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民數記 10:35 契約の箱の進むときモーセは言った、／「主よ、立ちあ

がってください。あなたの敵は打ち散らされ、／あなたを憎む者ども

は、／あなたの前から逃げ去りますように」。

申命記 23:5 すなわちモーセはヨルダンの向こうのモアブの地で、みず

から、この律法の説明に当った、そして言った、 (ネヘミヤ記 13:2)
詩編 44:4 あなたはわが王、わが神、ヤコブのために勝利を定められる

方です。

イザヤ記 61:1 主なる神の霊がわたしに臨んだ。これは主がわたしに油

を注いで、貧しい者に福音を宣べ伝えることをゆだね、わたしをつか

わして心のいためる者をいやし、捕われ人に放免を告げ、縛られてい

る者に解放を告げ、 (ルカによる福音書 4:18)
マタイによる福音書 6:13 わたしたちを試みに会わせないで、悪しき者

からお救いください。 (ルカによる福音書 11:4)
マタイによる福音書 8:16 夕暮になると、人々は悪霊につかれた者を大

ぜい、みもとに連れてきたので、イエスはみ言葉をもって霊どもを追

い出し、病人をことごとくおいやしになった。

マタイによる福音書 10:1,8 そこで、イエスは十二弟子を呼び寄せて、

汚れた霊を追い出し、あらゆる病気、あらゆるわずらいをいやす権威

をお授けになった。 (マルコによる福音書 3:14,15) 8 病人をいやし、

死人をよみがえらせ、らい病人をきよめ、悪霊を追い出せ。ただで受

けたのだから、ただで与えるがよい。

マタイによる福音書 12:26-29 もしサタンがサタンを追い出すならば、

それは内わで分れ争うことになる。それでは、その国はどうして立ち

行けよう。 27 もしわたしがベルゼブルによって悪霊を追い出すと

すれば、あなたがたの仲間はだれによって追い出すのであろうか。だ

から、彼らがあなたがたをさばく者となるであろう。 28 しかし、

わたしが神の霊によって悪霊を追い出しているのなら、神の国はすで

にあなたがたのところにきたのである。 29 まただれでも、まず強

い人を縛りあげなければ、どうして、その人の家に押し入って家財を

奪い取ることができようか。縛ってから、はじめてその家を掠奪する



ことができる。 (マルコによる福音書 3:23-27)
マタイによる福音書 12:43-45 汚れた霊が人から出ると、休み場を求め

て水の無い所を歩きまわるが、見つからない。 44 そこで、出てき

た元の家に帰ろうと言って帰って見ると、その家はあいていて、そう

じがしてある上、飾りつけがしてあった。 45 そこでまた出て行っ

て、自分以上に悪い他の七つの霊を一緒に引き連れてきて中にはい

り、そこに住み込む。そうすると、その人ののちの状態は初めよりも

もっと悪くなるのである。よこしまな今の時代も、このようになるで

あろう」。

マタイによる福音書 15:22,26,28 すると、そこへ、その地方出のカナン

の女が出てきて、「主よ、ダビデの子よ、わたしをあわれんでくださ

い。娘が悪霊にとりつかれて苦しんでいます」と言って叫びつづけ

た。 26 イエスは答えて言われた、「子供たちのパンを取って小犬に

投げてやるのは、よろしくない」。 28 そこでイエスは答えて言われ

た、「女よ、あなたの信仰は見あげたものである。あなたの願いどお

りになるように」。その時に、娘はいやされた。

マタイによる福音書 16:19 わたしは、あなたに天国のかぎを授けよ

う。そして、あなたが地上でつなぐことは、天でもつながれ、あなた

が地上で解くことは天でも解かれるであろう」。 (マタイによる福音

書 18:18)
マタイによる福音書 17:19-21 それから、弟子たちがひそかにイエスの

もとにきて言った、「わたしたちは、どうして霊を追い出せなかった

のですか」。 20 するとイエスは言われた、「あなたがたの信仰が

足りないからである。よく言い聞かせておくが、もし、からし種一粒

ほどの信仰があるなら、この山にむかって『ここからあそこに移れ』

と言えば、移るであろう。このように、あなたがたにできない事は、

何もないであろう。 21 〔しかし、このたぐいは、祈と断食とによ

らなければ、追い出すことはできない〕」。

マルコによる福音書 1:23-26 ちょうどその時、けがれた霊につかれた

者が会堂にいて、叫んで言った、24 「ナザレのイエスよ、あなたは

わたしたちとなんの係わりがあるのです。わたしたちを滅ぼしにこら

れたのですか。あなたがどなたであるか、わかっています。神の聖者

