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はじめに 

サムエル記 13－15 章は、初代イスラエル王であるサウルの悲しい衰退を物

語る。サウルの息子ヨナタンが偉大な信仰と勇敢さを示す傍ら、サウルは、

恐れと愚かさを明らかにする。（第一サムエル記の中で連続して登場する父

と子の問題の三つ目の物語である：エリとホフニ / フィニアス；サムエルと

ヨエルとアビア；サウルとヨナタン。）サウルに潜在する劣等感をほのめか

す一方、13－15 章の出来事は、彼の内に根差す深い不安を完全な光の中に

もたらす。また、サウルは周囲の人々による絶え間ない承認の必要性を明ら

かにしている。その結果、このことは神の声と律法ではなく、人々の声や要

望に耳を傾けるように彼を導いてしまうであろう。サウル王には、主なる王

に屈服することが出来ないため、神の副執権として任務を継続するに値しな

いとされる。 

 

 

ぺリシテ人との戦い： １３：１－５ 

 

サウルとその息子のヨナタンは、3000 人を率いた；その内、サウルは 2000

人を率い、ヨナタンは 1000 人を率いた。当時はペリシテ人が断然にイスラ

エルを支配していた。彼らの軍事部隊はイスラエル全体に駐留していた。イ

スラエルは非武装で弱い立場であった。 

 

この文脈によると、ゲバの町において、ヨナタンはペリシテ人部隊を相手に

大胆な行動に出、そのことによって戦争が始まった。 

ヨナタンは、ゲバにあるペリシテびとの守備兵を敗った。ペリシテびとは

そのことを聞いた。そこで、サウルは国中に、あまねく角笛を吹きならし

て言わせた、「ヘブルびとよ、聞け」。（１３：３） 

 

「イスラエルの人は皆、サウルがペリシテびとの守備兵を敗った（１３：

４）」と記されているのが興味深い。これがサウルのパターンの始まりで

あった：勝利の度にサウルは何とか自分の名前を広め、敗北の際には、彼の

名前以外の全ての人の名前で広めた。 

 

 

イスラエルの民のつまづき： １３：５－７ 

 

ヨナタンの攻撃に応じて、ペリシテ人は「戦車 30000 台と騎手のような男

たち 6000 人と豊かな海岸の砂の数ほどの人々を用いて大規模な軍隊を結集

した。（１３：５）」その勢力の傍らで、イスラエルの戦士たちの心は恐怖

のあまり溶融した： 

 

イスラエルびとは、ひどく圧迫され、味方が危くなったのを見て、ほら穴

に、縦穴に、岩に、墓に、ため池に身を隠した。また、あるヘブルびとは

ヨルダンを渡って、ガドとギレアデの地へ行った。しかしサウルはなおギ

ルガルにいて、民はみな、ふるえながら彼に従った。（１３：６，７） 

 

恐れは誰もが経験する共通の感情であるが、二つの非常に異なる道へと私た

ちを導く。一つは、恐れのあまり、隠れさせてしまう可能性である。ペリシ

テ人の脅威に直面したイスラエルの軍隊の行動がまさにそうであった。サウ

ルは王として油を注がれたときにも隠れるという行動に走ってしまった過去

がある。その反面、恐れは私たちの心に神に信頼する気持ちを起こさせる力

を起こさせることも可能である。わたしが恐れるときは、あなたに寄り頼

みます。わたしは神によって、そのみ言葉をほめたたえます。わたしは神

に信頼するゆえ、恐れることはありません。肉なる者はわたしに何をなし

得ましょうか。（詩篇５６：３，４）恐れをどのように処理するかにかか

っている。恐れをもって神の御前に来るなら、神はその恐れを神と共に前進

する信仰の力へと変えてくださる。 

 

祭司のように振る舞ったサウルの罪： １３：８－１４ 

 

以前、サムエルは、ギルガルでペリシテ人に係合する前に、サムエルが下っ

ていき、燔祭を供え、酬恩祭をささげるまで「7 日間待つように」具体的に



サウルに命じた（参照：１０：８）。サウルの軍隊が追い散らされるかのよ

うに逃げ始めたので、サウルは慌て、祭司のみに許されている仕事である生

贄を捧げるという致命的な決断を下してしまった。 

 

