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神は我らと共に 
パート７：王と預言者たちの強制退去と帰還 

ユダのつまずきと神の忠実さ 
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はじめに 

 エステル記は、バビロンとメド・ペルシャの７０年の捕囚の間

に、ユダヤ人の神の救済に関する驚くべき歴史的な記述である。エ

ステル記の時代には、バビロニア人は、メデヤ人とペルシャ人によ

って打ち倒されていた。ペルシャ帝国はインドからエチオピア（通

称：クシュ）に広がり、ユダヤ人が住んでいた１２７の州に分かれ

ていた。すべてのユダヤ人を殺害するための計画が結成されたが、

イスラエルとの契約と愛に忠実であられる神が、その計画を阻止さ

れ、神の民を保護された。神の懲罰のために捕らえられている時で

さえ、イスラエルのための神の契約を実証された。 

 神は、すべての栄光を受けられるべきお方であるが、人の信仰、

勇気、行動から独立して行動されることはめったにない。むしろ頻

繁に、すでに神との個人的な関係を持ち、信仰の中に動いている

人々のために、「このような事態」の機会を提示される。エステル

記の物語り中も、まさにそうであった。ユダヤ人の救済は、子羊の

血が戸口に塗られた家を過ぎ越した後に、神がモーセお用いてユダ

ヤ人をエジプトから救出された過ぎ越しの救いと違いない。毎年恒

例となった過ぎ越しの祝いの由来である。エステル記の時代の二度

目の救出は新しい祝い事の始まりとなった（プリムの饗宴）。 

 エステル記の特異性は、神のお名前が一度も記されていないとい

うことである！しかし、全体を通して主権者（絶対的支配と権限）なる

神の御手の動きが強調されている。神は、そのお目的を達成され、

ユダヤ人を絶滅から解放された。エステル記全体を通して、信仰と

知恵に基づいて、または、誇りと愚かさに基づいて、男女が活発に

決断を下す様子が見られる。その背後で、神の御手が御心をもたら

されるために働いていた。 

 エステル記は、紀元前４８６－４６５年、メドペルシャ帝国の

王、アハシュエロス（通称：ダリウスの息子のアハシュエロス１

世）の治世中の物語りである。このノートの中では、その王のこと

をクセルクセスと呼ぶことにする。 

１８０日間の祝宴：エステル記１：１－９ 

 クセルクセス（アハシュエロス）王の主な働きの一つは、ギリ

シャ帝国の攻撃であった（ギリシャは最終的にメド・ペルシャ帝

国を覆し、預言者ダニエルが預言した通りに、地球を強力に支配

する。）。１８０日間の祭りは、ギリシャに対する軍事作戦を国

家に準備させることを意図していた。１２７ヵ国から来たすべて

の貴族と軍司令官は、祭りのために首都スサに呼び出された。ク

セルクセス（アハシュエロス）が彼らを感銘させ、彼の軍事指導

者のリーダーシップへの自信を喚起させるために軍事力を披露す

る大規模なツアーであった。 

 その時、王はその盛んな国の富と、その王威の輝きと、はなや

かさを示して多くの日を重ね、百八十日に及んだ（エステル記

１：４）。 

 クセルクセス（アハシュエロス）王の贅沢な自己宣伝の後に饗

宴が続いた。 

 酒は金の杯で賜わり、その杯はそれぞれ違ったもので、王の大

きな度量にふさわしく、王の用いる酒を惜しみなく賜わった。そ

の飲むことは法にかない、だれもしいられることはなかった。こ



れは王が人々におのおの自分の好むようにさせよと宮廷のすべて

の役人に命じておいたからである（エステル記１：７－８）。 

ワシュティ女王退位：１：９－２２ 

 クセルクセス（アハシュエロス）王の妻、女王ワシュティもま

