
GOD WITH US 
Part 2: Conquest and Chaos 

Joshua - Judges – Ruth 

 

Message 7 – Judge Gideon 

Judges 6-8 

 

神は我らと共に 

パート２：征服と混乱 

ヨシュア記－士師記－ルツ記 

第７メッセージ－士師、ギデオン 

 

士師記６－８章 

 
はじめに 

イスラエルは、罪のサイクルの悪循環を繰り返し、士師ギデオンの物語へと

繋がる。この物語も、厳しい弾圧の時期からの救出の物語であると同時に、

また、ギデオンという一人の男が神の御言葉を受け止めることに苦闘する物

語でもある。ここでは、神と共に歩むこと、また、神ご自身の子供たちとの

歩み方についての沢山の教訓が得られる。物語の外では、ギデオンは神の善

良さに非常に懐疑的に表示されている。物語が進展するにつれ、ギデオンは

神の御言葉を信頼することに抵抗を覚える。神の約束を確認するため、繰り

返し印を求めた。物語の最期にギデオンは、自分のために神聖なエポデを作

る – 大祭司だけが着用する特別な衣服。このようにして、勇士、ギデオンは

神の御言葉を信頼するために、常に助けを必要とした、疑い深い士師として

私たちに提示された。それでも、神は欠陥のある子供とともに働かれ、イス

ラエル救出のためにギデオンを数々の信じられない方法でお使いになった。

神がギデオンをお使いになる事が出来たのなら、私たちにも望みがある！ 

 

 

ミディアン人の厳しい弾圧： ６：１－６ 

 

ミディアン人は、モーセによって完全に征服された（参照：民数記３１

章）；が、２００年後に強化され、イスラエルを完全に上回る規模となっ

た。ミディアン（アマレク人や他の東部の人々と一緒に）の弾圧はあまり過

酷であったので、厳しいイスラエルは、山の中の洞窟に隠れ、減少した。 

ミデアンびとの手はイスラエルに勝った。イスラエルの人々はミデアンび

とのゆえに、山にある岩屋と、ほら穴と要害とを自分たちのために造っ

た。（６：２） 

 

さらに、侵略者がイスラエルの民の生きるための作物や家畜の殆どを飲み込

んだために、飢餓に苦しんでいた（６：３，４）。要約文は、その時の 

状況がどれほど絶望的であったかを表している： 

 

こうしてイスラエルはミデアンびとのために非常に衰え、イスラエルの

人々は主に呼ばわった。（６：６） 

 

イエスが語られた放蕩息子の如く（ルカ１５章）、時に神は、神から離れて

いった路のなかで、私たちを非常に低くされることがある。そのような状況

の中に置かれているからゆえに得られる感覚にたどり着き、父に目を向け直

すのです（ルカ１５：１７）。 

 

 

イスラエルの叫び－主の応答： ６：７－１０ 

 

主は、イスラエルの助けを求める叫びに応えて、彼らに話されるため無名の

預言者を送られた。そのメッセージの内容は、士師記の初め（参照２：１－

５）に現れた主のみ使いに似ている。神の御言葉に従わず、従順であり続け

ることに怠ったイスラエルの民に対する神からの叱責であった。 

 

こうして主のしもべヌンの子ヨシュアは百十歳で死んだ。 人々は彼をエフ

ライムの山地のガアシ山の北のテムナテ・ヘレスにある彼の領地内に葬っ

た。 そしてその時代の者もまたことごとくその先祖たちのもとにあつめら

れた。その後ほかの時代が起ったが、これは主を知らず、また主がイスラ

エルのために行われたわざをも知らなかった。（２：８－１０） 

 

わたしがあなた方を育て・・・わたしがあなた方を救出し・・・わたしが

あなた方の敵を追い出した・・・。しかし、あなたがたはわたしの声に聞

き従わなかった。神はいつの時も彼らに誠実であられたにもかかわらず、

彼らは神の声に謙虚に聞き従い共に歩むことに怠った。 

 

イスラエルは神の声を聞いた；しかし、聞き従わなかった。ヤコブは次のよ

うに書いている：そして、御言を行う人になりなさい。おのれを欺いて、



ただ聞くだけの者となってはいけない。 おおよそ御言を聞くだけで行わな

い人は、ちょうど、自分の生れつきの顔を鏡に映して見る人のようであ

る。 彼は自分を映して見てそこから立ち去ると、そのとたんに、自分の姿

がどんなであったかを忘れてしまう。 これに反して、完全な自由の律法を

一心に見つめてたゆまない人は、聞いて忘れてしまう人ではなくて、実際

に行う人である。こういう人は、その行いによって祝福される。（ヤコブ

の手紙１：２２－２５）イスラエル人の問題はそこにあった。神の声を聞

いた後も、彼らの生活を改善しなかった。あなたはいかがでしょうか？毎週

毎週、神の声を聞いておられます。しかし、ただ耳にするだけでなく・・・

聞いて行っておられるでしょうか？ 

 