そこでサウルは言った、「燔祭と酬恩祭をわたしの所に持ってきなさ

い」。こうして彼は燔祭をささげた。（１３：９） 

 

悲しいかな、その直後にサムエルが到着した！サウルは律法に反する行動を

配慮すべき事情として正当化しようとした。しかし、神の聖なる基準を妥協

し、祭司のように振る舞ってしまったことの責任から免れられなかった。 

 

サムエルはサウルに言った、「あなたは愚かなことをした。あなたは、あ

なたの神、主の命じられた命令を守らなかった。もし守ったならば、主は

今あなたの王国を長くイスラエルの上に確保されたであろう。 しかし今

は、あなたの王国は続かないであろう。主は自分の心にかなう人を求め

て、その人に民の君となることを命じられた。あなたが主の命じられた事

を守らなかったからである」。（１３：１３，１４） 

 

ダビデがサウルの王権を奪うのは数十年後のことであるが、それでも主は既

に、彼を次の支配者として「任命」された。 

 

「待つ」という試み？サムエルは約束通り七日目にやってきた。サムエルが

その日遅くに到着したという事実は、サウルは信仰を持って祈りながら待ち

神に従順である道を選ぶことが出来るかどうか、神がお試しになられたこと

を示している。頻繁に神は「夜もふけて、最後の最後にお現れになる」（イ

エスも弟子たちのところへ夜明けの 4 時頃行かれた。－マタイの福音書１４：

２５）神は、私たちが自分の力で解決しようとして、恐れや恥や焦りによっ

て「愚かに行動する」のではなく、神があらわれて下さることを待ち望む意

思があるかどうかをお試しになられる。あなたの人生において、今、神が待

つように言われている領域があるでしょうか？もし、そこから回避したいと

いう誘惑にかられ、自力で何とかしようとしておられる領域があるなら、思

いとどまってください！従順に待ち続けてください。神の御心の時に現れて

くださいます。 

 

絶望的な状況： １３：１５－２３ 

 

ペリシテ人の軍隊は規模においても武装においてもははなはだしくサウルの

軍隊を超過していた。サウルの軍隊は 600 人まで激減した。更に、ペリシ

テ人はイスラエルの武装を解除していた（１３：１９－２３）。サウルとヨナ

タンのみが武器を装備していた。一方ぺリシテ人の軍隊は、大規模に武装さ

れて（１３：５）三部隊に別れ、あらゆる方角から攻めて来た（１３：１

７，１８）！ 

 

しかし、イスラエルの神聖な歴史は、似たような事態から神の御手による偉

大なる救出の物語で満ちていた。紅悔において、モーセはパロの軍隊を克服

した。ギデオンは、たった 300 人の男たちと戦い勝利を得た。サムソンは

片手で、ペリシテ人たちを破った。デボラはイスラエルを導いてシセラに打

ち勝った。サムエルは、ペリシテ人の軍隊に対する神の力強い御手と呼ばれ

た（7 章）。 

 

サウルは信仰を呼び寄せることに成功し、イスラエルの歴史の記録に更なる

主要な神の勝利を追加することが出来るのでしょうか、それとも、恐怖に支

配されるまま変わることが出来ないまま終わるのでしょうか？ 

 

 

ヨナタンの勇敢な行動： １４：１－１５ 

 

父、サウルが恐れてザクロの木の下に留まった傍ら（１４：２）、ヨナタン

は信仰を持って行動することを決断した（１４：１）。なぜヨナタンは父親

に考えを知らせなかったのでしょうか？おそらく父親によって阻止されるこ

とを知っていたからに違いない。 

 

ヨナタンはその武器を執る若者に言った、「さあ、われわれは、この割礼

なき者どもの先陣へ渡って行こう。主がわれわれのために何か行われるで

あろう。多くの人をもって救うのも、少ない人をもって救うのも、主にと

っては、なんの妨げもないからである」。 

（１４：６） 

 

ヨナタンは困難な状況にもかかわらず勝利をもたらすヤハウェの力に深い信

仰を示した。また、以前、イスラエルがペリシテ人を倒した際のサムエルの

言葉を思い出したかもしれない：「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」。（７：３） 

ヨナタンは、神が決められたときは驚くべき能力を働いてくださることを確

信していたので、主の御前に「フリースを置く」決心をした。もし、神の御



心であるなら、神の偉大なる御力を彼を通して流してくださるよう自身を主

に仕える者として神の御前に捧げた。 

 

