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はじめに 

士師記の中の悲劇的な罪のサイクルは、サムソンの物語をもって結論へと向

かっていく。悲しいかな、サムソンの性格と人生はイスラエル国家の性格と

人生の縮図であるかように見られる。サムソンは、制御不能な欲望という弱

さが備わる強い男であった。イスラエルは、制御不能な偶像礼拝と言う弱さ

が備わる強い国家であった。サムソンは、神から与えられた強さを用いて神

に仕えなければならない特別な誓約下（ナジル人の誓い）にあった。イスラ

エルの民は、神が与えてくださる資力を用いて神に仕えるという特別な契約

下（モーセの法律）にあった。サムソンは契約の規約違反によって弱くされ

た。イスラエルは、契約違反によって、弱くされ抑圧された。サムソンの人

生は、彼の可能性を最大限に生かすことはなかった。イスラエルは、その罪

の重さの下で、周囲の国々に上手く神を表すことはなかった。サムソンは異

教の神殿のがれきの下で死んだ。イスラエルは、カナン人の異教のやり方に

完全制御された。サムソン自身の人生は、イスラエル全体として「～であっ

たかもしれない」という、無駄な強さを描写している。 

 

 

サムソンの誕生の知らせ： １３：１－７ 

 

主の使いがマノアの妻に現れ、特別な息子（マリアへのイエスの誕生の知ら

せの時とよく似ている）の誕生を告げた： 

 

主の使がその女に現れて言った、「あなたはうまずめで、子を産んだこと

がありません。しかし、あなたは身ごもって男の子を産むでしょう。 それ

であなたは気をつけて、ぶどう酒または濃い酒を飲んではなりません。ま

たすべて汚れたものを食べてはなりません。あなたは身ごもって男の子を

産むでしょう。その頭にかみそりをあててはなりません。その子は生れた

時から神にささげられたナジルびとです。彼はペリシテびとの手からイス

ラエルを救い始めるでしょう」。（１３：３－５） 

 

サムソンの誕生の知らせには、生涯ナジル人の誓願（参照：民数記６章の 

ナジル人の誓願に関する法律）の下に置くための特別な指示が伴った。この

誓願は、彼が、神のための特別な働きのために捧げられていることを意味し

た。ほとんどのナジル人の誓願は、一時的期間のみ有効であったが、サムソ

ンの誓願は生涯の契約であった。彼は、不浄から分離を保ち、神によって与

えられた使命に完全に聖別されなければならなかった。髪が切られることな

く、伸ばし続けることは、ナジル人の誓いの一部であった。 

 

神に与えられたサムソンの具体的な使命は、彼はペリシテびとの手から 

イスラエルを救い始める」（１３：５）。ことであった。ペリシテ人の 

イスラエル支配は４０年間続いた。サムソンが士師として勤めた期間は２０

年であった。最終的にダビデが行ったように、サムソンが完全にペリシテ人

を打倒するために軍隊を召集することはなかった（第二サムエル５：１７－

２５）。しかし、ペリシテ人に対するサムソン個人の働きの力によって弾圧

者を妨げ、ダビデが後に完了する働きを開始した。 

 

 

マノアは御使いの来臨を求める： １３：８－２５ 

 

マノアは、自ら少年の発育に関する指示を聞くために、再度、御使いを送っ

ていただくよう主に懇願した。御使いは、今度も妻に現れた。マノアが更に

指示を求めると、御使いは既に彼の妻に伝えてある内容を参照した： 

 

主の使はマノアに言った、「わたしがさきに女に言ったことは皆、守らせ

なければなりません。すなわちぶどうの木から産するものはすべて食べて

はなりません。またぶどう酒と濃い酒を飲んではなりません。またすべて

汚れたものを食べてはなりません。わたしが彼女に命じたことは皆、守ら

せなければなりません」。（１３：１３，１４） 

 



多くの点で、サムソンの誕生はバプテスマのヨハネに似ている（ルカ１： 

１３－１６）。両者とも御使いが誕生を告げたこと。また、誕生の前に、神

の働きのために捧げられていたこと。そして、ナジル人の誓願の下に生きた

こと。サムソンは後にダビデが完了する救出作業を先駆け、ヨハネは後に 

イエスが完了する救出の御業を先駆けた。両者とも、父親が疑問を抱き、時

に疑った。両者の母親は信じた。どちらの息子も、誕生後、彼らの任務を開

始する時を待つ間、神の御霊の力によって成長した。 

 

