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１.  旧約聖書の歴史書の視座としての申命記 

 

(1) 旧約聖書(３９巻)の全体の配列 

 

モーセ五書 

(創→申) 

歴史書 

(ヨシュア→エステル)

聖文書 

(ヨブ→雅歌) 

預言書 

(イザヤ→マラキ) 

神の民としての確立と 

神の民としての規定 

神と神の民との契約の 

歴史的展開 

現在的、 

歴史的断面 

神の民の矯正と 

将来的展望 

 

 (2) モーセ五書の旧約における位置付けと中心的な出来事  

 

①モーセ五書は旧約聖書全体の土台となっている。その中で最も重要な出来事は、出エジプ

トの出来事である。これは神の救いの歴史における土台であり、この出来事によって、聖

なる神がご自身を啓示されたといえる。 

    ②この出エジプトの出来事は、燃える柴(モーセの召命)、過越、紅海渡渉、荒野経験、シナ

イ山における合意に基づく契約の締結が含まれている。 

   ③エジプトのパロのくびきから解放されたイスラエルの民は、シナイ山において神と契約を

結び、正式に神の民イスラエルとなる。この契約には律法が付随し、神の民としての特別

なあり方が規定されている。 

   ④神の民の<三つの特権>・・出１９章５～６節、申命記７章６節、１４章２節、２６章１８

～１９節参照。 

     ⅰ. 「神の宝」・・・・神の愛の特別な対象として選ばれている。 

ⅱ. 「祭司の王国」・・この世に対して主をあかしする使命が与えられている。 

        ⅲ. 「聖なる国民」・・上記の使命を果たすために、神の聖に基づく新しい生き方(この世

の基準とは全く異なる生き方)が求められている。レビ記１１章４

５節参照。神の民は、単にエジプトから分離(聖別)するだけでなく、

すべての国民から分離した存在となるべきであった。この分離(聖

別)は人間的に見るならば、きわめて不安定な生き方を要求される

ことを、神の民はまだよく知ることがなかった。 

   ◆ところで、これら三つの特権は密接な関係を持っており、申命記では「神の宝」「祭司の

王国」「聖なる国民」としてのあり方が、それぞれ「神の愛」「隣人愛」「神への愛」という

三つの愛の戒めとして教えている。この三種の愛を戒めとして教えているのは旧約では申命

記だけである。 

 

(3) 申命記の位置付けと申命記的歴史観 

 

 
   モーセ五書      (  〔五書の結論〕 

 

   創世記/出エジプト記    申 命 記   ヨシュア記～    ヨブ記～      イザヤ書～ 

       レビ記/民数記                  エステル記      雅 歌      マラキ書 
 
              回顧と展望    歴史書     聖文書(詩歌書)      預言書 

                〔歴史書の序論〕 

  

 

 

序 説 
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①〔申命記の位置付け〕 

   ◆申命記はモーセ五書の最後に位置し、モーセ五書をしめくくる重要な書であると同時に、

ヨシュア記以下の歴史書、詩歌書、ならびに預言書の前提となるべき序文的な役割をなす位

置を占めている。つまり、歴史書、詩歌書、預言書は、すべて申命記の視点から歴史が解釈

され、見直されているのである。約束の地に入ったイスラエルの民とその指導者たちが、申

命記にしるされている教えに従順であれば祝福が、不従順であるならば呪いが定められ、や

がて破局を迎える。このような歴史観をもって書かれているのが申命記である。 

 

   ②〔申命記の重要性〕 

  ◆申命記には、やがて神の民が歴史の中で遭遇する出来事について、警告と明確な方向付け

がなされている。つまり、神の民イスラエルが歴史の中で「聖なる国民」として生きる重

要な課題、すなわち「生存の保障」、「防衛の保障」、「社会福祉の理念」(公平さ、正義)、「安

息年」(７年目に土地を休ませること、またイスラエルの奴隷は６年以上奴隷とされてはな

らないこと)と、「ヨベルの年の制定」(５０年目のヨベルの年にすべての負債が免除される)

による貧困の悲惨さを拭い去る制度・・・そのすべてが申命記の中で扱われている。それ

ゆえ、申命記は歴史書や預言書を理解する上できわめて重要な書巻である。しかも、新約

聖書において、主イエスが一番多く引用されたのも申命記であったという点からしても、

申命記の重要性がうなずけるのである。 

 

 

(4) 「聖なる民」を基礎付ける出来事の回顧と神の律法 

 

   ①〔回顧の意義〕 

    ◆回顧ではホレブ(シナイ山)からの荒野の旅の道程が回顧される。ホレブは、ある意味に

おいて神の民イスラエルにとっての原点である。回顧では常に出エジプトの出来事と荒野

での神の恵みが想起される。また、人間の失敗も想起されている。自動車のバック・ミラ

ーが自動車の安全に前進させるために必要とされるように、回顧するのはあくまでも未知

の世界への前進のためのものである。     

 

   ②〔回顧の重要性〕 

    ◆回顧において重要なことは、神がイスラエルの民にどのように関わられたかという「神

のストーリー」を語ることである。※１ 神がどのような方であるかを本当に知るためには、

歴史の中で神がどのように働かれるかを見なければならない。というのも、歴史こそ神の

作業場だからである。したがって、歴史における神の御業を繰り返し語り、回顧すること

によって、はじめて私たちは神を知ることができるのである。申命記６章２０節～２５節

には、神のストーリーを回顧し、その出来事の目的を新たに自覚させ、民の神に対するあ

り方が促されている。「連れ出された」「入るため」「主を恐れるように」という語句に注目

しよう。特に、「連れ出された」という語句は申命記の中に１０箇所出てくる。イスラエル

の民は、自分たちが奴隷であったこと、そして神がしるしと不思議と力強い御手と伸べら

れた腕とをもって、奴隷の家から彼らを連れ出されたことを決して忘れてはならなかった。
※２ 

     

     ③〔神のストーリーの原理〕 

    ◆出エジプトの出来事は一回限りのユニークなものである。しかしそこに込められた原理

は繰り返すことができる。その原理に基づいた神の民の生き方に対する主の教えが構築さ

                                                  
※１

 聖書には「神のストーリーを語る」ことに重要な価値を持たせている。例えば、モーセがイスラエルと訣別するときに

なされた説教がまさにそれであった。申命記２９章参照。ヨシュアも同じく訣別説教でそうした(ヨシュア記２４章)。捕

囚の地から帰還した民に向かって、主に忠実であるようにとエズラがチャレンジしたときにも神のストーリーを語った

(ネヘミヤ記９章)。そしてユダヤ最高議会の前でステパノが弁明したときにも、彼は同じ事をしたのである(使徒７章)。

これらの箇所には歴史における神のストーリーが要約された形で記されている。 
※２

 律法の中には、出エジプトの経験を忘れてはならないという強い訴えが繰り返し出てくる。申命記では１８回。 
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れる。その原理とは、「弱い者であることを恐れない」という生き方である。それは人間の

最も基本的なニーズ、つまり「生存の保障」(食糧の賦与)と「防衛の保証」(敵からの守り)

の領域において、イスラエルの民は何の力もなかった。武器らしいものはなにひとつ持っ

ていなかったし、食糧も何もなかった。神の恵みによってエジプトから救い出された彼ら

は、神の恵みによってのみ生きることを要求される。しかしそれは必然的にリスクを伴う

生き方が求められる。そのリスクとは神以外のものには頼らないという生き方である。 

     ⅰ. <防衛の保障> 

出エジプト記１４章の「民の生命をおびやかす戦車の大軍団」に対して、モーセは

民に言った。「恐れてはいけない。しっかり立って(落ち着いて)、きょう、あなたが

たのために行なわれる主の救いを見なさい。・・主があなたがたのために戦われる。

あなたがたは黙っていなければならない。」(１３、１４節)。 

       出エジプト記１５章の「勝利の歌」を見ると分かるように、神の偉大なストーリー

を感謝と賛美をもって語ることが神の民の礼拝なのである。 

     ⅱ. <生存の保障> 

人間にとって、もうひとつの主要なニーズは食べるためのニーズである。飢えに対

する保障は、敵からの安全保障と同じくらい重要であった。この問題に対して、主

は思いがけない方法で食糧を与えて下さった。「海からやってきたうずら」と「天

からのパンであるマナ」である(出エジプト記１６章) 

◆マナの原則  a. 充足性・・いつも十分。少な過ぎることも、多過ぎることもない。 

      b. 平等性・・貯蔵しようとしたものはみな「虫がついて臭くなった」。み

な必要な分が備えられている。神の蔵は豊かであるが、私

たちがそれを浪費することがないように、必要な分だけ与

えられる。 

   ◆このように、出エジプト記の出来事を思い起こすことによって、神と民の変わることのな

い関係、つまり信頼の関係、弱さを恐れない関係を保持することが可能となる。 

   

④〔聖なる民を基礎付ける神の律法〕 

   ◆神は神の民のために、律法を通して聖なる生き方の基準を示されている。神の律法は神の

民が徹底的に自分の力に頼らず、神にのみ信頼することを教えている。その意味において、

神の律法の規定は、主への信頼を制度化したものといえる。たとえば、「安息年」(７年目に

土地を休ませ、種蒔きや収穫をやめること、またイスラエルの奴隷は６年以上に奴隷とされ

てはならないこと)、および「ヨベルの年」(５０年目のヨベルの年にすべての負債を免除し、

財産を再配分する)の律法の制定は、貧困の悲惨を拭い去る制度である。しかし経済的に愚

かに見えることを実践するときも、神は恵みの業をもって介入してくださることを信じるの

が、聖なる民としてのあり方であった。律法で規定されるイスラエルの諸制度は、信仰とい

う前提に立っており、それは常識を越えるものであった。なぜ負債が免除されるのか。それ

は「あなたは、エジプトの地で奴隷であったあなたを、・・主が贖い出されたことを覚えて

いなければならない」(申命記１５章１５節)からである。 

      ◆またなぜ、土地を休ませなければならないのか。それは約束の地が本来、神のものであっ

て、神の民はそこに住むことを許されただけである。神の民はあくまでも土地の管理人であ

って、その所有者ではないからである。 

  

  ⑤〔展望の内容〕 

   ◆神が約束された良い地に住む異邦の民がことごとく神によって追い払われ、その結果、神

の民はその良い地を所有することができる。たとえ、敵が自分たちよりも大きく見えたとし

ても、主が戦ってくださる。それゆえ神の民は人を恐れてはならないのである。⇒「恐神、

不恐人」の教え。 

   ◆主に信頼し、主の定め(律法)を守るならば、「すべての国々の民の中で、最も祝福された

者となる」(申命記７章１４節)ことが約束されている。と同時に、それは神の聖を映し出す

者となるということである。 
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  ⑥〔神の賜わる良い地についての言及〕・・・申命記８章７～１０節、１１章１０～１２節 

   ◆ここで言及されている第一のことは、その地が「豊かな供給の地」だということである。

これは主との関係が正しくあるならば、いつも豊かなものが与えられ、満ち満ちた生活が保

障されるということを意味している。「主はわが牧者」と告白しえる経験。その地は「泉」

があり、「実を結ぶ」地である。 

◆第二は、その地が「多くの宝物が隠されていて、掘り出すことができる地」だということ

である。 

◆第三は、その地が「恩寵の地」だということである。つまり、エジプトの地のように、自

力で、あるいは努力の結果として得るのではなく、豊かな泉も、結実も、また豊かな埋蔵物

もすべて神の恵みとして与えられるものだということである。 

 

 

２. 旧約の歴史における二大危機と二つの誘惑 

 

 ◆旧約の歴史において、イスラエルの民が「聖なる民」であることを揺るがすような危機が訪れ

る。その危機とは以下の二つの危機である。 

 

(1) 二大危機   

① 〔土地取得の危機〕 

◆これは豊かさゆえの危機である。異邦の民のように、神がいなくても、祈らなくても

やっていけるという思い、それはおのずと偶像礼拝をもたらす結果となる。この危機は

士師記から列王記全般にわたる問題である。 

   

② 〔王制導入の危機〕 

◆軍事国家ペリシテの脅威に対して、「他のすべての国民と同じように」なりたいという

願いから、人間の王を立てるという選択をする。王の規定(申命記１７章１４～１７節)

によれば、「王は、自分のために決して馬をふやしてはならない」とある。「馬」は軍事

力の象徴であり、神に頼らず、最新の武器を信頼するようになるからである。また、王

は「多くの妻を持ってはならない」とある。それは他国と同盟関係を結ぶ手段を意味し

ている。王制を導入することは、やがてイスラエルの社会構造を全体的に変えてしまう

ことになる。そして民はやがて奴隷となる結果をもたらすのである。イスラエルの王制

の理念はいかにあるべきか、この主題はサムエル記、列王記で扱われることになる。 

 

  (2) 二つの誘惑に対する警告  

   

① 〔誇り(高ぶり) 〕    

a. <豊かさのゆえの誇り> (８章１７～１８節) 

◆食べて満ちたり、財産が増し加わる時、心が高ぶり、主を忘れる。「この私が、

私の手の力がこの富を築き上げたのだ」と。これに対する警告は、「主を忘れるな」

「気をつけなさい」「主を心に据えよ」 

b. <勝利のゆえの誇り>(９章４～６節) 

◆あなたの前から敵が追い出され、征服されたとき、心の中で「私が正しいから主

が私にこの地を得させてくださったのだ」と。これに対する警告は、真実を「知り

なさい」。 

② 〔恐れ〕       

a. <心の中の思いにおける恐れ> (７章１８節) 

◆「心のうちで、これらの異邦の民は私よりも多い。どうして彼らを追い払うこと

ができよう。」これに対する警告は、神のストーリーを「覚えよ」。 

b. <絶望的な状況による恐れ> (２０章１節) 

◆あなたがたが敵と戦うために出て行くとき、馬や戦車や、あなたよりも多い軍勢

を見ても、彼らを恐れてはならない。」 
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３. 「聖なる民」の歴史的課題 

 

  (1) 恐れてはならない 

 

◆誇り(高ぶり)と同じくらい致命的な誘惑は「恐れ」である。神は恵みをもって民を救われ

たが、それは無防備な生き方、リスクの多い生活へと招かれる。そこでは絶えず神により頼

むことが求められる。ところが、危機にぶつかると、私たちは状況を悲観的に見て、自分な

りに最善を尽くさなければならないと考えてしまうのである。そこから恐れが始まることを

知らなければならない。 

  

(2) 神のストーリーを忘れてはいけない 

 

   ◆神の民が神のストーリーを忘れる時、つまり、敵からの守り、食糧を備えてくださったこ

とを無視したとき、その結果は「現実主義」が顔を出し、「聖なる民」としてのあり方から

離れていく。そして周囲のやり方に合わせる安易な道を選んでしまうことになる。 

   ◆申命記においては、繰り返し繰り返し、神のストーリーを回顧し、それを語ることを教え

ている。なぜならそうすることによって、神を待ち望み、神への信頼を養う重要な手立てと

なるからである。神のストーリーを回顧することによって、希望と信頼をもつことができる

なら、私たちは「聖なる民」として生きることができるのである。 

  

(3) 神のストーリーを語るという課題を神の民はどのように取り組んだか 

 

  ◆旧約の歴史において、神の民が神のストーリーを語るという課題をどのように取り組んで

いったか。それはヨシュア記から列王記の学びで取り扱われることになる。乞う期待 ! 
 

 

 

 

● 各歴史書(1)の主題 

 

書  名 主  題 内  容 

ヨシュア記 信仰による勝利 
神の民のアイデンティティの認識という課題

が伴う。 

士 師 記 臨戦意識の有無による勝敗 

臨戦意識とは、神の約束によって与えられた

カナンの地において「罠」となるものを完全

に追い払っていくという敵前感をもった危機

意識である。 

ル ツ 記 神の救いにおける包容性 

神の愛の主権性は、イスラエルに対する＜特

殊愛＞と異邦人に対する＜普遍愛＞に表わさ

れる。神は、ご自身のみつばさの下に避け所

を求めて来る者を受け入れる。 

サムエル記 
神の王国における王制理念の 

確立 

サムエルの果たした歴史的役割は、イスラエ

ルに導入された王制の権利、責任、義務等を

規定した。預言者が王制に対して批判する基

準は、サムエルが確立した原則に基づいてい

た。 

列王記 世俗化が招いた王制理念の崩壊 
イスラエル王国の分裂とその後の滅亡の 

歴史を通して、預言者のことばが正しかった

ことを証明している。 
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１.  ヨシュア記の主題と特徴 

 

(1) 主題は「信仰による勝利」である(神の民のアイデンティティの認識という課題) 

 

①約束の地カナンの獲得はすべて神の約束に対する信仰の結果である。この点において民数記

とは全く対照的である。民数記(１４章)は不信仰ゆえに失敗している。 

②ヨシュアに率いられたイスラエルの偉業は、新約聖書の以下の真理を証言している。「私た

ちの信仰、これこそ、世に打ち勝った勝利です。」(Ⅰヨハネ５章４節) カナンの地を征服

し、占領するまでの勝利の一つ一つが神に対する信仰によるものであって、人間的な力によ

るものでは決してなかった。イスラエルの民は戦士として戦ったが、それはあくまでも二次

的なものに過ぎない。真の勝利者は主である。主が敵対する者に打ち勝ったあと、イスラエ

ルはその後片付けとしての戦いをしたのである。まことに奇妙なタイプの戦いであるか、聖

書にはこうした戦いの実例で満ちている。 

 

(2)〔事実
．．

⇒信仰
．．

⇒経験
．．

〕の良い例証としてのヨシュア記 

 

①神はイスラエルの民にカナンの地を約束された。神にあって、その地はすでに与えられてい

る。神はヨシュアにこう語った。「わたしがイスラエルの人々に与えようとしている地に行

け。あなたがたが足の裏で踏む所はことごとく、わたしがモーセに約束したとおり、あなた

がたに与えている
．．．．．

」と(１章２～３節)。 

②カナンの地がすでに与えられていることは一つの事実である。しかしイスラエルの民はそれ

をまだ経験として所有してはいない。それを経験するためには神が約束されたこと(神がな

されたこと)が事実であると認める信仰が必要である。それが信仰である。 

③「事実・信仰・経験」は次のようにたとえることができる。銀行にお金が振り込まれたとい

う通知が「事実」であるなら、それを現金化することが「信仰」である。そしてそのお金を

使うことは「経験」である。同様に、神がイスラエルにカナンの地をすでに与えたというの

は事実であり、そこに侵入して戦うことが信仰、そして征服し、占領することが経験である。 

④事実⇒信仰⇒経験という順序が重要である。これを《恩寵先行・信仰後続の論理》という。 

 ⅰ 恩寵先行・・「わたしがイスラエルの人々に与えようとしている地」(約束)は、すでに

「与えている」 

 ⅱ 信仰後続・・だから「立って」「渡って」「行け」「足の裏で踏め」・・信仰による実践(行

動)の促し。 

この論理は新約聖書の書簡にも見られる(ローマ書、エペソ書、コロサイ書を参照)。 

 

〔教 理〕(神の事実) 〔実 践〕(信仰に基づいた行動) 

神が私たちに何をしてくださったのか 

神の民としてのアイデンティティ(土台) 

神が私たちに要求しておられることは何か 

神の民としてのふさわしい歩み 

 

 (3) ヨシュア記の「カナンの地」とエペソ人への手紙の「天の所」との類比 

 

◆ヨシュア記とエペソ人への手紙とは目を見張るような類比がある。ヨシュア記は新約聖書の

より豊かなクリスチャン生活を予型として示している。エペソ人への手紙の「天にある」ある

いは「天の所」という句は霊的カナンであり、キリストにある高次な霊的祝福の領域を示して

いる。注１ 

                                                  
注１   エペソ人への手紙には「天にある」という語句が５回使われている(１章３節、１章２０節、２章６節、３章１０

ヨシュア記 
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①両方とも、神の目的が神の民を導いていく最終のゴールであった。 

②両方とも、律法によって到達することは不可能であり、信仰によってのみ受け取れる恵みの

賜物であった。 

③両方とも、神に立てられた指導者の手に任されていた。 

④両方とも、多くの人がそれを受け損なっている。 

⑤両方とも、多くの敵が依然としてはびこっている。 

 

 (4) ヨシュアという人物と指導者としての資質  

   

①「モーセの勇士ヨシュア」(出エジプト記１７章９～１１節) 

       戦いの勝利は決して自分の力ではなく、祈りとそれに答えて下さる神によることを学んだ。 

②「モーセの従者ヨシュア」(出エジプト記３３章１１節、民数記１１章２８～２９節) 

       ほかの者に神の霊が与えられて預言したとき、それを受け入れ喜ぶ度量の必要をモーセか

ら諭された。 

③「モーセの斥候ヨシュア」(民数記１３章３０節) 

 たとえ仲間と対峙しても不信仰には妥協せず、信仰によって神に従い通すことを貫いた。 

④「モーセの後継者」(民数記２７章１８節、申命記３４章９節) 

  上に立つ権威者モーセを通して公の場で按手された。それによってヨシュアは知恵の霊に

満たされた。 

 