ヨナタンはまた言った、「われわれは、あの人々の所に渡っていって、彼

らに身を現そう。 そして、もし彼らがわれわれに、『こちらから行くまで

待て』と言うならば、われわれはその場にとどまり、彼らの所に上ってい

かないであろう。 しかし、もし彼らが『われわれのところへ上ってこい』

と言うならば、われわれは上って行こう。主が彼らをわれわれの手に渡さ

れるからである。これをもってしるしとしよう」。（１４：８－１０） 

 

船着き場に固定されている船を操縦することは不可能であるが、動き始めた

船は船長の意のままの方角に向かって舵をとることが出来る。サウルはザク

ロの木の下で恐怖に取りつかれていた。神はサウルを用いて特別な目的を果

たすために「舵を取る」ことが出来なかった。対照的に、ヨナタンは信仰に

よって神のご栄光のためと信じる方向へと動いた。同時に、ヨナタンは、神

に扉を開いていただいたり閉ざしていただいたりすることによって歩むべき

方向を示していただくよう神に委ねたので、神はヨナタンを御心通りに「舵

を取る」ことが出来た。 

 

信仰（信頼）がなくては、神に喜ばれることはできない（へブル人への手紙

１１：６）。 私たちが神に指示することは出来ない。しかし、与えられた

状況の中で神の御心と神の動きを見極め、その上で、神が私たちに進んでほ

しいと願っていらっしゃる方向へと「信仰によって一歩踏み出す」ことが出

来る。後は、前進しながら神が私たちの道を開いたり閉じたりしてくだるこ

とによって進むべき道を示してくださることを信頼するのです。あなたはい

かがでしょうか？恐れに捕らわれて座り込んでチャレンジの機会から避けて

おられないでしょうか？それとも、信仰によって神が与えられる勝利に立ち

向かっておられるでしょうか？ 

 

神はペリシテ人を不安定にさせるためにヨナタンを用いる準備をすでに整え

ておられた。ヨナタンとその武器を執る者とが、手始めに殺した数は、おお

よそ二十人であった（おそらくスリングショット「投石器」を用いたのでし

ょう－歴代誌上１２：２）。ペリシテ人たちは、イスラエルの民があらゆる

ところから現れると思いパニックを起こした！ 

 

こうしてふたりはペリシテびとの先陣に、その身を現したので、ペリシテ

びとは言った、「見よ、ヘブルびとが、隠れていた穴から出てくる」。

（１４：１１） 

 

しかし、神はそのとき、もっと偉大な御業をなされた： 

 

そして陣営にいる者、野にいるもの、およびすべての民は恐怖に襲われ、

先陣のもの、および略奪隊までも、恐れおののいた。また地は震い動き、

非常に大きな恐怖となった。（１４：１５） 

 

以前サムエルが祈り「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。」ことを思い出しましょう（７：１０）。今度は、神がペリシテ人の軍

隊の足元で地震を起こされ、言うまでもなくかれらは恐れおののいた！ 

 

神は、ご自身のご栄光を表されるために常に神に完全に降伏する心を探して

おられる。「主の目はあまねく全地を行きめぐり、自分に向かって心を全

うする者のために力をあらわされる。」（第二歴代志１６：９）。その一

方、偽りの心は神の働きを妨げる。「彼らの心は偽りである。今、彼らは

その罪を負わなければならない。」（ホセア１０：２）神はあなたの心の

偽りについて何らかの形で語りかけておられないでしょうか？ 

 

 

ペリシテ人との戦いに対するサウルの反応：１４：１６－２３ 

 

サウルは、ペリシテ人の軍隊が突然恐れおののいたのを見てショックを受け

た。誰が欠席しているかを調べるために直ちに軍隊の人員を数え、息子のヨ

ナタンがいないことに気が付いた。 

 

サウルはアヒヤに言った、「エポデをここに持ってきなさい」。その時、

アヒヤはイスラエルの人々の前でエポデを身に着けていたからである。サ

ウルが祭司に語っている間にも、ペリシテびとの陣営の騒ぎはますます大

きくなったので、サウルは祭司に言った、「手を引きなさい」。（１４：

１８、１９） 

 

