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主  題：臆病な勇士 ― ギデオン 

聖書箇所：士師記 ６章１節－８章３２節 

 

 人は変えられるし人が変えられるのを見ることは私たちにとって大きな励ましです。確かに、神は私

たちを変えてくださったし、今も変え続けてくださっています。恐らく、皆さんも皆さんの周りでイエ

ス・キリストを信じる人々が変えられている様子を見るたびに神を崇めるという、そのような経験を何

度もされていることでしょう。人が変えられるということは本当に大きな奇蹟であり、そのようなみわ

ざを神は為し続けてくださるのです。その人々を見ると、私たちは励まされ勇気をいただきます。神は

私に対しての働きをまだ終わってはおられない、まだまだ私を変えて行ってくださるのです。今日、私

たちが見ようとしている旧約聖書の人物はギデオンといいます。皆さんもよくご存じの人かと思います

が、神がこの人物をどのように変えて行かれたのか、どのように用いて行かれたのか、そのことを今か

ら見て行きます。私たちはこの旧約聖書中の人物を見て行くと、私たちとよく似ていることが分かりま

す。私たちは彼らを聖人化しようとするかもしれませんが、そうではなく、彼らにも大きな悩みがあっ

たし、いろいろな問題がありました。そして、そのような人を神はお使いになってすばらしいお働きを

なされたのです。神は彼らを通してどのようなことを為されたか、それを見るとき、私たちも私たちを

通して神がどんな働きをしてくださるのか、そのことを私たちも同じように期待することができるはず

です。むしろ、しなければいけないのです。そのことを神は私たちにも望んでおられるのです。 

 今日見る士師記というのは、ある人にとってはいったい士師とは何だろう、士師記にはどのようなこ

とが記されているのだろうと思われるかもしれません。確かに、士師ということばは余り使いません。

ですから、簡単に説明します。今から約３０００年ほど前、イスラエルでは民の統治者のことを士師と

呼びました。民を治める人、民をさばく人です。そのように民をさばいた人々のことが記されているの

が士師記です。さばきつかさ、統治者というのは、イスラエルの人々が抑圧されていたときに神によっ

て立てられ、神の力によって民を解放して彼らを治めた人々です。この士師記を見て行くと、モーセの

後継者であるヨシュアが亡くなった後、悲しいことにイスラエルは神の前に罪を犯して行きます。士師

記２：８「主のしもべ、ヌンの子ヨシュアは百十歳で死んだ。」、１０節「その同世代の者もみな、その先祖の

もとに集められたが、彼らのあとに、主を知らず、また、主がイスラエルのためにされたわざも知らないほかの世

代が起こった。」、モーセがイスラエルの民を率いてエジプトから出て来たようなこと、ヨシュアが彼ら

を率いてヨルダン川を渡って来たこと、カナンの地を治めていったこと、そのようなことをよく知らな

い人たちが起こってきたと言うのです。１１節には「それで、イスラエル人は主の目の前に悪を行ない、バア

ルに仕えた。」とあります。このようにイスラエルの人々は繰り返し繰り返し主の前に罪を犯して行くの

です。なぜ、このようなことが起こったのでしょう？ヨシュアの死後、イスラエルの人々はカナンの地

にあって、間違った教え、偶像崇拝をしている人々を追い払うように神から命じられていました。とい

うのは、神は分かっておられました。どこかで罪と妥協すると必ず罪に巻き込まれてしまうということ

を。ところが、イスラエルの人々は神の命令を守らないで彼らを追い払わず彼らと共存することを選ん

だのです。その結果、そのカナンの人々が信じていた様々な偶像崇拝を自分たちまで行なうようになっ

ていってしまうのです。そのことがこの士師記の中で繰り返されています。イスラエルの人々の罪、そ

の罪による報い、そして、その苦しみの中で神に助けを求めたとき、神が救いを与え平和が訪れると、

このことの繰り返しなのです。それが士師記の中に７回記されています。１１名か１２名のさばきつか

さたちが出て来ます。恐らくその中の何人かは皆さんもご存じでしょう。今日学ぼうとしているギデオ

ンもそうですし、サムソンもその中の一人です。この士師記の中には、人間の愚かさ、人間の罪深さと

ともに、神のあわれみと愛の大きさが記されており、私たちにそのことを教えています。 

このようなことを頭に入れながら、６章のところからギデオンについて見て行きましょう。確かに、