サムソン：やがて女は男の子を産んで、その名をサムソンと呼んだ。その

子は成長し、主は彼を恵まれた。 主の霊はゾラとエシタオルの間のマハネ

ダンにおいて初めて彼を感動させた。（１３：２４，２５） 

 

ヨハネ：幼な子は成長し、その霊も強くなり、そしてイスラエルに現れる

日まで、荒野にいた。（ルカ１：８０） 

 

 

サムソン、ぺリシテ人の妻を要求： １４：１－４ 

 

私たちは彼の根本的な弱点を知る。彼は女性を見た瞬時に彼女らに落ちてし

まう。彼には、高いの原則に基づいて関係の価値を評価する能力が備わって

いない。良心が正しいと判断することではなく、目が見るものに支配されて

しまう。 

 

サムソンはテムナに下って行き、ペリシテびとの娘で、テムナに住むひと

りの女を見た。彼は帰ってきて父母に言った、「わたしはペリシテびとの

娘で、テムナに住むひとりの女を見ました。彼女をめとってわたしの妻に

してください」。父母は言った、「あなたが行って、割礼をうけないペリ

シテびとのうちから妻を迎えようとするのは、身内の娘たちのうちに、あ

るいはわたしたちのすべての民のうちに女がないためなのですか」。しか

しサムソンは父に言った、「彼女をわたしにめとってください。彼女はわ

たしの心にかないますから」。（１４：１－３） 

 

モーセは、イスラエルの民がカナンに住む住民を妻にめとることを禁じた。

言うまでもなく、サムソンは、父と母の反対にも関わらず、「良く見えた」

女を求めた。多かれ少なかれ、彼が欲するものを両親に命じた。 

 

大きな判断を下すとき、客観的な見方が出来る人に頼ることが賢明である。

私たち自身の欲望や願望は、私たちの判断を誤らせ、長期的な実行可能性に

ついての判断（何を購入するか、どの仕事を取るか、誰と交際・結婚する

か、誰とビジネスパートナーを組むか）においての重要な詳細を見逃す原因

となる。そうならないための鍵は、賢明な助言者の意見に耳を傾け、彼らの

見解を真剣に考慮することである。サムソンには、両親の知恵に耳を傾ける

代りに、その度、自分の目が欲するものを選んでしまった。その結果、彼の

行く手は、繰り返し失望、敗北、傷心の痛みに満ちていた。 

 

しかし、彼の罪と欠陥にも関わらず、主は、崇高な目的のためにサムソンを

用いられた－イスラエルの民をペリシテ人の手から救出を開始するため。 

どんな状況に置いても、必ず神側の見解がある： 

 

父母はこの事が主から出たものであることを知らなかった。サムソンはペ

リシテびとを攻めようと、おりをうかがっていたからである。そのころペ

リシテびとはイスラエルを治めていた。（１４：４） 

 

 

サムソン、ペリシテ人の女と結婚する： １４：５－９ 

 

ペリシテ人の女と結婚するために出向く、サムソンのティムナへの旅の物語

の中に、素手でライオンを殺すという不慮の出来事が起こる。この出来事に

ょって、サムソンの神から授かった力が実証されている一方、ナジル人の誓

いの規約を危険にさらし、そのようにして、神から授かっている力をも危険

にさらしている傾向が伺われる。死体と接触することは、規約の中で禁じら

れていた（レビ記１１：２７） 

 

日がたって後、サムソンは彼女をめとろうとして帰ったが、道を転じて、

かのししのしかばねを見ると、ししのからだに、はちの群れと、蜜があっ

た。 14:9 彼はそれをかきあつめ、手にとって歩きながら食べ、父母のもと

に帰って、彼らに与えたので、彼らもそれを食べた。しかし、ししのから

だからその蜜をかきあつめたことは彼らに告げなかった。（１４：８，９） 

 

サムソンは、ナザレ人の誓いを妥協してしまったことを両親に知られたくな

かったので、ライオンの死がいから蜂蜜を取り出したことを両親には話さな

かった。 

 



サムソンの結婚の崩壊： １４：１０－２０ 

 

サムソンの結婚が失敗であったことは誰もが聞いたことのある話である。一

週間に及ぶサムソンの結婚式は大惨事となった。その理由は、１）男たちを

辱めるゲームを催したこと、また、２）結婚を決めたその女はサムソンに誠

実でなかったからである。 

 

