
重要-無名-な女性たち

認められなかった異教の妻？ 
 

ヨセフの２人の子どもであるマナセと
エフライムは、イスラエルの１２部族
の２つの大きな部族の長としてそれぞ
れ良く知られています。しかし、彼ら
を産んだヨセフのエジプト人の妻アセ
ナテの事は、ほとんど記されていませ
ん。なぜでしょうか？本当のところは
私たちはわかりませんが、しかしそれ
について考えることは、聖書の理解を
深めるのに助けになるでしょう。 
 
アセナテが目立たないのは、彼女はイ
スラエルの神を信じる信仰者ではなか
ったからかもしれません。彼女は少な
くともヨセフの事は表面的には信頼し
ていたでしょうが、彼女の心は本当に
は主に捧げられてはいなかったかもし
れません。パロもまたヨセフを信頼し
ていましたが、それは彼や彼のしもべ
たちが皆、全てにおいてヘブル人の神
に喜んで従った、という意味ではあり
ません。（これについて次のページに出
ている様々な意見を見て下さい。） 
 
彼女があまり出ていない、もう一つの
考えられる理由は、民を飢饉から救っ
たヨセフの話は、人間を罪から救った
イエス様の話と良く似ている事を示す
ためです。２人とも兄弟たちから虐げ
られ、大きな苦しみを受けました。し
かしまた、違いもあります。ヨセフは
結婚していましたが、イエス様はしま
せんでした。もし、アセナテが創世記
で目立って出ていたら、ヨセフを通し
てなされた神様の働きという焦点、さ
らには福音書のイエス様との比較もぼ
やけてしまっていたでしょう。

創世記 41:45-52 
 

41:45 ファラオはヨセフにツァフェナテ•
パネアハという名を与え、オンの祭司ポテ
ィ•フェラの娘アセナテを彼の妻として与え
た。こうしてヨセフはエジプトの地を監督
するようになった。41:46 エジプトの王フ
ァラオに仕えるようになったとき、ヨセフ
は三十歳であったーヨセフはファラオのも
とから出発して、エジプト全土を巡った。
...  
 
41:50　飢饉の年が来る前に、ヨセフに二
人の子が生まれた。オンの祭司ポティ•フェ
ラの娘アセナテが産んだ子である。　
41:51 ヨセフは長子をマナセと名づけた。
「神が、私のすべての労苦と、私の父の家
のすべてのことを忘れさせてくださった」
からである。41:52　また、二番目の子を
エフライムと名づけた。「神が、私の苦し
みの地で、私を実り多い者としてくださっ
た」からである。  

創世記 46:19-20 
 

46:19 ヤコブの妻ラケルの子はヨセフとベ
ニヤミン。 46:20 ヨセフにはエジプトの地
で子が生まれた。それは、オンの祭司ポテ
ィ•フェラの娘アセナテが彼に産んだマナセ
とエフライムである。 
 

創世記 48:3-6 
 

48:3 ヤコブはヨセフに言った。「全能の神
はカナンの地ルズで私に現れ、私を祝福し
て、48:4 仰せられた。『見よ、わたしはあ
なたに多くの子を与える。あなたを増やし
あなたを多くの民の群れとし、この地をあ
なたの後の子孫に永遠の所有地として与え
る。』 48:5 私がエジプトのおまえのとこ
ろにやって来る前に、エジプトの地でおま
えに生まれたおまえの二人の子は、今、私
の子とする。エフライムとマナセはルベン
やシメオンと同じように私の子となる。 
48:6 しかし二人の後でおまえに生まれる子
どもたちは、おまえのものになる。しかし
彼らがゆずりとして受け継ぐ地では、彼ら
は兄たちの名を名乗らなければならない。

ヨセフの妻アセナテ
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下の文を読み、正しいと思うものには(○)正しくないものには(X)、部分的に正しいと
思うものには(△)をつけて下さい。

否定的に見ると... 
 