た、王宮の女性のために７日間の宴会を催し、夫の努力に対する

支持を示した（エステル記１：９）。ワシュティは、帝国中で一

番権威のある女であった、そして、誇り高く愚かな夫の恥じをも

たらす可能性があるため、長い間、女性としての強さと尊厳を主

張してこなかった。 

 最初の物語りの転換点は、女王ワシュティが宴会の７日目であ

り、最終日に夫によって見せ物のごとく扱われることを拒否した

ときであった。夫にとって彼女の美しさは、泥酔した来賓や貴族

の前で誇りの対象となる事を知っていた。 

 七日目にアハシュエロス王は酒のために心が楽しくなり、王の

前に仕える七人の侍従メホマン、ビズタ、ハルボナ、ビグタ、ア

バグタ、ゼタルおよびカルカスに命じて、王妃ワシテに王妃の冠

をかぶらせて王の前にこさせよと言った。これは彼女が美しかっ

たので、その美しさを民らと大臣たちに見せるためであった。と

ころが、王妃ワシテは侍従が伝えた王の命令に従って来ることを

拒んだので、王は大いに憤り、その怒りが彼の内に燃えた（エス

テル記１：１０－１２）。 

 怒りと愚かさ－箴言の中でこの問題と怒ったときに摂取するの

アルコールの影響に加えて教えている。クセルクセス（アハシュエ

ロス）王は箴言が教える真実と警告の完璧な例である。 

 愚かな人は、すぐに怒りをあらわす、しかし賢い人は、 

はずかしめをも気にとめない（箴言１２：１６）。 

 レムエルよ、酒を飲むのは、王のすることではない、王のする

ことではない、濃い酒を求めるのは君たる者のすることではない

（箴言３１：４）。 

 高ぶりは滅びにさきだち、誇る心は倒れにさきだつ。（箴言１

６：１８）。 

 自分の心を制しない人は、城壁のない破れた城のようだ（箴言

２５：２８）。 

 ギリシャの歴史家、ヘロドトゥスは、ワシュティが美人の女王

を見せびらかして自慢しようとした王の要求に従うことを拒んだ

理由を説明している。ヘロドトゥスは、クセルクセス（アハシュロ

ス）王のことを女性に目がない、せっかちで短気な君主として描

写している。王は兄の妻と不倫を試みたばかりでなく、その娘と

も関係した（エドウィン・ヤマウチ）。 

 酔っぱらう王と貴族の前を歩くことを拒否することによって、

女の尊厳を保持しようとするワシュティの勇気は目覚ましい。王

の怒りやどんな結果を招くかを恐れてはいなかった。すでにハー

レムを含む夫の性的欲求のことをワシュティは容認していた。し

かし、そのとき、夫の誇りと愚かさに境界線を引くよう導かれた

と感じた。王の気性の短さと衝動的な行動を何度も見ていたの

で、彼女の勇気は、最も高い代価を支払う可能性（王冠）を覚悟し

た上での拒絶であった。ペルシャ人であったので、彼女がイスラ

エルの神であるヤハウェを信じていたとは考え難いが、その勇気

は目覚ましいものであった。 

 勇気とは、正しいと信じることを結果に関わらず行動にすること

である。神は勇敢な神であり、私たちは、神に似せて造られている

ので、勇気は神から与えられる。神（旧約聖書）と、その御子である

イエス・キリストを信じる者として（新約聖書）、信仰をおいた瞬間か

ら、私たちの内に宿ってくださる聖霊様から、人並みの尺度を超え

る勇気が与えられる。というのは、神がわたしたちに下さったの

は、臆する霊ではなく、力と愛と慎みとの霊なのである。（テモテ



への手紙第二１：７）。エステルといとこである年配のモルデカイ

に備わった、勇敢さを見ていきます。あなたの恐れによって勇敢に

生きることが出来ていない領域を神に明らかにしていただきましょ

う。あなたが神に服従することによる結果を恐れないように、神か

ら与えられる、あなたの内の勇気を築く力を拡大していただくよ

う、神に頼みましょう。 

