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はじめに 

 レビ記の前半は、生贄と祭司職に焦点を当てており、国民の中心に宿られ

る聖なる神と交わりながら生きる方法を学ぶ過程において、イスラエル国家

全体の生活に目を向けている。多くの律法は、民を清く保つためのものであ

る。周囲の国々に、神であるヤハウエを表すために（「祭司国家」としての役

割：出エジプト１９：５，６）、神のご性質を明確に反映する生き方を保たな

ければならなかった。わたしはあなたがたの神となるため、あなたがたを

エジプトの国から導き上った主である。わたしは聖なる者であるから、あ

なたがたは聖なる者とならなければならない』」。（レビ記１１：４５）そ

の公約更新方法の一つが国家の神聖な日々、または、お祭りの数々であっ

た。それらの重要な日に関する指示は、レビ記のこの部分で中心的な役割を

果たしている。 

贖いの日の儀式の手順： １６：１－３４ 

 毎年行われる贖いの日は、７番目の月の１０番目の日に祝われた。国民全

体の罪の告白を目的とし、国民を代表する大祭司が至聖所の中で血の生贄を

捧げた。自分の罪が毎日の定期的な生贄を通して対処されていなかった場合

または、特定の罪を贖うために与えられた規定がなかった場合、礼拝者は、

ヤハウエによる国家の清めの一幕にて罪を赦していただけるという望みをも

って謙虚に贖いの日に参拝することが出来た。唯一この日だけは、誰でも聖

所と至聖所に入ることが許された：これはあなたがたが永久に守るべき定

めである。すなわち、七月になって、その月の十日に、あなたがたは身を

悩まし、何の仕事もしてはならない。この国に生れた者も、あなたがたの

うちに宿っている寄留者も、そうしなければならない。この日にあなたが

たのため、あなたがたを清めるために、あがないがなされ、あなたがたは

主の前に、もろもろの罪が清められるからである。これはあなたがたの全

き休みの安息日であって、あなたがたは身を悩まさなければならない。こ

れは永久に守るべき定めである。 油を注がれ、父に代って祭司の職に任じ

られる祭司は、亜麻布の衣服、すなわち、聖なる衣服を着て、あがないを

しなければならない。彼は至聖所のために、あがないをなし、また会見の

幕屋のためと、祭壇のために、あがないをなし、また祭司たちのためと、

民の全会衆のために、あがないをしなければならない。これはあなたがた

の永久に守るべき定めであって、イスラエルの人々のもろもろの罪のため

に、年に一度あがないをするものである」。彼は主がモーセに命じられた

とおりにおこなった。 （レビ記１６：２９－３４） 

血の律法： １７：１－１６ 

 この章では、イスラエルの民の信仰生活においての血の重要性が強調され

ている。幕屋て主のみ前に血を捧げずして、牛、子羊、ヤギを殺してはなら

い。血を食することや血が残ったものを食することも許されなかった。たと

え、狩りで捕らえた鳥や獣であっても、その血は注ぎ出され土で覆われなけ

ればならなかった。その理由は次の聖句によって明確に説明されている：

肉の命は血にあるからである。あなたがたの魂のために祭壇の上で、あが

ないをするため、わたしはこれをあなたがたに与えた。血は命であるゆえ

に、あがなうことができるからである。このゆえに、わたしはイスラエル

の人々に言った。あなたがたのうち、だれも血を食べてはならない。また

あなたがたのうちに宿る寄留者も血を食べてはならない。（レビ記１７：１

１，１２）血（いのち）を流さずして、罪が赦されることは無いことが明らか

である。従って、神とその民の関係を保持するために、血は欠かせない最高

の価値ある存在であった（詳細は補足を参照）。 

性行為に関する律法： １８：１－３０ 

 人間の性能力は、神の教えに従いつつ、楽しむために与えられた神からの

贈り物である。しかしそれは、人々が創造主である神から疎遠になるにつれ

