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神は我らと共に 

パート５：魂の詩 

ヨブ記‐詩篇 

 

第２メッセージ－ヨブの受難：なぜ？ 

ヨブ記３－３７章 

 

はじめに 

 ヨブ記の大部分は、ヨブの受難の背後に隠れる理由につい

て、3人の友人、エリバズ、ビルダデ、ゾバルとの間で往復す

る議論の記録である。誰一人としてヨブの試練へと導く発端

となる天の神とサタンの会話を知る者はいない。彼らは不完

全な情報を基に「なぜ？」という疑問を解こうとする。その

やり取りは 3回繰り返され、最期にエリフという名の青年が

立ち上がり、視点を述べる。3人の友人の議論は徐々に熱くな

り討論へと展開する。  

 ヨブ記全体の中でも、ここの長い部分に関する解説は、各

サイクルの 3つの言い回しを形付け、それぞれの主要なテー

マについての簡単な要約を用いている。 

議論のサイクル：３－１４章 

ヨブ、自分の誕生を呪う：3章 

 私の生れた日は滅びうせよ。その日は暗くなれ。神が上か

ら顧みられないように、誕生のときに死んでいれば、痛み苦

しむことなく、平安の内に永遠の眠りについていたのに。 

なぜ、あなたは人に命をお与えになり、また、苦痛で満たされ

るのか。私は常に何か悪いことが起こることを恐れて来た。 

そして今の私には平安も安らぎもない。混乱状態にある。 

エリバズのヨブに対する叱責：４－５章 

 我が友、ヨブよ。聞きなさい！あなたは人々が困難に陥っ

たとき、アドバイスを与えて来た。そして今、あなた自身 

の身上に困難が襲い掛かり、落胆している。考慮しなければ

ならない事柄は次の通りである：今までに、善人はあなたが

苦しみ程までに苦しんだことがあったでしょうか？そんなこ

とはない！問題を起こす人たちが厄介な問題を収穫して来る

のを観て来た。愚かな者が一時的に罪を逃れることはあるが、

突然災害が降りかかるもどである。あなたも罪を犯していな

がら、全能者である神の規律を軽視してはならない。ヨブよ。

私の助言を聞いて、人生に適応させなさい。 

エリバズの叱責に対するヨブの応答：６－７章 

 エリバズよ。そんな友がどこに居ようか？もし、私の悲惨

さが尺度で測られるならば、海岸の砂の重さを上回るでしょ

う。そして今、あなたは理由なしに非難することによって、更

に重みを積み重ねている。私を見なさい！偽りなど言えるは

ずがない。このすべての災難に値するような事は何もない。

傷ついている者には親切な友が必要である。しかし、あなたは

私を裁き拒絶するばかりである。 

 神が祈りに応えて私を押しつぶし、神のみ言を否定するこ

となく死ぬことが出来ることを願う。神よ、どうか残された

数日間の命、そっと一人にさせてください。なぜ、私を標的

になさるのですか？なぜ、間もなくほこりの中に横たわって

死を迎えようとしている者の罪悪感をただ取り除いては下さ

らないのですか？あなたが私を探すとき、私は既に逝ってし

まっているでしょう。 



ビルダデのヨブに対する叱責：8章 

 ヨブよ、戯言を言うのではない。神は正義を変えられるで

あろうか？神は、物事を後退されることがあるであろうか？

あなたの子供たちが神に罪を犯したことは明白である。でな

ければ、どうして神は罰せられようか？ 注意：神のことを

忘れてしまう人々の望みは失せる。彼らは 1本の細い糸から

命を吊るしている。彼らの運命を蜘蛛の巣に例えている。 

一度揺れたら、糸が切れ、一突きされたら巣は崩壊する。神

は決して善人を拒絶されることはない。また、神が悪人を助

けられることもない。今、神の御前に膝まづき、悔い改めると

きである。遅過ぎることはない。もし、あなたが悔い改める

なら、神は全てのことを義として下さるお方である。 

ビルダデの叱責に対するヨブの応答：９－１０章 

 人間ごときが、何として神の前で無実を証明することが出

来るであろうか？たとえ私たちが神と言い争うことを望んだ

としても、千度に一度すら神に言い返すことなど出来るはず

がない。神は、見過ごされることのない驚異と数えきれない奇

跡を行ってこられた。誰が裁判で神に議論するであろうか？ 

神は、私の様な、ちっぽけな人間が裁判で対決出来る相手で

はない。もし、神と私の上に手を置き、仲裁者となってくれ

る者がいたなら、神を恐れることなく神に申し出ることが出

来たであろう。神よ。邪悪な者の計画が私を抑圧することを喜

んでおられるのですか？私は、あなの御手によって形作られ、

創造された。そして今、私を破壊しようとしておられるので

すか？どうか、私の陶器師であられることを覚えてください。

今、私をちりに戻そうとしておられるのですか？私が二度と

戻って来ることのないところへと経つ前に、最後に一瞬の喜

びを得ることが出来るように私から離れて下さい。 

 

 