 クセルクセス王は、王国の最高顧問７人と何をすべきかについ

て相談した。彼らは、恐怖の中で、帝国全体に起こりうる結果を

大きく誇張して反応した様に見えた。妻ではなく、クセルクセス

王の方が悪を行ったのである。彼女にその様な男の愚かさに服従

するように要求するべきではなかった。しかし、今となっては、

王と貴族たちは苦境にあった。彼らの一般化され、誇張された仮

定は、ワシュティの行動を許すことによって、帝国全体の女たち

が感化され、夫に反抗することを許すことに繋がることを推定し

た。王妃のこの行いを聞いたペルシャとメデアの大臣の夫人たち

もまた、今日、王のすべての大臣たちにこのように言うでしょ

う。そうすれば必ず卑しめと怒りが多く起ります（エステル記

１：１８）。 

クセルクセス王は、直ちに、彼らの助言に従うことによって、女

王としての地位からワシュティを除去することによって、自身の

顔を救った。この場合、ワシュティを切り捨てる選択をする人間

の結論の背後で、神の主権が行使されていた。 

 慎重に考慮せずに下した決断は、いつも失敗へと繋がる。決断が

クセルクセスのように、誇りや恥などから駆られたもである可能性

がある。この問題について箴言は次の様に教えている：さとき者の

知恵は自分の道をわきまえることにあり、愚かな者の愚かは、欺く

ことにある（箴言１４：８）。思慮のない者はすべてのことを信じ

る、さとき者は自分の歩みを慎む（箴言１４：１５）。知恵ある者

とともに歩む者は知恵を得る。愚かな者の友となる者は害をうける

（箴言１３：２０）。あなたは賢明な助言者を求めずに急いで決定

する傾向がありますか？あるいは、人の助言を計量せずに決断を下

す傾向がありますか？急いで決断を下してしまったがために、高い

代価を支払っうことになった過去の経験を思い出しましょう。現在

の状況に置いて、いかに急激な広範囲な意思決定を行っているかを

反映してみましょう。 

 その祝宴とワシュティの切り捨てのあと、クセルクセス王は、

ギリシャと戦い激しく敗北した。そして、衰弱した帝国を監督す

るために戻った。第１章の終わりから第２章の始まりまで、エス

テルが登場するまでに数年が経過した。 

エステル、王妃として選ばれる：２：１－１８ 

 クセルクセスがワシュティを切り捨ててから四年が経過した。

これらのことの後、アハシュエロス王の怒りがとけ、王はワシテ

および彼女のしたこと、また彼女に対して定めたことを思い起し

た。（エステル記２：１）。 

 この箇所は、王がワシュティを切り捨てた衝動的な決定に対す

る後悔を表す。彼の貴族は、「コンテスト」を開催し、新しい女

王を見つけることを提案した。帝国中で選ばれた（拒む選択なしに）

若い処女たちが、次の女王になるために競うコンテストである。

その様にして、エステル記の中で重要な登場人物となる、モルデ

カイとエステルが登場する。 

 さて首都スサにひとりのユダヤ人がいた。名をモルデカイとい

い、キシのひこ、シメイの孫、ヤイルの子で、ベニヤミンびとで

あった。彼はバビロンの王ネブカデネザルが捕えていったユダの

王エコニヤと共に捕えられていった捕虜のひとりで、エルサレム

から捕え移された者である。彼はそのおじの娘ハダッサすなわち

エステルを養い育てた。彼女には父も母もなかったからである。

このおとめは美しく、かわいらしかったが、その父母の死後、モ

ルデカイは彼女を引きとって自分の娘としたのである（エステル

記２：５－７）。 

 エステルは、女王ワシュティと真逆で、幼いユダヤ人の孤児で

あった。親切な育ての父親によって十分な愛を受けながら、知



恵、信仰、社会的恵みの教育を受けて来た。エステルは、モルデ

カイを尊敬し、従い、モルデカイの保護の内にそれは多くのこと

