合主宰者。
　統一欧州構想の父の一人とされる

父　ハインリヒ・クーデンホーフ＝カレルギー伯爵
母　青山光子(クーデンホーフ光子)　参：パン・ヨーロッパの母

欧州各国の政治家らと交流するなどして、汎ヨーロッパ
主義への賛同を広げることに努めた　EUの楚を築いた



カレルギーが結成した
汎ヨーロッパ運動の

1923年の旗


