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はじめに 

イスラエルはエベニーザ（４：１；５：１）においてペリシテ人に

よって敗北した。皮肉なことに、エベニーザとは、「助けの岩」を

意味する、しかし、そのときイスラエルはヤハウェからの助けを受

けなかった。ホフニとフィニアスの死と契約の箱の捕らわれに伴う

大きな損失は、イスラエルの歴史の中で最下点であった。神のご栄

光は、イスラエルから立ち去られた。ペリシテ人の領地において、

７か月間、神の強力なご臨在は、契約の箱の中に、また、外に、偶

像崇拝をするペリシテ人に現れた。最終的に契約の箱をイスラエル

に返したとき、全ペリシテ人がイスラエルの素晴らしい神を知り恐

れた。同時に、神は約束に忠実であられた。7 か月間、イスラエル

から離れられたにもかかわらず、神は、最終的に栄光のご臨在を選

ばれた民に戻されることをお許しになった。 

 

 

ヤハウェ、ダゴンの神殿にて： ５：１－５ 

 

ペリシテ人はイスラエルを打ちのめし、契約の箱を捕え、エべニー

ザから、彼らの礼拝組織の中心地であるアシュドドへ運び込んだ。 

 

そしてペリシテびとはその神の箱を取ってダゴンの宮に運びこみ、

ダゴンのかたわらに置いた。（５：２） 

 

「ダグ」とは「魚」を意味する。ダゴンは半魚人であった。半分魚

で、半分人間である形象は古代バビロニアの物語の中で海から出現

した。ダゴンは人間と魚が両者とも海水から共にに進化していたと

いう信念を祭り、現代の進化論の最も初期の種が伺える。このよう

にしてダゴンは、自然の力を擬人化し、それによって全生命が誕生

したとしている。 

 
ペリシテ人が翌朝神殿に行ってみると、ダゴンは、ヤハウェの契約

の箱の前で、ひれ伏すように顔から落ちていたのを見て驚いた。ダ

ゴンをもとの位置に戻したが、翌朝、再びダゴンは落ちており、今

度はダゴンの頭と手が切り落とされており、それらは祭壇の上段に

導かれるかのように散らばっていた。ぺリシテ人たちは、ヤハウェ

がダゴンに上回る主権を宣告しておられることを察し、契約の箱を

ダゴンの家から取り除いた。 

 

 

契約の箱、町から町へと移動する： ５：６－１２ 

 

神の御手は、アシュドドの民に厳格であった。あちらこちらで人々

は腫瘍を患い、とうとう契約の箱を別の町に移動するよう要求し

た。 

 



「イスラエルの神の箱を、われわれの所に、とどめ置いてはならな

い。その神の手が、われわれと、われわれの神ダゴンの上にきびし

く臨むからである」。（５：７） 

 

ぺリシテ人の支配者たちは（8 節）、契約の箱をガトに移すことを

決心した。 

 

彼らがそれを移すと、主の手がその町に臨み、非常な騒ぎが起っ

た。そして老若を問わず町の人々を撃たれたので、彼らの身に腫物

ができた。（５：９） 

 

3 番目の町、エクロンに移動されたとき、そこの住民は命に危険を

感じた。 

 

そこで人々は神の箱をエクロンに送ったが、神の箱がエクロンに着

いた時、エクロンの人々は叫んで言った、「彼らがイスラエルの神

の箱をわれわれの所に移したのは、われわれと民を滅ぼすためであ

る」。 （５：１０） 

 

ヤハウェの評判は、先へ先へと広がった！最終的に、7 か月の純粋

な大混乱の果て、これ以上神のご臨在に耐えられなくなった。 

 

ペリシテびとの君たちをみな集めて言った、「イスラエルの神の箱

を送り出して、もとの所に返し、われわれと民を滅ぼすことのない

ようにしよう」。恐ろしい騒ぎが町中に起っていたからである。そ

こには神の手が非常にきびしく臨んでいたので、（５：１１） 

 

5 章の最後の句は、彼らの叫びを聞いて、哀れんでくださった神は

苦難に終止符をうつことを決心されたことを表している。 

 

