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神は我らと共に 

パート１： 偉大なる祝福 

創世記－申命記 

第七メッセージ － 律法： 神、イスラエルの民と契約関係を結ばれる 

出エジプト１９－４０章 

 

はじめに 

 出エジプト記の前半では、神が大いなる御手により、イスラエルの民を 

エジプトから救出された経緯が詳しく説明されている。後半では、民と正式

な契約関係を結ばれ、彼らの間に宿られるまでの経緯が説明されている。神

のご計画は、イスラエル国家を祭司の王国とされ、彼らを通して世界中に神

を現されることであった。それは、神がアブラハムの子孫を世界中の国々た

めの大いなる祝福とされるという特定の約束を実現されたのである（創世記

１２：１－３）。出エジプト記の最期では、聖書全体を通してのテーマにあ

る「神が共におられる」ということを実証されるために、実際にイスラエル

の陣営の間に宿られた。 

律法：１９：１－２４：１８ 

神の律法を授かる準備 ： １９：１－２５ 

 イスラエルの人々は、エジプトの地を出て後三月目のその日に、シナイ

の荒野にはいった。すなわち彼らはレピデムを出立してシナイの荒野に入

り、荒野に宿営した。イスラエルはその所で山の前に宿営した。さて、 

モーセが神のもとに登ると、主は山から彼を呼んで言われた、「このよう

に、ヤコブの家に言い、イスラエルの人々に告げなさい、『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。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。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１９：１－６） 

