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はじめに 

士師記は、ヨシュアの時代から３５０－４００年後の暗いイスラエル国家を

描写している。その間、罪のサイクルは何度も繰り返され、サイクルを重ね

るごとにイスラエルは更に低く陥った。士師記の終わりには、ただ純粋に 

霊的、道徳的混乱としか言い表せない２つの物語が含まれている。それは、

まるで全てが歪んでいる鏡の家の中に入り込んだかの如くである。これらの

物語の中には、もはや神がお選びになった国民に意図された目的の陰も形も

伺えない。人々はおのおの自分たちの目に正しいと思うことを行った。

（１７：６；２１：２５）この二つの物語についての驚くべき事実は年代

からして士師記の始めの頃の出来事である点である。このことから、著者の

真のメッセージが感じられる：士師記の時代全体を通して霊的欠陥、道徳的

劣化、また、部族間紛争が混ざり込んでいた。そして、悲しく、皮肉なこと

にも、両方のエピローグの物語は、レビ族（国民を神と祝福へと導く役割を

担うべき部族）の祭司の行動を中心に展開している。 

 

 

ミカ独自の宗教：１７：１－１３ 

 

もし、このセクション全体のテーマが「人々はおのおの自分たちの目に正

しいと思うことを行った。」であったなら、冒頭の物語は、全ての宗教の

自由の絶好の例である。ミカという名の男が、母親に励まされて、自分の家

庭内の宗教を築く決心をした。ミカは、自分の目に正しいと思うことを行っ

た。この、自家製の礼拝を築くことによって、十戒の内、少なくとも７つの

戒めは破られている： 

 

－ミカは、母親の１１００枚の銀貨を盗んだ。 

－母は、盗人に呪いを発した。 

－呪いを恐れたミカは、自分が盗人であることを告白した。 

－ミカは、銀貨を母に返し、母は彼を祝福した。 

－母は、家庭内の偶像を築くために、銀貨をミカに与えた。 

－ミカは、偶像を築き、家内に宮を建てた。 

－息子の一人に、家庭内の偶像の「祭司」を命じた。 

－町に入ってきた一人のレビ人を祭司として雇った。 

 

結びの一節に、悲しい皮肉が含まれている： 

 

それでミカは言った、「今わたしはレビびとを祭司に持つようになったの

で、主がわたしをお恵みくださることがわかりました」。（１７：１３） 

 

ミカは、すっかり洗脳されていたため、あらゆる面で、神が明らかにされて

いるご意志に反しているにも関わらず、自家製の宗教組織を築くことによっ

て祝福してくださると思っていた。イスラエルの全祭司は、レビ部族出身で

彼らは、神がモーセ（レビ記）を通してお与えになった、厳しい指針に基づ

いて礼拝を行なうことを義務付けられていた。更に、全ての礼拝の儀式は、

当時、シロにあった神聖な幕屋の中で行われなければならなかった。このよ

うなイスラエルの宗教の歪みが、実際、ミカと母親に、あらゆる神の律法を

犯しているにも関わらず、神を敬っていると思い込ませていた。 

 

レビ人が職探しのために、なぜさ迷よっていたのでしょうか？レビ人は、 

イスラエルの指定された町々に住むことが定められており、彼らの糧は主の

幕屋の礼拝者による十分の一の供え物から導出されることになっていた。

人々の供え物によって十分サポートされていなかったように伺える；こうし

て、祭司が職探しのために国を歩き回るようになった。 

 

ミカもその母も誠実な人物であったようである。しかし、誠実さが正しいと

は限らない。彼らの自家製の礼拝組織を築く試みは、誠実に間違っていたの

である。使徒パウロは、当時の狂信者について記述している。わたしは、

彼らが神に対して熱心であることはあかしするが、その熱心は深い知識に

よるものではない。（ローマ人１０：２）ですから、神のみ言葉を、堅い

基盤とすることが重要である。そうでなければ、宗教的熱意は、実際、善と

いうよりも、むしろ害となり得る（今日、多くの宗教界でそのことは、非常

に明白である）。真実によって導かれていない熱意は、線路から外れた列車

の様である－危険！ 

 



