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はじめに 

 

出エジプト記、すなわち、モーセ五書の第二巻では、創世記に始まった物語

が展開されていく。出エジプト記は、神がアブラハムとの間に結ばれた契約

が構成している４つの側面の達成を見せてくれる：大いなる国民、大いなる

土地、大いなる名、そして大いなる祝福（創世記１２：１－３）４３０年以

上エジプトに滞在した、ヤコブの家族がイスラエル国家となった。神の偉大

な御手によって、神がお選びになられた民を、別の国家の支配下から引き離

された後、神は、イスラエルの民とユニークな契約関係を結ばれる。神は、

イスラエルの民に律法を与えられ、彼らの間に住まれる。 

 

しかし、神がこの一つの国家を形成された壮大な目的は、彼らが全世界を祝

福する国民となるということであった。出エジプト記を理解するための鍵

は、神がシナイ山にて、イスラエルの民に語られた、戒めの前文の中に見出

すことが出来る。 

 

19:4『あなたがたは、わたしがエジプトびとにした事と、あなたがたを鷲の

翼に載せてわたしの所にこさせたことを見た。 19:5 それで、もしあなたが

たが、まことにわたしの声に聞き従い、わたしの契約を守るならば、あな

たがたはすべての民にまさって、わたしの宝となるであろう。全地はわた

しの所有だからである。 19:6 あなたがたはわたしに対して祭司の国とな

り、また聖なる民となるであろう』。これがあなたのイスラエルの人々に

語るべき言葉である」。（出エジプト記１９：４－６） 

 

神の律法下に生き、神の神聖を世に示すことによって、イスラエル国家は、

「祭司の国家であり、聖なる国民」となる。地球上のあらゆる国民は、イス

ラエルの民の証言を通して、生きる神に接近することができる。 

 

神学的観点から、出エジプト記は、私たちの神のご性質と目的の理解を著し

く深めてくれると言える。神との直接の出会いは、神のご性質を明らかにす

る（３，６，３３，３４章）。神は、モーセに特別な御名前を明らかにされ

る；ヤハウエ（Yahweh）。神の正義、真実、慈悲、誠実、そして神聖な

属性が強調されている。私たちは、ここで初めて、イスラエルの民が世に神

を現すために生きると記す詳細に記述された神の律法を明確に知ることが出

来る。聖書の倫理と道徳の基盤は、私たちのためにレイアウトされている。

また、ここで、神がイスラエルの民に、神が宿られる幕屋を立てる詳細な 

手順も示され、真の礼拝の本質へと導入する。人間は神の家を構築する方法

だけではなく、もっと重要なことに、この聖なる神に近づく適切な方法が、

教えられる。罪な人間は、身代わりの犠牲の行為によってのみ、神の御前に

来ることが出来た。最後に、神のご臨在がイスラエルの陣営に下り、男たち

の間に宿るとき、聖書のテーマである「神は我らと共に」は、出エジプト記

の最後で明確になる。 

 

 

イスラエル人のエジプトにおいての弾圧： １：１－２２ 

 

出エジプト記は、創世記の終わりに、エジプトに降りてきたヤコブの 70 人

の子孫の簡単な再集計から始まる（出エジプト１：１－６）。出エジプト記

は、創世記から始まった物語に続く第二巻であるということは明確である。

３５０年以上もの間エジプトに囚われている間に、イスラエル国家は、巨大

国家へと膨れ上がった： 

 

1:7 けれどもイスラエルの子孫は多くの子を生み、ますますふえ、はなはだ

強くなって、国に満ちるようになった。（１：７） 

 

出エジプト記一章においての鍵となる情報は、新しくエジプトに誕生した 



パロは、イスラエルの民の増加の実態を有利と考えず、恐れていたというこ

とである。彼の方針は、前のパロのようにイスラエルの民を祝福するのでは

なく、抑圧し、奴隷にすることであった（創世記４７－５０章）。この新しい

パロは、イスラエルの民に苦しい労働を負わせるだけでなく（１：１４）、

生まれたばかりの男の子を殺すことによって、イスラエルの急速な人口増加

を止めるようとした（１：１５－２２）。しかし、神は、へブル人の助産婦

たちに、王室の勅令に背く勇気をお与えになり、新生児の男の子を助けさせ

た。その従順さのために神は、彼女たちを祝福された。 

 

人間に服従するか、それとも神に服従するかの選択肢に直面した時、使徒た

ちは次のように言った：「人に従うより、神に従うべきです。」（使徒の働

き５：２９）同様に助産婦たちは、パロに嘘をついたにもかかわらず、彼女

たちは、称賛され、神に従うことによって報われた。「彼女たちの人生にお

いての畏敬の念は、神への畏敬の念を反映した。」エクスポジターの聖書 

 

 

モーセの人生の初期： ２：１－１０ 

 

モーセは、パロが殺すように命じていた、へブル人の息子として誕生した；

しかし、彼の母親と姉の勇気と知恵、また、パロの娘の母親としての哀れみ

によって救われた。皮肉なことに、イスラエルの救世主であり、パロの宿敵

がパロの娘の家の中で育てられた！ 

 

信仰を持つ勇敢な女が出エジプトにおいて、重要な役割を担う。この女性た

ちの、神への信頼と犯した危険無しには、この物語が（人間的に言えば）、

このように展開することは無かった。聖書に登場する何人かの女性は、神を

信頼する信仰の故、子供を放棄しなくてはならなかった：モーセの母である

ヨケベデ － サムエルの母、ハンナ － イエスの母、マリア。いずれの

場合も、女性たちが、神の目的がなされるために、我が子を神にお返しした

ことによって、偉大な救世主が登場した。 

 

 

モーセ、イスラエル救出の最初の試み： ２：１１－２５ 

 

物語は、先に飛び、大人になったモーセが、イスラエルの民を救おうとする

が、失敗に終わったことを語る。新約聖書の使徒の働きの中で、私たちは、

このイベントが生じたときのモーセの年齢が４０歳であったということを知

ることが出来る（使徒の働き７：２３）。ある日、モーセは、自分の仲間の

へブル人を虐待しているエジプト人を打ち殺した。翌日、二人のへブル人の

争いを仲介しようとした。彼の民のための闘いは、拒絶された。 

 

 

「だれがあなたを私たちのつかさや裁き司にしたのか？」（２：１４） 

 

パロを恐れて、エジプトから逃亡し、その後、羊飼いとして４０年間、住む

ことになるミデヤンの土地に移った。ミデヤンの祭司、レウエル（後のイテ

ロ）は、娘のチッポラをモーセの妻に与えた。モーセに息子が生まれた。 

モーセは、息子を「ゲルショム」と名付けた。「そこの見知らぬ人」と言う

意味である。モーセは、見知らぬ土地に住む、見知らぬ人のように感じた。

その間、エジプトのイスラエルの民は、継続する奴隷からの救出を神に叫び

始めていた。２章の結びは重要である： 

 