です」。 25 イエスはこれをしかって、「黙れ、この人から出て行



け」と言われた。 26 すると、けがれた霊は彼をひきつけさせ、大

声をあげて、その人から出て行った。

マルコによる福音書 1:32-34 夕暮になり日が沈むと、人々は病人や悪

霊につかれた者をみな、イエスのところに連れてきた。 33 こうし

て、町中の者が戸口に集まった。 34 イエスは、さまざまの病をわ

ずらっている多くの人々をいやし、また多くの悪霊を追い出された。

また、悪霊どもに、物言うことをお許しにならなかった。彼らがイエ

スを知っていたからである。

マルコによる福音書 1:39 そして、ガリラヤ全地を巡りあるいて、諸会

堂で教えを宣べ伝え、また悪霊を追い出された。

マルコによる福音書 5:8 それは、イエスが、「けがれた霊よ、この人

から出て行け」と言われたからである。

マルコによる福音書 6:7,13 また十二弟子を呼び寄せ、ふたりずつつか

わすことにして、彼らにけがれた霊を制する権威を与え、 13 多くの

悪霊を追い出し、大ぜいの病人に油をぬっていやした。

マルコによる福音書 9:23-25 イエスは彼に言われた、「もしできれ

ば、と言うのか。信ずる者には、どんな事でもできる」。 24 その

子の父親はすぐ叫んで言った、「信じます。不信仰なわたしを、お助

けください」。 25 イエスは群衆が駆け寄って来るのをごらんに

なって、けがれた霊をしかって言われた、「言うことも聞くこともさ

せない霊よ、わたしがおまえに命じる。この子から出て行け。二度

と、はいって来るな」。

マルコによる福音書 9:29 すると、イエスは言われた、「このたぐい

は、祈によらなければ、どうしても追い出すことはできない」。

マルコによる福音書 9:38,39 ヨハネがイエスに言った、「先生、わたし

たちについてこない者が、あなたの名を使って悪霊を追い出している

のを見ましたが、その人はわたしたちについてこなかったので、やめ

させました」。 39 イエスは言われた、「やめさせないがよい。だ

れでもわたしの名で力あるわざを行いながら、すぐそのあとで、わた

しをそしることはできない。

マルコによる福音書 16:17 信じる者には、このようなしるしが伴う。

すなわち、彼らはわたしの名で悪霊を追い出し、新しい言葉を語り、

ルカによる福音書 4:34-36 「ああ、ナザレのイエスよ、あなたはわた



したちとなんの係わりがあるのです。わたしたちを滅ぼしにこられた

のですか。あなたがどなたであるか、わかっています。神の聖者で

す」。 35 イエスはこれをしかって、「黙れ、この人から出て行

け」と言われた。すると悪霊は彼を人なかに投げ倒し、傷は負わせず

に、その人から出て行った。 36 みんなの者は驚いて、互に語り

合って言った、「これは、いったい、なんという言葉だろう。権威と

力とをもって汚れた霊に命じられると、彼らは出て行くのだ」。

ルカによる福音書 4:41 悪霊も「あなたこそ神の子です」と叫びながら

多くの人々から出ていった。しかし、イエスは彼らを戒めて、物を言

うことをお許しにならなかった。彼らがイエスはキリストだと知って

いたからである。

ルカによる福音書 7:21 そのとき、イエスはさまざまの病苦と悪霊とに

悩む人々をいやし、また多くの盲人を見えるようにしておられたが、

ルカによる福音書 8:29 それは、イエスが汚れた霊に、その人から出て

行け、とお命じになったからである。というのは、悪霊が何度も彼を

ひき捕えたので、彼は鎖と足かせとでつながれて看視されていたが、

それを断ち切っては悪霊によって荒野へ追いやられていたのである。

ルカによる福音書 9:40 それで、お弟子たちに、この霊を追い出してく

ださるように願いましたが、できませんでした」。

ルカによる福音書 10:17-20 七十二人が喜んで帰ってきて言った、「主

よ、あなたの名によっていたしますと、悪霊までがわたしたちに服従

します」。 18 彼らに言われた、「わたしはサタンが電光のように

天から落ちるのを見た。 19 わたしはあなたがたに、へびやさそり

を踏みつけ、敵のあらゆる力に打ち勝つ権威を授けた。だから、あな

たがたに害をおよぼす者はまったく無いであろう。 20 しかし、霊

があなたがたに服従することを喜ぶな。むしろ、あなたがたの名が天

にしるされていることを喜びなさい」。

ルカによる福音書 11:14 さて、イエスが悪霊を追い出しておられた。

それは、物を言えなくする霊であった。悪霊が出て行くと、口のきけ

ない人が物を言うようになったので、群衆は不思議に思った。

ルカによる福音書 11:20-22 しかし、わたしが神の指によって悪霊を追

