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神は我らと共に 

パート１：大きな祝福 

創世記―申命記 

第五メッセージ － 拒絶された兄弟、救世主となる 

創世記３７－５０章 

はじめに 

 創世記の最後の部分で中心となるのが、ヨセフの物語である。兄弟から拒

絶されたヨセフが家族（と全世界の）救い主となる。したがって、ヨセフ

は、旧約聖書の中で、キリストに似た偉大な人物の一人である。更にもう一

つの主要観念の中心は、ヤコブとレアの４番目の息子、ユダである。ユダの

人生とことばに特別な注意が払われている。ヤコブの最期に特殊な祝福をユ

ダの上に言明した。息子、ユダを通して、救世主がこの世にお生まれになる

であろう。著者の観点から、モーセ（モーセ五書の著者）は、出エジプト世代

にエジプトに移ることになった、そもそもの経緯を教えている。長い奴隷状

態と救出は、アブラハム、イサク、ヤコブとの約束を実現するための、神の

ご計画の一部であった。ヤコブの家族が、エジプトの胎内で「イスラエル」

の民となる。 

ヨセフ、エジプトに売られる： ３７：１－３６ 

 ヨセフは、ヤコブとレアの妹のラケルとの間に生まれた２人の息子の中の

一番目であった。そして、べニアミンが２番目の息子であった。ヨセフが、 

ヤコブにとって一番お気に入りの息子となり、そのためにヨセフは、兄たち

に憎まれた。 

 ヨセフは十七歳の時、兄弟たちと共に羊の群れを飼っていた。彼はまだ 

子供で、父の妻たちビルハとジルパとの子らと共にいたが、ヨセフは彼ら

の悪いうわさを父に告げた。（３７：２） 

 まだ１７歳であったヨセフは、常に兄たちのことを父親に言いつけていた 

様である。そのことによって、ヨセフは兄たちから反感を買っていたことが

わかる。その上、ヤコブのえこひいきは、更に問題を悪化させた。 

 ヨセフは年寄り子であったから、イスラエルは他のどの子よりも彼を愛

して、彼のために長そでの着物をつくった。兄弟たちは父がどの兄弟より

も彼を愛するのを見て、彼を憎み、穏やかに彼に語ることができなかっ

た。（３７：３－４） 

 更なる、敵意の原因は、一見、自分勝手に思えるヨセフが見る夢の数々に 

よって、不思議にも家族の中においてヨセフの優位が示されたことであっ

た。兄たちの麦の束が私の束におじぎをする（３７：７）。また、太陽と月

と十一の星が私を伏して拝んだ（３７：９）。最初の夢は、兄弟たちの中で

ヨセフの優位を示し、二つ目の夢は、ヨセフの優位が延長され、両親までも

が、ヨセフの支配権におじぎをすることを示している。羊を飼っている兄た

ちと、羊の群れの無事を確認するために、父親につかわされたヨセフを見た

兄たちの緊迫感は頂点に達した。兄たちは、ヨセフを殺すための作戦を企て

たが、長男、ルベンの介入によって、最後には、救出し、父の元へ返すとい

う前提に、ヨセフを穴の中に投げ込んだ（３７：２１，２２）。その後、 

ユダが、ヨセフをエジプトに向かう途中、通りかかったイシュマエルの人の

隊商に売ることを提案した。兄たちは、商人にヨセフを銀貨２０枚で売っ

た。（この先、ヨセフの人生に絶えることのない、拒絶、裏切りと放棄に満ち溢れる

物語がここに始まる。）ルベンが戻り、ヨセフが穴からいなくなってしまった

ことを知ったときの悲しみが特別に強調されている（３７：２９，３０）。後

にルベンは、ヨセフの聞いているところで、策略を反省する（参照４２： 

２２）。兄たちは、獣の血に浸したヨセフの着物を父、ヤコブに届けた。 

この様にして、ヤコブの息子たちは、父親にヨセフは死んだと思い込ませる

よう導き欺いた。しかし、神の御手は、エジプトに連れて行かれたヨセフの

上にあった。ヨセフは、その地で大いに栄えていたパロの廷臣で侍従長であ

るポテパルに売られた。 

 J.I Packer の注釈： 父親のえこひいきによって台無しにされてしまった、 

ヤコブ自身の平穏であるべく子供時代は、まったく同じことの繰り返しによ

って、彼自身が育む家庭を崩壊することになる。ヤコブは頑固な男であった

ので、自分の過去の人生経験から教訓を学ぶことが出来なかった。えこひい

きの実践について：「神は、かたよって愛することがない。」 

（申命記１０：１７） 

 