   ◆神に用いられた指導者(器)は、一朝一夕にではなく、多くの時間をかけて造られるものであ

る。ヨシュアは自分の置かれた立場と持ち場に非常に忠実であった。小さなことに忠実である

ものは、多くのものを任されるというのは永遠の法則である。忠実さこそ神に用いられる最短

距離である。 

 

２.  ヨシュア記の構造 

 

注２
 

 

 

A  任 命 (１章１～１１節)      

神の<事実>の宣言。これが信仰の戦いにおけるすべての始まりである。 

    

(1)恩寵先行・信仰後続の論理 

① 恩寵先行         

ⅰ 任命「あなたがた足の裏で踏む所はことごとく、わたしがモーセに約束したとおり 

あなたがたに与えている」(３節) 

「わたしが・・与えると・先祖たちに誓った地を、あなたは、この民に継がせ

なければならない。」(６節) 

ⅱ 約束「わたしは、モーセとともにいたよう、あなたとともにいる」(５節) 
「あなたの神、主があなたの行く所どこにでも、あなたとともにある」 

「あなたの一生だれひとりとしてあなたの前に立ちはだかる者はいない」 

「わたしはあなたを見放さず、あなたを見捨てない。」 

                                                                                                                                                      
節、６章１２節)。このことばは天国を表わすものではなく、よみがえられた主と一つになるという霊的経験と特権を

表わしている。神は私たちをキリストにあって、キリストとともに、「生かし」「よみがらせ」「天の所にすわらせて

くださった」のである。 
注２  ヨシュア記の構造を次のように三つの部分に分けている者も多い。約束の地に(1)侵入(１～５章)、(2)征服(６～１２

章)、(3)占領(１３～２４章)。 

 

任 命 

(１章１～１１節) 
侵 入 

(１章１２節～２章) 

征 服 
(５章１３節～１２章)

占 領 
(１３章～２２章)

継 続 
(２３章～２４章)
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② 信仰後続         

命令「今
．

、あなたとこのすべての民は立って
．．．

、このヨルダン川を渡り
．．

、わたしが与えようと

している地へ行け
．．

。」(２節) 

    「強くあれ、雄々しくあれ。」(６節、９節) 

「モーセがあなたに命じたすべての律法を守り行なえ
．．．．．

」(７節) 

 

  (2)再度のチャンス  

◆最初のチャンスは失敗におわり、そのため４０年間荒野の彷徨を余儀なくされた。しかし、

再びチャンスが巡ってきた。ヨシュアとカレブはこの時を待ち望んでいた。 

①モーセの死を契機として新たなリーダーの交代  

②世代交代と約束の地に対する渇望の高まり(モーセの決別説教を通して約束の地がいかな

る地かを新しい世代は知った) 

 

 

B  侵 入 (１章１２節～５章１２節)  

神の<事実>を<信仰>によって受け止め、その戦いがなされる。 

 

 

(1) 用意周到な準備  

①指揮系統の確認・・戦いにおいては指揮系統の明確化が求められる(１章１０節～２章)。 

②愛の連帯意識の確認・・三部族(ルベン族、ガド族、マナセ半部族)の協力を確認。 

③的確な情報収集・・斥候によってエリコの住民は神がエジプトにしたことを聞いて震え        

おののいているという事実を知らされた(２章) 

④信仰の女性ラハブのいのちをかけた行動・・遊女ラハブはルツ記に登場するボアズの母で

ある。 

 

 (2)ヨルダン渡渉(３章)    

◆神を信じることは大きなリスクが要求される。ヨルダン渡河は危険きわまりない。この行

為は無謀のように見える。なぜなら「ヨルダン川は刈り入れの間中、岸いっぱいにあふれる」

(１５節)からである。しかし「あす、主が、あなたがたのうちで不思議を行なわれる」(５節)

ということで前進命令が出た。そして神の啓示に従って、足を水に入れたとき、神の不思議

は起こった。 

① 二つの渡渉経験 

◆イスラエルの民がエジプトを出て渡ったものが二つある。一つは、紅海渡渉である(出

エジプト１４章)、そしていま一つはヨルダン渡渉である。その相違点はなにか・・。 

   ②ヨルダン渡渉の霊的意義 

     a. 紅海徒渉・・・・・水のバプテスマ・・〔身代わりの十字架〕 

     b. ヨルダン渡渉・・・聖霊のバプテスマ 〔磔殺の十字架〕 

           

◆新約的には両方ともキリストの十字架の死を意味する。本来的には一つの出来事であ

るが、私たちの心の鈍感さのゆえ、二つの経験には時間差がある場合が多い。特に、ヨ

ルダン渡渉はローマ書６章１1 節の事実を、信仰をもって経験することである。ところ

が私たちの感情はなかなかその事実に同意できない。十字架によって救われても、「私

はまだ自由ではない。私は常に罪に悩まされている。罪から解放されているのは信じら

れない。罪に対する勝利は、そんな簡単に得られるものではない。努力を重ねなけれ

ば・・」と多くのクリスチャンは考える。そのため実に多くの者が律法の努力の中に閉

じ込められ、敗北感を味わう。これこそサタンの策略である。このみじめな自分をだれ

が救い出してくれるのか。⇒ローマ６章、ガラ２章 1９～２０節参照。 



 
 

旧約聖書概論 2  「旧約の歴史書」(ヨシュア記～列王記) 

 9

(3) ギルガルでの宿営注３ 

①記念の石(４章) 

◆部族の代表 1２名がそれぞれひとつずつ石を取り、記念の石として据えた。このこと

が象徴するものは何か 

ⅰ.  人々の記憶の中に主のみわざをとどめるためのしるしとしての様態。 

◆礼拝、聖餐式、洗礼式、洗足式、結婚記念日、召天者記念、献堂○周年記念日、

記念誌やあかし集等。 

    ⅱ.  記念の石の意味(２０～２４節) 

      ◆後の世代に主のみわざを教えるため/ 地のすべての民が主の御手が強いことを知

るため/ 主の民が主を恐れるため 

  ②割礼の実施(５章)・・神はギルガルで新しい世代に割礼を施すことを命じられた。 

ⅰ.  契約の民としてのしるしとして割礼  

a. アブラハムの場合 (創世記１７章) 

b. モーセの場合 (出４章２４～２６節) 

        ⅱ 霊的割礼の意義と重要性 

       a. 新創造の重要性・・ガラテヤ６章１５～１６節、ピリピ３章２～３節 

       b. 肉に割礼を施す 

◆肉は神に従うことはできない。むしろ反逆する。あらゆる自己顕示欲、  

傲慢、嫉妬、批判、さばき、自己憐憫、被害者意識等。 

        ◆イスラエルの民は肉を象徴するエリコ、およびカナンの町に神の聖なるさ

ばきを振りかざす前に、まず自分の肉に真理の小刀をあてる必要があった。         

③過越の祭り(５章１０～1２節)・ 

◆神の民としてのルーツの確認。過越のいえにえを食する割礼を受けた者だけに限られ

ていた。過越のいけにえをささげた翌日、その地の産物を食べた。もうマナはなかった。 

 

 

 

C  征 服  (５章１３節～1２章) 

神の<事実>を、<信仰>によって、実際に経験する。 

 

 

(1) 主の軍の将の出現 (５章１３～1５節)      

①「主の軍の将」とは誰か 

②「主の軍の将」出現の意味はこの戦いは主の戦いであることを認識させるため。 

    ③「足のはきものを脱げ」との命令の意味するところは何か 

 

(2)エリコの陥落 (６章) 

①恩寵先行・信仰後続の論理 

「あなたの手に渡している」(２節) ⇒「それゆえ、行って取れ」 

②みことばへの徹底的服従 

 「そうしなければならない」(1３回) 「そうすればできる」(５回) 「そのようにした」

(１４節) 

③徹底的な破壊(２１節、２４節) ・・聖絶、及び聖戦についての理解の必要注４ 

 

(3)アイでの敗北と陥落(７章～８章) 

                                                  
注３  ヨシュアとイスラエルの民はひとつひとつの戦いにおいて、常にギルガルの本陣営に戻り、次の戦いに備えた。ギ

ルガルに戻ることが勝利の秘訣であった。 
注４  聖戦に伴う大規模な破壊は、世俗性が神の民を汚染することのないようにと彼らを守る神の手段であった。聖戦と

は神の民の「聖」を守る戦いだったのである。周囲の国々は偶像礼拝のゆえにヤーウェに敵対する国となっていた。彼

らに対する徹底的な破壊は神の刑罰を表現するものであった。 
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◆カナンの町エリコを陥れた後、イスラエルの民は「町とその中のすべてのものを焼き払

った」。敵の所有物はすべて神にささげられるべきであった。しかしイスラエル人のひと

りが衣服と貴金属をかすめ奪って自分のものにしようとしたとき、主は軍事的な介入を中

断し、イスラエルの民は敗走することになった。「もしあなたたちの間から滅ぼし尽くす

べきものを一掃しないなら、わたしは、もはやあなたたちと共にいない」(７章１２節)。

そこで民は犯人アカンを見つけ出し、石で打ち、彼が隠しておいた品物と共にその男を火

にかけた。このような破壊の行為によって、イスラエルの聖が守られたのである。 

        

(4)ギブオンの計略(９章) 

◆これはヨシュアの失策である。彼はギブオンの外見だけを見て信じた。ギブオンは滅ぼ

されずに、イスラエルの民のために、たきぎを割る者、水を汲む奴隷となった。一見これ

はイスラエルにとって都合がよいものに見えたが、イスラエルの民が衰えた時、彼らはイ

スラエルを圧迫する存在となった。 

 

  (5)勝利の戦い(１０～１２章) 

◆ヨルダン渡河し、ギルガルを大本営として南北を分断したのち、イスラエルは南部 

     (１０章)と北部(１１章)を手中に収めた。しかし、征服できたのは主に山地であった。 

平野部にある敵の要塞都市はまだ征服できなかった。 

 

 

D  占 領  (１３章～２２章) 

神の<事実>を、<信仰>によって、経験し続ける。 

 

 

  (1) 未占領地なお多し 

◆カナン全体をイスラエルが構成する１２部族にくじで割り振られたが、また占領すべ

き地は多く残っていた。 

  (2)  レビ族の嗣業 

     ◆レビ部族には相続地はなかった。その理由は、主ご自身が彼らの相続地となるためで

あり(１３章３３節)、主の祭司として仕えることが彼らの嗣業(１８章７節)となるためで

ある。それは他の部族には与えられないレビ族だけの特権であった。レビ部族はケハテ

族、メラリ族、ゲルション族からなるが、彼らはやがてダビデの幕屋において重要な役

割を担う者となる。 

  (3) カナン征服後の本丸             

◆カナン征服後、幕屋(大本営)はギルガルからシロに移された(１８章)。 

 

 

 

E  継 承  (２３章～２４章)  

         信仰の戦いは、継続的な<信仰>の主体的な選択と告白にかかっている。 

     

(1) 警 告「気をつけよ」(２３章)         

◆主への信頼を再確認「あなたがたのために戦ったのは、主である」こと。および異国

人と親しく交わり、縁を結ぶならば、罠に陥ることを警告している。「十分に気をつけ

て主を愛しなさい。」 

   

(2) シュケムでの契約更新 (２４章)   

①神の救済史的歴史観・・神が何をなされたかという視点からまとめられている。 

      ②信仰の主体的決断・・・「私と私の家族とは主に仕える」(２４章１５節) 

●「信仰による勝利」を示す聖句。ハバクク２:４、へブル書１１:６、ヨハネ１１:４０、

マタイ２１:２２等。 
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(附 記)       クリスチャンのアイデンティティの確立 
 ―キリスト者として立つべき信仰の戦いー 

 
◆キリストにある自分のアイデンティティは私たちを解放へと導く。それゆえ自分自身を理解する

ことは、信仰生活を送る上で非常に重要である。 

◆たとえば、自分が神に受け入れられていないと信じ込んでいる人は、神と親しい関係を結ぶこと

が困難である。自分のことを受け入れてくれないと思われる人に心を開くことはやさしいことでは

ない。 

◆ほとんどのクリスチャンは霊的コンプレックスをもっているようである。神がご自分の子どもた

ちを高く評価されているにもかかわらず、クリスチャンは自分自身を過小評価しているのである。

なぜなら、自分のアイデンティティは行動から切り離せないように教え込まれているからである。

しかし、主はそのようには見られない。主は私たちのアイデンティティを行動によって見ず、出生

を見る(霊的な誕生によって認知される)のである。神の家族に生まれた者は新しいアイデンティテ

ィを授かる。「だれでもキリストのうちにあるなら、その人は新しく造られた者です。古いものは

過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。」(Ⅱコリント５章１７節) キリストを信じた者は

新しく創造されるのであり、すでに存在しているものを改良するという意味ではない。無から有を

生み出すのである。私たちが救われた時、神はただ私たちを改良したのではなく、新しい人を創造

したのである。この新しい自分と出会うことが重要なのである。 

◆私たちのアイデンティティはキリストにある。主が私たちの命となられた。私たちはキリストに

あって、聖徒であり、神の芸術作品であり、義であり、聖である。神に完全に受け入れられている。

神に受け入れられるために自分を変える必要はない。なぜなら、私たちが受け入れられているのは、

行いではないからである。 

◆サタンの嘘にだまされてはならない。嘘のアイデンティティを信じてはならない。私たちは恵み

によって救われたただの罪人ではない。私たちは自分の存在の中心にキリストの命をいただいた聖

徒なのである。恵みによって救われただけの罪人はサタンに対していつも守りの体制でいる。しか

し自分が聖徒であることを知っている人は積極的に攻撃するのである。つまり、自分の罪が赦され

るだけでは、自分のライフスタイルを変える十分な動機とはならない。聖書は私たちがキリストの

花嫁であると語っているが、その関係を知ることーそれが私たちのライフスタイルを変える動機と

なるのである。 

  

 

 

 
 

 

● スティーブ・マクベイ著『恵みの歩み』(訳者 尾山謙二、ファ

ミリーネットワーク、2000 年)の第三章「全く新しい自分」から

の抜粋。本書は福音の奥義を理解する上で推薦すべき書である。 
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士師記 
 

１.  士師記の主題と特徴 

 

(1) 主題は、「臨戦意識の有無による勝敗」である。 

①臨戦意識とは、神の約束によって与えられたカナンの地において「わな」となるものを完全

に追い払っていくという敵前感をもった危機意識である。ヨシュアが晩年、イスラエルの民

に訴えようとしたことは「妥協による敗北」の危険であった。もし妥協するならば、神が約

束された祝福(安息)を享受することができないばかりか、主が与えた良い地から、民が滅び

失せるという警告であった。ヨシュア記２３章参照。 

②イスラエルは神に特別に選ばれた「聖なる民」としてカナンの偶像と対決しなければならな

かった。なぜなら、彼らはイスラエルの神こそあらゆる恵みを唯一保障できる神であること

をあかしするという課題を担わせられていたからである。それゆえ、他の神々に心を移すこ

とは霊的姦淫を犯す罪であった。今日のクリスチャンもこの誘惑にさらされている。 

③ヨシュア記では神の約束されたものを信仰によって攻め取ったことが記されている。ところ

が実際には、まだ占領していない地がたくさん残っていた(ヨシュア記１３章１節)。それゆ

え各部族は自分に与えられた地に住む敵を追い払うことを課題としたが追い払うことをし

なかった。注１ 

それゆえ、ヨシュアが警告したとおり、そのことはイスラエルの民にとって「わな」「むち」

「落とし穴」「目のとげ」(ヨシュア記２３章１３節)となった。 

④士師記は、新約聖書の以下の真理を例証している。 

 ⅰ「不信者と、つり合わぬくびきをいっしょにつけてはいけません。・いっさいの霊肉の汚

れから自分をきよめ、神を恐れかしこんで聖きを全とうしようではありませんか。」(Ⅱ

コリント６章１４節～７章１節)。 

 ⅱ「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、食い尽くすべきものを捜し求めながら、歩き回っています。堅く信仰に立って、

この悪魔に立ち向かいなさい。」(Ⅰペテロ５章８～９節)。 

 

(2) 特  徴 

①〔求心的図式〕から〔遠心的図式〕への移行 

 ⅰ ヨシュア記がヨシュアを中心とするイスラエルの総力戦によって約束の地を征服し、占

領して、その中心に主ご自身が住まわれるという「求心的図式」で表わされるとすれば、

士師記はカナンに定着した各部族が敵を追い払うことなく、カナンの偶像を拝んで次第

に堕落していく「遠心的図式」で表わされる時代である。 

ⅱ「遠心的図式」の時代では１２部族の一致が崩れ、各部族は自分たちの利得だけを考える

ようになった。統治形態としては部族連合であるが、「めいめいが自分の目に正しいと

見えることを行っていた」(士１７章６節、２１章２５節)時代であった。 

②《循環図式》をもった時代 

 ⅰ  偶像礼拝に傾斜していく民に対して、主の怒りが彼らに向かって燃え上がり、主はイス

ラエルを敵の手に渡される。しかし民が圧迫の中で主に叫び求めた時、主は「さばきつ

かさ」たちを起こしてご自身の民を救出された(士師記２章１０節～１９節)。 

     ⅱ  この循環パターンはイスラエルのどの部族にも見られる。人間の側からみるならば、士

師記は臨戦意識を喪失した妥協による失敗の歴史であるが、神の側からみるならば神

の忍耐に支えられた恵みの歴史ということができる。 

 

                                                  
注１

   なぜイスラエルはカナンを完全に占領することができなかったか。①敵が鉄の戦車を持っていたから(ヨシュア記

17 章１６、１８節、士師記１章１９節、４章３、１３節)。 ②山地を占領したことで満足してしまったから(戦いよ

りも安住を選んだ)  ③征服した土地が１２部族に分割したことで一体となって戦うという体制が解体してしまっ

たから。 ④偉大な指導者を失ったから・・・・等の理由が考えられる。 
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さばき 
 

            背 信               悔い改め 

 

救 い 
 
 
ⅲ「さばきつかさ」の登場。ヨシュアの死後、「さばきつかさ」(士２章１６節)、「救助者」(３

章９節)とか呼ばれるカリスマ的指導者が立てられる。彼らは世襲的な統治者ではなく、

イスラエルを圧迫から救い、神にある安息を回復するために特別に立てられた救助者で

あった。彼らは、外敵からの攻撃の時には戦いの統率者として民の先頭に立ち、平和な

時には部族間のもめごとを調停する裁判官的職務を果たした。 

③《遊牧生活》から《農耕生活》への変化・・・土地取得がもたらす危機 

 ⅰ 賜物の賦与は常に課題を伴う。イスラエルが占領した土地は疑いもなく神の恵みの賜物

として与えられたものである。ところが、この賜物は同時に課題を伴うことを忘れては

ならない。その課題とは、賜物(土地)に優先されてしまいやすい人間の弱さにおいて、

その賜物の与え主に絶えず栄光を帰すとことである。土地が自分の生活を保障するもの

ではなく、あくまでも神こそが私たちの生活を保障する方である。人間が自分の生活の

物質的基盤(仕事、お金、人間関係等)が神とすりかえられるとき、それはりっぱな偶像

となる。このことがイスラエルの民に起こった。  

ⅱ 土地の賦与は生活における豊かさをもたらす。農耕民にとって土地は生命を保証するも

のであり、それゆえ土地に対する執着は大きい。また、農耕生活にとって最もありがた

いことは豊作である。豊作をもたらす神なら無条件で拝みたくなる。豊作をもたらすた

めには、イスラエルの民はカナンの先住民に農耕に関する技術を学ばざるを得なかった。

ところが当時の農耕技術の大部分は呪術的なものであった。つまりカナンの先住民から

農耕技術を学びとる際に、イスラエルの民の中に、自然の諸力を神格化した神(偶像)へ

の信仰が入り込んで行った。これが土地取得においてもたらした危機なのである。賜物

をお与えになった神が悪いのではなく、その賜物を正しく受け止めなかった民に責任が

あるのである。 

④士師記の霊的使信(意義) 

 ◆士師記の時代はカナンの最初の３６０年間に起こった出来事がしるされている。その記述

は必ずしも年代的に厳密な歴史を意図していない。なぜなら、士師記は選択された出来事

の霊的意義に強調点を置いているからである。  

ⅰ《弱さにもかかわらずの勝利》 

   常識的には弱いとされる者がその臨戦意識(敵前感)のゆえに、かえって勝ちうるという

視点が見られる。 

   a. 左ききのエフデ  b.女預言者デボラ c.臆病なギデオン注２  d. 私生児のエフタ 

   ⅱ 《強さにもかかわらずの敗北》 

      a. 勇み足のエフタ  b. 強さを誇る無比の勇士サムソン 

◆このように、世間一般の通念としての強い人、弱い人、有能な人、無能な人とかの判断基

準が退けられている。そこで問われていることは、主を恐れることに基づく臨戦意識(敵前感

という危機意識)の有無だということである。弱いことを恐れない、むしろ自分の弱さを誇る

という真理が例証されている。 

 

 

                                                  
注２  ギデオンの敵前感を何よりも如実に示しているエピソードは、その精兵の選び方であった。７章以下を参照。ギデ

オンは民を水際に連れて行き、その水の飲み方で選別しようとした。そして、手に口に当てて水をなめた三百人のみ

を聖なる戦いの兵卒として選んだ。水に代表される衣食住の必要においても、臨戦意識があるかどうがが求められて

いるのである。 
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２.  士師記の構造 

 

