
悪い妻？ 
 

ハマンの妻ゼレシュは、彼女の夫のように
悪い女のように見えます。ハマンはモルデ
カイを殺したかったのですが、ゼレシュと
他の者たちはどのようにすれば良いか、彼
に提案しました(15:14)。それで、彼女は１
列王21:7のイゼベルと少し似ています。 
 

しかし後で、彼女とハマンの知恵者たちは
異なる事を言いました(6:13)。彼らは、主
がアマレクの子孫に対抗されておられるの
を知っていたのかもしれません(出エジ
17:8-16)。それなら彼女は本当に、最初に
見たように悪かったのでしょうか？

重要-無名-な女性たち 12

ハマンの妻：ゼレシュ

エステル 6:11-14 
 

6:11 ハマンは王服と馬を取って来て、モ
ルデカイに着せ、彼を馬に乗せて都の広
場に導き、その前で「王が栄誉を与えた
いと思われる人はこのとおりである」と
叫んだ。 
 

6:12 それからモルデカイは王の門に戻っ
たが、ハマンは嘆き悲しんで頭をおおい、
急いで家に帰った。 6:13 ハマンは自分の
身に起こったことの一部始終を、妻ゼレ
シュと彼のすべての友人たちに話した。
すると、知恵のある者たちと妻ゼレシュ
は彼に言った。「あなたはモルデカイに
敗れかけていますが、このモルデカイが
ユダヤ民族の一人であるなら、あなたは
もう彼に勝つことはできません。必ずや
あなたは敗れるでしょう。」  
 

6:14 彼らがまだハマンと話しているうち
に、王の宦官たちがやって来て、ハマン
を急がせて、エステルの設けた宴会に連
れて行った。 

エステル 5:9-14 
 

5:9 ハマンはその日、喜び上機嫌で
去って行った。ところが、ハマンは、
王の門のところにいるモルデカイが
立ち上がろうともせず、身動きもし
ないのを見て、モルデカイに対する
憤りに満たされた。  
 
5:10 しかし、ハマンは我慢して家に
帰り、人を送って、友人たちと妻ゼ
レシュを連れて来させた。 5:11 ハ
マンは自分の輝かしい富について、
また子どもが大勢いることや、王が
自分を重んじ、王の首長や家臣たち
の上に自分を昇進させてくれたこと
などを、すべて彼らに話した。 5:12 
ハマンは言った。「しかも王妃エス
テルは、王妃が設けた宴会に、私の
ほかはだれも王と一緒に来させなか
った。明日も私は、王と一緒に王妃
に招かれている。 5:13 しかし、私
が王の門のところに座っているあの
ユダヤ人モルデカイを見なければな
らない間は、これら一切のことも私
には何の役にも立たない。」 
 
5:14 　すると、彼の妻ゼレシュと彼
の友人たちはみな彼に言った。「高
さ50キュビトの柱を立てさせて、明
日の朝王に話して、モルデカイをそ
れにかけるようにしなさい。それか
ら、王と一緒に、喜んでその宴会に
お出かけなさい。」ハマンはこの進
言が気に入ったので、その柱を立て
させた。



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。

否定的に見ると... 
 

エステル記は、ハマンを非常に邪悪な人
として描いています(7:6)。しかし彼の妻
ゼレシュはどうでしょうか？彼女も同じ
ように悪かったですか？明らかに彼女が
モルデカイのために50キュビト(７階建て
の建物くらい)の柱を立てるよう提案した
のは(5:14)極端で、冷淡と言えるでしょ
う。しかしその事から彼女もハマンと同
じようにユダヤ人を憎んでいたと言える
でしょうか？はっきりした事は言えませ
んが、彼女と他の者たちは後で、ハマン
のユダヤ人に対する態度とは距離を置い
たように見えます(6:13)。それはおそら
く、彼らはハマンと共に失墜するのを恐
れたからでしょう(9:14でハマンの息子た
ちも殺された事に注目して下さい)。5:14
と6:13の間で、事態は大きく変りました。　 

