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はじめに 

 ソロモンの治世の後（紀元前 970－939年）、イスラエル国家は、

北（イスラエル）と南（ユダ）の二つの相反する王国に分かれた。

エルサレムを中心とした南王国は、ダビデ王朝に忠実であっ

た。北王国は完全に背教し、反ダビデ派の王たちによって、

200 年の歴史の中で偶像崇拝と偽宗教に没頭していた。神の裁

きにより、北のイスラエル王国は、アッシリアの捕虜（紀元前

722年）となった（列王記第二１７章）。 

 南のユダ王国には、善良な王も邪悪な王も存在したので、

紀元前 586 年にユダ王国がバビロニアの捕虜となるまでの 136

年間は保たれた。その間、ユダ王国には二人の偉大な王、ヒ

ゼキヤとヨシアヤの統治があった。国家にヤハウエとの契約

忠誠に戻るよう国家に呼びかける努力をする。この二人の

「改革派の王たち」に焦点を当てていく。また、旧約聖書の

学びの残りの部分を、バビロニア捕虜の前、中、後に、国家

に語るられるために神によって上げられた預言者たち（イザヤ－

マラキ）にも焦点を当てていく。 

1．霊的背教 

 ヒゼキヤの父であったアハズ王は、16 年間統治を治めた非

常に邪悪な王であった。アハズ王の国家苦難の解決策は、ユダ

の敵を撃退するためにアッシリアの王に助けを求めることで

あった。アハズ王の要求で、アッシリアはシリア人を滅ぼし、

首都ダマスカスを捕獲した（列王記第二１６：７－９）。シリアとイ

スラエルの石炭鉱山のための援助の代償として、アハズ王は

ユダ王国をアッシリアに服従する臣下に差し出した。シリア

のダマスカスにアハズ王がアッシリアの王、チグラス・ピレ

ールに会いに出向いたとき、異教徒の偶像に捧げられた美し

い祭壇を見て、そのスケッチをエルサレムの祭司ウリヤに送

った（注：それは敗北した神に捧げられた祭壇であった！）。アハズがエル

サレムに戻る前に、その祭壇の複写が造られた。アハズ王は

自分の欲望のままに、ユダの礼拝制度全体を改訂し始めた。

ヤハウエの神殿を閉鎖し、偶像礼拝を始め、実の息子たちを

も偶像の神々に備えるために火の中に捧げた（歴代誌第二２８：

３）。この様にユダ王国は、ヒゼキヤ王が統治する直前の数十

年間、霊的に背教していた。 

２．イスラエル／シリヤの連合 

 アハズ王の統治の間、シリアとイスラエル（北王国）は連合を

結び、ユダ王国を攻撃し、一日にして 120,000 の死者を出し、

200,000 人の女子供を捕虜に捕えた（歴代誌第二２８：５－１５）。 

ユダの軍事的、社会経済的強度は、アハズ王の 16 年間の治世

の間は低かった。 

３．アッシリアの脅威 

 支配的な世界の権力であったアッシリア人は、ヒゼキヤの治

世の 50 年前から、すでに北王国への侵略を開始していた。 

アッシリアは、すぐに降伏しなかった敵に対しての残酷さで知

られていた。ヒゼキヤがアハズ王から王座を受け継いだ直後、



アッシリアは北王国に侵入し、サマリアを 3 年間包囲し、つい

にイスラエルを捕虜にした。 

 要するに、ヒゼキヤは危機にある王国を継承したというこ

とである。今日、彼の名の重要性を理解している。ヒゼキヤと

いう名前は「神は我が力」という意味である。父親アハズ王

から王座を継承した際、丁度 25 歳であった。初期の行動か

ら、実際に名前が意味する通りに生きる決意が伺えた。 

第一の行動－神に帰る：歴代誌第二２９－３１章 

 最初の数年間、ユダを霊的に改革し、国をヤハウエ礼拝に

戻るよう呼びかけた。霊的改革を開始し、優先順位を正すた

めに時間を費やした。 

 彼はその治世の第一年の一月に主の宮の戸を開き、かつこ

れを繕った。（歴代誌第二２９：３） 

 前世代が苦しんでいた原因は主から離れたためであること

を知っていた。そして、人々に告げた： 

 われわれの先祖は罪を犯し、われわれの神、主の悪と見ら

れることを行って、主を捨て、主のすまいに顔をそむけ、う

しろを向けた。（歴代誌第二２９：６） 

 あるとき宮殿を再建し、神殿とその僕たちを主のために捧

げるための大規模な礼拝を行った。 

 このほかおびただしい燔祭があり、また、酬恩祭の脂肪お

よび燔祭の灌祭もあった。こうして、主の宮の勤めは回復さ