2:24 神は彼らのうめきを聞き、神はアブラハム、イサク、ヤコブとの契約

を覚え、 2:25 神はイスラエルの人々を顧み、神は彼らをしろしめされた。

（２：２４，２５） 

 

神は聞かれた ― 神は覚えておられた ― 神は見られた ― 神は着目された 

族長たちとの約束は、まだ有効であった。まもなく、神は、約束をはたされ

るために、イスラエルのために動かれる。 

 

神の御心のタイミングは、理解し難いということで知られいる。時に、私た

ちは、自分が神に用いられるための準備が整っていると考える。ところが、

神は、４０年間も、私たちを砂漠の裏側に置かれることがある。面白いこと

に、モーセは、意味のない場所に無駄に過ごしていると思っていた。実際

は、彼は、その土地で、神のリーダー養成学校に入れられていたのである。

モーセが、残りの４０年間の人生を神の子羊たちをこの同じ土地において、

導き出すことを彼は知る由もなかった。 

 

 

神の召しとモーセの反論： ３：１－４：１７ 

 

シナイ山にて、モーセがイテロの羊の群れを放牧していた際に、神の使命が

モーセに与えられた箇所は、聖書の中でも大変重要な出来事である。この場



所は、神がイスラエルの民をエジプトの奴隷から解放された後に、イスラエ

ルの民と契約を結ばれる場所でもある。神のモーセの召しは、神とアブラハ

ムとの契約に直結した： 

 

3:5 神は言われた、「ここに近づいてはいけない。足からくつを脱ぎなさ

い。あなたが立っているその場所は聖なる地だからである」。 3:6 また言わ

れた、「わたしは、あなたの先祖の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤ

コブの神である」。モーセは神を見ることを恐れたので顔を隠した。

（３：５，６） 

 

神は、次のご意思を表明された。１）エジプトからイスラエルの民を救出

され、２）彼らをアブラハムに約束された通り、偉大な土地へと連れて行

かれる。イスラエルの民を奴隷から解放することを訴えるために、神が、 

モーセをパロの元に送られるご意向を語られたとき、モーセは、直ちに尻込

みした。モーセは、神による召しに対して、いくつかの意義を申し立てた。 

 

－意義＃１： 私は何者でしょう？ 

 

3:11 モーセは神に言った、「わたしは、いったい何者でしょう。わたしが

パロのところへ行って、イスラエルの人々をエジプトから導き出すのでし

ょうか」。（３：１１） 

 

神は、モーセが何者であるかは、関係ないと答えられた；そんなことより

も、重要なことは、神が彼とともにおられることであり、イスラエル国家を

この山に連れ戻し礼拝させてくださるということである（３：１２）。 

 

－意義＃２： あなたは誰でしょう？ 

 

神は、モーセに、イスラエルに永遠に知られることとなる契約の名前をお与

えになられた。 

 

3:14 神はモーセに言われた、「わたしは、有って有る者」。また言われ

た、「イスラエルの人々にこう言いなさい、『「わたしは有る」というか

たが、わたしをあなたがたのところへつかわされました』と」。 3:15 神は

またモーセに言われた、「イスラエルの人々にこう言いなさい『あなたが

たの先祖の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である主が、 

わたしをあなたがたのところへつかわされました』と。これは永遠にわた

しの名、これは世々のわたしの呼び名である。（３：１４，１５） 

動詞へブル語の「わたしはある。」は、英語では次のように書く：YHWH 
もともと、ヘブル語には、母音は存在せず、子音のみが存在した。そのはる

か後の歴史の中で、ユダヤの律法は、ヘブル語の単語の正しい発音を維持さ

せるために、子音の間に母音指標を挿入して旧約聖書の本文を作成した。 

正統派ユダヤ人は、「主の御名をみだりに唱えてはならない」（出エジプト

記２０：７）という十戒の４番目の戒めを破ってしまうことを恐れ、神の 

神聖な名前を口にすることを控えた。こういうわけで、いつも聖句の中にお

いて、神聖な御名である YHWH と記されているところに遭遇するとき、

別の呼び名である「Adonai」と言い変えた。「私の慈悲深い主」という意味

である。「YHWH」という名が、次の説明とともに神によって与えられた

ものであるということを覚えることが最も重要である：これが永遠にわた

しの名、これが世々にわたってわたしの呼び名です。（４：１５） 

 

イエスが、その神聖な神の御名である、YHWH「わたしはある」を用いて
ご自分を指されたとき、宗教的確立に関わる怒りを担われたのである。 

イエスは、彼らに言われた。「まことに、まことに、あなたがたに告げま

す。アブラハムが生まれる前から、わたしはいるのです。」すると彼らは

石を取ってイエスに投げつけようとした。しかしイエスは身を隠して、宮

から出て行かれた。（ヨハネの福音書８章５８、５９章）イエスは、彼が

神であるということを明確にされた。 

 

神聖な神の名を手に、モーセはエジプトに戻り、ユダヤ人の長老たちを集

め、神のイスラエルの民を救出されるご意志を発表するように命じられた。

また神は、モーセに、パロは、戦い無しにイスラエルの民を手放すことは無

いことも明確にされた。 

 

3:19 しかし、エジプトの王は強い手をもって迫らなければ、あなたがたを

行かせないのをわたしは知っている。 3:20 それで、わたしは手を伸べて、

エジプトのうちに行おうとする、さまざまの不思議をもってエジプトを打

とう。その後に彼はあなたがたを去らせるであろう。（３：１９，２０） 

 

－意義＃３： あなたが私にお現われになったことを誰も信じなかったら

どうしますか？ 

 



神は、イスラエルの民が、モーセのリーダーシップに従うようにするため

に、モーセに、いくつかの奇跡の業をお与えになった。最も重要な場面がモ

ーセの杖である。その業は、モーセとアロンによって実践されたいくつもの

奇跡の中でも最も重要なものとなる。 

 

4:2 主は彼に言われた、「あなたの手にあるそれは何か」。彼は言った、

「つえです」。 4:3 また言われた、「それを地に投げなさい」。彼がそれを

地に投げると、へびになったので、モーセはその前から身を避けた。 4:4 主

はモーセに言われた、「あなたの手を伸ばして、その尾を取りなさい。 

そこで手を伸ばしてそれを取ると、手のなかでつえとなった。4:5 これは、

彼らの先祖たちの神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である主

が、あなたに現れたのを、彼らに信じさせるためである」。（４：２－５） 

 

その物語の中の「杖」（２節）が「神の杖」（２０節）と変化するところに

注目しましょう。神は、モーセの持ち物を用いて － 羊飼いの杖 － 神

の御力と目的のための道具としてお使いになった。 

 

－意義＃４： 私は、説得力のある話し手ではありません。 

 