 律法の前文に、全世界は神に属し、イスラエルは神を代表する祭司の王

国とされるご意向が述べられた。神は、全世界の人々を配慮して下さる中、

神の懸念を世に反映させるために、イスラエルの民という一民族をお選びに

なった。イスラエルの民は神のご計画に同意した： 

 民はみな共に答えて言った、「われわれは主が言われたことを、みな行

います」。モーセは民の言葉を主に告げた。 （出エジプト記１９：８） 

 モーセは、シナイ山に神が降りて来て下さるために、民の準備を整えた。 

 三日目の朝となって、かみなりと、いなずまと厚い雲とが、山の上にあ

り、ラッパの音が、はなはだ高く響いたので、宿営におる民はみな震え

た。 モーセが民を神に会わせるために、宿営から導き出したので、 

彼らは山のふもとに立った。 （出エジプト記１９：１６，１７） 

 神のご栄光が厚い雲の形となってシナイ山の山頂に下った。モーセだけ

が、山に下られた神に近付くことが許された。イスラエルの民には、山裾に

接近することも許されなかった。彼らには、まだ適切な方法で聖い神に接近

するために要する犠牲の制度が与えられていなかった。モーセは戻り、民に

シナイ山の山裾から規定された距離を保つよう警告した。 

十戒 ： ２０：１－１７ 

 イスラエルの民に与えられた戒めは、さらに広範囲に及んだ傍ら、十戒は 

その基盤であった。神は、これらを山頂から雷といなずまをもって麓に集ま

っていたモーセとイスラエルの民にお与えになった。モーセは、イスラエル

の民には神の威厳と権威に対するの健全な恐怖が必要であることを説明した

（出エジプト記２０：２０）。 

 最初の４つの戒めは、イスラエルの民とヤハウェとの関係を制御するもの

である。最初の４つの戒めに続く説明条項に注意しましょう： 「～しなさ

い。～であるから。」（vv.5, 7, 11）。これらの戒めは、イスラエルの民の

神であるヤハウェの具体的なご性質から生まれたものである。その中核は、

神であるヤハウェは、彼の支配下にある民の心がいかなるライバルに向かう

ことも許さないということである。神は、完全で純粋な献身に嫉妬をされ

る。偶像を放棄し、神の神聖な名前を仰ぎ見て、安息日の神聖を維持するこ



とこそが、ヤハウェへの献身が維持され、世界の前に表示されるための鍵で

あった。 

 続く６つの戒めは、お互いの関係を制御するものである。その他の古代近

東の法律にも見られるように、これらの戒めは古代世界では一般的であった

ことが観察されている（例：ハムラビ法典）。人間関係に関するこの類の法律

は、いつの時代も、どの社会においても、人間関係を保護するための基盤で

あった。 

 安息日の戒めは創世記から始まり、今日も継続している。したがって、週

に２４時間の休息である「安息日」を守るということは、ユダヤ人だけのた

めの規則ではなく、始めから神が全人類のために命じられたリズムであると

いうことがわかる。私たちが、情緒的、関係的、霊的、身体的に、燃料補給

が出来る様にとお気遣い下さった神が、この休息の日を与えて下さった。 

また、十戒の中でも安息日の戒めの説明が一番長いことにも注意しましょ

う。おそらく、私たちが限りなく働くことによって得られる生産性を重視し

てしまい、休息の必要性を無視する傾向がある人類の性質を神は良くご存知

であるからでしょう。むしろ、私たちの最高の生産性は、しっかり休息日を

とり、その間、神への依存を熟考し、仕事のリズムを見直すことによって与

えられる。あなたは安息日を取っておられますか？ 

奴隷に関する法律： ２１：１－１１ 

 律法によって、奴隷と主人の両方が保護された。一人の主人に自ら望んで 

永続的に仕える奴隷となるための手順に注意しましょう（「ボンド・スレイ

ヴ」、２１；５，６）。新約聖書において、パウロは、主であるイエスに生涯

献身的に仕える意思を表明するために「ボンド・スレイヴ」と言う表現を用

いている。 

個人的傷害に関する法律： ２１：１２－３６ 

 故意（又はそうでない）の犯罪の問題がここで扱われている。同害刑法の原

理が記載されている（２１：２３，２４）。罰は被害に見合ったものである必

要がある。個人負債を伴う状況の例が与えられている。（２１：２８－３６） 

 