を学んだ。王の勅令によって、美しい処女たち内廷に連れて行か

れたとき、エステルが選ばれた。それを拒絶するものなら、殺さ

れることになるので、信仰によって従ったので、間もなく主権者

なる神の御手が内廷で働き始める。育ての父から、彼女がユダヤ

人であることは誰にも知られてはならないと警告されたので、エ

ステルは従うために細心の注意を払った。選ばれた処女たちは、

王の前に連れて行かれる前に、一年間の美容処置が与えられる。

王の前に出す宮廷中の処女たちを整えるハガイの目に、エステル

が留まった。エステルは、即ハガイに気に入られ、更に特別な美

容処置と食物と７人のメイドが１２か月の準備期間に与えられ

た。ハガイに気に入られたことは、神のお目的のために働く神の

御手の一例であった。エステルがクセルクセス王の前に差し出さ

れたとき、王にも気に入られ、次の王妃として選ばれた。 

 王はすべての婦人にまさってエステルを愛したので、彼女はす

べての処女にまさって王の前に恵みといつくしみとを得た。王は

ついに王妃の冠を彼女の頭にいただかせ、ワシテに代って王妃と

した。そして王は大いなる酒宴を催して、すべての大臣と侍臣を

もてなした。エステルの酒宴がこれである。また諸州に免税を行

い、王の大きな度量にしたがって贈り物を与えた（エステル記

２：１７，１８）。 

 エステルは、クセルクセス王に、ユダヤ人であることが知られ

ないよう注意した。モルデカイは、エステルがユダヤ人であるこ

とが知れると、王に拒まれることを恐れたに違いない。モルデカ

イは宮殿の門の警備員として、王の下で宮廷に仕えるために連れ

て行かれ、彼もまたユダヤ人の身元を隠した。後の神の救いの出

来事の中で、モルデカイの知恵と慎重さが重要な要素となる。 

 

モルデカイ、クセルクセス王に対する陰謀を明らかにする： 

２：１９－２３ 

 もう一つの重要な背景の詳細は、モルデカイがクセルクセス王

を暗殺するという２人の役人の陰謀を耳にしたことである。モル

デカイは、エステルに伝え、エステルから王に伝えられた。暗殺

者は監獄に吊り下げられ、この陰謀を明らかにしたモルデカイの

役割は王の本に記録された。モルデカイが王を守った手柄は、更

に５年間報われることは無かった（６：２，３）！しかし、神の

御心の時に、物語の重要な時に神の主権目的を明らかにすること

になる。 

 私たちの限られた時間の中で、神が働いてくださっている様に見

えないとき、「神様はどこにおられるのですか？」と何度尋ねたこ

とでしょう。モルデカイは、静かさと信頼と謙虚さの素晴らしい模

範である。尊敬されていることを確かめるために自身を宣伝するこ

となく、神の正義も疑っていなかった。新約聖書に記されている命

令通りに生きた人物である：あなたがたは、神の力強い御手の下

に、自らを低くしなさい。時が来れば神はあなたがたを高くして下

さるであろう（ペテロの手紙第一５：６）。イエス様は、私たち一

人一人に確信を与えてくださった：「わたしの父は今に至るまで働

いておられる。わたしも働くのである」（ヨハネの福音書５：１

７）。私たちは、神を待ち望む人たちに報酬を与えてくださる方で

あると信じることによって神は喜こばれているが、その報酬のタイ

ミングを決められるのは神であり、私たちではない。私たちは謙虚

になり、生活も愛する人たちも全て神の目的に沿わせ、神の支配下

に委ねる必要がある。私たちの責任は、謙虚になり、神が働いてく

ださっていることを感謝することである。心の内を神に聞いていた

だきましょう。どの領域において、神に対する批判的な態度を解放

する必要がありますか？失望せずに常に祈りましょう（ルカの福音

書１８：１）！ 

 



