
重要-無名-な女性たち

1 サム 4:5-11 
 

4:5  主の契約の箱が陣営に
来たとき、全イスラエルは
大歓声をあげた。それで地
はどよめいた。 4:6 ペリシ
テ人はその歓声を聞いて、
「ヘブル人の陣営の、あの
大歓声は何だろう」と言っ
た。そして主の箱が陣営に
来たと知ったとき、4:7 ペ
リシテ人は恐れて、「神が
陣営に来た」と言った。そ
して言った。「ああ、困っ
たことだ。今までに、こん
なことはなかった。4:8 あ
あ、困ったことだ。だれが
この力ある神々の手から、
われわれを救い出してくれ
るだろうか。これは、荒野
で、ありとあらゆる災害を
もってエジプトを打った神
々だ。 4:9 さあ、ペリシテ
人よ。奮い立て。男らしく
ふるまえ。そうでないと、
ヘブル人がおまえたちに仕
えたように、おまえたちが
ヘブル人に仕えるようにな
る。男らしくふるまって戦
え。」  
 

4:10 こうしてペリシテ人
は戦った。イスラエルは打
ち負かされ、それぞれ自分
たちの天幕に逃げ、非常に
大きな打撃となった。イス
ラエルの歩兵三万人が倒れ
た。　4:11 神の箱は奪わ
れ、エリの二人の息子、ホ
フニとピネハスは死んだ。 

1 サム 4:12-21 
 

4:12 一人のベニヤミン人が戦場から走って来て、その日
シロに着いた。衣は裂け、頭には土をかぶっていた。 
4:13 彼が着いたとき、エリはちょうど、道のそばの椅子
に座って見張っていた。神の箱のことを気遣っていたから
であった。この男が町に入って来て報告すると、町中こぞ
って泣き叫んだ。 4:14 エリがこの泣き叫ぶ声を聞いて、
「この騒々しい声は何だ」と言うと、男は大急ぎでやって
来てエリに知らせた。 4:15 エリは九十八歳で、その目は
こわばり、何も見えなくなっていた。 4:16 男はエリに言
った。「私は戦場から来た者です。私は、今日、戦場から
逃げて来ました。」するとエリは「わが子よ、状況はどう

なっているのか」と言っ
た。 4:17 知らせを持って
来た者は答えて言った。
「イスラエルはペリシテ
人の前から逃げ、兵のう
ちに打ち殺された者が多
く出ました。それに、あ
なたの二人のご子息、ホ
フニとピネハスも死に、
神の箱は奪われました。」 
4:18 彼が神の箱のことを
告げたとき、エリはその

椅子から門のそばにあおむけに倒れ、首を折って死んだ。
年寄りで、からだが重かったからである。エリは四十年間、
イスラエルをさばいた。  
 
4:19 彼[エリ]の嫁、ピネハスの妻は身ごもっていて出産
間近であったが、神の箱が奪われて、しゅうとと夫が死ん
だという知らせを聞いたとき、陣痛が起こり、身をかがめ
て子を産んだ。 4:20 　彼女は死にかけていて、彼女の世
話をしていた女たちが「恐れることはありません。男の子
が生まれましたから」と言ったが、彼女は答えもせず、気
にも留めなかった。 4:21 彼女は、「栄光がイスラエルか
ら去った」と言って、その子をイ•カボデと名づけた。こ
れは、神の箱が奪われたこと、また、しゅうとと夫のこと
を指したのであった。 4:22 彼女は言った。「栄光はイス
ラエルから去った。神の箱が奪われたから。」

7

もう一組の母と息子 
 

サムエルの母ハンナと、サ
ムエルの誕生については良
く知られているが、もう一
組の、あまり良く知られて
いない、しかし重要な母と
息子の事を、この学びで取
り上げる。年老いた姑のエ
リもまた鍵の人物である。

エリの嫁と孫



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... 
 