サムソンは、ティムナに花婿の付き添い役の男たちを連れて来なかったので

３０人のペりシテ人の男たちが、彼の一行となるために選ばれた。そのお返

しとして、サムソンは彼らに贈り物を与えることとなっていた。贈り物を与

えることを避けるために、サムソンは、彼らにライオンの死がいと蜂蜜（彼

だけが知る）に関する謎解きを提案した。もし、７日間の間で３０人の男に

その謎を解くことが出来た場合は、彼らに、あま布の包みと３０人分の服の

着替えを与えることを約束した。もし、解けなかった場合は、彼らが、サム

ソンに同じだけの支払いをしなければならないのであった。（どこに、花婿

の付き添い役が、花婿に付き添うために支払わなければならない理由がある

のでしょう？）彼の謎解きは次の通りである： 

 

サムソンは彼らに言った、「食らう者から食い物が出、強い者から甘い物

が出た」。彼らは三日のあいだなぞを解くことができなかった。（１４：

１４） 

 

謎か解けずにイライラする３０人のペリシテ人の男とたちは、サムソンの妻

に、もし、サムソンを誘惑して、謎の答えを吐かすことが出来なければ危害

を加えると脅し始めた。 

 

四日目になって、彼らはサムソンの妻に言った、「あなたの夫を説きすす

めて、なぞをわたしたちに明かすようにしてください。そうしなければ、

わたしたちは火をつけてあなたとあなたの父の家を焼いてしまいます。あ

なたはわたしたちの物を取るために、わたしたちを招いたのですか」。

（１４：１５） 

 

それから、サムソンの妻は、ありとあらゆる女の力を用いてサムソンに謎の

答えを彼女に教えるよう説得し始めた。 

 

そこでサムソンの妻はサムソンの前に泣いて言った、「あなたはただわた

しを憎むだけで、愛してくれません。あなたはわたしの国の人々になぞを

出して、それをわたしに解き明かしませんでした」。サムソンは彼女に言

った、「わたしは自分の父にも母にも解き明かさなかった。どうしてあな

たに解き明かせよう」。（１４：１６） 

 

彼女は七日のふるまいの間、彼の前に泣いていたが、七日目になって、サ

ムソンはついに彼女に解き明かした。ひどく彼に迫ったからである。そこ

で彼女はなぞを自分の国の人々にあかした。（１４：１７） 

 

サムソンは、賭けの支払いのために、ぺリシテ人の主要都市であるアシュケ

ロンへ行き、３０人を殺害し、彼らの衣服をはぎ取り、それらを３０人の花

婿の付き添い人に与えた！その間に、サムソンの妻は花婿付添人であった

客の妻となった。（１４：２０） 

 

女たちには、良い結果、または破壊的な結果へと繋がり得る、神から与えら

れた説得力が備わっている。サムソンは、肉体的に強くても、女性による操

りと説得に弱かった。一番めの妻は、泣きじゃくり、サムソンは、本当に彼

女を愛していないと訴えた。最終的に彼女に屈し、そのために結婚は破壊さ

れた（その他はるかに多くのコストを要した。）。二番目の妻、デリラもま

た、サムソンに迫り促し続け、最終的に「あなたは、私を愛してはいない」

を演じ、サムソンの偉大な力の秘密を吐かせた（１６：１５）。女は毎日

その言葉をもって彼に迫り促したので、彼の魂は死ぬばかりに苦しんだ。

（１６：１６）そのことは、神から与えられた強さと、最終的に命をも失

わせる罠となった。箴言は、誘惑の舌の危険性についてそれは多くを語って

いる（箴言７：７－２２）。遊女のくちびるは蜜をしたたらせ、その言葉

は油よりもなめらかである。（箴言５：３）その一方で、女性の知恵は、

舌を用いて、人に非常に前向きな影響を与える能力を持っていることで賞賛

されている。彼女は口を開いて知恵を語る、その舌にはいつくしみの教が

ある。（箴言３１：２６）女性の皆さん、あなたは、神から与えられた説

得力をいかに用いておられるでしょうか？ 

 

 

ぺリシテ人に対するサムソンの復讐： １５：１－８ 

 