財産に関する律法： ２２： １－１５ 

 すべての財産は、人の利益と神の栄光のために管理されるべく、神からの

贈り物である。同時に、私有財産の所有権は、イスラエルに対する神のご計

画に沿う根本的側面であり、財産を保存する権利とコミュニティの他者によ

る不正行為から保護する権利をも与えられている。財産の盗難、紛失または 

破損した場合の報いのために律法は与えられた。 

様々な他の律法： ２２：１６－２３：９ 

 律法は、イスラエルの民を周囲の異教徒から区別し、何らかの方法で、神

聖と人間の尊厳を反映させるために与えられた。虐げられたものを苦しめる

ことに対する警告も記されている（２２：２１－２７）。神の願いは、そのよ

うな者たちを保護されることである。正義を維持するために大きな着目が置

かれている。贈賄、不公平、偽の証言はすべて禁じられている。友達にだけ

ではなく、敵にも親切にしなさいという教えは（２３：４，５）、山上の 

説教でのイエスのみことばを思い起こさせる（マタイの福音書５：４３－ 

４８）。見知らぬ人や在留異国人にも親切にしなさいという教えは（２２： 

２１、２３：９）エジプトの地で、かつてイスラエルの民自身が在留異国人

であった過去の鋭敏な自己認識を反映している。 

安息日に関する律法： ２３：１０－１３ 

 人類は、週に一度の安息日に休息するだけでなく、イスラエルの土地には

は、かつて 7 年毎に安息年を祝っていた。 

 あなたは六年のあいだ、地に種をまき、その産物を取り入れることがで

きる。しかし、七年目には、これを休ませて、耕さずに置かなければなら

ない。そうすれば、あなたの民の貧しい者がこれを食べ、その残りは野の

獣が食べることができる。あなたのぶどう畑も、オリブ畑も同様にしなけ

ればならない。（出エジプト記２３：１０－１３） 

 後に、イスラエルが７０年間（紀元前５８６年）のバビロン捕囚に入った際

に、神は、その理由が、７年ごとの安息年を４９０年以上もの間、守らなか

ったからであることを宣言された。従って、その土地において、イスラエル

の長期の不服従を補うために７０年間の安息年が与えられた（参照：エレミ

ヤ書２９：１０、歴代誌第二３６：２１、レビ記２６：３４，３５，４３）。 

年に三度の祭りに関する法律： ２３：１４－１９ 

 レビ記には、国家の祝宴に関するより広範囲の詳細が記載されている。 

ここでは、１）種無しパンの祝宴（過ぎ越しの祭も含む）、２）ペンテコステ

（五旬節）の祝宴（過ぎ越しの祝いの５０日後に起きたので、祝い、または刈り入

れの祝宴とも呼ばれている）また、３）幕屋の祝宴（または収穫の祝宴とも呼ば



れる。）についてそれぞれ簡単に触れられている。全国の祭りは、国全体を

呼び出し、神であるヤハウェへの献身、および依存を祝うことが目的とされ

ていた。これらの集まりはまた、シナイ山において、ヤハウェである神が

人々に与えられた契約に対する人々の誓いを更新するのためにも役立つ。 

イスラエルを約束の土地へ導かれるという神の約束： ２３：２０－３３ 

 律法の部分は、神の先導によって勝利を得て、カナン人を追い出し、約束

の地にイスラエルを導かれるという神の約束で終わる。しかし、神がイスラ

エルのために闘って下さるという約束は、イスラエルの民が誓約にどれだけ

従順でいられるかにかかっている。他の神々に心を動かされてはならないの

である。 

 あなたは彼ら、および彼らの神々と契約を結んではならない。 彼らはあ

なたの国に住んではならない。彼らがあなたをいざなって、わたしに対し

て罪を犯させることのないためである。もし、あなたが彼らの神に仕える

ならば、それは必ずあなたのわなとなるであろう」。（２３：３２，３３） 

誓約誓願の儀式： ２４：１－１８ 

 モーセ、アロン、ナダブ、アビブ（アロンの二人の息子）と７０人の長老が

山に登るように命じられた。主の御前で契約誓願の飲み食いをし、神は彼ら

にご栄光を現された（２４：９－１１）。ところが、それ以前に、重要ないけ

にえの血による誓願の儀式が行われていた。モーセは、民が声を一つにして

契約に従うことを約束した後、契約の書を取り、民に読み聞かせた。それか

らモーセはいけにえの血を取って、民に注ぎ言った： 

 そこでモーセはその血を取って、民に注ぎかけ、そして言った、「見

よ、これは主がこれらのすべての言葉に基いて、あなたがたと結ばれる 

契約の血である」。（２４：８） 

 いわゆるこの儀式は、今日契約を結ぶときの署名である。この時、イスラ

エルの民は、神であるヤハウェと契約関係に入り、その時点から、神の民と

なり、民の神となられた（参照：へブル書９：１９，２０）。 

 最後の晩餐で、イエスが弟子たちと新しい契約を成立される際に、出エジ

プト記２４：８と大変似た表現をお使いになった。また杯を取り、感謝し

て彼らに与えて言われた、「みな、この杯から飲め。これは、罪のゆるし

を得させるようにと、多くの人のために流すわたしの契約の血である。 

（マタイの福音書２６：２７，２８）今日の信者は、古い契約の下ではな

く、新しい契約の下に定められて生きている。古代イスラエルの民と同様

に、私たちのためにもいけにえの血が注がれた。しかし、そのいけにえと

は、雄牛でも、やぎでもなく、完全なる神の尊い子羊の血であった。 

幕屋計画： ２５：１－３１：１８ 

 ここから先の出エジプト記は、ヤハウェの幕屋の建築に重点を置いてい

る。２５－３１章では、幕屋と聖職者の服装のための指示が記され、３５－

４０章では、建設手順が記されている。３２－３４章では、イスラエルの民

の不従順な物語である金の子牛の出来事、また、国家を代表してモーセによ

る執り成しの物語が記されている。 

 