ユダヤ人を滅ぼすハーマンの陰謀：３：１—１５ 

 ハーマンは、王の大臣たちの上に立つ地位に引き上げられ、

人々はハーマンにひれ伏した。しかし、モルデカイは、ひれ伏さ

ず、最終的にその理由（ユダヤ人であること）を明らかにした：ハマ

ンは、自分に敬意を表しないモルデカイを軽べつし、モルデカイ

と彼に属するすべてのユダヤ人の虐殺を計った。 

 モルデカイがハーマンにひれ伏さなかったのには興味深い理由

があった。ハーマンはアマレク人であり、アマレク人は昔からの

ユダヤの敵であった。ユダヤの民がエジプトから救出され始めて

カナンに到着した後、アマレク人は背後から無防備なユダヤ人を

襲った（出エジプト記１７：８－１５）。神は彼らとの戦争を宣言さ

れ、イスラエルの初代王であるサウル王（ベニアミン部族）は、彼ら

を完全に根絶するよう命じられたが、その命令に従わなかった

（サムエル記第一１５章）。モルデカイもまたベニアミン部族であった

ので、おそらくアマレク人と一致してはならないという神の御命

に従いたいという願望を行使していたと思われる。ハマンは王国

全土のすべてのユダヤ人をどの様に破壊するか計画に着手する

が、そのためには、クセルクセス王（アシュエロス王）の許可が必要

であった。 

 ハマンはアハシュエロス王に言った、「お国の各州にいる諸民

のうちに、散らされて、別れ別れになっている一つの民がいま

す。その法律は他のすべての民のものと異なり、また彼らは王の

法律を守りません。それゆえ彼らを許しておくことは王のために

なりません。もし王がよしとされるならば、彼らを滅ぼせと詔を

お書きください。そうすればわたしは王の事をつかさどる者たち

の手に銀一万タラントを量りわたして、王の金庫に入れさせまし

ょう」（エステル記３：８，９）。 

 ハーマンは、クセルクセス王を揺さぶるために虚偽を用いて、

事実を誇張した。 王に、「帝国全体に散乱している特定の人々

が誰であるか」を言わなかったので、そのことは王の恐怖と疑念

を高めまた。ハーマンは、その人々が帝国全土で王を煩わせるこ

とを引き起こしていると偽った。 実際、神は預言者エレミヤを

通して（エレミヤ２９：４－７）ユダヤ人に捕虜になり、支配者に迷惑

をかけてはならないと命じられた。そして、 彼らはこれに従っ

ていた。 決断に急ぐ王として知られていた、クセルクセス王

は、エステルのユダヤ人の根にはまだ気づいておらず、特定日に

ユダヤ人の絶滅を認める令を署名して封印した - アダルの月の１

３日（神の御手によるユダヤ人のための調え）。 この令は、ユダヤ人に、

その運命を伝える王国の１２７の州のすべてに直ちに広められ

た。 

モルデカイ、エステルに援助を求める：４：１－１７ 

 モルデカイを含むすべてのユダヤ人は、絶滅を宣告した嘆願書

の様に荒布と灰を着た。モルデカイの悲しみについてエステルに

報告があり、一体何が起きているのか尋ねた。モルデカイは、ハ

ーマンの計画についてエステルに報告した。おそらく神は、「こ

の様な時のために」お用いになられるために、エステルを高い位

置に置かれたのでしょう。彼女は、ユダヤ人を救うために仲裁す

る必要があった。 

 エステルの言葉をモルデカイに告げたので、モルデカイは命じ

てエステルに答えさせて言った、「あなたは王宮にいるゆえ、す

べてのユダヤ人と異なり、難を免れるだろうと思ってはならな

い。あなたがもし、このような時に黙っているならば、ほかの所

から、助けと救がユダヤ人のために起るでしょう。しかし、あな

たとあなたの父の家とは滅びるでしょう。あなたがこの国に迎え

られたのは、このような時のためでなかったとだれが知りましょ

う」（エステル記４：１２－１４）。 

 モルデカイは、以前、エステルに彼女の国籍を秘密にするよう