 死なない人は腫物をもって撃たれ、町の叫びは天に達した。 

（５：１２） 

 

 

イスラエルの民が世に神のご栄光を表すことに失敗したかたわら（出

エジプト１９：５，６）、ヤハウェである神は、証を残された。ヤハウェ

は、ぺリシテ人にダゴンではなく、ヤハウェこそが、最高の創造主

であり養ってくださる神であることを表された。力と権力神聖さと

単独性と主権を示され、最終的に、祈りに答えてくださる哀れみ深

い神であることを示された。ぺリシテ人が契約の箱をイスラエルに

返す頃には、ペリシテ人はヤハウェを敬い「償うとがの供えもの」

を捧げた（６：３）！神は、頻繁に、私たちが固く握りしめる偶像か

ら手を緩めさせるために困難を体験することをお許しになることが

ある。また、私たちが、悔い改めて神に回すとき、私たちの嘆き叫

ぶ声を聞いてくださり、正義は哀れみへの道を与える。 

 

 

契約の箱、イスラエルに戻る： ６：１－８ 

 

ペリシテ人の支配者たちは、彼らの宗教指導者たちは、さらなる裁

きを負うことなく契約の箱を返す方法を相談した。 

 

彼らは言った、「イスラエルの神の箱を送り返す時には、それをむ

なしく返してはならない。必ず彼にとがの供え物をもって償いをし

なければならない。そうすれば、あなたがたはいやされ、また彼の

手がなぜあなたがたを離れないかを知ることができるであろう」。 

（６：３） 

 

ダゴンの祭司たちも、ヤハウェの祭司たちの規則を心得ていた：

「もし人が不正をなし、あやまって主の聖なる物について罪を犯し

たときは、その償いとして、あなたの値積りにしたがい、聖所のシ

ケルで、銀数シケルに当る雄羊の全きものを、群れのうちから取

り、それを主に携えてきて、愆祭としなければならない。・・・ こ

うして祭司がその愆祭の雄羊をもって、彼のためにあがないをする

ならば、彼はゆるされるであろう。（レビ記５：１５，１６） 

 



ペリシテには 5 つの主要な都市と 5 人の支配者がいた。したがっ

て、ヤハウェがそれらの都市にお与えになられたわ災いを表現する

ために、5 つの黄金の腫れものと 5 つの黄金のネズミを作成するこ

とを決めた。 

 

それゆえ、あなたがたの腫物の像と、地を荒すねずみの像を造り、

イスラエルの神に栄光を帰するならば、たぶん彼は、あなたがた、

およびあなたがたの神々と、あなたがたの地に、その手を加えるこ

とを軽くされるであろう。（６：５） 

 

400 年も前に、神がエジプトにお与えになった裁きが、その当時の

人々の心に鮮明に残っていたということが興味深い（6 節）。ペリ

シテ人は、パロの心が頑なであったので、エジプト人への災害を増

されたように、同じ運命をたどり苦しむことを恐れた。ダゴンの祭

司はまた、移動手段についても助言した：新しい荷車と、くびきに

繋がれたことのない 2 頭の子牛。 

 

主の箱をとって、それをその車に載せ、あなたがたがとがの供え物

として彼に償う金の作り物を一つの箱におさめてそのかたわらに置

き、それを送って去らせなさい。そして見ていて、それが自分の領

地へ行く道を、ベテシメシへ上るならば、この大いなる災を、われ

われに下したのは彼である。しかし、そうしない時は、われわれを

撃ったのは彼の手ではなく、その事の偶然であったことを知るであ

ろう」。（６：８，９） 

 

神様が、超自然的な御力をお使いになって動物たちをノアとその箱

舟に導かれたように(創世記７：８，９)、今度は、監視無しの、若

い二頭の子牛が神によってイスラエルの領土であるベテシメシに導

かれた（６：１２）。ペリシテ人の支配者たちは離れたところから

レビの祭司が荷車から箱を取り出して、ヤハウェに犠牲の備え物を

捧げたのを見た。そして、その支配者たちは、ヤハウェご自身のご

意思によって彼らの街々を力強い方法で訪問なさったということを

確信しながら帰った。 

ペリシテ人の支配者や占い師たちも（６：２）イスラエルの神は栄

光に値するお方であることを知っていた。神が哀れんでくださるよ

うに、誠意を持って自分たちの罪を認める必要があった。 

全ての人間は、神のかたちに似せて造られた－「神の良心」が備え

られている。このペリシテ人たちが神の神聖さと哀れみを確信した

のであるならば、キリストの信者である私たちはそれ以上でなけれ

ばならないのではないでしょうか？今、あなたは、罪を認め、神の

哀れみと赦しを願う心構えが出来ておられるでしょうか？ 

 