 およそ４００年後、ダビデ王によって幕屋（移動可能なテント）から、神で

あるヤハウェのための宮である神殿建設の決断が下され、実際に、ダビデの

息子、ソロモンが神殿建設を監督した。悲しいかな、ソロモンも神であるヤ

ハウェの宮である神殿を大勢の異国人の妻たちが礼拝する偶像で満たしてし

まい、イスラエル国家の上に悲劇的な裁きをもたらすこととなる。幕屋の内

装は、民にどの様に接近してほしいと願っておられるかを知る手がかりとな

る。礼拝するために幕屋の東側から入るとすぐに全焼のいけにえをささげる

ための祭壇に着く。 

全焼の生贄の祭壇：この青銅の祭壇はヤハウエである神にいけにえを捧げ

るために用いられた（参：レビ記１－６章のいけにえの特定の種類などの詳細）。

毎年恒例の重要な贖罪の日の生贄に加え、日々の民のための生贄もここで捧

げられた。この祭壇の配置は、神に近付くためには礼拝者の罪を覆うための

犠牲によって取り持たれる必要があったとことを明らかにしている。罪のた

めの犠牲の生贄無しに神に接近する道は無かった。 

青銅の水鉢：大きな青銅の水鉢は、祭司たちが聖所に入る際の清めの儀式

に用いられた。聖所内で、聖く義であられる神に仕えるためには、祭司の罪

のための全焼のいけにえを捧げてから、更に特殊な清めが必要とされた。 



聖所：清められた祭司は、ようやく聖所に入ることが許された。祭司が神

の御前に立つ間、一般の人は垂れ幕の外側で観察することが出来た。聖所の

内側には三つの調度があった：１）黄金の燭台の火は絶えず灯されており、

「祭司の王国」であるイスラエルの民が常に絶えることのない世の光である

ことを象徴した。２）供えのパンの台には１２斤のパンがそなえてあり、 

それらはイスラエルの１２部族を象徴した。そのパンは安息日に祭司たちに

よって食べられた。３）香の祭壇は甘い香を立て、聖所を満たすために司

祭によって振りかけられた。 

ベール：聖所を至聖所から区分した分厚い幕。イエスが十字架上で息を引

き取られたとき、この神殿の垂れ幕が真っ二つに裂けた。それは神のご臨在

への道は、もはやキリストを通して礼拝する全ての者に開放されたことを意

味した。 

至聖所：至聖所は、契約の箱が置かれてある場所であり、神が宿られた場

所であった。大祭司のみが、年に１度、贖罪の日に、全民族のためにいけに

えの動物の血を携えて幕の内に入ることができた。神との分離が、この特別

な部屋によって強化されていた。 

契約の箱：この箱の中身は、マナの入った金の壷、芽をふいたアロンの杖と

律法の石版の三つであった。その箱の蓋は金で造られた贖罪所で、天使のよ

うな図がその上部の端から端までを覆っていた。贖罪所の上にはいけにえの

血が振りかけられていた。 

聖職者の服装：大祭司アロンと息子たちが着用する衣服と同様に、これら

の神聖な衣服をささげる儀式に注目が置かれている（２８－２９章）。幕屋で

仕える祭司は、一部族とされていたが（レビ人）、神の御前に民を代表し、

また民の前で神を代表するという、唯一であり最も重要な名誉と義務を保持

した地位は大祭司のみであった。その地位は、永久的にアロンの子孫に割り

当てられたものであったが、不従順によって、最終的に大祭司という地位を

不評に陥らせた。イエスが来られるまでは、神による真の後継者に与えられ

た地位と言うよりも、むしろ、ローマによって落札者に与えられる完全に政

治的なものと化してしまった。 

大祭司の服装について：両肩には６つずつイスラエルの部族の名前が刻ま

れ、それは大祭司が神の御前に民を運んでいたことを象徴した。同様に胸部

には１２石が配列され、イスラエルの１２部族を象徴した。それらはアロン

が民のために、神との仲介と導きを求めるべき祭司の役割を心に思い出させ

実践させた。 

合い間の出来事： 黄金の子牛の事件： ３２：１－３４：３５ 

 良く知られているこの事件は、シナイ山において、神がモーセに律法を与

えて下さっている只中に起きた。民は神に反抗し、民を代表するモーセの忠

実な執り成しの祈りのお陰で、絶滅を免れた。この物語程モーセと神との間

の親密な関係が際立つ箇所は無い。  

黄金の子牛：モーセが４０日間シナイ山の頂で過ごした間、下に残された

民は波乱を起こした。あまりにもあっけなく、アロンが民の声に屈し、偶像

を造ってしまった事実が衝撃的である。アロンは、民の金の宝石を集め、 

黄金の子牛の偶像を造った。 

 アロンがこれを彼らの手から受け取り、工具で型を造り、鋳て子牛とし