ギデオンは信仰の勇者の一人に数えられています。ヘブル人への手紙１１：３２にギデオンの名前が出

ています。「これ以上、何を言いましょうか。もし、ギデオン、バラク、サムソン、エフタ、またダビデ、サムエ

ル、預言者たちについても話すならば、時が足りないでしょう。」と。ギデオンがしたことを見るとき、私た

ちは確かに信仰の勇者だと思います。３００人で１２万人以上の敵を滅ぼした勇者です。しかし、彼は

生まれつきそのような勇者だったわけではありません。彼の生来の性質はそんなに強いものではなかっ

たのです。今から、特にその生まれつきの特徴というものをみことばの中から見て行きます。 

◎ギデオンの生まれつきの特徴 

１．人を恐れる神経質な人 



 ６：１１を見ると「さて主の使いが来て、アビエゼル人ヨアシュに属するオフラにある樫の木の下にすわった。

このとき、ヨアシュの子ギデオンはミデヤン人からのがれて、酒ぶねの中で小麦を打っていた。」とありますが、

なぜ彼は「ミデヤン人からのがれて、酒ぶねの中で小麦を打っていた」のでしょう？このミデヤン人はこの当

時イスラエルの人々を圧迫し苦しめていました。彼らは収穫の時期になるとやって来てイスラエルの収

穫を略奪したのです。７：１２には「そこには、ミデヤン人や、アマレク人や、東の人々がみな、いなごのよ

うに大ぜい、谷に伏していた。そのらくだは、海辺の砂のように多くて数えきれなかった。」とあります。これ

は人数だけのことでなく彼らの行なった略奪がまさにいなごがもたらす被害と同じだったのでしょう。

根こそぎ全部、すべて残さず略奪してしまう、食い尽くしてしまうのです。そして、この当時、麦打ち

や脱穀は風通しの良いところでします。風がもみがらを飛ばしてくれ実だけが残るのですが、それはど

こからでも見えることです。ですから、ギデオンは酒ぶねの中に隠れてそこで麦を打っていたのです。

これから見ても分かるように、それほどたくさんのものを収穫したわけではなかったのでしょう。彼は

ミデヤン人を非常に恐れていたのです。 

２．平安、喜びのない人 

 このとき確かに彼には喜びがありませんでした。６：１２「主の使いが彼に現われて言った。「勇士よ。

主があなたといっしょにおられる。」、これを聞いたギデオンはこのように答えています。１３節「ギデオ

ンはその御使いに言った。「ああ、主よ。もし主が私たちといっしょにおられるなら、なぜこれらのことがみな、

私たちに起こったのでしょうか。私たちの先祖たちが、『主は私たちをエジプトから上らせたではないか。』と言

って、私たちに話したあの驚くべきみわざはみな、どこにありますか。今、主は私たちを捨てて、ミデヤン人の手

に渡されました。」と。この中に私たちはギデオンの三つの応答を見ます。（１）懐疑的＝神がともにおら

れるならなぜこのようなことが起こったのかと、彼は疑っています。（２）批判的＝「…あの驚くべきみわ

ざはみな、どこにありますか。」と批判的な態度を取っています。「驚くべきみわざ」とは原語では「彼の

不思議のすべては」となっています。ここには「不思議」ということばを使っています。実は、この「不

思議」ということばは１３章に出て来ます。サムソンの父であるマノアが主の使いから子どもを生むと

言われたときこのように言っています。「そこで、マノアは主の使いに言った。「お名まえは何とおっしゃるの

ですか。あなたのおことばが実現しましたら、私たちは、あなたをほめたたえたいのです。」と、それに対して

１８節「主の使いは彼に言った。「なぜ、あなたはそれを聞こうとするのか。わたしの名は不思議という。」と

ここに同じ語源のことばが使われているのです。ですから、６：１３でギデオンが言っているのは「神

さま、あなたは不思議なことをなされる方ではないですか？あなたは私たちの思いをはるかに越えた、

私たちの理解が及ばないことをなさるお方ではないですか？いったいどうなってしまったのですか？な

ぜ何も起こらないのですか？そのようなことを確かに過去になさったと聞いてきましたが、なぜ私たち

がこのように苦しむようなこと見ていて何もなさらないのですか？」と、神に対する批判です。（３）

攻撃的＝「主は私たちを捨てて、ミデヤン人の手に渡されました。」と言っています。つまり、この主の使い

がギデオンのところにやって来て「主があなたといっしょにおられる」と言ったとき、彼は今までたまって

いたものをこの主の使いにぶつけるのです。この問題はあなたのせいですよ、あなたが何もしないから