サウルは焦りから、祈って神の御心を識別するこ重要なステップを怠った。

以前逃げた者たちやペリシテ人の奴隷となった小さな軍隊と共に戦場に移動

した。 

 

こうして主はその日イスラエルを救われた。そして戦いはベテアベンに移

った。（１４：２３） 



王を求める民の懇願を思い出しましょう：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」。（８：２０）ここで、主なる神が戦ってくださったという

ことをイスラエルに思い出させた。 

 

サウルの愚かな誓い： １４：２４－３０ 

戦いの前に軍隊を誓いの下に置いた。 

「夕方まで、わたしが敵にあだを返すまで、食物を食べる者は、のろわれ

る」（１４：２４） 

「私の敵」という表現から、サウルの自己中心さが現れている。この戦いは

主のバトルではなく、彼のバトルであったのである。さらに、戦う者たちに

彼の勝利を手に入れるまで食事禁止を申し渡すことは賢明ではない。 

ヨナタンは、父親の誓いを申し渡した場にはいなかったので、力を付けるた

めに蜜をなめた（１４：２７）。食事禁止について知らされたとき、ヨナタ

ンは父と息子の間に深い分裂を明らかにする言葉をもって反応した。 

ヨナタンは言った、「父は国を悩ませました。ごらんなさい。この蜜をす

こしなめたばかりで、わたしの目がこんなに、はっきりしたではありませ

んか。 14:30 まして、民がきょう敵からぶんどった物を、じゅうぶん食べて

いたならば、さらに多くのペリシテびとを殺していたでしょうに」。 

（１４：２９，３０） 

 

サウルの誓いは人々に罪を犯させる： １４：３１－３５ 

サウルの軍隊は、過酷な空腹感のために動物を殺し、神の律法を真っ向から

違反して血の滴る肉を生で食した。 

ぶんどり物に、はせかかって、羊、牛、子牛を取って、それを地の上に殺

し、血のままでそれを食べた。（１４：３２） 

ノアの時代から血のままで肉を食すことは禁じられていた（創世記９：

４）。モーセの指揮下で、いのちは血に関連しており、犠牲システムにおい

て非常に神聖であったという事実に基づいて、この戒めはイスラエルの律法

の一部となった。サウルの「絶食」の命令は、イスラエルに「血を食しては

いけない」という神による命令を背かせた！しかし、サウルは自身の非を認

めることはしなかった。 

人々はサウルに言った、「民は血のままで食べて、主に罪を犯していま

す」。サウルは言った、「あなたがたはそむいている。この所へ、わたし

のもとに大きな石をころがしてきなさい」。（１４：３３） 

彼は食事の準備を設定し、次に、主のために祭壇を起立することで状況を改

善しようとした（１４：３４，３５）。サウルは、自分の犯した罪のために

民がつまづいてしまったことには目も向けることなく、指導者として神への

重大な罪を繕うために急いでいるように伺える。 

サウルには他の人全ての落ち度を見つける不思議な能力が備わっていたが、

自分の罪を識別する能力に欠けていた。イエス様は他人の罪に焦点をあてる

ことについて警告されている：偽善者よ、まず自分の目から梁を取りのけ

るがよい。そうすれば、はっきり見えるようになって、兄弟の目からちり

を取りのけることができるだろう。（マタイの福音書７：３－５）他人の

落ち度に指を指すことに気を付けましょう。まず自問する習慣をつけましょ

う：このような状況に自分が貢献してしまったことは無かったであろうか。

人間関係を築いていく中で、意識的に自己チェックしましょう。 

 

サウル、ヨナタンを死刑に定めようとする：１４：３６－４６ 

サウルはイスラエルにペリシテ人を追いかけて完全に殺すべきであると提案

した。第 3 の「声」がサウルに指示していることに注意しましょう。 

サウルは言った、「われわれは夜のうちにペリシテびとを追って下り、夜

明けまで彼らをかすめて、ひとりも残らぬようにしよう」。人々は言っ

た、「良いと思われることを、なんでもしてください」。しかし祭司は言

った、「われわれは、ここで、神に尋ねましょう」。（１４：３６） 

－サウルは：「～しよう。」言った。 

－人々は言った：「あなたのよいと思われることを何でもしてくだ   

 さい。」と言った。 

－祭司は言った：「神に何をするべきかたずねよう。」と言った。 

 

