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はじめに 

 ヨブ記は、苦しみの問題のみに焦点を当てた聖書の中でも

特異な書物である。中心人物であるヨブは、アブラハムの時

代（創世記１２）または、それ以前に生きた男である。ヨブ記に

関連する言及は、早い物は紀元前 2000 年の聖書の番外記述に

見られる。ヨブはパレスチナの東北にあるウズの国の裕福で

強力な男であった。考古学者たちは、ウズの地域にある 300

余りの古代都市の遺跡を発見している。それはヨブの時代が

活気的な文明であったことを示している。ヨブという男は、

ノアやダニエルと並び、旧約聖書全体で神の男とされる者た

ちの中でも特に偉大な人物として位置付けられた（エぜキエル１

４：１４－２０）。ヨブの苦しみに対する耐久力は、厳しい悲劇を

経験していた新約聖書の信者にとって模範となった（ヤコブ５：

１１）。 

ヨブの物語の目的：１）神がどんな方であるかを教える； 

２）私たちが生きる世界の痛みと苦しみの問題の洞察； 

３）厳しい試練の中にあっても、私たちに訓練してほしいと

願っておられる信仰の類を示す；４）神がすべての者の主権

者であられるということを思い出させる；５）神に信仰をお

くということは、神の答えを要求することなく、ご計画の謎

に信頼しながら待つ必要があることを教える。 

ヨブの性格： １：１－５ 

 物語は、ヨブの性格の描写から始まる。当初、ヨブは（ヨブ

の友人が誤って主張するような）神の罰を受けるに値する邪悪な人間

ではなく、むしろ 地球上で最も真っ直ぐに立つ男であったこ

とを立証するために、この前置きは重要である。 

 ウヅの地にヨブという名の人があった。そのひととなりは

全く、かつ正しく、神を恐れ、悪に遠ざかった。 （ヨブ記１：１） 

 その頃（今日も変わらないが）、神の恵みは、人が受けた具体的

な地上においての祝福によって測られた。その測定によれば、

ヨブはあらゆる面で富んでいた。 

 彼に男の子七人と女の子三人があり、 その家畜は羊七千

頭、らくだ三千頭、牛五百くびき、雌ろば五百頭で、しもべ

も非常に多く、この人は東の人々のうちで最も大いなる者で

あった。 （ヨブ記１：２，３） 

 ヨブの霊的誠実さは、息子と娘のために取り成す様子から

明らかである。 

 そのむすこたちは、めいめい自分の日に、自分の家でふる

まいを設け、その三人の姉妹をも招いて一緒に食い飲みする

のを常とした。そのふるまいの日がひとめぐり終るごとに、

ヨブは彼らを呼び寄せて聖別し、朝早く起きて、彼らすべて

の数にしたがって燔祭をささげた。これはヨブが「わたしの

むすこたちは、ことによったら罪を犯し、その心に神をのろ



ったかもしれない」と思ったからである。ヨブはいつも、こ

のように行った。（ヨブ記１：４，５） 

 ヨブは、親が子供のために執り成しの祈を捧げる模範であ

る。子供たちが何をしようとしているのか（神と共に歩んでいるか、

または、神に不従順なことをしているか等）詳細を把握することは不可能

であるかもしれない。しかし、私たちには、彼らが神と共に

歩むように祈ることが出来る。もし、罪を犯したならば、憐

れんでくださり、彼らの罪を赦していただき、神の愛なる規

律を彼らの人生にもたらしていただくように祈りましょう。

祈りの中で、定期的に神の御前に子供たちを捧げるというこ

とは、あなたが子供たちのために出来る最大の行為である。

実際、あなたが子供たちを思う度、彼らを執り成すことが可

能である。ヨブの祈をささやくだけでよいのです：「私の子

供たちの上に、あなたのみ名による憐みを注いでください。」 

 非常に悪い様々な悪事が、非常に良い人に降りかかろうと

としていた。それがヨブの物語の前置きの焦点であった。 