それにもかかわらず、２部の物語の中で、ミカの家の自家製宗教はイスラエ

ル国家の全ての部族が取り入れ、更に新しいレベルへと発展していく。 

 

 

ダン部族、ミカの祭司と偶像を盗む：１８：１－３１ 

 

ダンの部族には割り当てられた土地があった（ヨシュア１９：４０－４８）

が、完全に占領することが出来なかったので、更なる土地を欲しがった。 

そして、彼らは、征服しやすい領土を欲しがった。遠い北にある、人里離れ

た静かな領土、ライシを分捕るために、６００人の軍隊を送った。この町

は、如何なるトラブルも「怪しまない」町であった（１８：７）。 

 

ダン部族は、領土を手に入れるために、容易な手段を欲した。神によって彼

らに割り当てられた領土からカナン人を追い出してくださることを信頼する

という困難な方法を選択することを怠ったからである。アモリびとはダン

の人々を山地に追い込んで平地に下ることを許さなかった。（士師記１： 

３４）神は、割り当てられた領土において、神に信頼することを学んでほ

しいと願われた。（士師記３：４）；ところが、ダン部族は、勝利を得るた

めに、神に寄り添うことに消極的であった。そこで、彼らは格好の餌食を探

しに出、神の指定外の、遠い北にある静かで平穏なライシの町を見つけた。

私たちは、神を信頼して、神が求めておられる、より困難な道を歩む代わり

に、あまりにも頻繁に、容易な道を探し出してしまう傾向がある。容易な道

とは、恰好な餌食を征服のために、諦め、屈服し、妥協し、小切手を切り、

書類にサインすることである。容易な方法に傾むいてしまう誘惑に抵抗しま

しょう。そのかわりに、神が、より困難な信仰の道を選ぶことを望んでおら

れるとき、神を信頼しましょう。ダン部族は、容易な道を選んだために重い

代価を支払わなければならなかった。第一コリントの中でイスラエル部族に

ついて記述されている箇所に、ダン部族は含まれていなかった。また、ヨハ

ネの黙示録７章のイスラエル部族の表記にも、ダン部族は含まれていなかっ

た。ダン部族は、自分たちの物語を書く選択をしてしまったために、神の 

壮大な物語から外されてしまったようである。ダン部族にとっての「容易な

道」には高い代償がかかった道となってしまった。 

 

ダン部族がライシに向かって北へ移動した際、ミカの家に立ち寄り、戦いの

勝利が得られると思い込み、自家製偶像とレビ人の祭司を奪った。実際、 

祭司自身が盗難を手伝った！ 

 

彼らがミカの家にはいって刻んだ像とエポデとテラピムと鋳た像とを取っ

た時、祭司は彼らに言った、「あなたがたは何をなさいますか」。彼らは

言った、「黙りなさい。あなたの手を口にあてて、われわれと一緒にき

て、われわれのために父とも祭司ともなりなさい。ひとりの家の祭司であ

るのと、イスラエルの一部族、一氏族の祭司であるのと、どちらがよいで

すか」。 18:20 祭司は喜んで、エポデとテラピムと刻んだ像とを取り、民の

なかに加わった。（１８：１８－２０） 

 

祭司は、一家の祭司としてでなく、部族の祭司として、より名誉ある地位を

提供されたことを喜んだので、ミカの家から全ての宗教的金物を盗んで、新

しい雇い主と逃げた。この司祭は、神聖な聖職者に関する神の命令からほど

遠くずれてしまった。 

 

ミカが、自家製の宗教システムが盗難にあったことに気が付いたとき、隣人

を連れて、６００人の軍隊に追いつき、偶像と祭司の盗難について抗議し

た。しかし、６００人の軍隊は、ミカとその友人の手には負えず、何も取り

返すことは出来ずに帰っていった。 

 

ダンの人々は彼に言った、「あなたは大きな声を出さないがよい。気の荒

い連中があなたに撃ちかかって、あなたは自分の命と家族の命を失うよう

になるでしょう」。こうしてダンの人々は去って行ったが、ミカは彼らの

強いのを見て、くびすをかえして自分の家に帰った。（１８：２５，２６） 

 

ダン部族が、ライシを占領した後、ミカの家から盗んだ偶像を飾り、盗んだ

祭司を新しい町の祭司とした。そのことによって、今度は、ダン部族全体に

に彼ら自家製の偶像礼拝が広まった。 

 

