
God With Us 
Part 3: A King in place of THE KING. 

1st and 2nd Samuel 

 

Message 4 – Samuel Anoints Saul as the first King: 

1 Samuel 8-12 

 

神は我らと共に 

パート４： 王（神）に代わる王 

サムエル記第一・第二 

 

メッセージ４－ サムエル、初代王としてサウルに油を注ぐ 

第一サムエル８－１２章 

 

 

はじめに 

神は、拒絶されることの痛みをご存知であられる。ヤハウェ、偉大

なる「わたしはある」というお方は、イスラエルの唯一の王であら

れる。しかし、イスラエルの民は「他の国々と同じように」人間の

王を願い要求した。ヤハウェは、民の拒絶を受け入れられ、サムエ

ルの仲介により、彼らの望み通りサウルという名の王を与えた。あ

なたが神に何を願い求めるか、十分に気を付けましょう・・・神の

御心に反することであっても、あなたの望みをかなえられることが

あるからです。 

 

サムエルとその息子たち：８：１－６ 

 

サムエルは歳を取り（50 代前半）、二人の息子たちは南方で裁き司

を務めていた。父親の模範的な例から遠ざかり、賄賂を受け取り裁

きを歪めた。（１２：３－５）。 

 

この時、イスラエルの長老たちはみな集まってラマにおるサムエル

のもとにきて、言った、「あなたは年老い、あなたの子たちはあな

たの道を歩まない。今ほかの国々のように、われわれをさばく王

を、われわれのために立ててください」。（８：４，５） 

サムエルの息子は、なぜ父親の模範に続くことが出来なかったので

しょうか？正確には知られていませんが、いくつかの可能性が上げ

げられる： １）サムエルは広範囲を旅することを要されたので息

子たちを適切にしつける十分な時間がなかった。 ２）ヨエルとア

ビアは自分たちの意志に従った。サムエルは信心深く祈りの父親で

あったけれども、大人になって自由意志をもつ息子たちを制御する

ことはできなかった。 ３）幼い頃は順調に育っていた息子たちも

歳を重ね、周囲の影響を受け、独立以降モラルを損なってしまった

可能性がある（第一コリント１５：３３）。 

 

サムエルは、イスラエルの指導者たちから受けた息子たちについて

の非常に直接的批判をどのように処理したでしょうか？サムエルは

「不愉快」であったが、怒りをもって反応しなかった。そしてサム

エルが主に祈ると・・・（８：６） 

 

長老たちがサムエルに息子の批判をし、人間の王を要求したとき、

普通の感情があった（落胆、拒絶、悲しみ、痛み）。このような状

況に直面したとき、あなたならどのように反応するでしょうか？私

たちは、頻繁に、つい防御したり、主張したり、拒否したり、言い

訳をしたり、攻撃し返したりしてしまう。サムエルは、その代わり

に、語るにおそく、怒るにおそ（ヤコブ１：１９）かった。感情的

になって直接相手に反応するのではなく、サムエルは感情を神に委

ねた－「神に祈った」それから、長老たちに応えた。イエス様が告

発者たちに襲われたときもそのようになさった（第一ペテロ２：２３）。 

 

 

ヤハウェ、拒絶された王： ８：７－９ 

 

イスラエルの民は生活や振る舞いを通して、周りの国々に神の王権

を表わすことにより、ヤハウェである神を示すこととされていたが

今では「他の国々」の様になることを望んだ。サムエルは、そのこ

とに対する神の反応に驚かされたことでしょう。 



主はサムエルに言われた、「民が、すべてあなたに言う所の声に聞

き従いなさい。彼らが捨てるのはあなたではなく、わたしを捨て

て、彼らの上にわたしが王であることを認めないのである。彼ら

は、わたしがエジプトから連れ上った日から、きょうまで、わたし

を捨ててほかの神々に仕え、さまざまの事をわたしにしたように、

あなたにもしているのである。（８：７，８） 

 