ですよ、と神を責めるのです。このような状態にある人には喜びがありません。神だけでなく、人に責

任を転嫁しているときもそうです。私にこんなに喜びがないのはだれかのせいだとか、こんな苦しい目

にあっているのは神のせいだと、このように人のせいにしている人には喜びがないのです。私たちはも

うこの「主の使い」が受肉前のイエス・キリストであることを知っています。では、どうすれば平安を

得ることができるのか、それはこのみことばが私たちに教えてくれます。続いて見て行きましょう。 

３．消極的な人 

 １４－１５節「すると、主は彼に向かって仰せられた。「あなたのその力で行き、イスラエルをミデヤン人の

手から救え。わたしがあなたを遣わすのではないか。:15 ギデオンは言った。「ああ、主よ。私にどのようにして

イスラエルを救うことができましょう。ご存じのように、私の分団はマナセのうちで最も弱く、私は父の家で一番

若いのです。」、ギデオンは言い訳をしています。できません、無理です、不可能です、私は弱いのです

と、否定的に答えている姿をここに見ます。恐らく私たちも同じことを言うでしょう。モーセもそうで

した。私たちはそれほど弱いのです。大きな使命をもらうほどに私たちはできませんと言ってしまいが

ちです。ギデオンもそうでした。 

４．疑い深い人 

 １６－１７節「主はギデオンに仰せられた。「わたしはあなたといっしょにいる。だからあなたはひとりを打

ち殺すようにミデヤン人を打ち殺そう。」と非常におもしろいことを神は言われます。ミデヤン人の数は後

のほうを見ると少なくとも１３万人以上いました。いなごのような大群です。ところが神は「ひとりを打

ち殺すように」すべてをうち殺すと言われるのです。つまり、神の助けがあればいかに大きな敵であろう

とひとりを打ち殺すのと同じようなものだ、つまり、神にはどんなことでもできるということです。人



間的に見て不可能と思えることも神には可能だと、そのように言われているにも関わらず、彼はなかな

か「分かりました」とは言わないのです。１７節「すると、ギデオンは言った。「お願いです。私と話してお

られるのがあなたであるというしるしを、私に見せてください。」と言います。彼は食事を整えて神の使いの

ところに持って行きます。主の使いはその肉とパンを岩の上に置きなさい、その上に吸い物を注ぎなさ

いと言います。６：２０－２１「すると、神の使いはギデオンに言った。「肉と種を入れないパンを取って、

この岩の上に置き、その吸い物を注げ。」それで彼はそのようにした。:21 すると主の使いは、その手にしていた

杖の先を伸ばして、肉と種を入れないパンに触れた。すると、たちまち火が岩から燃え上がって、肉と種を入れな

いパンを焼き尽くしてしまった。主の使いは去って見えなくなった。」とこのようなしるしを神は示されたの

です。神がすべて導いているのだと言うことを明らかにされたのです。確かに、この出来事があってか

らギデオンは変わります。でも、いざ出陣というときに彼は再びしるしを求めます。６：３６－４０「ギ

デオンは神に申し上げた。「もしあなたが仰せられたように、私の手でイスラエルを救おうとされるなら、:37 今、

私は打ち場に刈り取った一頭分の羊の毛を置きます。もしその羊の毛の上にだけ露が降りていて、土全体がかわい

ていたら、あなたがおことばのとおりに私の手でイスラエルを救われることが、私にわかります。」:38 すると、

そのようになった。ギデオンが翌日、朝早く、その羊の毛を押しつけて、その羊の毛から露を絞ると、鉢いっぱい

になるほど水が出た。:39 ギデオンは神に言った。「私に向かって御怒りを燃やさないでください。私にもう一回

言わせてください。どうぞ、この羊の毛でもう一回だけ試みさせてください。今度はこの羊の毛だけがかわいてい

て、土全体には露が降りるようにしてください。」:40 それで、神はその夜、そのようにされた。すなわち、その

羊の毛の上だけがかわいていて、土全体には露が降りていた。」、神は二つ目のしるしもこのように示された

のです。 

ですから、こうしてギデオンという人を見たとき、人を恐れやすいし、このときに彼の心の中には平

安も喜びもなかったし、非常に消極的で疑い深い人物だったことが分かります。私たちと似ています。

私たちはすぐに人の顔色を見て恐れてしまうし、すぐに平安がなくなってしまうし、いろいろな出来事

があると喜びが消えてしまう、また、神に対して非常に消極的であったり、神の為さることに疑い深か