たので、彼らは言った、「イスラエルよ、これはあなたをエジプトの国か

ら導きのぼったあなたの神である」。アロンはこれを見て、その前に祭壇

を築いた。そしてアロンは布告して言った、「あすは主の祭である」。そ

こで人々はあくる朝早く起きて燔祭をささげ、酬恩祭を供えた。民は座し

て食い飲みし、立って戯れた。（出エジプト記３２：４－６） 

 神は麓での偶像礼拝を見られて、直ちに民のところに戻るように言われ

た。モーセは、神が民を絶滅なさらないように、切実に取り成し（３２： 

１１－１４）、懸命にアブラハム、イサク、ヤコブへの約束を懇願した： 

あなたのしもべアブラハム、イサク、イスラエルに、あなたが御自身をさ

して誓い、『わたしは天の星のように、あなたがたの子孫を増し、わたし

が約束したこの地を皆あなたがたの子孫に与えて、長くこれを所有させる

であろう』と彼らに仰せられたことを覚えてください」。（３２：１３） 

 それから、モーセは陣営に戻り、民に（特に彼らのリーダーであるアロン）、

に向き合った。皮肉なことにモーセは、律法の石板を山のふもとに投げ捨て

砕いてしまった（３２：１９）。神の律法は、完全に実践される前に破壊さ

れてしまった！ 

 困難な岐路に立たされたとき、困難な道を選択し、誤った方向に走る俗論

のうねりに立ち向かわなければならないとき、誰からも「Yes」と求められ

ているときに「No」と言う必要があるとき、不安に揺らぐ心から、つい目

に見え触れられるものに渇望してしまうとき、信仰の目を用いる様に人々を

促す必要があるとき・・・そんな時こそ指導者が真に試される時である。霊

的指導力は、決して民が切望する黄金の子牛を与えることではない。むし



ろ、狭間に立ち、彼らの目を心の奥の渇望を満たすことが出来る、唯一であ

り、真実の神に向けることこそが指導者の役割である。神の命令に従い、 

勇敢に導きましょう。 

 

モーセ、神の継続的ご臨在を嘆願する：神の先導無しに、民をカナンの地

に送られることを言い渡された。神の代わりに一人の「御使い」を先導して

下さるが、民のかたくなさのため、神ご自身は同行されないご意思を表明さ

れた。 

 主はモーセに言われた、「あなたと、あなたがエジプトの国から導きの

ぼった民とは、ここを立ってわたしがアブラハム、イサク、ヤコブに誓っ

て、『これをあなたの子孫に与える』と言った地にのぼりなさい。わたし

はひとりの使をつかわしてあなたに先立たせ、カナンびと、アモリびと、

ヘテびと、ペリジびと、ヒビびと、エブスびとを追い払うであろう。 あな

たがたは乳と蜜の流れる地にのぼりなさい。しかし、あなたがたは、かた

くなな民であるから、わたしが道であなたがたを滅ぼすことのないよう

に、あなたがたのうちにあって一緒にはのぼらないであろう」。 

（出エジプト記３３：１－３） 

 民はその悪い知らせを聞いて悲しみ痛んだ（３３：４－６）。再び、モー

セは彼らを執り成した。彼は、神であるヤハウェのご臨在のみがイスラエル

の民を地上の諸民とを異なるものにするということを強く主張した。 

 モーセは主に言った「もしあなた自身が一緒に行かれないならば、わた

したちをここからのぼらせないでください。 わたしとあなたの民とが、あ

なたの前に恵みを得ることは、何によって知られましょうか。それはあな

たがわたしたちと一緒に行かれて、わたしとあなたの民とが、地の面にあ

る諸民と異なるものになるからではありませんか」。（３３：１５，１６） 

 イエス・キリストのご臨在のみが、世から異なる者とし、神のご栄光のた

めに実を結び、自身の限界を超えて生きることを可能にして下さる。イエス

様のみことば：「わたしにつながっていなさい。そうすれば、わたしはあ

なたがたとつながっていよう。枝がぶどうの木につながっていなければ、

自分だけでは実を結ぶことができないように、あなたがたもわたしにつな

がっていなければ実を結ぶことができない。わたしはぶどうの木、あなた

がたはその枝である。もし人がわたしにつながっており、またわたしがそ

の人とつながっておれば、その人は実を豊かに結ぶようになる。わたしか

ら離れては、あなたがたは何一つできないからである。」（ヨハネ１５：４，

５）だからこそ、日々、真のぶどうの木であられるイエス様に繋がっている

ことが重要である。いのちそのものが、私たちの内に宿られるお方への接続

に由来している。イエス・キリスト無しに、私たちは空である。 

 