 

契約の箱、ベテシメシにて： ６：１９－２１ 

 

最初、ベテシメシの住民は、「契約の箱」がイスラエルに戻ったの

を見て喜んだ（６：１３）。しかしながら、モーセの律法に規定さ

れている必要な畏敬の念をもって契約の箱を扱う準備が出来ていな

かった。実際、大勢の住民が契約の箱を観光の如く見物しに来たの

で、その者たちは死に至った： 

 

ベテシメシの人々で主の箱の中を見たものがあったので、主はこれ

を撃たれた。すなわち民のうち七十人を撃たれた。主が民を撃って

多くの者を殺されたので、民はなげき悲しんだ。ベテシメシの人々

は言った、「だれが、この聖なる神、主の前に立つことができよう

か。主はわれわれを離れてだれの所へ上って行かれたらよいの

か」。（６：１９，２０） 

 

ペリシテ人と同様に、イスラエルの民も、聖なる神の厳しい御手か

ら逃れるために、契約の箱が別の街に移動されることを求め叫ん

だ！全聖書を通して、神は聖なる方であられると宣言されてこられ

た。また、神は、選ばれた民にも、行いを通して聖い神聖さが表さ

れるように聖い人生を歩むことを熱心に勧めてこられた（第一ペテ

ロ１：１５，１６）。神の「神聖さ」を理解することは困難であ

る。本質的に罪（神聖でないこと）に対して必然的に発生する「神

の怒り」を理解することもまた困難である。神聖さと神の怒りの本



質を垣間見るための最善の方法は、神の完全な御子であられるイエ

ス・キリストの御業を通してである。イエス様は、私たちのために

「罪」となられた。したがって、父なる神の怒りをぶつける対象と

なってくださった（第二コリント５：２１）。十字架で、イエス様

は、聖なる神の罪に対する裁きを受けられ、全人類の「償いの捧げ

もの」となられた。（更なる深い学びのための参照：ローマ人３：

２２－２６；エペソ人２：１－５；ガラテヤ人３：１３，１４） 

 

神は、私たちが、神の神聖さを学び、知ることによって神を崇拝し

てほしいと願っておられる。イエス様が人類のために神の怒りを吸

収してくださったので、私たちが神の怒りを恐れる必要は無い。イ

エス様が十字架上で「我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになった

のか。」と叫ばれたとき、まさに、神の罪に対する怒りを体験され

ていたのである。そして「完了した。」と叫ばれたとき「償いの捧

げもの」が神によって完全に消費され、受け入れられたのです。こ

の素晴らしい十字架上での御業は、私たちが日々次のように祈るこ

とを招いている：「憐み深い神様、あなたの哀れみを感謝します。

主であられるイエス様、父なる神様の神聖な怒りを受け苦しみ耐え

てくださったことを感謝します。」 

 

 

 

契約の箱、キリアテ－ヤリムにて： ７：１－２ 

 

その箱は久しくキリアテ・ヤリムにとどまって、二十年を経た。イ

スラエルの全家は主を慕って嘆いた。（７：２） 

 