サムソンは、妻の父親が彼女を既に他の男に妻として嫁がせていたことを知

らずに、ティムナに戻り、妻と仲直りをしようと期待していた。事実を知っ

たサムソンは激怒して、ぺリシテ人に復讐を行った。まず初めに、３００匹

の狐を用いて、彼らの穀物畑を破壊した。 



そこでサムソンは行って、きつね三百匹を捕え、たいまつをとり、尾と尾

をあわせて、その二つの尾の間に一つのたいまつを結びつけ、たいまつに

火をつけて、そのきつねをペリシテびとのまだ刈らない麦の中に放し入

れ、そのたばね積んだものと、まだ刈らないものとを焼き、オリブ畑をも

焼いた。（１５：４，５） 

 

ぺリシテ人は、サムソンの元妻と父親を殺すことによって報復した。今度は

サムソンが、神に与えられている力を用いて、情け容赦なくぺリシテ人を 

虐殺し、二人の死の復讐をした。 

 

そしてサムソンは彼らを、さんざんに撃って大ぜい殺した。こうしてサム

ソンは下って行って、エタムの岩の裂け目に住んでいた。（１５：８） 

 

ここでも、仕返しに、ペリシテ人が上ってきて、軍隊を蓄積し、ユダの部族

を攻撃する準備をした（１５：９）。それは、大虐殺がその度エスカレート

していく典型的な仕返しの事例であった。そして、その全ての発端は、サム

ソンのことばであった：「彼らがわたしにしたように、わたしは彼らにし

たのです」。（１５：１１）「復讐は、手に負えない怪物である。報復の

一つ一つの行為は、また別の報復を生み出す。支払わなけらばならないコス

トは、必ず投げる人に戻って来るブーメランの仕組みと同じである。復讐の

サイクルは赦しによってのみ停止させることができる。」（ライフ・アプリ

ケーション・バイブル４０８頁） 

 

例え、人間の罪と誤りを通してであっても、神主権の目的が満たされるのを

見ることができることは素晴らしい。サムソンは、私生活において、失敗を

繰り返した：それでも、神は、「ペリシテ人の支配からイスラエルの救出を

開始する」ために、彼をお使いになっていたのである。神のご計画に失敗は

決して存在しない。神の目的を成されるために、人間の罪をお用いになられ

た究極の例は、イエスの死である。イエスは弟子に、人の子は必ず罪人ら

の手に渡され、十字架につけられ、そして三日目によみがえる、と仰せら

れたではないか」。（ルカ２４：７）と教えられた。ペンテコステ（五旬

節）の日にペテロは次のように言った：このイエスが渡されたのは神の定

めた計画と予知とによるのであるが、あなたがたは彼を不法の人々の手で

十字架につけて殺した。（使徒２：２３）神の御手と罪深い人間たちの手

が相互に組み合わさって働いて、イエスを十字架にかけ、私たちの罪のため

に死なせた。神の主権のご計画と人間の自由意志のアクションは、同じコイ

ンの裏表のようなものである。両側を同時に明確に見ることは不可能であ

る；しかし、それらは同時に真実である。 

 

 

ユダ部族、サムソンに対抗する： １５：１０－２０ 

 

サムソンが原因で、ぺリシテ人の軍隊によって攻撃されそうになることを知

ったユダ部族は、戦いを避けるために敵にサムソンを縛り上げ、引き渡すた

めに、サムソンの隠れていたエタムの洞窟を訪れた。イスラエルが、平和を

保つために、神から与えられた救済者を敵に手渡すところまで来てしまった

とは何と皮肉なことでしょう！ユダ部族は、サムソンを綱で縛り上げ、ぺリ

シテ人へと連れていった。ところが、サムソンが彼らに近づいた時、神の 

御霊が再び彼を強めた。 

 

サムソンがレヒにきたとき、ペリシテびとは声をあげて、彼に近づいた。

その時、主の霊が激しく彼に臨んだので、彼の腕にかかっていた綱は火に

焼けた亜麻のようになって、そのなわめが手から解けて落ちた。 彼はろば

の新しいあご骨一つを見つけたので、手を伸べて取り、それをもって一千

人を打ち殺した。 そしてサムソンは言った、「ろばのあご骨をもって山ま

た山を築き、ろばのあご骨をもって一千人を打ち殺した」。（１５：１４

－１６） 

 

主の力がサムソンに降りたが、それがまるで自分の力であるかのように誇り

高ぶった。そしてサムソンは言った、「ろばのあご骨をもって山また山を

築き、ろばのあご骨をもって一千人を打ち殺した」。彼は言い終ると、そ

の手からあご骨を投げすてた。これがためにその所は「あご骨の丘」と呼

ばれた。 時に彼はひどくかわきを覚えたので、主に呼ばわって言った（催

促した）、「あなたはしもべの手をもって、この大きな救を施されたのに、

わたしは今、かわいて死に、割礼をうけないものの手に陥ろうとしていま

す」。「誇りは、神の御力によってのみ成し遂げられることが出来たこと

がらの名誉を受けてしまう要因となる。」（ライフ・アプリケーション・バ

イブル、４０９頁） 

 