 神がモーセの懇願を聞かれ、二人の愛が存在したが故、お答えになった。 

 主はモーセに言われた、「あなたはわたしの前に恵みを得、またわたし

は名をもってあなたを知るから、あなたの言ったこの事をもするであろ

う」。（出エジプト記３３：１７） 

 神の愛を感知したモーセは、より完全な神ご自身の啓示を与えてくださる

よう求めた。 

 モーセは言った、「どうぞ、あなたの栄光をわたしにお示しくださ

い」。（出エジプト記３：１８） 

 神は即答された。堕落する以前のエデンの園のアダムとイヴの親密な神と

の関係以来、誰一人体験したことのない親密さをモーセに啓示された。 

 主は言われた、「わたしはわたしのもろもろの善をあなたの前に通ら

せ、主の名をあなたの前にのべるであろう。わたしは恵もうとする者を恵

み、あわれもうとする者をあわれむ」。また言われた、「しかし、あなた

はわたしの顔を見ることはできない。わたしを見て、なお生きている人は

ないからである」。そして主は言われた、「見よ、わたしのかたわらに一

つの所がある。あなたは岩の上に立ちなさい。わたしの栄光がそこを通り

過ぎるとき、わたしはあなたを岩の裂け目に入れて、わたしが通り過ぎる

まで、手であなたをおおうであろう。そしてわたしが手をのけるとき、あ

なたはわたしのうしろを見るが、わたしの顔は見ないであろう」。 

（出エジプト記３３：１９－２３） 

 日々の生活の中で担う役割（行い）と神との関係（存在）は大きく異なる。

日々忙しく役割の数々を果たすことによって、神がさぞお喜びになっておら

れると考えてしまうことによって役割と神との関係を取り違いやすい。実際

神は、私たちの日々の営みと別に、個人個人と愛情関係を育まれたいと望ん

でおられる。モーセは、他の何より神を見、体験することを切に望んだ。神

が喜んで最愛の僕のために会ってくださる程の切望である。あなたの最大の

欲望はいかがでしょうか？日々、生きた神様ともっともっと親しくなるため

に個人的に会い神を体験することでしょうか？A. W. Tozer が言ったように、

「神は必要とされたいと願っておられる。」。ヤコブの記述：「神に近付き

なさい。そうすれば神が近付いて下さる。」 



神、契約を更新される：神はモーセを山頂に呼び戻され、石板は再び書き

込まれ、神とイスラエルの民の間の契約は更新された（３４章）。この章は

１９－２３章の元法を記録した要約である。おそらく神はモーセに律法全体

の規約を繰り返されたのであろう。 

 また主はモーセに言われた、「これらの言葉を書きしるしなさい。わた

しはこれらの言葉に基いて、あなたおよびイスラエルと契約を結んだから

である」。 モーセは主と共に、四十日四十夜、そこにいたが、パンも食べ

ず、水も飲まなかった。そして彼は契約の言葉、十誡を板の上に書いた。

（出エジプト記３４：２７，２８） 

神の栄光がモーセの顔から輝き出た：合い間の出来事は、モーセが神のご

臨在の内に過ごしたことによって、顔が絶え間なく光を放ったという物語で

閉じる（３４：２９－３５）。民は、モーセを見ることを恐れた！こうして、

モーセは人々を栄光から保護するために顔に覆いを掛けた。しかし、主と共

に過ごすために天幕に入る際は覆いを外した。 

幕屋の建築： ３５：１－３９：４３ 

 幕屋の建設過程が出エジプト記の残りの大部分を占めている。その企画の

ために、民は心が動かされるままに自発的に捧げものを提供した。 

 すべて心に感じた者、すべて心から喜んでする者は、会見の幕屋の 

作業と、そのもろもろの奉仕と、聖なる服とのために、主にささげる物を

携えてきた。すなわち、すべて心から喜んでする男女は、鼻輪、耳輪、指

輪、首飾り、およびすべての金の飾りを携えてきた。すべて金のささげ物

を主にささげる者はそのようにした。このようにイスラエルの人々は自発

のささげ物を主に携えてきた。すなわち主がモーセによって、なせと命じ

られたすべての工作のために、物を携えてこようと、心から喜んでする男

女はみな、そのようにした。（出エジプト記３５：２１，２２，２９） 

 人々の存分な奉仕に恵まれ、モーセは彼らに中断を命じなくてはならない

程であった！（参照：３６：５－７） 

 献金は常に心の問題であり、神との愛情関係の中核である。神は、それ以

外の方法を望まれない。新約聖書は教えている：各自は惜しむ心からでな

く、また、強いられてでもなく、自ら心で決めたとおりにすべきである。

神は喜んで施す人を愛して下さるのである。（第二コリント９：７）神に献金

することは、次のことを示す。１）所有物は全て神からの贈り物であるこ

とを認識する。２）神が信頼して与えて下さったものを管理するマネージ

ャーであり、所有者ではない。３）将来の必要は神に依存していることを

認める。４）神を備え主、また支持者として賛美する。 

 実際の作業は、心が動かされ、進み出てその仕事をしたいと望むように導

かれた、イスラエル人の心に知恵ある全ての者によって実践された。民は、

二人の特別に霊的に恵まれた建設管理者の指導下で働いた。 

 ベザレルとアホリアブおよびすべて心に知恵ある者、すなわち主が知恵

と悟りとを授けて、聖所の組立ての諸種の工事を、いかになすかを知らせ

られた者は、すべて主が命じられたようにしなければならない」。そこ

で、モーセはベザレルとアホリアブおよびすべて心に知恵ある者、すなわ

ち、その心に主が知恵を授けられた者、またきて、その工事をなそうと心

に望むすべての者を召し寄せた。 （出エジプト記３６：１，２） 

 幕屋の建設が終了すると、モーセは点検し、彼らを祝福した。 

 イスラエルの人々は、すべて主がモーセに命じられたように、そのすべ

ての工事をした。モーセがそのすべての工事を見ると、彼らは主が命じら

れたとおりに、それをなしとげていたので、モーセは彼らを祝福した。

（出エジプト記３９：４２，４３） 

 

