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神は我らと共に 
パート６：イスラエルの不信仰と神の驚くばかりの愛 

紀元前 722年までの王と預言者たち 

第九メッセージ－とてつもない神の愛 

ホセアとゴメル 

 

はじめに 

 このシリーズを「神の驚くばかりの愛」と題した理由は、

いつでも神の愛はとてつもなく、永続的であるが、預言者ホ

セアの生涯と宣教ほど明確に証明されている箇所は他に存在

しないからである。背景は次の通りである：エジプト脱出（紀

元前１４４０年）の後、神は、シナイ山にて、イスラエルの民と契

約関係を形成された（出エジプト記１９－４０章）。ヤハウエが彼ら

の神となり、イスラエルの民は神を代表する「祭司」として、

世に神を示す役割を担った。その契約関係は、頻繁に結婚関

係のごとく描かれてきた。ヤハウエが夫であり、イスラエル

が花嫁（キリストが花婿であり、教会はその花嫁であるという新約聖書の教えによ

く似ている。）。勿論どの契約関係においても、忠実さは不可欠

である。しかし、残念なことに、イスラエルの民は、ヤハウ

エに対し絶えず不忠実な花嫁であった。 

 旧約聖書の預言者たちは、ヤハウエとイスラエルの民の契

約関係の条項を強制するためにあげられた。つまり、「契約

違反を強制する警察官」の様な役割を担い、国家がヤハウエ

からはぐれる度に、神に従順になるよう呼びかけた。預言者

たちに、イスラエルの民へのメッセージを示すために、頻繁

に象徴的な行動を求めた。最も劇的であったのは、アッシリ

ヤのイスラエル侵略と北王国の終わり（紀元前７２２年）に至るま

での最後の十年間に、ヤロボアム二世の長年に渡る治世の間

に上げられた預言者ホセアを通しての行動であった。神と不

忠実なイスラエルの民との関係を説明するために、神はホセ

アに不忠実な女と結婚するよう命じられた。この様にして、

ホセアの家庭生活そのものが、神が心を痛められているイス

ラエルの民との関係のたとえ話そのものとなった。 

概略 

 最初の 3 章は、ホセアとゴメルに焦点を当てている。あと

の１１章は、不忠実なイスラエルに対する神の訴えに完全な

焦点を当てている。 

１．不忠実なゴメル－忠実なホセア：１－３章 

２．不忠実なイスラエルの民－忠実なヤハウエ：４－１４章 

概要 

１．不忠実なゴメル－忠実なホセア：１－３章 

ホセアのゴメルとの結婚：第一章 

 主が最初ホセアによって語られた時、主はホセアに言われ

た、「行って、淫行の妻と、淫行によって生れた子らを受けい

れよ。この国は主にそむいて、はなはだしい淫行をなしてい

るからである」。そこで彼は行ってデブライムの娘ゴメルを

めとった。彼女はみごもって男の子を産んだ。（ホセア書１：２） 

 ゴメルを紹介するために用いられた箇所の訳は様々であ

る：「乱交の女」、「不誠実な妻」、「売春婦」、「神殿売

春婦」、「娼婦の女」。ホセアとの結婚前のゴメルの私生活

については明らかにされていない。少なくとも、乱交する傾



向があった。 最悪の場合、イスラエルの現役の売春婦であっ

た可能性もある。いずれにせよ、ホセアのゴメルとの結婚の

類比の主な要点は、イスラエルに対する神の結婚の実例を提

供することであった。姦淫の妻と同様に、イスラエルの民は

主に不誠実であるという罪を負っている。 

 ゴメルは３人の子を産んだ。一人目のエズレルは、ホセア

の子であった。（エズレルという名は、イスラエルに、エフ王が生存していたア

ハブの子孫全員を殺害したのみならず、更に、ユダの王アハジヤとその４２人もの親

族を殺害した、彼らの過去を思い出させた。イスラエル国家はエフの罪のために懲罰

を受けることになる。） 

 二番目と三番目の子供は、ゴメルの不倫相手たちによる子

であった。「Lo-Ruhamah 」とは、「慈悲のない」という意味

で、「Lo-Ammi」は「わたしの民でない」という意味である。

神からはぐれたイスラエルの民に慈悲はなく、もはや神の子

ではなかった。 

 民に提示されたホセアの家庭生活は何と悲しい注解でしょ

う。妻は不誠実で、子供は非合法的であった。ホセアを見て