れた。この事は、にわかになされたけれども、神がこのよう

に民のために備えをされたので、ヒゼキヤおよびすべての民

は喜んだ。（歴代誌第二２９：３５，３６） 

 私たちは頻繁に神が生活の中で何かを変えたい、あるいは

何らかの具体的な行動を取ることを望んでおられることを心

の中でよく知っている。メッセージを聞いたり、聖書の一節

を読んだり、聖霊の促しを感じたりするけれども、つい、変

更することを延期してしまう。そうしてしまう時、貴重な一日

を神の御心の外に生きるために過ごすことになる。ヒゼキヤ

は迅速な服従の大切さを思い出させてくれる。神があなたに

変えるように呼びかけておられる領域はないでしょうか？神

があなたに語っておられることを書き留め、友人とこれを共

有するとき、あなたのために祈るだけでなく、あなたが踏む

必要がある次のステップの責任も保持することになる。だか

ら、聖霊様の促し通りに、「きょう、あなたがたがみ声を聞

いたなら・・・頑なにしてはいけない。（へブル人への手紙３：７）」 

第二の行動－大いなる過ぎ越し：歴代誌第二 30 章 

 次にヒゼキヤは、北王国の全イスラエル人を南王国の人々

と共に過ぎ越しの祭りを祝うためにエルサレムに招待した。 

 ヒゼキヤはイスラエルとユダにあまねく人をつかわし、ま

た手紙をエフライムとマナセに書き送り、エルサレムにある

主の宮に来て、イスラエルの神、主に過越の祭を行うように

勧めたこの事を定めて、ベエルシバからダンまでイスラエル

にあまねくふれ示し、エルサレムに来て、イスラエルの神、

主に過越の祭を行うことを勧めた。これはしるされているよ

うに、これを行う者が多くなかったゆえである。 

（歴代誌第二３０：１，５） 

 背教のために何年もの間、過ぎ越しの祝いは行っていなかっ

た。それは、進行中のアッシリアの脅威に照らし、悔い改めと更

新で北と南を結びつけようとするヒゼキヤの試みであった。しか



し、残念なことに、北王国の民の殆どは、歴史における、その改

革の重要性を理解することは出来なかった。 

 このように飛脚たちは、エフライムとマナセの国にはいっ

て、町から町に行き巡り、ついに、ゼブルンまで行ったが、

人々はこれをあざけり笑った。ただしアセル、マナセ、ゼブ

ルンのうちには身を低くして、エルサレムにきた人々もあっ

た。（歴代誌第二３０：１０，１１） 

 人々が神に戻るよう促すためのイニシアチブを起こすとき、私

たちはその結果の責任は負わない。イニシアチブを起こす責任は

私たちにはあるので、ヒゼキヤは、その通り行動したまでであ

る。多くの人々が、その呼びかけに対して笑ったがヒゼキヤは忠

実な証人であった。一方、大勢の人々がヒゼキヤの指揮による霊

的改革を喜んだ。 

 ユダの全会衆および祭司、レビびと、ならびにイスラエル

からきた全会衆、およびイスラエルの地からきた他国人と、

ユダに住む他国人は皆喜んだ。このようにエルサレムに大い

なる喜びがあった。イスラエルの王ダビデの子ソロモンの時

からこのかた、このような事はエルサレムになかった。この

とき祭司たちとレビびとは立って、民を祝福したが、その声

は聞かれ、その祈は主の聖なるすみかである天に達した。

（歴代誌第二３０：２５－２７） 

注釈：ヒゼキヤが神のために心を磨いていた間、アッシリアは

戦いのために剣を磨いていた。「霊的改革など時間の無駄であ

る。戦闘機械を構築したり、防御したり、アッシリアの機械に抵

抗する新しい方法を考案したりするためにその資金を用いること

が出来る。」と抗議した者たちもいたはずである。ヒゼキヤは、

神こそが我が力（であり、国家を力強く保護して下さるお方）で

あると心から信じていたので、ただ神を求め尽力した。 

 人々を教会や学びのグループやクラスに招いては、断られ、ヒゼ

キヤの様な立場におられる方もいらっしゃるかもしれません。恵み

と愛をもって、人々に手を差し伸べることこそが私たちの役割であ

ることをどうぞ忘れないで下さい。そうすれば、その結果は主にお

任せすればよいのです。私たちは自分の動機と行動に対してのみ責

任を負うのです。他人のために決断を下すことなど出来ません。た

とえあなたの招待が断られたり、無視されたとしても、その人たち

のために、神が心を柔軟にして下さり、主の必要性を彼らに与えて

下さるように祈ることが出来ます。 