ゾバルのヨブに対する叱責：１１章 

 この愚か者、そんな言葉で私たちを沈黙させられるとでも

思ったか？あなたは神に向かって『私の教は正しい、私は神

の目に潔い』と言っている。どうぞ神ご自身があなたに向か

って口を開き、知恵の秘密を示されます様に。神は様々な知

識を持っておられる。知りなさい：神は卑しい人間を知って

おられる。ヨブよ、あなたは時間を無駄にしている。もし心

を正し、神に向かって手を伸ばし、隠している罪から離れる

なら、神はお赦しになる。そうすれば、恥じることはなくな

り顔を上げることが出来、堅く立って、恐れることはない。 

そして、命は真昼よりも光り輝く。明白な真実を否定するのを

止めなさい。邪悪な者には逃げ場はない。 

ゾバルの叱責に対するヨブの応答：１２－１４章 

 あなた方三人が賢者で、私が愚か者であるのか？あなた方

は、「神が私に災難をお与えになった」と言っているが、そ

のことを知らない者が存在するであろうか？空の鳥、海の魚

も知っている。勿論、神が全ての主権を握っておられる。神

によって創造された全ての生き物も人間の命も全て神の御手

の中にある。しかし、あなた方の間違いは、私が邪悪である

がゆえ神が災いをお与えになったと信じていることである。

虚言もはなはだしい。あなた方は、三人とも価値の無いやぶ

医者だ！あなた方の知った様な格言は灰の様である。言葉より

も、沈黙の方があなた方にとっては知恵である。ああ神様、

人生は短く困難に溢れている。ただ、墓の中に私を隠して下

さることを望むばかりです！ 

議論のサイクルのサイクル：三人の友人には、ヨブに提供で

きる処方を一つしか持ち合わせていなかった。悪事は悪人に

起こり、良いことは善人に起こる。それゆえ、ヨブには罪が

あるが正直に罪を告白していない。よって即、罪の悔い改め

をするよう勧めた。 



 友人の攻撃に対して、ヨブは引き続き無罪を主張し、落胆

し、防衛的にすらなった。ヨブは、神がこの災いをもたらし

たことを認めている。認めていないのは、その災いがヨブの

罪のための罰であるということである。ヨブにとっては、 

それらの災難の背後には、奇妙で不思議な理由が隠れていた。 

しかし友人たちにとっては、全く不思議なことではなかった。

罪人が苦しむということを単純に信じていた。私たちが知ら

なければならない事は、もし、ヨブが災難の本当の理由を知

っていたなら、真の試練とは言えなかった。「サタンを倒す

ための武器としてヨブをお使いになっている」ことを知るこ

とによって、ヨブはただ苦しみが通り過ぎることを待ったでし

ょう。（W. Wiersbe）神の沈黙はヨブの試練に欠かせなかった。 

議論のサイクルから得られる教訓： 

１．共感するということは、「共に感じる」ということである。 

あなたが苦しんでいる人の傍に寄り添う時、目的は、その人の

様々な感情の内に出来る限り深く入り込むことでなければならな

い。迷惑なアドバイスを提供したり、深く複雑な問題に対処する

ための簡単な答えを提供するべきではない。ヨブの 3人の友人の

様になってはならない！ 

２．私たちの方程式によって、神の神秘的な方法に正義を成すこ

とは決してない。神との歩みを成熟させるための重要な一歩は、

整然とした論理的な説明に心を向けることよりも、神の謎に心を

向けることである。ヨブの友人は、全てが箱の中に整頓されてい

た。（が、それは間違った箱であった！）一方ヨブの方は、何か説明不可

能な神による動きがあったことを知っていた。彼はわたしの道に

かきをめぐらして、越えることのできないようにし、わたしの行

く道に暗やみを置かれた。（ヨブ１９：８）完全に信頼を置く父

なる神と共に暗やみを歩んでよいのです。 

３．試練や苦難が訪れた時、頻繁に「なぜ、こんな無駄な？」と

口にしてしまうことがある。ヨブが自分の誕生を嘆いたとき、そ

ちらの側へと傾きかけたのです。ヨブは「人生が何と無駄であっ

たか！」と言っている。マリアがイエス様の足に高価な香油を注

いだ際に、弟子たちが訴えた：「なぜそのような無駄なこと

を・・・？」しかし、もし神が苦難を召され、私たちが信仰と信

頼の心で応えるなら、その苦しみは全く無駄にはならない。「信

仰と愛のうちにキリストに与えられるものは、決して無駄にはな

らない。」（W. Wiersbe） 

４．試練が延々と続き、神からの応えが見えないように思えると

き、どのように神に望みを置くことが出来るのでしょうか？信仰

の対象にかかっている。神の推論を見分けることが出来ないとき

は、神のご性質をただ信じなければならない。彼はわたしを殺す

であろう。わたしは絶望だ。しかしなおわたしはわたしの道を彼

の前に守り抜こう。（ヨブ１３：１５） 

  