「自分の声」と「民衆の声」は常に「神の声」をかき消そうとする。重要な

決断に直面したとき、そのようなことが起こらないようにするためには、堅



い決断と努力が要する。あなたは誰の声を聞いておられるでしょうか？行動

を起こす前に、神の声に耳を傾ける懸命な努力をしておられるでしょうか？ 

 

サウルの質問に、神が応えられなかったということは、告白できていない罪

がイスラエルに近づいてくださる神を妨げていることを示している。 

 

そこでサウルは神に伺った、「わたしはペリシテびとを追って下るべきで

しょうか。あなたは彼らをイスラエルの手に渡されるでしょうか」。しか

し神はその日は答えられなかった。（１４：３７） 

この神による沈黙の結果、サウルは更に人々の咎の責任とした。そこで、サ

ウルは彼の息子ヨナタンが絶食を守らなかった罪が原因で神が沈黙されたと

決めつけた。このようにして、サウルは神のイスラエルへの裁きの御手から

解放されるためにヨナタンを死刑にすることを求めた。 

指導者としてのサウルの最低の状況の時期に、全民衆の前でヨナタンは少量

の蜂蜜をなめた重大な罪を犯したため死刑とするべきと宣言した（１４： 

４４）。しかし、神に用いられて勝利を手に入れたヨナタンを称えた民衆は

それを却下した。 

その時、民はサウルに言った、「イスラエルのうちにこの大いなる勝利を

もたらしたヨナタンが死ななければならないのですか。決してそうではあ

りません。主は生きておられます。ヨナタンの髪の毛一すじも地に落して

はなりません。彼は神と共にきょう働いたのです」。こうして民はヨナタ

ンを救ったので彼は死を免れた。（１４；４５） 

 

サウルの闘いと家族の要約：１４：４７－５２ 

サウルの「個人的問題」が物語のなかで際立つ反面、この要約は多くの敵に

よる弾圧からイスラエルを解放した功績を示している。 

サウルはイスラエルの王となって、周囲のもろもろの敵、すなわちモア

ブ、アンモンの人々、エドム、ゾバの王たちおよびペリシテびとと戦い、

すべて向かう所で勝利を得た。サウルは勇ましく働き、アマレクびとを撃

って、イスラエルびとを略奪者の手から救い出した。（１４：４７，４８）  

サウルは、以前の欠陥指導者（ギデオン、サムソン、エフタ）と同様に、神

はイスラエルのために性質に関わらずサウルを用いられた。 

サウルの家族の一覧（１４：４９－５１）を読むとき、一見幸せそうな家族

の肖像画のように伺える。しかし、壮大な物語の背景を読んだとき、サウル

と繋がっていたがために破壊されてしまう悲劇と悲しみに満ちたいのちの集

まりである： 

－神がサウルに裁きを宣告され、サウルの息子たちはペリシテ人との戦いの

中で戦死（３１：２）。 

－父親サウルの罪のために、サウルの年上の娘メラブと 5 人の息子たちは

ギベオン人の手によって絞首刑となった（第二サムエル２１：８）。 

－サウルの下の娘ミカルは、ダビデ王の初めの妻となった、しかし、後に彼

を嘲るようになり疎遠になり生涯子供を授かることが無かった（第二サムエ

ル６：２０－２３）。 

－サウルの妻アヒノアムは、ひねくれた反抗的な女というレッテルをサウル

自信によって貼られた（第一サムエル２０：３０）。 

－サウルのいとこであり、また軍隊の指揮官であったアブネルは執念深いダ

ビデの軍隊の指揮官ヨアブによって殺害された（第二サムエル３：２７）。 

要するに、第一サムエル 14 章の家族の肖像画の中に存在していれば偉大さ

と栄光への航路をたどっていると思われたかもしれない。しかし、現実は完

全に災難へと向かっている船に乗り込んでしまっていたのです。 

私の家族のための祈り：「神様、私の家族写真を見るとき、神から与えられ

ている途方もない可能性を秘めた偉大な人々の集まりを見ます。より長く、

一人一人があなたに栄誉と栄光をもたらすことが出来るために、また、あな

たに係わる一人一人が、まだ家族写真に存在しない子孫も含めて、喜びに満

たされるために、この一族を導きながら生きて行くことが出来るように助け

てください。神様、私の人生が家族に呪いをもたらすコンベアーではなく、

家族の祝福のために用いられる楽器として用いられるように、どうぞあなた

ともっと親密に話すことが出来る恵みを与えてください。イエス様の大いな

る御名によってお祈りします。アーメン。」 

 