 

主のみ使い、ギデオンにあらわれる： ６：１１－２４ 

 

ギデオンは珍しい場所で小麦を脱穀した：ワインをプレスするために設計さ

れた穴であった。ミディアン人の侵略者から農産物を隠そうとしていた。そ

こに神の御使いが現れた： 

 

主の使は彼に現れて言った、「大勇士よ、主はあなたと共におられま

す」。（６：１２） 

 

勇士がワインプレスの中に！主は、私たちが今ある姿ではなく、むしろ、神

の助けによって、可能となる姿を見ておられる。おびえて、ワインプレスの

中で小麦脱穀するギデオンを主は、「勇敢な戦士」として見ておられた。無

学でためらいがちな漁師のペテロを「岩」また、「人を釣る漁師」と見てお

られた。消極的な羊飼いのモーセを神の民を救出する者と見ておられた。 

あなたはご自身をどのように見ておられるでしょうか？過去の制限に基づい

て、または、現在の状況に基づいて、自分が誰であるかを決めてしまう傾向

がありませんか？それとも、信仰の目を持って、神があなたの生活の中に働

いてくださることによって、自分が成り得る、また、達成し得る、真の、神

が与えてくださる可能性を解放して夢見ておられるでしょうか？神が与えて

くださる、真のあなたの可能性の姿を求め始めてください。その答えはおそ

らくあなたを驚かせるでしょう。あなたの中にも勇士が潜在しているかもし

れません？！？ 

 

ギデオンは、神のご性質と誠実さについて直ちに疑問を抱く人であった。 

ここに、この物語の中で繰り返し再発するテーマが見られる：ギデオンは神

の約束の証拠（印）を求める癖があった。彼にとって、素直に神の御言葉を 

信頼することは困難であった。 

 

ギデオンは言った、「ああ、君よ、主がわたしたちと共におられるなら

ば、どうしてこれらの事がわたしたちに臨んだのでしょう。わたしたちの

先祖が『主はわれわれをエジプトから導き上られたではないか』といっ

て、わたしたちに告げたそのすべての不思議なみわざはどこにあります

か。今、主はわたしたちを捨てて、ミデアンびとの手にわたされまし

た」。（６：１３） 

 

我々の父たちが話してくれた数々の奇跡はどこへ隠れてしまったのでしょ

う？！？ これは古典的な「第二席」の質問である（参照：ｐ２０８）。 

ギデオンの世代は、自分たちの信仰を強めるために個人的に語れる物語を持

っていなかった。しかし、イスラエルが神に反抗したのであって、神が見捨

てられたのではなかったということ、そして、そのことによって、神の力が

彼らのために溢れ出ることを妨げていたということをギデオンは考慮するこ

とに怠った。 

 

ギデオンのように、私たちは、自分が招いたトラブルを神の責任にする傾向

がある。ギデオンは無名の預言者からのメモを受けなかったのかもしれませ

ん：イスラエルは、神から離れたので苦しみにあった！天国に向かってこぶ

しを振り回す前に、おそらく、先ず祈るべきでしょう：主よ、私の生活の中

に、あなたが示したいと願っておられる、私の問題の数々の原因となってい

る部分が無いでしょうか？ それから、聖霊様に心の内を調べていただき、

必要なところを明るみに出していただきましょう。問題の多くの救済は、神

の御心通りに、私たちの心を合わせることによって正されることが多い。 

 

神の忠実さに疑問を抱くギデオンであったにもかかわらず、主は、ギデオン

を指導者として用いられ、イスラエルを弾圧救出されることを保証された。

再び、ギデオンは、彼が重要でない家柄の最年少の息子であることを理由に

抗議した。どのようにして、このような悲惨な一大事時に役に立つというの

でしょう？それでも、神はギデオンが選ばれた真の救出者であることを保証

された。 

 

神は、ご栄光を現すための仕事の達成のために、喜んで、最も弱い者、最年

少の者、軽んじられている者、「無名」と思われる者を用いられる。使徒パ



ウロは、コリント人へ次のように記した：兄弟たちよ。あなたがたが召さ

れた時のことを考えてみるがよい。人間的には、知恵のある者が多くはな

く、権力のある者も多くはなく、身分の高い者も多くはいない。それなの

に神は、知者をはずかしめるために、この世の愚かな者を選び、強い者を

はずかしめるために、この世の弱い者を選び、有力な者を無力な者にする

ために、この世で身分の低い者や軽んじられている者、すなわち、無きに

等しい者を、あえて選ばれたのである。 それは、どんな人間でも、神のみ

まえに誇ることがないためである。（第一コリント１；２６－２９） 

 