そしてダンの人々は刻んだ像を自分たちのために安置し、モーセの孫すな

わちゲルショムの子ヨナタンとその子孫がダンびとの部族の祭司となっ

て、国が捕囚となる日にまで及んだ。神の家がシロにあったあいだ、常に

彼らはミカが造ったその刻んだ像を飾って置いた。（１８：３０，３１） 

 

全ダン部族がヤハウェの礼拝を放り出してしまった。この節には、更に悲し

い皮肉が隠れている。ここでようやく真の礼拝を放り出した張本人である祭

司の名が挙げられている：その名はヨナタン、ゲルショムの息子、モーセ

の息子である！この宗教的亡命の全体を指揮っていた我儘なレビ人はモーセ

の孫であった。ああ、イスラエル国家は、どこまでも遠く、早く、霊的基盤



から落ちてしまったのでしょう！そして、霊的基盤が失われてしまったと

き、間もなく、道徳的、市民の崩壊へと繋がる・・・ 

 

 

レビ人の祭司とそのめかけ： １９：１－３０ 

 

士師記の最後の物語もまた、レビ人の祭司に関わる。聖書の中で最も悲劇で

退廃的なであると言える。３５０－４００年間に及ぶ道徳的劣化を示すため

に、もう一度ここで、この出来事が士師記の初めの時代に、起きたというこ

とを思い出す必要がある。物語の要約は： 

 

－レビ人、めかけを妻にとる（法的権限が低減されている妻）。 

－主人に不誠実なめかけは逃げ出した。 

－レビ人、４か月後に、和解するために迎えに出かけた。 

－レビ人、めかけの父親と４日間続けて宴を楽しんだ。 

－５日目の夜、レビ人は、めかけを連れて出発した。 

－カナン人の住む町に泊まるのは安全でないと考えて通り過ぎた。 

－二人はギベアに着き、イスラエルのこの町であれば安全であると考えた。 

－ギベアの男たちは、レビ人と性的関係を要求した。 

－家の主は、その悪党たちに、処女である自分の娘を勧めた。 

－レビ人は、悪党たちの気が済むように、めかけをドアの外に押し出した。 

－レビ人が寝ている間、悪党たちは、めかけを夜通し辱めた。 

－翌朝、レビ人は、めかけが玄関前の階段で死んでいるのを見つけた。 

－レビ人は、めかけの遺体を持ち帰り、１２分に切り分けた。 

－レビ人は、その１２個の遺体片を１２部族に郵送した。 

－郵送に使った、血みどろの袋は、彼の目的を果たした： 

 

それを見たものはみな言った、「イスラエルの人々がエジプトの地から上

ってきた日から今日まで、このような事は起ったこともなく、また見たこ

ともない。この事をよく考え、協議して言うことを決めよ」。（１９： 

３０） 

 

士師記１９章は、聖書の中で最も悲しい章の一つである。イスラエルの道徳

的、国家の基礎は崩壊していた。しかし、著者が二つのエピローグの物語を

並べて記した理由は、より深いメッセージを伝えたかったからである：私た

ちの霊的生活がずれるとき（chs.１７－１８）、私たちの生活のあらゆる面

で苦しむ（chs. 19-21）。神ご自身が中心でなければならない。神中心でな

いとき、その結果、混乱が生じる。士師記のこの二つの物語から、私たちは

何を学ぶことができるでしょうか？目を覚まして、警告されるべきである。

私たちの社会は、日々、現実的にも、ノンフィクションの映像の中にも士師

記１９章の堕落に肩を並べる物語に溢れんばかりである。私たちは、一歩引

いて、道徳的・倫理的なずれをあおる霊的歪みが存在しないかどうか自問す

る必要がある。私たちは、真の「中心」を再確認する必要がある・・・その

中心は神である。 

 

わたしはあなたを教え、あなたの行くべき道を示し、わたしの目をあなた

にとめて、さとすであろう。あなたはさとりのない馬のようであってはな

らない。また騾馬のようであってはならない。彼らはくつわ、たづなをも

っておさえられなければ、あなたに従わないであろう。（詩篇３２：８，９） 

 

 