この部分は、ただ、サムソンはペリシテびとの時代に二十年の間イスラエ

ルをさばいた。（１５：２０）と締めくくられるが、士師、サムソンの 

最終的な決定的出来事がもう一つある。 

 



サムソンとデリラ： １６：１－２２ 

 

サムソンが娼婦の女とガザ（ペりシテ人の街！）で夜を過ごす短い話は、 

サムソンの物語の最期へと導く。ガザの娼婦との物語の些細なポイントは、

サムソンは自分の制御不能な欲望が原因でもたらされた罠に陥り続けたとい

うことである。そして、より重要なポイントは、サムソンは、ガザの門柱を

その基礎から引き抜き、肩に載せて、ヘブロンの向かいにある山の頂まで、

９マイルの距離を運んで行ったという偉大な力の様である。 

 

この後、サムソンはソレクの谷にいるデリラという女を愛した。（１６：

４） 

 

サムソンについての物語の中に、冒頭から、女を愛することに関与しないも

のは存在しない。デリラの物語の全焦点は、ペリシテ人の支配者がサムソン

の神から与えられた強さの秘密を暴いて奪いとるために、彼を誘惑すること

を目的にデリラを利用したところにあります。ペリシテ人は、サムソンの 

弱点が女癖の悪さであったことを心得ていた。こうして、ペリシテ人はサム

ソンを倒すために、賢く女を利用した。一方、デリラはペリシテ人の支配者

たちが銀を１１００枚ずつ与えることを約束したので、純然たる欲によって

動機づけられた（５節）、膨大な額のお金である！デリラは３度、サムソン

の強さの秘密を吐かせようと試みた；サムソンは、３度とも偽りの回答をし

た。最終的に、デリラは、「愛のカード」をサムソンに引き出した： 

 

そこで女はサムソンに言った、「あなたの心がわたしを離れているのに、

どうして『おまえを愛する』と言うことができますか。あなたはすでに三

度もわたしを欺き、あなたの大力がどこにあるかをわたしに告げませんで

した」。女は毎日その言葉をもって彼に迫り促したので、彼の魂は死ぬば

かりに苦しんだ。彼はついにその心をことごとく打ち明けて女に言った、

「わたしの頭にはかみそりを当てたことがありません。わたしは生れた時

から神にささげられたナジルびとだからです。もし髪をそり落されたな

ら、わたしの力は去って弱くなり、ほかの人のようになるでしょう」。

（１６：１５－１７） 

 

サムソンは、愛人のデリラであれば秘密は安全であると考え、遂に、秘密を

明かしてしまった。ところが、デリラはサムソンを裏切り、彼は直ちに髪の

毛を失い、力をも失った。ナジル人の誓いは破られ、それを機に、彼のキャ

リアの印であった聖霊の力も無くなってしまった。 

女は自分のひざの上にサムソンを眠らせ、人を呼んで髪の毛、七ふさをそ

り落させ、彼を苦しめ始めたが、その力は彼を去っていた。そして女が

「サムソンよ、ペリシテびとがあなたに迫っています」と言ったので、彼

は目をさまして言った、「わたしはいつものように出て行って、からだを

ゆすろう」。彼は主が自分を去られたことを知らなかった。（１６：１９，

２０） 

 

サムソンから主が去られた日は、悲しい日であった（すなわち、彼の特別な

聖霊－士師たちの上に油の注がれた－が取り去られた）。更に、より意味深

いことは、サムソンは、神から授かった特別な力が取り去られていたことを

知らなかったということである。彼は、立ち上がって、「いつもの様に」敵

を倒すことが出来できると思い込んでいた。あなた自身の神への依存を見分

けるための質問です：もし、今、神があなたの人生から、神のご臨在と力を

取り去られたとしたら、あなたは、そのことに気づかれるでしょうか？神の

力無しでは、一歩も前に進めない程、神の力に依存されておられるでしょう

か？それとも、あなたは、自分の力に依存しておられるので、「いつも通

り」の生活を送られるでしょうか？（備考：これらの質問は、ただ見分ける

るための質問に過ぎないことを、私は喜びます。新約聖書は、一度、神の子

の内に聖霊様が住まわれたなら、二度と立ち退かれることは無いことを保証

しています！） 

 