第三の行動－改革の確保：歴代誌第二 31 章 

 ヒゼキヤは、この霊的改革が一時的な出来事ではなく、モーセ

の律法に従い、ヤハウエ礼拝が支持され続けていくための進行中

の運動であることを明確にするために勤勉であった。 

ヒゼキヤの活発な行動を見てみましょう。 

－ヒゼキヤは、司祭とレビ人をそれぞれの部門に割り当てた・・・ 

－ヒゼキヤは、午前と夕方の全焼の生贄のために、また安息日、 

新月、主の律法に記され、任命された祝祭のための全焼の生贄を自

分の所有物から捧げた。 

－ヒゼキヤは、エルサレムに住む人々に、主の律法に献身するため

に、司祭とレビ人のためにその分与を与えるよう命じた。 

－ヒゼキヤとその関係者たちが山積みとなった供え物を見たとき、

主を賛美し、その民を祝福した。 

－ヒゼキヤは、主の宮に倉庫を設けるよう命じ、その様になった。 

 改革運動の概要から、ヒゼキヤの勤勉さが強調される。 

 ヒゼキヤはユダ全国にこのようにし、良い事、正しい事、忠実

な事をその神、主の前に行った。彼がその神を求めるために神の

宮の務につき、律法につき、戒めについて始めたわざは、ことご

とく心をつくして行い、これをなし遂げた。 

（歴代誌第二３１：２０，２１） 



 ヒゼキヤは真のリーダーシップを定義している。最大の危機に

直面した際、神を求め決然と行動に移した。時を考慮し行動に移

す際、徹底的で思慮深かった。あなたの生活の中で、ヒゼキヤの

様に、リーダーシップを発揮するよう神が招いておられる領域は

ないでしょうか？ヒゼキヤの物語りを熟考し勇気をもらいましょ

う。神が「我が力」であり、決然と行動に移するなら、この偉大

な王と同様に、あなたの世界を変えることが可能となる。 

第四の行動－アッシリアに公然と反対する： 

列王記第二 18 章 

 ヒゼキヤの父であるアハズは、アッシリヤによって攻撃を受け

ることを避け、彼らに保護を期待し従属した。そして、ヒゼキヤ

は直ちにその保護同盟を覆す決心をした。ヒゼキヤの力は、アッ

シリアではなく、神にあったからである。 

 ヒゼキヤはイスラエルの神、主に信頼した。そのために彼のあ

とにも彼の先にも、ユダのすべての王のうちに彼に及ぶ者はなか

った。すなわち彼は固く主に従って離れることなく、主がモーセ

に命じられた命令を守った。主が彼と共におられたので、すべて

彼が出て戦うところで功をあらわした。彼はアッスリヤの王にそ

むいて、彼に仕えなかった。（列王記第二１８：５－８） 

 ヒゼキヤは、このように主に力をより頼んで来た。ここから先

は、ヒゼキヤに訪れた脅威について見ていきましょう。 

第一の脅威－4-6 年目：アッシリアがイスラエルを破壊する： 

列王記第二１７章 

 北王国のイスラエルが滅んだとき、ヒゼキヤ王の統治の 4－

6 年目であった。イスラエルはシャルマネセルとアッシリア人

によって侵略され、全国民が捕虜となった。 

 そしてアッスリヤの王は攻め上って国中を侵し、サマリヤに上

ってきて三年の間、これを攻め囲んだ。ホセアの第九年になっ

て、アッスリヤの王はついにサマリヤを取り、イスラエルの人々

をアッスリヤに捕えていって、ハラと、ゴザンの川ハボルのほと

りと、メデアの町々においた。（列王記第二１７：５，６） 

 アッシリアの目的は各国の血統を破壊するために、様々な国の

捕虜を混ぜ合わせることであった（各国のアイデンティティを消去するた

めに）。このように北王国のイスラエルの民は、他の国家や人種と

結婚／混血することを余儀なくされた。 

注釈：その混血のユダヤ人の多くは、以前のイスラエルの首都サ

マリアに移住した。その後、何世紀にもわたり、彼らは純血のユ

ダヤ人に嫌われた半分の血統のユダヤ人である「サマリア人」と

して知られるようになった。イエス様の時代に、その憎まれたサ

マリア人との多くの接点がみられる。最も重要なことに、イエス

様は周りに住んでいた純血種のユダヤ人と同様に、サマリヤ人と

イエス様が会話するばかりでなく、救いの賜物を提供される。 

イエス様は、有名なたとえ話の一つ「親切なサマリヤ人」を紹介

される。 

 ヒゼキヤは、北王国の 3 年間の衰弱と滅びを目の当たりにする

傍ら、安定した手で南王国を率いた。南部王国への神の保護は、

ヒゼキア王の強い霊的改革によるものであった。 

 