神は、創世記以来、神の民に拒絶され続けて来られた（創世記３）。

神とイスラエルの民との間のこれまでの関係は、連続的拒絶の関係

であった。神ご自身が来られたときも、また、「彼は侮られて人に

捨てられ、悲しみの人で、病を知っていた〈イザヤ書５３：３〉。

最後にイエス様は拒絶された。弟子たちは皆イエスを見捨てて逃げ

去った。（マルコの福音書１４：５０） 

 

神は、拒絶され見捨てられた人の気持ちをご存知である。あなたが

批評、拒絶、または、見捨てられるような経験をするとき、溢れる

感情を神に委ねてください。この大祭司は、わたしたちの弱さを思

いやることのできないようなかたではない。罪は犯されなかった

が、すべてのことについて、わたしたちと同じように試錬に会われ

たのである。（へブル４：１５） 

 

 

人間の王に関する警告： ８：１０－２２ 

 

神は、王たちがヤハウェの最高権威の下で従順に行動するべきあり

方ををモーセに明確に命じられた（申命記１７：１４－２０）。こ

こで神は王たちが過酷に国民を支配することになるであろうと警告

されている。優雅な王であられる神に仕える代りに、民は奴隷のよ

うに人間の王に仕える結果へと繋がる。それでも、民は盲目的に人

間の王を主張した。 

 

ところが民はサムエルの声に聞き従うことを拒んで言った、「いい

え、われわれを治める王がなければならない。われわれも他の国々

のようになり、王がわれわれをさばき、われわれを率いて、われわ

れの戦いにたたかうのである」。（８：１９，２０） 

 

私たちが生きる中で、生活を高めるために、頻繁に物や人を「手に

入れなければならない。」と決めつけてしまう。それは、始めにア

ダムとエバを神から背を向ける結果へと誘導したサタンによる偽り

のささやきであった：「神があなたから保留しておられる実はあな

たの生活を高めてくれる。」（創世記３：４，５）最も深いところ

で、神に従うといことは信頼するということである。神は、あなた

を愛しておられ、あなたに最高のものをお与えになりたいと願って

おられるということを信じますか？神は、私たちに良くしてくださ

る方であると信じることを学ぶことは、私たちが従順な道を歩むた

めの重要な踏み台である。あなたは「神はあなたのためにおられ

る」ということを信じる（信頼する）ことに困難を覚えておられる

でしょうか？もし、そうであるなら、神への信頼が欠けている根源

を明らかにしていただくよう神に祈る時間を持ってください。 

 

 

サウル、サムエルに出会う： ９：１－２５ 

 

ここで、キシの息子、サウルが物語に登場する。初っ端から、優れ

た容姿について留意されている。外見においては、民が望んだ全て

が備わっていた。 

 

キシにはサウルという名の子があった。若くて麗しく、イスラエル

の人々のうちに彼よりも麗しい人はなく、民のだれよりも肩から

上、背が高かった。（９：２） 

 

父のロバがいなくなったので、サウルはロバを探しに送られた。そ

の過程でサムエルが訪れていた町にやってきた。神は、その前日、

サムエルに油を注ぐべき男に出会うことを告げられた： 

 

「あすの今ごろ、あなたの所に、ベニヤミンの地から、ひとりの人

をつかわすであろう。あなたはその人に油を注いで、わたしの民イ



スラエルの君としなさい。彼はわたしの民をペリシテびとの手から

救い出すであろう。わたしの民の叫びがわたしに届き、わたしがそ

の悩みを顧みるからである」。（９：１６） 

 

サウルに出会った後、サムエルは励ましの言葉を掛けたが、サウル

はそのような高尚な言葉を受けたことに困惑した。 

 

三日前に、いなくなったあなたのろばは、もはや見つかったので心

にかけなくてもよろしい。しかしイスラエルのすべての望ましきも

のはだれのものですか。それはあなたのもの、あなたの父の家のす

べての人のものではありませんか」。 サウルは答えた、「わたしは

イスラエルのうちの最も小さい部族のベニヤミンびとであって、わ

たしの一族はまたベニヤミンのどの一族よりも卑しいものではあり

ませんか。どうしてあなたは、そのようなことをわたしに言われる

のですか」。（９：２０，２１） 

 

サウルは、他の部族らによって戦いのさい間引かれたベニアミン族

出身であった（士師記２０）。600 人の男たちだけが助かった。従

って、サウルの部族はイスラエルの中で一番小さかった。 

 