約 20 年の間、人々は嘆いた。しかし、前進の道は常に手の届くとこ

ろにあった。主なる神、イスラエルの聖者はこう言われた、「あな

たがたは立ち返って、落ち着いているならば救われ、穏やかにして

信頼しているならば力を得る」。しかし、あなたがたはこの事を好

まなかった。（イザヤ３０：１５） 

ああ、神の親密さと恩恵の損失を嘆きながら何年の年月を無駄にす

るのであろうか。主は待っていて、あなたがたに恵を施される。そ

れゆえ、主は立ちあがって、あなたがたをあわれまれる。（イザヤ

書３０：１８）もし、神との間に距離があるなら、神が近づかれる

ことを拒んでおられるのではない。神が近づいて下されるように私

自身を謙虚にすることを拒んでいるからである。神に近づきなさ

い。そうすれば、神はあなたがたに近づいて下さるであろう。罪人

どもよ、手をきよめよ。二心の者どもよ、心を清くせよ。苦しめ、

悲しめ、泣け。あなたがたの笑いを悲しみに、喜びを憂いに変え

よ。主のみまえにへりくだれ。そうすれば、主は、あなたがたを高

くして下さるであろう。（ヤコブの手紙：４：８－１０） 

 

 

サムエル、イスラエルに悔い改めを呼びかける： ７：３－６ 

 

長年にわたり、曖昧に消滅していたサムエルがここでイスラエルの

指導者－預言者、祭司、士師として出現する。〝沈黙″であった年

月のいくらかを繋ぎ合わせることが出来る。そのころのサムエル

は、結婚して、二人の息子がいた。ヨエル：「ヤハウェは神であ

る」とアビヤ：「ヤハウェは父である」（８：２）。ラマに落ち着

き、イスラエルの歴史の中で初の「預言者の一軍」を形成する頭と

なっていた（１９：１８－２４）。サムエルは、イスラエル部族を

訪問し、神の預言者たちのことばを人々に届けるために旅したに違

いない（３：１９－２１）。このようにして、サムエルは、「主を

慕って嘆いた」20 年の間イスラエルを統一する声となった。 

 

おそらく、神のみことばがサムエルを通してイスラエルに語ったの

で、主を慕って嘆くようになったのであろう。神の心理がそれを受

け入れる人間の心に降りるとき、誠実な聞き手は自分の罪を嘆き、

神との交わりの回復を望むようになる。イエス様は、そのような

心・聞き手のことを御言を聞いて受けいれ、後に実を結ぶ「良い

地」と話された（マルコ４：２０）。あなたの心は柔らかく、神の

みことばを受け入れる状態が整っているでしょうか？ 



それから、サムエルは、イスラエルをミズバに集め国民の悔い改め

の儀式を行うときが来たと決心したことは驚くまでもない。国民

は、神の先駆けとして尊重して来た人の声を心に留めた。 

 

その時サムエルはイスラエルの全家に告げていった、「もし、あな

たがたが一心に主に立ち返るのであれば、ほかの神々とアシタロテ

を、あなたがたのうちから捨て去り、心を主に向け、主にのみ仕え

なければならない。そうすれば、主はあなたがたをペリシテびとの

手から救い出されるであろう」。そこでイスラエルの人々はバアル

とアシタロテを捨て去り、ただ主にのみ仕えた。（７：３，４） 

 

「バアルとアシュトレトの偶像」が触れられていることは、士師記

の中でイスラエルが繰り返しヤハウェ礼拝とカナン人の偶像礼拝を

混同しようとして自分たちを滅ぼしへと導いたことを思い出させ

る。（実際、サムエルはイスラエルにとっての最後の士師となった。） 

 

人々はミヅパに集まり、水をくんでそれを主の前に注ぎ、その日、

断食してその所で言った、「われわれは主に対して罪を犯した」。

サムエルはミヅパでイスラエルの人々をさばいた。（７：６） 

 

一大事に、サムエルがイスラエル国家を集め断食をもって祈りを捧

げたように、オークポイント教会では、断食をもって年次祈祷会を

行なっている。「エズラ８日」と呼んでいる。旧約聖書の物語の中

で頻繁にイスラエルの民が一丸となって神の癒しの御手、祝福、保

護、恩恵、備えを求めるために特別な悔い改めの祈りを捧げる場面

が見られる。これらの日々は、神との歩みの旅路の特別な記念日で

ある。「エズラ 8 日」の日に、私たちは一丸となって次のことを行

なう：１）主を慕い、自分の罪を告白する；２）キリストの贖いの

犠牲への謙虚な感謝を捧げる；３）来る年に備えて完全に自分自身

の従順を捧げる；４）心を尽くして神を求め、神が私たちの叫びを

聞いてくださったことを自信を持って確信して、それぞれの生活に

戻る。エズラ８日を霊的訓育の一環とされるようお招きします。 

 