またしても、ギデオンは、素直に神の言葉に基づいて納得できなかった。語

っておられるのが本当に神である印しを求めた。 

 

ギデオンはまた主に言った、「わたしがもしあなたの前に恵みを得ていま

すならば、どうぞ、わたしと語るのがあなたであるというしるしを見せて

ください。どうぞ、わたしが供え物を携えてあなたのもとにもどってき

て、あなたの前に供えるまで、ここを去らないでください」。主は言われ

た、「わたしはあなたがもどって来るまで待ちましょう」。（６：１７－

１８） 

 

主への捧げものを用意した後、主の御使いはギデオンが必要とした奇跡の印

を与えた。 

 

すると主の使が手にもっていたつえの先を出して、肉と種入れぬパンに触

れると、岩から火が燃えあがって、肉と種入れぬパンとを焼きつくした。

そして主の使は去って見えなくなった。（６：２１） 

 

ギデオンは目に見える主の御使いの存在によって累計の念を覚えた。実際ギ

デオンはそのような栄光に触れたことによって死ぬのではと恐れた（確実に

まれな特権－参照：創世記３２：３０）。この出会いを奉献するために、ギ

デオンは祭壇を築き、ヤハウェ－シャローム（主は平安）と名付けた。 

 

ギデオンはその人が主の使であったことをさとって言った、「ああ主なる

神よ、どうなることでしょう。わたしは顔をあわせて主の使を見たのです

から」。 主は彼に言われた、「安心せよ、恐れるな。あなたは死ぬことは

ない」。そこでギデオンは主のために祭壇をそこに築いて、それを「主は

平安」と名づけた。これは今日までアビエゼルびとのオフラにある。

（６：２２－２４） 

主の御使いとのこの出会いは、ギデオンの人生の中の転換点となった。イス

ラエルの次の士師として、また救出者としての役割に推進した。 

 

ギデオンの神への信頼が最初に確立された後は、イスラエルの次の救出者と

しての最初の行いの準備がすっかり整った。彼は主要な戦いで、自分の父の

家と故郷近親間と戦った。 

 

なぜ、ギデオンはそこまで疑い深かったのでしょうか？それは、彼の人生の

中で、神に個人的に出会う機会がなかったからである。神が昔の世代にして

くださった話は聞いていた；が自分の体験談ではなかった。私たちの人生の

中で、神が現れてくださる時、神を信頼することが出来る力は時を越えて成

長する。だからこそ、全ての状況を神に委ね、神のご臨在と力の介入を求め

ることが重要である。そして、神が現れてくださる時、それを記録しておき

ましょう。後に振り返り、神の過去の忠実さを思い出すことが出来るよう

に、神のあなたとの個人的な歩みを記念しましょう。ヨブが言った次のこと

ばは、私たちすべにに当てはまることである：わたしはあなたの事を耳で

聞いていましたが、今はわたしの目であなたを拝見いたします。（ヨブ 

４２：５）私たちが自分の目で神を見るとき、神についての知識が育まれ、

神を信頼する能力が強化される。 

 

 

ギデオン、父のバアルの祭壇を破壊する： ６：２５－３２ 

 

主が、ギデオンに与えられた最初の役割は、最も恐ろしかったに違いない：

父親のバアルのための祭壇を破壊させ、街の高台にヤハウェのための祭壇を

築くことであった。ギデオンは１０人の男を連れて、夜までにそれを行っ

た。父の世帯と街の男たちを恐れたからである（２７節）。案の定、翌朝、

男たちは彼らの神聖なバアルの宮を破壊したギデオンを殺そうとした。 

 

町の人々はヨアシに言った、「あなたの息子を引き出して殺しなさい。彼

はバアルの祭壇を打ちこわしその傍らにあったアシラ像を切り倒したので

す」。（６：３０） 

彼の息子を指示する、ヨアシが答え、もし、バアルが賛美されるべき真の神

であるならば、バアル自身が戦うことが出来るはずである。ヨアシは、ただ

息子のために街の男たちに立ち向かっただけでなく；ギデオンに新しい名前

「エルバアル」と授けた。－「バアル自身に弁護させろ」。 

 



この物語の中の父と子に注意しましょう。ギデオンは父親の偶像崇拝に対し

て定義する立場を取ることによって、父の前に神を選ばなければならなかっ

た。ギデオンの父、ヨアシは、他に様々な反応をすることが出来た：怒り、

離別、不承認、死刑。しかし、ヨアシは、息子の最良を信じることを選択

し、バアル崇拝の上にヤハウェの崇拝を置くことで彼に習った。ヨアシは、

息子と共に信仰の再定義を選んだ。頻繁に、子供の信仰の変換が家族の潮流

を変えることがある。しかし、親の反応は神に委ねて、子供に、しっかりと

神への自分の信仰告白が出来る強さが備わっていなくてはならない。 

 