引き続きモーセは、スピーチの遅さと、滑舌の悪さを理由に、神からの召し

を拒絶する。興味深いことに、新約聖書の使徒の働きによると、モーセの若

い頃、モーセはエジプト人のあらゆる学問を教え込まれ、ことばにもわざ

にも力がありました（使徒の働き７：２２）。ということを証言してい

る。だからこそモーセは、彼の人生に置いて最も困難な神のお召しから何と

かして逃れようと論じたのであろう。神は、モーセのスピーチの欠陥につい

ては神が助けられると約束してくださった。 

 

4:11 主は彼に言われた、「だれが人に口を授けたのか。おし、耳しい、目

あき、目しいにだれがするのか。主なるわたしではないか。 4:12 それゆえ

行きなさい。わたしはあなたの口と共にあって、あなたの言うべきことを

教えるであろう」。（４：１１、１２） 

 

－意義＃５： 他の者をお送りください。 

 

4:13 モーセは言った、「ああ、主よ、どうか、ほかの適当な人をおつかわ

しください」。 4:14 そこで、主はモーセにむかって怒りを発して言われ

た・・・（４：１３、１４） 

モーセは、ただ、行きたくなかったのである！ 神がモーセに答えられ、あ

兄弟アロンを口替わりにあたえてくださると言われた。二人がともに、神の

代理の声となり、イスラエルの長老たちとエジプトのパロに挑むのです。 

モーセは、８０年もの間、彼の祖国の民から離れていたけれども、アロン

は、イスラエルの民と文化についてよく心得ていたので、モーセのスポーク

スマンに適役であった。 

 

私たちは、頻繁に、神の目的のために仕えることに適さないと感じられると

きがある。私には、ここが足りないと感じたり、恐れや疑いを抱いたり、 

過去の経験や罪を言い訳に用いたりして逃れたいとと思うことがある。 

イザヤが、神から召されたとき、次のように言った：「私は、汚れた唇を持

つ男です！」それでも神は、彼の口をご自分のマウスピースとして用いられ

た。ペテロがイエスから呼び出されたとき、次のように言いました：「私は

罪人ですので、どうぞ、私から離れてください！」イエスは、彼を人間を釣

る漁師に変えられた。モーセは次のように言った：「私には出来ません。」

神は、モーセに仰った：「わたしがするのです。・・・あなたを用いて。」

決して、あなたが神の御力の尺度であるなどと思わないことです。時代を超

える真実は：「私たちのわずかな力を主の御手に委ねる時、はるかな力とな

る。」 

 

 

モーセ、エジプトに戻る： ４：１８－３１ 

 

モーセは、まず、義の父である、イテロに、エジプトの兄弟たちがどうして

いるか調べるためにエジプトに戻る決意を告げた。ここで、モーセが神の 

壮大な物語のための召しのためであるということをイテロに伝えた記述は 

ない。モーセは、妻と息子たちを連れて、エジプトへ向かった。道中の宿

で、神がモーセに現れて、彼を殺すことを求められた！ 

 

4:24 さてモーセが途中で宿っている時、主は彼に会って彼を殺そうとされ

た。 4:25 その時チッポラは火打ち石の小刀を取って、その男の子の前の皮

を切り、それをモーセの足につけて言った、「あなたはまことに、わたし

にとって血の花婿です」。 4:26 そこで、主はモーセをゆるされた。この時

「血の花婿です」とチッポラが言ったのは割礼のゆえである。 

（４：２４－２６） 

 

モーセの妻チッポラが、息子の一人に割礼を受けさせることを拒んだ。 



モーセも彼女の望みを承認し、この重要なヤハウエとアブラハムの子孫との

間の「契約の印」に従わなかったに違いない（参照：創世記１７：９－ 

１４）。モーセは、妻の欲望を神の指示よりも優先させたのである。 

チッポラが怒りを覚えながら割礼を息子に与えた時、神の懲罰の手がモーセ

によって下された。しかし、結婚生活の中で霊的事柄の上の裂け目が、起こ

ろうとしていたことは明確であった。 

 

頻繁に、他の人間関係が、神との関係の邪魔をしてしまうことがある。神の

目的や御心ではなく、他の誰かの目的や欲望に位置を合わせようとするとき

に起こる。だからこそ、イエスは、私たちの人生において、神との関係を 

絶対的な一番の関係として保たなくてはならないということを強調して教え

られた（マタイ１０：３７）。私たちの心の内が、神ご自身ではなく、他の

誰かによって大きな位置を占めている場合、神に従うことなど出来るわけが

ない。 

 

最終的調整段階の場面で、アロンがモーセに会うために、シナイ山にやって

来る。モーセは、弟に、神から二人に召された使命を語った。それから、 

二人はエジプトへ進み、そこでイスラエルの長老たちを呼び集めた。 

 

4:29 そこでモーセとアロンは行ってイスラエルの人々の長老たちをみな集

めた。 4:30 そしてアロンは主がモーセに語られた言葉を、ことごとく告げ

た。また彼は民の前でしるしを行ったので、 4:31 民は信じた。彼らは主が

イスラエルの人々を顧み、その苦しみを見られたのを聞き、伏して礼拝し

た。（４：２９－３１） 

 

 

パロの前の最初の出現： ５：１－２３ 

 

モーセとアロンは、パロの前に、珠数繋ぎのに災害が起こる前に、二度、 

警告のために、現れた。どちらも、イスラエルの民を手放すことによって、

神の命令に応答するチャンスをパロにお与えになったのである。モーセと 

アロンの最初の取り組みは、パロの断固とした拒絶で終わった。実際、パロ

は、そのことをきっかけに、へブル人に対す労働を益々過酷にした。そのた

めに、へブル人は、モーセとアロンの働きのために、状況は悪化している

と、彼らを責めた。 

 

5:21 彼らに言った、「主があなたがたをごらんになって、さばかれますよ

うに。あなたがたは、わたしたちをパロとその家来たちにきらわせ、つる

ぎを彼らの手に渡して、殺させようとしておられるのです」。 

（５：２１） 

 

戸惑ったモーセは神に状況を訴えた： 

 

5:22 モーセは主のもとに帰って言った、「主よ、あなたは、なぜこの民を

ひどい目にあわされるのですか。なんのためにわたしをつかわされたので

すか。 5:23 わたしがパロのもとに行って、あなたの名によって語ってから

このかた、彼はこの民をひどい目にあわせるばかりです。また、あなた

は、すこしもあなたの民を救おうとなさいません」。（５：２２，２３） 

 

いく度、神の方法が私たちにとって不公平で冷淡に感じられたことでしょ

う。真実は、神は、決して不公平で冷淡であられるのではない；むしろ、神

は、私たちに理解することは不可能な方法で働いてくださっている。クリス

チャンを成熟させるための偉大なステップは、前方にみえる道が曲がりくね

って、まるで一人で歩いているように思える時であっても、神を信頼するこ

とが出来るようになるということである。 

 

 