士師記の構造は以下の三つの部分から成っている。 

 

◆士師記は、「さて、ヨシュアの死後」(１章１節)で始まり、「そのころ、イスラエルには王が

なく、めいめいが自分の目に正しいと見えることを行なっていた。」(２１章２５節)で終わって

いる。 

①優れた指導者を失うことによって、イスラエルの民は重大な危機に直面する。すでにヨシュ

アはそのことを見抜いていた。ヨシュア２４章１９節、３１節、士師記２章６～９節。  

②はじめと終わりのことばは、民を真の神と正しい信仰に導く指導者の存在がいかに重要であ

るかを示唆している。 

   

(1) 序 論(１章～３章６節) 

①序論 a では、ヨシュアの死後、イスラエルの人々がカナンの地を完全に占領することに失敗

したことを記している。その理由は、脚注１を参照。 

②序論 b では、士師の時代に起きた様々な出来事をひとまとめにした概略が記されている。そ

の概略の一つは、a. 長老たちが死んだ後、「主を知らない世代が起こった」こと(２章１０節)

である。「主を知らない世代がもたらしたこと」は・・・・ 

ⅰ カナン人と同盟を結んだこと(２章２節)   

ⅱ 雑婚が起こったこと(３章６節) 

ⅲ 雑婚によって異教の影響を受け、主を捨て、偶像を拝むようになったこと(２章１３節、

３章６節) 

もう一つは、b. 悪のゆえに主の刑罰を受け、士師によって救出されるが、彼らが死ぬとい

っそう堕落した新しい世代が起こったという悪循環である。 

 

(2) 本 論(３章７節～１６章３１節) 

  ◆士師記では１３人の士師たちが登場するが、そのうち特筆すべき士師は４人である。 

  ①「女預言者デボラ」 

◆天下分け目の決戦! が行なわれた。それまではイスラエルはおもに山地に住んでいた。な

ぜなら、低地(谷)に住む敵は鉄の戦車を持っていたからである。鉄の戦車九百両を誇るカナ

ンの王ヤピンとその将軍シセラとの戦いにおいて、敵を全滅させた。 

  ⅰ「主はあなたの前に出て行かれる」(４章１４節)との信仰 

     実際には、神が豪雨を降らせて地をぬかるみ状態にして、敵の戦車を全く役立たないよ

うにした。５章４節。そこに指揮官バラクは奇襲をかけて勝利した。 

  ⅱ デボラの歌(５章)「目覚めよ、起きよ、主をほめたたえよ」  

賛美によって神のストーリーを語ろう。 

②「セルフイメージの低いギデオン」 

◆ミデヤン人は収穫期を襲い、刈り入れの実を略奪していく敵であった。敵は１３万５千の

大軍。しかしギデオンに敗れ、聖書の歴史から姿を消した。 

ⅰ ギデオンの自己像 

「私の分団マナセのうちで最も弱く、私の父は家で一番若い」(６章１５節)     

ⅱ ３００人の精鋭隊の選抜・・・神が必要とされた人数。彼らに見る臨戦意識。 

      ⅲ ギデオンの失敗・・・彼は権力の誘惑には勝利したが、性(多くの妻とそばめ)と物欲(戦

利品の金)に目を奪われた。後に彼はその実を刈り取ることになる。具体的には、身内

の事件として、そばめの子アビメレクが本妻の息子たち(７０人)に対して謀反を起こし

殺すという悲劇が起こった。 

〔序 論〕  

a １章１節～２章５節 

b. ２章６節～３章６節 

 

〔本 論〕  
３章７節～１６章３１ 

〔付 録〕   

１７章～２１章 
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③「私生児のエフタ」 

   ◆イスラエルの東北の地域におけるアモン人に対して戦い勇士。   

   ⅰ 不幸な出生。遊女の私生児としての悲哀を味わう。正妻の息子たちから除け者にされ逃

亡する(１１章２節)。 

   ⅱ 逃亡先の「トブの地」における神の訓練。彼のもとにめぐまれない者たちが集りように

なる。彼はそのリーダーとしての手腕を磨く。やがて彼を追い出した者たちから招か

れて民のかしらとされる。 

  ④「怪力のナジル人サムソン」 

   ◆イスラエルの南西の地域におけるペリシテ人に対して戦った勇士。 

ⅰ「主のものとして身を聖別するための特別な誓いをした者」―ナジル人として育てられた。 

   ⅱ 臨戦意識を喪失したサムソンの生涯は、イスラエルの歴史そのものであった。 

 

(3) 結 論(１７章～２１章) 

◆結論の部分においては、イスラエルの歴史における第二の危機、すなわち《王制の導入》

を裏付ける二つの語句がみられる。これらはサムエル記で扱われる主題の序文的記述といえ

る。 

  ①「そのころ、イスラエルには王がいなかった」(４回) 

⇒１７章６節、１８章１節、１９章１節、２１章２５節 

  ②「めいめいが自分の目に正しいと見えることを行なっていた」(２回) 

                                    ⇒１７章６節、２１章２５節 

 
 

 
 

 

カナンの土着の宗教 

 

エル 

or ダゴン

       母  

アシュラ 

           最高神         配偶神(母なる神、海の神)           

 

                 

                    バアル 夫                 妻  アシュタロテ  

  

                             

豊穣の神                 多産と快楽の神 

          雨や嵐を支配する天候の神 

             ↓ 

          カナン人の生活に最も大切な 

          農作物の鍵を握っている肥沃をもたらす神 
 

 

 

① カナンの土着の宗教はイスラエルに大きな影響を与えた。バアルの神殿とアシュタロテの神殿は、通

常一緒にあり、女祭司は神殿付きの売春婦であった。バアルとアシュタロテは男神と女神であり、双

方が交わることによって、子どもや家畜、作物の高収穫がもたらされると信じられていた。 

② また、バアル(息子)とアシェラ(母)が並んで表記されていることが多い。 

③ 聖書の中で圧倒的に多いのがバアルという偶像の名であり、その半分くらいの割合で、アシェラの名

が登場する。アシュタロテの名はそれほど多くなし、バアルとアシュタロテの組み合わせも非常に少

ない。 

④ 聖書に登場するカナンの神々は、異教の神々の原型であり、やがてギリシャやローマの神々にも、大

きな影響を与えることとなる。 
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ルツ記 
 

１.  ルツ記の主題と聖書的位置付け 

 

(1) 主題は「神の救いの歴史における贖いの包容性」である。 

 

①神は、どのような者でもご自身の「翼の下に避け所を求めて来」る(２章１２節)者を豊かに

報いる方である。 

②ユダヤ人の選民意識、排他主義を考えるとき、モアブの女ルツがイスラエルの娘たちよりも

優れ、信仰のゆえに称賛の的として描かれていることは驚くべきことなのである。元々、モ

アブということばは姦淫を意味する。その地名のもとになったモアブ自身、ロトと彼の娘の

ひとりとの近親相姦の関係で生まれた。荒野でイスラエルの民に異教の神を拝ませたのはモ

アブの民であった。これは<ペオル事件>として民数記２５章に記されている。神はイスラエ

ルの民がモアブ人の女と結婚することをお許しにならなかった。なぜなら、「彼らは必ずあ

なたがたの心を転じて、彼らの神々に従わせる」からであった(Ⅰ列王記１１章２節)。注１ 

  ③神の愛の主権性 ―イスラエルに対する<特殊愛>と異邦人に対する<普遍愛>― 

   預言者ヨナの警告によって異邦の町ニネベは悔い改めた。それを喜ぶべきはずのヨナは意外

にも「生きるよりも死ぬ方がましだ」と神の前にすねた。ヨナ書の終わりにはこう記されて

いる。「主は仰せられた。『あなたは、自分で骨折らず、そだてもせず、一夜で生え、一夜で

滅びたこのとうごまを惜しんでいる。まして、わたしは、この大きな町ニネベを惜しまない

でいられようか。そこには、右も左もわきまえない１２万以上の人間と、数多くの家畜がい

るではないか。』」と。ヨナ書は、選民イスラエルの特権意識に基づく醜さが暴露されている。

⇒ルカ１５章の放蕩息子のたとえに登場する兄の立場と言える。 

 ④ルツはすべての異邦人を代表している。ルツがメシアの家系に加わることによって、ユダヤ

人も異邦人もやがて「異邦人を照らす啓示の光、御民イスラエルの光栄」(シメオンの賛歌、

ルカ２章３２節)となるべき方の来臨という共通の希望ガ示唆されている。 

 ⑤｢聖なる国民｣(排他性)と「祭司の王国」(包容性)としての神の民のあり方の緊張関係。 

 

 
 

                         排他性      包容性 

 

 

(2) ルツ記の位置付け 

  

   なぜ、ルツ記がこの位置に置かれているのか ーその意味するところは何か。 

 

士師記 ルツ記 サムエル記 

王と中心的聖所の欠落による

不統一の時代(２１章２５節) 

 

後の王制時代の形成および分裂

を射程に入れた「橋渡し的役割」

を担っている 

王制の導入とその理念 

ダビデ王による統一王国 

イスラエルの黄金時代 

 

◆上記の図のように、ルツ記は後の王制時代の形成、および分裂を射程に入れた「橋渡し

的役割」を担っている。つまり、王制を導入したイスラエルのそれぞれの時代に応じて語

                                                  
注１  モアブ人はアブラハムの甥ロトとロトの娘姉との間に生まれた子の子孫である。アモン人は同じくロトと娘妹との

間に生まれた子の子孫である。また、エドム人はヤコブの兄エソウの子孫である。彼らは神の恵みによって土地を神

から与えられた。神はイスラエルの民に彼らに敵対してはならないこと、争いをしかけてはならないことを語られた。

(申命記２章１７節以下参照)。 
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りかけている。 

 

①〔統一王国時代〕 

ルツ記は、ダビデ王朝やダビデ個人を神聖視する風潮の中で、ダビデのルーツにモアブ

民族の血が流れているというショッキングな事実を明らかにしながらも、Ⅱサムエル７

章１８～１９節のダビデの祈りに示されているように、ダビデの家が神の絶対的な恵み

による選びに根差していることを確認している。 

②〔分裂王国時代〕 

ルツ記は、北イスラエル王国に対して、南ユダ王朝こそ神の恵みによる選びの王朝であ

ることを明らかにする。つまり、南ユダ王朝の正当性、優位性が主張されている。ダビ

デはユダ族の出身である(ダビデーエッサイーオベデーボアズー・・ペレツ－ユダ)。注２ 

③〔捕囚時代〕 

ルツ記は、異教の地バビロンで捕囚となっていた神の民に対して、絶望の中にあったナ

オミとモアブ人ルツがユダの地に帰還して来たことにより、生きる希望の光を与えられ

たことを教え、今一度、神を信頼して神にのみ目を注ぐようにとの励ましを語っている。 

④〔捕囚以降の時代〕 

ルツ記は、ともすれば、選民意識による排他主義に傾くユダヤ人に対して、神の恵みと

祝福は血筋によらず、国籍によらないことを教え、「血筋」という偶像を倒し、迷信を

破壊するように諭している。注３ 

 

 

２. ルツ記の重要思想をあらわす用語 

 
(1) <ゴーエール>・・「買い戻しの権利のある親戚」 

  ①〔使用頻度〕・・・この用語はルツ記の中で７回使われている。 

２章２０節、３章９節、１２節、４章１節、３節、６節、８節参照。 

②〔三つの義務〕 

◆ゴーエールについての律法規定は、レビ記２５章、民数記３５章、申命記２５章に詳し

く説かれている。それらを総合するとゴーエールには三つの義務があったことが分かる。 

    ⅰ)  もしある人が生活に困り果てて、そのために身売りして奴隷になったり、土地を処

分しなければならなくなったりした場合、ゴーエールとなる人は、その能力に応じ

て、兄弟とその関係者、ならびに兄弟の土地を買い戻さなければならなかった。  

    ⅱ)  ゴーエールとなる人は、自分の兄弟が殺された場合、その報復者とならなければな

らない。 

    ⅲ)  ゴーエールとなる者は、兄弟が子孫を残さずに死んでしまった場合、遺された妻を

めとり、その妻が産んだ初めの男の子に死んだ兄弟の名前を継がせて、その名がイ

スラエルから消し去られないようにしなければならなかった。 

◆このように、ゴーエールは、落ちぶれて困窮している親類のために、金銭的な犠牲を払

ってその苦境から救い出す義務と責任があることを律法によって定められていた。律法

で定められていたとは言え、かなりの経済的な負担と、そのうえ親族の妻と結婚すると

なれば、おいそれと簡単に引き受けられるようなものではなかった。それゆえ、落ちぶ

                                                  
注２  創世記３８章によれば、ユダはカナン人の女をみそめて結婚し、三人の子供を得る。。ユダはその長子にタマルと

いう妻を与えるが、この長子は主を怒らせたため死に、義兄のオナンも同じく主にを怒らせたことにより、主からい

のちを取られた。そのためユダの嫁であるタマルは遊女になりすまし、義父ユダをだまし、ユダとの間に双子(ペレツ

とゼラフ)をもうける。そのとき最初に胎から出ようとしていた子に割り込むようにして出てきたのがペレツであった。

まさに、エサウのかかとをつかんで胎から出てきたヤコブを思い起こさせる。このように、ユダ、およびその子孫を

見ると必ずしもほめられるようなところはないが、まさにそこにこそ神の恵みが現わされている。 
注３  この点をさらに進めたのはマタイの福音書１章の救い主の系図である。福音書の記者は、イエスの系図の中にルツ

のほかにあと三人の女性を、それも、ともすれば白い目で見られるような女性たちの名をわざわざ加えている。これ

は、人間の心の中に深く根を下ろす「差別と偏見の罪」に対する抗議であり、また福音というものがそういう罪とそ

の結果たる悲惨から、人間を救うものであることを示すものでもある。 
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れた本人も気安く頼むわけには行かない現実があったことを理解しておく必要がある。 

③〔ゴーエールの資格〕 

その資格は近親者であるが、実際は一番近い親類が特別な意味でゴーエールと呼ばれた。 

(2) <はからずも>・・２章３節 

  ◆「たまたま」と訳している聖書もあるが、このことばは、世間で言う俗に運命とか偶然の

出来事を意味することばではない。「はからずも」とは、人の思いや願いや計画をはるか

に越えた実に不思議な導き(摂理ともいう)をあらわすことばである。神の主権をあらわす

ことばである。⇒使徒パウロの頌栄には、「はからずも」の神の栄光がたたえられている。 
 

①エペソ人への手紙３章２０節「どうか、私たちのなしうる限りの祈り、願い、望みを無限に越えて、

つまり、私たちが大胆に願い求め、夢見ることもはるかに及ばないすばらしいことを、その偉大

な力でなされる神様に、栄光がありますように。」(リビング・バイブル訳) 

②ローマ人への手紙１１章３３節、３６節「ああ、神の知恵と知識との富は、何と底知れず深いこと

でしょう。そのさばき(神の取り決め)は、何と知り尽くしがたく、その道(取り決めの方法)は、何

と測り知りがたいことでしょう。・・・すべてのことが、神から発し、神によって成り、神に至

る・・(の)です。どうか、この神に、栄光がとこしえにありますように。アーメン。」 

 

 

３.  ルツ記の構造と内容 
 

            

              ―ルツ記の構造は、起承転結の４幕からなる愛のドラマであるー 

 

起 (第１章) 

    

(1) ナオミにふりかかった、度重なる苦難の嵐と試練の中に咲いたいちりんの花   

①飢饉のために約束の地を離れざるを得なかったエリメレクの一家。モアブの地で、１０

年の間にナオミの夫エリメレクと二人の息子に先立たれる。注４ 

   ②不条理とも思える試練の中で、もしナオミが自分の運命を嘆き、神に対して愚痴をこぼ

していたとしたら、ルツ記は生まれなかったに違いない。ナオミの神に対する信仰は異

邦人である二人の嫁オルパとルツに多大な影響を与えた。特に、ルツは折に触れて、姑

ナオミの人格的感化を強く受けたようである。ナオミの苦しみは、異邦人ルツが神の民

に加えられるために必要であったのかも知れない。 

⇒ローマ８章２８節、詩篇１１９篇７１節、７５節参照。  

(2) ルツの堅い決心・・「後戻りか、前進か」 

① ナオミは故郷の地ベツレヘムが神の祝福にあずかったことを耳にし、故郷に戻る決心を

する。そして二人の嫁に少なくとも、再婚の望みがある実家に帰るよう説得する。ナオ

ミについて行ったとしても何ら生活の保障と希望がないと思われたからであった。 

② 「帰る」ということばが６節から２２節に１０回ほど出てくる。「帰る」は二つの方向、

すなわち、モアブへ帰るか、ベツレヘムへ帰るかが迫られる。オルパとルツはどちらを

選択するか、いわば人生の岐路に立たされた。注５ 

③ ルツの信仰告白(１５、１７節)・・「あなたの神は、私の神です。」 ルツはこの時、自

分の再婚、良縁の機会を犠牲にして、姑ナオミとともに歩む道を選んだ。ここにルツの

ナオミに対する愛とナオミの信じる神への信仰が見られる。人間的にみるならば、何の

保障もないにもかかわらず・・である。 

 

 

承 (第２章) 

                                                  
注４  聖書は父祖の地を離れて異邦の地に滞在したエリメレクを一言もとがめてはいない。また、モアブの地での不幸が

神の呪いであったとする解釈もあるが、聖書の中にではその点において沈黙している。 
注５  ここでもモアブに残ったオルパに対して何ら否定的な注釈はない。神の愛の寛容さがそこに感じられる。 

起  (第１章) 承  (第２章) 転  (第３章) 結  (第４章) 
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(1) ルツの落ち穂拾いとゴーエールの登場 

    ①当時のイスラエルの国で、人の畑で落ち穂拾いをするのは孤児とか、未亡人、貧しい者、

在留異国人といった、いわば「社会的弱者」のために設けられた公の救済(福祉)の道で

あった。レビ記２３章２２節参照。 

       ②しかし律法の規定と現実とのギャップがあった。それを示すことばが、９節、１５節、

２２節(不親切、邪魔者扱い、いじめ)に見られる。 

③ところが「はからずも」、ルツが出かけていった畑はボアズという人の畑であった。 

 

(2) 神の摂理と人間の意思との関係 

①ボアズのルツに対する親切 

◆ルツはボアズの親切を意外に思っている。１１節、１２節でボアズはルツの「どうし

て親切にしてくださるのですか」の問いに答えている。 

      ⅰ 姑ナオミのためにしている ⅱ 父母、故郷を捨てて見知らぬ地に来たこと   

ⅲ 神に対する信仰  

      ◆これらを考えると、ボアズの親切は、単にボアズ個人から出た人間的な親切だけでは

なく、ルツの神に対する信仰と愛の行為に対する神の報酬と結びついている(１２節)。 

⇒ピリピ２章１３～１４節参照。 

②ナオミの驚き・・ 

◆ボアズの名前がルツから出たときのナオミの驚きと喜びは尋常なものではなかった。

それだけ、彼女たちの立場が弱く、みじめで、困窮していたことを物語っている。先

祖から譲り受けた土地を買い戻し、絶えんとする家系を残す権利をもっているボアズ

との出会いは、はからずも、彼女たちにとって望みの光をもたらすものであった。 

 

 

 

転 (第３章) 

  

(1) ナオミの妙案 

     ①果たして思惑通りに、ボアズがゴーエールとしての考えがあるかどうかを探るひとつの

妙案をナオミはルツに示した。これはナオミがルツの幸せのために「身の落ち着く所」

を祈っていた結果でもある。 

②当時の習慣に従い、ルツはナオミの指示どおりに従った。この行為はボアズの権威の下

に身を置くという意思の表現であった。しかしもし拒絶されるならば、深く傷つけられ

るかも知れなかった。ルツはボアズにゴーエールとして自分を妻として迎えてくれるか

どうかを迫ったのである。  

(2) ボアズのルツに対する評価(１０節) 

        ①「先の真実」とは、ルツがどこまでもナオミに従っていくという決心と、それを裏づけ

る行動を指している。 

    ②「あとからの真実」とは何を意味するのか。ルツは若い女性であるゆえに、若い男性に

心惹かれても決して不思議ではなかった。にもかかわらず、ボアズと結婚してナオミの

ために世継を残そうとしていることを指す。ここにルツのナオミに対する愛を見る。 

(3) ボアズの真実    

◆「買い戻しの権利」というものは、それを持つ者にとって、必ずしも喜ばしいものでは

なかった。なぜなら経済的負担を余儀なくされたからである。しかしボアズは、あえて

自発的にそれを引き受けることを約束する。そのあかしとして大麦６杯をプレゼントし

た。これは「責任をもって事に当たります」という意思表示であった。 
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結 (第４章) 

 