い出しているのなら、神の国はすでにあなたがたのところにきたので

ある。 21 強い人が十分に武装して自分の邸宅を守っている限り、



その持ち物は安全である。 22 しかし、もっと強い者が襲ってきて

彼に打ち勝てば、その頼みにしていた武具を奪って、その分捕品を分

けるのである。

ルカによる福音書 13:32 そこで彼らに言われた、「あのきつねのとこ

ろへ行ってこう言え、『見よ、わたしはきょうもあすも悪霊を追い出

し、また、病気をいやし、そして三日目にわざを終えるであろう。

ヨハネによる福音書 14:12 よくよくあなたがたに言っておく。わたし

を信じる者は、またわたしのしているわざをするであろう。そればか

りか、もっと大きいわざをするであろう。わたしが父のみもとに行く

からである。

ヨハネによる福音書 17:15 わたしがお願いするのは、彼らを世から取

り去ることではなく、彼らを悪しき者から守って下さることでありま

す。

使徒行傳 10:38 神はナザレのイエスに聖霊と力とを注がれました。こ

のイエスは、神が共におられるので、よい働きをしながら、また悪魔

に押えつけられている人々をことごとくいやしながら、巡回されまし

た。

使徒行傳 16:17,18  この女が、パウロやわたしたちのあとを追ってきて

は、「この人たちは、いと高き神の僕たちで、あなたがたに救の道を

伝えるかただ」と、叫び出すのであった。 18 そして、そんなことを

幾日間もつづけていた。パウロは困りはてて、その霊にむかい「イエ

ス・キリストの名によって命じる。その女から出て行け」と言った。

すると、その瞬間に霊が女から出て行った。

使徒行傳 19:11,12 神は、パウロの手によって、異常な力あるわざを

次々になされた。 12 たとえば、人々が、彼の身につけている手ぬ

ぐいや前掛けを取って病人にあてると、その病気が除かれ、悪霊が出

て行くのであった。

使徒行傳 26:15-18 そこで、わたしが『主よ、あなたはどなたですか』

と尋ねると、主は言われた、『わたしは、あなたが迫害しているイエ

スである。 16 さあ、起きあがって、自分の足で立ちなさい。わた

しがあなたに現れたのは、あなたがわたしに会った事と、あなたに現

れて示そうとしている事とをあかしし、これを伝える務に、あなたを

任じるためである。 17 わたしは、この国民と異邦人との中から、



あなたを救い出し、あらためてあなたを彼らにつかわすが、 18 そ
れは、彼らの目を開き、彼らをやみから光へ、悪魔の支配から神のみ

もとへ帰らせ、また、彼らが罪のゆるしを得、わたしを信じる信仰に

よって、聖別された人々に加わるためである』。

ローマの信徒への手紙 16:20 平和の神は、サタンをすみやかにあなた

がたの足の下に踏み砕くであろう。どうか、わたしたちの主イエスの

恵みが、あなたがたと共にあるように。

2 コリントの信徒への手紙二 2:11 そうするのは、サタンに欺かれるこ

とのないためである。わたしたちは、彼の策略を知らないわけではな

い。

ガラテヤの信徒への手紙 1:4 キリストは、わたしたちの父なる神の御

旨に従い、わたしたちを今の悪の世から救い出そうとして、ご自身を

わたしたちの罪のためにささげられたのである。

エフェソの信徒への手紙 4:27 また、悪魔に機会を与えてはいけない。

エフェソの信徒への手紙 6:11 悪魔の策略に対抗して立ちうるために、

神の武具で身を固めなさい。

2 テサロニケの信徒への手紙二 3:2,3 また、どうか、わたしたちが不都

合な悪人から救われるように。事実、すべての人が信仰を持っている

わけではない。 3 しかし、主は真実なかたであるから、あなたがた

を強め、悪しき者から守って下さるであろう。

2 テモテへの手紙二 2:26 一度は悪魔に捕えられてその欲するままに

なっていても、目ざめて彼のわなからのがれさせて下さるであろう。

2 テモテへの手紙二 4:18 主はわたしを、すべての悪のわざから助け出

し、天にある御国に救い入れて下さるであろう。栄光が永遠から永遠

にわたって主にあるように、アァメン。

1 ペトロの手紙一 5:8 身を慎み、目をさましていなさい。あなたがたの

敵である悪魔が、ほえたけるししのように、食いつくすべきものを求

めて歩き回っている。

1 ヨハネの手紙一 4:4 子たちよ。あなたがたは神から出た者であって、

彼らにうち勝ったのである。あなたがたのうちにいますのは、世にあ

る者よりも大いなる者なのである。
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