アマレク人とサウルの不従順： １５：１－３５ 

ここに記録されているイベントは、王としてのサウルの決定的な出来事のみ

ならず、サウルという男について、信じられない事柄を明らかにしている。 

 



－アマレク人を罰するという神の決定：１５：１－３ 

この問題について、サウルの犯した罪の重大性を理解するために、まず歴史

とアマレク国家の上に下された神の呪いの重大性を理解する必要がある。 

 

万軍の主は、こう仰せられる、『わたしは、アマレクがイスラエルにした

事、すなわちイスラエルがエジプトから上ってきた時、その途中で敵対し

たことについて彼らを罰するであろう。今、行ってアマレクを撃ち、その

すべての持ち物を滅ぼしつくせ。彼らをゆるすな。男も女も、幼な子も乳

飲み子も、牛も羊も、らくだも、ろばも皆、殺せ』」。（１５：２，３） 

アマレク人はイスラエルがエジプトから脱出した直後、シナイの荒野にたど

り着いた際、イスラエルの幼児を攻撃した（出エジプト１７：８－１６）。

神は、疲れ切っていたイスラエルをアマレク人からの攻撃から救ってくださ

っただけでなく、将来アマレク人を消し去る意志を明確にされた。 

主はモーセに言われた、「これを書物にしるして記念とし、それをヨシュ

アの耳に入れなさい。わたしは天が下からアマレクの記憶を完全に消し去

るであろう」。（出エジプト記１７：１４） 

この問題についての神のご決意は、死を迎えようとしていたモーセも触れた

ことによってさらに明確にされた。 

きょう、あなたは主をあなたの神とし、かつその道に歩み、定めと、戒め

と、おきてとを守り、その声に聞き従うことを明言した。 そして、主は先

に約束されたように、きょう、あなたを自分の宝の民とされること、ま

た、あなたがそのすべての命令を守るべきことを明言された。主は誉と良

き名と栄えとをあなたに与えて、主の造られたすべての国民にまさるもの

とされるであろう。あなたは主が言われたように、あなたの神、主の聖な

る民となるであろう」。（申命記２５：１７－１９） 

イスラエルは疲れ果てていた。アマレク人は殺害目的に侵入した。神はこの

ことを軽視されなかった。そして、約 400 年後のサウルの時代に、神はア

マレク国家の行いの清算をする時であると決断された。サウルは、神がアマ

レク人の上に裁きを下されるために選ばれて用いられるための道具であっ

た。サウルが神の命令に従うことは重要不可欠であった。 

－サウルの中途半端な従順： １５：４－９ 

サウルは戦争を起こしアマレク人を滅ぼしたが、神の命令通り全てを滅ぼし

つくさなかった。 

 

しかしサウルと民はアガグをゆるし、また羊と牛の最も良いもの、肥えた

ものならびに小羊と、すべての良いものを残し、それらを滅ぼし尽すこと

を好まず、ただ値うちのない、つまらない物を滅ぼし尽した。（１５：

９） 

サウルのモットーは：「あなたの御国が・・・私のにとって最良であります

ように。」であった。中途半端な従順は彼を破滅へと導いた。悲しく、皮肉

なことに、サウルの中途半端な従順はアマレク人の完全な不従順と同じ結果

をもたらした－完全に灯りが消された！あなたの人生で、神と「交渉」して

いる部分、神が望んでおられることに対して中途半端に従がっている領域は

無いでしょうか？サウルの物語の教訓から、中途半端な従順は完全な不従順

と等しく神を不愉快にさせる行為であることを学びましょう。 

 

－サウルに下された裁き： １５：１０－２３ 

サウルが自分の名誉のために石碑を築いた正に同じ日に人生最大の不名誉を

体験するとは何とも奇妙なことでしょう！（１５：１２）サムエルは、サウ

ルに面と向かって神の命令に対する完全な不従順を指摘したが、サウルは

（いつも通り）、あたかも服従したかのように弁解したが、サウルのために

神の命令を妥協する結果を被ったのは民であった。 

 