そこで疑問が生じる：なぜヨブは苦しまなければならなかっ

たのか？ヨブの友人は、悪事は悪い人たちに降りかかると論

じる。したがって、ヨブは罪を隠しているに違いないと主張

する。しかし、ヨブの場合、そのような説明付けでは不十分

であった。正しい男の苦しみは、罪な行いによる裁きが原因

ではなかったということは明確であった。実際、ヨブの場合

は全く逆の理由から苦難を受けるために選ばれた男であった。

ヨブが信仰深い男であったからである！ 

ヨブの災難：パート１： １：６－２２ 

 その後、読者の視点は天へと向けられ、本を通してヨブが

知らなかったことを見聞きする。（善と悪の）天使の様な存在た

ちが神の前に現れて報告する。天から堕落した天使、つまり

サタンは、地上の活動を説明しているかのように見えた天使

の様な存在の中にいた。こうして、ヨブというとその男の神

への信仰に関する神とサタンの間の対話が続けられた。 

 主は言われた、「あなたはどこから来たか」。サタンは主

に答えて言った、「地を行きめぐり、あちらこちら歩いてき

ました」。主はサタンに言われた、「あなたはわたしのしも

べヨブのように全く、かつ正しく、神を恐れ、悪に遠ざかる

者の世にないことを気づいたか」。（ヨブ記１：７，８） 

 ヨブに注意を引いたのは、サタンではなく神であった。 

ヨブに起ころうとしていることのすべては、神が意図された

計画の直接的結果ということになる。神の主権から離れて、

ヨブに起こることは何もない。 

 神の「主権」とはどういう意味でしょうか？まことに神は、

あらゆる創造された存在の上にあられる王であり、天と地上

で起こるすべての出来事を支配されるお方という意味である。

神の権威から離れて、物事が起こることは絶対にあり得ない

ということを意味する。神が邪悪な事を起こされる方である

という意味ではない。悪霊が「制御不能」に走ることは無い

ことを意味する。悪霊でさえ、神の寛大な支配の線に沿って

のみ行動しなければならない。悪霊の中の最強であるサタン

でさえ、神の許可なしに行動することは許されない。「主権

者」であられる神は、宇宙の無条件の王である。神は、この世

の私たちの人生において主権的目的を達成されるために、 

すべて、たとえ悪のすべてをも用いられる。 

 サタンは神に、ヨブが神を恐れる理由はただ神が良くして

くださるからに限るという大胆な告発をした。要するに、神

はヨブの礼拝を恵みによって買っていると非難したのである。 



 サタンは主に答えて言った、「ヨブはいたずらに神を恐れ

ましょうか。あなたは彼とその家およびすべての所有物のま

わりにくまなく、まがきを設けられたではありませんか。あ

なたは彼の勤労を祝福されたので、その家畜は地にふえたの

です。しかし今あなたの手を伸べて、彼のすべての所有物を

撃ってごらんなさい。彼は必ずあなたの顔に向かって、あな

たをのろうでしょう」。（ヨブ記１：９－１１） 

 サタンの挑戦状は単純であった：もし、神がヨブへの恩恵

を引き下げるなら、ヨブの礼拝は呪いに変わると主張した。

この挑戦にお応えになった神は、ヨブに手を触れることさえ

なければ、ヨブの所有物のすべてを破壊することをサタンに

お許しになった。 

 主はサタンに言われた、「見よ、彼のすべての所有物をあ

なたの手にまかせる。ただ彼の身に手をつけてはならな

い」。サタンは主の前から出て行った。（ヨブ記１：１２） 

 このように、私たち読者には、ヨブの苦しみの背後にある

主な答えが与えられている。ヨブの人生は、神とサタンの間

の論争のために選ばれた戦場であった。神は、ヨブの心の中

の神の働きが本物であることをサタンに証明される。ヨブの

神への愛は本物であり、物質的な祝福を超過する信頼を呼び

起こす愛であることをサタンに示される。 

 注意：それは、聖書が人間の苦しみの問題について説く多