 

ギデオン、更に印を求める： ６：３３－３９ 

 

敵が、戦いのために近づいたとき、主の御霊がギデオンを覆った（３４

節）。ラッパを吹いたとき、３２，０００人の軍隊が戦うために集まった。

それでも、ギデオンは神が彼らの内に働いてくださるという更なる印を必要

とした。結局、１３５，０００人の大規模な軍の敵に立ち向かおうとしてい

た！このように、ギデオンは、神の印の確認のために、神にしかできない御

業を二度要求した！それでも神は、ギデオンが勇敢に率いるために、これら

の保証が必要であることを知っておられたので、快くどちらの要求にもお答

えになられた。 

 

よく耳にする質問：私たちは、神の御心を確認するために、「神にしか出来

ない御業を要求」しても良いのでしょうか？その答えは、状況による。ギデ

オンの場合は、神が、既に一度、ご意志を宣言され、ギデオンに確認のを与

えられていたので、再度、御業をもって試す必要は無かった。神が（二度

も！）答えてくださった事実は、ギデオンが要求したことが正しいか否かと

いうことよりも、神のギデオンへの恩恵を物語っている。神があなたに御心

を現して下さったのであれば（み言葉、敬虔な助言、状況によって等。）、

あなたは神の誠実さと信頼性を試すのではなく、神に従える力を求めるべき

である。一方、決断を下すにあたり、私たちはどちらの方向に歩むべきか、

確信が持てない状況に置かれる時が多々ある。許容可能な選択肢がいくつも

あるように思える。どの選択肢にも数々の敬虔な助言の支援が付いている。

どの道を選んでも、私たちの良心は明確である。そのような場合は、次のよ

うに祈りながら、賢い決断を求めるのが賢明でしょう：「主なる神様、私

は、決断をあなたの御手の中にお委ねしました。これからもお委ねし続けま

す。あなたは私に何が一番望ましいかをご存知です。私は、あなたが～の方

向へと向かうことをお許しになっていることを信じています。そのことを確

認してくださるか、私の前に置かれている道の扉を開いたり、閉じてくださ

ることによって、私の選択するべき方向を修正してくださるようにお祈りし

ます。私は、信仰によって、あなたが私に望んでおられることのみを求め前

進します。」神は、私たちの心の内を知っておられる。もし、私たちが、心

の底から、神の御心を願い求めるなら、私たちの願望を尊重してくださり、

私たちの歩みを導いてくださる。人は心に自分の道を考え計る、しかし、

その歩みを導く者は主である。（箴言１６：９） 

 

 

神、ギデオンの軍隊を縮小される： ７：１－８ 

 

ギデオンが主の御前にあらゆる試みを要求した後、神はギデオンの前に大き

な試みを置かれた。神がギデオンの軍隊を３２，０００人から３００人に縮

小されても、ギデオンは神に信頼することができるでしょうか？ 

 

主はギデオンに言われた、「あなたと共におる民はあまりに多い。ゆえに

わたしは彼らの手にミデアンびとをわたさない。おそらくイスラエルはわ

たしに向かってみずから誇り、『わたしは自身の手で自分を救ったのだ』

と言うであろう。（７：２） 

 

まず最初に、恐れている者たち全員に帰宅することが許された。22,000 人

が、この機会に戦いから身を引いた。第二に、近くの泉で、水飲みの試験に

よって、残った 10,000 人の軍隊を 300 人に縮小された。犬のように水をな

めた者（300 人）は軍隊は軍隊に残ることが許され、それ以外の者は家に帰

された。指導者の立場であったギデオンにとって、気まずい瞬間であったに

違いない。ギデオンは大規模な志願兵を招集した。彼らは、遠方から戦場に

行くためにやってきた。そして、今、彼らは家に帰されたのです！ギデオン

のやり方に、不満を持つ志願兵も出たに違いない。 

 

神は、誠実に、人生の数々の闘いの中で、私たちと提携されたいと願ってお

られる。また、私たちの栄光のためではなく、神のご栄光が現されるために

提携されたいとも願っておられる。したがって、最終的に、神がイスラエル

の誇りとなるために、イスラエルの軍隊を縮小されたのです。預言者のエレ

ミヤは次のように宣言した。：誇る者はこれを誇とせよ。すなわち、さと

くあって、わたしを知っていること、わたしが主であって、地に、いつく

しみと公平と正義を行っている者であることを知ることがそれである。わ

たしはこれらの事を喜ぶと、主は言われる」。（エレミヤ書９：２４）似



たように、使徒パウロは、次のように記した：しかし、わたし自身には、

わたしたちの主イエス・キリストの十字架以外に、誇とするものは、断じ

てあってはならない。この十字架につけられて、この世はわたしに対して

死に、わたしもこの世に対して死んでしまったのである。（ガラテヤ人へ

の手紙６：１４）しかし神は、いや増しに恵みを賜う。であるから、「神

は高ぶる者をしりぞけ、へりくだる者に恵みを賜う」とある。（ヤコブの

手紙４：６）したがって、私たちは自分の強さではなく、神の強さにより

頼むことを覚えなければならない。わたしは山にむかって目をあげる。わ

が助けは、どこから来るであろうか。わが助けは、天と地を造られた主か

ら来る。（詩篇１２１：１，２） 

 