この学びのシリーズにおいては、そ
れぞれのテーマの資料が少ないので、
否定的になりやすいです。アセナテ
は主を信じる者だったでしょうか？
それとも...？聖書には書いてありま
せん。しかし、彼女はヘブル人の家
で育たなかったけれども、たぶん主
を信じていただろうと伺われる事柄
があります。  
 

今日、片方の親はクリスチャンだが
もう片方はそうでない、という家庭
が多くあります。新約聖書の時代に
もそれが見られます(1コリ7:12-
16)。　しかし信仰深かったヨセフ
は、もしアセナテが神様を信じてい
なかったら結婚したと思いますか？ 

 
ある人たちは、ファラオがヨセフに
異教の祭司の娘を無理矢理嫁がせた
と思っています(41:45)。しかしそ
の前後関係を見ると、エジプトの王
はヨセフを信頼し、何かを無理にさ
せるのではなく、自分で何でもでき
るように権威を授けた事がわかりま
す(41:41-44)。 
 

私たちはアセナテについて、想像だ
けしかできないと思ってしまいます
が、彼女について何もわからないわ
けではありません。ファラオはヨセ
フのために、ヘブル人やその神を嫌
っていた女性を、妻として選んで与
えたと思いますか？たぶんそうでは
ないでしょう！

A (      )  私たちは、アセナテはエジプト人だった事を知っている。
A-1 (     )  彼女の父親は、エジプトの祭司だった。
A-2 (     )  彼女はファラオによって選ばれた。(41:45)
A-3 (     )  彼女はたぶんヘブル語を知らなかった。
A-4 (     )  彼女は、オンの出身だった。(オンは太陽神、“ラー”の中心都市)

B (      )  私たちは、アセナテが何をしたか、多くはわからない。
B-1 (     )  彼女が２人の息子を産んだ事実しかわからない。(48:5-7)
B-2 (     )  彼女はおそらく、エジプトを出た事がなかった。(50:7-8)
B-3 (     )  家にはたぶん多くのしもべたちがいた。
B-4 (     )  創世記39-50章は、主にヨセフについての事である。

C (      )  私たちは、アセナテの信仰について、何もわからない。
C-1 (     )  彼女の信仰について直接何も書かれていない。
C-2 (     )  彼女は割礼について反対したかもしれない。(出エジ4:24-26)
C-3 (     )  ヨセフは、彼女が神様についてどう思おうと気にしなかった。
C-4 (     )  彼女の息子たちはヘブル人ではなく、エジプト人として知られた。(48:3-6)



下の文を読み、正しいと思うものには(○)正しくないものには(X)、部分的に正しいと
思うものには(△)をつけて下さい。

肯定的に見ると... 
 

　アセナテが登場した場面の様子か
ら、私たちは彼女がどのような人で
あったか想像できます。ファラオを
はじめとする指導者たちは、皆ヨセ
フを尊敬していました(41章)。飢饉
が始まり、彼に対する信頼はいっそ
う高まりました。創世記の終わり近
く、ヤコブの死をエジプト人が悼み
悲しんでいる様子は、そのクライマ
ックスとも言えるでしょう(50章)。
エジプトの国中がヨセフを信頼して
いた事を見る時、ヨセフの妻もそう
だったとは言えないでしょうか？ア
セナテはヨセフを尊敬していた、と
いう記述がなくても、それは容易に
想像できるのではないでしょうか？ 

 
彼らの息子たちについては、ヨセフ
は神様に感謝を捧げています
(41:50-52)。またヤコブも同じよ
うに、48:3-7で主の導きに感謝し
ています。神様はラケルとアセナテ
を通して、ヤコブとヨセフに子孫を
与え、祝福されました。 
 
ヨセフはアセナテを愛していたでし
ょうか？これについても書かれてい
ません。しかし、彼は２人の息子た
ちの事を感謝しています(41:51-
52)。その妻の事も、もちろん感謝
しているとは言えないでしょうか？
(この箇所は、アセナテよりも神様と
息子たちに、焦点が合わせられてい
ますが。)