くの答えの中の一つである。神は、子供たちの人生を通して

ご自身を現されるために苦しみを用いられることがある。私

たちが苦しむ様子は、人間と神の栄光の御使いたちのための

証であり、また、神と人間との愛の関係の純粋な美しさの証

である。勿論、聖書は苦しみの背後にある他の理由も上げて

いる。ヨブの物語においても、後に、ヨブの心の表面に正され

なければならない深い問題が浮き彫りになり、ヨブの苦しみは

精錬の役割を果たしていることが明らかになっていく。この

ように、長い目で見れば、ヨブの苦しみは神への信仰をさら

に強く促すことになる（参照第一ペテロ１：６，７）。 

 本題に戻ると：一日にして、ヨブに複数の悲劇が起こっ

た。１）サバンズの攻撃、家畜を盗まれ、奴隷を殺される。 

２）天から火が落ち、羊とシェパードが全滅。３）カルデヤ

人の攻撃、すべてのラクダが盗まれ、そのしもべが殺される。 

４）ヨブの子供たちが食事をしているところに暴風が襲い一

度にして全員死亡。このように、一日にして、人間の攻撃と

自然災害によって、ヨブは財産、家族、そして労働力を失っ

た。 

 （悪魔が害を与える際に用いることが出来る奇妙な手段に注意し

ましょう。人間による攻撃や自然災害の全てがサタンの働きである

とは限らないが、そのような「破壊的動き」の背後にサタンの存在

があることに気づくことは有益である。マルコの福音書４章３８－

４０節で、イエスが船を沈めようとしてきた嵐をお叱りになった箇

所を参照しましょう。ギリシャ語では、この嵐の背後に悪魔の力が

働いたことを示している。物語のより広い文脈は、それがイエスと

その使命、また弟子たちに対する悪魔の攻撃であったことを明らか

にしている。サタンに関する聖書資料のさらなる研究のために末尾

の付録＃2 を参照しましょう。） 

 その一日の終わりのヨブの反応は驚くべきものであった： 

 このときヨブは起き上がり、上着を裂き、頭をそり、地に

伏して拝し、そして言った、「わたしは裸で母の胎を出た。 

また裸でかしこに帰ろう。主が与え、主が取られたのだ。 

主のみ名はほむべきかな」。すべてこの事においてヨブは罪

を犯さず、また神に向かって愚かなことを言わなかった。 

（ヨブ記１：２０－２２） 



 ヨブは、人生について非常に重要な事実を認めた：私たち

の所有物のするすべては神からの贈り物であるということで

ある。神は、いつでも、地上の一時的な贈り物を授けたり、奪

ったりする権限を持っておられる。ですから次のように言っ

たのです：「わたしは裸で母の胎を出た。また裸でかしこに

帰ろう。」私たちの裸体以外に加えられたものは全て一時的

な神から「借り物」であることを認識しなければならない。 

 あなたの所有物が盗まれたとき、違反されたと感じるでし

ょう。一方、あなたが借りている立場で、持ち主が返してほ

しいと言ってきたら、速やかに返すでしょう。地球上に生き

る短い時間の中で、すべてが神から与えられた純粋な借り物

として認識することは、人生を変える視点ではないでしょう

か！神は、いつでも、私たちに貸してくださった物のいずれ

も返すことを要求することがお出来になる。その視点は、愚

か者の金持ちのたとえ話の中で、イエスが次の言葉をお用い

になって、予期せぬ死を記述された理由を説明づける：『愚

かな者よ、あなたの魂は今夜のうちにも取り去られるであろ

う。』（ルカの福音書１２：２０）愚か者の金持ちは、人生

そのものを含む所有物のすべてが、いつでも返すことを要求

され得る神からの貸り物であることを認識していなかった。

あなたの所有物もあらゆる快楽も、神からの貸し出し物であ

ることを認識しておられるでしょうか？また、ヨブのよう

に、神があなたに貸してくださったものは、いつでも神の御