ったりします。これがギデオンです。こういうギデオンを神は変えられるのです。 

◎ 神はどのようにギデオンを変えられたのか 

１．平安、喜びをもつ者となった 

 ６：２４から見ると平安、喜びのなかったギデオンが平安をもつ者へと変えられて行くのです。この

主の使いとのやりとりを通して彼はそのことを教えられるのです。先に見た２１節の出来事があった後、

２２節「これで、この方が主の使いであったことがわかった。それで、ギデオンは言った。「ああ、神、主よ。私

は面と向かって主の使いを見てしまいました。」、もう私は生きていられないと言っているのです。つまり、

ギデオンは主の使いを見たのだから私は滅ぼされてしまうと、死に対する恐れをもっているのです。そ

のときにこの主の使いが答えたことは２３節「安心しなさい。恐れるな。あなたは死なない。」でした。そ

して、ギデオンはそこに主のための祭壇を築くのですが、２４節に「そこで、ギデオンはそこに主のために

祭壇を築いて、これをアドナイ・シャロムと名づけた。これは今日まで、アビエゼル人のオフラに残っている。」 

とあります。「アドナイ・シャロム」とは「主は平安」という意味です。アドナイは神であり、シャロム

はシャローム、平安です。今まで死に対する恐怖を抱いていたギデオンがそこに祭壇を築いて「主は平

安である」と言うのです。ここで何が起こったのでしょう？そのヒントは２３節にあります。「安心しな

さい。」ということばが原語では「シャローム」なのです。「平安があるように」とそのように主はお答

えになっているのです。もちろん、ここで「シャローム」と言われたのは彼自身が平安をいただくとい

うだけでなく、恐らくイスラエルの民もそこから解放されて平安の中に招き入れられるという、その意

味も含まれているでしょう。少なくとも、このやりとりを通して、死に対する恐れをもっていたギデオ

ンはこの主のおことばを聞いたときに、心配しなくてもいいのだ、神が私に平安を約束されたし、神が

私に平安をくださると、このことをギデオンはここで学ぶのです。 

 このことは新約聖書を通しても私たちが神から教えられることです。「何も思い煩わないで、あらゆるば

あいに、感謝をもってささげる祈りと願いによって、あなたがたの願い事を神に知っていただきなさい。」、続い

て「:7 そうすれば、…」と結果を教えます。「人のすべての考えにまさる神の平安が、あなたがたの心と思い

をキリスト・イエスにあって守ってくれます。」（ピリピ４：６－７）。同じことが教えられているのです。

どうすれば私たちの心が神の平安で満たされるのか、「神の平安」です。神以外のところに平安を求め

てもそれは長続きしません。神以外のところで与えられる平安はいろいろな状況によってぐらつきます。

でも、神がくださる平安はそうではありません。これが大切なことです。そして、この平安をいただく

ためにはどうすればいいのでしょう？パウロが教えるように「何も思い煩わない」ことです。もし、私た

ちが思い煩うなら平安はないのです。どんな時にも、私たちの心にあるものを神の前に注ぎ出すことで

す。思い煩う代わりに神に期待するのです。神は何を約束されたのでしょう？神は私を守ってくれるし



私を導いてくれるし必要を満たしてくれる、これ以上に何が必要でしょう。神が私といっしょにいる、

神があなたといっしょにいる、これ以上の約束はありません。私の必要をだれよりも知っている神、そ

の必要をほんとうに満たすことのできる真の神、その方がいつも私とともにいてくださるというのです。 

 では、その方にゆだねない人はどうするのでしょう？自分で何とか解決しようとします。その結果、

解決もできないし、平安も失くすのです。ギデオンは自分が恐れを抱いたときに神は「シャローム」と

言われた、その時に私には神の平安が必要だと分かった、そのことを覚えるために彼は「アドナイ・シャ

ロム」と言ったのです。神の平安が自分には必要であり、それが自分に与えられるということ、ギデオン

が学ばなければならなかったことがこれです。クリスチャンの皆さん、この約束は今の私たちにも神は

くださったのです。神の平安をいただきながら生きて行くことです。どんな状況でも、心配しなくても

よい、安心していいと神は言われます。ギデオンはいのちが狙われるような大変な状況にありましたが、

そこで神は「シャローム、心配しなくてもよい」と言われたのです。ペテロもこのように言っています。
「あなたがたの思い煩いを、いっさい神にゆだねなさい。神があなたがたのことを心配してくださるからです。」 