議論のサイクル：１５－２１章 

エリバズの二度目の叱責：１５章 

 ヨブよ、あなたの話は全く無意味である。神を恐れないの

か？それでもなお、全てを知っているかのように振る舞って

いる！私たちは、あなたの父よりも白髪が多い！なぜ、神か

ら離れ、そのような邪悪なことを口にするのか？自分自身を

正当化しているだけである！ 

 義人はいない。解かるか？神は御使いをも信頼なさらない。

邪悪で腐敗していて、水のごとく邪悪なものを飲む人間はそ

れ以下ではないか！もう一度言う：邪悪な者が苦難を受ける。

全てが良く見えたとき、強盗が攻撃する。富は逃げ去り。暗

やみから逃れることは出来ない。人生の真っ盛りで切り落と

される。神は、邪悪な者を吹き飛ばされる！ 

ヨブ、エリバズに応答：１６－１７章 

 あなた方の言うことは慰めにもならない！無価値な説教に

はうんざりだ。ああ神様、あなたは私を倒し、家族を荒廃さ

れた！残されているものは骨と皮のみである！神は、私を嫌

われ破壊されようとしておられる！全てが素晴らしかった



が、神は私を粉々に打ち砕かれた。首をつかみ、押しつぶさ

れた。神は、私を標的にされ、今、神が打たれる数々の矢が

哀れみなく突き刺さる。それでも、暴力を用いることなく、

ただ純粋に祈り続けている。あなたが無実を守ってくれなけ

れば、誰も立ち上がってくれる者はいない！我が魂はボロボ

ロである。人生は終わった。墓場が待つのみである。 

ビルダデの二度目の叱責：１８章 

 私たちの説教にうんざりだと？こっちこそうんざりだ！ 

なぜ、私たちをまぬけな動物の如くに扱う？明確なことを受け

入れることが出来ないでいるのはそっちの方だ：悪い男の灯

りは吹き消された。邪悪な男の力は尽きる。その人の策略が

自信を倒す。その足は網に引っ掛かる。恐怖があらゆる角度

から脅かす。災いが食い尽くそうとする。惨事があらゆる方

角から打つ。病気が皮膚を食いつぶす。火災が家を破壊する。

彼の評判は空中に蒸発する。子孫は絶える。人々は言うでしょ

う「ここは神を拒んだ邪悪な男の家であった」と。 

ヨブ、ビルダデに応答する：１９章 

 いつまで言葉で悩まし打ち砕くのか？神は、道を暗闇の中

に隠された。名誉をはぎ取られた。神は四方から切断された。

神は、まるで木を根こそぎ引き抜くかの様に、望みを取り除

かれた。神は敵に回られた様である。家族から疎外された。

友は完全に疎遠になった。親族は離れて行った。親しかった

友人にも忘れられた。しもべらも他人のように知らぬふりで

ある。息は妻に不快感を与え、自分の家族にまで忌まわしい

存在である。幼い男の子までもが、不気味な怪物の如く嘲る。

友よ、神の御手に打ちのめされた私を憐れんでくれ、私を憐

れんでくれ。贖う方は生きておられることを知っている。ま

た、その方は、最期の日にこの地に立たれる。肌が滅ぼされ

た後、肉を離れ神を見る。この目で神を見る。見るのは神の

みである。心は神を望みこがれる！ 

ゾバルの二度目の叱責：２０章 

 ヨブよ、あなたは私たちの心を騒ぎ立たせる。知らないの

か？昔から地の上に人が置かれて以来このかた、悪人の勝ち

誇は、ほんのしばらくであり、神を信じない者の楽しみはほ

んのつかの間であることを。たとえその高さが天に達し、そ

の頭が雲に及んでも、おのれの糞のように、とこしえに滅び、

見た人は言うであろう、『彼はどこにおるか』と。毒蛇の毒

を吸い、まむしの舌は殺すであろう。貧しい者を虐げ、これを

捨てたからだ。家を奪い取っても、それを建てることが出来

ない。その力の満ちている時、窮境に陥り、悩みの手がこと

ごとく上に臨むであろう。その腹を満たそうとすれば、神は

その激しい怒りを送って、それを上に降り注ぎ、食物とされ

る。天は罪を明らかにし、地は怒り攻めるであろう。洪水が