 (1) ルツに対するゴーエールとしてのボアズの愛 

    ①愛とは単なる約束だけでなく、実際的な行動を起こすものである。 

   ②しかし、ボアズよりももっと法的に近い「買い戻しの権利を持つ親類」がいた。その

親類の本音が６節に記されている。 

   ③断る正当な理由があった。ルツがモアブ人であること 律法にはモアブ人はその１０

代目の子孫さえ、主の集会に入ることはできないとされていた。とすればルツを助け、

扶養する義務は法的にはない。ともすれば「自分自身の相続地までそこなうことにな

るかもしれない」という恐れがあった。彼は親切心がなかったわけではない。しかし

親切心だけでは、落ちぶれた人間を徹底的に買い戻す(贖う)ことはできないのである。 

   ④余りにもリスクが大きすぎる。ボアズのルツに対する愛がなければ買い戻すことはあ

りえない。ボアズは自分の財産を投げ出してでも、エリメレクの財産を買い戻し、合

わせてルツとナオミの生涯までも責任を負うことを、公の前で告白したのである。 

⑤ルツにとって、ボアズはまさに神が備えてくださったゴーエール(贖い主)である。そも

そも、異邦人である彼女を偏見なしに、真実な愛をもって妻として迎え入れてくれる

ボアズと出会ったことが、彼女が祝福された要因である。 

 

(2) ナオミに対するゴーエールとしてのオベデの誕生 

 

①１４節以降「イスラエルで、その名が伝えられるよう、きょう(オベデが生まれた時点)、

買い戻す者(ゴーエール)をあなたに与えて、あなたの跡を絶やさなかった主が、ほめた

たえられますように」とある。このゴーエールをボアズのことと考えやすいが、これは

オベデ、つまりルツが産んだ息子のことである。オベデはナオミにとって、単にかわい

くてしかたのない初孫という存在ではなく、もう一人のゴーエールである。 

②ナオミのため、そしてルツのために相続地を買い戻してくれたのは確かにボアズである。

しかし「もう一人のゴーエール」は、「あなたを元気づけ、あなたの老後をみとるでし

ょう。」(１５節)「その子」は前節のゴーエールを受けている。「元気づけ」も、直訳で

は「いのち(魂)を回復する」、また「老後をみとる」は「老年(白髪)を養い支える」であ

る。つまり、ゴーエールとは、ただお金を出して財産を回復してくれる人であるだけで

なく、生涯そのものを取り戻してくれる者でもある。 

③ナオミにとって、膝に抱かれた幼いオベデが、どんなにか老女に生きる喜びを回復して

くれたことか。１６、１７節の「ナオミはその子をとり、胸に抱いて、養い育てた。近

所の女たちは，『ナオミに男の子が生まれた。』と言って、その子に名をつけた。彼女た

ちは、その名をオベデと呼んだ。表現は、当時の習慣に従い、オベデがナオミの養子と

いう立場になったことを意味している。 

 

(3) ボアズもオベデも、<永遠のゴーエール>である主イエス・キリストをあかししている。 

 

①裕福で、権力のあるボアズが貧しいルツとその相続地に対する一切の権利を満たし、彼

女と結婚したように、永遠のゴーエールであるイエス・キリストは、十字架の死によっ

て、悪魔が求めるすべての負の財産を買い戻し清算してくださった。それゆえ、私たち

は完全に自由の身となってキリストの花嫁とされた。 

②幼いオベデがナオミにとって、生きる喜びを回復してくれたように、真のゴーエールで

あるイエス・キリストは私たちに神との愛の交わりに生きる本来の喜びを回復してくだ

さった。ちなみに、オベデは、ヘブル語アーバド(「仕える」の意)の能動分詞形で「仕

える者」の意味である。真のゴーエールは、私たちに神との永遠の信頼の交わりをもた

らすために、ご自分を無にして、仕える者となってくださったのである。 
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サムエル記 
 

１. サムエル記の位置付け 〔ヨシュア記―士師記―ルツ記―サムエル記〕 

   

①ヨシュアの死後、イスラエルは霊的リーダーを失った。士師記では、その都度、主の権威に

よって立てられたリーダーたち(士師たち)が起こされたが、それらの士師たちは一時的なリ

ーダーであり、決して十分とは言えなかった。このことがイスラエルを「めいめいが自分の

目に正しいと見えること」を行なうようにさせ混乱させてしまった。後にダビデ王が起こさ

れるまで、敵が完全に取り除かれることはなかったのである。その意味で、士師記は真剣に

主を求める信仰的なリーダーの必要性を示唆しているといえる。 

②ルツ記は、ユダ族から出るイスラエルの理想的な王としてのダビデの登場の橋渡し的役割を

担っている。そしてサムエル記では、真剣に主を求めるリーダーの資質と神の王国の支配原

理が何であるかを私たちに教えようとしている。 

 

２.  書名について・・なぜサムエル記なのか 

   

①内容的には、ダビデ記であってもおかしくはない。にもかかわらず、サムエル記と呼ばれる

所以は何か。それはサムエルの果たした《歴史的役割》にある。 

 ②サムエルの歴史的役割とは何か。それはイスラエルに導入された王制の権利、責任、義務等

を規定した「王国の憲章」を公文化したことであった。Ⅰサムエル記１０章２５節参照。イ

スラエルが王国時代を経験した数百年の間、預言者たちが王と王制に対して批判する時の基

準は、サムエルが確立した原則であった。そこにサムエルの果たした偉大さがある。 

 ③リビング・バイブルではサムエル記を「王国成立記」と題している。ちなみに、列王記は「王

国衰亡記」となっている。 

 

３.  サムエル記の主題 

 

(1) 主題は「神の王国における王制の基本理念の確立」である。 

①歴史は、カナン定着時代(ヨシュア記、士師記)から王国成立時代へと変化する。注１ 

②サムエル記は、イスラエルに王制が採用された動機と経緯について、しかもその王制採用が

どのような理念に基づいて導入されたのかについて記し、王制の導入がイスラエルの社会の

構造を全面的に変えてしまうということを警告している。注２ 具体的には王は社会に軍国主

義をもたらすという危惧である。サムエルによれば、「王の権利」はひとことにまとめるこ

とができる。それは「王は・・・を取る」ということである。民の上に王がふるうこの権力

を、サムエルは五回にわたって繰り返している。Ⅰサム８章１０～１８節参照。 

ⅰ.「王は・・息子を取る」・・これは徴兵制度の導入。軍事的指揮系統の組織の確立。軍事

産業の導入を意味する。 

ⅱ.「王は・・娘を取る」・・・王宮での強制労働 

ⅲ.「王は畑を取る。畑の収穫物の中で最上のものを取る」・・搾取と徴収による経済基盤の

形成。 

ⅳ.「王は奴隷と最もすぐれた若者と家畜を取る」・・強制労働。 

◆これらは何と主なる神がこれまでしてくださったことと大きく隔たっていることか。主な

る神は民にすべてを与え、そしてなお与え続けようとされる恵み豊かな《王》である。にも

                                                  
注１

  カナンにはいってからイスラエルは４００年間、王国という体制を採らなかった そこにこそイスラエルの特殊性

があった。というのも、「主こそイスラエルの王」という信仰理念があったからである。とはいえ、神はあらかじめ

申命記１７章１４節において、王国体制になることを予測し、その場合の王の資格を定められた。そこでは王といえ

ども神に忠実な者を選ぶように命じられている。王は決して専制君主、私欲の追求者であってはならない、またこの

世の王に見られる権威者となってはならない事が命じられている。 
注２

  アラン・グライダー著「<聖>をめざす旅」(東京ミッション研究所、2000 年) １１７～１１９頁。参照。 
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かかわらず、王制が敷かれるとき、やがて主の具体的な恵みに依存する生き方から遠く離れ

てしまう危険があった。 

③イスラエルの王制の基本理念は、「主なる神こそまことの神」であり、人間の王はあくまで

も神の代理者にしかすぎない。この点が世俗的な諸国の王との決定的な違いである。イスラ

エルの歴代の王たちの中でこの基本理念を貫いたのは残念ながらごくわずかである。為政者

として有能であるとか、人間的に善良であるとかいう以上に、真の王である神との関係が、

イスラエルの王の場合、唯一絶対の基準であるというのがサムエル記の主題である。 

(2) 王制の導入の是非をめぐって 

  ①イスラエルの民が王を求めた歴史的事情 

   ⅰ.〔外的事情〕 

a. ペリシテ人の圧力に対する危機感があった。 

◆ペリシテ人はカナンの西方南部の海岸平野を完全に占領して根拠地とし、その支

配圏を徐々に広げていった。彼らは鉄製の武器を持ち、しかも戦略・戦術にたけた

職業的軍事組織をもった五都市連合であった。この脅威に対抗するためには、これ

までのようにイスラエルが部族単位で戦っていては勝ち目がないと思われた。より

強力で中央集権的な体制を作らなければという危機感に駆り立てられたのである。 

b. 強力なリーダーシップに対する渇望があった。 

◆ペリシテの脅威にたいしてイスラエルの長老たちが集まり、話し合った結果が、

「他のすべての国と同じように、私たちの上に立って私たちを治める王を立てる」

ことであった。 

   ⅱ . 〔内的事情〕 

a. 将来への失望 

◆最後の士師、サムエルが年老いてふさわしい後継者がいなかった(８章５節)。 

b. 士師制度を支えていた「主なる神こそイスラエルの王」という信仰の弱体化 

◆神への信仰がしっかりしている時代は王を必要としなかった。ところがこの信仰

が衰えると王なしでは国は危うくなる。サムエルの時代は神への信仰が衰えた時代

にあった。 

  ②サムエルが王制に反対した理由(８章６節) 

   ⅰ. 神政政治の否定につながる危険があった。         

◆士師記８章２２～２３節「主なる神こそわれらを治める王である」という信仰が

喪失する懸念があった。 

   ⅱ. 神に信頼するよりも、人間に頼る危険性があった。 

       ◆目に見えるものに頼ろうとする誘惑に陥る懸念があった。 

   ⅲ. やがて王の圧制に苦しむことになる 

     a. 王国の私物化、王制を維持するための莫大な負担の懸念があった。王が民から取り上

げる土地や収穫は国全体の益となるのではなく、王個人のものとなった。民の息子

たちは王の土地を耕し、娘たちは王宮でパンを焼き、香料を作る。「自分の(王の)地」

ということばそのものが、きわめて危険な方向に向かっていくかを示している。人

間による土地所有という考え方が、周辺諸国からイスラエルに導入されるというこ

とは、律法がヨベルの年に土地が再平等化するという要求は、もはや不可能となる。

それによって金持ちは貧しい者を犠牲にして、ますます豊かになる。しかもその両

者を隔てる壁は固定化することとなる。 

     b.「あなたがたのうちに貧しい者はいなくなる」(申命記１５章４節)はずであった安息

年の目標は否定されることになる。この現実に断固、糾弾したのが預言者である。

特に、イザヤ書には公平、正義ということば頻繁に使われている。それはいかにイ

スラエルの国が神の律法から遠く離れてしまったかを示唆している。注３  

     c. イスラエルの民が王を選び、周囲のやり方を採用した結果、「あなたがたは王の奴隷

となる」(８章１７節)とサムエルは預言した。そこにはエジプトで苦しめられていた

先祖たちと同じように、奴隷状態の中で「あなたがたが、・・助けを求めて叫ぶ」が、

                                                  
注３  脚注２の同上箇所。 
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決定的な違いがそこにはある。つまり、「その日、主はあなたがたに答えてくださら

ない」ということである。しかし、民はサムエルの言うことに耳を傾けることをせ

ず、人間の王を求めたのである (１９節)。 

  ③神が王制を許容された理由 

   ⅰ. 神の計画の中にすでにあった。・・創世記１７章１６節参照。 

   ⅱ. すでに王の資格の条件が律法の書に規定されていた。・・申命記１７章１４～２０節。 

   ⅲ. 王があくまでも神の代理に徹するならば、王制の採用によっても理想的な神政政治が可

能であった。 

   ⅳ. 民が他の民のようになりたいという決心が堅いの見て、主はいわばあきらめ口調でサム

エルに「彼らに王を立てよ。」と命じられた。・・Ⅰサムエル８章２２節。 

    

 

４.  サムエル記の構造 

   

◆サムエル記第一、第二の構造は大きく分けて三つの部分から成っている。 

Ａ Ⅰサムエル １～８章 Ｂ Ⅰサムエル ９～３１章 Ｃ Ⅱサムエル １～２４章

最後の士師、および王国の憲章の

創設者サムエル 

最初の王サウルの統治 

①サウルの失脚とダビデへの確執 

②ダビデに対する神の訓練期間 

理想の王ダビデの統治 

―その祝福と危機― 

 

 

５.  サムエル記の概要 注４ 

 

A 〔最後の士師、および王国の憲章の創設者サムエル〕・・・・・１章～８章 

 

(1) サムエルの出生における母ハンナの歴史的な祈り・・・・１章１節～２章１０節 

   ①あるトラブルの背後に隠された神の不思議な計画 

    ⅰ. ハンナの苦悩(ペニンナの妬み、夫に愛されながらも子が与えられないという現実) 

    ⅱ. 追い込まれて祈った祈り(主の前に注ぎ出した祈り)・・人間的な行き詰まりこそ神の 

チャンスである。 

    ⅲ. 祈りの中での誓約・「神のために役立つ人物を世に送るという願い」が込められた祈り 

   ②母ハンナの賛美・・神による逆転の勝利。逆転とは、この世において「心の高ぶっている

者」「権力ある者」「富む者」が神の御前に低くされ、「主を恐れかしこむ者」「低い者」

「飢えた者」が神の前に高くされるということを意味する。その逆転のみわざは「聖

なる方」がうちにおられる時に起こる。  

 (2) 神の王国に役立つ有能な器をどのように育てるか・・・・２章１１節～３６節 

  ①スポイルされた大祭司エリの息子たち・・・失敗例 

   ⅰ. 祭司でありながら、よこしまだったエリの息子たちの罪 
      a. 主へのささげものを奪った  b. 主の宮で仕える女性との姦淫 c. 父親への不従順 

    ⅱ.  父親としてのエリの罪 
a. 人の噂をもとに戒めている (２章２４節) 

b. 神よりも自分の息子たちを重んじた (２章２９節) 

c. 知っていながら息子たちを戒めなかった (３章１３節) 

②主の前に育てられたサムエル・・・・・・・成功例 

   ⅰ.  主を恐れる母親のもとで愛情を受けて育った。(乳離れするまで)・・(１章２３節) 

     ⅱ. 大祭司エリのもとで育ったー母ハンナはエリに預けたのではなく、主に預けたのであ

るー。(１章２７～２８節) 

    ⅲ.  主のみもとで成長した。(２章２１、２６節) 

(3) 預言者としての召命・・・・・・・・・・・・・・・・・３章～４章 

①「主よ。お話ください。しもべは聞いております」という信仰姿勢。 

                                                  
注４  本講義のレジュメでは最後の C の部分の概要は割愛する。A と B のみ。 
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②大祭司エリの家に対するさばきの内容。サムエルは躊躇するが、ありのままをエリに話し

たことによって預言者とされた。預言者には人を恐れてはならない資質が求められた。 

   ③大祭司エリに勝る権威があることをサムエルははじめて知った。この経験こそ彼が後に果

たす歴史的役割の原点となったといえる。 

   ④サムエルを通して、当時、稀にしかなかった主からのことばがイスラエルの礼拝の中心地

シロに与えられるようになった。 

  (4) ミッパでのリバイバル・・・・・・・・・・・・・・・・５章～７章 

   ①ペリシテ人との戦いでの敗北・・・・「イ・カボデ」(栄光は去った) 

    ⅰ. 祭司エリと息子たちの死(預言の成就) 

       ⅱ. 神の契約の箱が敵に奪われる (２０年間) 

     ②霊的渇望が高まる 

    ⅰ. サムエルの指導によるミッパでのリバイバル 

    ⅱ. ペリシテ人への勝利 

 

 

B 〔最初の王サウルの統治〕・・・・・・・・・・・８章～３１章 

 

  (1) 最初の王サウルの誕生・・・８～１０章 

   ①王国導入を求める民たちの要求(８章１～９節)   ☆ここはきわめて重要な箇所!      
 ⅰ. 表面的な理由 ①サムエルの高齢 ②サムエルの息子の堕落 ③周囲の国々の脅威 

ⅱ. 本当の理由  ①神に従いたくない(８節) ②楽な道を取りたい(２０節)  

③他の国のようになりたい 

②最初の王の誕生までの神の導き(９章～１０章) 

       ⅰ. サムエルとサウルとの不思議な出会い ①雌ロバの捜索 ②若いしもべの気転 等。 

    ⅱ. サウルの外観 ①健康 ②体格容貌の良さ ③熱心 ④父親思い ⑤謙遜さ(9 章 21 節) 
注５ 

    ⅲ. 王としての働きのための油注ぎを受ける 

   ③サムエルはミッパに民を集め、サウルを公に王とした(１０章１７節～２４節) 

     ④サムエル、王国の憲章の成文化(１０章２５節) 

  (2) サウル王権の確立と失脚・・・１１章～１５章 

①機会を生かしたサウル―アモン人との戦いに勝利した―(１１章１～１１節) 

この戦いは、サウルのカリスマ性があかしされた最初の出来事であった。 

②王権を創設する宣言がサムエルによりなされる(１１章１４～１５節) 

③王位を退けられたサウル―彼の王としての統治能力における決定的欠陥とは何か?― 

    ⅰ. <不安ゆえの決断と行動>・・・不安を吹き消すためにサウルは指示を待たずに意を決した。  

不安であることがどうして王位を退かせられる理由となるのか。神への信頼を無にすることだ

からである。ここにサウルのイスラエルの王としての致命的な欠陥があった。「神への信頼のな

いあなたの王国は立たない」というのがサウロに対する神の結論であった。
注６ 

   ④不安がもたらす様々な諸相 

ⅰ. 自己弁護・・(責任転嫁) １３章１１～１２節  

ⅱ.  権威の誇示・ペリシテ人との戦いにおいて勝利の突破口を開いた息子ヨナタンに対する態度。

ⅲ. 不従順・・アマレク人との戦いにおいて、主のことばを退け聖絶すべきものを聖絶しなかった。 

  不従順は偶像礼拝の罪に等しい。１５章２２～２３節 

ⅳ.  自己本位・・・１５章１５、２０～２１、３０節 

 

●考えてみよう !! 
「あなたの王国は立たない」(１３章１４節、１５章２６節)と神はサムエルを通してサウルを断罪された。

なぜ最初にサウルが王として立てられたのか。どうしてはじめにダビデを王としなかったのか ? 