 

サムエル、サウルに油を注ぐ： ９：２６－１０：１３ 

 

サムエルはイスラエルの初代王としてサウルを聖別するために油を

注いだ。そして、サウルの帰路の中で起こる一連の４つの兆候を断

言した。中でも一番重要なことは主の御霊がサウルにやって来て彼

の心を変えられるということであった（１０：６）。最後に、サム

エルはサウルに一つはっきりと命じた。 

 

これらのしるしが、あなたの身に起ったならば、あなたは手当たり

しだいになんでもしなさい。神があなたと一緒におられるからで

す。あなたはわたしに先立ってギルガルに下らなければならない。

わたしはあなたのもとに下っていって、燔祭を供え、酬恩祭をささ

げるでしょう。わたしがあなたのもとに行って、あなたのしなけれ

ばならない事をあなたに示すまで、七日のあいだ待たなければなら

ない」。（１０：７，８） 

 

サウルの神への従順さを試されるために、神は一つだけ制限を与え

られた。そして、それらの兆候が起こった後は「手当たりしだいに

なんでもしなさい。神があなたと一緒におられるからです。」（7

節）と仰ったのです。それは、あらゆる方法で行動する自由をほの

めかすものであった。しかし、一つだけ、明確な制限がともなっ

た：「私（サムエル）があなたのもとに行って、あなたのしなけれ

ばならない事をあなたに示すまで、七日のあいだ待たなければなら

ない。」この制限を無視したサウルの不覚は、後に彼の人生の転換

点を招くこととなる。 

 

エデンの園で、神はアダムとエバに素晴らしい自由を手に入れるこ

とが出来ると言われた：「あなたは園のどの木からでも心のままに

取って食べてよろしい。」（創世記２：１６）でも、一つだけ、明

確な制限があった：しかし善悪を知る木からは取って食べてはなら

ない。」（創世記 2：17）神は、私たちに選択の自由を与えてくだ

さっている。神が制限を置かれるとき、次の二つの理由からであ

る：１）神の制限に対する私たちの反応によって神への愛を試みる

ため。２）神による制限は、私たちに危害を及ぼすものから保護す

るためである。神の「No（否）」に憤りを覚えたり、無視してはな

りません。親が子供たちに、熱いストーブに触ってはいけませんと

言うように、神は、私たちを愛してくださっていゆえ、私たちが

「火傷を負わない」ように守ろうとしてくださっているのです。 

 

サウルの帰路、サムエルの言った通りの全ての兆候が起こった

（10：9－⒔）。神の御霊がサウルに降り、預言する能力が備わり、

直ちに大きな変化が彼に起こったという噂は広まった： 

 

もとからサウルを知っていた人々はみな、サウルが預言者たちと共

に預言するのを見て互に言った、「キシの子に何事が起ったのか。

サウルもまた預言者たちのうちにいるのか」。（１０：１１） 



神は、サウルに人生を変える強力な神の御霊を「投資」された。そ

の先、神の偉大なる目的のために、力強い御霊の力がサウルを通し

て働くために、神と共に歩むことは、サウルの責任であった。同様

に、回心のとき（新生）、神の子となった一人一人の内に住んでく

ださる聖霊を与えてくださる。その先、私たちを通して「御霊によ

る実」が明らかにされるために、私たちが「神の御霊とともに歩む

ため」である（ガラテヤ人への手紙５：２２－２５）。そのために

は、御霊に、ただ内に住んでいただくだけでなく、私たちの「主」

となっていただく必要がある。聖霊様に強めていただき、あなたの

世界で神の偉大な目的のために生きることが出来るように導いてい

ただくよう祈ることを定期的な習慣にしてください。（Charles 

Stanley の The Wonderful Spirit-filled Life を参照ください。） 

 

サウル、叔父に報告する： １０：１４－１６ 

 

サウルが帰宅したとき、叔父が具体的にサムエルとの出会いについ

て尋ねた。 

 