（Ⅰペテロ５：７）。思い煩ってもそこには解決はありません。あなたに一番良いことは神にゆだねる

ことです。神が心配してくださると言うのです。このような特権を私たちはいただいているのです。し

かし、残念ながら、多くのクリスチャンたちは自分で悩み自分で苦しんでいるのです。もっと悲しいこ

とは、そういう道を選ばなくてもよい、そこから勝利できると知っていながらそのような選択をしてい

る人がいることです。なぜ苦しみ続けるのでしょう、なぜ悩み続けるのでしょう、なぜ悲しみ続けるの

でしょう、なぜ心配し続けるのでしょう、神によって救われた私たちは、すべてを神のもとにもって行

けるというすばらしい特権を神からいただいたのです。神が心配してくれる、しかし、私たちは自分で

心配しようとします、だから、解決がないのです。 

２．主に従う者になった 

 このような出来事があった後、神はギデオンにこのように言われます。６：２５－２６「その夜、主は

ギデオンに仰せられた。「あなたの父の雄牛、七歳の第二の雄牛を取り、あなたの父が持っているバアルの祭壇を

取りこわし、そのそばのアシェラ像を切り倒せ。:26 そのとりでの頂上に、あなたの神、主のために石を積んで祭

壇を築け。あの第二の雄牛を取り、切り倒したアシェラ像の木で全焼のいけにえをささげよ。」と、つまり、そ

こにある偶像を全部壊してしまいなさい、取り除きなさいと。これは恐れを伴う大変なことです。そん

なことをするとどうなるのだろうという恐怖心があったことは事実です。２７節に「そこで、ギデオンは、

自分のしもべの中から十人を引き連れて、主が言われたとおりにした。彼は父の家の者や、町の人々を恐れたので、

昼間それをせず、夜それを行なった。」とあり、やはり恐れがあるのです。私たちにもよく分かることです。

私は大丈夫といえる人はいないでしょう、皆不安があります。こんなことをしたら何が起こるかを考え

たとき、神が言われていることは分かるけれど、それをするには勇気がいると。ギデオンの心の様子を

このように記していることは感謝です。彼は恐れました。そのような奇蹟を目の当たりにしていながら

彼は恐れたのです。ところが彼は言われたようにすべての偶像を取りこわしてしまいます。ギデオンに

はこのような変化が生まれたのです。ギデオンは神の命令に従って行こうとする、そのような者へと変

えられているのです。 

そして、その後、７章になるとギデオンは多くのイスラエルの兵を集めます。ミデヤン人と戦うため

に３万２千人が集まってきたのです。ところが神は「多すぎる」と言われます。敵の方が４倍以上いる

わけですから、普通なら３万２千人では少ないと言うはずですが、彼はその主の教えに従うのです。恐

れを抱いている者たちを帰します。すると、１万人しか残らなかった、２万２千人は恐れを抱いて帰っ

て行ったのです。でも、まだ多すぎると言われ今度は水を飲ませなさいというのです。両ひざをついて

犬のようになめる者は、敵がいつやって来るか分からないのに備えができていないから、その者は除き

なさい、片ひざをついて敵がやって来ても備えができている姿勢で水を飲んでいる者だけを集めなさい