 

主、ギデオンに更なる印をお与えになる： ７：９－１８ 

 

主は、ギデオンの勝利を保証してくださり、攻撃開始を命じられた。 

 

その夜、主はギデオンに言われた、「立てよ、下っていって敵陣に攻め入

れ。わたしはそれをあなたの手にわたす。（７：９） 

 

けれども、神はギデオンの心の内に恐れを見られ、更なる印しを必要として

いることを知っておられたたのでしょう。今度は、神ご自身から確認の印を

提案してくださった： 

 

もしあなたが下って行くことを恐れるならば、あなたのしもべプラと共に

敵陣に下っていって、 彼らの言うところを聞け。そうすればあなたの手が

強くなって、敵陣に攻め下ることができるであろう」。ギデオンがしもべ

プラと共に下って、敵陣にある兵隊たちの前哨地点に行ってみると、

（７：１０，１１） 

 

言うまでもなく、ギデオンは恐れていたので、しもべプラと共に敵陣に下っ

て行った。そこで、ギデオンは敵陣の一人の男が別の男に夢を打ち明けてい

るのを耳にした。その夢は明確にギデオンの勝利を予兆したものであった。

この体験から戻ったギデオンは、遂に３００人の兵士に、神が既にお約束し

てくださっていたみ言葉を宣言する勇気に満たされた： 

 

ギデオンは夢の物語とその解き明かしとを聞いたので、礼拝し、イスラエ

ルの陣営に帰り、そして言った、「立てよ、主はミデアンの軍勢をあなた

がたの手にわたされる」。（７：１５） 

 

ギデオンに更に勇気を奮い立たせる印をお与えになられた神様は、何と憐み

深い神様でしょう。闘い前夜にも、神はギデオンの必要を満たしてくださっ

た。神のご性質に信頼を育むことが出来るように変えられるために、神様

は、私たちの内に働き、助けてくださる。神は、私たちに必要なものを必要

な瞬間に備えてくださる。しかし、時とともに、私たちの神への信頼と神の

ご性質についての知識の成長を願っておられ、絶え間ない証明の必要性を神

の忠実さと愛の信頼に置き換えることが出来るようになることを願っておら

れる。最終的に、神は、保証と印を見せ続けてくださるがゆえ神を信頼する

のではなく、私たちが神を知っており、愛するがゆえ、信頼してほしいと願

っておられる。 

 

 

ギデオンと３００人の兵士による勝利： ７：１９－２５ 

 

男たちが夢について語っている内容を聞いて、敵陣がギデオンを恐れている

ことを知った。そこで、彼らの恐れを戦略的に用いて、軍隊を実際よりも大

きく見せようとした。そして、夜に実行した。ギデオンは３００人全員にラ

ッパとたいまつを与へ、ツボの中に隠した。彼の合図で、敵のキャンプの際

の丘の中腹から下降しながら、全員が一斉にラッパを吹き鳴らし、たいまつ

を手にした。一般的に、戦士一部隊を仕切るために、一つのラッパが用いら

れる。したがって、敵はおそらく、暗闇の中で３００人の軍隊ではなく、 

３００部隊ものイスラエルの軍隊が押し寄せてきたと思ったことでしょう。

敵陣の突然の混乱は、敵内で互いを殺し合い、生き延びようと逃げだした。

ギデオンとその兵士たちは、丘の中腹に立って、敵陣全体が自らを滅ぼし、

恐怖のあまり解散していく光景を驚きとともに見た！（モーセがイスラエル

の民に、神があなたのためにパロの軍隊を紅海で滅ぼしてくださるのをかた

く立って見なさいと呼びかけた場面を思い出しましょう（出エジプト１４： 

１３）。主は、私たちが、神の御業を見ることを喜ばれる！）それから、 

ギデオンは、いくつかの他の部族から男たちを呼びかけて、敵を追撃した。

その結果、ギデオンの軍隊は完全に敵勢を敗北した。（参照：第二コリント

２０：２２－２４に記されている、よく似た場面がある。神が敵勢を混乱さ

せ、その結果、仲間同士が攻撃しあった。フレンドリー・ファイヤー（誤っ

て仲間を売ってしまうこと）は、今も昔も普通に起こることである。） 



エフライムのの不満とギデオンの応答： ８：１－３ 

 