家を運ぶでしょう。それが悪人が神から受ける分、神によっ

て定められた宿命である。 

ヨブ、ゾバルに応答する：２１章 

 先ず、私が語ることを許せ。語り終ってから、嘲るのも良

かろう。あなた方は悪いことは悪人に起こるという。周囲を

じっくりと見回してみなさい。なにゆえ悪人が生き長らえ、

老齢に達し、かつ力強くなるのか。なにゆえ神を信じない者

たちがその子どもたちの成長と繁栄を見ることが出来るの

か？その家は安らかで、恐れがない。彼らの雄牛は種を絶や

さず、その雌牛は子を産み損ねることはない。子どもたち

は、人生を大きな祝宴の如く人生を謳歌する。年月を幸いに

過ごし、安らかに陰府に下る。神に祈りを捧げることは無く

ても、命を消されることもない。信じられなければ世界中を

旅する者に聞きなさい。邪悪な者は必ずしもそれに相応しい



ものを手に入れるとは限らない。穏やかに墓に埋葬され、百合

の花が咲く中、警備員によって墓は監視される！戯言によっ

てどのように慰めることが出来ようか？あなた方の説教はま

るで偽りである。 

議論のサイクルの概要：声調は意地悪くなる。3人の友人はヨ

ブが罪を認めないので憤りを覚える。ヨブが誇り高い独善者

であると非難する。神が邪悪な人間を処罰される具体的な方

法を鮮明に描写しながら説明し始める。このままでは益々事

態は悪化すると警告しながら、ヨブを脅し悔い改めさせよう

と試みる。また、「全ての人は罪人である」という（真実の）議

論を試みるが、それは苦境を説明付けるものではない。もし、

全ての人が罪人であるなら（実際その通りである）、なぜヨブは、

その様な災難のために全ての罪深い人の中から選び出された

のであろうか？ 

 ヨブの場合、友人たちの厳しい非難によって深く傷ついて

いた。しかし、それ以上に、ヨブを嫌い、憐れみなく攻撃さ

れているかの様に見えた神によって傷ついていた。ヨブは、

友人による誤った告発に対して神が守りに来て下さることを

望んだ。それどころか、神はヨブが激しい矢に継続的に打た

れ続けることをお許しになった。ヨブは、心の奥では苦難の

背景に理由があることを知っていたが、神が、その理由を闇

の中にお隠しになられたと信じていた。ヨブは多くの悩みを

図式的に詳述しているが、いつか神様を見てその背後にある

理由を理解することを希望していた：わたしは知る、わたし

をあがなう者は生きておられる、後の日に彼は必ず地の上に

立たれる。わたしの皮がこのように滅ぼされたのち、わたし

は肉を離れて神を見るであろう。しかもわたしの味方として

見るであろう。わたしの見る者はこれ以外のものではない。

わたしの心はこれを望んでこがれる。 

（ヨブ記１９：２５、２６） 

 ヨブは、友人の議論に一つの論理的突っ込みを入れている：

邪悪な者は必ずしも苦しむとは限らない。実際、頻繁に繁栄

し、罰せられずに人生を終えているかの様に見える一方、より

無実で謙虚な人々が最も苦しんでいるかのように見える。友

人の信じる「公式」は：良いことは善人に起こり、悪いこと

は悪人に起こるである。ヨブはこの見方に反対している：良

いことは悪人にも起こり、悪いことは善人にも起こる。 

議論のサイクルから得られる教訓： 

１．今、苦しみの只中におかれている方も、神からの罰であ

るという結論に走らないこと。実際、神は全ての罪による罰

をご自分のひとり子であられるイエス・キリストの上に十字

架の上で注がれた。神は、私たちの生活に建設的な「教訓」

をもたらされ、それには苦痛が伴うことがある。しかし、本

質的に、神との関係の内に学び成長することを助ける。主は

われらの罪にしたがってわれらをあしらわず、われらの不義

にしたがって報いられない。（詩篇 103篇 10節） 

２．ヨブは、質問の中で良い点を挙げた：なにゆえ、良いこ