いる国民は、確かなメッセージを聞いたに違いない：「まさ

に神ご自身がイスラエルの民との結婚の中で体感しておられ

る事柄であった」。 

 しかし、第一章が閉じられても、神の忠実さと神の忠誠に基

づく未来への希望のビジョンがある（ホセア全書の主要なテーマ）。 

 しかしイスラエルの人々の数は海の砂のように量ること

も、数えることもできないほどになって、さきに彼らが「あ

なたがたは、わたしの民ではない」と言われたその所で、

「あなたがたは生ける神の子である」と言われるようにな

る。そしてユダの人々とイスラエルの人々は共に集まり、ひ

とりの長を立てて、その地からのぼって来る。エズレルの日

は大いなるものとなる。（ホセア書１：１０，１１） 

 忠実であられる神の愛がホセア書の中核である。同様に、

「哀歌」や「エレミヤ書」の中でも、捕虜になる前夜でさえ

も神の忠実さが歌われている。これは朝ごとに新しく、あな

たの真実は大きい。わが魂は言う、「主はわたしの受くべき

分である、それゆえ、わたしは彼を待ち望む」と（哀歌３：

２３，２４）。繰り返しになるが、新約聖書の中で、使徒パ

ウロは言っている：たとい、わたしたちは不真実であって

も、彼は常に真実である。彼は自分を偽ることが、できない

のである」（テモテ第二２：１３）。それは、私たちが日々

しっかりとしがみつきながら感謝するべく神の属性の一つで

ある。神は、忠実に、着実に、絶え間なく、私たちを愛して

下さっている。神は、契約を守られるお方である。 

神、イスラエルの民との結婚を嘆かれる：２：１－１３ 

 第二章は、ホセア全書のメッセージの概要である。ここで

ホセアとゴメルは、神が「妻」イスラエルとの関係の描写を

始められるための背景となる。「子供たち」はイスラエルの

人々を象徴する一方、「恋人」は、ヤハウエの代わりにイス

ラエルが崇拝していた偽の神々の象徴である。 

 「あなたがたの母とあげつらえ、あげつらえ―― 彼女は

わたしの妻ではない、わたしは彼女の夫ではない―― そし

て彼女にその顔から淫行を除かせ、その乳ぶさの間から姦淫

を除かせよ。そうでなければ、わたしは彼女の着物をはいで

裸にし、その生れ出た日のようにし、また荒野のようにし、

かわききった地のようにし、かわきによって彼女を殺す。わ

たしはその子らをあわれまない、彼らは淫行の子らだからで

ある。彼らの母は淫行をなし、彼らをはらんだ彼女は恥ずべ

きことを行った。彼女は言った、『わたしはわが恋人たちに

ついて行こう。彼らはパンと水と羊の毛と麻と油と飲み物と

を、わたしに与える者である』と。（ホセア書２：２－５） 



 神は、不誠実な女に他の恋人を追い求めることの虚しさを

背負わせること示すことによって、イスラエルに懲罰を与え

られる決意を表された。 

 それゆえ、わたしはいばらで彼女の道をふさぎ、かきをた

てて、彼女にはその道がわからないようにする。彼女はその

恋人たちのあとを慕って行く、しかし彼らに追いつくことは

ない。彼らを尋ねる、しかし見いだすことはない。そこで彼

女は言う、『わたしは行って、さきの夫に帰ろう。あの時は

今よりもわたしによかったから』と。（ホセア書２：６，７） 

 最終的に、父の家に帰る方がよっぽどましであるという感

覚にたどり着き、決意した「放蕩息子」のたとえ話が思い出

される（ルカの福音書 15：１７－１９）。ゴメルの話は、「放蕩妻」

とも言える！ 

 イスラエルの民は、神から多くの贈り物を受け取りなが

ら、他の神々を追い求めるために、それらを用いたという事

実に苦しまれた。 

 またバアルのために用いた銀と金とを多く彼女に与えた者

は、わたしであったことを彼女は知らなかった。また彼女が

耳輪と宝石で身を飾り、その恋人たちを慕って行って、わた

しを忘れ、香をたいて仕えたバアルの祭の日のために、わた

しは彼女を罰すると主は言われる。（ホセア書２：８，１３） 

 どのくらいの頻度で、神からの賜物を不名誉のために用い

ているでしょうか？生かされている命も含めて、祝福の全て

の源は神である。時間、才能、金銭を用いて、神に不名誉を

もたらしていないでしょうか？ 

 

 