神の御心がモーセに再表示される： ６：１－３０ 

 

神は、「偉大なる御手」によって、イスラエルの民をエジプトから救出され

るというご意志を力強く再表明された。神は、ここで二度、アブラハム、 

イサク、とヤコブと結ばれた約束を指された（６：３，８）。モーセは、再

びイスラエルの民の長老たちのところへ行ったが、彼らは、「彼らの落胆と 

激しい労役のために」聞こうとしなかった（６：９）。この時点で、神は、

非常に消極的になっていたモーセに、断固とした突撃突進の合図をお与えに

なった。 

 

6:13 しかし、主はモーセとアロンに語って、イスラエルの人々と、エジプ

ト王、パロのもとに行かせ、イスラエルの人々をエジプトの地から導き出

せと命じられた。（６：１３） 

 

この時点から先、引き返し不可能であった。モーセとアロンが何を経験し、

何を感じようが、主は、イスラエルの民を救出され、その達成のために、 



兄弟たちを用いられるのであった。６章は、モーセとアロンの系図をもって

閉じる。 

 

 

パロの前の二度目の出現： ７：１－１３ 

 

神の命令で、モーセとアロンは、イスラエルの民の解放を厳しく要求するた

めに、パロの前に二度目に現れた。この出現の際は、災害は下さなかった；

その代りに、奇跡をもって証明した。モーセとアロンの年齢が記されてい

る。 

 

彼らがパロと語った時、モーセは八十歳、アロンは八十三歳であった。

（７：７） 

 

ここで、モーセとアロンの年齢が記されているということには、深い意味が

ある。二人の男が、神によって召された偉大な使命の正式な開始を知らせる

合図である。現代用語：「ゲーム開始！」 

 

モーセの奇跡による証明 － 彼の杖が蛇となり － エジプトの魔術師に

よって、繰り返された。従って、パロは、イスラエルの民を解放するという

彼らの要求に応えることを拒否した。 

 

神による、「パロの心の硬化」に関連して：出エジプト記の物語の全体を通

して、神は、いくつもの懲罰的方法によって、パロがモーセとアロンの言う

ことを聞かないようにするために、彼の心を硬化されて来られたということ

が明確である。例えば： 

 

7:2 あなたはわたしが命じることを、ことごとく彼に告げなければならな

い。そしてあなたの兄弟アロンはパロに告げて、イスラエルの人々をその

国から去らせるようにさせなければならない。 7:3 しかし、わたしはパロの

心をかたくなにするので、わたしのしるしと不思議をエジプトの国に多く

行っても、 7:4 パロはあなたがたの言うことを聞かないであろう。それでわ

たしは手をエジプトの上に加え、大いなるさばきをくだして、わたしの軍

団、わたしの民イスラエルの人々を、エジプトの国から導き出すであろ

う。 7:5 わたしが手をエジプトの上にさし伸べて、イスラエルの人々を彼ら

のうちから導き出す時、エジプトびとはわたしが主であることを知るよう

になるであろう」。（７：２－５） 

神がパロに対して取られた方法の二通りの観察が、私たちの理解を助けてく

れる： 

 

１）パロの場合、神は「柔軟な」心を「かたくな」にされたのではない。神

は、パロの硬化した心が、どれ程堅いかを確認されたのである。神ご自身

が、パロの頑固な心の欠陥を見極められた：「パロの心は強情で、民を行か

せることを拒んでいる。」（７：１４）。従って、神のパロに対する律法的

鍛錬なアクションは、パロ自身の心の硬化の対応であるということを理解し

なければならない。 

 

２）神のより幅広い目的を見逃してはならない。パロの強情さ、悔い改めな

い心、のお陰で、神は、偉大な御手を用いて、イスラエルの民をエジプトの

奴隷から解放されたのである。従って、「エジプトは、わたしが主であるこ

とを知るようになる。」（７：５）。神の究極の目的は、イスラエルの民を

用いて、神ご自身の承認を世に生み出されることであった。下記に説明を加

えるが、実際、出エジプト記のやり方は、エジプトの神々の神殿を直接的な

打撃を与えるものであった。ヤハウエの目的は、慈悲深いものであった。 

神は、エジプトの全国民が唯一の真の神に目を向けるように招かれたのであ

る。パロの強情な心は、より大きな目的を達成するための手段に過ぎなかっ

た。 

 

十の災害： ７：１４－１２：３２ 

 

災害１ － ナイル川の水が血に変わる： ７：１４－２５ 

 

アピスとイシスは、偉大なナイル川の神と女神として崇められており、エジ

プトの経済の生命線であった。ナイル川を血に変えてしまうということは、

エジプトの経済全体を閉鎖してしまう大事態である。このようにして、これ

らの神々にエジプトを維持し、保護させるよう挑戦したのである。エジプト

の魔術師たちは、今回も、ある程度まで、この奇跡を複製することができた

ので、パロに、モーセ、アロン、と彼らの「神」を却下する別の口実を与え

た。 

 

災害２ － カエルの異常発生： ８：１－１５ 

 

へケトは、カエルの頭をした不妊治療と出産の女神であった。エジプト人

は、この女神が、地のちりから造られた夫、神クヌムの体の中に命の息を吹



き込むということを信じていた。カエルはエジプトでは神聖であったので、

殺してはいけなかった。モーセの指令によって大量のカエルが死んだとき、

死がいを山また山と積み上げたので土地一帯、悪臭が漂った。 

 

災害３ － ブヨの異常発生： ８：１６－１９ 

 

セト（または、セス）は、嵐と砂漠の神として崇められていた。ここに砂漠

のほこりが、恐ろしいブヨ（おそらくシラミ）に変えられ、人間と獣を覆っ

た。この災害は、エジプトの魔術師には、ここから先の奇跡の復元は何とし

ても不可能であったため、彼らにとってのターニングポイント（転機）とな

った。神の御手によって下された災害を目撃したにもかかわらず： 

 

そこで、呪法師たちは、パロに、「これは神の指です」と言った。しかし

パロの心はかたくなになり、彼らの言うことを聞き入れなかった。主の言

われたとおりである。（８：１９） 

 

災害４ － あぶの異常発生： ８：２０－３２ 

 

エジプトの神、ラーとウァジェトは、どちらも、アブの大群のエジプト侵略

が描写されたものであった。神は、アブの大群がゴシェンの土地に侵入しな

いように、神の民とエジプトの民を区別された。次の聖句の言い回しにも 

注目しましょう：「しかし、パロはこの時も強情になり、民を行かせなかっ

た。」（８：３２） 

 

災害５ － 疫病による家畜の死： ９：１－７ 

 

エジプトの神々である、ハトホルとアピスは、どちらも牛を描かれたもので

あった。再び、神は、この災害からご自分の民を保護された。パロは、代表

を偵察に送り出し、イスラエルの民もエジプトの民と同様に苦しめられてい

るかどうか調べさせた（９：７）。 

 