ユダ、タマルとの間に子供を産む： ３８：１－３０ 

 ユダとタマルの奇妙な物語の見どころは、約束された血統の者たちの信仰

の劣化を現すだけでなく、ユダが、敬遠していた義理の娘の行為によって子

孫絶滅から免れることが出来たというところである。タマルは、ユダの長

子、エルの妻であった。しかし、エルは主の目に邪悪であったために、タマ

ルを残して、命を絶たれた（３８：７）。夫が先に死んだ場合、兄弟が故人

のためにその代りに子孫を起こす責任があった。ユダの子孫は、この出来事

に依存しており、二男のオナンにその責任が課せられたが、オナンは、自分

の子孫とならない子供を育てることを望まず、その責任を拒否した。兄と同

様、オナンも、「神の目に、喜ばれなかった。」ので、主は、その命も取ら

れた（３８：９，１０）。ユダには、もう一人の息子、シェラがおり、その息

子が成長したら、夫として、タマルに与える約束をした。しかし、ユダの本

心は、兄たちと同様、シェラの命をも絶たれてしまうことを恐れたので、与

えるつもりは無かったが、タマルには嘘をついた。ユダは、誤った考え方に

より、タマルの中の悪が、息子たちに死をもたらしたと考えた。タマルは、

何年もの長い年月を喪服を着て過ごし、ユダが約束を果たし、シェラが夫と

して与えられるときを待った。最終的に、ユダには、もともと約束を守る気

が無かったことを悟った。こうして、タマルは、義理の父（ユダ）を通して

子孫を残すという策略を思いつき、決心した。売春婦の振りをして、ユダに

接近し、彼女の中に入るように仕向けることによって欺いた。その結果、 

タマルは双子を授かった！三か月後、タマルが妊娠していることを知った 

ユダは、憤然として、遊女の行為（すなわち、結婚の契約外での性交－正確に

は、ユダの罪！）ために彼女を焼き殺すよう主張した。しかし、タマルは、

ユダによって妊娠している証拠を用いて証明した。この事件は、ユダの告白

へと導いた：「あの女は、私よりも正しい。私が彼女にわが子シェラを与

えなかったことによるものだ。」（３８：２６）タマルは、双子のペレツ

とゼラフを産んだ。 

 

ユダと息子たちの罪の数々に注目してみましょう： 

－ユダ、カナン人を娶った（族長たちによって禁じられていた）。 

－エル、ユダの長子は、神の目に邪悪であった。 

－オナン、二男もまた、神の目に邪悪であった。 

－ユダ、タマルにシェラとの将来の結婚について偽った。 

－ユダ、売春婦と思われる女と関係を持った（タマル）。 

－ユダ、タマルの遊女の行為に対して偽善的非難した。 

－ユダ、タマルが彼自身よりも正しいことを認めた。 

 この物語は、ユダの子孫が保たれた経緯を示している（メシアがお生まれに

なるのは、ユダを通してであるということがヤコブの最期の祝福の中に預言されてい

たことが重要である。－４９：１０）メシアは、結局、ユダとタマルとの間の

二男、ペレツの子孫を通して来られる（参照：マタイ１：３）。 

 神は、私たちには予期出来ない方法を用いて働かれる。救世主をこの世に

送られる権限が与えられる血筋がタマルに与えられることを誰に想像するこ

とが出来たでしょうか？神は、男たちに劣り、一見、重要人物でない様に見

られた、勇敢で忠実な女を用いられた。この章に登場するユダは、信仰が薄

く不従順な人間として描かれている。それにもかかわらず、兄弟の中で最大

の祝福が与えられる。－彼の祝福は、救世主がお生まれになる系列であると

いうことである。神の恵みを対抗させる罪は存在しない。 

ヨセフ、監獄に入れられる：３９：１－２３ 

 ポティファルの廷内において、主は、ヨセフのすること全てにおいて成功

させて下さっていた。成功の理由：主がヨセフと共におられたので、彼は

幸運な者となり、その主人エジプト人の家におった。（３９：２）ところ

が、ポティファルの妻は、ヨセフにビジネス以上の深い関心を抱いていた！

ヨセフは、彼女による性的誘惑を拒絶した。しかし、彼女は、毎日ヨセフに

言い寄った。最終的に、ヨセフはその家から逃げ出したが、彼女はヨセフの

上着をつかんだ。彼女は、ヨセフをセクハラで訴え、ポティファルは、妻の

言うことを信じ、ヨセフは、監獄に入れられた。ここでも、ヨセフの人生に

満ち溢れる拒絶、裏切りと放棄を体験することとなった。神に従うというこ

とは、人生が楽になるということではない！ 

 