とが邪悪な人にも起こるのでしょう？事実は、この世におけ

る人生は、天の父は、悪い者の上にも良い者の上にも、太陽

をのぼらせ、正しい者にも正しくない者にも、雨を降らして

下さるからである。（マタイ５：４５）神は実際に憐れみ深

い神であり、創造された全ての人間の上に、地上の多くの祝

福を浴びせて下さる。たとえ神を無視する人間の上にも。 

ですから、人の人生と自分の人生を比べることは賢明なこと

ではない。詩篇 73篇の作者は、他人の人生と自分の人生を比

べようとした事によって、信仰を失いそうになった！ 

論争のサイクル：２２－３１章 

エリバズの 3度目の叱責：２２章 

 あなたが非常な善人であるから、神が災難をお与えになっ

ていると言うのか？それは間違いだ！災いは邪悪さのゆえ降



りかかる！あなたの罪は果てしない。あなたの罪は次の通り

だ：理由なく親戚から警備を要求した。人の着物をはぎ取り

裸にし、疲れた者に水を飲ませず、飢えた者に食物を与えなか

った。やもめをむなしく去らせ、みなしごの腕を折った。だ

から、突然の危険にあなたはおそれている。 

 もう二度と繰り返すことはない：あなたは神と和らいで、

平安を得るがよい。そうすれば幸福があなたに来るでしょ

う。どうか、彼の口から教を受け、その言葉をあなたの心に

おさめるように。あなたがもし全能者に立ち返って、おのれ

を低くし、あなたの天幕から不義を除き去り、こがねをちり

の中に置き、オフルのこがねを谷川の石の中に置き、全能者

があなたのこがねとなり、あなたの貴重なしろがねとなるな

らば、その時、あなたは全能者を喜び、神に向かって顔をあ

げることができる。（ヨブ２２：２１－２６） 

ヨブ、エリパズに応答：２３－２４章 

 神の居場所さえ知っていたら、神の家に行くことさえ出来

たら、状況を述べ、神のお考えを正確に知ることが出来たの

に。東へ向かて神を探したが見つからず。西へ行ってみたが

何の手がかりも無く、北へ言っても足跡は隠されていた。北

へも向かったが一目見ることすら出来なかった。しかし、神

は私の居場所をご存知であり、私のこれまでの行いも全てご

存知である。私は神の足跡に密接に歩んできた。日々のパン

以上に神のみ言を重んじてきた。それでも、神は、これらのご

計画を実行しておられる。ですから神の御前に恐れおびえて

いる。今度、神が何をなさるか、私にはわからない！なぜ、神

は質問に答えて下さるための予約を受け付けてくださらない

のか？人生は不公平である。信仰深く謙虚な者は引き裂かれ

る一方で、邪悪な者が殺人の罪から免れる。私が嘘つきであ

ることを証明しようとするなら、それは勝手であるが、結局不

可能である。 

ビルダでの３度目の叱責：２５章 

 支配と崇敬の念は神に属する。神はいと高き天において秩

序を確立される。では、何ゆえ人間は神の御前に義とされる

のでしょうか？神にとっては月でさえ完全ではない。星です

ら清くない。罪深い、致命的な、うじ虫の様な人の子はなお

さらである。 

ヨブの最後の言葉：２６－３１章 

 お節介の押し売りだ！愚かな友への助言のつもりか？あな

たの知恵はどこから来るのか？誰の霊がそのような言葉を与

えたのか？ 

 神は何もないところの上に北の空を広げられた。神は何も

ないところの上に地球を吊るされた。水を濃い雲の中に包ま

れ、水の表に円を描いて、光と闇との境とされた。これらは

ただ彼の道の端にすぎない。その力のとどろきに至っては、

誰が悟ることが出来ようか。神の偉大な知恵を誰が見極める

ことが出来ようか？ 

 それでも全能者であられる神は義を奪い去られた！神は、

人生を破壊された！息が続く限り、虚偽の罪を告白すること

を断じて拒否する。自分の誠実さを保ち、緩めない。そのこ