                                                  
注５  １０章１６、２２、２７節のサウルの態度は、過度に自分を抑える傾向、自分は神にあって価値があり、役立つ者

という思いがないように見受けられる。この心は、やがて嫉妬、殺意へと変わっていく可能性を持っていた。 
注６

   この点において息子ヨナタン、およびダビデとは対照的であった。１４章６節を見よ。イスラエルの王はどんな時

にも、神を信頼することによって、神を真の王(真の支配者)であることを指し示すことが求められたのである。 
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５.  イスラエルの理想像としての王ダビデ 

 

＜はじめに＞  

◆預言者サムエルの歴史的役割は、イスラエル独自の王制の理念を規定し、成文化すること

であった。サムエル記の著者は、最初のサウルとダビデの選びを通して、イスラエルにおけ

る王の理想像がどのようなものであるかという明確な意図をもって書かれている。結論を先

に言うならば、イスラエルにおける王の理想像とは《牧者の心をもった王》である。 

◆初代の王サウルは人間的に見るならば、まことに「気の毒な人」の一語に尽きる。しかし

サウルの光と影の人生から実に多くのことを学び取ることができる。良い面も悪い面も・・・。 

彼は肉体的にも精神的にも申し分ない人であったが、霊的(信仰的)な面においてはそうでは

なかった。彼は王として選ばれたために、必然的に、信仰的なものが厳しく要求される立場

に立たされた。この点が諸外国の王とは異なる点である。注１ 

 
 

A ダビデが理想的な王となるための素地(１６～１７章)・・・・〔忠実さを試される経験〕 

   

◆少年ダビデはサムエルを通して非公式の形で王としての任職の油を注がれた。しかしダビ

デがイスラエルの理想的な王となるためには、１０余年という神の訓練の期間を要したの

である。注２ 

 

(1) 羊飼いの務めに対する忠実さ(１６章) 

   ①<神の選びの原則は何か> 

「人はうわべを見るが、主は心を見られる」・・神はダビデの内に理想的な王の素地を見て

おられた。その素地とは<忠実さ>ということである。注３ 

  ②<羊飼いの務めにおいて養われた忠実さの訓練> 

ダビデは牧者が羊に対する関わりを通して、やがて理想的な王となるべく訓練を受けてい

た。それは第一に、与えられた務めに対してどこまでも忠実であり、 善を尽くすという

訓練である。神に仕える者にとってこれにまさる近道はおそらくない。また第二は、羊飼

いが羊に対する取り扱いの訓練である。 

(2) ゴリアテとの戦いに見るダビデの信仰(１７章) 

   ①＜主の御名があざけられることに対する聖なる怒り(憤り)＞ 

主の御名がはずかしめられている現実をどれだけ自分の問題として受け止めることができ

るか。この心なしにリバイバルへの渇望は在り得ない。⇒パウロの憤り(使徒１７章１６節

参照)。 

  ②＜状況に支配されない信仰＞ 

戦いの相手は巨人ゴリアテであった。ダビデは羊飼いの仕事をしながら、獅子や熊と何度

も格闘し、主によって救い出されるという経験を持っていた。信仰の個人的体験の積み重

ねがゴリアテとの戦いにおいても発揮された。いざという時に出てくるものは、それまで

に得たものだけである。１７章３７節の確信を見てみよう。 

  ③＜手段や方法に頼らない信仰＞ 

ダビデは石で戦ったが、本当の武器は「万軍の主の御名」であった。単なる借物ではなく、

自分のスタイル、スタンスを持つ事が重要である。 

 

                                                  
注１   「位打ち」という言葉がある。力量のない人がトップに立った結果、その地位そのものがその人を打ってくるとい

うことを意味している。それはその集団全体にとって極めて不幸なことであると共に、その人自身にとっても不幸な

結果を招くこととなる。 
注２

     V.レイモンド・エドマン著「人生の訓練」(いのちのことば社、1964 年) この本は、訓練について書かれた、優れ

た著作である。この本の中には数多くの箇所でダビデについて書かれている。必見 ! 
注３   主イエスは「あなたはわずかなものに忠実だったので、わたしはあなたに多くのものを任せよう」と約束された。 

ヨハネの黙示録においては「死に至るまで忠実であれ」と語っている。 
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B  ダビデが理想的な王となるための賜物(１８章)・・・・・・・・・・・・〔愛される経験〕 

 

(1) 無二の友ヨナタンの存在 

    ①＜神によって結びつけられた友情＞ 

(１節)「ヨナタンの心はダビデに結びつけられた(原文受身形)」 

    ②＜私欲のない友情＞ 

ヨナタンにとってダビデの存在は、自分の父の王位を脅かすライバルとして、妬みの対象

となってもおかしくない。しかしヨナタンのダビデに対する愛は純粋で無私無欲であった。 

  ③＜首尾一貫した友情＞ 

ヨナタンは父に対してもダビデに対しても忠誠と愛を保ち続けた。またその狭間に立って

彼は生涯、苦しみ続けた。⇒ヨハネ１５章１３～１５節参照。 

(2) ヨナタンの友情の遺産 

①＜ダビデの生涯におけるヨナタンの存在意義＞ 
この意義は大きい。彼によってダビデは人から愛されるという経験を深く味わった。しか

もヨナタンはサウル王の息子であり、いわば王子である。ヨナタンのダビデに対する愛は、

後にダビデが社会の中で失われ、忘れられ、淋しく歩む者に対する愛となって表われた。

ヨナタンの愛は無駄ではなかった。「愛された者だけが、人を真に愛することができる」

というのは真理である。 

②＜メフィボセテの失権に対するダビデの態度＞(Ⅱサムエル９章) 

     サウルの孫であり、ヨナタンの息子である。当時の周辺諸国の通念では殺されて当然の存

在である。しかし父ヨナタンのゆえに、彼はダビデの計らいにより、破格の恵みによる豊

かな生涯を送った。具体的には足の不自由な者が王室に出入りすることは禁じられていた

が、メフィボセテだけはいつまでも王ダビデの権威の下で保護され、自由と十分な供給を

与えられたのである。それは彼の父ヨナタンのダビデに対する愛のゆえである。 

 

 

C  ダビデが理想的な王となるための訓練(１９章)・・・・・・・・・・〔磨かれる涙の経験〕 

    

◆ダビデは王となるべく油注がれた。しかしダビデが３０歳にしてイスラエルの正式な王と

なるまでの約１０年間、彼は流浪の旅を経験する。サウル王の妬みを買い、追われ、数々の

辛い目に会い、忘恩の仕打ちを受けた。これらの経験を通してダビデは人間の真相を知り、

その罪深さを、身をもって知らされる。しかし下積みの苦難を味わったことがダビデの人格

を磨き、やがて王としてふさわしい者とされていった。また、苦しみの経験は数多くの味わ

いのある珠玉の詩篇を生み出した。  

 

(1) サウルから追われ<流浪の旅>を余儀なくされた経験の中での神の訓練 

  ①＜主を恐れる訓練＞ 

「人を恐れると、わなに陥る」(箴言２９章２０節)というみじめな経験(２１章)。この経

験を通して、どんな苦境の中にあっても「主を恐れて」歩むことを学んだ。詩篇の３４篇

を見よ。２１章のダビデとは思えないほどである。そこには「主を恐れる」ことの祝福が

訴えられている。 

  ②＜権威に対する服従の訓練＞ 

二度にわたる復讐のチャンスに見るダビデの態度。ダビデは油注がれた者に対して、決し

て手を下そうとはしなかった。これは自分の部下に対して、権威の神性をあかしする機会

となったに違いない。 

  ③＜窮地に立たされる訓練＞ 

苦境の状況の中でのある一つの判断によってダビデは相次ぐ危機に立たされた。しかし神

の助けは思いがけないところからやってくる。神の逆転劇がある。追い詰められた危機の

中で、ダビデは神を仰ぎ、ピンチをチャンスに逆転させる出来事が起こった(３０章)。具

体的には、ダビデが長い間、苦楽を分け合い、生死を共にしてきた部下たちから離反され
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るような出来事に遭遇した。部下たちから憎まれ、離反されればダビデの将来は暗い。し

かしその大ピンチの中に主の勝利の備えがあることをダビデは信じて「主によって奮い立

った」のである(６節)。結果として、このピンチは将来のダビデの王国の大きな足がかり

を作るチャンスとなった。たとえ万策が尽き果てたと思われるときにも、神の逆転劇があ

ることを信じよう。 

◆＜積極的思考の訓練＞ 

「私は、私を強くしてくださる方によって、どんなことでもできるのです。」 

(ピリピ４章１３節) 

(2) ダビデが王となった後の神の訓練 

  ①＜神の時を待つ訓練＞ 

サウル王が死んで後、７年６ヶ月後にはじめてイスラエル全体の王となる(Ⅱサム５章)。

それまでダビデは何をしていたのか。すでにダビデはへブロンでユダ部族の王となってい

た。サウルの死後、ダビデは空白と緊張の続く中で、黙して神の時を待った。というのも

サウルの死後、サウルの将軍アブネルが自分の野心のために、サウルの子イシュ・ボシェ

テを王としたためである。ダビデはサウルの死後も７年半という期間を待つことを受け入

れたのである。「待つ」ということは非常に難しい霊的訓練のひとつである。ダビデの偉

大さは、自分の立場を押し上げ、勢力を拡大するために、自分の力で何かをした人ではな

かった点にある。神の約束が成就するまで忍耐深く神を待った人である。人間的な画策に

よってではなく、 善の時に、 善の方法をもって導かれる神にすべてをゆだねたとき、

事態はどうなっただろうか。７年半という期間に、ダビデはユダ部族だけでなく、全イス

ラエルから好意をもって迎え入れられるようになったのである。ダビデの王位はいわば熟

した果実が落ちるようにダビデの手にもたらされた。それを記しているのが、Ⅱサム５章

１～３節である。 

    ②＜中傷に対する訓練＞ 

ダビデの息子アブシャロムが謀反を起こした時、都落ちしたダビデに対する中傷に対して、

正しくさばかれる主にゆだねた。ダビデは人を自分のために決して利用しようとはしなか

った(Ⅱサム１５章、１６章)。 

(3) 神の訓練の意義と祝福(へブル書１２章参照) 

①＜人格を磨く下積みの経験＞ 

この経験は人間の真相を知り、神の時を忍耐深く待ち、神への信頼が養われる上で大切な

時期である。厳しい訓練は人格を磨き神に用いられていくための必修科目なのである。 

②＜徒弟関係の育成(共育)＞ 

訓練の時期にダビデ王朝を担う中核(４百人)が得られる。ダビデは神の訓練を受けつつ、

苦しみの中を共に歩んだ忠実な部下たち(後の親衛隊)を訓練し、育成した。ちなみにサウ

ロ王は「勇気のある者や、力のある者を見つけると、その者をみな召し抱えた」(Ⅰサム  

１４章５２節)とある。 

③＜協力者に恵まれた＞ 

ダビデはダビデのために命をささげた<三勇士>のみならず、多くの協力者に恵まれた王で

あった。Ⅱサム２３章。 

 

D  ダビデが理想的な王となるための 終的な主のお取り扱い 

 

(1) 得意の絶頂期に起こった罠・・・バテ・シェバとの姦淫の罪(Ⅱサムエル１２章) 

    ①罪の結果   

a.  ウリヤの殺害 (完全犯罪の企み) 

b.  生まれた子のさばきとしての死 

    ②だれでも陥りやすい罠・・うまくいっているときが も危ない。 

  ③正しい認罪と悔い改めに対する神の破格の赦し「私は主の前に罪を犯しました」(詩５１篇) 

(2) 人口調査の罪(Ⅱサムエル２４章) 

    ①＜罪の結果＞・・疫病による７万人の死 

  ②＜人口調査の問題点＞ 
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a.  兵力の確認 

b. 〔徴募制〕から〔徴兵制〕への切り替えの誘惑。つまり神の王国の世俗化、専制国家へ

と踏み出す危険性があった。 

  ③＜イスラエル王制の理念の視点から逸脱の警告＞ 

a. 〔エゼキエル書３４章の警告〕 

イスラエルの王の牧者性の喪失と真の牧者を遣わす神の約束が述べられている。 

b. 〔サムエル記 後の章の意義〕 

サムエル記がこの出来事をもって終わっていることに大きな意味がある。というのは、

この人口調査の真の問題点は、サムエルが規定した王制の理念を根底から翻してしま

う危険があった。イスラエルが周辺諸国と何ら変わらない王制へと変質させてしまう

動機がダビデの心に潜んでいたからである。野心による王国の私物化が起こるならば、

神の民としての<聖>が喪失してしまう懸念があった。 

       c. 〔ダビデに見る牧者の心〕・・・Ⅱサムエル２４章１７節 

 

 

E.  ダビデにまさる真の王イエス・キリスト 

 

   ◆ダビデ以降、預言者サムエルの警告どおり(Ⅰサム８章参照)、イスラエルの多くの王が牧

者の心を失って行く。その結果としてイスラエルは亡国という憂き目に会う。預言者エゼキ

エルは、イスラエルの王の牧者性の喪失と真の牧者なるメシアを神がお遣わしになることを

預言した。 

◆エゼキエル書３４章にあるように、羊を知り、羊を養い、敵から守り、憩わせ、そして羊

のためにはいのちを捨てるという、そのような牧者こそイスラエルの真の理想的な王の姿な

のである。 

(1) 真の牧者としての王なる神 

① ＜エゼキエル書３４章＞ 
「まことに、神である主はこう仰せられる。見よ。わたしは自分でわたしの羊を捜し出し、これの世

話をする。牧者が昼間、散らされていた自分の羊の中にいて、その群れの世話をするように、わた

しはわたしの羊を、雲と暗やみの日に散らされたすべての所から救い出して、世話をする。わたし

は国々の民の中から彼らを連れ出し、国々から彼らを集め、彼らを彼らの地に連れて行き、イスラ

エルの山々や谷川のほとり、またその国のうちの人の住むすべての所で彼らを養う。わたしは良い

牧場で彼らを養い、イスラエルの高い山々が彼らのおりとなる。彼らはその良いおりに伏し、イス

ラエルの山々の肥えた牧場で草をはむ。わたしがわたしの羊を飼い、わたしが彼らをいこわせる。

――神である主の御告げ。――わたしは失われたものを捜し、迷い出たものを連れ戻し、傷ついた

ものを包み、病気のものを力づける。わたしは、肥えたものと強いものを滅ぼす。わたしは正しい

さばきをもって彼らを養う。」 

② ＜イザヤ書４０章１１節＞ 
「主は羊飼いのように、その群れを飼い、御腕に子羊を引き寄せ、ふところに抱き、乳を飲ませる羊

を優しく導く。」 

(2) 真の大牧者イエス・キリスト 

 ①マタイの福音書９章３６節 
  「群集を見て、羊飼いのない羊のように弱り果てて倒れている彼らをかわいそうに思われた。」 

 ②ヨハネの福音書１０章１０～１１節 
「わたしが来たのは、羊がいのちを得、またそれを豊かに持つためです。わたしは良い牧者です。良

い牧者は羊のためにいのちを捨てます。・・わたしは良い牧者です。わたしはわたしのものを知って

います。また、わたしのものは、わたしを知っています。・・わたしは羊のためにわたしのいのちを

捨てます。わたしが自分からいのちを捨てるのです。」 

  ③他に、イザヤ書５３章６節、Ⅰペテロ２章２５節、ルカ福音書１５章を参照。 

(3) 今日的課題 

  ●主イエス・キリストこそ神の王国を治める永遠の大牧者である。今日の教会に求められて
いるのは、大牧者の代理者として、牧者の心を持ったリーダーシップではないだろうか。  

  

 



 
 

旧約聖書概論 2  「旧約の歴史書」(ヨシュア記～列王記) 

 29

＜附 記＞ 

 
◆オランダ生まれのカトリック祭司であるヘンリー・ナーウェン（１９３２～１９９６）は、その

著『イエスの御名でー聖書的リーダーシップを求めて』(後藤敏夫訳、あめんどう社、1993 年)で、

荒野の誘惑の物語（マタイ４章１～１１節）とペテロの羊飼いへの召しの物語（ヨハネ２１章１５

～１９節）から２１世紀におけるクリスチャン・リーダーシップのあるべき方向性を提示している。 
 

[１]能力を示すことから、祈りへ 

誘惑－自分の能力を示すこと 

◆イエスの最初の誘惑は､自分の能力を示すことにあった。石をパンに変えるように、と。しかし、

イエスはあくまで御言葉を宣べ伝えるという使命に徹した。  

◆主の務め(ﾐﾆｽﾄﾘｰ)に携わる者が経験するおもな悩みの一つは、自己評価の低さに苦しむというこ

とである。人々にほとんど感化を与えることのできない自分に気づき、悩んでいる。心理学者、精

神療法士、結婚カウンセラー、医師のほうが、自分よりも信頼されているように思える。世俗化の

風潮の中で、クリスチャンの指導者は、ますます自分が対応力を失い、周辺に押しやられていると

感じ、この務めに留まる理由があるのかと、疑問を感じ始めている。 

◆しかし、それとはまったく異なる見方もある。うわべだけの自信に満ちた社会をよく見つめると、

『社会に適応できない』という感覚は、私たちが考えるよりはるかに広い範囲の人々に行き渡って

いる。クリスチャンの新しいリーダーシップの求められる場がここにある。現代世界の中にあって、

あえて異質であることを主張する者となる、それが神の使命である。そしてその使命は、成功の裏

に潜む苦悩と深く連帯し､そこにイエスの光をもたらすように私たちを導く。  

問い－「あなたはわたしを愛するか」 

◆この問いこそ、私たちを主の働き人たらしめ、自らの名声を求めずして、同時に真の意味で、確

信に満ちた者としてくれる。問われているのは、あなたがイエスと愛の関係にあるかだけである。  

訓練－ 観想的な祈りの訓練  

◆クリスチャン指導者に特に求められるものがあるとすれば、それは、「あなたはわたしを愛する

か」、と問い続けられる方のご臨在の内に住み、主の愛の内に憩う訓練を受けることである。これ

が観想的な祈りの訓練である。「神学」という言葉の本来の意味は、「祈りにおいて神と結ばれる」

ということである。クリスチャン指導者のリーダーシップは、受肉したことばであるイエスとの絶

えざる、親密な交わりに根ざしていなければならない。  

 

[２]人気を求めることから、仕えることへ 

誘惑－人の歓心を買うこと 

◆イエスが荒野で直面した「神殿の頂から下に身を投げて、御使いの腕に抱きかかえられるところ

を見せない」という第二の誘惑はまさに、人々の注目を浴び、大きな称賛を勝ち得る何かをして見

せることであったとナーウェンは受け止める。イエスはスタントマンになることを拒否された。 

◆今日の教会をよく見ると、牧師や祭司の間に、競争社会の影響を強く受けた個人主義が浸透して

いる。もし少しでも誇示できるチャンスがあれば、それは自分一人でしなければならないと、多く

の人は思っている。すべて自分一人で行なわなければという個人主義的指導者のイメージが支配的

なのである。  

務め－「わたしの羊を飼いなさい」  

◆イエスは相手を知ると同時に自分が知られ、世話をすると同時にこちらも世話をされ、赦すと同

時に自分も赦され、愛すると同時に愛される－。そのような傷つきやすい兄弟姉妹として羊を牧す

ることを望まれている。 

◆真の主の務めは、相互的でなければならない。つまり、信仰による共同体のメンバーが、自分た

ちを世話する牧者を真に知り、愛することができなければならない。もしそうでないなら、牧会の

業はすぐに、他者に対して狡猾に権力を行使するようになり、権威主義的で独裁的な色を帯び始め

るであろう。 

◆教会には、しもべとしての指導者、イエスを模範とするしもべとしてのリーダーシップこそが、

求められている。そしてそれは、この世の、教え仕えられることを求めるリーダーシップとは根本

的に異なっている。  
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[３]導くことから、導かれることへ  

誘惑－権力を求めること 

◆ハーバードからラルシュに移ったことでナーウェンが経験した 3 つ目のこと、それは導く者から

導かれる者へと変えられたということである。それまでナーウェンは、成熟していくとは、より大

きな指導力を発揮できるようになることだと考えていた。ところが、知能障害者やそのアシスタン

トと共に生きる共同体に加わるや、いままで自分の築いてきたものがすべて崩れ落ちた。直接的な

反応をする彼らを前に、ナーウェンは依然としてその場を支配しようとする指導者であった。しか

しそのような中で、ナーウェンはリーダーシップというものの主要な役割が、主に導かれることに

ある、という神秘を少しずつ学んだ。 

◆イエスが受けた第三の誘惑、それは権力への誘惑であった。「私は、この世の国々とその栄華を、

すべてあなたにあげよう」と、悪魔はイエスを誘惑したのである。イエスは、神の子としての「権

力」にしがみつくことなく、ご自身を無にして、私たちと同じようになられた。 

◆キリスト教史における最大の皮肉の一つは、指導者たちがそのイエスの御名を語りながら、権力

の誘惑、すなわち政治的、軍事的、経済的、あるいは道徳的、霊的能力という力の誘惑に、絶えず

負けてきたということである。権力を福音宣教の有効な手段であると考える誘惑は、あらゆる誘惑

の中でも最強のものであるとナーウェンは記す。 

◆その理由は、神を愛するより自分が神になるほうが、人々を愛するより人々を支配するほうが、

生命を愛するより、生命を所有するほうが、ずっとやさしいように思えるからである。荒野から始

まって十字架に至るイエスの道は、この愛を権力に置き換える誘惑との、もっとも苦悩に満ちた戦

いであった。  教会の歴史は、神の民が、ときには愛よりは権力を、十字架よりは支配を、導か

れる者よりは導く者になろうとする誘惑にさらされた歴史だと言える。権力からの誘惑は、互いの

親密な関係が脅かされているときに、最も大きくなる。  

チャレンジ－「ほかの人があなたを連れていく」  

◆イエスは 3 度ペテロに、「あなたは、この人たち以上に、わたしを愛するか」と問われ、そして

3 度彼を牧者に任命したのちに、非常に厳粛にこう言われた。 「まことに、まことに、あなたに

告げます。あなたは若かった時には、自分で帯を締めて、自分の歩きたい所を歩きました。しかし

年をとると、あなたは自分の手を伸ばし、ほかの人があなたに帯をさせて、あなたの行きたくない

所に連れて行きます。」ヨハネ２１：１８  

◆この聖句は、ナーウェンをハーバードからラルシュへと導いた御言葉であり、クリスチャン・リ

ーダーシップのあり方の核心に触れるものである。成熟とは、むしろ自分の行きたくない所に、喜

んで導かれて行けるようになる、ということである。クリスチャンの指導者がたどる道は、この世

が多大な精力を費やして求める上昇の道ではなく、十字架にたどり着く下降の道である。 

◆クリスチャン・リーダーシップに必要とされる、もっとも重要な資質とは、権力と支配によるリ

ーダーシップではなく、神の苦難のしもべであるイエス・キリストが人々の目の前で示された「無

力さとへりくだりのリーダーシップ」である。それは愛のためにはいつでも、権力を放棄すること

のできるような真の霊的リーダーシップである。霊的生活における無力さとへりくだりを持った人

とは、イエスに導かれる所ならどこへでも従う用意ができているほどイエスを深く愛する人、イエ

スと共にあればどこであってもいのちを見出し、しかもそれを豊かに見出せることをつねに信じて

いる人のことである。クリスチャン指導者は、いのちの糧を除いては、何も持たないで旅する徹底

した貧しい者であるべきである。貧しくあるということには、ただ自分が導かれる者になるという

リーダーシップを手に入れる可能性があるだけである。もしこれからの教会に、何らかの希望があ

るとすれば、その教会の指導者たちが、喜んで導かれる者となることによって、貧しい教会になる

ことである。  
 

むすび  

◆自分の能力を示そうとする関心から祈りの生活へ、人気を得ようとする気遣いから、相互になさ

れる共同の働きへ、権力を盾にしたリーダーシップから、神は私たちをどこに導いておられるのか

を批判的に識別するリーダーシップへと、私たちが移行することを主イエスは求めておられる。 

◆手を伸ばし、あえて下降する生涯を選び取る指導者のイメージ。祈る指導者、傷つきやすい弱さ

を持った指導者、主に信頼を置く指導者のイメージが最後に映し出されてこの本は閉じられている。 
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列王記  
 