と言われました。すると、３００人でした。３万２千人から３００人に減ったのです。実は、この７：

８を見ると、この３００人も「我々は戦うぞ！」と勇気を持っていたかというとそうではなく、彼らも

非常な恐れを抱いていたことが分かります。７：８「そこで彼らは民の糧食と角笛を手に取った。こうして、

ギデオンはイスラエル人をみな、それぞれ自分の天幕に送り返し、三百人の者だけを引き止めた。ミデヤン人の陣

営は、彼から見て下の谷にあった。」、「引き止めた」とあります。彼らが帰って行かないように引き止め

たのです。当然です。「たった３００人、これだけで戦う？これは大変なことだ、帰ろう」となったこ

とでしょう。皆さん、人間は恐れが大きくならないと主への助けを期待しないのです。恐れが大きくな

るほどに神に対する期待も大きくなるのです。もし、これが逆だったらどうでしょう？イスラエルの兵

の方が多かったなら、大丈夫だと思うでしょう？３００人対１３万人なんてだれが考えても無理なこと

です。そのとき、人間は神に助けを求めるのです。そのように問題に遭遇しない限り神のもとに助けを

求めないのです。自分の力でできていると思っているときには神を必要としないのです。神がなくても



やって行けると思うのです。神は大切なレッスンをこのギデオンにも教えるのです。すでに見て来たよ

うに二つのしるしが与えられました。このことを通してギデオンは変えられて行くのです。平安をもつ

者へと変えられた、神にしっかり頼っていないと神の平安を失ってしまう、また、神の言われることに

従って行かなければ…、なぜなら、この方はどんなことでもできる神だからと。 

３．御霊に満たされる人になった 

 ６：３４を見ると「主の霊がギデオンをおおったので、…」とあります。このことばをそのまま訳すと、

「主の霊がギデオンでご自身をおおわせた」となります。聖書学者のシドロ・バクスターは「ギデオン

の人格は衣服となり神はその中に入って人々の間を動かれたということである」と言っています。神が

彼の中にそのように働かれたのです。ですから、そのような彼が「…角笛を吹き鳴らすと、アビエゼル人が

集まって来て、彼に従った。」と続いて３４節に書かれています。その後、７章を見て行くと彼は勇士とし

て用いられて行くのです。ということは、どのような任務であっても、どのような働きであっても、私

たちに必要なものは神の助けです。神の助けが常に必要なのです。神の助けなしに私たちは働きを為す

ことはできないし、神の助けによって私たちが働きを為すときに、神が望んでおられる目的を私たちは

達成することができるのです。それは神のみ力が人々の前に明らかにされて行くということです。 

 こうして見て来たように、彼は平安をもらい彼は従順な人物になり、そして、彼は御霊に満たされま

した。だから、神は彼を用いたのです。 

◎ 神はギデオンをどのように用いられたのか 

１．彼を証し人として用いられた 

（１） イスラエルの神だけが真の神であること 

彼がバアルやアシェラ像をこわしたときどうなったでしょう。そのやりとりを見て行くと、６：３２
「こうして、その日、ギデオンはエルバアルと呼ばれた。自分の祭壇が取りこわされたのだから「バアルは自分で