ギデオンがエフライム部族を戦いに招かなかったことに対して、エフライム

は熱く訴えた（１節）。ギデオンは謙虚に、彼らがオレブとゼエブを捕えた

ことは、大規模な貢献であったことを保証した。 

 

神はミデアンの君オレブとゼエブをあなたがたの手にわたされました。わ

たしのなし得た事は、あなたがたのした事と比べものになりましょう

か」。ギデオンがこの言葉を述べると、彼らの憤りは解けた。（８：３） 

 

仲間による深刻な破裂寸前の場で、ギデオンは賢明な戦略をとった：柔か

い答は憤りをとどめ、激しい言葉は怒りをひきおこす。（箴言１５：１）

ギデオンは、告発者を称賛する理由を見つけ、更に彼らの貢献を自分たちの

貢献よりも上に引き上げた。仲間である告発者に、彼らの大きな貢献が勝利

を達成することに導いたということを理解させた。その結果、彼らは認めら

れたと感じ、彼らの怒りは直ぐに静まった。あなたの仲間が分裂しそうなっ

たときこの作戦を是非お勧めします。 

 

 

スコテとペヌエルのそしり： ８：４－２１ 

 

ギデオンと疲れた３００人の戦士は、ミディアンの王ゼバとザルムン追撃の

ために、ヨルダンを東に渡った。困難な旅の中で、ギデオンがスコテとペヌ

エルの東部の都市のユダヤ人指導者から受け、苦しんだ、この非難について

かなりの注意が置かれている。両方の街はギデオンとその戦士のために旅の

ための支給を備えることを拒否し、また、彼の努力を非難し、さらに、成功

の可能性に疑問を投げかけた。 

スコテのつかさたちは言った、「ゼバとザルムンナは、すでにあなたの手

のうちにあるのですか。われわれはどうしてあなたの軍勢にパンを与えね

ばならないのですか」？（８：６） 

 

ギデオンが戻った際、両方の街の指導者の上に厳しい懲罰が保証されること

を約束した。後に、スコテの街の指導者はいばらのむちで打たれた。ペヌエ

ルの指導者たちは、隠れていた建物が破壊されたときに殺された。聖書学者

たちの見解は、ギデオンは正義を行使したという見方と、厳格な仇討ちを実

行したという見方に分かれている。ペヌエルの指導者たちの死は、どちらか

と言うとギデオンの個人的な復讐の方に傾いているように見える。 

私たちには皆、それぞれのスコテとペヌエルが存在する－私たちがう進もう

としている方角や使命や作戦に反対する人。問題は：反対する人（または、

ただ単に、支援を）たちに対してどう対応するべきか？明確であることは、

仇討ちは間違ったアプローチであるということである。復讐をするのは神の

仕事であり、私たちのものではない（参照：ローマ人１２：１７－２１）。

同時に、あなたを支援するべき人たちがその任務を怠った場合や、チームの

任務を妨げる場合でさえも、そんなときのために使用するべき適切な懲戒処

分がある。最善のアプローチは、その状況から生じた感情をまず何よりも沈

降させることである。それから、第三者を含んで、訂正の手順の決定の過程

で、何をどのように、何時決定するか。この種のアプローチをすると、スコ

テの指導者をむち打つ必要はなく、また、ペヌエルの指導者を殺害せずに済

む！また、より広い組織が理解し、組織の破断を扱うあなたのアプローチに

自信を持ってもらえることにも役立つ。 

 

物語の結びでギデオンは、更に、ゼバとザルムンナの１５，０００人の戦士

を倒した。また、二人の敵国の王に、彼らの兄弟も殺害したことを告げた

後、彼らも殺害した（８：１８－２１）！ 

 

二人のミディアン王、ゼバとザルムンナ、また、その将軍オレブとゼエブに

対するこの勝利は、手ごわい敵に直面していたイスラエル人の後の世代にと

って大きな励みとなった。詩篇８３篇で、著者は暴君の敵からの神による助

けを求める叫んでいる。彼はギデオンの勝利を含めて、士師記の中の二つの

主要な戦いを参照している： 

 

あなたがミデアンにされたように、キション川でシセラとヤビンにされた

ように、彼らにしてください。彼らはエンドルで滅ぼされ、地のために肥

料となりました。彼らの貴人をオレブとゼエブのように、そのすべての君

たちをゼバとザルムンナのようにしてください。彼らは言いました、「わ

れらは神の牧場を獲て、われらの所有にしよう」と。（詩篇８３：９－１２） 

 

再び、主は、預言者イザヤを通して、厳しくイスラエルを弾圧したアッシリ

アの破壊について語られた。主は、ギデオンによるミデヤンの破壊に彼らの

救出を例えられた： 

 