心の時に取り上げることが出来るあらゆる権利を持っておら

れることを認識しておられるでしょうか？ヨブによる人生の

規則：自分の体以外の全ては、神からの借り物である！手を

開いた状態でそれらを保持しましょう。（参照：ヤコブ 4 章

１３－１５） 

ヨブの災難：パート２： ２：１－１３ 

 その後、どれ程後であるかは明確にされていないが、もう

一つの議論が天の神とサタンの間で成された。サタンは、苦し

みがヨブの体に直接触れたとき、ヨブは神を呪うであろうと主

張した。 

 サタンは主に答えて言った、「皮には皮をもってします。

人は自分の命のために、その持っているすべての物をも与え

ます。しかしいま、あなたの手を伸べて、彼の骨と肉とを撃

ってごらんなさい。彼は必ずあなたの顔に向かって、あなた

をのろうでしょう」。主はサタンに言われた、「見よ、彼は

あなたの手にある。ただ彼の命を助けよ」。（ヨブ２：４－６） 

 ここでもまた、サタンがヨブに苦しみを与える権威をお与

えになり、苦しみの限界を決められたのは神であったことに注

意しましょう。サタンは非常に深刻な病気でヨブを襲い、 

ヨブの全身頭からつま先まで嫌なできものとかさぶたで覆わ

れた。激しい痛みの中で、ヨブは傷をかきむしり、苦しみ嘆

きながら街のゴミ捨て場の灰の中に座った。 

 ヨブは陶器の破片を取り、それで自分の身をかき、灰の中

にすわった。（ヨブ２：８） 

 聖書解説者の多数は、ヨブの病気をハンセン病の重症形態

である像皮病と特定している。ヨブの苦しみの恐ろしい症状

をいくらか上げると：A) 耐えがたいかゆみ、B) 皮膚はひび割

れ、できもので覆われる。最初は堅いかさぶたの様なもので

覆われて、その後は、化膿し、うじ虫がわく、C) 口臭、D) 体

の外観は黒ずみ荒れる、E) 手足の痛み、F) 体の極端な衰弱、

G) 苦悩のあまり、毎晩、悪夢とあえぎと苦しみにうなされ、

不安定になる。アーヴィング・エル・ジェンセン著のヨブの

スタディーガイドより。 



 ヨブの妻もまた苦しんだ。ヨブの喪失は、彼女の喪失でも

あった。産み育てた 10 人の愛する子供たちを亡くしたことは

無残な悲しみをもたらした。その時点で、神に信頼を置くこ

とが出来なくなり、ヨブに神への信仰も命も捨てるよう勧め

た。 

 時にその妻は彼に言った、「あなたはなおも堅く保って、

自分を全うするのですか。神をのろって死になさい」。しか

しヨブは彼女に言った、「あなたの語ることは愚かな女の語

るのと同じだ。われわれは神から幸をうけるのだから、災を

も、うけるべきではないか」。すべてこの事においてヨブは

そのくちびるをもって罪を犯さなかった。（ヨブ記２：９－１０） 

 ヨブが体験しなければならなかった、あらゆる苦難と痛み

の只中で、ヨブの信仰の励ましとなり、ただ傍にいてくれる助

け人が一人も存在しなかったということは非常に悲しいこと

である。ヨブの妻は、まさにサタンが宣言した－神を呪うこと

をヨブに勧めた。ヨブの友人は意地悪い指摘をした。最終的に

災難の日の終わりに、ヨブは一人残され痛みに対処しなけれ

ばならなかった。そんなことがあってはならない！使徒パウ

ロは次のように記している：だれかが幸せで喜んでいるとき

には一緒に喜んであげなさい。悲しんでいる人がいたら一緒

に悲しんであげなさい（ローマ人の手紙１２：１５）。今、

苦しみの真っただ中に置かれ、あなたが傍にいて「涙を流

す」ことを必要としている人がいませんか？あなたが、苦し

んでいるとき、誰に手を伸ばすことが出来るでしょうか？ 

 この時点で、ヨブの三人の友人が到着した。彼らはヨブと

一緒に、苦難の原因を追究し決定しようとする。神とサタン

の間のやり取りを知る者は一人も存在しなかったことを思い

出しましょう。唯一のまことの答えは隠されている傍ら、彼

らは答えを突き止めようとする。 