争えばよい。」という意味である。」と、もし本当にバアルが神ならこのようなことをした者に対してバア

ルが直接争えばよい、しかし、バアルもアシェラも何もできなかったというのは、人々は神として祭り

崇拝しているけれど、彼には力がないということ、偽りの神々にいったい何ができるのかと言うのです。

ですから、そのような出来事を通して人々はこのイスラエルの神だけが真の神だということをはっきり

と知るのです。 

（２）家族が変えられたこと 

そしてもう一つ、非常に興味深いことはギデオンの家族が変えられていることです。父親が変えられ

ています。６：２５に「その夜、主はギデオンに仰せられた。「あなたの父の雄牛、七歳の第二の雄牛を取り、

あなたの父が持っているバアルの祭壇を取りこわし、そのそばのアシェラ像を切り倒せ。」とあり、ギデオンの

父がバアル崇拝をしていたのです。２７節には「そこで、ギデオンは、自分のしもべの中から十人を引き連れ

て、主が言われたとおりにした。彼は父の家の者や、町の人々を恐れたので、昼間それをせず、夜それを行なった。」 

とあり、彼の家の者もそのように偶像礼拝をしていたのです。ところが、このバアル像とアシェラ像を

こわしたときに、町の人々がやって来て「だれがこういうことをしたのだろう。」（６：２９）と言い、父

親のヨアシュに対して「あなたの息子を引張り出して殺しなさい。あれはバアルの祭壇を取りこわし、そばにあ

ったアシェラ像も切り倒したのだ。」（６：３０）と言ったとき、そのヨアシュは息子ギデオンのために民

衆に向かって「あなたがたは、バアルのために争っているのか。それとも、彼を救おうとするのか。バアルのた

めに争う者は、朝までに殺されてしまう。もしバアルが神であるなら、自分の祭壇が取りこわされたのだから、自

分で争えばよいのだ。」と言います。このように父親が変えられているのです。ということは、私たちも

自分の愛する者が救われることを願っています。そのためにはまず自分自身が変わって行くことです。

このギデオンの家庭にあっても家族はバアル崇拝をしていましたが、ギデオンが変わったのです、平安

をもつ者に、神に従順に従う者に、神の御霊に満たされて生きる者に。そうすると、その生き方をもっ

て父親に大きな証が為されるのです。父親まで変えられて行くのです。このようにして神は用いるので

す。私たちが神の前に正しく生きて行くなら間違いなく神のわざは為されて行きます。先ほどのシドロ・

バクスターはこのように言います。「私たちが親類縁者の中でキリストの感化を余り発揮できないのは、

私たち自身が神のみ旨への完全な献身という道のりを行く備えができていないからだ」と。つまり、私

たちが神のみ旨に忠実に従っていないから、私たちは家族に対して影響を与えることができないのです。

考えてみてください、クリスチャンの皆さん、人を変えようとする前にあなた自身が変わっているかど

うか、あなたがどのように生きているのかです。そして、その結果は神にゆだねて行くことです。私た

ちがだれかを変えようとしても無理です。私たちは自分も変えられないのです。神はあなたを変えると

言われました。その働きがあなたのうちに為されて行くなら神はあなたを用いてあなたを通して神の証

を為して行かれるのです。 

そして、神のあわれみがあります。このように神はギデオンを変えて行かれました。でも、その中に



はいつも神のあわれみがあります。なぜなら、ギデオンも失敗するし不完全です。ギデオンに対する神

の忍耐を私たちは見るのです。６：３９を見てください。「ギデオンは神に言った。「私に向かって御怒り

を燃やさないでください。私にもう一回言わせてください。どうぞ、この羊の毛でもう一回だけ試みさせてくださ

い。今度はこの羊の毛だけがかわいていて、土全体には露が降りるようにしてください。」、しるしのところで

す。一頭分の羊の毛を置いてその上にだけ露が降りていて地面がかわいているなら、私はあなたがそれ

を命じていることが分かりますと、そのようなことが起こりました。それに対してギデオンは３９節の

ことば「私に向かって御怒りを燃やさないでください」と言ったのです。なぜこのようなことをギデオンが

言ったのか、お分かりですね、ギデオンはこのように神を疑うことが間違っていることが分かっていた