命じた。 そして、今、人々のためにその秘密を明かす時である

とエステルに言った。 エステルは、モルデカイに正直な恐れを

抱いて答えたが、偉大な勇気と神によって用いられることを望む

心があった。 エステルが王に招かれていなかったにもかかわら



ず、王に接近した際、王の心の中に働いてくださる神の偉大な力

が必要であったことをエステルは知っていた。 

 そこでエステルは命じてモルデカイに答えさせた、「あなたは

行ってスサにいるすべてのユダヤ人を集め、わたしのために断食

してください。三日のあいだ夜も昼も食い飲みしてはなりませ

ん。わたしとわたしの侍女たちも同様に断食しましょう。そして

わたしは法律にそむくことですが王のもとへ行きます。わたしが

もし死なねばならないのなら、死にます」（エステル記４：１

５，１６）。 

断食－断食は、自分自身を謙虚にし、罪を告白し、食物以上に神

に依存し、神の御手を渇望する姿勢を神が御覧になることが伴う

祈りである。 今日も有効である。 

 神は重要なお目的のために、最も普通の人を喜んでお用いになら

れる。 エステルは何の事件もなく８年間優雅な女王としての役割を

果たした。 突然、彼女の仲介の役割が重要となった。 エステルは、

ハーマンの復讐によって彼女の人々が絶滅するのを防ぐことが彼女

の果たすべき役割であることを知っていた。あなたの人生のあらゆ

る年齢や段階を歩んでおられる人々との間のあなたの役割の重要性

を過小評価してはならない。あなたが神の主権的な目的のために用

いられることを望むとき、信仰によって行動する機会が与えられ

る。 あなたの現在の役割は、神の目的に役立つためにどのように用

いられることが可能ですか？人生における自分の仕事のために自分

自身と他の人の心を備えるためには、どんな霊的な規律が必要です

か？ 

エステル、クセルクセス王に近づく：５：１－８ 

 3 日目、エステルがクセルクセス王に近づいたとき、王は喜ん

で彼女を迎え入れた。 王が何でも要求を言いなさいと応えたと

き、エステルは、その夜に準備した晩餐会に王とハーマンを招い

た。 王は受け入れた後、奇妙なことに彼女の要求は何かと再度

尋ねました。 神の促しとエステルの直観によって、彼女の民に

対するハーマンの陰謀の重大な問題を提起する時期ではないと察

し、王とハーマンには翌晩再び来るように頼んだ。 

ハーマンのモルデカイに対する怒り：５：９－１４ 

 ハーマンが宮殿を出て行くと、モルデカイとすれ違った。モル

デカイは、再びひれ伏さなかったので、ハーマンの怒りを強め

た。ハーマンは、王と女王の側近であることがどれほど偉大であ

るかについて妻と友人に自慢し始めました。しかし、モルデカイ

が敬うために屈することを拒否したことに対する怒りに満ちてい

た！ 

 しかしユダヤ人モルデカイが王の門に座しているのを見る間

は、これらの事もわたしには楽しくない」（エステル記５：１３）。 

 その妻ゼレシュは、翌日、ハーマンの献言により、モルデカイ

を７５フィートの高さで残酷に処刑することを提案した。ハーマ

ンは直ちに絞首台を立てた。 

 ハーマンに対して、４つの力が働いていた。１）神の主権と祈り

の力（直感がエステルを最善のタイミングまで待たせた）。 ２）自分の立場と

彼だけが王に招かれたことに対する誤った自信。 ３）自宅での誇り

と自慢、絞首台を立てた。 誇りは神が一番の嫌われる（箴言６：１６

－１９）。 ４）悪意：敵が苦しんでいると喜びをもたらす深い憎し

み。（Wiersbe、O.T. History p.728-732）。 物事は、必ずしも見かけ通りであ

るとは限らない！  

モルデカイは王によって敬われた：６：１－１４ 

 