サムエルがサウルのもとへ来ると、サウルは彼に言った、「どうぞ、主が

あなたを祝福されますように。わたしは主の言葉を実行しました」。サム

エルは言った、「それならば、わたしの耳にはいる、この羊の声と、わた

しの聞く牛の声は、いったい、なんですか」。サウルは言った、「人々が

アマレクびとの所から引いてきたのです。民は、あなたの神、主にささげ

るために、羊と牛の最も良いものを残したのです。そのほかは、われわれ

が滅ぼし尽しました」。（１５：１３－１５） 

 

サムエルの叱責とサウルの反応から、イスラエル初代王の生活の内側まで詳

しい見識を与えてくれる。 

 

サムエルは言った、「たとい、自分では小さいと思っても、あなたはイス

ラエルの諸部族の長ではありませんか。主はあなたに油を注いでイスラエ

ルの王とされた。そして主はあなたに使命を授け、つかわして言われた、

『行って、罪びとなるアマレクびとを滅ぼし尽せ。彼らを皆殺しにするま

で戦え』。それであるのに、どうしてあなたは主の声に聞き従わないで、

ぶんどり物にとびかかり、主の目の前に悪をおこなったのですか」。 

（１５：１７－１９） 



なんというサウルの経歴の要約でしょう！自分自信を「小さい」男と言い切

っていた者に、神によって選ばれたイスラエルの初代王という「偉大な」名

誉が与えられた。しかし、サウルはその名誉を偉大なる王（神）に完全に

屈服して生きて行くことに怠ったため、名誉を浪費してしまった。しかしな

がら、サウルはその責任を他に転換しようとした。 

 

サウルはサムエルに言った、「わたしは主の声に聞き従い、主がつかわさ

れた使命を帯びて行き、アマレクの王アガグを連れてきて、アマレクびと

を滅ぼし尽しました。しかし民は滅ぼし尽すべきもののうち最も良いもの

を、ギルガルで、あなたの神、主にささげるため、ぶんどり物のうちから

羊と牛を取りました」。（１５：２０，２１） 

 

サウルの巧妙な言い訳と考え抜かれた物事を正当化する戦術に終わりが来

た。サムエルはサウルの内に深く根付く罪を指摘し、そのために王権を失う

ことを告げる。 

 

サムエルは言った、「主はそのみ言葉に聞き従う事を喜ばれるように、燔

祭や犠牲を喜ばれるであろうか。見よ、従うことは犠牲にまさり、聞くこ

とは雄羊の脂肪にまさる。そむくことは占いの罪に等しく、強情は偶像礼

拝の罪に等しいからである。あなたが主のことばを捨てたので、主もまた

あなたを捨てて、王の位から退けられた」。（１５：２２．２３） 

 

反抗と不従順：神の目から見ると、これらの罪は悪魔に相談する占いや偶像

礼拝に同等する罪であった（特に、イスラエルの指導者であり、王ともある

立場の者が！）。このようにして、サウルは心を完全に偉大なる王であられ

る神に捧げることが出来なかったため、もはや神の民の上に立つ指導者とし

て仕えるに相応しいとされなかった。 

 

神は、全焼の生贄や捧げものよりも私たちの心の従順を喜ばれる。言い換え

ると、私たちの心が神のみことばへの従順から低迷しているとき、宗教的ル

ールを守る私達の行為に感動されない。まさに、このことをイエス様は宗教

者に教えようとされていたのです：『この民は、口さきではわたしを敬う

が、その心はわたしから遠く離れている。（イザヤ書 29：13 の引用：マタ

イ１５：８）心の内で決してそのように思うようなことがあってはなりま

せん。神様には完全にお見通しであり、決して好まれないからです。 

 

－サウルの反応：私を尊重してください！１５：２４－３５ 

最終的にサウルはわずかに心を開いて最大の恐れを明らかにする： 

サウルはサムエルに言った、「わたしは主の命令とあなたの言葉にそむい

て罪を犯しました。民を恐れて、その声に聞き従ったからです。 

（１５：２４） 

 