 神は、この不義にもかかわらず、ヨセフに祝福を与え続けられた： 

 主はヨセフと共におられて彼にいつくしみを垂れ、獄屋番の恵みをうけ

させられた。獄屋番は獄屋におるすべての囚人をヨセフの手にゆだねたの

で、彼はそこでするすべての事をおこなった。獄屋番は彼の手にゆだねた

事はいっさい顧みなかった。主がヨセフと共におられたからである。主は

彼のなす事を栄えさせられた。（３９：２１－２３） 

 どの様な状況におかれても、神はヨセフと共にいて下さったことが明確で

ある。 

 



ヨセフが、ポティファルの妻に対してとった行動には、非常に重要な鍵があ

る。新約聖書は、不品行を避けなさいと教えている（１コリント６：１８）。

不品行の罪に限っては、引き込まれていってしまう力が、対抗するには大き

過ぎるので、逃げるように教えている。もし、あなたが不品行の誘惑を受け

ている状況に置かれているならば、ヨセフの行いを真似るべきである。逃げ

るのです。明確な境界線を引くのです。不品行の誘惑の中に、自分を長く置

いてしまうとき、あなたはその誘惑に落ちてしまうでしょう。 

 

ヨセフ、獄中で、夢を解き明かす： ４０：１－２３ 

 この先二章において、ヨセフは、神様の霊が宿る、イスラエル初の「賢

者」となる。１０００年後に登場するダニエルと同様、ヨセフには、神に与

えられた、人間や国家の事情を見極める洞察力が備わっていた。ヨセフは、

獄中で、主君、エジプト王に罪を犯したために囚われていた、献酌官と調理

官の夢を解き明かした。ヨセフは、献酌官の夢を解き明かした後、出獄した

ときには、パロにヨセフのことを話すよう明確に頼んだ： 

 それで、あなたがしあわせになられたら、わたしを覚えていて、どうか

わたしに恵みを施し、わたしの事をパロに話して、この家からわたしを出

してください。わたしは、実はヘブルびとの地からさらわれてきた者で

す。またここでもわたしは地下の獄屋に入れられるような事はしなかった

のです」。（４０：１４，１５） 

 三日後、パロは、献酌官をもとの任務に戻し、調理官は、ヨセフが解き明

かした通りの方法で死刑となった。しかし、悲しいことに、献酌官は、ヨセ

フのことをすっかり忘れ、頼まれた様に、パロにヨセフのことを話すことは

無かった。ヨセフは、更にまる二年もの間、監獄に閉じ込められた状態で、

更なる拒絶、裏切り、放棄を体験した。 

 ところが、給仕役の長はヨセフを思い出さず、忘れてしまった。 

（４０：２３） 

ヨセフ、パロに次ぐ支配者の身分に上げれれる： ４１：１－５７ 

 「更にまる二年が経ち・・・」パロは、エジプトのどの賢者にも解き明

かすことが出来ない夢を見た。突然、献酌官は、ヨセフのことを思い出し、 

パロに伝えた。 

「更にまる二年が経ち・・・」人生において、神の時を理解することは、 

ほぼ不可能である。頻繁に、神が動かれるまでに、不必要と思える遅れが伴

い、迅速さに欠けているようにみえることがある。しかし、神は、間違いな

く働かれていると同時に、また、私たちを囲む世の中のために、働いて下さ

っているので、遅延が必要となる。献酌官は、絶妙なタイミングでヨセフの

ことを思い出した・・・パロが必死で夢の解き明かしを求めている時に。 

監獄を出たヨセフの権力への上昇は華々しいものであった。もし、あなた

が、監獄に囚われている様に思える時、決して神から目を離さないで下さ

い。神は、必ず御心の時に、神の方法で、御業をなして下さるからである。 

 ヨセフは、神の助けによって、パロの夢を解き明かすために、監獄から連

れて来られた。 

 エジプト全国に七年の大豊作があり、その後七年のききんが起り、その

豊作はみなエジプトの国で忘れられて、そのききんは国を滅ぼすでしょ

う。 後に来るそのききんが、非常に激しいから、その豊作は国のうちで記

憶されなくなるでしょう。 パロが二度重ねて夢を見られたのは、この事が

神によって定められ、神がすみやかにこれをされるからです。  

（４１：２９－３２） 