万軍の主は、むかしミデアンびとをオレブの岩で撃たれた時のように、彼

らにむかって、むちをふるわれる。またそのつえを海の上にのばし、エジ

プトでなされたように、それをあげられる。 その日には、彼の重荷はあな



たの肩からおり、彼のくびきはあなたの首から離れる」。彼はリンモンか

ら上り、（イザヤ書１０：２６，２７） 

 

今日、あなたは、将来の世代が思い出す伝説になるかもしれない、素晴らし

い闘いに関わっておられるでしょうか？多くの教会が関わっているデトロイ

ト修復の物語は、今後、何年も語られ続けることでしょう。これは、神が、

大都市デトロイトが一つの教会として参加する特権を与えられた重要な戦い

である。現在まで、教会は立ち上がり腕まくりをして、あらゆる方法で係わ

ってきており、神が敬ってくださっている結果を残している。いつかこの物

語によって、人々が大きな課題の中で大きな勝利を神に信頼することが出来

るようになるための主要なインスピレーションとなることを神に信頼し、ギ

デオンと戦士たちのような情熱をもって戦い続けましょう！ギデオンは叫ん

だ：「主のために、そして、ギデオンのために！」私たちの叫びは、「主の

ために・・・そして、デトロイトのために！」 

 

 

ギデオン、王になる依頼を断る： ８：２２－２３ 

  

イスラエルの初代の王となる依頼を断る場面はギデオンの物語のハイライト

の一つである： 

 

イスラエルの人々はギデオンに言った、「あなたはミデアンの手からわれ

われを救われたのですから、あなたも、あなたの子も孫もわれわれを治め

てください」。ギデオンは彼らに言った、「わたしはあなたがたを治める

ことはいたしません。またわたしの子もあなたがたを治めてはなりませ

ん。主があなたがたを治められます」。（８：２２，２３） 

 

ギデオンは王と位置づけされること、また、彼の息子へと王朝王位型を継続

させることを賢く断った。イスラエルはヤハウェを唯一の王とする国を保つ

中で独自性があったからである。ギデオンはこれらの言葉をもって神政国家

を保った：「主があなたがたを治められます。」（後、サムエルの時代

に、イスラエルは、“他の全ての国々と同様”王を求め、神は、彼恵らの要

求を聞き入れられる。） 

 

機会は、許可を付与するものではない。人生の中で機会は何度もあなたの前

に与えられる：位置、昇進、奨学金、ビジネスの申し出、賞、栄誉。しかし

機会自体はあなたにチャンスをつかむための許可を付与してくれるものでは

ない。あらゆる機会は、神を追求しご意志を求めるチャンスとして見なけれ

ばならない。あなたがそのようにするとき、神があなたにいくつかの良い機

会を見送るように召されていると同時に、また、別の機会を受け入れるよう

に召されているということが解って来るでしょう。神があなたの前に扉を開

かれる時、あなたは扉を通り抜けなければならない。世があなたの前に扉を

開くとき、あなたは立ち止まって、それがただの良い扉であるのか、神の扉

であるのか聞かなければらならない。わたしは、あなたのわざを知ってい

る。見よ、わたしは、あなたの前に、だれも閉じることのできない門を開

いておいた。・・・（黙示録３：８）ギデオンは、一見良いドア（王朝王

位）の前に立っていたが、彼は賢明にそれが神のドアではなかったことを見

極めて断った。 

 

 

ギデオン、エポデを作る： ８：２４－２７ 

 

ギデオンが高められた瞬間（神こそがイスラエルの唯一の王であると認めた

こと）のすぐ直後に下げられた瞬間が続いた。ギデオンは彼を称えるために

人々に金の宝石を捧げるよう求めた。その宝石を用いて神聖なエポデを作っ

た。ギデオンは理論的には、神が王（すなわち、支配者）であることを認め

たように伺えたが、実際は神の王位が彼自身と国民の生活の中でどのように

演じるかについての見解は弱かったので、この瞬間に神と自分の立場を覆し

てしまった。 

 

ギデオンはまた彼らに言った、「わたしはあなたがたに一つの願いがあり

ます。あなたがたのぶんどった耳輪をめいめいわたしにください」。ミデ

アンびとはイシマエルびとであったゆえに、金の耳輪を持っていたからで

ある。彼らは答えた、「わたしどもは喜んでそれをさしあげます」。そし

て衣をひろげ、めいめいぶんどった耳輪をその中に投げ入れた。こうして

ギデオンが求めて得た金の耳輪の重さは一千七百金シケルであった。ほか

に月形の飾りと耳飾りと、ミデアンの王たちの着た紫の衣およびらくだの

首に掛けた首飾りなどもあった。ギデオンはそれをもって一つのエポデを

作り、それを自分の町オフラに置いた。イスラエルは皆それを慕って姦淫

をおこなった。それはギデオンとその家にとって、わなとなった。（８：

２４－２７） 

 