災害６ － 膿を出す腫物を流行らせる： ９：８－１２ 

 

セクメト、スヌン、とイシスは、健康と病の神々として崇められていた。エ

ジプトの神々もその代表者たちにも、この災害に立ち向かうことはできなか

った。 

9:11 魔術師らは、はれもののためにモーセの前に立つことができなかっ

た。はれものが呪法師らと、すべてのエジプトびとに生じたからである。

（９：１１） 

 

最終災害の前のパロへの警告： ９：１３－２１ 

 

最初の６つの災害は深刻であった。一方、残りの災害は、致命的であった。

従って、モーセは、最終の災害の前に、神からの特別な警告を伝えるために

再び、パロのところへ送られた： 

 

9:13 主はまたモーセに言われた、「朝早く起き、パロの前に立って、彼に

言いなさい、『ヘブルびとの神、主はこう仰せられる、「わたしの民を去

らせて、わたしに仕えさせなさい。 9:14 わたしは、こんどは、もろもろの

災を、あなたと、あなたの家来と、あなたの民にくだし、わたしに並ぶも

のが全地にないことを知らせるであろう。 9:15 わたしがもし、手をさし伸

べ、疫病をもって、あなたと、あなたの民を打っていたならば、あなたは

地から断ち滅ぼされていたであろう。 9:16 しかし、わたしがあなたをなが

らえさせたのは、あなたにわたしの力を見させるため、そして、わたしの

名が全地に宣べ伝えられるためにほかならない。 9:17 それに、あなたはな

お、わたしの民にむかって、おのれを高くし、彼らを去らせようとしな

い。（９：１３－１７） 

 

神は哀れみによって、パロの残った作物や家畜を次の災害の前に非難させる

ように指示された。パロの召使いの何人かは、神のことばを恐れて、彼らの

召使いと家畜を非難させた；非難しなかった者も何人かいた。 

 

9:18 ゆえに、あすの今ごろ、わたしは恐ろしく大きな雹を降らせるであろ

う。それはエジプトの国が始まった日から今まで、かつてなかったほどの

ものである。 9:19 それゆえ、いま、人をやって、あなたの家畜と、あなた

が野にもっているすべてのものを、のがれさせなさい。人も獣も、すべて

野にあって家に帰らないものは降る雹に打たれて死ぬであろう」と』」。

（９：１８，１９） 

 

災害７ － 雹（ひょう）で畑の作物を全滅させる： ９：２２－３５ 

 

ヌトは天空の女神であった。オシリスは作物の神、そしてセトは嵐の神であ

った。再度、イスラエルの民が住んでいたゴシェンの土地には、雹の嵐は触



れもしなかった。今回は、パロも、自分の強情さを悔い改めたように見られ

た： 

 

9:27 そこで、パロは人をつかわし、モーセとアロンを召して言った、 

「わたしはこんどは罪を犯した。主は正しく、わたしと、わたしの民は悪

い。 9:28 主に祈願してください。この雷と雹はもうじゅうぶんです。わた

しはあなたがたを去らせます。もはやとどまらなくてもよろしい」。 

（９：２７，２８） 

 

ところが、嵐が止むと、パロは再びかたくなになった。パロの有罪が強調さ

れているところと言葉使いに注目しましょう： 

 

9:34 ところがパロは雨と雹と雷がやんだのを見て、またも罪を犯し、心を

かたくなにした。彼も家来も、そうであった。 9:35 すなわちパロは心をか

たくなにし、主がモーセによって語られたように、イスラエルの人々を去

らせなかった。（９：３４，３５） 

 

災害８－ イナゴの異常発生： １０：１－２０ 

 

イナゴの異常発生の前に、パロの召使いたちは、パロにイスラエルの民を 

解放するよう申し立てた。しかしパロは、彼らの助言をも拒んだ。再度、 

イナゴのの異常発生の災害においても、エジプトの神々であるはずのヌト、

セト、オシリスは、無力な保護神であったということが明らかにされた。 

 

災害９ － 三日間、エジプトを暗闇にする： １０：２１－２９ 

 

太陽の神ラーとその守護神セトは、どちらも三日間、完全な闇によって覆わ

れた災いによって敗北が証明された。エジプト全土が闇に包まれてしまった

にも関わらず、イスラエルの民の家の中には光があった。 

 

 

災害１０ － 初子の皆殺し/ 過ぎ越しの祭：１１：１－１２：３２ 

 

イシスは、子供たちの守護神として崇められていた；しかし、エジプト人の

崇拝するどの神々にも女神たちにも、ヤハウエの最期の審判に立ち向かうこ

とはできなかった。 

 

12:12 その夜わたしはエジプトの国を巡って、エジプトの国におる人と獣と

の、すべてのういごを打ち、またエジプトのすべての神々に審判を行うで

あろう。わたしは主である。（１２，１２） 

 

他の災害とは異なり、この最後の審判である災いの影響は、神のことばへの

信仰を実践に用いない限り、イスラエルの民にまでも、及ぶということを神

は警告された。各世帯は、傷の無い子羊を生贄として捧げ、その血を玄関の

ドアの上と両サイドに塗らなければならない。真夜中に、死の天使がエジプ

ト全土に出て行かれ、子羊の血によって覆われている扉の内にいる者たちを

除いては、人と家畜の、すべての初子を打たれる。死の天使は、子羊の血に

よって覆われた家々を「過ぎ越される」のである。イスラエルの民は、その

生贄の子羊の肉と一緒に、種無しパン（急ぎのパン－１２：１１）を用意

し、服を着て、過ぎ越しの夜に迅速に移動する準備が整った状態を象徴し

た。 

 

１２章の大部分（１－２８節）は、来世代に、過越を記憶させることを目的

に、神の細かい指示に焦点を当てている。７日間に及び、「過ぎ越しの祭」

で最高潮に達する「種無しパンだけをいただく祝い」は、イスラエルの民の

宗教生活の中で毎年恒例の重要な祝いの一つとなった。イエスが弟子たち

と、最後の晩餐を祝われたのは、この過ぎ越しの祭の期間であり、この世の

全ての罪の代償犠牲として神ご自身を十字架上に捧げられたのである。（こ

のセクションの後の過ぎ越しの祭に関する追加ノートを参照ください。） 

 

新約聖書は、「私たちの過ぎ越しの子羊キリストが、すでにほふられたから

です。 」（コリントへの手紙第一５：７）。子羊となってくださった神ご

自身が流してくださった血が、有罪な罪人の心に塗られたことによって、 

最期の審判が下される状態にあった私たちを過ぎ越してくださったのであ

る。こういうわけで、今は、キリスト・イエスにある者が罪に定められるこ

とは決してありません。（ローマ人への手紙８：１） 

 

 

エジプト脱出： １２：３３－４１ 

 