 ヨセフは、パロに、これらの出来事に備えるために、速やかに行動に移す

ように促した。そして、パロは、国を飢饉に備える適切な準備を整えるため

に、エジプト全体を支配する２番目の支配者にヨセフを任命した。 

 またパロはヨセフに言った、「神がこれを皆あなたに示された。あなた

のようにさとく賢い者はない。あなたはわたしの家を治めてください。わ

たしの民はみなあなたの言葉に従うでしょう。わたしはただ王の位でだけ

あなたにまさる」。パロは更にヨセフに言った、「わたしはあなたをエジ

プト全国のつかさとする」。（４１：３９－４１） 

 ヨセフは、７年間かけて、エジプトの作物の豊かさを備蓄した。 

 ヨセフがエジプトの王パロの前に立った時は三十歳であった。ヨセフは

パロの前を出て、エジプト全国をあまねく巡った。 さて七年の豊作のうち

に地は豊かに物を産した。 そこでヨセフはエジプトの国にできたその七年

間の食糧をことごとく集め、その食糧を町々に納めさせた。すなわち町の

周囲にある畑の食糧をその町の中に納めさせた。ヨセフは穀物を海の砂の

ように、非常に多くたくわえ、量りきれなくなったので、ついに量ること

をやめた。（４１：４６－４９） 



 ヨセフとアセナテの間に二人の息子が生まれた。息子たちに授けた、それ

ぞれの名前には、過去の痛みを処理する手段が込められていた。 

 ヨセフは長子の名をマナセと名づけて言った、「神がわたしにすべての

苦難と父の家のすべての事を忘れさせられた」。 また次の子の名をエフラ

イムと名づけて言った、「神がわたしを悩みの地で豊かにせられた」。

（４１：５１－５２） 

 あなたに、過去を忘れることが出来たとしても－過去はあなたを手放さな

い！”Emotionally Healthy Spirituality “  に記されている重要な原則の一つは、

「前進するためには、後退する必要がある。」ということである。現在に影

響する過去を最小化したり、否定する傾向がある。しかし、そうすることに

よって、過去の痛みを持ち続けることは、生きる道や愛する道を妨げ続ける

ことになる。深い癒しは、過去の傷が与える影響を完全に認め、それを神の

愛なる癒しの光の御前に差出すことによって与えられる。 

 世のための役割について－ヨセフは、地球上の「救い主」の様な存在とな

った。 

 ききんが全地に激しくなったので、諸国の人々がエジプトのヨセフのも

とに穀物を買うためにきた。（４１：５７） 

ヨセフの兄弟、穀物を階にやって来る： ４２：１－３８ 

 飢饉は、カナンの地にも訪れ、父親のヤコブに送られたヨセフの１０人の

兄たちが、エジプトに食物を求めてやってきた。 

 ヨセフは兄弟たちを見て、それと知ったが、彼らに向かっては知らぬ者

のようにし、荒々しく語った。すなわち彼らに言った、「あなたがたはど

こからきたのか」。彼らは答えた、「食糧を買うためにカナンの地からき

ました」。（４２：７） 

 ヨセフは、兄たちから正体を隠した。通訳者たちは、その正確な動機につ

いて異なる見解を述べているが、聖書の中には明確に記されていない。ヨセ

フが復習を求めていなかったことは確かである。１０－１２年前に、ヨセフ

をエジプトに売り渡した兄たちが、どの程度後悔しているか、真心を気を付

けて見極めようと試していたのかもしれない。又は、弟のベニアミンをエジ

プトに来させる作戦を企んでいたのかもしれない。後者は私（ボブ牧師）の

見解でもある。ヨセフは、注意深く、痛みの伴う過去（１０人の兄）を取り

除き、過去の欲しいところのみ（同じ母親、ラケルから生まれた、最愛の弟）を

取り戻そうとしていた。ヨセフは、完全な計画を立てるために、兄たちを全

員スパイであると告発し、３日間、監獄に入れた。 

 ヨセフは彼らに言った、「わたしが言ったとおり、あなたがたは回し者

です。 あなたがたをこうしてためしてみよう。パロのいのちにかけて誓い

ます。末の弟がここにこなければ、あなたがたはここを出ることはできま