とを後悔することもない。 

 ああ過ぎた年月の様であったらよいのだが、神が守って下

さった日々の様であったらよいのだが。神の灯が頭上に輝き、

み光によって暗やみを歩んだ盛んな頃の様であったらよかっ

たのだが。あの頃は、神の親しみがわたしの天幕の上にあっ

た。また、全能者がなお共におられ、子供たちに囲まれてい

た。あの頃、私の足跡は乳で洗われ、岩も私のために油を注ぎ

出した。しかし、今では、年下の若者が歌を歌って嘲笑う。

私の顔に唾を吐いた。神が私を泥の中に投げ入れられたので、

私はまるで、ちり灰の様である。私があなたに向かって呼ば



わっても、あなたは答えられない。（神に向かって）私が立ってい

ても、あなたは顧みられない。み手のみ力をもって私を攻め

悩まされる。あなたは私を揚げて風の上に乗せ。私は知ってい

る、あなたは私を死に帰らせ、全ての生き物の集まる家に帰

らせられることを。 

論争のサイクルの概要：ヨブの友人は話す言葉に尽きた。ビ

ルダデの最後の暴言はわずかであった。一方、ゾバルの方は

一言も何も言えなかった。友人は議論を話し尽くしたので、

繰り返す以外なかったにもかかわらず、ヨブに対してさらに

怒りと下劣な攻撃をし続けた。エリバスは、ヨブが（実際に犯し

たと思われる）罪を思い出させようと試みた。ビルダデは、ヨブ

を全能者の前で見栄えようとするうじ虫に例えた！ゾバルは、

（おそらく不信のあまり首を振り）沈黙のまま傍らに立っていた（おそら

く罪を認めようとしないヨブの強情さにあきれて首を横に振っていたのでしょ

う。）。 

 ヨブは友人のことはさておき、神に介入していただきたい

という一心で、直接神に話し始める。ヨブには、この試練の

只中、神が離れていかれたことが理解出来なかった。ヨブは、

祈りに祈ったが、神は沈黙された。その間、ヨブの苦しみの

強度は日に日に増していった。ヨブは偉大なる全能の神のみ

力が神の秩序ある被造物の内に現れていることを認めていた。

ヨブはただ、苦しみを終わらせて下さるために、なにゆえ、

全能なる神が偉大な御手をお用いになって下さらないのかを

理解することが出来ないでいた。とうとうヨブは、神の正義

に疑問を抱くところまで至った。神をこれ程まで愛している者

の人生に、これ程までの痛みを正当に認められるとはどうい

うことか？ヨブは時を戻し、以前の生活に返ることが出来れ

ばどれ程素晴らしいかと想った。 

議論のサイクルから得られる教訓： 

１．否定的な声の影響を許しているということを認識するこ

とが重要である。実際ヨブの友人は言いたかったこと（ヨブは罪

人である）を全て言い尽くしたが、ヨブの霊的前進に貢献した者

は誰一人いなかった。意地悪くも、特定の罪を用いてヨブを

非難することによって不当な攻撃に従事した。 

２．神の正義と保護に対するのヨブの不満は、友人からの絶

え間ない攻撃によって高まるばかりであった。3人の友人が 

ヨブを励まし、支援しようとしていれば、ヨブは神を信じ、

信頼し続けることに最善を尽くし続ける能力に強く留まるこ

とが出来たはずである。毒のある批判は魂に致命的である。 

私たちに（ヨブも含めて）、否定的な声が繰り返し非難し、攻撃し

てくるとき、その席を離れる必要がある。 

３．ヨブは、（最終的に）友人を無視し、自信の主な訴えを直接

神に委ねた。ヨブは神の御心と神への愛を信じていた。ヨブ

は、神に「正直」であった。聖書は、私の舌に一言もないの

に、主よ、あなたはことごとくそれを知られます。（詩篇 139篇 4

節）と言っている。ですから、ため込まずに、宣言しましょ

う。詩篇の殆どは、人々が神に向かって正直に殺伐とした感

情を吐き出す「嘆き」である。たとえ嘆き中の神学が神につ

いて真実であると知っているものでなかったとしても。 

 