サウルのおじは言った、「サムエルが、どんなことを言ったか、ど

うぞ話してください」。 サウルはおじに言った、「ろばが見つかっ

たと、はっきり、わたしたちに言いました」。しかしサムエルが言

った王国のことについて、おじには何も告げなかった。（１０：１５，

１６） 

 

なぜ、サウルはサムエルが言ったことの一部だけを明らかにしたの

でしょうか？そのように崇高な名誉ある地位に選ばれたなどと言い

出すことによって嘲笑されることを恐れたに違いない。ここでサウ

ルに内在する恐怖の最初の兆候が検知できる。彼は「劣等感」を抱

いていた。 

 

サウル、公に王として聖別される： １０：１７－２７ 

 

サムエルは、ミズパで国家を招集し、神がサウルをイスラエルの初

代王としてお選びになられたことを公にした。ところが、紹介の際

サウルは見つからなかった！彼を探し出すために、主からの特別な

啓示を要した。 

 

そこでまた主に「その人はここにきているのですか」と問うと、主

は言われた、「彼は荷物の間に隠れている」。人々は走って行っ

て、彼をそこから連れてきた。彼は民の中に立ったが、肩から上

は、民のどの人よりも高かった。（１０：２２，２３） 

 

再び、彼の劣等感がこの大役に神がお選びになられたということを

信じる邪魔となった。サウルは、外見は立派な大人の男であったが

中身は子供の様な小心者であった；「信仰を積む代わりに、自分の

感情に従った消極的な支配者」（W. Wiersbe, Bible Exposition 

Commentary, p.231） 

 

真の「保証」と「自尊心」は、天におられる父なる神様との関係の

中から育まれる。神による受け入れ、愛、承認、肯定によって、私

たちは頭を高くして歩むことが許される。わたしたちが神の子と呼

ばれるためには、どんなに大きな愛を父から賜わったことか、よく

考えてみなさい。わたしたちは、すでに神の子なのである（第一ヨ

ハネ３：１）私たちの価値は、以下のような変化する標準から導き

出されることはできない：自分をどう思うか；他人が自分をどう思

うか；自分がどれだけ生産しているか；何を所有しているか；どん

な役割を担っているか；自分の格好がどうであるか。最終的な価値

は不変の父なる神が私のことをどうお考えであるかによって導き出

される。神は、私を愛してくださっており、ありのままの私を受け

入れてくださる！ 

 

 

サウル、アンモナイトを倒す： １１：１－１５ 

 

サウルが国家を導いて、ヤベシュ‐ギレアドの住民に屈辱を与え奴

隷にすると脅したアンモナイトの王であるナハシュと戦った際、サ

ウルの指導的役割は速やかに認められた。神の聖霊によって動かさ



れたサウルは、自国の人々を守るためにイスラエルを結集した。サ

ウルを中傷する者でさえ、新しい王の内に働く神の御霊の表示によ

って沈黙させられた（参照：１０：２７、１１：１２，１３）。 

 

神は、神の子となった一人一人に「霊的賜物」を与えてくださる。

私たちが、神から与えられた賜物を発見し、開発、展開していくこ

とが大変重要である。主から割り当てられた役割を早期に受け取る

とき、神があなたの内に備えてくださっている特殊な賜物の数々を

発見するでしょう。１）才能を用いて仕えることを喜びと感じるよ

うになる。２）神のご栄光のために、あなたは実を結ぶ。 ３）周

りから認められる。また、「霊的賜物」とは、他者の利益のため

に、神があなたの内に備えてくださった賜物であるということを覚

えてください。神が与えてくださった賜物を謙虚に受け取り、世の

神の目的のために用いて、神にご栄光を返しましょう。 

 

 

サムエルのイスラエルへの演説： １２：１－２５ 

 

サムエルの演説は、大規模であった。彼らが王を要求したので、神

が（罪深い）心の中の欲望をお与えになられた。依然として、未来

は、ヤハウェの王権の下で従順に暮らす人々に依存した。 

 

－サウルの行動の防衛（１－５） 

先ず、サウルは祭司、預言者、また裁判官として国民のために一生

仕える中、どのような不正行為についても問うよう国民を促した。

そして、神が、サウルの証人であるので、人々は何の障害も認めら

れないと宣言した。 

 