せん。 あなたがたのひとりをやって弟を連れてこさせなさい。それまであ

なたがたをつないでおいて、あなたがたに誠実があるかどうか、あなたが

たの言葉をためしてみよう。パロのいのちにかけて誓います。あなたがた

は確かに回し者です」。 ヨセフは彼らをみな一緒に三日の間、監禁所に入

れた。（４２：１４－１７） 

 それから、ヨセフは、弟を連れて来させるために、シメオンのみを残し、 

９人の兄をカナンの地に返した。ヨセフが、一番上のルベンを人質に取らな

かった理由は、兄達の話し合いの内容を聞いた時、ヨセフが穴に投げ込まれ

た際、ルベンはヨセフの命を助けようとしたということを初めて知ったから

である。（その事実は、ヨセフを号泣させた。） 

 ９人の兄たちが、ヤコブの元に戻ったとき、エジプトでの出来事を話し、 

ベニアミンをエジプトに連れて行かなくてはならなくなってしまった状況を

伝えた。ヤコブは絶望し、ベニアミンを連れて行くことを許さなかった。 

 父ヤコブは彼らに言った、「あなたがたはわたしに子を失わせた。ヨセ

フはいなくなり、シメオンもいなくなった。今度はベニヤミンをも取り去

る。これらはみなわたしの身にふりかかって来るのだ」。ヤコブは言っ

た、「わたしの子はあなたがたと共に下って行ってはならない。彼の兄は

死に、ただひとり彼が残っているのだから。もしあなたがたの行く道で彼

が災に会えば、あなたがたは、しらがのわたしを悲しんで陰府に下らせる

であろう」。（４２：３６，３８） 

兄たち、ベニアミンを連れてエジプトに戻る： ４３：１－３４ 

 引き続く、長い飢饉は、ヤコブに、ベニアミンを含めた息子たちをエジプ

トに帰すことを決心させた。ヤコブからの特別な贈り物を持って出発した： 

・・・少しの乳香、少しの蜜、香料、もつやく、くるみとアーモンド、 

（４３：１１） 

 ヨセフは、エジプトに着いた兄たちを、自宅での特別な食事に呼び出し、

兄たちは、そのことによって何か大きな問題が生じたと恐れた！ヨセフは、

実の弟のべニアミンを見た時の溢れる感情を抑えた。 



 ヨセフは弟なつかしさに心がせまり、急いで泣く場所をたずね、へやに

はいって泣いた。やがて彼は顔を洗って出てきた。そして自分を制して言

った、「食事にしよう」。（４３：３０，３１） 

 食卓を囲む際、この見知らぬ方が、なぜか正確に彼らを誕生順に序列した

ことに驚かされた。このヨセフという男には、超自然的能力が備わっている

と思ったのではないでしょうか？しかし、この時点でも、まだ、ヨセフの本

当の正体を知る余地はなかった。 

ヨセフ、兄たちからベニアミンを奪おうと試みる： ４４：１－３４ 

 ヨセフは、自分の銀の杯をベニアミンの袋に忍び込ませてから、再び１１

人の兄弟たちをカナンに送り出した。そしてヨセフは、管理者に命じて、 

兄弟たちに追い付いて、全員を呼び戻すよう指示した。ヨセフの企ては、 

ベニアミンを兄弟たちから奪い（ヨセフの銀の杯を奪ったことを理由に）他の兄

弟はカナンに送り返そうというものであった。ヨセフが望んだのは、ベニア

ミンだけであり、家族全員の和解ではなかった。兄たちは、父親のヤコブの

物語を全て打ち明け、ヨセフを失ったことによる深い悲しみを話した上で、

心から願い訴えた。ヨセフは、これ以上溢れる感情を処理不可能なところに

達した。何年も閉じ込めてきた深い感情がついにこぼれ出た。 

 ”Emotionally Healthy Spirituality “ の記すもう一つの重要な原則は、「私た

ちが感情処理出来る様になるためには、まず、感じる必要がある。」という

ことである。私たちは、真に処理する前に、まず、過去の傷が起因となる感

情的苦痛の完全な効力を感じる必要がある。痛みを否定したり、極度に見く

びることによって、得られるものはない。真の赦しと癒しを自分のものにす

る前に、まず、損失によって与えられた影響と向き合い、嘆き悲しむ必要が

ある。 

ヨセフ、正体を明かす： ４５：１－２８ 