 神の主権の御手が介入する。その夜、クセルクセス王は、眠れ

なかった。家臣に、治世の記録を持ち、読ませるよう命じた。そ

して、モルデカイがどの様に暗殺計画から王を救ったのかを読む

ことにした（２：１９－２３）。王は、モルデカイの功績が認め

られていなかったことに気付いた。朝早く、ハーマンはモルデカ

イの死刑執行の許可を求めるために王のところに行った。まず、



クセルクセス王は、ハーマンに予期せぬ質問をした：やがてハマ

ンがはいって来ると王は言った、「王が栄誉を与えようと思う人

にはどうしたらよかろうか」。ハマンは心のうちに言った、「王

はわたし以外にだれに栄誉を与えようと思われるだろうか」（エ

ステル記６：６）。 

 ハーマンは、誇らしげに王が自分を敬おうとしていたと考え

た！そして、応えた、名誉ある人は、王の衣を身に着け、その頭

上に王の紋章を持ち、王の馬に乗って町を通って、導かれるべき

だと答えた。王の次の命令は、ハーマンの核心を揺さぶったに違

いない。 

それで王はハマンに言った、「急いであなたが言ったように、そ

の衣服と馬とを取り寄せ、王の門に座しているユダヤ人モルデカ

イにそうしなさい。あなたが言ったことを一つも欠いてはならな

い」（エステル記６：１０）。 

 ハーマンは屈辱を受け、王の命令通りにモルデカイを馬に乗せ

て町の通りに導いた。その後。 。 。 

 こうしてモルデカイは王の門に帰ってきたが、ハマンは憂え悩

み、頭をおおって急いで家に帰った。そしてハマンは自分の身に

起った事をことごとくその妻ゼレシと友だちに告げた。するとそ

の知者たちおよび妻ゼレシは彼に言った、「あのモルデカイ、す

なわちあなたがその人の前に敗れ始めた者が、もしユダヤ人の子

孫であるならば、あなたは彼に勝つことはできない。必ず彼の前

に敗れるでしょう」。 彼らがなおハマンと話している時、王の

侍従たちがきてハマンを促し、エステルが設けた酒宴に臨ませた

（エステル記６：１２－１４）。 

ハーマンの陰謀が明らかになり、ハーマンの死刑が執行される：

７：１－１０ 

 ２度目の晩餐会で、クセルクセス王は、エステルに再び要求を

尋ねた。そのとき、エステルは、彼女を滅ぼそうとするハーマン

の計画を明らかにした： 

 王妃エステルは答えて言った、「王よ、もしわたしが王の目の

前に恵みを得、また王がもしよしとされるならば、わたしの求め

にしたがってわたしの命をわたしに与え、またわたしの願いにし

たがってわたしの民をわたしに与えてください。わたしとわたし

の民は売られて滅ぼされ、殺され、絶やされようとしています。

もしわたしたちが男女の奴隷として売られただけなら、わたしは

黙っていたでしょう。わたしたちの難儀は王の損失とは比較にな

らないからです」（エステル記７：３，４）。  

 エステルは、ユダヤ人を絶滅させる陰謀の扇動者としてハーマ

ンを指摘した。ハーマンの欺瞞的な陰謀に憤慨した王は、会議を

中断した。その間、ハーマンは、エステルの前にひれ伏して、そ

の命のために嘆願した。 

 王が宮殿の園から酒宴の場所に帰ってみると、エステルのいた

長いすの上にハマンが伏していたので、王は言った、「彼はまた

わたしの家で、しかもわたしの前で王妃をはずかしめようとする

のか」。この言葉が王の口から出たとき、人々は、ハマンの顔を

おおった（エステル記７：８）。 

 ハーマンは言葉がなかった。王は、ハーマンがモルデカイのた

めに建てた絞首台で即座に処刑されるよう命じた。王はハーマン

の全財産をエステルに与え、王の刻印リングで封印し、モルデカ

イに託し（８：２）、モルデカイをハマンの立場に引き上げた 

（１０：３）！ 

 神の主権のタイミングによって、あっという間に、出来事を大逆

転させることが可能である。 賢くて謙虚なモルデカイに、ハーマン

のすべての名誉と権威が与えらた。 しかし、モルデカイは自分より

も民衆の幸せを気遣った。 神は私たちの功績が認められ、あるいは

盛り上げられるべきかをご存知である。 多くの忠実な信者と同様

に、それらの報いは天国までは起こらないかもしれない。 あなたは

相応しい認識を受け取っていないと感じておられますか？ 神に望を

委ね、報いに忠実な神であられることを忘れないでください。 



王の二番目の命令：８：１－１７ 

 ユダヤ人を虐殺するために王の刻印リングで封印された最初の

勅令は取り消すことが出来なかった。 エステルは、クセルクセ

ス王に、敵が殺しに攻撃してくる日（アダルの月 13 日）に、ユダヤ

人が武装して防衛する権利を与える第２の勅令書を発行するよう

嘆願した。 その準備のために残された時間は９ヶ月しかなかっ

た。 モルデカイは新しい勅令書作成し封印し、１２７の州すべ

てに素早く送った。 王国の至る所に神の民の間に歓声があっ

た。 

 ユダヤ人には光と喜びと楽しみと誉があった。いずれの州で

も、いずれの町でも、すべて王の命令と詔の伝達された所では、