神聖なエポデは、大祭司が身にまとうために神が支持された神聖な衣の一部

であったことを思い出しましょう（出エジプト２８：６－１４）。この胸部



にくるプレートは特別な石で最も飾られた部分であった。それは、あらゆる

状況で、神のご意思を識別するために用いられる部分であった。どの世代に

おいても、エポデは、定められた大祭司にのみ着用されるものと定められて

いた（出エジプト２９：２９）。さらに、ギデオンの時代には、シロに位置

した神聖な神の幕屋の中でのみ使われなければならなかった。エポデを作り

彼の故郷に備えたことによって、イスラエルの宗教制度を彼自身に向けてし

まったように伺える。彼が意図的に神の神聖な制度に反対したかどうかは明

らかではない；彼が意図的にシロでの神聖な礼拝システムに反対したかどう

か、また、彼が国民のために神の意志を見分けることができる唯一の人であ

ったと言っていたかどうかも明らかではない。いかなる場合も、ギデオンの

この行動は明らかにに神の律法に違反することであり、ギデオンの自身の家

族にとってのみならず、イスラエルの全国民にとっての巨大な偶像崇拝のわ

なとなってしまった。宮の中にギデオンが備えたエポデを人々が礼拝するよ

うになってしまったのです！彼は、イスラエルに偶像礼拝を招く目的は無か

った；しかし、宗教的な事柄に過度に個人の自由を取り入れてしまったこと

がそのような事態を招いてしまった。 

 

一人の男のわずかな宗教のずれが、次の世代の破滅に繋がり得る。ギデオン

は、おそらく神の指示からずれることによってイスラエルの信仰生活に害を

与えるなどとは思ってもいなかったでしょう。実際、おそらく、ギデオン

は、皆に大きな恩恵をもたらしていたと思ったことでしょう。何しろ、民は

彼に王になってもらいたいと願い出たばかりであった。なぜ民の霊的な未来

を確保するために、ギデオン自身が選択した手順を実行するべきではないで

しょうか？それは、長い目で見ると、イスラエルにとって、また、ギデオン

自身の家族にとって壊滅的結果を招いた。神は、神聖な礼拝システムの観点

から、既に、何が適切で不適切かを明確にされている。あなたが子孫に残す

霊的遺産について最新の注意を払わなければならない。神のみことばに密接

で居なければならない。右へ左へとそれてはならない。聖書に書かれてい

るただ強く、また雄々しくあって、わたしのしもべモーセがあなたに命じ

た律法をことごとく守って行い、これを離れて右にも左にも曲ってはなら

ない。それはすべてあなたが行くところで、勝利を得るためである。 この

律法の書をあなたの口から離すことなく、昼も夜もそれを思い、そのうち

にしるされていることを、ことごとく守って行わなければならない。そう

するならば、あなたの道は栄え、あなたは勝利を得るであろう。（ヨシュ

ア１：７，８） 

 

 

ギデオンの人生の最期： ８：２８－３５ 

 

ギデオンの人生による直接の果実は、イスラエルの民が得ることが出来た 

４０年の休息であった。ミディアン人からの酷い弾圧から解放され、洞穴か

ら出て来て、恐れることなく生活の基盤を立て直すことが出来た。 

 

しかし、このエピローグの大部分は、将来の不吉な兆しを与える。ギデオン

は、妻を掛け合わせて持ち、７０人の息子を持つことによって、罪を重ねた

（３０節）。近くの街に側室も持ち、その女との息子も持った（３１節） 

その私生児－アビメレク－は、ギデオンの正当な息子７０人の内の６９人を

殺害することとなり、ギデオンの全一族に大混乱をもたらす（９章）！しか

し、最悪の事態は、国民全体が罪のサイクルに再び沈み込むことに関する注

意書きである： 

 

ギデオンが死ぬと、イスラエルの人々はまたバアルを慕って、これと姦淫

を行い、バアル・ベリテを自分たちの神とした。 すなわちイスラエルの

人々は周囲のもろもろの敵の手から自分たちを救われた彼らの神、主を覚

えず、またエルバアルすなわちギデオンがイスラエルのためにしたもろも

ろの善行に応じて彼の家族に親切をつくすこともしなかった。（８：３３

－３５） 

 

イスラエルは、さっさと「彼らを窮地に迫った敵の手から何度も救出してく

ださった」神を忘れてしまい、・・・神がイスラエルに４０年の休息へと誘

導してくださるために用いられた国家の英雄ギデオンのことも忘れてしまっ

た。ギデオンの人生にとって何と悲しいエピローグでしょう。彼自身の人生

は疑問だらけであった。ギデオンが勇敢に導いた国家は取り巻く世俗の神々

を支持し、彼らの神を放棄する欲求は増し、絶え間なく悩まされた。このよ

うにして、罪のサイクルは継続され、その度、罪はこれまで以上に深くなっ

ていった。 

 