1.  はじめに 

① 列王記は、その書名が示すように、ダビデの後継者ソロモンから南ユダ王国と北イスラエ

ル王国における歴代の王の治世を記録している。それらは、４百年弱の期間に及んでおり、

イスラエル王国の衰退の物語である。南ユダ王国には２０人の王が、また北イスラエル王国

には１９人の王が登場する。 ⇒35 頁【図１】、36 頁【図２】を参照。 

  

② ソロモンの治世の下でイスラエルはその絶頂期を迎える。その王国は父ダビデから引き継

いだものの 10 倍にも及んだ。しかしソロモンの死とともに、王制はすでに神がそれを通し

てご自身の<聖>を表わす媒体ではなくなっていた。この時から、エリヤをはじめとする預言

者の時代が始まるのである。イスラエルの王制の理念、つまり「神こそ真の王であり、人間

の王はあくまでも神の代理者にすぎない」とする理念が崩壊しつつあったときに、それに対

して断固“No!”と叫んだのが預言者たちであった。彼らは命をかけてイスラエルの王制の

理念を語り、王による国の私物化は亡国を招くことを警告した。その預言者たちの歴史観(申

命記的歴史観注１)を骨格として記されたのが「列王記」である。 

  

③ サムエル記の最後はダビデの人口調査とそれによる神のさばきの出来事が記されている。 

  士師記の時代にはイスラエルに常備軍はなかった。聖戦が布告されると戦いにふさわしい者

を士師が諸部族から召集した。ところが、王国時代には、いつでも動員できる軍隊が必要と

なってきた。最初の王サウルは傭兵を募って編成した(Ⅰサム１４章５２節)。ダビデもまた

同じことをしたが、より王に直属した特殊な部隊を編成した。サウルもダビデも歩兵隊しか

もっていなかった。戦線を拡大していたダビデは常に敵の戦車と遭遇した。彼は戦いに戦車

を用いたことは一度もなかったが、その確信が揺れ動くさまが垣間見られる。Ⅱサムエル８

章４節には「・・百頭を残して、そのほかはすべて腱を切って」とある。こうして、妥協の

くさびが打ち込まれた。こうして、イスラエルの中でも戦車が用いられるようになってしま

った。確かに最初に用いたのはダビデではなかった。彼の息子たち、アブシャロムとアドニ

ヤが、それもダビデに謀反を起した戦いの中で用いられた(Ⅱサムエル１５章１節、Ⅰ列王

記１章５節)。イスラエルが戦車隊を完全に採用するのは。ダビデの後継者ソロモンの時代

になってからである。それ以降の王国時代においては、イスラエルは隣国の軍備に歩調を合

せることになる。つまり「戦いにおける世俗化」が起こってしまった。ダビデの人口調査は

まさに戦いにおけるこの世俗化、つまり制度的な軍隊の導入への動機が潜んでいたのである。

それは神こそ勝利をもたらすという信仰の喪失を意味した。 

 

2.  列王記の主題 

    

   ◆列王記の主題は、 

消極的な意味においては、「世俗化が招いた王制理念の崩壊」、 

積極的な意味においては、「王法よりも神法」である。 

イスラエル王国の滅亡の歴史を媒介として預言者のことばが正しかったことを証明している。 

                                                  
注１  申命記に神が王制に語っている箇所がある。それは１７章１４～２０節である。しかし、ここにある主の王制の構

想は「他の国々」の王とは全く異なっていた。たとえば、王は律法を熟知した者でなければならず、主を畏れ、その

教えに従うことができるように、律法を自分のかたわらにいつも置いて、生きている限り読み返さなければならなか

った。さらに、王が主とその道から離れるように誘惑を受けるのは避けられないだろうということで、それに対する

安全策が講じられている。それによれば、王は三つのものを増やすことを禁じられた。第一は馬を増やすこと(これは

優れた装備を施した常備軍を置くこと)、第二は妻を増やすこと(これは近隣の王国と同盟関係を結ぶこと)、そして第

三は金銀をふやすことである。もしこれらの規制に王が従うならば、王は「同胞を見下して高ぶること」がないはず

である。このような条件のもとで、イスラエルは王を持つことが許されるという規定である。それは他の国々とはか

なり異なった国であり、平等平和主義的な、反軍国主義的な王国となるはずであった。このような申命記の規定に立

った歴史の解釈が申命記的歴史観といえる。 
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3.  列王記の構造 

 

Ⅰ列王 １章～１１章 Ⅰ列１２章～Ⅱ列１７章 Ⅱ列王１８章～２５章 

ソロモンによる統一王国

(40 年間) 
二つの王国の同時的歴史 南ユダ単一王国の歴史 

 

4.  列王記の概説 第一部 〔ソロモンによる統一王国〕・・・・・Ⅰ列王記１章～１１章 

 

(1) ダビデの後継者問題(１～２章) 

◆ダビデの後継者問題にのみならず、列王記には権力をめぐる人間の欲深い、罪深い問題に

あからさまに触れることになる。 

①〔王位継承の争いの原因〕  

ⅰ. ダビデが後継者を明示しなかったこと 

ダビデの心に子どもたちに対する傷があったのかも知れない。第一王子アムノンによる

異母妹タマルの陵辱事件(Ⅱサム１３章)。第三王子アブシャロムのアムノン殺害。そし

て父ダビデに対する反逆事件(クーデター)。それをもたらした父子相克の悲劇。注２ ア

ブシャロムは「人の心を盗んだ」(Ⅱサムエル１５章６節)とあるように、人心操縦術に

はたけていたが、本当の意味では人の心の奥底にあるものを知らなかった。結果的にク

ーテターは失敗に終わったが、父ダビデの悲しみは大きかった。アプシャロムはイスラ

エルという国が神の王国であるというその本質を知らなかったと言える。 

ⅱ. 子が多かったこと(ヘブロン時代には６人、エルサレム時代には１９人以上) 

   ⅲ. 長子相続(序列)の原則か、それとも序列に関係なく有能な器量ある子を選ぶか。王制安

定のためにどのような選び方が良いか。しかも王位継承者をだれにするかによってダビ

デ王朝の行く末が決まるとすれば、決断に悩まない方が不自然である。  

②〔王位継承を決定付ける一つの事件〕・・・アドニヤの反乱(クーデター) 

      ⅰ. 第四王子アドニヤは自分こそダビデの後継者となるべく即位式を執行。即位宣言により

宮廷は二分。焦点はアドニヤとソロモンに絞られる。アドニヤ陣営は召集軍の司令官ヨ

アブと大祭司エブヤタル。ソロモン陣営は母バテ・シェバ、傭兵隊隊長ベナヤ、祭司ツ

ァドク、預言者ナタン。 

   ⅱ. この事態の危険さ、つまり優柔不断さをいち早く察知して敏速に行動したのが、預言者

ナタンである。彼の行動は自己保身のためではなく、その動機は神のみむねなど眼中に

ない人物の手に王権が奪われることを阻止することにあった。ナタンにとって王位継承

者に関する神のみむねは明瞭であった。Ⅱサムエル７章１２節により、ダビデの信任す

る者がその後継者となること。このナタンの進言により、ダビデは後継者決定の決意を

し、祭司ツァドクによりソロモンは王としての最初の油注ぎを受けた。皮肉なことに、

アドニヤの反乱がソロモンの即位を早める結果となった。 

   ⅲ. アドニヤの問題点は、自分の対立する人々の存在について甘く見ていた。洞察力と判断

力の欠如。そして物事を慎重に秘密裏に進めていく計画性の欠如。特に、洞察力と判断

力はリーダーとして必須条件である。 

   ⅳ. アドニアのたくらみは、エルサレムで正式にソロモンの即位式が行なわれたことによっ

て失敗に終わった。ライバルは一掃され、ソロモンの王位は確立する。 

 

(2) ソロモンの王としての行政能力(３章～１０章)    

                                                  
注２   父子相克の原因。アブシャロムの母はゲシュルの王タルタイの娘マアカであった。ダビデとの結婚は政略的なも

のがあった。それゆえダビデのマアカに対する態度はやや冷淡であったかもしれない。ダビデが寵愛した女性は、ヘ

ブロン時代にはエグラ(彼女だけが妻と表記されている。Ⅰ歴代誌３章３節)、エルサレム時代にはバテ・シェバであ

った形跡がある。プライドの高い王女マアカとしてはダビデに対してこじれた感情を持ち、それが息子アブシャロム

の父親像にも反映したとしても不思議ではない。父ダビデはアブシャロムを愛していたが、アブシャロムはその父の

愛に気づかなかった。 
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①〔ソロモンに与えられた知恵〕(３章) 

      ⅰ. ソロモンが王となったとき、彼が最初に求めたことは、長寿、富、軍事力ではなく、国

を治めるための知恵であった。神はこのことを喜ばれた。神はソロモンに非常に豊かな

知恵と英知、そして広い心とを与えられた。３章１６～２８節には、その知恵のすばら

しい実例が記されている。 

   ⅱ. ダビデがソロモンに言い残したことばは、「強く、男しくあれ」「戒め、律法を守れ」と

いうものでした。ちなみに、Ⅰ歴代誌２８章９節を見ると、「主を知ること」と「主に

仕えること」―(この優先順位に注意しよう! )となっている。 

②〔支配領域〕 

ソロモンの支配領域は中東全域－ユーフラテス川からエジプトとの国境までーを含む(Ⅰ

列４章２１節)。これは、以前、神がアブラハムに約束したことの成就であった(創世記１

５章１８～２１節)。 

③〔行政機関〕 

   ⅰ. 中央の組織―高官官僚の存在(書記、参議、軍団長、政務長官、宮内長官、役務長官、王

の友。注３) ４章２～６節 

   ⅱ. 地方の組織―１２の行政区域を置き、守護を配置した。そしてそれぞれの区域から官僚

組織を支えるための一ヶ月分の食糧および税金を徴収した(４章７節、２２～２８節)。

これは、国を支えていくための財政機構の整備のためであった。しかし、ソロモンは自

分の出身部族であるユダからは食糧を取らなかった。この不公平税制は後に起こる南北

分裂の一つのきっかけともなる。また、守護の要所には自分の娘を与えて強固な結びつ

きを保った(４章１１、１５節)。 

   ④〔軍事機関〕 

   ⅰ. 父ダビデのおかげで外国征服のための戦いは不要であった。むしろ防備面に力が注がれ

た。守りの姿勢にも財政的負担が強いられる。国境沿いや国内の戦略的要地に「基地の

町」を建設(９章１５～１９節)。これらの軍事基地に、それまでなかった戦車部隊と騎

兵部隊を新設し、それを配備した(４章２６節、１０章２６節)。 

   ⅱ. 的確な情報収集のために、緊急連絡用の早馬を配備し(４章２８節)、これによって外敵

の侵略も内乱も、うかつには起こせない。こうしてソロモンの治世は全領域にわたって

平和があったと４章２４節は総括的に述べている。しかしこの平和は神ご自身の守りの

信仰によってというよりも世俗的な手段による平和へと傾斜して行きつつあった。 

   ⑤〔経済機構〕 

通商貿易の拡大によって膨大な富がもたらされた。注４ ツロの王ヒラムとの通商関係は

ダビデ時代からのものであったが、そこから良質の建築資材が提供された。他にも多方

面にわたる海外通商貿易があった。 

⑥〔建築事業〕 

王宮と神殿の壮大な建設事業。王宮には１３年。神殿建築には７年が費やされた。すべ

てフェニキヤ人の技術による。膨大な資金を必要とした。 

⑦〔外交関係〕 

   ⅰ. 比較的良好 

   ⅱ.  対エジプト・・ パロの娘をめとり婚姻関係を結んだ。これは政略的な結婚であった。 

   ⅲ.  対フェニキヤ・・ヒラム王とはダビデ以来の友好関係が保たれた。 

 

                                                  
注３  書記→秘書、事務全般。参議→翻訳、通訳、重要事項の記録。軍団長→全軍の指揮・監督。政務長官→１２の直轄

地を治める。宮内長官→王とその家族を支える人々の長。役務長官→国土開発、外国人労働者の統括。王の友→個人

的な助言者 
注４  ジョン・ブライトは『イスラエル史』の中で、ソロモンの行なった国際貿易事業がどんなに王室の富を増大させた

かを考証している(286～頁)。それはまさに「総合商社・ソロモン商事」の名をつけてもおかしくないほどのものであ

った。王室直営の産業・貿易活動の華々しさは、外国の元首たちの関心を引いた。ソロモンは父ダビデから受け継い

だ王国を資本として、これを大いに活用し、王室の金庫を父の代よりも数倍豊かにした。その意味ではダビデは良き

後継者を得た、と言える。しかし、ソロモンの死後、子のレハブアムが即位するや否や、反乱が起こり、王国は南北

に分裂する。この分裂の直接的な原因はレハブアムの愚かな態度にあるが、真の原因はソロモンにあった。その意味

ではソロモンは良き後継者とは言いがたくなる。 
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(３) ソロモン王の行政における問題点 (やがて王国に分裂をもたらす様々な要因)  

①〔膨大な富がもたらした慢性的な国家財政の危機〕 

  ⅰ.負担は国民に 

ソロモンの豪華な宮廷生活、国家的建設事業とそれを遂行するための官僚組織に払われ

る莫大な人件費によって、国家財政は「慢性的な支出超過」に陥っていく。そのつけは

もちろん国民に回ってくる。これは今日の日本の経済状況に似ている。 

  ⅱ.過酷な強制労働 

当時は征服地の住民を奴隷として強制労働させることは一般的なことであり、ソロモン

もそうした。しかしソロモンはイスラエルの民をも徴用して強制労働を課したのである

(４章６節、５章１３～１８節、９章１５節、１２章１８節)。このことはⅠサムエル記８

章１１節～１８節でサムエルが預言した通りである。奴隷の場合はもっと過酷な労働に

科せられ、多くの者が死んだ。このことが大きな不満として蓄積され、またユダ族への

優遇措置と合わさって、ソロモンの死後に国を分裂させる圧力となった(1２章１～４節)。

ソロモンの息子レハブアムの時代になって、強制労働の監督者(役務長官)アドラムが殺さ

れたのは、それを証明している(１２章１８節)。 

   ⅲ.庶民の貧困 

発展する商業は、貨幣経済の浸透とともに、富める者たちをさらに富ませ、貧しい者た

ちをさらに貧しくさせた。両階級間の格差は増した。もはやソロモンの心は庶民に向か

ってはいなかった。「もはや彼の心は父ダビデの心とは違って、彼の神、主と全く一つに

はなっていなかった。」(１１章４節) ソロモンはイスラエルの牧者のあり方を理想とす

る王の姿からはほど遠くなっていた。 

⇒富は人の心を狂わせる。ダビデの管理能力に学ぼう。Ⅰ歴代誌２９章１０節以降。 

 ②〔政略結婚がもたらしたツケ〕 

             同盟関係を結ぶ手段としての政略結婚は当時、当たり前のことであった。しかしこのこ

とが異教的な聖所を造ることを許し(１１章１～８節)。それが主の怒りを引き起こした

(同、９～１３節)。 列王記の著者はこれも王国分裂の一因であるとしている。 

 

 

ソロモンの手腕 
 

【聖書箇所】 １列王９，１０章 

＜解 説＞ 

 

１.  ソロモンのご用商人は、ケベ（キリキヤ）からヘテ人 

（ヒッタイト人）に輸出される馬の市場を支配した。 

２.  ヒラムは、ソロモンの神殿建設のために、木材を供給した。 

３.  ソロモンは、エジプトからヘテ人に売られる戦車の仲買をした。 

４.  ソロモンの貿易船団に、ヒラムは、熟練した水夫を送り込んだ。 

５.   この領土を通る交易はすべて課税された。通過する商人たちは、 

ここで必要物資を買わなければならなかった。 

６.   銅と鉄を精錬した。 

７.  シリヤからの鉄を、エジプトに輸出した。      

８.  銅の鋳造。神殿の器具をここで鋳造した。 

９.  金、銀、衣服、武器、香辛料、馬、騾馬を携えて外国の貴人が 

訪れた。 

１０.  経費のかかるアラビヤの陸路を避け、アラビヤやアフリカへの 

新しい海路を用いた。これはおそらく、シェバの女王との協定 

によって開かれたのであろう。 

１１.  オフィルから、ヒラムの船団が、金、びゃくだんの木材、宝石 

を運んだ。 

１２.  タルシシュの船団が、金、銀、象牙、さる、くじゃく、香辛料 

を運んで来た。                                                    〔J－ばいぶるマップ〕からの引用 
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＜附記＞        北イスラエル、およびユダ王国の年代表 

 

【図１】        北イスラエル王国の年代表 

 
●北イスラエル王国には１０の王朝に１９人の王が登場する。★印は極めて最悪な王 

 
●ヤロプアムはソロモンによって抜擢された有能な管理者であった。オムリは外国人の傭兵であり、エフーも

軍の将軍であった。エフーはオムリ王朝を倒すべくエリシャを通して油注がれた唯一の王である。 

●北イスラエルはヤロブアム２世によって、外見的には黄金時代を築いたかに見えるが、しかしそれはまさに

｢虫食いの大木｣であった。預言者ヨナ、アモス、ホセアの働きは、ヤロブアム２世の時に集中している。 

 

 

王 朝 王の名前 紀元前 治世期間 首 都 預言者 南北の関係 備 考 

 

①ヤロブアム★ 

 

９３２ 

 

２２年 

 

後々まで悪名を

残した。 ヤロブアム 

王 朝  

②ナダブ 

(暗殺) 

 

９１２ 

 

２年 

 

シュケム 

 

アヒヤ 

 

 

③バシャ 

 

９１１ 

 

２４年 バシャ 

王 朝  

④エラ (暗殺) 

 

８８８ 

 

２年 

 

テルツィア

 

エフー 
 

ジムリ 

王 朝 

 

⑤ジムリ 

(自殺) 

８８７ ７日   

 

対立時代 

北王国が二つに

分裂 

オムリ 

王 朝 

 

⑥オムリ★ 

⑦アハブ★ 

(戦死) 

⑨アハズヤ 

(病死) 

⑩ヨラム 

(暗殺) 

 

８８７ 

８７６ 

 

８５５ 

 

８５４ 

 

１２年 

２２年 

 

 ２年 

 

１２年 

 

サマリヤ 

 

 

エリヤ 

 

 

 

エリシャ 

 

 

協調時代 

 

 

アハブは政治的

には有能な王で

あったが、北王国

悪の王、そして

その悪妻イザベ

ル 

エフー 

王 朝 

 

⑪エフー 

⑫エホアハズ 

⑬ヨアシュ 

⑭ヤロブアムⅡ 

⑮ゼカリヤ 

(暗殺) 

 

８４３ 

８１６ 

８００ 

７８５ 

７４５ 

 

２８年 

１７年 

１６年 

４１年 

６ヶ月 

  

 

ヨナ 

アモス 

ホセア 

対立時代 

 

 

 

 

 

も繁栄した時

代であるが、社会

のひずみは大き

くなっていった。

シャルム 

王 朝 

⑯シャルム 

(暗殺) 

７４５ 
１ヶ月 

    

メナヘム 

王 朝 

⑰メナヘム 

(暗殺) 

７４５ 
１０年 

    

ベカフヤ 

王 朝 

⑱ベカフヤ 

(暗殺) 

７３６ 
２年 

    

ベカ 

王 朝 

⑲ベカ 

(暗殺) 

７３５ 

２０年 

    

ホセア 

王 朝 

⑳ホセア 

(投獄) 

７３２ 
９年 

    

 
７２２年 サマリヤ陥落とアッシリヤ捕囚 
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【図２】         南ユダ王国の年代表 
 
●南王国は、北イスラエル王国と違って王朝の交代がない。ただ、アハズヤのあとのアタルヤによる治世６年

間は、ダビデ王朝が中断した唯一の期間である。 

●マタイ福音書の系図と比較すると、系図の方では No.６～No.９が省略されている。省略の理由として、この

４人が家来によって殺されたことが考えられる。 

●王の評価の基準は、「主に忠実だったか、偶像礼拝に傾いたか否か」であり、必ずしも王の政治的手腕や世

俗的業績についての評価ではない。 

●ユダ王国の宗教改革は、周辺諸国、特に、アッシリヤやエジプトの衰退と密接な関係がある。 

 
 

王 名 紀元前 治世期間 評 価 預言者の活動 南北関係 備 考 

１ レハブアム ９３２ １３年 悪 ユダ王国第三代目の王 

２ アビヤム ９１６ ３年 悪  

３ ア サ ９１４ ４１年 ○ 善 

 

対立時代 

 

分裂王国 

時代 

徹底的な宗教改革を断行 

４ ヨシャパテ ８７４ ２５年 ○ 善 
宗教改革の報酬としての平

和と繁栄 

５ 
ヨラム 

     (戦死) 
８５０ ８年 悪 

妻の影響でバアル礼拝を許

容する 

６ 
アハズヤ 

     (暗殺) 
８４３ １年 悪 

協調時代 

 