ユダヤ人は喜び楽しみ、酒宴を開いてこの日を祝日とした。そし

てこの国の民のうち多くの者がユダヤ人となった。これはユダヤ

人を恐れる心が彼らのうちに起ったからである（エステル記８：

１６，１７）。 

 プリムの饗宴が確立された：９：１－３２、クセルクセス王の

第２の勅令の結果、すべての州のユダヤ人はあらゆる敵から守る

ことが出来た。それは、「プリム」 と呼ばれる新しいユダヤ人

の年次祝宴（ "Pur"という言葉に基づいて、 「神の御心を決定するために石や小枝

を投げる」意味）を確立することにつながった。ハーマンは、ユダヤ

人の絶滅の日を決めるために「多く投げつけ」た。しかし神は、

ユダヤ人の救済の一日となるように「多くを逆転してくださっ

た」。 

 モルデカイはこれらのことを書きしるしてアハシュエロス王の

諸州にいるすべてのユダヤ人に、近い者にも遠い者にも書を送

り、アダルの月の十四日と十五日とを年々祝うことを命じた。す

なわちこの両日にユダヤ人がその敵に勝って平安を得、またこの

月は彼らのために憂いから喜びに変り、悲しみから祝日に変った

ので、これらを酒宴と喜びの日として、互に食べ物を贈り、貧し

い者に施しをする日とせよとさとした（エステル記９：２０－２

２）。 

 イスラエルでは今日も、国家の祭日としてプリムの祝宴が祝わ

れている。 

モルデカイの昇格：１９：１－３ 

 クセルクセスの王国で、モルデカイが２番目の司令官に昇格し

た物語でエステル記は閉じる。 

 ユダヤ人モルデカイはアハシュエロス王に次ぐ者となり、ユダ

ヤ人の中にあって大いなる者となり、その多くの兄弟に喜ばれ

た。彼はその民の幸福を求め、すべての国民に平和を述べたから

である（エステル記１０：３）。 

要約：エステル記は、神の主権的活動と人間の決定（良いことも悪い

ことも含めて）の間の相互作用を示している。 

１．神の主権活動の表示 

「神の主権の教義以上に、神の子たちにより慰めを与えてくれる

神の特質はない。」Charles H. Spurgeon 

－神が関心を持たれていない様に見えると（Wiersbe、p.172）きで

も、神は活動的で支配しておられる。 

－敵が神の意志を乗っ取った様に見える時でさえ、神は忠実であ

られる。 

－人や物事によって圧倒されている様に感じられる時でさえ、神

は私たちを保護してくださる。 

－たとえ全世界に嫌われている様に感じられるときでも、神は、

私たちを愛してくださっている。 

－神は愚かな者と誇りのある者を謙遜にし、謙虚かつ賢明な人を

高揚してくださる。 

－神は、人々に神の民を気付かせ、権威の地位を与えてくださ

る。 

－神は、ご計画を達成されるために、誰かの心の思考を動かすこ

とががお出来になる。 

－神は、私たちに懲罰を与えられるときでさえ、変わらぬ愛と関



わりを示してくださる。 

－神様に依存して断食し、祈る時、神は喜こばれる。 

 

２．人々の知恵の表示 

－孤児や脆弱な人たちのための奉仕や育み（モルデカイ）。 

－両親が賢明な助言を与えるとき、耳を傾ける（エステル）。 

－困難な状況の中にあっても、神の保護を信じる（宮殿にいた時のエ

ステル。モルデカイの慎重さ。）。 

－名誉を授かる必要なしに、しっかりと仕事をこなす（モルデカ

イ）。 

－人が神から与えられた機会を見ることを助けるための先見性を

持つ（モルデカイ - エステルは、そのような時の女王であった）。 

- 世の塩としての影響を与える（エステルとクセルクセス王）。 

- 正しいことを立証する勇気がある（ヴァシュティ、モルデカイ）。 

２．人々の知恵 ... 

－より高い目的のために、恐れを信仰に移す勇気がある（エステル

は、クセルクセス王の前に招かれることなく赴いた）。 

－断食と祈りの力を知り、喜んで実践する（エステルとすべてのユダヤ

人）。 

－敵から守るときに、神が設定された境界を知っておく（ユダヤ人

は戦いを開始せず、自分を守り、死んだ人を略奪しなかった）。 

－信仰、勇気、愛国心、思いやり、成熟、自然の魅力（エステル）

（ジェンセン：エズラ、ネヘミヤ、エステル、p.81）  

－ 神を喜ばせ、他人に影響を与えるキャラクターを表示する。 

－私たちの生活の中で神の働きを「覚えて」祝うための日々を設

定する（ユダヤ人 のプリム）。 

 

 

 

 

討論のための質問 

 

１．クセルクセス、ワシュティ、モルデカイ、エステル、ハーマ

ンが主な登場人物である。 あなたは誰と識別しますか？なぜで

すか？ 

２．あなたの人生の状況において、神のどの様な主権的な方法が

あなたを奨励していますか、なぜですか？ 

３．上記の知恵の人々の例の中で、あなたを推進させた事柄はあ

りますか？なぜですか ？ 

４．あなたの現在の役割や生活の段階において、神が与えられた

目的を見ることが出来ますか？ それは何ですか？ 

 

 