第二の脅威－14 年目：アッシリア、ユダを攻撃： 

列王記第二１８章 

 ヒゼキヤの最大の挑戦はアッシリヤの王セナケリブがユダ

を捕らえようとした 14 年目であった。先ずヒゼキヤは、アッ

シリアとの間の臣下関係の否定を撤回し、アッシリア人に敬

意を表することによって、この侵略を避けようとした。それ



は、ヒゼキヤの生涯において、国家の保護のために誤った戦

略に頼った第一歩であった。 

 ユダの王ヒゼキヤは人をラキシにつかわしてアッスリヤの

王に言った、「わたしは罪を犯しました。どうぞ引き上げて

ください。わたしに課せられることはなんでもいたしま

す」。アッスリヤの王は銀三百タラントと金三十タラントを

ユダの王ヒゼキヤに課した。ヒゼキヤは主の宮と王の家の倉

とにある銀をことごとく彼に与えた。この時ユダの王ヒゼキ

ヤはまた主の神殿の戸および柱から自分が着せた金をはぎ取

って、アッスリヤの王に与えた。（列王記第二１８：１４－１６） 

 旧約聖書の王たちも所詮人間である。ヒゼキヤでさえ、信

仰によって歩む代わりに、アッシリヤから慈悲を買うために

神の財産を売る決断を下すような瞬間があった。 

 セナケリブは満足せず、ヒゼキヤとエルサレムを滅ぼすた

めに軍隊を送り、ヒゼキヤからの即時降伏を求めるために大

軍と共に、首長の一人、ラブシャケをエルサレムに送った。 

 そしてラブシャケは立ちあがり、ユダヤの言葉で大声に呼

ばわって言った。「大王、アッスリヤの王の言葉を聞け。王

はこう仰せられる、『あなたがたはヒゼキヤに欺かれてはな

らない。彼はあなたがたをわたしの手から救いだすことはで

きない。ヒゼキヤが「主は必ずわれわれを救い出される。この

町はアッスリヤ王の手に陥ることはない」と言っても、あな

たがたは主を頼みとしてはならない』。あなたがたはヒゼキ

ヤの言葉を聞いてはならない。アッスリヤの王はこう仰せら

れる、『あなたがたはわたしと和解して、わたしに降服せ

よ。そうすればあなたがたはおのおの自分のぶどうの実を食

べ、おのおの自分のいちじくの実を食べ、おのおの自分の井

戸の水を飲むことができるであろう。やがてわたしが来て、

あなたがたを一つの国へ連れて行く。それはあなたがたの国

のように穀物とぶどう酒のある地、パンとぶどう畑のある

地、オリブの木と蜜のある地である。あなたがたは生きなが

らえることができ、死ぬことはない。ヒゼキヤが「主はわれ

われを救われる」と言って、あなたがたを惑わしても彼に聞

いてはならない。諸国民の神々のうち、どの神がその国をア

ッスリヤの王の手から救ったか。ハマテやアルパデの神々は

どこにいるのか。セパルワイム、ヘナおよびイワの神々はど

こにいるのか。彼らはサマリヤをわたしの手から救い出した

か。国々のすべての神々のうち、その国をわたしの手から救

い出した者があったか。主がどうしてエルサレムをわたしの

手から救い出すことができよう』」。（列王記第二１８：２８－３５） 

 ヒゼキヤの立場となって、この況を想像してみましょう。依

存するすべての人々の運命に影響を与える決定を下さなけれ

ばならない。セナケリブの慈悲を求めるためにアッシリア人

に降伏するべきでしょうか？それとも、国家を招集し、神で

あるヤハウエにより頼み、天からの保護を求めるべきでしょ

うか？ギャンブルであったことは確かである。ヒゼキヤがアッ

シリアからの最終的な通達を聞いたとき、二つの行動をとった

－祈り、神からのみことばを求めた。 

 ヒゼキヤ王はこれを聞いて、衣を裂き、荒布を身にまとっ

て主に宮に入り、宮内卿エリアキムと書記官セブナおよび祭

司のうちの年長者たちに荒布をまとわせて、アモツの子預言

者イザヤのもとにつかわした。（列王記第二１９：１，２） 

 服を裂いて荒布を着ることは、深い悔い改めと主への依存

の兆候であった。この危機の際、ヒゼキヤは主の宮に入り、

主のみ顔を求めた。それから、使者を送り、預言者イザヤに

問いかけ、何をすべきかについての神からの啓示があるか尋

ねた。 

 