 3 人の友人は、「共感し、なぐさめる」という正しい意図を

もってヨブを訪問した（ヨブ２：１１）。そして、彼らは７日７晩

の間、黙ってヨブと共に座った。望ましい最初の第一歩であ

った。 

 こうして七日七夜、彼と共に地に座していて、ひと言も彼

に話しかける者がなかった。彼の苦しみの非常に大きいのを

見たからである。（ヨブ２：１３） 

ヨブの災難： ３：１－２６ 

 最終的にヨブは、一週間の沈黙と徹夜を破り、自分が生ま

れたことを嘆いた。 

 この後、ヨブは口を開いて、自分の生れた日をのろった。 

すなわちヨブは言った、 「わたしの生れた日は滅びうせよ。 

『男の子が、胎にやどった』と言った夜もそのようになれ。

（ヨブ記３：１－３） 

 ヨブは、苦しみのあまり、そもそも、なぜ、自分に命が授

けられたか疑問を抱いた。 

 なにゆえ、わたしは胎から出て、死ななかったのか。 

腹から出たとき息が絶えなかったのか。なにゆえ、ひざが、

わたしを受けたのか。なにゆえ、乳ぶさがあって、わたしは

それを吸ったのか。そうしなかったならば、わたしは伏して

休み、眠ったであろう。そうすればわたしは安んじており、

（ヨブ記３：１１－１３） 

 痛みの圧力が非常に大きいとき、過去の素晴らしい物事へ

の視力を失わせる。私たちが苦しんでいる人と座るとき、 

そのことを認識しなければならない。ですから、深い苦難の

只中にいる人に対して発する最も愚かな言葉は次の通りであ



る：「すべての祝福を数えることを忘れてはならない。」と

か、「十分に良い日もあったことを忘れてはならない。」な

どである。ヨブは、当時最も信仰深く祝福されていた男であ

った。そんなヨブでさえも、激しい苦しみの只中で、「良き

日のこと」を覚えることが出来なかった。深い苦しみの只中

に置かれている人に有益であるのは、ただ、その人の状況下

に一緒に自分を置くことのみである。苦しんでいる人を幸せ

であった時の思い出「正しい視点」へと動かそうとしてはな

らない。悲しみと喪失は、「正しい神学観」を曖昧にする傾

向がある。 

 最初の嘆きの終わりに、ヨブは本全体の究極の疑問を提起

する：最終的に苦しむ人に人生はなぜ与えられるのか？なぜ、

哀れみ深く全能であられる神が苦しみをお許しになるのでし

ょうか？ 

 なにゆえ、悩む者に光を賜い、心の苦しむ者に命を賜わっ

たのか。このような人は死を望んでも来ない、これを求める

ことは隠れた宝を掘るよりも、はなはだしい。彼らは墓を見

いだすとき、非常に喜び楽しむのだ。なにゆえ、その道の隠

された人に、神が、まがきをめぐらされた人に、光を賜わる

のか。（ヨブ記３：２０－２３） 

 まさに、そのメッセージと質問によって、ヨブ記は最も初

期の「教義」の中の一冊となった（全能で愛であられる神の光の内に悪

の存在を説明しようとする試み）。ここから先は、この根本的な質問に

対する答えを求める人々（ヨブ、エリバズ、ビルダデ、ゾバル、エリフ、

神）の様々な対話である：なぜ、神はその様なことが起こるこ

とをお許しになるのか？皮肉であり、大きな教訓は、ヨブの

場合、決して答えが見つからないということである。その代

わりに、彼の苦しみの問題は、別の質問に置き換えられる：

もし神が神であると本当に信じるならば、どうして神がお許

しになる事を正当化することを求めなければならないのでし

ょうか？ 

付録＃１：ウイリアム・カウパー 

「God Moves in a Mysterious Way」 

 ウィリアム・カウパーの人生は苦難に満ちていた。5 歳のと

き、母親を亡くした。学校ではいじめられ、虐待された。18

歳のとき、恋に落ちたが、彼女の父親に二人の結婚を拒絶さ

れた。法学部を出たが、その業界で成功を収めることは出来

なかった。あるとき、悲しみのあまり、自殺を試みた。個人