D (      )  アセナテは、ヨセフを尊敬していた。
D-1 (     )  彼女は、1ペテロ3:6とエペソ5:33を知っていた。
D-2 (     )  彼女はポティファルの妻より良い人だった。
D-3 (     )  ほとんどのエジプト人は、ヨセフを尊敬していた。(50:7-11)
D-4 (     )  古代エジプトには、急進的なフェミニストは多くなかった。 

E (      )  アセナテは、ヨセフを助けた。 

E-1 (     )  彼女はヨセフが「実り多い者」となる助けとなった。(41:52)
E-2 (     )  彼女は、ヨセフが過去の苦労を忘れる助けとなった。(41:51)
E-3 (     )  彼女は、ヨセフが誘惑を避ける助けとなった。(2:18, 39:7-21)
E-4 (     )  エジプト人の名前を持ちエジプト人の妻を持つ事はヨセフに役立った。

F (      )  ヨセフは、アセナテを愛した。
F-1 (     )  息子たちの名前はヨセフの感謝の心を表わしている。(41:51-52)
F-2 (     )  ヨセフはたぶん彼の妻を神からの恵みと感謝していた。
F-3 (     )  ヨセフが悪い夫だと想像できる理由は何もない。
F-4 (     )  41章のアセナテは、24章のリベカと似ている。



ワークシート答え 
 

 

ワークシートの肯定的のページの問
答文には、否定的のページよりも、
正解が多くあります。たとえば、 
「E」のアセナテの助けの部分は、
たぶん全部が正解です。もちろんヨ
セフを最も助けたのは主であり、ア
セナテは、神様がそのために用いら
れた器である、という事も加えたら
良いですが。　 
 
否定的のページには、明らかに間違
っているものが２つあります。C-3
とC-4です。信仰深いヨセフのよう
な人は、もちろん妻の信仰に心を留
めないはずはありません。また２人
の息子たちはエジプト人ではなく、
ヤコブの息子として知られるように
なりました(48:5)。 
 
B-2やA-3は、少し難しいです。ア
セナテはヨセフの家族として、ヤコ
ブが葬られた時、約束の地に行った
かもしれません(50:7-8)。（マナセ
とエフライムは、もう小さな子ども
ではなかったので、彼女は一緒に家
に残る必要はありませんでした。）
アセナテがヘブル語を理解しなかっ
た、と考えるのは可能ですが、そう
ではなかったでしょう。結婚した当
時はあまり理解しなかったかもしれ
ませんが、長い間には、学んだこと
でしょう。

それで？ 
 

 

41章にはアセナテがどのようにヨセ
フを助けたか、少ししか書かれてい
ませんが、創世記の他の部分からい
くつか知る事ができます。アダムが
エデンの園で一人でいるのは、良く
ない事でした(2:18)。そのようにヨ
セフも、ナイルの園で一人でいるの
は良くありませんでした。 
 
ポティファルの妻の事件の時、ヨセ
フは素晴らしい模範を見せましたが
(39:7-10)、当時のエジプトの不道
徳な状況の事を、私たちは覚えなけ
ればなりません。彼が高い地位につ
いた時、多くの女性たちの誘惑があ
ったでしょう。妻を与える事は、フ
ァラオが大臣のヨセフを守るために
した一つの事でした。 
 
もちろん、ヨセフの生涯を通して見
られるように、主の働きがありまし
た。兄弟たちがヨセフを売る事は許
されましたが、殺させはしませんで
した。同じように、パロは異教の妻
をヨセフに与えましたが、そこにも
主の許しがありました。私たちは、
彼女が結婚する前に回心したかどう
か、わかりません。しかし聖書全体
は、それを示唆しています。彼女の
子孫は、イスラエルの将来に大きな
役割を果たしました。全てが益とさ
れたのです(ローマ8:28)。

適用
あなたが一番重要、また必要と思われる事柄を上から選んで適用して下さい。