 ここは聖書の中で最も劇的な場面の一つである。ヨセフが兄弟たちに本当

の正体を明かす。 

 そこでヨセフはそばに立っているすべての人の前で、自分を制しきれな

くなったので、「人は皆ここから出てください」と呼ばわった。それゆえ

ヨセフが兄弟たちに自分のことを明かした時、ひとりも彼のそばに立って

いる者はなかった。ヨセフは声をあげて泣いた。エジプトびとはこれを聞

き、パロの家もこれを聞いた。ヨセフは兄弟たちに言った、「わたしはヨ

セフです。父はまだ生きながらえていますか」。兄弟たちは答えることが

できなかった。彼らは驚き恐れたからである。（４５：１－３） 

 ヨセフは、直ちに、長い人生の中で起きた、数々の困難な出来事の背景に

ある神の偉大なるご計画を悟ったことを伝えた： 

 神は、あなたがたのすえを地に残すため、また大いなる救をもってあな

たがたの命を助けるために、わたしをあなたがたよりさきにつかわされた

のです。それゆえわたしをここにつかわしたのはあなたがたではなく、神

です。神はわたしをパロの父とし、その全家の主とし、またエジプト全国

のつかさとされました。（４５：７，８） 

 ヨセフは飢饉があと５年続くことを知っていたので、家族全員をエジプト

に移り、ヨセフの元で暮らすよう招き、兄弟たちを帰した。兄弟たちはカナ

ンに戻り、ヤコブにこの出来事の見事な展開を話した。 

 彼に言った、「ヨセフはなお生きていてエジプト全国のつかさです」。

ヤコブは気が遠くなった。彼らの言うことが信じられなかったからであ

る。 そこで彼らはヨセフが語った言葉を残らず彼に告げた。父ヤコブはヨ

セフが自分を乗せるために送った車を見て元気づいた。そしてイスラエル

は言った、「満足だ。わが子ヨセフがまだ生きている。わたしは死ぬ前に

行って彼を見よう」。（４５：２６－２８） 

ヤコブ（イスラエル）、エジプトに移る： ４６：１－３４ 

 モーセは、出エジプト世代のイスラエルの民のために、この物語を書き残

した。ヨセフの物語によって、なぜエジプトに終わったかということを理解

することが出来た。それも神のご計画の一部であった。ヤコブが家族と一緒

にエジプトに出発した理由が、より明確になった。神がヤコブに確認され

た、アブラハムとイサクとの約束： 

 イスラエルはその持ち物をことごとく携えて旅立ち、ベエルシバに行っ

て、父イサクの神に犠牲をささげた。 この時、神は夜の幻のうちにイスラ

エルに語って言われた、「ヤコブよ、ヤコブよ」。彼は言った、「ここに

います」。 神は言われた、「わたしは神、あなたの父の神である。エジプ

トに下るのを恐れてはならない。わたしはあそこであなたを大いなる国民

にする。 わたしはあなたと一緒にエジプトに下り、また必ずあなたを導き

上るであろう。ヨセフが手ずからあなたの目を閉じるであろう」。 

（創世記４６：１－４） 



 創世記の初期に神がアブラハムに語られた言葉を思い出しましょう： 

 時に主はアブラムに言われた、「あなたはよく心にとめておきなさい。

あなたの子孫は他の国に旅びととなって、その人々に仕え、その人々は彼

らを四百年の間、悩ますでしょう。（１５：１３） 

 神のご計画は御心通りに前進していた。数世紀の時をかけて、エジプトの

ヤコブの家がイスラエル国家となった。出エジプト世代は、この偉大な物語

によって強く励まされたことでしょう。エジプトにおいての試練も、過ぎ越

しの祭と出エジプトの救出も、全て、世界をお救いになるための、神による

壮大なご計画の一部であったのです。 

 ヤコブを家長とし、共にエジプトに移った以下７０人の詳細なリストが挙

げられている。創世記１０章の民族リストに、７０民族が挙げられていたと

いうことは、おそらく偶然ではない。その７０民族は、天国に通じる自身の

王国を築こうと試みたアダムの子孫を表している（創世記１１章）。ここで、

エジプトに移住した７０人というのは、神がこの地球上に、御国を築かれる

ために用いられるアブラハムの子孫を表している。 

 