的亡命の後、理由を取り戻した。最終的にカウパーは、元奴

隷商人のジョン・ニュートン牧師と出会った。ニュートンは

深刻なうつ病を患い絶え間ない発作に苦しんでいた友人を非

常に心配していた。そこで、ニュートンは 1771 年に、カウパ

ーと賛美歌集を共著することを提案した。「Amazing Grace」

は、ニュートンの数多い作品の中の一つである。カウパー

は、「Oh for a closer walk with God,」  と「There is a fountain 

filled with blood」を含み、68 の賛美歌を書いた。 

  神の驚異を実行されるために、神は神秘的な方法で動かれ

る。神は海の上に足跡を残され、嵐をまたがれる。 

決して失敗のない御手の深遠な鉱山で働かれる。 

神は正しいデザインを宝とし、神の主権の御心を働かされる。

恐れる聖人たち、新鮮な勇気を得、あなたがそれほどまでに

恐れる雲。神の慈悲は大きく、頭上に祝福を得るでしょう。

微弱な感覚で主を判断せず、神の恩恵を信頼しなければなら

ない。悩ましい摂理の後ろで、神はみ笑顔を隠される。神の

お目的は一気に熟し、1 時間ごとに展開する。新芽は苦いかも

しれないが、その花は甘い。盲目の不信心は間違いなく、神の



仕事を無駄に視察する。神はご自身の通訳であり、それを平

らにされるでしょう。 

付録＃２： 聖書が教えるサタンの肖像 
（アンガーの聖書ハンドブック、ｐｐ．５２０－２１より） 

サタンは狡猾な蛇としてエデンの園に現れた（創世記３：１－１４）。 

天から落ちる前、サタンは夜明けの子、明けの明星、ルシファエルであった

（イザヤ１４：１２）。 

サタンは油をそそがれた守護のケルブであった（エゼキエル２８：１４）。 

サタンはダビデ動かし悪を働かせた（第一歴代志２１：１）。 

サタンはヨブを非難して苦しめた（ヨブ記１：７－２：１０）。 

サタンは神の前にイスラエルを非難した（ゼカリヤ３：１－９） 

サタンは試みる者（マタイ４：３）。 

サタンは悪霊の王子（マタイ１２：２４）。 

サタンは偽りの教義を強める（第一テモテ４：１－６）。 

サタンは神のみことばを歪める（マタイ４：４）。 

サタンは悪魔の所持で働く（マタイ１２：２２－２９）。 

サタンは敵である（ゼカリヤ３：１）。 

サタンは中傷者であり悪魔である（ルカ４：１３）。 

サタンはユダを動かし、イエス様を裏切らせた（ヨハネ１３：２，２７）。 

サタンはアナ二ヤを動かし使徒たちに嘘をつかせた（使徒５：３）。 

サタンは人々を霊的に盲目にする（第二コリント４：４）。 

サタンは信者に害を与える方法を追求する（第一ペテロ５：８）。 

サタンは悪の天の階層を率いている（エペソ６：１１－１２）。 

サタンは未信者を支配する（エペソ２：２；ヨハネ８：４４）。 

サタンは驚異の奇跡を実行する（第二テサロニケ２：９）。 

サタンは嘘の父である（ヨハネ８：４）。 

サタンは殺害者である（ヨハネ８：４４）。 

サタンはこの世の王子である（ヨハネ１２：３１；１４：３０）。 

サタンは天から落ちた御使いである（マタイ２５：４１）。 

サタンは烏の遠藤を蒔き、み言を奪い取る（マタイ１３：１９）。 

サタンは千年王国の間拘束される（黙示録２０：１－３）。 

サタンは邪悪です（マタイ１３：３８）。 

サタンは霊的指向の祈りによって導かれる（エペソ６：１０－２０）。 

サタンは信仰によって克服される（第一ペテロ５：８，９）。 

サタンは信者たちの内に神の意志を妨げる（第一テサロニケ２：１８） 

サタンは欺く（黙示録１２：９）。 

サタンは竜である（黙示録１２：９；２０：２）。 

サタンはシモン・ペテロを標的として見た（ルカ２２：３１）。 

サタンの行く末は地獄である（マタイ２５：４１；黙示録２０：１０）。 