ベニアミン部族との戦い： ２０：１－４８ 

 

この物語の中に存在する唯一の前向きな詳細は、その他の部族は皆、ギベア

の男の犯罪に憤慨し、集結して主を求めた（２０：１８，２３，２７）とい

うところである。イスラエル国家全体がベニアミン（その犯罪を犯したの

は、ベニアミンの町、ギベアの男たちであった）戦うために集結した。ベニ

アミン部族が、女を虐待した男を手渡すことを拒んだとき、戦争へと続い

た。驚くことに、イスラエルの民はベニアミンによって二日間敗北へと傾い

た。このことは、神の怒りはベニアミン部族だけでなく、イスラエル国家全

体に及んでいたことを示す。ようやく３日目に、神はイスラエル国家を優勢

にされ、ベニアミン部族は６００人の男を除いて間引かれた。 

 

こうしてその日ベニヤミンの倒れた者はつるぎを帯びている者合わせて二

万五千人で、みな勇士であった。しかし六百人の者は身をめぐらして荒野

の方、リンモンの岩まで逃げて、四か月の間リンモンの岩に住んだ。そこ

でイスラエルの人々はまた身をかえしてベニヤミンの人々を攻め、つるぎ

をもって人も獣もすべて見つけたものを撃ち殺し、また見つけたすべての

町に火をかけた。（２０：４６－４８） 

 

 

ベニアミンの死を嘆く（２１：１－６） 

 

イスラエルは一部族の損失を嘆き、国家の追悼の厳粛な儀式が行われた。 

 



民はベテルに行って、そこで夕暮まで神の前に座し、声をあげて激しく泣

いて、言った、「イスラエルの神、主よ、どうしてイスラエルにこのよう

な事が起って、今日イスラエルに一つの部族が欠けるようになったのです

か」。翌日、民は早く起きて、そこに祭壇を築き、燔祭と酬恩祭をささげ

た。（２１：２－４） 

 

これまでに解ってきた事柄から、この話は、奇妙な結末で終わるのではと 

期待しておられるのではないでしょうか・・・その通りです！ 

 

 

残った６００人のベニアミンの妻を探す： ２１：７－２３ 

 

ベニアミンの将来を確保するための唯一の方法は、生き残った６００人の戦

士たちに他の部族の中から妻を取らせることのみであった。しかし、他の部

族たちはベニアミン続に娘を嫁にやらないことを誓った。そこで、彼らは、

ベニアミンの男たちに妻をめとるための、二つの方法を思いついた。まず 

４００人の妻たちがヤべシュ－ギレアドから取られた。この町は、ミツパに

おいての哀悼 / 悔い改めの必須式典に参加しなかった。したがってイス

ラエルはその町を攻撃し、４００人の処女の女を除いては、全ての住民を殺

した。残りの２００人の妻は最も奇妙な方法によって確保された。（士師記

の結末事態が奇妙である！）残り２００人のベニアミンの男たちは、シロに

おいて毎年恒例の宗教的祭に行き、自分たちの妻となる女たちを誘拐するよ

う命じられた！これは、女たちが踊ったり、ミリアムと出エジプト記の歌を

歌ったりすることが関与する７日間に及ぶ過ぎ越しの祭りと考えられる。 

 

それで彼らは言った、「年々シロに主の祭がある」。シロはベテルの北に

あって、ベテルからシケムにのぼる大路の東、レバナの南にある。そして

彼らはベニヤミンの人々に命じて言った、「あなたがたは行って、ぶどう

畑に待ち伏せして、うかがいなさい。もしシロの娘たちが踊りを踊りに出

てきたならば、ぶどう畑から出て、シロの娘たちのうちから、めいめい自

分の妻をとって、ベニヤミンの地に連れて行きなさい。 もしその父あるい

は兄弟がきて、われわれに訴えるならば、われわれは彼らに、『われわれ

のために彼らをゆるしてください。戦争のときにわれわれは、彼らおのお

のに妻をとってやらなかったし、またあなたがたも彼らに与えなかったか

らです。もし与えたならば、あなたがたは罪を犯したことになるからでし

た』と言いましょう」。ベニヤミンの人々はそのように行い、踊っている

者どものうちから自分たちの数にしたがって妻を取り、それを連れて領地

に帰り、町々を建てなおして、そこに住んだ。（２１：１９－２３） 

 