 その物語は、ヤコブがエジプトに到着する時点から再開する・・・そして 

ヨセフは、父親の首に抱きついた。 「長い間（泣き続けた）」 

（創世記４５：２９） 

 

 ヨセフは、それは多くの悲しみと喪失から生じる感情の数々を長期に渡っ

て内に閉じ込めてきた。やっとこのとき、深い感情がヨセフの内から溢れ出

し、魂に真の癒しをもたらした。 

イスラエル、ゴシェンに落ち着く；ヨセフの統治、栄える：４７：１－３１ 

 ヤコブが、二回、パロを祝福した事実が強調されてる（４７：７－１０）。 

アブラハムへの約束が成就している：あなたを祝福するものをわたしは祝福

する」（創世記１２：３）。しかし、祝福の真っただ中にあっても、悲しい

ことに、ヤコブは自分の人生を次のようにまとめた： 

 ヤコブはパロに言った、「わたしの旅路のとしつきは、百三十年です。

わたしのよわいの日はわずかで、ふしあわせで、わたしの先祖たちのよわ

いの日と旅路の日には及びません」。（創世記４７：９） 

 信仰の男であったアブラハムは、自分の人生に満足し、長寿を全うして死

んだ（２５：８）。人生の中で欺き続けたヤコブは、アブラハムよりもかな

り短い、痛みに満ちた人生を生きた。同じように二人とも神との契約が引き

継がれる立場にあり、神の忠実さを体験することが出来たにもかかわらず、 

アブラハムは、神との契約関係により多くの喜びを見出したのは、神に従順

であったからである。賛美歌に詩われている：「信頼して、従いなさい。信

頼して、従う以外に、イエスによる幸せへの道はないからです。」 

 ヤコブとその家族は、エジプトのゴシェンの地に住み、羊飼いとして栄え

た。 

 さてイスラエルはエジプトの国でゴセンの地に住み、そこで財産を得、

子を生み、大いにふえた。 ヤコブはエジプトの国で十七年生きながらえ

た。ヤコブのよわいの日は百四十七年であった。（４７：２７，２８） 

 ヨセフのエジプトにおいて２番目の支配者としての繁栄について、丁寧に

記述されている（４７：１３－２６）。あらゆるところから穀物を求めて人々

はヨセフを訪れた。皮肉なことに、銀貨２０枚でエジプトに売られた少年

が、神から与えられた知恵と技術を用いて、エジプト全土を買い取ったので

ある！ 

 そこでヨセフはエジプトの田地をみなパロのために買い取った。飢饉が

エジプトびとに、きびしかったので、めいめいその田畑を売ったからであ

る。こうして地はパロのものとなった。（４７：２０） 

 ヤコブの死が近付いたとき、ヨセフに彼をエジプトではなく、カナンの地

に埋葬することを約束させた。ヤコブは最終的に将来イスラエルが自身の偉

大な土地を持つことに関する約束を受け入れていたのである。 

ヤコブ、ヨセフの二人の息子を祝福： ４８：１－２２ 

 ヨセフは、二人の息子、マナセとエフライムをヤヤコブの祝福を受けるた

めに連れてきた。驚いたことに、ヤコブは、手を交差させて、右手を年下で

あるエフライムの上に置き、左手を長子であるマナセの上に置いた。そし

て、ヤコブは、ヨセフの二人の息子を祝福した。 

 