４３０年間のエジプトでの監禁の後、イスラエルの民は、ようやく過ぎ越し

の祭の夜にたどり着いた。これは旧約聖書の歴史上決定的瞬間である。アブ

ラハムへの約束がようやく実現し始めている。この新たに形成したばかりの

イスラエル国民の男性の数は、６０万人であった。また、イスラエル人の 



総数は約 200 万人であった。繰り返し、ここで、この出来事は永遠に忘れ

られない夜であったという事実が強調されている。 

 

12:41 四百三十年の終りとなって、ちょうどその日に、主の全軍はエジプト

の国を出た。 12:42 これは彼らをエジプトの国から導き出すために主が寝ず

の番をされた夜であった。ゆえにこの夜、すべてのイスラエルの人々は

代々、主のために寝ずの番をしなければならない。（１２：４１，４２） 

 

 

初子の奉献： １３：１－１６ 

 

神が、イスラエルの民の初子を免除してくださったので、それらは、神に属

するということになる。従って、神は、イスラエルの民がカナンの地に入っ

たら、全ての人間の初子の男の子を「買い戻す」（供え物をもって）という

ことと、すべての家畜の初子の雄を神に捧げるように指示された。 

 

 

主が、イスラエルの民を紅海へと導かれる：１３：１７－１４：１２ 

 

13:21 主は彼らの前に行かれ、昼は雲の柱をもって彼らを導き、夜は火の柱

をもって彼らを照し、昼も夜も彼らを進み行かせられた。 13:22 昼は雲の

柱、夜は火の柱が、民の前から離れなかった。（１３：２１，２２） 

 

エジプト脱出の経路は見事であった。神には、イスラエルの民を、隊商の経

路と同様、東へ直進させ、直接カナンの土地に導かれることが出来たはずで

ある。しかし、そうではなく、南へ下り紅海に面するミグドルへ向かう経路

へと導かれた。それは、パロの心のかたくなさに対する最終の審判を下され

るための神のご計画であったとともに、もう一つ、この先続くイスラエルの

民の旅の道中で、彼らが神への信頼を高めるための、驚くべき理由をお与え

になるためであった。 

 

14:4 わたしがパロの心をかたくなにするから、パロは彼らのあとを追うで

あろう。わたしはパロとそのすべての軍勢を破って誉を得、エジプトびと

にわたしが主であることを知らせるであろう」。彼らはそのようにした。

（１４：４） 

 

 

時に神は、私たちの人生の中で、異常に大きな方法を用いてお現われになる

ために、わざわざ私たちを「困難な方向」へと導かれることがある！神の力

は、弱さの内に完全に現れるからである（コリント人への手紙第二１２：９）。 

 

 

 
 

 

イスラエルの民,、紅海を渡る： １４：１３－３１ 

 

追ってきたパロの全軍勢は、イスラエルの民を紅海を前に追い詰めた。 

あるいは、そのように彼らには思われた。モーセが、神の杖を上げたとき、

紅海は真っ二つに裂けて、イスラエルの民は、「海の真ん中の渇いた地を進

み渡った」。しかしながら、パロが彼の軍隊に後悔の真ん中を追わせたと

き、神は、真っ二つに分けられた水を元に戻され、彼らを覆い、軍隊は全滅

した。その結果、イスラエルの民は、神とモーセに対する態度を改めた： 

 



14:30 このように、主はこの日イスラエルをエジプトびとの手から救われ

た。イスラエルはエジプトびとが海べに死んでいるのを見た。 14:31 イスラ

エルはまた、主がエジプトびとに行われた大いなるみわざを見た。それで

民は主を恐れ、主とそのしもべモーセとを信じた。（１４：３０，３１） 

 

 

モーセの歌： １５：１－２１ 

 

15:1 そこでモーセとイスラエルの人々は、この歌を主にむかって歌った。

彼らは歌って言った、「主にむかってわたしは歌おう、彼は輝かしくも 

勝ちを得られた、彼は馬と乗り手を海に投げ込まれた。15:2 主はわたしの

力また歌、わたしの救となられた、彼こそわたしの神、わたしは彼をたた

える、彼はわたしの父の神、わたしは彼をあがめる。15:3 主はいくさび

と、その名は主。（１：１－３） 

 

15:20 そのとき、アロンの姉、女預言者ミリアムはタンバリンを手に取り、

女たちも皆タンバリンを取って、踊りながら、そのあとに従って出てき

た。 15:21 そこでミリアムは彼らに和して歌った、「主にむかって歌え、 

彼は輝かしくも勝ちを得られた、彼は馬と乗り手を海に投げ込まれた」。

（１５：２０－２１） 

 

悲しいことに、モーセの妻、チッポラは、神の命令に従わない不本意さが 

原因で、この聖書の中の歴史上最大の出来事の一つであった、偉大なる宣教

の重要人物である夫のパートナーとして目撃することが出来た機会を逃して

しまった。以前起こった、割礼（４：２４ｆ）のゆえに対立した一件以来、 

彼女は、里に送り返されていたからである。チッポラは、再び、出エジプト

記１８：２－６で、義理の父親が、彼女と二人の息子をモーセの元へ連れて

来るときに登場する。 

 

 

イスラエルの民のシナイ山へ移動： ５：２２－１８：２７ 

 

エジプト脱出後、神は、イスラエルの民を神と彼らの間に正式な契約を結ば

れる場所である、シナイ山へと導き始められた。二か月が過ぎた頃、イスラ

エルの民の約束された土地に到着するまでの道のりは、予想以上に長く困難

なものになりそうな、最初の兆候を彼らが生み出す。三つの主要なテーマが

ここから挙げられる。 

－イスラエル人の永続的な不平 

 

感動のエジプト脱出後、わずか２か月しかたたないうちに、イスラエルの民

は、常に頑固で恩知らずな心をさらけ出し始めた。どれくらいの頻度で、神

に対して不平を言ったかに注目しましょう： 

 

15:23 彼らはメラに着いたが、メラの水は苦くて飲むことができなかった。

それで、その所の名はメラと呼ばれた。 15:24 ときに、民はモーセにつぶや

いて言った、「わたしたちは何を飲むのですか」。（１５：２３，２４） 

 

16:1 イスラエルの人々の全会衆はエリムを出発し、エジプトの地を出て 

二か月目の十五日に、エリムとシナイとの間にあるシンの荒野にきたが、 

16:2 その荒野でイスラエルの人々の全会衆は、モーセとアロンにつぶやい

た。 16:3 イスラエルの人々は彼らに言った、「われわれはエジプトの地

で、肉のなべのかたわらに座し、飽きるほどパンを食べていた時に、主の

手にかかって死んでいたら良かった。あなたがたは、われわれをこの荒野

に導き出して、全会衆を餓死させようとしている」。（１６：１－３） 

 