  
エステル記の歴史的正確性を信じていな
い人は、ゼレシュが提案してハマンが立
てた非常に高い柱の事から、この書はた
だのコメディーだと言います。エステル
記には、ユーモラスな事が多くあります
が、この柱はそうではありません(ゼレシ
ュは冗談を言ったのではありません)。そ
の柱は実際に立てられました。それはと
ても高かったので、宮殿にいた人々もす
ぐに気がつくものでした(7:9)。  
 

そんなに高い柱をどのようにすぐ立てる
事ができたかについては、ハマンの配下
が木材と王室の建築の担当をしていたか
らかもしれません。スサでは木材は貴重
でしたので、おそらく高官によって管理
されていたでしょう。

A (      )  ゼレシュと仲間たちは、先と後では矛盾していた。 

A-1 (     )  5:14で、彼女はハマンの聞きたい事を言った。

A-2 (     )  5:14で彼女は主導権を取ったが6:13では知恵者たちがそうした。

A-3 (     )  6:13で、彼らはハマンが全くの他人のように話した。

A-4 (     )  彼女は5:14では積極的だったが、6:13では彼らは悲観的だった。

A-5 (     )  5:14と6:13では状況が変わったので、彼らも変わった。

B (      )  ゼレシュと仲間たちは、ハマンを助けなかった。

B-1 (     )  ハマンは妻や他の仲間たちに、役立つアドバイスを求めた。

B-2 (     )  彼女が提案した柱はハマンをかけるために使われた(7:9-10)。

B-3 (     )  彼女はハマンの傲慢さと高ぶりを責めなかった。(5:11) 

B-4 (     )  彼女はハマンに、真の友のようには話さなかった。(箴言27:6)

B-5 (     )  彼らの言った事は(5:14, 6:13)、一つもハマンを助けなかった。

B-6 (     )  6:13で彼らの言った事は正しかったが、助けにはならなかった。 

B-7 (     )  彼らは建築関係の人々だったかもしれない。



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... 
 

ルツ記とエステル記には、聖書の他のど
の書よりも、女性が頻繁に言及されてい
ます。この２つの書では、神様の救いの
計画における女性の役割が強調されてい
ます。ルツ記のボアズとエステル記のモ
ルデカイは別として、これらの書に登場
する男性は、女性とは対照的に弱く見え
ます。また、エステル記に登場する３人
の女性には、それぞれ相対する男性がい
ました。  
 

それと同じような事が、士師記４章の登
場人物と内容について(デボラとバラク)、
また新約のルカ１-２章についても言え
ます。創世記３章15節にあるように、救
いは女の子孫を通して与えられました。 

 
ハマンと、その妻を含む彼に進言した人
々は、大きな失敗をしました。部分的に
は、これはハマンの多くの欠陥が原因で
した。彼の傲慢さははっきりと現れてい
ます。例えば、彼の妻に子どもの数を自
慢した事もです(5:11)。（少なくともそ
のうちの何人かは彼女の子どもに違いあ
りませんが！)彼の傲慢な態度は、6:6-11
に見られるように明らかに彼の没落の重
要な理由の一つです。 
 

しかしハマンの破滅には、彼自身の過ち
よりもはるかに多くの事が関わっていま
した。主はその背後で働かれておられま
した。王が眠れなかった事(6:1-3)や、ゼ
レシュの悪いアドバイス(5:14)もそうで
す(7:9)。

C (      )  異邦人の指導者たちがどのようであったか、女性たちによってわかる。

C-1 (     )  ワシュティによって、王の弱さがわかる。

C-2 (     )  ゼレシュによって、ハマンの傲慢さと弱さがわかる。

C-3 (     )  ゼレシュはハマンほどユダヤ人を憎んでいなかったかもしれない。

C-4 (     )  女性は社会的に弱いものだが、男性もまた弱いものである。

C-5 (     )  ハマンが一人で行動をしなかった事を知ることは重要である。(7:6)

D (      )  ハマンと彼の仲間の失敗は、隠された神の御手を明らかにしている。

D-1 (     )  神の民は助けられ、敵は死んだ。

D-2 (     )  高い柱を立てるのは、失敗だった。(7:9, 9:13)