７ 
アタルヤ 

    (暗殺) 
８４３ ６年 ●最悪

ヨラム(北王国の王)の妻、

イザベルの娘 

８ 
ヨアシュ 

    (暗殺) 
８３７ ４０年 ○ 善 

大祭司エホヤダにより即位

する 

９ 
アマツヤ 

    (暗殺) 
７９８ ２９年 ○ 善  

１０ 
ウジヤ 

(アザルヤ) 
７９０ ５１年 ○ 善 

晩年、高慢になりらい病に

なる 

１１ ヨタム ７３９ １６年 ○ 善 
民は偶像礼拝と不正に走っ

た 

１２ アハズ ７３５ １６年 悪 バアル礼拝を再び導入 

１３ ヒゼキヤ ７２０ ２９年 善 
宗教改革 エジプトと同盟

を結ぶ 

１４ マナセ ６９２ ５５年 ●最悪
アッシリヤに従属する 

偶像礼拝を再び導入 

１５ 
アモン 

     (暗殺) 
６３８ ２年 悪 

アッシリヤの国家宗教を導

入 

１６ 
ヨシヤ 

     (暗殺) 
６３７ ３１年 ◎最善

律法の書による宗教改革を

断行する 

１７ 
エホアハズ 

    (獄死) 
６０７ ３ヶ月 悪 エジプトの属国となる 

１８ エホヤキム ６０７ １１年 悪 
エジプトによって即位させ

られる 

１９ エホヤキン ５９７ ３ヶ月 悪 
エレミヤの預言の巻き物を

焼く 

２０ 
ゼデキヤ 

    (獄死) 
５９７ １１年 悪 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イザヤ 

 

   ミカ 

 

 

 

 

 

 

 

預言者 

空白時代 

 

エレミヤ 

(624 活動) 

 

 

 

 

エゼキエル 

対立時代 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

722 サマリヤ

陥落 

 

ユダ単一 

王国時代 

 

 

 

 

612 ニネベ 

  陥落 

新バビロン帝

国台頭 

 

597 第一捕囚

586 第二捕囚

582 第三捕囚

ネブカデネザル王に反抗し

捕囚の身となる 

 ５８６年 

エルサレム陥落(神殿が破壊される)バビロン捕囚 (列王記第二 ２５章２、８節) 
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5.  列王記の概説 第二部 〔二つの王国の同時的歴史〕・・・Ⅰ列１２章～Ⅱ列１７章 

 

 

Ⅰ列王 １章～１１章 Ⅰ列１２章～Ⅱ列１７章 Ⅱ列王１８章～２５章 

ソロモンによる統一王国 二つの王国の同時的歴史 南ユダ単一王国の歴史 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.  分裂王国における初期の王たち      (Ⅰ列１２章～２２章) 

     ◆ソロモンの統治の終わりは、イスラエルの歴史における頂点であった。礼拝、政治、教育

のすべてにおいて最高水準に達した。神の目的はイスラエルを通して目に見える形をとって

展開されるかに見えた。 

 

(1) 神の怒りによる分裂の預言(１１章) 

①〔ソロモンによる異教礼拝の罪のさばきとしての分裂の預言〕(１１章９～１３節)  

    ◆ここではまだ国の滅亡について預言されていない。 

②〔神による敵対勢力の台頭〕(１１章１４～２６節)  

ⅰ.南方・・エドム人のハダテ ⅱ. 北方・・ダマスコのレゾン ⅲ. 内部・・ヤロブアム 

③〔預言者アヒヤによるヤロブアムに対する預言〕(１１章３１～３９節)  

◆ソロモンの手から王国を引き裂いてヤロブアムに１０部族を与えるという預言。ソロモ

ンはヤロブアムを殺そうとするが、彼はエジプトに逃れた。ソロモンが死ぬまで。 

 

2) 王国が分裂に至るまでのいきさつ(１２章) 

①〔ソロモンの死後、シェケムでのレハブアムの王位継承即位式〕 

   ◆この場所が選ばれた政治的意図 

ⅰ.北方の諸族の宗教的政治的中心地であった。 

ⅱ. 北方・北方の１０部族の忠誠を受けるため  

②〔レハブアムの事情をわきまえない判断がもたらした分裂の糸口〕 

ⅰ.レハブアムの行政のために選んだ長老の知恵ある熟練者の意見を退け、若者たちの意見

に従った。このことによって国の大半を失うこととなる。 

    ⇒長老たちの意見・・「統一と平和の維持のために民の言い分を聞き、民に仕えよ」 

    ⇒若者たちの意見・・「圧迫政策によって、権力を誇示せよ。強い姿勢で民に臨め」 

ⅱ. それは「主がそうしむけられた」(１２章１５節)という表現の中に、王国分裂が神の審

判として理解すべきことが示されている。１１章２９～３１節の預言の成就。 

ⅲ. 北方の１０部族はヤロブアムをエジプトから呼び寄せて、レハブアムに対し、「過酷な

労働と重税の軽減」を求めたが拒否されたことによって分裂・独立を宣言した(１６節)。

レハブアムはこの反乱に対して鎮圧しようとしたとき、主は神の人シェマヤを遣わし、

この出来事が主から出ていることを示された。レハブアムは主のみことばに従ったこ

とによって、災いの中にも祝福の道を進み、ユダ王国は長く続くことになる。 

ⅳ. しかし、北イスラエルと南ユダの対立はこうして始まり、この対立は民族意識となっ

て、実に新約時代までも長く尾を引くことになるのである。 

分裂した二つの王国―その同時的歴史(Ⅰ列１２章～Ⅱ列１７章) 

A.  分裂王国における初期の王たち      (Ⅰ列１２章～１５章) 

B. 両王国協調の時期-預言者台頭の時代- (Ⅰ列１６章～Ⅱ列９章) 

<預言者>・・エリヤ、エリシャ 

C.  北イスラエルの衰退と滅亡        (Ⅱ列１０章～１７章) 

     <記述預言者>ヨナ、アモス、ホセア、等 
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(3) ヤロブアムの罪(１２章) 

①〔ヤロブアムがソロモンに反逆するようになった理由〕(１１章２６～４０節) 

ⅰ.  本来、ソロモンの家来で手腕家であった。その仕事ぶりはソロモンに高く評価され、

管理者として抜擢され、ヨセフの家(マナセとエフライムの部族)を任せられていた。 

ⅱ. しかし預言者アヒヤを通して北の１０部族の王となるべく預言を受ける。そのためソ

ロモンはヤロブアムを殺そうとし、彼はエジプトに逃れた。 

ⅲ.  ソロモンの死後、レハブアムがその後継者として即位したことが知らされ、北方の指

導者たちは彼を呼び寄せた。そして彼は強制労働と重税の軽減を求めて抗議する。し

かしこの抗議が拒絶されたことにより、反逆を決意、分裂を招いた。その時に<ヤロブ

アムの罪の道>注１ が導入された。その＜罪の道＞とは宗教的反逆のことである。 

②〔宗教的反逆とは〕 

   ◆エルサレムの神殿と対抗するために宗教的なことが確立されなければ、やがて人々の心

は移り、北イスラエル王国の政治的統一の権威は減衰していくことをヤロブアムは知って

いた。そこで彼が取った具体策は・・・・ 

ⅰ.  <偶像礼拝の導入> 

金の子牛の偶像を造り、それを礼拝の対象とした。エルサレム神殿の契約の箱に代わ

るものとして考えられた金の子牛は、カナン宗教と巧みに融合し、性的乱交を許すど

ころか、それを奨励するタイプの宗教として次第に民衆に根付いて行った。金の子牛

の一つはダンに、もう一つはベテル(北イスラエルにおいては南の端)に安置され、礼

拝所が設けられた。このことは預言者アヒヤから「これまでのだれよりも悪いことを

した」として糾弾される(１４章９節)。「これまでの」とは、王としてこれほど大規模

で組織的、国家的な偶像礼拝制度はなかったという意味である。 

ⅱ.  <祭司規定の違反> 

礼拝に仕える祭司はレビの子孫でなければならなかったが、ヤロブアムは一般の者た

ちから志願させ、その中から任命した。その背景には、真の祭司やレビ人は、彼らの

名誉にかけて、ヤロブアムの不法な政策に参加するよりは、生計の道を失ってもエル

サレムに行くことを選んだからである。Ⅱ歴代誌１１章１３～１４節参照。 

ⅲ.  <祭りの創設>・・宗教的行事を、期日を変えるなどして巧みに取り入れられた。 

 
◆このように、宗教が政治的に利用され、権力維持の道具として利用される。この精神こそ、まさしく偶像

礼拝の心理である。支配者はおおむね、自分の権力を絶対化したがるものである。自分が獲得した権力を維

持するために、あらゆる方策を考え、強行しようとする。例えば、徳川幕府の鎖国政策は、建前は西洋の侵

略を防止するためとしたが、真相は徳川家の権力の確立と保持のためであり、キリスト教禁教政策も、この

宗教が幕府権力の絶対化を根底からおびやかすものと考えたことに他ならない 

◆イスラエルにおいても、王家の権力を絶対化しようとする動きはしばしばあった。王に対する批判は許し

てはならない。王は何をやってもよいのだ、という姿勢を最も露骨に示したのは、アハブ王の妃イゼベルで

あった。それがⅠ列王記２１章の「ナボテのぶどう畑」事件である。アハブが「イスラエル史上最悪の王」

とされたのは当然のことである。このような王の姿勢は国の私物化を目指すものであり、「王の国の私物化

は亡国を招く」とする預言者の声を無視するものであった。預言者たちは「王法は絶対ではない、王法の上

に立つ神の法があり、王も民もこれに従うなら祝福され、これを無視するならばイスラエルは神にさばかれ

る」と叫び続けたのである。イスラエルの歴史はまさに預言者たちが正しかったことを証明している。この

ことは、現代においても変わることのない真理である。 

 

 

(4) 分裂後の最初の８６年に限っての両王国の比較 

                                                  
注１  列王記の中に「ヤロブアムの道を歩む」という慣用句がある(１５章３４節、１６章２節)。その道とは｢悪い道｣ 

(１３章３３節)であり、｢罪の道｣であった。これは列王記の特徴を表わす鍵語である。罪は南北両王国にあったにもか

かわらず、ヤロブアムの罪の道は後継者となる２０人のすべての王によって踏襲され、その結果として滅亡へと向かわ

せた。北イスラエルの王の年代記を見ると分かるように、北イスラエルは、いつも反逆者によって王権が交替する不安

定な歩みをしていることがわかる。 
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南ユダ王国 北イスラエル王国 

① レハプアム(悪)・・・・１７年 

② アビアム (悪)・・・・ ３年 

③  ア サ  (最善)・・・４１年 

④  ヨシャパテ(最善)・・・２５年 

① ヤロブアム (最悪)・・・２２年 

② ナダブ   (悪)・・・・ ２年 

③ バシャ   (悪)・・・・２４年 

④ エ ラ   (悪)・・・・ ２年 

⑤ ジムリ   (悪)・・・・ ７日 

⑥ オムリ   (最悪)・・・１２年 

⑦ アハブ      (最悪)・・・２２年 

⑧  アハズヤ   (悪)・・・・ ２年 

約 ８６年 約 ８６年 

a. この表を見ると、イスラエルは、同じ時期にユダの２倍の王が統治したことがわかる。 

b. イスラエルを統治した８人の王がみな悪い王であったのに対し、ユダを統治した４人の王のう

ち、最も長く統治した王(８６年のうち、６６年)は最も善い王であった。 

c. ユダ王国は世襲制、しかしイスラエル王国は預言者による指名と人々の支持や人気によった。

したがって政治的にも、宗教的にも安定性に大きな違いを生じた。イスラエルでは１９人の王

のうち、８人までが暗殺されている。 

 

 

B.  両王国協調の時期 ―預言者台頭の時代―      (Ⅰ列１６章～Ⅱ列９章) 

 

(1) オムリ王朝の台頭  ⇒【附記＜図１＞ 北イスラエル王国の年代表】レジュメ３５頁参照。 

①列王記は１６章２９節より２２章４０節まで、アハブ王の治世とその時代の出来事につい

て極めて大きなスペースを割いている。ここには分裂王国時代を背景として形成されてき

たイスラエルの預言者職の位置付けがある。具体的にはエリヤの活躍であり、その権威は

やがてエリシャに受け継がれていく。二人ともオムリ王朝の時代に活躍した預言者である。

ところで、オムリ王朝の時代とはいったいどのような時代であったのであろうか。 

  ②＜オムリ王朝＞ 

オムリとアハブの父子の時代に北王朝は繁栄を極める。その成功の要因はシドン(フェニキ

ヤ)との同盟である。ヤロブアム王朝、バシャ王朝時代には対立していた南北は、第三王朝、

つまりオムリ王朝のアハブの代になって友好関係を結んだ。ユダの王ヨシャパテはその友

好のあかしとして、自分の息子ヨラムの嫁にアハブの娘アタルヤを迎えた。ところが、こ

のアタルヤとその母イゼベルは、とんでもない恐るべき女性であった。この同盟のもたら

したツケは宗教面において特に大きかった。アハブとその妻イゼベルは、聖書では北王国

の最悪の王、最悪の妻として評価されている。 

 

(2) 同盟の意図するところ 

  ①〔貿易立国として繁栄をもたらすため〕 

アハブの政策は、ダビデ、ソロモン時代の政策の復活であった。シドンとの同盟の効果

を最大にするためには、南王国とも平和関係に入って通商貿易の道を大きく開く必要が

あった。その意味では、アハブは政治面においては北王国のソロモンと言えるほどであ

り、北王国に文明開化をもたらした。 

  ②〔敵アラムの脅威を防ぐため〕 

 

(3) 同盟がもたらした危機 

  ①〔宗教的混交の危険〕 

フェニキヤは文化的先進国であった。例えばソロモンの神殿建設において、材料のみな

らず、建築様式の技術的援助を受けている。それに比べてイスラエルは後進国である。

アハブの妻イゼベルはイスラエルの国全体を文化的先進国にするために、母国の宗教を
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イスラエルに移植しようという野心があった。注２ それゆえ、彼女にはフェニキヤの像

に仕えるお抱え預言者たち８５０人を迎えている。 

  ②〔弾劾政策の施行〕 

こうした風潮に対して猛然と反対運動を起こしたのがイスラエルの預言者たちであっ

た。しかし、イゼベルは夫アハブの尻をたたき、イスラエルの預言者に対する徹底的な

弾劾政策へと踏み切らせ、その結果、多くの預言者が投獄、処刑される結果となった(Ⅰ

列王１８章４節)。 

 

(4) バウル宗教の本質・・偶像礼拝すべてに共通するもの 

  ①〔混交宗教(多神教)〕 

A 宗教、B 宗教、C 宗教のそれぞれの良いところを抜き出し集めて作られた多元宗教。

それゆえ信仰は絶対的なものではなくなる。イスラエルの信仰はそのような混交宗教を

受け入れる余地のないものであった。 

  ②〔人間性解放の神学〕 

   ⅰ. <欲望の無限肯定> 

この場合の人間性とは、罪に汚染された人間性に他ならない。その人間性が解放する

ということは、欲望の無限肯定、欲望の絶対化を意味する。 

   ⅱ. <束縛するものからの解放> 

この場合の束縛とは、「～すべし」「～すべからず」という神の律法である。神の律法

はまさに人間の欲望を抑圧するものであり、イゼベルに言わせれば、実に時代遅れの、

人間性を圧迫し萎縮させるものとなる。この律法の束縛を取り外して、ただ儀式だけ

のものにすることができればメデタシなのである。日本の宗教のあらゆる儀式を見よ! 
     ③〔象徴する出来事〕 

神によって分配された土地はみだりにその所有権を移動してはならなかった。この律法

に公然と挑戦した悪質な事件が「ナボテのぶどう畑事件」(２１章)であった。 

 

(5) 公然と立ち向かった預言者エリヤ 

①〔イスラエルの預言者の典型〕 

神のことばのみを武器として王に真っ向から対決する神の人 

②〔エリヤの神観と対神姿勢〕 

「私の仕えているイスラエルの神、主は生きておられる」(Ⅰ列王１７章１節)・・「私の仕

えている」= 直訳は「私がその御前に立つところの」の意味。エリヤの力の秘密は、

常に主の前に立つところにあった。神の臨在を信じ、その中に生きる人であった。それ

ゆえエリヤはアハブの前に立っても、王を少しも恐れなかった。エリヤは王の前に立っ

ている以上に、主の御前に立っていたからである。 

③〔カルメル山上の対決〕(Ⅰ列王１８章) 

二度にわたって全精力を注ぎ出す戦いであった。一つは天から火を呼び下す戦い、もう

ひとつは大雨をもたらす祈りの戦いであった。この戦いでバアルの預言者たちはみな殺

された。 

 

(6) 預言者エリヤと後継者エリシャの登場 

①〔燃え尽きたエリヤ〕(１９章) 

    ⅰ.<イゼベルの脅迫> 

敗北が９９パーセント確定している中でも、イゼベルは次の打つ手を考えることので

きた超人的な猛女であった(１９章２節)。 

   ⅱ.<エリヤの反応> 

                                                  
注２  イゼベルはフェニキヤにあるツロとシドンの祭司である王エテバウルの娘であり、政治的同盟のためにアハブと結

婚した(Ⅰ列王１６章３１節)。彼女はバアルの信奉者として、４５０人のバアルの預言者と４００人のアシュラの預

言者を抱えており(Ⅰ列王１８章１９節)、主の預言者たちを迫害して殺した(Ⅰ列王１８章４節)。彼女は異邦の絶対的

専制君主の考え方でナボテを謀殺し、そのぶどう畑を取り上げた(Ⅰ列王２１章１～１６節)、後に、主はエフーの手

によってイゼベルに血の報復をした(Ⅱ列王９章７節、３０～３７節)。 



 
 

旧約聖書概論 2  「旧約の歴史書」(ヨシュア記～列王記) 

 41

「彼は恐れて立ち」→原典「彼は見て立ち」。いったい彼は何を見たのか。 

a. 事態の急変 

民衆の急変。民衆はかつてのイゼベルの容赦ない宗教弾圧を思い出し、恐怖に襲

われた。 

b. 失望落胆の霊 「主よ、もう十分です。」(４節)  

今までの苦労は全部、水泡に帰したという敗北感。 

    ⅲ.<エリヤの失意の原因>(１０、１４節のつぶやきから) 

a. 熱心さ 

激しい緊張の後に襲う空虚感。カルメル山での世紀の対決において、多大な打撃

を与えたにもかかわらず、何の影響もイゼベルに与えていなかったことを知った

空しさ、そして厭世観。注３ 

b. 自分だけが 

忠実に責任を果たしているのは自分だけではないかという思い。自分がいなけれ

ばこの国はどうにもならないという意識。この自我が崩れると虚無感に襲われる。 

②<エリヤに対する新しい啓示> 

  ⅰ. <エリヤの新たな使命> 

偶像に対する戦いを継承する者たちに対して油を注ぐ。具体的にはアラムの王ハザエル、

オリム王朝の将軍エフー、注４そして自分の後継者エリシャである。オムリ王朝が北イス

ラエルの民の宗教性に与えた悪影響ははかりがたものがあった。そのオムリ王朝を倒す

べき人物として有望視されたのが将軍のエフーであった。また預言者エリシャは多数の

弟子を作り、その影響力を民衆の間に浸透させていった。イゼベルによって導入された

邪悪なバアル礼拝とオムリ王朝はやがて壊滅する。 

    ⅱ. <残りの者の思想> 

神はエリヤに偶像バアルにひざをかがめない者たちが７千人いることを知らせた。そ

の中には<預言者のともがら>も含まれていたと考えられる。 

③<後継者エリシャという人物と召命について> 

ⅰ. エリシャがエリヤの弟子となったのは、疑いもなく青年の日のことである。彼はいつ

もの通り農作業に精を出していた。１２のくびきの牛を使っていたというから、彼の

家は裕福な農家だったに違いない。少なくとも１１人の使用人が畑で耕していたと思

われる。そこに突然、後ろから自分の肩に外套がかけられたので驚いた。振り向くと

そこにエリヤがいた。・・・・ 

ⅱ. この「外套をかける」という行為の意味は何か? これは私の弟子となれという、否、

「神のしもべとして献身せよ」という召命を象徴する行為である。さらには「私の後

継者になるのだ」という意味もエリシャは感じたかも知れない。考慮、思案、検討・・

そうした人間的選択の余地のない召命であり、従うか、あるいは拒むか、という神の

意志の厳粛な迫りであることをエリシャは悟った。こうして資産家の家の跡取りたる

権利を捨てて、家族や知人に献身の決意をハッキリと告げて袂を分ち、エリシャはエ

リヤに従ったのである。つまり、ここにエリシャはエリヤの弟子、従者となったので

ある。注５ 

                                                  
注３

  「燃え尽き症候群」について。この「燃え尽き」という用語は、１９７０年代の中頃、米国の精神科医、H・J・フ

ロイデンバーガーが使った。その用語の定義は「自分をささげてきた仕事、生き方、対人関係など結果が期待はずれ

に終わることによりもたらされる疲労、あるいは欲求不満の状態」である。燃え尽き症候群に陥る傾向の人は、設定

した目標に向かって努力するタイプの人。真面目で、誠実な人が多い。気楽で、のんびりしている人は燃え尽きるこ

とはない。「過労死」は「燃え尽き」の終局点である。 
注４

   エフーはオムリ王朝を壊滅すべく、預言者エリシャの弟子からも油注ぎを受ける。北イスラエルの王で預言者から

油注ぎを受けたのは、唯一エフーだけである。エフーの王としての業績は、アハブ王朝に対する神のさばきを行った

ことと、バアル礼拝を根絶したことである。しかしヤロブアムが導入した金の子牛礼拝はやめなかった(Ⅱ列王１０章

２９節)。なぜなら、エルサレムでの真の神礼拝を奨励すれば、自分が得た地位が危うくなることを恐れたためである。 
注５

  <東洋的な教育法> と  <西洋的な教育法>: (千代崎秀雄著『主の前に立つ』より) 