神、イスラエルのぺリシテ人克服を助けられる： ７：７－１４ 

 

ミズバにて、戦いを企てる軍事集会を疑い、ぺリシテ人は素早く収

集を解散させた。 

 

イスラエルの人々のミヅパに集まったことがペリシテびとに聞えた

ので、ペリシテびとの君たちは、イスラエルに攻め上ってきた。イ

スラエルの人々はそれを聞いて、ペリシテびとを恐れた。そしてイ

スラエルの人々はサムエルに言った、「われわれのため、われわれ

の神、主に叫ぶことを、やめないでください。そうすれば主がペリ

シテびとの手からわれわれを救い出されるでしょう」。そこでサム

エルは乳を飲む小羊一頭をとり、これを全き燔祭として主にささげ

た。そしてサムエルはイスラエルのために主に叫んだので、主はこ

れに答えられた。（７：７－９） 

 

イスラエルの民は、サムエルに祈りを求めた。彼らの心はへりくだ

って神に依存した。サムエルは祈る前に民の罪の贖いの全焼の生贄

に小羊を捧げた（レビ記１：１－４）。もしわたしが心に不義をい

だいていたならば、主はお聞きにならないであろう（詩篇６６：１

８）。生贄をささげたあと、神の助けを願った。「主はこれに答え

られた！」。 

 

サムエルが燔祭をささげていた時、ペリシテびとはイスラエルと戦

おうとして近づいてきた。しかし主はその日、大いなる雷をペリシ

テびとの上にとどろかせて、彼らを乱されたので、彼らはイスラエ

ルびとの前に敗れて逃げた。イスラエルの人々はミヅパを出てペリ

シテびとを追い、これを撃って、ベテカルの下まで行った。 

（７：１０，１１） 

 

イエス様は、私たちの罪のために贖いの生贄となってくださった。

このようにして、私たちは、「だから、わたしたちは、あわれみを

受け、また、恵みにあずかって時機を得た助けを受けるために、は

ばかることなく恵みの御座に近づく（へブル人への手紙４：１６）」ため



に罪の告白をするだけでよいのです（第一ヨハネ１：９）。罪を告

白し、清められて神に近づく。これこそが神によって定めらたパタ

ーンである。 

 

ペリシテ人の軍隊は直ちに大敗し、イスラエルにとってはペリシテ

人弾圧を克服するための長い闘いの転換点の勝利となった。サムエ

ルはこの決定的なペリシテ人に対する勝利をもたらしてくださった

神の助けに敬意を表して石碑を建てた。そしてその石碑をエべネゼ

ル「助けの岩」と名付けた。 

 

記念碑を建てたこの地点はイスラエル人が 20 年前に陣を敷き、壊滅

的な敗北に苦しんだ、まさにその場所であるということがここで重

要である（７：１２ を ４：１、５：１と比較しましょう）。神

はその民が失敗と恥を体験したその場所に戻されてから、神の助け

と勝利を体験させた。「エべネゼル」とは何と相応しい名前でしょ

う－「主は今に至るまで我々を助けられた」（７：１２）。 

 

次の聖句から、ペリシテ人に対するイスラエルの長い闘いにおける

この瞬間の重要性を理解することが出来る： 

 

こうしてペリシテびとは征服され、ふたたびイスラエルの領地に、

はいらなかった。サムエルの一生の間、主の手が、ペリシテびとを

防いだ。（７：１３） 

 

主に尋ねましょう：「あなたと私の神聖な愛の流れとあなたの御心

また、あなたの新しい希望と未来を妨げるものが無いでしょう

か？」そして、静まって（詩篇４６：１０）神に語っていただきま

しょう。「これまで」、神が与えてくださったあらゆるエゼル－

「助け」を感謝しましょう。神があなたのパートナーとなってくだ

さり大いなる逆転を起こしてくださることを妨げている罪を告白

（認める）しましょう。（イスラエルの民のように）助けを得るま

でに、どうか 20 年間もかかりませんように！ 

 