サムエルは彼らに言った、「あなたがたが、わたしの手のうちに、

なんの不正をも見いださないことを、主はあなたがたにあかしされ

る。その油そそがれた者も、きょうそれをあかしする」。彼らは言

った、「あかしされます」。（１２：５） 

 

サムエルと同様、使徒パウロも神が指導者としての行いの証人であ

ると宣言した：わたしは自ら省みて、なんらやましいことはない

が、それで義とされているわけではない。わたしをさばくかたは、

主である。（第一コリント４：４）あなたは、神と人間の前に明確

な良心を持っておられるでしょうか？あなたは、神を招き、調べて

いただき、神が望まれる人間へと変えていただくように祈っておら

れるでしょうか？神よ、どうか、わたしを探って、わが心を知り、

わたしを試みて、わがもろもろの思いを知ってください。わたしに

悪しき道のあるかないかを見て、わたしをとこしえの道に導いてく

ださい。（詩篇１３９：２３，２４）明確な良心をもって神の御前

に、また人の前にあることは、あなたの内のストレスレベルを大幅

に低下させてくれます。 

 

 

－過去の指導者たちの神の備え（６－１１）サムエルは、神が必要

な時に過去の全ての指導者たちを備えてくださったことをイスラエ

ルの民に思い出ださせた（彼らの不信仰にもかかわらず）： 

 

主はエルバアルとバラクとエフタとサムエルをつかわして、あなた

がたを周囲の敵の手から救い出されたので、あなたがたは安らかに

住むことができた。（１２：１１） 

 

－神によるサウルの備え（１２－１３）今、新しい王として神がサ

ウルを備えてくださったことを告げた。 

 

それゆえ、今あなたがたの選んだ王、あなたがたが求めた王を見な

さい。主はあなたがたの上に王を立てられた。（１２：１３） 

 

－神を恐れる（仕える）任務（１４－１５）イスラエルは信頼でき

共に戦い導いてくれる人間の王の支配下となった。それでも彼らの

未来は真の王であられるヤハウェへの究極の帰順が鍵となった。 

 

もし、あなたがたが主を恐れ、主に仕えて、その声に聞き従い、主

の戒めにそむかず、あなたがたも、あなたがたを治める王も共に、



あなたがたの神、主に従うならば、それで良い。しかし、もしあな

たがたが主の声に聞き従わず、主の戒めにそむくならば、主の手

は、あなたがたとあなたがたの王を攻めるであろう。（１２：１４、

１５） 

 

私たちの王であられるイエスの信徒として、誰のために働いている

かは問題ではない。私たちの究極の責任は、あらゆる仕事を主のた

めに成すということである。何をするにも、人に対してではなく、

主に対してするように、心から働きなさい。あなたがたが知ってい

るとおり、あなたがたは御国をつぐことを、報いとして主から受け

るであろう。あなたがたは、主キリストに仕えているのである。

（コロサイ３：２３，２４） 

 

－雷雨、人々の罪を確認する（１６－１９） 

サムエルは、民が人間の王を要求することによって主に対し

て罪を犯したという事実を確認するために特別な印を見せて

くださるよう求めた。 

そしてサムエルが主に呼ばわったので、主はその日、雷と雨

を下された。民は皆ひじょうに主とサムエルとを恐れた。 民

はみなサムエルに言った、「しもべらのために、あなたの

神、主に祈って、われわれの死なないようにしてください。

われわれは、もろもろの罪を犯した上に、また王を求めて、

悪を加えました」。（１２：１８，１９） 

 

－サムエル、国民のためにとりなす（２０－２５） 

 

サムエルは、神が私たちを見捨てられることは無いことを民

に告げて安心させた（民は、神を捨てたにもかかわらず）。 

 

主は、その大いなる名のゆえに、その民を捨てられないであ

ろう。主が、あなたがたを自分の民とすることを良しとされ

るからである。（１２：２２） 

そして、サムエルは民のために忠実に祈ることを約束した。 

 

わたしは、あなたがたのために祈ることをやめて主に罪を犯

すことは、けっしてしないであろう。わたしはまた良い、正

しい道を、あなたがたに教えるであろう。（１２：２３） 

 