不信仰なイスラエルへの主の忠実な愛：２：１４－２３ 

 預言者の書の特徴として、将来イスラエルとの契約関係を

更新し、その心を獲得することを見通されるとき、状況が迅

速に変化する。その様な変化がホセア書第二章の中間点で起

こる。あるとき、神が不忠実な花嫁であるイスラエルを嘆い

ておられるかと思うと、次の瞬間には、花嫁の心を再び勝ち

取る計画を練られる。 

 それゆえ、見よ、わたしは彼女をいざなって、荒野に導い

て行き、ねんごろに彼女に語ろう。その所でわたしは彼女に

そのぶどう畑を与え、アコルの谷を望みの門として与える。 

その所で彼女は若かった日のように、エジプトの国からのぼ

って来た時のように、答えるであろう。（ホセア書２：１４，１５） 

 上記の聖句には神の心が描かれている。「アコルの谷」は、

イスラエルが約束の土地に入国してから初めてヤハウエに対

して不忠実な行為を犯した場所である（ヨシュア記第 7章とアコルの

谷のアカンの罪を参照－「トラブルの谷」）。神が言われたのは：わたし

に対して最初に姦淫を犯した場所に連れて行き、そこであな

たとの結婚の契約の更新をする。あなたが不忠実を犯した場所

は希望への扉となる。その先の第二章では、神は修復された花

嫁であるイスラエルとの将来のいのちを鮮やかに描かれる： 

 主は言われる、その日には、あなたはわたしを『わが夫』

と呼び、もはや『わがバアル』とは呼ばない。わたしはもろ

もろのバアルの名を彼女の口から取り除き、重ねてその名を

となえることのないようにする。その日には、わたしはまた

あなたのために野の獣、空の鳥および地の這うものと契約を

結び、また弓と、つるぎと、戦争とを地から断って、あなた

を安らかに伏させる。またわたしは永遠にあなたとちぎりを

結ぶ。すなわち正義と、公平と、いつくしみと、あわれみと



をもってちぎりを結ぶ。わたしは真実をもって、あなたとち

ぎりを結ぶ。そしてあなたは主を知るであろう。主は言われ

る、その日わたしは天に答え、天は地に答える。地は穀物と

酒と油とに答え、またこれらのものはエズレルに答える。わ

たしはわたしのために彼を地にまき、あわれまれぬ者をあわ

れみ、わたしの民でない者に向かって、『あなたはわたしの

民である』と言い、彼は『あなたはわたしの神である』と言

う」。（ホセア書２：１６－２３） 

 預言者たちは、遠くに見える一連の山々の頂のごとく、将

来の出来事を見た。しばしば、近い将来の出来事と遠い未来

の出来事とを明確に区別することは出来なかった。ですから、

捕虜から復帰のビジョン（50年のずれ）は、救い主到来のビジョ

ン（何百年ものずれ）や神がイスラエルを修復され、地上に神の王

国を建てる遠い終わりのビジョン（何千年ものずれ）と重なった。

ホセア書第二章は、この複雑な預言的予見の良い例である。

ホセアが神とイスラエルとの関係の修復を予言した際、アッ

シリアの侵略後に起こるイスラエルの修復と再生のための何

らかの措置を予言していた可能性が高い（紀元前７２２年）。しか

し、救世主の出現の時代に起こる宇宙の比率の出来事を見て

いた。また、イスラエルが神に与えられた土地に再移住がか

なう最後の時代に至るまで予見した。 

 