エリフの発言：３２－３７ 

 私は年若く、あなた方は年老いている。それゆえ、私は、

遠慮して意見を述べることを控えていた。聞きなさい。私は、

あなた方 3人ともヨブに反論出来なかったことに怒りを覚え

る。また、自分を正当化し続け、神の正義を疑い続けるヨブ

に怒りを覚える。3人は、ヨブが罪を犯したので神がヨブを裁

かれたと言うが、結論に急いではならない。神は、人を罪と

誇りから守るために苦難を用いられるお方である。もし人が

破壊に向かっているならば、神は彼を落とし穴から遠ざける

ために苦しめられることがある。また、神は介入して人を救う

ために慈悲深い御使いを送って下さるかもしれない。痛みは、



必ずしも裁きであるとは限らない。時には、私たちの教訓た

めに痛みをお許しになられる。 

 ヨブよ、あなたは罪を犯していないがゆえ、神があなたの

正義を否定されたと言った。公正で偉大な神を非難して正し

いことが証明されるであろうか？また、神は聞いておられ

ず、心配して下さらないと言った。神は邪悪なことや罪人を

裁くことをなさらないと言うのか？神を裁判所に引っ張り出

そうとするとはけしからん！ 

 真実を言いましょう。私の言うことをよく聞くがいい！神

は、力と理解の両方において全能であられる。宇宙を支配さ

れるお方である！間違いなく、神は邪悪な者たちを裁かれる

ことがお出来になり、また無実の者を見守られる。ヨブよ、

神は、苦難を通して危険から逃れ祝福の場所へと導いておら

れる。しかし、あなたは神を信じない人たちが公正に裁かれ

るかどうかという疑問にのみに執着している。ヨブよ、警戒し

ていなさい。神は邪悪な人生からあなたを守るために苦しみ

を与えておられる！ 

 誰にも神を教えることは不可能である！神は私たちの理解

を超えるお方である。自然界の全ての神の御業を誰に理解出

来るであろうか？全能なる神！私たちの理解の枠に収まらな

い神！権力と正義の中で卓越しておられる！誰かを不公平に

扱われることなど考えられない！ですから、深い敬意を込め

てひれ伏しなさい！もし、あなた方に知恵があるなら、間違

いなく神を崇拝するであろう！ 

エリフの発言の概要：エリフは皆に言い聞かせた！3人の友人

に対して、ヨブの試練を理解しようと改善に導こうとしたこ

とが完全な失敗であることを指摘した。また、ヨブに対して

も、次の二つのことについて叱責した：１）自身の無実を主

張し、２）神の正義を疑うこと。 

 エリフは、3人の友人の様に、ヨブに罪があったことを証明

しようとしたのではなかった。エリフはヨブの神観が間違っ

ていると主張した。エリフによる議論への主な貢献は、神は

私たちが罪を犯さないように、また品性を洗練させるために

苦しみをお与えになることがある。必ずしも罪に対する処罰

のために試練を与えられるとは限らない。痛みは予防のため

であり、ただの罰ではない。神は、ヨブが誇ること無いよう

に、また最終的に落とし穴に落ちることが無いように苦しみ

をお与えになった。 

 下記は、物語の中でヨブが徐々に漂流していることを理解

するのに役立つ。最初ヨブは、神の手から逆境を謙虚に受け

入れる男として始まったが、苦しみが進むにつれて、全ての

正義について神と論じ始め、神との公聴会を要求し、神の品