サウルは人々の承認に飢えていた。そのため、神の声より民の声に耳を傾け

てしまうという結果を招いてしまった。後に登場する欠陥がある指導者の集

まりのように、「彼らは神のほまれよりも、人のほまれを好んだからであ

る。」（ヨハネの福音書１２：４３）サムエルの前に自身の罪と向き合わ

される悲しく重々しい瞬間におかれていながらも、サウルがより心配したの

は長老を前に自身の「面目を保つ」ことであった。サウルは民の評判を失わ

ないために直ちに公の前でサムエルと共にいるところを見せるよう強く要求

し始めた。 

 どうぞ、今わたしの罪をゆるし、わたしと一緒に帰って、主を拝ませてく

ださい」。サムエルはサウルに言った、「あなたと一緒に帰りません。あ

なたが主の言葉を捨てたので、主もあなたを捨てて、イスラエルの王位か

ら退けられたからです」。こうしてサムエルが去ろうとして身をかえした

時、サウルがサムエルの上着のすそを捕えたので、それは裂けた。サムエ

ルは彼に言った、「主はきょう、あなたからイスラエルの王国を裂き、も

っと良いあなたの隣人に与えられた。またイスラエルの栄光は偽ることも

なく、悔いることもない。彼は人ではないから悔いることはない」。サウ

ルは言った、「わたしは罪を犯しましたが、どうぞ、民の長老たち、およ

びイスラエルの前で、わたしを尊び、わたしと一緒に帰って、あなたの

神、主を拝ませてください」。そこでサムエルはサウルのあとについて帰

った。そしてサウルは主を拝んだ。（１５：２５－３１） 

 

「長老の前で私を尊びください・・・」悲しいかな、正にサウルの人生の要

約である－絶望的に自己証明することに飢えていた。 

 

サムエル自信がアマレク人の邪悪な王アガグ（サウルによって助けられた）

に対する神の裁きを実行しました。殺す直前のサムエルのことばは神の正義

が何であるかを明らかにしている： 

 

「あなたのつるぎは多くの女に子供を失わせた。そのようにあなたの母も

女のうちで最も無惨に子供を失う者となるであろう」。（１５：３３） 

 

最終的に、サムエルはサウルから離れ、二度と会うことはなかった。 



そしてサムエルはラマに行き、サウルは故郷のギベアに上って、その家に

帰った。サムエルは死ぬ日まで、二度とサウルを見なかった。しかしサム

エルはサウルのために悲しんだ。また主はサウルをイスラエルの王とした

ことを悔いられた。（１５：３４，３５）  

 

 

サウルの衰退の最終思考・・・ 

 

サウルの価値観は、神の愛と承認のうちに根ざすまでに成長することが出

来なかった。このように、サウルは恐怖と恥を覆い隠し、自信に満ち、有能

に見られうように保つために、人や状況を操ることに多大なエネルギーを費

やした。頻繁にそのような「自己防衛的戦術」は、知人の目にも明白ではな

い。強い自信を持って「制御」していると信じる人にはおびえすら感じさせ

る場合もある。 

 

しかしながら、家族においてこの種の「自己証明の振舞い」を覆い隠すこと

はより困難である。サウルの息子であるヨナタンは自分の父親の不安とそれ

を覆い隠すためのあらゆる戦術をよく知っていた。ヨナタンの価値は神に根

付いていたので、たとえそれが自分の父親であっても脅かされなかった。こ

うして、ヨナタンの信仰は周囲の意見や他人の行動によって妨げられること

なく、活発に強く保たれた。 

 

「振り返られることのない人生は生きる価値がない。」（ソクラテス） 

あなた自身の生き方はどちらの傾向があるでしょうか－サウルでしょうか、

それともヨナタンでしょうか？もし、サウルの傾向があるなら、あなたの内

に根差すあらゆる不安を神に明らかにしていただきましょう。他人の目に映

る名誉を得るために操作している微妙な戦術を明らかにしていただきましょ

う。神に介入していただき、神の愛と肯定こそがあなた自身の価値の基盤で

あることが理解できるように助けていただきましょう。あなたがヨナタンの

傾向にあるなら、「一人の聴衆（神）のために生きる」ための謙虚さと信仰

を増していただくよう神により頼みましょう。あなたの人生の中でさらなる

偉大な神の勝利をもたらすために神の御霊に力を発揮していただくために介

入していただくようより頼みましょう。神は、あなたを操縦してくださる準

備万端で待っておられます・・・あなたの準備次第である。」 

 

 