17:1 イスラエルの人々の全会衆は、主の命に従って、シンの荒野を出発

し、旅路を重ねて、レピデムに宿営したが、そこには民の飲む水がなかっ

た。 17:2 それで、民はモーセと争って言った、「わたしたちに飲む水をく

ださい」。モーセは彼らに言った、「あなたがたはなぜわたしと争うの

か、なぜ主を試みるのか」。 17:3 民はその所で水にかわき、モーセにつぶ

やいて言った、「あなたはなぜわたしたちをエジプトから導き出して、 

わたしたちを、子供や家畜と一緒に、かわきによって死なせようとするの

ですか」。（１７：１－３） 

 

 

イスラエルの民の絶えない不平不満は、神を不愉快にさせる行動へと発展

し、最終的には、神が、彼らに対すして裁かれるまでに発展ししまった。 

結局、イスラエルの民には、神のご性質への信頼が欠けていたために、 

40 年間、全員が死に至るまでの間、荒野でさまよった。（参照：民数記 

１４：２２，２３で、「１０度も」神を試みて、神の声に聞き従わなかった

ということが記されている）。 

 

 

 



－神による継続的支給 

 

イスラエルの民の絶えない不平にもかかわらず、神は継続的に、忠実に、神

の民を養われた。最も著しいのは、日々、天からパン（マナ）を降らせられ

たということである。 

 

16:4 そのとき主はモーセに言われた、「見よ、わたしはあなたがたのため

に、天からパンを降らせよう。民は出て日々の分を日ごとに集めなければ

ならない。こうして彼らがわたしの律法に従うかどうかを試みよう。 16:5

六日目には、彼らが取り入れたものを調理すると、それは日ごとに集める

ものの二倍あるであろう」。（１６：４、５） 

 

16:31 イスラエルの家はその物の名をマナと呼んだ。それはコエンドロの実

のようで白く、その味は蜜を入れたせんべいのようであった。 16:32 モーセ

は言った、「主の命じられることはこうである、『それを一オメルあなた

がたの子孫のためにたくわえておきなさい。それはわたしが、あなたがた

をエジプトの地から導き出した時、荒野であなたがたに食べさせたパンを

彼らに見させるためである』と」。 16:33 そしてモーセはアロンに言った

「一つのつぼを取り、マナ一オメルをその中に入れ、それを主の前に置い

て、子孫のためにたくわえなさい」。 16:34 そこで主がモーセに命じられた

ように、アロンはそれをあかしの箱の前に置いてたくわえた。 16:35 イスラ

エルの人々は人の住む地に着くまで四十年の間マナを食べた。すなわち、

彼らはカナンの地の境に至るまでマナを食べた。（１６：３１－３５） 

 

最後の句に「４０年」と記されているところに注目しましょう。これは読者

が、直ちに物語の中から抜け出して、壮大な物語を見ることができるように

配慮された編集上の技である。40 年の放浪である裁きは、実際、 民数記

１４：２２，２３まで起こらない。しかし、私たちには、この即時の出来事

が壮大な物語に繋がるということを知ることが出来る。 

 

イエスは、ご自分を天から与えられたマナであると例えられた。そこで 

イエスは彼らに言われた、「よくよく言っておく。天からのパンをあなた

がたに与えたのは、モーセではない。天からのまことのパンをあなたがた

に与えるのは、わたしの父なのである。 神のパンは、天から下ってきて、

この世に命を与えるものである」。 彼らはイエスに言った、「主よ、その

パンをいつもわたしたちに下さい」。 イエスは彼らに言われた、「わたし

が命のパンである。わたしに来る者は決して飢えることがなく、わたしを

信じる者は決してかわくことがない。（ヨハネの福音書６：３２－３５） 

 

 

－モーセの試練・神の強さ 

 

これらの一時的な数々の出来事を通して、モーセにとって、如何に神の民を

誘導することが困難であったかが見え始めている。モーセは彼らのかたくな

な心に苦労させられ、時には、彼に与えられているリーダーシップの責任の

重さにうんざりすることもあった。 

 

17:4 このときモーセは主に叫んで言った、「わたしはこの民をどうすれば

よいのでしょう。彼らは、今にも、わたしを石で打ち殺そうとしていま

す」。（１７：４） 

 

イスラエル国家としての最初の闘いでは、戦場で戦う間、すべてがモーセが

杖を上げたことに依存した。しかし、彼の腕は弱く重くなってしまった： 

 

17:11 モーセが手を上げているとイスラエルは勝ち、手を下げるとアマレク

が勝った。 17:12 しかしモーセの手が重くなったので、アロンとホルが石を

取って、モーセの足もとに置くと、彼はその上に座した。そしてひとりは

こちらに、ひとりはあちらにいて、モーセの手をささえたので、彼の手は

日没までさがらなかった。 17:13 ヨシュアは、つるぎにかけてアマレクと 

その民を打ち敗った。（１７：１１－１３） 

 

モーセが、日々腰を下ろし、ィスラエルの民の争いについて瞑想する時、彼

はくたくたに疲れ果てた。義理の父親のエテロは、モーセの負担を７０人の

忠実な男たちに分担させるよう助けた。 

 

18:13 あくる日モーセは座して民をさばいたが、民は朝から晩まで、モーセ

のまわりに立っていた。 18:14 モーセのしゅうとは、彼がすべて民にしてい

ることを見て、言った、「あなたが民にしているこのことはなんですか。

あなたひとりが座し、民はみな朝から晩まで、あなたのまわりに立ってい

るのはなぜですか」。 18:15 モーセはしゅうとに言った、「民が神に伺おう

として、わたしの所に来るからです。 18:16 彼らは事があれば、わたしの所

にきます。わたしは相互の間をさばいて、神の定めと判決を知らせるので

す」。 18:17 モーセのしゅうとは彼に言った、「あなたのしていることは良



くない。 18:18 あなたも、あなたと一緒にいるこの民も、必ず疲れ果てるで

あろう。このことはあなたに重過ぎるから、ひとりですることができな

い。（１８：１３－１８） 

 

再度繰り返しになるが、これらの出来事は、ただの出来事ではない；それら

は、より大きな物語の中で何が起こるかの手がかりである。ある危機的瞬間

に、頑固な群れを誘導するモーセの絶えない苦労は、彼の忍耐を失なわせ、 

神から目をそらせてしまった（民数記２０：２－１３）。モーセのような神

の偉大な男であっても、一度神に逆らってしまったことによって、砂漠の中

で死を迎える結果へと繋がってしまった。しかし、物語の始めの部分では、

モーセの致命的な罪が、彼を、常に反抗的な民たちの羊飼いとなる負担に直

結したようなことをそれとなく教えている。 

 