 そしてヨセフを祝福して言った、「わが先祖アブラハムとイサクの仕え

た神、生れてからきょうまでわたしを養われた神、すべての災からわたし

をあがなわれたみ使よ、この子供たちを祝福してください。またわが名と

先祖アブラハムとイサクの名とが、彼らによって唱えられますように、ま

た彼らが地の上にふえひろがりますように」。（創世記４８：１５，１６） 



 ヨセフは、ヤコブが手を交差させたことについて抗議した。しかし、ヤコ

ブは、年下の息子の方が、長子よりも偉大な人間になるということを説明

し、抗議に応じなかった。この様にして、年下のエフライムに、長子であっ

たマナセを超えて優位が与えられた。 

ヤコブの１２人の息子への最期の預言： ４９：１－３３ 

 創世記４９章は、ヤコブ（イスラエル）の死の直前に、息子たちに授け

た、預言と祝福の具体的なことばが細かく記述されている。最も重要である

のは、レアの最初の３人の息子（ルベン、シメオン、レビ）への出生順意に関

連する祝福は、重大な家族に対する罪の数々のために取り除かれた。（歴代

誌第一５：１，２にルベンの長子としての祝福は、ヨセフの二人の息子の上に転送さ

れたということが記されている。）レアの四番目の息子であるユダには、偉大

なる父なる祝福が与えられた。この箇所が救世主が最終的にユダの家系から

生まれることについての最初の予兆である。 

 つえはユダを離れず、立法者のつえはその足の間を離れることなく、 

シロの来る時までに及ぶであろう。もろもろの民は彼に従う。 

（創世記４９：１０） 

 ヨセフもまた、家族を保護するために、神がお与えになった重要な役割

を果たしたので、特別な祝福が与えられた。 

ヤコブの死と埋葬： ５０：１－１４ 

 ヨセフは、父親がカナンの地において、適切な埋葬が受けらるよう計らっ

た。ヨセフを含めて、パロの全ての家臣たち、長老たちまでもが、エジプト

から非常に大きな一団となって、ヤコブの埋葬のためにカナンに上った。 

 そこでヨセフは父を葬るために上って行った。彼と共に上った者は 

パロのもろもろの家来たち、パロの家の長老たち、エジプトの国のもろも

ろの長老たち、ヨセフの全家とその兄弟たち及びその父の家族であった。

ただ子供と羊と牛はゴセンの地に残した。 また戦車と騎兵も彼と共に上っ

たので、その行列はたいそう盛んであった。（創世記５０：７－９） 

ヨセフの兄たち、復習から身を守る： ５０：１５－２１ 

 ヨセフの兄たちは、父親の死後、ヨセフが復習をするかもしれないことを

恐れ、父が、ヨセフに兄たちを赦す様に言ったと、嘘をついた。ヨセフがそ

の偽の伝言を聞いた時、また泣いた（１７節）。おそらく兄たちが、心から

の赦しを信じることが出来ていなかったことが悲しかったのであろう。ある

いは、全ての苦難が蘇り泣いたのかもしれない。また、あるいは、父が、死

にぎわに、兄たちのために赦しを懇願しなくてはいけないと考えたこと（偽

の考え）に悲しんだのかもしれない。理由がどれであれ、涙によって、ヨセ

フは、人生の試練の内にある神の壮大なご計画を見ることが出来た。 

 あなたがたはわたしに対して悪をたくらんだが、神はそれを良きに変ら

せて、今日のように多くの民の命を救おうと計らわれました。 

（創世記５０：２０） 

ヨセフの死： ５０：２２－２６ 

 創世記は、ヨセフの死とそのお骨が、いつの日かカナンの地へ返されるこ

とを指示して幕を閉じる。モーセは、創世記を記す目的を達成した。イスラ

エルの民に、神のご計画と摂理の内にある、イスラエルの民のルーツを教

え、イスラエルの民に、神の主権的ご計画に従って、エジプトに終わった経

過を教えた。最後にモーセは、イスラエルの民の将来は、創世記を書いてい

た当時、向かっていた土地であり、神が約束して下さった土地にあるという

ことを明確にした。 

 ヨセフは、聖書全体の登場人物の中で、最も正しい人間であったにもかか

わらず、人生は極めて困難であった。神のやり方に、公式は無い（Ａをすれ

ばＢを得る）。ヨセフは、善人であった。父親はヨセフをえこひいきした。

そのために、ヨセフの兄たちは、ヨセフを憎み、奴隷として売り飛ばした。

ポティファルの妻は、ヨセフに対して虚偽の告発をした。献酌官は、ヨセフ

のことを忘れてしまった。ヨセフは、衰えることなく、更にまる二年監獄で

過ごした。しかしヨセフは、これまで与えられた全ての悪事を超過して引き

上げられることによって、神の壮大なご計画を見た。「あなたがたは、私に

悪を計りましたが、神はそれを、良いことのための計らいとなさいました

（創世記５０：２０）。ヨセフのように、人間の失敗が渦巻く雲間から上昇さ

れ、神の壮大な目的による働きを見るまでは、過去の痛みによって、永遠に

苦しみ続ける。もし、神のやり方に「公式」があるとしたら、次に限る：

「神は私たちの物語を神のご栄光のために、また、多くのいのちを救うため

に用いられる」・・・もし、私たちが、神に委ねるならば。 

 