性を守るために、神じきじきから正当な答えを聞くことを要

求した。「苦しみによってかき回されたとき、ヨブの人生の

純粋さを大声で叫ぶ誇りの沈殿物が見つかった。」（Piper）

そのことは、最終的にヨブが議論から引き下がり、「私は自ら

恨み、灰の中で悔います。」（ヨブ４２：６）と言ったヨブ

の心境を説明する。長期の苦しみ（と頼りない友人）によって、 

ヨブ自信気づきもしなかったほちりが沈殿していたことに気

付いた。P.T. Forsithが次のように表現している：「痛みの除

去への転換のために祈ることが最も有効である。」 

 私たちは、ヨブとその友人との間に神による複数の層の働

きがあったと結論づけることができる： 

-神に忠実であるヨブが神を呪うことは無いことをサタンに証

明し、ヨブの堅い信仰が示された。 

-ヨブの信仰を洗練し、そのために必要な性格の側面に光が照

らされた。 

-ヨブの試練は罪と破壊を防いだ。 



-ヨブの友人の非常に形式的で未熟な信仰を正し、神の方法を

より深く理解するように呼びかけた。 

-若者のエリフは知恵を発揮し／発言し、神に対する信仰がど

のように形成され、成熟しているかを表現することが出来た。 

エリフの発言から得られる教訓： 

１．神の知恵は素晴らしく、神の御業は人の理解を超えると

いうことを覚えることが大切である。神が、私たちの人生に

試練をお許しになる時、常に一度にあらゆる角度から働こう

とされる。あなたが試練の只中にあるとき、神をたった一つ

の答えのみに制限してしまわないことが大切である。おそら

く神は、同時にいくつかの異なる方法でご計画を進めておら

れる。 

２．次のことを自問することが賢明である：この試練を通し

て、品性において、明らかにされ、洗練される必要がある部

分を表面に示そうとして下さっている事柄は何か？ 思いや心

の内に自分自身でも気づいていなかった部分が無いか？この

試練を用いて神様が働こうとしておられる奥深い部分を聖霊

様に、見せていただくよう頼みましょう。ですから、喜びま

しょう。たとえ、少しの間、多くの試練に耐え忍ばなくてはい

けなくても、その先には素晴らしい喜びが待っている。それ

らの試練は、あなたの信仰が本物であることを示す。金は浄

化するために火にかけられる－あなたの信仰の方が金よりも

はるかに貴重である。そのことを思って、今しばらくのあい

だは、さまざまな試錬で悩まねばならないかも知れないが、

あなたがたは大いに喜んでいる。こうして、あなたがたの信

仰はためされて、火で精錬されても朽ちる外はない金よりも

はるかに尊いことが明らかにされ、イエス・キリストの現れ

るとき、賛美と栄光と誉とに変るであろう。 

（第一ペテロ１：６，７） 

 エリフの発言は、もう一つ別の目的を果たした：ヨブへの

神のみ言の道を準備した。エリフが用いた急速な修辞的な質

問は、神がヨブに投げかけられる質問のためにヨブを整えた。

ヨブがいかに誤解し、神のご性質に疑問を抱いていたかに焦

点を当てることが出来たヨブは、神ご自身からの同じ議論の

ためにヨブを備えた。ですから、エリフの発言は、神自らの

素晴らしい語り掛けに非常に相応しい翻訳であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