ホセア、ゴメルを買い戻す：３：１－５ 

 ホセアとゴメルの物語の中で最も衝撃的な箇所は、他の男

のためにホセアを捨てた「妻を再び愛する」ように神が命じ

られるところである。ホセアが妻を買い戻す必要があった事

実は、ゴメルがその愛人に見捨てられ、奴隷として自分自身

を売ることを余儀なくされていた状況を意味する。ホセアは、

奴隷が競売に掛けられている場所へ行き、愚かな妻を買い戻

したのである！ 

 主はわたしに言われた、「あなたは再び行って、イスラエ

ルの人々が他の神々に転じて、干ぶどうの菓子を愛するにも

かかわらず、主がこれを愛せられるように、姦夫に愛せられ

る女、姦淫を行う女を愛せよ」と。そこでわたしは銀十五シ

ケルと大麦一ホメル半とをもって彼女を買い取った。わたし

は彼女に言った、「あなたは長くわたしの所にとどまって、

淫行をなさず、また他の人のものとなってはならない。わた

しもまた、あなたにそうしよう」と。イスラエルの子らは多

くの日の間、王なく、君なく、犠牲なく、柱なく、エポデお

よびテラピムもなく過ごす。そしてその後イスラエルの子ら

は帰って来て、その神、主と、その王ダビデとをたずね求

め、終りの日におののいて、主とその恵みに向かって来る。

（ホセア書３：１－５） 

 ここでも、ホセアとゴメルの関係は、ヤハウエとイスラエ

ルの民の関係を描写している。したがって、いつの日か、神

が愛する民を奴隷状態から「買い戻して」下さることを意味

する（おそらく紀元前 722年に始まったアッシリア人の捕虜、また、紀元前 586年

以降のバビロニア人による捕虜、さらにその後イスラエルが耐えることになる数々の

捕虜であった。） 神は、その民を家に連れ戻して下さり、徐々に

純潔と誠実さを修復してくださる。 



 ホセア書は非常に美しく、私たちのための神の贖いを描い

ている！神は、イエスの死によって、私たちを罪と死の奴隷

市場から買い戻すために代価を支払ってくださったのです。

神の家に、私たちを連れ戻してくださり、いのちを修復して

下さり、神との関係も修復してくださるのです。神から、ど

れだけ遠く外れてしまっていても、神のとてつもない愛は、

私たちに届き、家へ連れ戻してくださるのです！ 

２．不忠実なイスラエルの民－忠実なヤハウエ： 

4－14 章 

 この箇所では、さらに広範囲に渡り、民に対する神の訴え

が詳細に記されている。彼らの不誠実の罪は、契約違反に対

する罰則とともに詳細につづられている。 