下のAの問答文は、エリの嫁があまり
大事ではなかったと思われる、様々な
要素をあげています。その一方で、彼
女とその息子は特別に記録されたとい
う事実があります。何らかの理由で、
４章はエリの死で終わってはいなかっ
たのです。 
 

当時イスラエルで指導的立場にいたさ
ばきつかさであり祭司エリの嫁として
(4:18)多くの人が彼女の事を知ってい
たでしょう。特に、彼らは悪名高いピ
ネハスの事は知っていたはずです。２
章の彼についての記録は4:19-22の彼
女についての記録と大きく対照的です。  

 
そもそも、なぜ彼女がピネハスと結婚
したのか疑問になります。彼女は、お
そらく２章22節で言及されている不道
徳な女たちの一人ではなかったでしょ
う。彼女は主に従わない酷い夫より、
むしろエリと似ているように見えます。 
 

しかし、自分の罪深い息子たちに、断
固たる行動を取らなかった事までもエ
リに似る事は(3:11)良くなかったです。
それでも、彼女はエリのような権威(裁
きつかさ、またピネハスの父として)を
持っていなかった事を覚えるべきです。
ですから、主は彼女ではなくエリに責
任を求めました。

A (      )  エリの嫁は、明確なアイデンティティを持っていない。

A-1 (     )  彼女の名前は一度も出てこない。(4:19-21)

A-2 (     )  まず、彼女は「彼の（エリの）嫁」だった。(4:19)

A-3 (     )  次に彼女は、「ピネハスの妻」と呼ばれた。(4:19)

A-4 (     )  ４章で、エリは彼女よりもはるかに多く言及されている。

A-5 (     )  彼女の死は、エリの死と深い関係があった。(4:18-22)

B (      )  私たちはエリの嫁とその息子を気の毒に思うべきである。

B-1 (     )  彼女の夫は邪悪だった(2:12-17, 22-25)が...

B-2 (     )  彼女は酷い女だとは書かれていない。(4:19-22)

B-3 (     )  彼女の息子のイ•カボデがどうなったかは全くわからない。(4:20, 2:33)

B-4 (     )  彼女は他の人の犯した罪のために死んだ。(2:31-34, 3:11-13)

B-5 (     )  彼女は、悪い夫ナバルの妻アビガイルに似ている。(1サム25:2-38)

B-6 (     )  エリとピネハスのために、多くの人が死んだ。(2:29, 4:4-11)

B-7 (     )  彼女の死は、創世記35:16-20のラケルの死と似ている。

B-8 (     )  イ•カボデはヨハネ９章の盲目の男と同じように無実だった。



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。

 
４章の中心の要点が、３章でなされた
エリの家に対する預言の成就であるな
ら、エリの孫であるイ•カボデの命名は
どのように関係しているでしょう？
4:21-22の彼の母の最期の言葉は、い
くつかの意味に理解されます。 
 

エリの嫁が息子をイ•カボデと名づけた
時、彼女は主に契約の箱と神の栄光の
喪失の事を考えていたのですか？22節
はそのように取れますが、21節では、
エリと彼女の夫の死も、その命名の要
因としてあげられています。(18節では
契約の箱の喪失がエリに大きな衝撃を与えた
事を示しています。)

肯定的に見ると... 
 

当時、エリの息子、エリ自身、そし
てエリの嫁が次々に死んだ事は、人
々に衝撃を与えました。(参3:11)しか
しこの悲しい話の良い面は、私たち
がここから学ぶべき事が多くあると
いう事です。   
  

これら全ての死と、契約の箱が失わ
れた事は何を意味しているのでしょ
うか？主がその民を見捨てられた事
ですか？エリの祭司職が永久に断た
れた事(13:14)ですか？または民の中
の罪によって、彼らが大きな損失を
被ったことでしょうか？（参ヨシュ
ア7:1-26) 

C (      )  契約の箱が失われた事と、イ•カボデから学べる事が多くある。

C-1 (     )  彼の名前は、契約の箱の重要性を示している。(4:17-18, 21-22)

C-2 (     )  イ•カボデの名とサムエルの名を比べて見たら良い。(1:20)

C-3 (     )  契約の箱が戻った時、イ•カボデの名は変えられた。(6:13)