◆東洋的な教育法は「師→弟子」関係による教育法である。武芸にせよ芸能にせよ、およそ芸というものはこの教育

法といえる。つまり、師につく、弟子入りするという場合、師は決して知識を伝える講義などはしない。弟子はもっ

ぱら水汲み、薪割、炊事、洗濯、そして師匠の肩や腰を揉まされる。なんのことはない無給無休の雑役婦(夫)である。
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ⅲ. 後継者となることは、何よりもまず忠実な従者になることによって資格づけられる。

よい例はモーセにおけるヨシュアである。この「従者→後継者」という図式には正当

な理由がある。 

ⅳ. エリヤの外套・・それはエリシャの召命の日、象徴的に一時エリシャの肩にかけられ

たが、その後はなおもエリヤの身を覆うものであった。しかしこの日、すなわちエリ

ヤの昇天の日に、それはまさしく師の形見としてエリシャに譲り渡された。それは単

なる物品の譲渡ではなく、この日、エリシャは師の霊の遺産を間違いなく継承したの

である。 

④<後継者エリシャに託された使命は何か> 

     ⅰ. イスラエルには様々な預言者的集団があった。王のお抱え預言者たちは、主の名によ

って語ると称しながら、王の気に入りそうなことを言うだけの「お雇い預言者」であ

った。そうした職業的預言者に対して、真の預言者は王を批判することをもためらわ

ない。もし王が主の御旨に背くなら、即刻、怒って警告を発し、それに聞かなければ

非難をも敢えてする。このような真の預言者の系譜をエリヤから受けて後代に継承せ

しめること、これがエリシャに託された使命であった。 

     ⅱ. こうした働きのために、エリシャは師エリヤが与えられていた霊の力を二倍与えられ

ることを願った。そしてその願いは答えられた。 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                      
ところが、こうして日常絶えず師に接している中で非言語的情報による伝達、蓄積が知らず知らずのうちになされて

いく。およそ名人と言われるような人はそのようなところがある。その師の一見なんでもない行動、身のこなし、な

にげない一言が積み蓄えられて、あるレベルに達したときに、ある日突然、目が開かれたように弟子は「極意」を悟

るのである。 

◆これに対し、西欧的教育は言語的情報に偏る傾向がある。この種の教育で伝わるのは、主として知識であって、教

育する側の生き方が伝わるという教育の本質は見過ごされる危険がないではない。信仰の世界において特にこのこと

は重要だと思われる。講義やゼミによっては「神の人」はつくられない。神の人に接することによってしか、神の人

は創られない。エリヤとエリシャの関係はそういうものだった。「常住坐臥」「寝食をともにする」このことばがいか

にもピッタリする生活を、エリヤのそばでエリシャは何年送ったことだろうか。次にエリシャが聖書に登場するのは、

Ⅱ列王２章、まさに後継者エリシャが確定する場面である。 

 

 エリヤ エリシャ 

 

活動期間 

出  身 

居  住 

気  質 

 

特  徴 

 

 

 

 

 

 約２０年 

貧しい地域の出身 

人々から離れた荒野、村落 

激情型(勇敢さ⇔失意) 

 

バアルの預言者との激しい戦い 

(カルメル山の対決) 

審判と律法の厳格さの預言者 

バプテスマのヨハネの型 

竜巻に乗って昇天 

 

約６０年 

裕福な農家の出身 

町の中に住み、多くの人々と接した。 

温厚型(穏やかで、自己制御できた人) 

 

憐れみに満ちた１０の奇跡のわざ 

(預言者の中で最も多くの奇跡を行っ

た) 

恵みと優しさの預言者 

イエス・キリストの型 
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C.  北イスラエル王国の衰退と滅亡 (Ⅱ列１０章～１７章) 

   

(1) 経済的繁栄を謳歌した時代 

◆エフー王朝の第４番目の王は、北イスラエルの初代の王と同じ名前を持ったヤロブアム

Ⅱ世である(１４章２３～２９節)。彼は４１年間王位にあった。この時、外面的には未曾

有の繁栄をもたらした。なぜ、イスラエルは繁栄することができたのか。神に背き、偶像

礼拝を続行しているのに、なぜ神はダビデのときのような繁栄を与えられたのか。ヨナを

通して語られた神のことば⇒Ⅱ列１４章２６～２７節参照。ここには律法を守れば祝福と

繁栄という単純な歴史観とは異なる歴史観が見られる。それは神の限りない恵みとあわれ

みである。神は悔い改めを待たれる神である。 

   

(2) 記述預言者の出現 

    ◆ヤロブアムⅡ世の頃に、記述預言者と呼ばれる預言者たちが活躍するようになる。ヨナ、

アモス、ホセアである。それまでの預言者エリヤやエリシャの語ったメッセージは書物と

してまとまったものは残されていない。イスラエルの預言者の大切な働きの一つは、その

時代に対するメッセージである。神から離れて間違った方向に進んでいる王や民に対して、

悔い改めを迫るメッセージであった。 

   

ア

モ

ス 

<使信の特徴> 社会の公義と正義を訴えている(アモス５章２４節)。 

◆国の経済的繁栄とは裏腹に、正義は曲げられ、強い者が貧しい者を虐げている社会であった。 

預言者アモスは、宮廷や富裕階級のぜいたくぶりを糾弾している。アモス６章４～７節参照。さま

ざまなひずみが積み重なり、神の民としての連帯性は喪失していた。 

ホ

セ

ア 

<使信の特徴> 契約を破ったイスラエルに対する神の限りない愛と恵みが切々と語られる。 

 ◆ホセアは不貞を働いた自分の妻ゴメルを再び引き取り、愛せよと神から命じられる。その結婚生

活を通してホセアは、神のイスラエルに対する愛と苦しみとを体験させられる。ホセアとゴメルと

の関係は神と淫行を続けるイスラエルの民との関係である。神はその民を愛しつづけようとする。

同時に神のさばきも語られる。と同時に、主の回復と主を知ることを切に求めることを訴え続ける

(ホセア６章１～３節)。これは同時に２１世紀に生きる私たちへのメッセージでもある。 

 

 (3) サマリヤ陥落とアッシリヤ捕囚  (Ⅱ列１０章～１７章６節) 

     ①北王国最後の王ホセアの謀反・・イスラエルがエジプトと手を結ぶことに気づいたアッシ

リヤの王は、三年にわたる包囲の末、サマリヤを陥落させた。Ⅱ列１７章４～６節。 

   ②神のさばきとして用いられたアッシリヤ。アッシリヤは非常に残酷な民族であった。彼ら

は他の国々からの略奪品の上に自分たちの王国を建てた。その政策は、 

    ⅰ. 分散移住 

   ⅱ. 強制的な民族混合(雑婚政策) 

これによって民族の純粋性を失わせ、民族的アイデンティティを喪失させてしまった。 

  

(4) 北イスラエル王国滅亡の理由  (Ⅱ列１７章７節～１８節) 

   ①「こうなったのは・・」神のさばきとしての理由が述べられている。それによれば、異邦

人の風習に習い、偶像礼拝を繰り返し、主の再三の警告を無視したためである。 

   ②神は神の民を通してご自身の<聖>を現わそうとされた。しかしその実質は実らなかった。

神の王国の理念は空洞化し、神の民としての存在意義は喪失してしまった。 

③ ここで注意したいことがある。それはイスラエルの民の意識によれば自分たちが礼拝して

いるのは決して外国の偶像ではなく、イスラエルの神に礼拝をささげている、と信じて疑

わなかった点である。しかしその信仰の実体は「繁栄のという名の偶像礼拝」であった。

もし私たちが信仰生活をしていたとしても、「自分の幸福」が最大関心事で、その実現が

目的であるような信仰だとしたら偶像礼拝と何ら変わらない。偶像は「自分のために」造

られるのである(出 20 章)。 
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―捕囚され、雑婚を強いられた北イスラエルの民ー 

 

 

 

 

６. 列王記の概説 第三部 〔南ユダ単一王国の歴史〕・・Ⅱ列１８章～２５章 

 

 

Ⅰ列王 １章～１１章 Ⅰ列１２章～Ⅱ列１７章 Ⅱ列王１８章～２５章 

ソロモンによる統一王国 二つの王国の同時的歴史 南ユダ単一王国の歴史 

 

 A. 周辺諸国の時代的背景とアハズ王に対する預言者イザヤの警告(Ⅱ列１６章～１７章) 

 (1)＜二つの強大国の狭間で＞ 

◆イスラエル、ユダ両王国の分裂後、最初の脅威となったのは、再び力を取り戻し始めた

エジプトである。しかしそれ以上に深刻、かつ重大な脅威となったのは、興隆期に入った

アッシリヤ帝国であった。この二つの強大国の間に立って、イスラエルもユダ王国もその

対策に苦慮することとなる。 

(2)＜アハズの外交政策＞ 

◆このアッシリヤの脅威に対して、ユダ周辺の諸国はエジプトの支援を当てにして、反ア

ッシリヤ同盟(アラム、北イスラエル、ペリシテ)を結んだが、ユダだけはこの同盟の危う

さを見抜いて同盟を拒否。そこでアラムと北イスラエルは南ユダに対して攻略し始める。

南ユダの王アハズにとって、これがどれほどの脅威であったかはイザヤ書７章２節を見る

と分かる。しかしアハズは預言者イザヤの警告を無視して、アッシリヤに援助を依頼する。

この外交政策のために、神殿と王宮の宝物倉を空にした(祭司もレビ人もリストラされた)

ばかりか、後にアッシリヤの属国としてその国の宗教(偶像神モレク)を許容し、背教の道

をたどることになる。その払った代償は余りにも大きかった。国民の宗教的道徳的レベル

が低下したのは言うまでもない。 

(3)＜預言者イザヤの警告＞  

(イザヤはウジヤ、ヨタム、アハズ、ヒゼキヤの四人の王の時代に活躍した) 

① 同盟国に対して 

⇒気をつけて静かにすること。北イスラエルはやがて神の民でなくなることを預言。 

② 援助を申し出たアッシリヤに対して 

⇒やがてアッシリヤによって大きな損害を受けることを警告。 

預言者アモスとホセアは、イスラエルが破壊さ

れることを預言していた。民は主への信仰に背

を向けて、偽りの神々を礼拝し、国の貧しい者

たちを虐げていた。彼らは神に信頼せず、外国

との同盟に頼った。 
ホセアは警告して言った。「エフライム（イス

ラエル）は、愚かで思慮のない鳩のようになっ

た。彼らはエジプトを呼び立て、アッシリヤへ

行く。彼らが行くとき、わたしは彼らの上に綱

を張り、空の鳥のように彼らを引き落とす…。」

綱は紀元前７２２年に張られた。アッシリヤの

記録によれば、２７２９０人のイスラエル人が

捕囚にされた。彼らは、ハボル川の流域とメデ

ィヤに追放された。メディヤに連れて行かれた

者たちにとっては、徒歩で１３００キロ近い旅

をさせられたことになる。イスラエルは、アッ

シリヤ帝国の領土の１つとなった。その地は、

バビロンとシリヤから強制的に移住させられ

た外国の捕囚の民でいっぱいになった。 
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③ エジプトとの同盟に対して 

⇒イザヤ３０章１５節「立ち返って静かにすれば、あなたがたは救われ、落ち着いて

信頼すれば、あなたは力得る」と預言した。イザヤはエジプトがユダを単なるアッ

シリヤの防波堤として利用しようとしている意図を見抜いていた。 

B. ヒゼキヤの宗教改革(Ⅱ列１８章) 

(1)<改革の要因> 

◆ヒゼキヤ王が３０歳頃、偶像礼拝のさばきとしてサマリヤ滅亡というショッキングな出

来事に出会う。この出来事は父アハズがもたらしたアッシリヤの偶像を一掃する宗教改革

の要因となった。預言者イザヤの影響が大きい。彼が２５歳で即位して最初にしたことは

礼拝改革であった。一国の指導者が、神を恐れる預言者を自分の助言者として傍らに持つ

ことができことが、ヒゼキヤをして祝福された要因である。 

  (2)<アッシリヤへの反逆> 

◆主に従うことは、必然的にアッシリヤのくびきから解放される必要があった。そこで

ヒゼキヤはアッシリヤに反逆する。アッシリヤの大軍１８万５千の侵攻に対して、ヒゼ

キヤは主への信頼と民からの信任によってこの危機を克服した(Ⅱ列１８章１３～２０

章)。ヒゼキヤは民たちに「強くあれ、雄々しくあれ。恐れてはならない。・大いなる方が

私たちとともにおられるから、・」と励まし、民は「奮い立った。」 

ヒゼキヤの有名な祈りとその結果。⇒イザヤ３７章１５節～３８節参照。 

  (3)<延命と失態> 

◆晩年、瀕死の病がいやされ１５年長生きする。しかし「感謝」は次第に「得意」に代

わり、失態をもたらす。彼は危機には強かったが、得意の時に弱かった。 

C. 最悪の王マナセ・・アハズ再来の王(Ⅱ列２１章１～１８節) 

   (1)<聖書の評価> 

◆北王国滅亡の最大の責任者はアハブ王である。しかし南ユダ王国に関して言えばマナ

セである。マナセは祖父アハズと同様に、アッシリヤの忠実な属王であることを認めて

もらうために、進んでアッシリヤの宗教を輸入した。父ヒゼキヤが行った改革はここで

完全に逆戻りする。マナセは罪のない者の血を流し、徹底した宗教弾圧政策をとった(２

１章１６節)。伝承によれば、イザヤはマナセによってのこぎりでひき殺され、殉教した

と言われる。 

(2)<アハズとマナセの罪> 

◆彼らは「異邦の民忌み嫌うべきならわしをまね」(１６章２節、２１章２節)たことを行

った。その内容は、偶像神モレクへのささげものとして、幼児を祭壇の上でいけにえと

して火で焼くという残酷な祭儀であった。 
D. ヨシヤの宗教改革(Ⅱ列２２章～２３章) 

    (1)<神殿の修復> 

◆父祖マナセ、父アモンは共にアッシリヤに従属する政策を取り、その宗教を持ち込んだ。

ヨシヤ王はその偶像の大掃除を始め、神殿を修復した。この頃、アッシリヤの勢力の後退

が改革にはずみをつけた。 

  (2)<律法の書の発見> 

◆神殿で律法の書が発見されるという一大事件。この発見によって、過ぎ越しの祭りが実

施された。ヒゼキヤの改革事にも復活されたが、その規模、組織、動員数、ささげもの

の量、方法、秩序などにおいて最大規模のものであった(２３章２２節)。 

E. 預言者エレミヤの登場(ヨシヤ、エホアハズ、エホヤキム、エホヤキン、ゼデキヤの時代) 

   (1)<時代的状況> 

◆アッシリヤは弱体化し、その首都ニネベは陥落。新しくバビロン帝国が台頭する。再び、

バビロンとエジプトとの強国の間で、諸小国は右往左往する。 

  (2)<エレミヤの勧告> 

◆このような状況の中で預言者エレミヤはエジプトに頼ることの愚かさを説き、バビロン

に降伏して神の懲らしめに服することを勧告した(４０章)。しかし彼は民に誤解され、売

国奴呼ばわりされて迫害される。こうして、ユダ王国も北イスラエル王国がそうであった

ように、預言者のことばを無視してバビロンに反抗したため、崩壊路線へと突入していく。 
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－ヨシュア記から列王記に至るまでの歴史の結論― 

 

１. 破局としての捕囚 

① エルサレムは紀元前５８７年に陥落。神殿は焼かれてゼデキヤ王は屈辱的な捕虜となった。 

(Ⅱ列王記２５章１～７節) 

② 捕囚という出来事は旧約における一種の結論である。代々積み重ねられた罪のためである。 

③ 神の民であるべきイスラエルとユダが神との契約を全く破棄してしまったことが、神に対す

る重大な背反であった。「契約」というものは、一方が破ればもはや破棄されるしかない。

相手方はどこまでもその契約に対して真実にふるまうということは人間の世界ではあり得

ない。しかしそのあり得ないことが起こった。 

 

２. 破局を越えた神の真実 

① 神は預言者エレミヤを通して、契約に不真実であった民に対して、なおも真実を尽くそうと、

破棄されて無効になった契約に換わって、「新しい契約」を与えられると約束された。 

 
「見よ。その日が来る。――主の御告げ。――その日、わたしは、イスラエルの家とユダの家とに、

新しい契約を結ぶ。その契約は、わたしが彼らの先祖の手を握って、エジプトの国から連れ出した日

に、彼らと結んだ契約のようではない。わたしは彼らの主であったのに、彼らはわたしの契約を破っ

てしまった。――主の御告げ。――彼らの時代の後に、わたしがイスラエルの家と結ぶ契約はこうだ。

――主の御告げ。――わたしはわたしの律法を彼らの中に置き、彼らの心にこれを書きしるす。わた

しは彼らの神となり、彼らはわたしの民となる。そのようにして、人々はもはや、『主を知れ。』と

言って、おのおの互いに教えない。それは、彼らがみな、身分の低い者から高い者まで、わたしを知

るからだ。――主の御告げ。――わたしは彼らの咎を赦し、彼らの罪を二度と思い出さないからだ。」 

〔エレミヤ ３１章３１～３４節〕 

② この約束ゆえに、亡国と捕囚の悲運にある人々に大いなる希望を与えた。このような神の恵

み深い取り扱いを通して、神の民は、後に、少なくとも外面的な偶像から全く縁を切るに至

ったのである。これは捕囚の痛みがもたらした副産物であると言える。 

        

３. 歴史の教訓 

① 旧約の歴史が全体として告げるところは、神の選びの民でさえ、失敗したという事実を通し

て、人間の罪深さが証明され、救い主が来られる以外に希望がないことを示唆している。 

② 旧約聖書すべてにあてはまることであるが、旧約の歴史は律法の下にある人々の記録である

ということである。神のさばきは神とのイスラエルの間に結ばれた律法に基づいた取り扱い

であり、その律法に違反し、神にそむいた結果であるということである。しかし、私たちク

リスチャンはイエス・キリストを通して、律法の下ではなく、恵みの下にあることを忘れて

はならない。｢今は、キリスト・イエスにある者が罪に定められことは決してありません。｣

(ローマ８章１節) 私たちはこの恵みを決して無駄にしてはならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

結 び 

イスラエルの再建、捕囚期間後を報告する旧約の各書は、歴史書としては、エズラ記、ネヘミヤ記、

エステル記、預言書としては、ハガイ書、ゼカリヤ書、マラキ書である。そこで、イスラエルの民は

何を再建したのか。その行き着いたところは何であったか。これについては、旧約聖書概論 3 の「旧

約の歴史(2)」i について扱うこととする。 
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〔付録〕              古代世界地図 

 

 

 
 

アッシリヤ 

アッシリヤ帝国は、王国分裂の分裂の時代に強大な勢力を持った。イスラエルの民を捕囚として

連れ去った。 

 

バビロニヤ 

バビロニヤ帝国は、アッシリヤ帝国の後に続いた。ユダの民を捕囚として連れ去った 

 

メディヤ人とペルシヤ人 

バビロニヤ帝国から支配権を奪い取った。ペルシヤ人は捕囚の民を解放し、祖国に帰還させた。 
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旧約の歴史書(1)の学びのための設問 
 

 

１,   ヨシュア記、士師記、ルツ記、サムエル記、列王記の各書の主題を 

記しなさい。 

 

２.  旧約の歴史書に二大危機とは何かを説明しなさい。 

 

３.  ヨシュア記の構造(五つの部分)にそって、〔事実、信仰、経験〕について 

 簡潔に記しなさい。 

 

４.  士師記において、あなたにとって重要なメッセージと思われるものを 

記しなさい。 

 

５.  ルツ記２章３節の「はからずも」の語句について説明しなさい。 

 

６.  ルツ記において、ゴーエールについて説明しなさい。 

 

７.  なぜ、サムエル記という書名なのかを説明しなさい。 

 

８.  「ヤロブアムの道を歩む」という慣用句は何を意味するかを説明しな 

さい。 

 

９.  預言者エリヤ、エリシャが台頭した時代はどんな時代であったかを 

説明しなさい。 

 

10.  北イスラエル王国、およびユダ王国は、いつ、どこの国によって滅ぼ 

されたかを記しなさい。 
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