神の訴え 

 イスラエルの人々よ、主の言葉を聞け。主はこの地に住む

者と争われる。この地には真実がなく、愛情がなく、また神

を知ることもないからである。ただのろいと、偽りと、人殺

しと、盗みと、姦淫することのみで、人々は皆荒れ狂い、殺

害に殺害が続いている。それゆえ、この地は嘆き、これに住

む者はみな、野の獣も空の鳥も共に衰え、海の魚さえも絶え

はてる。（ホセア書４：１－３） 

 もともと、神がイスラエルの民に託された、「祭司」とな

り、神を世に示すという目的を思い出しましょう（出エジプト記 

１９：５，６）。彼らの不従順のために、その特権が取り消され

た。 

 わたしの民は知識がないために滅ぼされる。あなたは知識

を捨てたゆえに、わたしもあなたを捨てて、わたしの祭司と

しない。あなたはあなたの神の律法を忘れたゆえに、わたし

もまたあなたの子忘れる。（ホセア書４：６） 

 イスラエルの民は、頑固に主の補正をはねつけた。 

 イスラエルは強情な雌牛のように強情である。今、主は小

羊を広い野に放つようにして、彼らを養うことができよう

か。エフライムは偶像に結びつらなった。そのなすにまかせ

よ。彼らは酒宴のとりことなり、淫行にふけっている。彼ら

はその光栄よりも恥を愛する。風はその翼に彼らを包んだ。

彼らはその祭壇のゆえに恥を受ける。（ホセア書４：１６－１９） 

 神に従うか従わないかを選択する自由意志が与えられてい

る。神は非常に忍耐強いお方であり、私たちに愛を持って従

うよう嘆願しておられるが、それには限界があり、最終的に

好きにしなさいと言われる。使徒パウロはローマ人への手紙

に次の様に言っている。－神は彼らを恥ずべき情欲に任せら

れた。神は彼らを正しからぬ思いにわたし、なすべからざる

事をなすに任せられた。私たちの頑なさのあまり、「あなた

は偶像に加わったので、これ以上引き止めない。」と神に申

し渡されることは非常に悲しいことである。ダビデ王に神は

言われた：わたしはあなたを教え、あなたの行くべき道を示

し、わたしの目をあなたにとめて、さとすであろう。あなた

はさとりのない馬のようであってはならない。また騾馬のよ

うであってはならない。彼らはくつわ、たづなをもっておさ

えられなければ、あなたに従わないであろう（詩篇３２：８，

９）。あなたの人生において、神に対して騾馬（らば）のごとく

頑固になっている領域はないでしょうか？「好きにしなさ

い！」と言われてしまわない様に気を付けましょう！ 

 