そこでペリシテびとは彼を捕えて、両眼をえぐり、ガザに引いて行って、

青銅の足かせをかけて彼をつないだ。こうしてサムソンは獄屋の中で、う

すをひいていたが、（１６：２１） 

 

サムソンは、彼の目に映るものによって罪へと陥り続け・・・最後にその 

両目を失うこととなるとは、何と悲しく皮肉な結末でしょう。 

 

サムソンの敵は、サムソン自身が知る以上に、彼のことを知っていた。ペリ

シテ人は美しい女性がサムソンの格好の餌食となることを知っていた。 

 

あなたが特定の領域に陥いる傾向があることを知っているなら、肉の欲を満

たすことに心を向けないことが賢明である（ローマ人１２：１４）。J.B. 

フィリップが訳したように：「不義を持っている肉に機会を与えない！」 

今日、あなたの主な弱さから身を守るために、どんな実用的なステップを踏

むことができるでしょうか？あなたの罪深い性質が、あなたを倒そうとする

可能性を取り除くために何ができるでしょうか？ 



サムソンの最後の勝利：１６：２３－３１ 

 

ペリシテ人は、彼らの手にサムソンを渡してくださったとして、異教の神で

あるダゴンを礼拝するために祭りを催した。３０００人ばかりの人々が建物

の屋根の上に集まって、柱と柱の間に縛られたサムソンを見下ろしていた。

サムソンは大観衆のための娯楽のみせものであった。 

 

サムソンは主に呼ばわって言った、「ああ、主なる神よ、どうぞ、わたし

を覚えてください。ああ、神よ、どうぞもう一度、わたしを強くして、わ

たしの二つの目の一つのためにでもペリシテびとにあだを報いさせてくだ

さい」。（１６：２８） 

 

ここでの祈りは、神のご栄光とイスラエルの栄誉のためではなく、むしろ、

サムソンの両目をえぐり取ったぺリシテ人に対する復讐のための力を願って

りを聞かれ、ぺリシテ人に対する最後の勝利のために超自然的力をお与えに

なった。 

 

そしてサムソンは、その家をささえている二つの中柱の一つを右の手に、

一つを左の手にかかえて、身をそれに寄せ、「わたしはペリシテびとと共

に死のう」と言って、力をこめて身をかがめると、家はその中にいた君た

ちと、すべての民の上に倒れた。こうしてサムソンが死ぬときに殺したも

のは、生きているときに殺したものよりも多かった。（１６：２９－３０） 

 

サムソンの罪はさまざまな無残な結果をもたらした。彼は、自由を失い、力

を失い、家族、妻、視力、尊厳、そして、最終的には、命をも失った。それ

でも神は、僕としてのサムソンをお見捨てにならなかった。神は、サムソン

の悔い改めの祈りにお答えになり、彼を、ぺリシテ人を倒すための最後の 

偉大な勝利の力で満たされた・・・実際、彼の最大の勝利となった！最後の

教訓があるとすれば、あなたの人生も、死をも、お使いになっていただくた

めに、神に回するのに決して遅すぎるということは無いということではない

でしょうか。 

 

 

 

 

 

 

サムソンの力の功績の数々： 

 

－素手でライオンを殺した。（１４：５，６） 

－３０人のぺリシテ人を殺し衣服をはぎ取った。（１４：９） 

－３００匹の狐を捕え、その尾にたいまつを縛り付けた。（１５：３－５） 

－繰り返し、縄を引きちぎった。（１５：１４；１６：９，１２，１４） 

－１０００人の男たちをロバのあご骨で殺した（１５：１５） 

－ガザの門柱を運んだ。（１６：３） 

－ぺリシテ人の建物を倒した。（１６：３０） 

 

しかし、彼自身の魂を支配することは出来なかった！アンブローズの古い言

葉の中に、サムソンの人生に当てはめた解説がある：「雄々しく勇敢である

サムソンは、ライオンを抑圧すことが出来ても、自身の愛を抑圧することが

出来なかった。彼は、敵の束縛を打ち破ったが、自分が縛られていた欲望の

ひもを引き破ることは出来なかった。彼は、人々の作物を燃やし尽くした

が、彼自身の果実の効力をたった一人の女が付けた炎によって失った。 

自分の心を制しない人は、城壁のない破れた城のようだ。 

（箴言１５：２８） 