主の栄光が幕屋に満たす： ４０：１－３８ 

 モーセは新品の部品を用いて設計通り幕屋を組み立てた。こうして出エジ

プト記の最期に神なるヤハウエのご栄光が幕屋を満たした。 

 そのとき、雲は会見の天幕をおおい、主の栄光が幕屋に満ちた。 モーセ

は会見の幕屋に、はいることができなかった。雲がその上にとどまり、主

の栄光が幕屋に満ちていたからである。雲が幕屋の上からのぼる時、イス

ラエルの人々は道に進んだ。彼らはその旅路において常にそうした。しか

し、雲がのぼらない時は、そののぼる日まで道に進まなかった。すなわち

イスラエルの家のすべての者の前に、昼は幕屋の上に主の雲があり、夜は

雲の中に火があった。彼らの旅路において常にそうであった。 

（出エジプト記４０：３４－３８） 

出エジプト記の概要：出エジプト記の目的は、アブラハムの子孫であり、神に選ばれ

た民をエジプトの奴隷状態から救出され、この世の中で神の目的に仕える一国家へと

形成されていく経緯を表すことであった。神は、イスラエルの民と正式な契約関係に

置かれることによって、神の祭司国家として全世界に神を示す者となるためである。

イスラエルの民とその神であるヤハウェとの親密な関係から特異性が世に明確に表

れ、導出するために、神は、彼らの間に宿られる様になった。出エジプト記は、最終



的にイスラエルの民が神のために築いた持ち運び可能な幕屋に神のご臨在が宿られる

という４０章のクライマックスへと構築する。テーマである「神は我らと共に」が完

全に浮き彫りになった。さて、イスラエルの民は、中心に宿られる神と共に、暗闇の

中で生きる世の光となるために約束の地に向かう準備が整った。 

付録： 律法の役割 

 救いとの関係における律法の役割について、多くの混乱が人々の心に生じる。よく

誤解されがちであるのは、神が救いの手段として律法をお与えになったと考えること

である。この誤解が元に、多くの宗教制度は、人々の従順を通して神のポイントを獲

得するために非常な努力をすることを要する信仰へと発展していった。古代イスラエ

ル人の生活における律法の役割とキリスト教信者の律法の役割についていくつか述べ

る必要がある。 

１．元々、律法がイスラエルの民に与えられた目的は、「祭司の王国」（聖い民）と

して全世界に神を示す国民とするために、彼らの行いを周囲の民族から隔離するため

であったと言うことが明確である。（出エジプト記１９：５，６）従って、法律は、

神の聖なる国民としてのイスラエルの民の役割を記すトレーニングマニュアルの様な

ものであった。律法によって彼らの行動を聖別するためのものであり、霊を救うもの

ではなかった。 

２．イスラエルの民は、神の律法が紹介される前に、既に神の律法を破ってしまった

っていた（黄金の子牛の事件）。直ちに、神の教えの最も基礎である、神であるヤハ

ウエ以外に他にいかなる像を拝んではならないという律法を犯してしまった。また、

旧約聖書の記録によると、その後に続く長い歴史の中においても、繰り返し律法を破

ることとなる。実際、偶像礼拝は、イスラエルの民が主に継続的に犯し続ける律法で

ある。 

３．イエス・キリストの教えを基盤に新約聖書を書いた著者たちは、律法は罪の罰か

ら人を救うことは出来ない。むしろ律法は、罪を写す鏡の様な機能を持つと主張して

いる。ガラテヤ人への手紙のパウロの主なメッセージは誰も（彼自身の様な自己義人