神の回想 

 神は、深くイスラエルの民を愛しておられたことを思い巡

らされる。初めから今日に至るまで、神の花嫁であったイス

ラエルの民を。 

 わたしはイスラエルの幼い時、これを愛した。わたしはわ

が子をエジプトから呼び出した。わたしはエフライムに歩む

ことを教え、彼らをわたしの腕にいだいた。しかし彼らはわ

たしにいやされた事を知らなかった。わたしはあわれみの

綱、すなわち愛のひもで彼らを導いた。わたしは彼らに対し

ては、あごから、くびきをはずす者のようになり、かがんで

彼らに食物を与えた。（ホセア書１１：１，３，４） 

 わたしはエジプトの国を出てからこのかた、あなたの神、

主である。あなたはわたしのほかに神を知らない。わたしの

ほかに救う者はない。わたしは荒野で、またかわいた地で、

あなたを知った。（ホセア書１３：４，５） 

 彼女に穀物と酒と油とを与えた者、またバアルのために用

いた銀と金とを多く彼女に与えた者は、わたしであったこと

を彼女は知らなかった。（ホセア書２：８） 

神の嘆き 

 それから、花嫁が他の神々のために花婿を捨てたことを嘆

かれる。 

 しかし彼らは食べて飽き、飽きて、その心が高ぶり、わた

しを忘れた。（ホセア書１３：６） 

 彼らの母は淫行をなし、彼らをはらんだ彼女は恥ずべきこ

とを行った。彼女は言った、『わたしはわが恋人たちについ

て行こう。彼らはパンと水と羊の毛と麻と油と飲み物とを、 

わたしに与える者である』と。（ホセア書２：５） 

 また彼女が耳輪と宝石で身を飾り、その恋人たちを慕って

行って、わたしを忘れ、香をたいて仕えたバアルの祭の日の

ために、わたしは彼女を罰すると主は言われる。 

（ホセア書２：１３） 

 彼女に穀物と酒と油とを与えた者、またバアルのために用

いた銀と金とを多く彼女に与えた者は、わたしであったこと

を彼女は知らなかった。（ホセア書２：８a） 

彼らはバアル・ペオルへ行き、身をバアルにゆだね、 

（ホセア書９：１０） 

バアルのために用いた銀と金・・・（ホセア書２：８ｂ） 

 あなたがたの愛はあしたの雲のごとく、また、たちまち消

える露のようなものである。わがさばきは現れ出る光のよう

だ。ところが彼らはアダムで契約を破り、かしこでわたしに

そむいた。（ホセア書６：４，７） 

 わたしは彼のために、あまたの律法を書きしるしたが、こ

れはかえって怪しい物のように思われた。（ホセア書８：１２） 

 ところが彼らはアダムで契約を破り、かしこでわたしにそ

むいた。（ホセア書６：７） 

 彼らはみな姦淫を行う者で、パンを焼く者が熱くする炉の

ようだ。パンを焼く者は、ねり粉をこねてから、それがふく

れるまで、しばらく、火をおこす事をしないだけだ。 

（ホセア書７：４） 

 彼らは陰謀をもってその心を炉のように燃やす。その怒りは夜

通しくすぶり、朝になると炎のように燃える。（ホセア書７：６） 



 エフライムは知恵のない愚かな、はとのようだ。彼らはエ

ジプトに向かって呼び求め、またアッスリヤへ行く。 

（ホセア書７：１１） 

 わたしは彼らを教え、その腕を強くしたが、彼らはわたし

に逆らって、悪しき事をはかる。彼らはバアルに帰る。彼ら

はあざむく弓のようだ。彼らの君たちはその舌の高ぶりのた

めに、つるぎに倒れる。これはエジプトの国で人々のあざけ

りとなる。（ホセア書７：１５，１６） 

 彼らはひとりさまよう野のろばのように、アッスリヤにの

ぼって行った。エフライムは物を贈って恋人を得た。 

（ホセア書８：９） 

神に帰る呼びかけ 

 イスラエルに対する神の訴えの只中、預言者ホセアの神に

帰る呼びかけが高鳴った。それは神の忠実さと憐み深さから

来る呼びかけである。預言者ホセアは不貞な人に慈悲を見せ

ることを知っていた！ 

 「さあ、わたしたちは主に帰ろう。主はわたしたちをかき

裂かれたが、またいやし、わたしたちを打たれたが、また包

んでくださるからだ。主は、ふつかの後、わたしたちを生か

し、三日目にわたしたちを立たせられる。わたしたちはみ前