リーダーの任務に召されたとき、自己管理が非常に重要となる。自分の弱さ

や、他の人たちの罪が、自分自身に失望を招き、罪へと導いてしまう。神へ

の献身の火の維持を怠ってしまったとき、自分自身を転落の道へと位置付け

てしまうことになる。そして、転倒は、警告なしに一瞬で起こる可能性があ

る。モーセは、あの運命的な日に、「今日、神に逆らおう」と考えながら、

朝、目を覚ましたたわけでは、決してない。ある瞬間のプレッシャーで、肉

に支配されてしまい・・・イスラエルの民を約束された土地に誘導するとい

う、モーセが長い人生、見続けてきた夢が、はかなく消滅してしまった。 

 

 

補足： 過ぎ越しの祭 

 

（1984年、フィリピンにおいて、私の同僚であった、ポール・タナーの記述を引

用） 

 

過ぎ越しの祭の設定は、エジプトの上に発生する１０番目の災害であった。

信仰によって、神の指示通りの必要な儀式が受け入れられ正確に実行された

場合を除いては、イスラエルの民も含めて、エジプト全土で生まれる全ての

初子に死刑判決が下されるという災いであった。国民としてのイスラエル

は、贖われていた・・・地上での奴隷状態から、神の民となるために救出さ

れた。過ぎ越しの祭という出来事は、彼らが救われるための、神の主要な 

手順であった。過ぎ越しの祭は、今日の私たちの贖いの縮図でもある。罪と

サタンの囚われの身であった私たちが、奴隷から解放され、神ご自身に所属

する者となるために、イエス・キリストの流された血によって買い戻してく

ださったのである。過ぎ越しの祭の供え物の羊は、キリストの縮図であり、

私たちの身代わとなって受けてくださった彼の苦しみ；神が、私たちの贖い

のために支払ってくださった代価である。 

 

 

子羊の殺害（出エジプト記２：１－７） 

 

おのおの、その父の家ごとに小羊を取らなければならない。すなわち、一家

族に小羊一頭を取らなければならない。小羊は傷のないもので、一歳の雄で

なければならない。この厳格な必要条件は、聖い完璧な神に受け入れられる

に値するための犠牲代替の必要性を反映している。勿論、どの動物の供え物

もそれらの必要条件を完全に満たしたものは無かった；いつか、神ご自身が

用意してくださる完全な供え物を待ち望んでおられたに過ぎなかった － 

罪のない神の御子。バプテスマのヨハネがイエスを見た時に言った言葉：

「見よ。世の罪を取り除く神の子羊」（ヨハネの福音書１：２９，３６）。 

 

イスラエルの全会衆は、夕暮れに子羊を殺そうとした。パリサイ派ユダヤ教

の正統派の信心深さは、太陽の熱が下がる午後の時間（午後３－４時）と 

日没の間の意味を理解していた。ヨセフス（当時のユダヤ人歴史家）の記述

によると、当時は、供えものと羊を午後３時頃捧げるのが日常の習慣であっ

た。イエスが過越の際に十字架につけられたことは、単なる偶然ではない。

新約聖書も、イエスが十字架上で死を迎えた時刻は、午後３時頃から６時ご

ろの間であったということを記している。 

 

出エジプト記は、供え物の羊の骨がおられることがあってはならないという

ことを指示している。ローマー兵は、イエスのところに来ると、イエスがす

でに死んでおられるのを認めたので、そのすねを折らなかった（ヨハネ 

１９：３３）。イスラエルの全会衆が、犠牲の儀式に参加し、またその供え

物の食事にも参加するように定められていたということは、子羊の死の全責

任を共有しているという事実を反映している。同様に、私たち、全ての人間

は、神の子羊であられるキリストの死の責任を共有している。私の罪とあな

たの罪のために、イエスは十字架にかけられたのである。 

 

過ぎ越しの祭で、玄関張りの上と両脇に塗らなくてはならなかった、供え物

の子羊の血は、信仰を現すために欠かすことが出来ない行為であった。この

光景が描いていることは、神の厳しい裁きから、家を守ることと引き換え

に、神が、支払ってくださった代価を象徴し、また、神による慈悲深い救い



の糧に授かるための世帯による受け入れを意味するものであった。同様に、

私たちにも、信仰をもって、イエスの十字架上での私たちの罪のための犠牲

の死を受け入れる責任がある。このようにして、私たちは、象徴的に、イエ

スの血を心の扉にちりばめ、私たちの罪を神に「過ぎ越して」いただくよう

願っているのである。「あなたがたのよく知っているとおり、あなたがた

が先祖伝来の空疎な生活からあがない出されたのは、銀や金のような朽ち

る物によったのではなく、きずも、しみもない小羊のようなキリストの尊

い血によったのである。」（第一ペテロ１：１８，１９）。 

 

 

子羊の夕食（出エジプト記１２：８－１３） 

 

過ぎ越しの祭の食事は、３つの部分から構成される： 

 

１．全焼の子羊。羊は、食べる前に火で焼かなくてはならなかった。頻繁

に、旧約聖書では、火は神の裁きを描写すために用いられ、ここの場合もま

さにその例が当てはまる。子羊は、人間の罪に対する神の裁きを意味した。 

 

２．種を入れないパン。種無しパンは、イスラエルの民の性急なエジプトか

らの出発を象徴した。新約聖書では、「パン種」と罪を関連付けることによ

って、更に思考を発展させている。私たちは信者として、「古い天国」（古

い生き方）から離れ、「私たちの過越の小羊でいらっしゃるキリスト」と新

たな方法で自分自身を位置合わせをしなければならない。 

 

5:6 あなたがたが誇っているのは、よろしくない。あなたがたは、少しのパ

ン種が粉のかたまり全体をふくらませることを、知らないのか。 5:7 新しい

粉のかたまりになるために、古いパン種を取り除きなさい。あなたがた

は、事実パン種のない者なのだから。わたしたちの過越の小羊である 

キリストは、すでにほふられたのだ。 5:8 ゆえに、わたしたちは、古いパン

種や、また悪意と邪悪とのパン種を用いずに、パン種のはいっていない 

純粋で真実なパンをもって、祭をしようではないか。（コリント人への 

手紙第一５：６－８） 

 

３．苦菜。苦いハーブは、イスラエルの長く苦しいエジプトによる奴隷状態

を覚えさせるものであった。同様に、私たち、クリスチャンは、決して苦い

罪に囚われていた時のこと忘れてはならない・・・また古い生き方を決して

振り返ってもいけない。 

 

服を着た状態で食事をいただかなければならなかったということにも意味が

含まれている。腰の帯を引き締め（すなわち、ジョギングウェアーを着た状

態で）、足に靴を履き、手に杖を持った状態で食事をいただかなくてはなら

なかった。要するに、神が、彼らのために備えられる人生に迅速に旅立つ準

備が整っている民でいなくてはならないという意味が含められていた。同様

に、イエスは、私たちに、ただ罪が赦された神の子となることを招いておら

れるのではなく；十字架を持ち上げ、いかなる犠牲をはらってもイエスに従

う、献身的な信仰者（使徒）となるように招いていらっしゃるのである。 

 

 

 

 

 

 

 