のです。でも、彼の心の中には不安があったのです。ギデオンに対して神は怒られたのでしょうか？い

つまでわたしを侮るのか、いつまでわたしを信用しないのかと…。神はギデオンに怒りを現わすことな

くギデオンの願いに対してお答えになっているのです。私たちもどれほど神から言われていることを信

じないで疑っていることでしょう。神はギデオンに対してそうであったように私たちにもあわれみを示

し続けてくださっています。このように疑い続けて行くという信仰は神に喜ばれません。神が教えてく

ださることに対して、神があなたに命じておられることに対して、あなたが「しない」というのは不信

仰です。神のみことばを見てそれは私には難しすぎてできませんという態度は神は喜ばれないのです。

確かに難しいし、私はどうすればいいのか分からないけれど、あなたが命じておられる以上、あなたの

恵みによってそれをさせてくださいと、そのような信仰者であるべきです。でも、神はそのような弱い

愚かな私たちのことを分かってくださり、私たちにあわれみを示し続けてくださっているのです。 

 ７：９から見てください。３００人に減らされた後、９節「その夜、主はギデオンに仰せられた。「立っ

て、あの陣営に攻め下れ。それをあなたの手に渡したから。」と、その後、１０－１１節「しかし、もし下って

行くことを恐れるなら、あなたに仕える若い者プラといっしょに陣営に下って行き、:11 彼らが何と言っているか

を聞け。そのあとで、あなたは、勇気を出して、陣営に攻め下らなければならない。」と、そして、実際に陣営

に入って行きます。そうすると、ミデヤン人の兵士たちが話し合っているのです。ギデオンによって自

分たちが滅ぼされてしまうという話をしているのです。７：１５「ギデオンはこの夢の話とその解釈を聞い

たとき、主を礼拝した。」と言います。つまり、神はギデオンの弱さを分かっておられるのです。しるし

をもって神がどのようなお方か示してきた、でも、ギデオンは恐れていると…。その上で、神の方から

「もし恐れているなら陣営まで行ってみなさい、どんなことをわたしが為しているのか」、彼らは出て

行きます。そして、それを目の当たりにします。神を礼拝したのです。彼はこの神の約束を信じて勝利

をするのです。 

◎どうして神はこのギデオンを用いたのか 

１．彼が主に信頼する者となったから 

 ギデオンは神を信頼する者に、神のみことばに信頼する者になりました。 

２．彼は神の前に謙遜だったから 

 もし、３万２千人で勝利していたならギデオンは自分たちの戦術が優れていたからとか、我々の中に

勇士がいたからと誇ったかもしれません。しかし、神はギデオンに「この戦いはあなたの戦いではない、

わたしの戦いだ、だから、わたしが栄光を受けるのにふさわしい、わたしが誉れを受けるのにふさわし

い、他にだれもいない」と教えられたのです。ですから、この勝利の後、イスラエルの人々がギデオン

に対して「私たちを治めてください。」（８：２２）と言いますが、そのときギデオンが答えたことは 
「:23 しかしギデオンは彼らに言った。「私はあなたがたを治めません。また、私の息子もあなたがたを治めませ

ん。主があなたがたを治められます。」でした。 

 神がお用いになる人には必ず特徴があります。神が用いて神のみわざを為す人には特徴があります。

今見て来たように、どんなときでも主を信頼する人です。みことばが言われたから私はそれを信じると、

そういう人を神はお使いになります。そして、いつも神の前にへりくだった人です。神よ、私ではあり

ません、あなたが栄光をお受けになるのにふさわしい神ですと。問題はあなたがそういう人物かどうか

です。神はあなたをそういう人に変えて行ってくださる、なぜなら、神がお用いになる人はこういう人

だからです。ギデオンも変えられた、そして、ギデオンは神に用いられました。神は同じ働きをあなた

のうちにも為そうとしておられます。主よ、どうぞ私を変えてくださいと願ってその働きを神に求める

ことです。どうぞ、この勇士と同じように主を信頼する者として、主の前にへりくだる働き人として歩

んでください、必ず、神があなたを用いて神のみこころを為してくださいます。 

 

 