で生きる。わたしたちは主を知ろう、せつに主を知ることを

求めよう。主はあしたの光のように必ず現れいで、冬の雨の

ように、わたしたちに臨み、春の雨のように地を潤され

る」。（ホセア書６：１－３） 

 イスラエルよ、あなたの神、主に帰れ。あなたは自分の不

義によって、つまずいたからだ。あなたがたは言葉を携え

て、主に帰って言え、「不義はことごとくゆるして、よきも

のを受けいれてください。わたしたちは自分のくちびるの実

をささげます。アッスリヤはわたしたちを助けず、わたした

ちは馬に乗りません。わたしたちはもはや自分たちの手のわ

ざに向かって『われわれの神』とは言いません。みなしごは

あなたによって、あわれみを得るでしょう」。 

（ホセア書１４：１－３） 

 残念ながら、預言者ホセアの生存中に、イスラエルが神に

帰ることはなかった。この様にして、ホセアの死後数年間の

内にイスラエルの北の部族はアッシリアの捕虜となった。神

への不従順に対する究極の戒めは、神であるヤハウエがイス

ラエルの民に造られた契約に詳しく記されていた（参照：申命記

28 章）。紀元前 722 世紀、北王国（イスラエル）が滅びた。その歴

史的な記述は列王記第二１７章に記されている。 

修復してくださる神 

 しかし、ホセア書はイスラエルの王国の滅びで終わらな

い。むしろ、神が修復してくださる将来を示される。 

 エフライムよ、どうして、あなたを捨てることができよう

か。イスラエルよ、どうしてあなたを渡すことができよう

か。どうしてあなたをアデマのようにすることができよう

か。どうしてあなたをゼボイムのように扱うことができよう

か。わたしの心は、わたしのうちに変り、わたしのあわれみ

は、ことごとくもえ起っている。わたしはわたしの激しい怒

りをあらわさない。わたしは再びエフライムを滅ぼさない。 

わたしは神であって、人ではなく、あなたのうちにいる聖な

る者だからである。わたしは滅ぼすために臨むことをしな

い。彼らは主に従って歩む。主はししのほえるように声を出

される。主が声を出されると、子らはおののきつつ西から来



る。彼らはエジプトから鳥のように、アッスリヤの地から、

はとのように急いで来る。わたしは彼らをその家に帰らせる

と主は言われる。あわれみを得るでしょう」。 

（ホセア書１１：８－１１） 

 わたしは彼らのそむきをいやし、喜んでこれを愛する。 

わたしの怒りは彼らを離れ去ったからである。わたしはイス

ラエルに対しては露のようになる。彼はゆりのように花咲

き、ポプラのように根を張り、その枝は茂りひろがり、その

麗しさはオリブの木のように、そのかんばしさはレバノンの

ようになる。彼らは帰って来て、わが陰に住み、園のように

栄え、ぶどうの木のように花咲き、そのかんばしさはレバノ

ンの酒のようになる。（ホセア書１４：４－７） 

 このようにして、妻のゴメルを奴隷市場から買い戻し、家

に連れ戻し、修復する（３章）、というホセアの人生が平行して

映し出す神の描写が明確になる。神は、いつの日か、イスラ

エルを捕虜から救出され、尊厳と美しさと、何よりも、新し

く恒久的な契約によってイスラエルの心を神に再結成され関

係を修復してくださることを約束される。 

あとがき：ホセアは、非常に輝かしいイスラエルの復興を描

いている。ホセア以来の 2,700 年に、この修復の特定の側面
（捕虜からの解放、約束の土地に再び落ち着く、国家のアイデンティティの回復、 

今日の国家としてのイスラエルの存在さえも）は起こったが、修復のビジ

ョンを最終的に達成するのは、千年の救世主王国を待たなけ

ればならない。すべての預言書に、救世主が、更新され正し

く修復されたイスラエルとなり、地上に王国を建てる時代の

ビジョンが含まれている。多くの学者は、この千年王国は、

新天新地の 1000 年前に確立されると信じている（参照：ヨハネの

黙示録 20章の千年王国についての記述と 21，22章の永遠の王国についての記述）。 

 