 案の定、神からヒゼキヤにみことばが与えられた： 

 ヒゼキヤ王の家来たちがイザヤのもとに来たとき、イザヤ

は彼らに言った、「あなたがたの主君にこう言いなさい、

『主はこう仰せられる、アッスリヤの王の家来たちが、わた

しをそしった言葉を聞いて恐れるには及ばない。見よ、わた

しは一つの霊を彼らのうちに送って、一つのうわさを聞か

せ、彼を自分の国へ帰らせて、自分の国でつるぎに倒れさせ

るであろう』」。（列王記第二１９：５－７） 

 預言者イザヤの予見通り、ラブシャケは別の緊急の戦いで

セナセリブを助けるために呼び出されたのでエルサレムから

出発しなければならなかった。しかし、ヒゼキアにとって危

機は終わりではなかった。 

第三の脅威－セナケリブからの手紙：列王記第二 19 章 

    アッシリアは去り、ヒゼキヤは顧問に相談し、計画を練ろう

としたが、熟考する時間は脅迫状によって中断された。ヒゼキ

ヤが降伏しなかったことをラブシャケがセナケリブに報告し

た際、セナケリブは脅迫状を書き、アッシリアが直ちに戻るこ

と、また、その際、ユダヤ人が黙って即降伏しなければ、残酷

な死を迎えると警告した。 

 それは、ヒゼキヤ王にとってもう一つの挑戦の瞬間であっ

た。エジプトに助けを求めるでしょうか？更に大金を積んで

アッシリヤから赦しを得ようとするでしょうか？それとも、

「神は我が力」に相応しい行動をとるでしょうか？ 

 その決定的瞬間は、ヒゼキヤがセンナケリブからの脅迫状

を主の御前に広げ祈った時に訪れた： 

 ヒゼキヤは使者の手から手紙を受け取ってそれを読み、主

の宮にのぼっていって、主の前にそれをひろげ、そしてヒゼキ

ヤは主の前に祈って言った、「ケルビムの上に座しておられ

るイスラエルの神、主よ、地のすべての国のうちで、ただあな

ただけが神でいらせられます。あなたは天と地を造られまし

た。 主よ、耳を傾けて聞いてください。主よ、目を開いてごら

んください。セナケリブが生ける神をそしるために書き送っ

た言葉をお聞きください。主よ、まことにアッスリヤの王たち

はもろもろの民とその国々を滅ぼし、またその神々を火に投

げ入れました。それらは神ではなく、人の手の作ったもので、

木や石だから滅ぼされたのです。われわれの神、主よ、どう

ぞ、今われわれを彼の手から救い出してください。そうすれば

地の国々は皆、主であるあなただけが神でいらせられること

を知るようになるでしょう」。（列王記第二１９：１４－１９） 

 ヒゼキヤの神への依存の祈りに応えられ、預言者イザヤが

ヒゼキヤとユダ王国の民に対する神の保護について、主から 2

番目のメッセージを受けた。 

 主はアッスリヤの王について、こう仰せられる、『彼はこの町

にこない、またここに矢を放たない、盾をもってその前に来るこ

となく、また塁を築いてこれを攻めることはない。彼は来た道を

帰って、この町に、入ることはない。主がこれを言う。わたしは

自分のため、またわたしのしもべダビデのためにこの町を守っ

て、これを救うであろう』」。（列王記第二１９：３２－３４） 

 同じ日の夜、主の天使はアッシリアの収容所の間に病いを

送り、185,000 人の戦士がエルサレムの壁のすぐ外で滅びた！ 

それがヒゼキヤの人生の頂点であり、その名の通り、「神が

我が力」を体験した。 

 人生の最大の脅威と問題をどのように処理すべきかを素晴しく

描いている。私たちも、手紙を神の御前に広げるべきである。神

の御前に広げるべき脅かされるニュースはありませんか？自力で

問題を解決しようとしておられませんか？ペテロが次の様に言っ



ている。「神はあなたがたをかえりみていて下さるのであるか

ら、自分の思いわずらいを、いっさい神にゆだねるがよい。（ペテ

ロの手紙第一５：７）」手紙を「神の御前にひろげた」なら、神の御

名に誉と栄光をもたらし、最善の結果をもたらして下さることを

神に信頼することが出来る。パウロは「わたしが切実な思いで待

ち望むことは、わたしが、どんなことがあっても恥じることな

く、かえって、いつもの様に今も、大胆に語ることによって、生

きるにも死ぬにも、わたしの身によってキリストがあがめられる

ことである。（ピリピへの手紙 1:20）」とローマ当局との歩みについて

記している。 

 

注釈：考古学はセナケリブの軍事作戦の詳細の石碑を発掘してい

る。それは古代ニネベの遺跡の中で 1830 年に発掘された。セナケ

リブがエルサレムの包囲戦を含む 8 つの軍事キャンペーンを誇る

500 行の文章が刻まれている。セナケリブは多くの征服を強く誇

っているが、ヒゼキア王についての記述が興味深い－「ユダの王

は私のくびきを負わなかったので、王の都エルサレムに鳥の様に

閉じ込めた。」セナケリブは、ヒゼキヤが敬意を払うことを余儀

なくされたことを自慢しているが、エルサレムを捕らえたとにつ

いては記していない。実際、セナケリブはヒゼキヤを鳥かごの鳥

のごとく閉じ込めたが、その鳥が主の御手によって一夜にして逃

がれることが出来たことについては一言も触れなかった！ 

 
 