受け持つ人々のために祈ることは指導者の義務である。父で

ある者、母である者、先生である者、教師である者、コーチ

である者、経営者である者、部長である者、牧師である者、

政府関係者、公共の安全の役員、軍隊指揮官、裁判官、医

者、弁護士・・・私たちには、他の魂を導くための様々な段

階においての責任がある。あなたの受け持つ人々のためをと

りなす祈りに怠ることは、罪である（１２：２３）。最も重

要な点が欠けていることになるのです：神があなたの保護の

下に置かれた人々のための、神の大いなる御手による祝福、

保護、恩恵を求めましょう。牧者として、神があなたを召さ

れた「群れ」のために祈ることを習慣にしましょう。 

 

サムエルの演説の締めくくり： 

 あなたがたは、ただ主を恐れ、心をつくして、誠実に主に仕

えなければならない。そして主がどんなに大きいことをあな

たがたのためにされたかを考えなければならない。しかし、

あなたがたが、なおも悪を行うならば、あなたがたも、あな

たがたの王も、共に滅ぼされるであろう」。 

（１２：２４，２５） 



思考概要： 

 

イスラエルの民は、王なる神の代わりに人間の神を望んだ。

それは、国民による主に対する大きな罪であった。実際に、

ずっと後のイスラエルの歴史の中で、預言者ホゼアを通して

この悲しい瞬間を振り返られる： 

 

わたしは怒りをもってあなたに王を与えた、また憤りをもっ

てこれを奪い取った。（ホゼア書１３：１１） 

 

「わたしは怒りをもってあなたに王を与えた・・・」サウル

の物語が展開するにつれ、この任命はイスラエルにとってさ

ほどの「贈り物」ではなく、むしろイスラエルの上に下され

た「裁き」であったことが見えてくる。サウルは、まさに民

が望んだ王であった：見かけは立派であった、従って、周囲

の国々の間でイスラエルの名誉を確立した。国家は他の全て

の国々の手前「見栄えよく」したかった。つまり、新しい王

は見栄えをよくするための－「部品探し」であった。物語が

進むにつれ、神は兄弟の中でも「最年少」で身体的にも最も

背丈の低い少年を優勢に用いられ、サウルははじき出されて

しまう。そして、その少年は「神ご自身の心を継ぐ男」とな

る。 

 

この箇所には、多くの貴重な教訓があるが、一つの教訓が最

も際立っている：神に何を要求するか、十分気を付けましょ

うということです。なぜなら、神は、ご意思に反することで

ってもお与えになられるかもしれないからです。 

 

道順を調べるためにＧＰＳのスイッチをオンにするとき、即

座にあなたの正確な位置を知り、正確な指針を提供してくれ

るグローバル・ポジショニング・システムに繋がる。もし、

何らかの理由から、この指針を提供するサテライトに繋がる

ことが出来なかった場合、あなたの旅路は更に困難なものと

なる。道に迷う可能性も出て来ます。神の王権は、悲しくも

イスラエルの民によって拒絶された。本質的に、イスラエル

の民は、ＧＰＳ（神によるポジショニング・システム）との

繋がりを断ったのです。このようにして、イスラエルの民は

指針を失い、その結果大いに苦しんだのです。神に私たちの

人生を支配していただくことを拒絶することによって、私た

ちも神の王権を拒絶していることになる。神とその指針との

繋がりを失い、迷子になってしまうのです。 

 もし、あなたがこれまで自分の人生を自力で導いて来られ

たのであれば、頑なさを告白し、王なる神に人生の正しい地

位にたっていただくようにお招きしましょう：「天の神様、

私は、自分の人生を自分で切り開こうとして来たことを認め

ます。自分が自分の王であるかのごとく生きて来ました。あ

なたが憐み深く赦しの神であられることを感謝します。今、

あなたに王となっていただくことをお祈りします。人生のあ

らゆる面の上にあるあなたの主権に屈します。私が日々、あ

なたへの謙虚な服従に生きることができるよう助けてくださ

い。」この先、日々、しっかりと神に繋がり続けてくださ

い。神によるポジショニング・システムに頼ることによって

神の賢明な方向へと導いていただきましょう。 