ゴメルについての追加ノート 

ゴメルの役割 

 ゴメルは、ホセアが結婚した「乱交」な女であった。結婚

の誓いを破り、ホセアに対し姦淫の罪を犯した。非合法の子

を計二人産み、ホセアが育てた。ゴメルは、ホセアの心を傷

つけた。それでもホセアは、神の壮大な物語のために、神を

信頼し、ゴメルを娶った。この結婚は、ヤハウエに対する霊

的な姦淫の影響を示した。イスラエルの民がホセアの痛みを

見るとき、神の痛みと傷ついた心を知ることが出来るためで

ある。不誠実と裏切りは誰の心をも傷つける様に、神の心も

傷つけるのです！ 

 ゴメルの名前は「偶像礼拝に満たされた」を意味する。そ

の父の名前、ディバライムは「官能に満ちた」を意味する。

おそらくゴメルは、官能と不貞について、父から受け継いだ

に違いない。その正反対を夫のホセアから学ぶことでしょう。 

ゴメルの女性的強み 

 自分の想いのままに生きるゴメルをホセアはただ大切に

し、愛した（ゴメルがそれに相応しいかったからではない）。 

 ただ妻を祝福し、妻のために提供し、妻を着飾った。ゴメ

ルは力を尽くして夫を愛し、子供たちを祝福する代わりに、

誇り高く、賜物と美しさを他の愛人を求めるために用いた。

自分の欲望を満たすために、他の男たちと親密な関係になる

ために招いた（ちょうど、イスラエルの民が神から与えられた祝福を用いて、我

が道を行き、偶像の神々を崇拝した様に）。 

 ゴメルは二人の婚姻外の子供を産むために家に帰った。神

は、ホセアにその娘に「Lo-ruhamma」（愛されていない）と名付け

る様に言われた。今後、神はイスラエルの民に愛も哀れみも



表さないことを意味した。もう一人の婚姻外の息子には「Lo-

ammi」（わたしの民ではない）と名付けるように言われた。もはや

神の民でも、彼らの神でもなかったことを意味した。二人の

子供の出産の後、ゴメルは二度と戻らない覚悟で家を出た。 

神の表示 

 ホセアのゴメルへの愛を通して、神ご自身のイスラエルへの

愛を表示された。最終的にゴメルの愛人たちはゴメルを他の女

と置き換えたので、他に行き場がなくなった。貧困に置かれ、

ホームレスになった。価値のない、無力で、絶望的な立場に置

かれたゴモラに残された唯一の選択肢は、奴隷市場で身を売

り、誰かに買い取ってもらい、養ってもらうことを期待する

ことであった。夫がそこにやって来て、彼女を買い戻し、家

に連れて帰るなどと期待すらしなかった！ホセアの愛は、決

して止むことのない救い主の愛を描いている。実際、ホセアと

いう名前は「救い」を意味する。神はホセアに、ゴメルを贖

い、家に連れ戻し、世話をし、傷を縛り、魂に癒しをもたら

し、結婚を修復するよう命じられた。何ということでしょう！

神のとてつもない愛の何と素晴らしい描写でしょう！ 

神はゴメルの人生を用いられた 

 ゴメルは、私たち一人一人を代表している。神の視点から、

人類すべてが神から迷子になってしまった。神から離れた人

生を味合うために、私たちは皆、多かれ少なかれ、神から離

れた人生の方が満足出来る人生ではないかと歩き求めている。

それでも神は、イエス・キリストを通して、私たちの贖いの

代価を支払ってくださった。 

 私たちは頻繁に、神が名前を読んでおられる御声を聞くた

めに、目を覚まさなければならない。神の愛に応えるとき、

人生で壊れた領域を修復して下さり、残りの人生を共に過ご

してくださる。ゴメルは神の御前に愛と御光の内に立つとき、

もはや恥ることなど無いということを教えてくれている。神

の御前に長く立てば立つほど、過去に他の声によって自分の

アイデンティティが形成されて来ているかに気付くことが出

来る。神の愛を知るとき、真実であわれみ深い神の見方で他

の声を置き換えてくださる。神の絶え間ない、とてつもない

愛のこの美しい物語は希望を与えてくれる。神はホセアに言

われた。神の不合法な娘は「愛された者」と呼ばれ、不合法

な息子は「わたしの民」と呼ばれるでしょう。神はすでに偉

大な神の物語を書き終えられ、神を信じるすべての人がその

物語の一部である。私たちが神の愛に応えるとき、新しい呼

び名を受ける：「愛された者」「神の息子、娘」という呼び

名である。 

 

討論のための質問 

１．ホセアとゴメルの物語は、あなたにどんな影響を及ぼし

ましたか？ 

２．ホセア書に反映するとき、神のご性質について、あなた

にとって最も際立ったところは何ですか？ 

３．ホセアの忠実な愛から何が学べますか？ 