サムエルの年次経路：７：１５－１７ 

 

以前、イスラエルにおいてのサムエルの役割は、祭司と預言者とし

て描かれていた。ここでは、外国の抑圧のくびきを克服するため

に、神によって育てられた最後の士師（15 節）または、「救世主」

として記載されている。士師として、国中を巡って、人々のための

主要な意思決定を与えるために移動した。 

 

サムエルは一生の間イスラエルをさばいた。 7:16 年ごとにサムエル

はベテルとギルガル、およびミヅパを巡って、その所々でイスラエ

ルをさばき、 7:17 ラマに帰った。そこに彼の家があったからであ

る。その所でも彼はイスラエルをさばき、またそこで主に祭壇を築

いた。（７：１５－１７） 

 

サムエルは、あらゆる面において理想的な指導者であった。祭司と

しても、神との親密な歩みを維持し、忠実に人々のためにとりなし

た。「神のご栄光」がイスラエルに戻ったのは、主に、サムエルと

神の歩みの質のお陰である。イスラエルの士師としても、賄賂を取

ることを拒み、決して正義を曲げることなく問題を正しく取り扱っ

た（１２：３）。預言者としても、神からの継続的な啓示のために

常に経路を開いた状態を保った。神が、民のために語られる宝であ

るみ言葉を注ぐために、サムエルの器が十分純粋であったので、神

のお導きがイスラエルに戻った。 

 

私たちは皆、様々な段階において、人々を導くために召されてい

る。サムエルの指導者としての見本から多くを学ばされる。神に尋

ねてみましょう：「私は、あなたが伝道のためにみ言葉を注ごうと

しておられることを受ける器を備えているでしょうか？あなたの 

真理の泉が私に流れることを妨げている物事は無いでしょうか？」

サムエルの祈のように：「しもべは聞きます。お話しください」

（３：１０）。神によって書かれたみ言葉をとおして、また、あな

たの内に住まわれる神の聖霊様がささやかれる小さな声を通して、



神はあなたに語ろうとしておられる。聖霊様はあなたになにを明ら

かにしようとなさっているでしょうか？ 

 

 

エべネゼル： この箇所のまとめ 

 

神がイスラエルの民を待ち続けられた 20 年間は大変長い年月であ

る。しかし、神は、この時間も活動的であられた。神は、サムエル

を各地に遣わされ、神のみことばをもって神によて選ばれた民の心

を威圧された。民が嘆いている間に、ミズパへ移動され、大いなる

逆転の準備を整えておられた。 

神は、また、同じ 20 年間の間、ペリシテ人が 7 か月の間、体験した

ヤハウェの力と主権によって、彼らも神に向かうことを期待してお

られた。残念ながら、彼らはダゴンを礼拝し続けた。したがって、

ダゴンが契約の箱の前にひれ伏すように倒れたように、ペリシテ人

の軍隊もミツパの闘いで、ヤハウェの落雷のような力に倒れた。数

十年以上後、ペリシテ人の巨人、ゴリアテは、神のイスラエルに対

して嘲笑い。彼もまた「万軍の主の名、イスラエルの軍の神の名」

によって、幼いダビデに克服され、その少年の前に倒れた（１７：

４５）。ペリシテ人は、神に対して心を頑なにした。 

 

エべネゼルで始まり（４：１；５：１）、エべネゼルで終わる

（７：１２）。神は常に私たちの助け主（エゼル）でいてくださる

しかし、頻繁に、私たちと勝利の岩との間に立ちはだかる「人生」

の中で長きにわたる（20 年以上）成熟期間が要する。神は、信者を

形成する過程で急いでおられない。忍耐強く神のご栄光に似るよう

に私たちを形成してくださる（第二テサロニケ３：１８；ローマ人

８：２８；２９）。忘れないでください、神は、しばしば、神の驚

くばかりの恵みと深い哀れみを誇示されるために、あなたの敗北の

場所へと後戻りされる。逆転を通じて神の栄光を示されることを喜

ばれる。神があなたのために、そのような御業をなされるとき、あ

なたのエべネゼル（神の助けの岩）を築き上げてください。 

 