D-3 (     )  ハマンは妻の言う事を聞いたので、失敗した。(5:14, 7:10)

D-4 (     )  ハマンの知恵者や妻は、彼の失敗を予見した。(5:14, 6:13)

D-5 (     )  4:16のユダヤ人の断食は、間接的に神様の事を現している。

D-6 (     )  主はしばしば事をひっくり返される。(6:12, 9:1-5, ルカ1:51-53, 6:25,16:25)

D-7 (     )  現在のイスラエルの存在も、神の御手を現している。



ワークシート答え 
 

たとえ彼女が、夫ほどユダヤ人やモルデ
カイを憎んでいなかったとしても(C-3)、
ゼレシュは5:14で、ハマンが聞きたかっ
た事を熱心に言いました(A-1)。後に6:13 
で、彼女と知恵者たちは、悲観的でハマ
ンに冷淡になりました(A-2)。彼女と知恵
者たちは、6:13で彼を全くの他人のよう
に扱いはしませんでしたが(A-3)、その時
彼と距離を置きたかったでしょう。彼ら
は「必ずやあなたは敗れるでしょう」と
言ったのです。  
 

ハマンの知恵者たちと妻は、5:14でした
より、6:13で真の友のように話しました
(B-4)。しかし6:13でも、彼らはハマン
を実際に助ける事はしませんでした(B)。
彼らが真実を告げた時は、もう遅かった
のです。もしハマンがもっと早く真実な
進言を受けていたら、助かっていたかも
しれません(B-3)。 
 

表面的には、ハマンは柱を作る事につい
て(B-2)、妻の言う事を聞いたので(D-3)
失敗しました。しかしD-3は、部分的に
しか当てはまりません。ハマンの失敗を
ゼレシュのせいにするのは不公平です。
彼は悪かったから(7:6)、そして神様が彼
に立ち向かわれたので(D)失敗しました。
6:13で、彼の知恵者たちと妻も、その事
を認めていたようです。彼らはそれがす
でに始まった後に、彼の破滅を予見した
のです(D-4)。  
 

ハマンは一人で行動したわけではありま
せんが、彼は特別な意味で敵と言われて
います。彼の妻も悪かったですが、彼は
その「悪人」でした(7:6)。しかし、ゼレ
シュと他の人たちもこの話に含まれてい
るので、C-5は部分的に正解です。

それで？ 
 

それはすぐにハマンの死刑執行につなが
る事になりましたが(7:9)、ゼレシュは短
い間、ハマンの富と権力を誇示するのに
協力しました(5:14)。富と権力を大きく
見せる事は、ペルシアの政治システムの
常であり(1:3-4)、ゼレシュは人々を圧倒
させる高い柱も、王室の建築関係の役人
を使って、簡単にできると考えていまし
た。それで彼女はハマンが７階建てほど
の柱を立てるのを助け、それによって彼
は逆に、かけられてしまいました。  
 

これは本当に役立つ事にはなりませんで
した(B)。もし彼女がハマンに勧めなかっ
たら、ハマンにも彼女にも、そして彼ら
の子どもたちにも良かったでしょう。彼
女は王妃ワシュティのようであるべきで
した(1:12)。時に、夫や家族のためには、
彼らの聞きたい返事をしない事が必要な
ことがあります！  
 

ゼレシュはなぜ夫の傲慢さを叱責しなか
ったのでしょうか(5:11, B-3)？それは、
彼女自身も傲慢だったからでしょう。間
違いなく、彼女も夫と同じくらい、富や
権力を持つのを楽しんだでしょう。（彼
女の名前はペルシア語で金<“golden”>の
意味だったようです。）しかしゼレシュ
は夫よりも実際的で感情に動かされない
ようでした(C-3)。ハマンの知恵者たち
もそうでした(6:13, B-7)。 
 

ゼレシュは彼女の子どもたちと共に殺さ
れたかもしれません(8:11, 9:12-13)が、
本当の事はわかりません。しかしこの全
ての背後に、神の隠された御手の働きが
あった事は確かです(D)。(D-7もおそら
く正解です)

適用
この学びの中で一番重要、また必要と思われる事柄を自分自身に適用しましょう。