イスラエルは一体どうなってしまったのであろうか？士師記の最期の部分

は、男が母親の銀を盗む話から始まり、過ぎ越しの祭りの最中に男たちが踊

っている娘たちを誘拐する話で終わる！イスラエルの霊的生活は、そのアン

カーから、はずれてしまい、国家は、これまでにない大混乱と錯乱の新海域

に漂流していた。 

 

 

追伸： ２１：２４ 

 

こうしてイスラエルの人々は、その時そこを去って、おのおのその部族お

よび氏族に帰った。すなわちそこを立って、おのおのその嗣業の地に帰っ

た。 そのころ、イスラエルには王がなかったので、おのおの自分の目に正

しいと見るところをおこなった。 （２１：２４，２５） 

 

ヤハウェこそがイスラエル国家の心と命を支配される王（１７：６；１８：

１；１９：１；２１：２５）であられるので、イスラエルには王は存在しな

かった。人間の心は、神を王位に置くことを拒否したため、神権政治（「神

の支配」）はめちゃくちゃであった。続く重要な部分である神の物語は、祭

司であり預言者であるサムエルが立ち上がり、イスラエル国家の望みである

人間の王を与える。イスラエルの神権政治期間が王制時代への道へと屈す

る。しかしながら、人々は、直ぐに、不完全な人間の王を持つことは、王が

存在しないこと以上に悪い状態を招き得るということに気づく。あなたが望

むことに気を付けましょう。もし、神があなたの心の内の王座におられない

なら、あなたは困難に向かって漂流しておられるのです。 

 

 

あとがき： 士師記の混乱の原因とは？ 

 

士師記の時代のイスラエルの歴史は大混乱にあったと言っても過言でない。 

ヤハウェと律法から立ち去っては、束縛と抑圧の痛みを伴う期間へと陥る 

サイクルを何度も繰り返した。その度、神に泣き叫び悔い改め、神によって

与えられた指導者（士師たち）によって、一時的休息の期間へと導かれ

た・・・ただそのサイクルを何度も何度も繰り返すだけのために。二つの 



エピローグの物語からわかるように、彼らの生活は、霊的、道徳的な国家の

混乱に満ちていた。なぜでしょうか？それは、イスラエルがシナイから遠く

離れ迷っていまったからである。彼らの神であられるヤハウェが、生きてい

くための詳しいロードマップ － あらゆる人生の側面に関する不可欠な律

法：礼拝、働き、結婚、家族、ビジネス、犯罪、罰、等々 － を与えてく

ださったのは、シナイ山であった。神のみ言葉を「心におさめ」、「慎重に

守る」ようにイスラエルに警告された。 

 

彼らに言った、「あなたがたはわたしが、きょう、あなたがたに命じるこ

のすべての言葉を心におさめ、子供たちにもこの律法のすべての言葉を守

り行うことを命じなければならない。この言葉はあなたがたにとって、む

なしい言葉ではない。これはあなたがたのいのちである。この言葉によ

り、あなたがたはヨルダンを渡って行って取る地で、長く命を保つことが

できるであろう」。（申命記３２：４６，４７） 

 

イスラエルは、全ての神のみ言葉を心におさめることを怠った。彼らは、神

との個人的関係を開拓しなかった。彼らは、心をつくし、精神をつくし、

力をつくして、あなたの神、主を愛さなかった。（申命記６：５） 

 

いつの時代も、人々が神を愛することをやめ、神のみことばを聞き入れるこ

とをやめたとき、必然的に自家製の宗教が繁栄する。「人々はおのおの自

分たちの目に正しいと思うことを行った。」人々はおのおの自分たちの目

に正しいと思うことを行った。神のアンカーをから外れるとき、社会は 

必然的に破壊の細断処理へと向かって漂流する。 

 

神に私達の誠実な注意を払わない道理はないではないでしょうか？ 

 

耳を傾け、わたしにきて聞け。そうすれば、あなたがたは生きることがで

きる。（イザヤ書５５：３） 

 

慎んで、み言葉をおこなう者は栄える、主に寄り頼む者はさいわいであ

る。（箴言１６：２０） 

 

 

 