第四の脅威－致命的な病：列王記第二 20 章 

 ヒゼキヤは 25 歳で王となった。統治の 14 年目で（39歳）、アッ

シリアの侵略に打ち勝った。そして、アッシリアの脅威から逃れ

た直後、致命的な病にかかった。ここで、再びヒゼキヤは神の力

と癒しを求めた。 

 そのころ、ヒゼキヤは病気になって死にかかっていた。アモツ

の子預言者イザヤは彼のところにきて言った、「主はこう仰せら

れます、『家の人に遺言をなさい。あなたは死にます。生きなが

らえることはできません』」。そこでヒゼキヤは顔を壁に向けて

主に祈って言った、「ああ主よ、わたしが真実を真心をもってあ

なたの前に歩み、あなたの目にかなうことをおこなったのをどう

ぞ思い起してください」。そしてヒゼキヤは激しく泣いた。（列

王記第二２０：１－３） 

 神に泣き叫んだとき、神が介入して下さり、奇跡的な印しと

15 年間の遠泳をお与えになった。 

第五の脅威－誇り：歴代誌第二 32 章 

 ところが、ヒゼキヤの心に神の目に正しくない何かが芽生

えた。歴代誌第二に彼の心の状態が記されている： 

 そのころ、ヒゼキヤは病んで死ぬばかりであったが、主に

祈ったので、主はこれに答えて、しるしを賜わった。しかし

ヒゼキヤはその受けた恵みに報いることをせず、その心が高

ぶったので、怒りが彼とユダおよびエルサレムに臨もうとし

たが、ヒゼキヤはその心の高ぶりを悔いてへりくだり、また

エルサレムの住民も同様にしたので、主の怒りは、ヒゼキヤ

の世には彼らに臨まなかった。（歴代誌第二３２：２４－２６） 

 ヒゼキヤは、正しく神に反応しなかった。奇跡的な癒しに対

し、心の中には、ある種の誇り（もしくは、おそらく、自尊心の様な感

覚）が芽生えたのかもしれない。あるいはアッシリアからの偉大

な救出をきっかけに、ヒゼキヤの心に誇りが根付いたのかもしれ

ない。救出直後の歴代誌第二に短い予告が記されている： 



 そこで多くの人々はささげ物をエルサレムに携えてきて主

にささげ、また宝物をユダの王ヒゼキヤに贈った。この後ヒ

ゼキヤは万国の民に尊ばれた。（歴代誌第二３２：２３） 

 セナケリブに対する勝利か、ヒゼキヤの病の奇跡的な癒しか、

すべての国民から賞賛されたことか、きっかけはともあれ、統治

14 年目にして（39歳にして）、誇りがヒゼキアの足をすくわれるこ

とになる。 

 ヒゼキヤが誇りに陥った、さらなる証拠がある。バビロニアの

王がヒゼキヤの病気を聞いたとき、贈り物と願い事を持って使者