C-4 (     )  契約の箱は偶像のように使われたので、それは失われた。(4:2-8)

C-5 (     )  契約の箱が失われた事は、エリの息子たちに責任がある。(4:3-4)

D (      )  エリの家族から、罪とさばきについて学べる事が多くある。

D-1 (     )  エリは息子たちを正しく育てなかった。(2:27-31, 3:11-14)

D-2 (     )  罪は悲劇につながる事が、エリの嫁によって見られる。

D-3 (     )  家族の中の罪が全体に影響する事を、彼女を通して教えられる。

D-4 (     )  彼女の夫の罪がどんなに深刻なものだったかがわかる。(3:13-14)

D-5 (     )  おそらくイスラエルの多くの人が、彼女の死を知った。(3:11-14)

D-6 (     )  おそらく人々は、エリの死よりも彼女の死に衝撃を受けた。

D-7 (     )  彼らの死は、アナニヤとサッピラの死に似ている。(使徒5:1-11)

D-8 (     )  主はいつも罪を犯す者を、すぐに裁く。(1サム2:22-25, 3:19-20)



ワークシート答え 
 

ほとんどの問答文は正解か部分的に正解で
す。明らかに不正解の問答文もありますが、
それらはとても重要です。 
 

イ•カボデの将来については、幾分知られ
ていました(B-3)。2:33と3:14で預言され
ていたからです。イ•カボデはおそらく長
くは生きなかったでしょう(2:33)。彼の名
前が、契約の箱が戻った時にもっと肯定的
なものに変わったという考えに、聖書的な
裏付けはありません(C-3)。エリの家系が
断たれたのは永久的でした。ヤコブはベニ
ヤミンの名前を変える事ができましたが 
(創35:18)、イ•カボデの名前を同じように
すれば、エリに対する主のさばきに矛盾し
たでしょう。  
 

そうは言っても、イ•カボデと彼の母親の
事を気の毒に思う理由はあるでしょうか？
ある意味でそうです(B)。さばきを招いた
のは、主にエリの二人の息子の罪とエリ自
身でした(B-4, B-6)。しかしながら、個人
の罪が家族の問題の原因になる事は、事実
です(D-3)。 
 

エリの家族は一般の家族ではありませんで
した。エリは当時の指導的な祭司だったの
で、彼の息子たちも礼拝の指導者として父
親の後継者になるはずでした。それでエリ
とその息子たちのさばきは、長く影響する
結果をもたらしました。(後のソロモンの子
たちについても同じ事が言えます。) 裁きは最
初に宣言された時よりもかなり後で来まし
た(3:11-14, 19)が、その時には素早くなさ
れました(4:11, 黙示2:18, D-8)。

それで？ 
 

１サムエル記２章から４章と、使徒の
働き５章から、主は幕屋の中であって
も教会の中であっても、罪をとても重
く見られるという事がわかります(D-
4)。アナニヤとサッピラは裁かれまし
たが、その裁きがその子どもたちや孫
たちに受け継がれたという事実は見ら
れません。それが、使徒５章の出来事
と１サムエルのエリとその家族に対す
る裁きとの大きな違いの一つです。
(D-7は部分的に正解です。) 
 

エリの嫁についての学びの、最も明ら
かな適用は、何のグループであっても
(国、家族、教会等）その中の罪はい
つも真剣に取り扱われなければならな
い、という事です。主も、またほとん
どの国の政府も、今日、親の罪のため
に子どもを罰する事はしませんが、罪
の影響は、自然に周りに広がります。
それで他の人の罪のために、子どもで
あっても、家族の者が苦しむ事があり
ます。 
 

それでも、感謝なことには、神様はイ
エス様を通して贖い、きよめ、望みを
与えて下さいました。旧約聖書時代に
は、たとえばモアブ人のルツが、ベツ
レヘムの信仰を持った人々の中に入れ
られました(前回の学びを参照)。新約
聖書時代には、イエス様ご自身が直接
サマリヤの女や、生まれつきの盲人な
どを救いに導きました(B-8は正解)。

適用

あなたが一番重要、また必要と思われる事柄を適用して下さい。