であるパリサイ人であっても）律法の厳格な服従によって救われることはない。その

代りに、律法はイエス・キリストの救いの必要性を示す家庭教師（子供を導く人）と

なった。律法は罪を明らかにするが罪を取り除くことは出来ない。有罪な罪人が救世

主であられるイエスに向きかえるとき、罪は取り除かれ、汚れた心が浄化される。 

４．新約聖書の教えは、今は、神が聖霊様によって、信者の心に律法を刻まれた。律

法が二つの石板に刻まれる代わりに、全て（完全な身代わりの犠牲・・・世の罪を取

り除く神の小羊）であられるイエス・キリストに回心する人の心という石板に記され

ている。今日、真の「律法厳守」とは、神によって買い戻され、神の子とされたいの

ちに、聖霊の力と存在によってもたらされる内から外への働きである。 

 

出エジプト記から得られる人生の教訓：１９－４０ 

１．神は、私たちの最高の礼拝を望んでおられる。 

 「わたしはあなたの神、主であって、あなたをエジプトの地、奴隷の家から導き出

した者である。あなたはわたしのほかに、なにものをも神としてはならない。あなた

は自分のために、刻んだ像を造ってはならない。上は天にあるもの、下は地にあるも

の、また地の下の水のなかにあるものの、どんな形をも造ってはならない。それにひ

れ伏してはならない。それに仕えてはならない。あなたの神、主であるわたしは、ね

たむ神であるから、わたしを憎むものは、父の罪を子に報いて、三四代に及ぼし、わ

たしを愛し、わたしの戒めを守るものには、恵みを施して、千代に至るであろう。 

（出エジプト記２０：２－６） 

２．人生は、神に信頼しながら待つことを学ぶことである。 

 民はモーセが山を下ることのおそいのを見て、アロンのもとに集まって彼に言っ

た、「さあ、わたしたちに先立って行く神を、わたしたちのために造ってください。

わたしたちをエジプトの国から導きのぼった人、あのモーセはどうなったのかわから

ないからです」。（３２：１） 

待つ ＝ 試練の間の神との積極的関与 

 主よ、わたしは深い淵からあなたに呼ばわる。わたしは主を待ち望みます、わが魂

は待ち望みます。そのみ言葉によって、わたしは望みをいだきます。わが魂は夜回り

が暁を待つにまさり、夜回りが暁を待つにまさって主を待ち望みます。 

（詩篇１３０：１，５，６） 

３．人々からの圧力に抵抗するための堅い信念が要する。 

 アロンは彼らに言った、「あなたがたの妻、むすこ、娘らの金の耳輪をはずしてわ

たしに持ってきなさい」。そこで民は皆その金の耳輪をはずしてアロンのもとに持っ

てきた。アロンがこれを彼らの手から受け取り、工具で型を造り、鋳て子牛としたの

で、彼らは言った、「イスラエルよ、これはあなたをエジプトの国から導きのぼった

あなたの神である」。（出エジプト記３２：２－４） 

４．神は、私たちと共におられたいと切に望んでおられる。 

 また、彼らにわたしのために聖所を造らせなさい。わたしが彼らのうちに住むため

である。（出エジプト記２５：８） 

 あなたがたは知らないのか。自分のからだは、神から受けて自分の内に宿っている

聖霊の宮であって、あなたがたは、もはや自分自身のものではないのである。 あな

たがたは、代価を払って買いとられたのだ。それだから、自分のからだをもって、神

の栄光をあらわしなさい。（第一コリント６：１９，２０） 

 