を遣わした。その時ヒゼキヤは、バビロニアの使いに自分の富と

勢力を見せびらかした。 

 ヒゼキヤは彼らを喜び迎えて、宝物の蔵、金銀、香料、貴

重な油および武器倉、ならびにその倉庫にあるすべての物を

彼らに見せた。家にある物も、国にある物も、ヒゼキヤが彼

らに見せない物は一つもなかった。（列王記第二２０：１３） 

 主からの裁きのみことばを届けるために預言者イザヤがヒゼキ

ヤ王の所に来た。その誇りのために、神は最終的には、バビロニ

ア人を送り、あなたの宝物を奪いユダを捕虜とするであろう（紀

元前 586年に実現した）。約一世紀後、バビロニアはアッシリアの世

界的支配権力を受け継いだ。 

 誇りに直面させられたヒゼキヤ王は、残りの生涯を神の怒りが

自身とユダ王国とエルサレムに当たらない様に悔い改めたという

記述には励まされる。 

 旧約聖書の多くの王たちが生涯の後半に誇りの罪に陥ったのは

なぜでしょうか？誇りは、私たちが警戒する必要がある罪であ

る。実際、私たちのすべての勝利は神によって与えられたにもか

かわらず、勝利を振り返る中で、自己価値を計る尺度を見つける

という本来の人間の欲望が存在する様である。生涯において、神

が優雅に与えて下さっている勝利である。どうぞ誇りの罪には十

分に気を付けましょう。あなたの人生で起きた素晴らしい出来事

の数々を誰のお陰と賞賛しておられるでしょうか？ 

 旧約聖書の中で、ヒゼキヤは偉大な王の一人である。その改革

はユダ王国の存続の延長をもたらした。その祈りは、ユダ王国が

アッシリア人により死に至ることから救った。彼自身も延命を得

た。完璧ではなかったが、尊く、私たちが模倣とするべき指導者

として聖書は挙げている。 

 

討論のための質問 

１．王としての統治の基盤としてヒゼキヤは、迅速かつ徹底的な

霊的改革を開始した。ヒゼキヤによって、あなた自身の人生の改

革を動機づけられた部分はありませんか？ 

２．ヒゼキヤは、アッシリアの王、セナケリブからの脅迫状を受

け最大の脅威に遭遇した。あなたの最大の脅威は何ですか？ 

３．ヒゼキヤは、セナケリブからの脅迫状を主の御前にひろげ熱

心に祈った。あなたを脅かす事柄について、ヒゼキヤと同じ対処

方をとるということは、あなたにとってどういうことですか？ 

４．ヒゼキヤは誇りの罪に陥った。そのことは、あなたの人生に

どの様な衝撃を与えたでしょうか？あなたの人生において、誇り

に陥りそうな具体的な領域が思い浮かびませんでしたか？ 