一般的に劣化してきている。エジプト人（イスラエル人の環境下であった）と

カナン人（イスラエル人の将来の環境下となる）に関しても同じであった。従っ

て、ヤハウエはその民に、神から与えられた性の特権を周囲を取り巻く文化

習慣に染まることなく純度を維持するよう強く警告された。 

 隣人のねじ曲げられた習慣に引っ張られてしまう民にどうして神を証する

ことが出来るでしょうか？（注意：ここに記されている多くの行為は、周囲の



国々の宗教的実践の一部であった。イスラエルの民の習慣と信仰のあり方には、異教

徒の隣人とは全く異なった。） 

 あなたがたはこれらのもろもろの事によって身を汚してはならない。わ

たしがあなたがたの前から追い払う国々の人は、これらのもろもろの事に

よって汚れ、その地もまた汚れている。ゆえに、わたしはその悪のために

これを罰し、その地もまたその住民を吐き出すのである。ゆえに、あなた

がたはわたしの定めとわたしのおきてを守り、これらのもろもろの憎むべ

き事の一つでも行ってはならない。国に生れた者も、あなたがたのうちに

宿っている寄留者もそうである。（レビ記１８：２４－２６） 

個人の神聖に関する律法：１９：１－２０：２７ 

 十戒がここで繰り返されただけでなく、その他の律法によっても個人の行

いと神聖を維持しようとしている。これらの全ての法律の背後にある意図は

二つ上げられる：１）イスラエルの民を神の臨在の御前に出られるように

備えるため。２）彼らの神であるヤハウェのご性質の明らかな証人となる

ために、行動を周囲の人々から聖別するためであった。 

 あなたがたはわたしに対して聖なる者でなければならない。主なるわた

しは聖なる者で、あなたがたをわたしのものにしようと、他の民から区別

したからである。（レビ記２０：２６） 

 モレクのために、火の中に乳児の生贄を捧げている異教徒の実践につい

て、神は厳重に警告されている（２０：１－５）。鉄で造られたモレクの偶像

の腹部の開口の中には常に炎が上がっていた。礼拝者は、経済的援助と将来

の子孫取得を願いながら乳児を滑り台の様な袖から炎の燃え上がるモレクの

お腹へと滑り込ませた。カナン人の神々、モレク、アシュタルテ、バール崇

拝は、モーセの後、１０００年に渡り、イスラエルの民を苦しめることにな

る。それは、約束の地からの最終的な追放へと導いてしまう、ヤハウェに対

する最も重大な罪であった。イスラエルが最終的に偶像崇拝から癒されるま

でには追放後の時代（紀元前４００年）までかかった。 

祭司の神聖さに関する律法： ２１：１－２２：１６ 

 神とその民の間を取り持つ仲介者として、彼らの役割を担うために、レビ

人である祭司たちは、神聖な空間である幕屋の中で、神に仕えた。従って、

彼らの生活には比類のない神聖さが求められた。司祭たちは、彼らの汚れに

よって神聖な場所を汚し礼拝制度を危険にさらす様なことにならないよう、

常に警戒する必要があった。ヤハウエへの献身のために、個人的自由は、 

より制限されてた。勿論、大祭司アロンの息子たち、ナダブとアビフの罪が

関与した事件は、祭司という霊的指導者の立場におかれた者が犯した罪の重

症度を明確にした（レビ記１０章）。 

 ある意味、イスラエルの民は皆、神に仕えるこの世の「祭司」であったの

で、新約聖書は、キリスト信者もまた、「祭司」であると教えている。その

様に、私たちは地上で神に選ばれた者として、神聖を追求する必要がある。

ペテロは、最初の書簡に若いクリスチャンに宛てて次のように書いている：

あなたがたは、選ばれた種族、祭司の国、聖なる国民、神につける民であ

る。それによって、暗やみから驚くべきみ光に招き入れて下さったかたの

みわざを、あなたがたが語り伝えるためである。あなたがたは、以前は神

の民でなかったが、いまは神の民であり、以前は、あわれみを受けたこと

のない者であったが、いまは、あわれみを受けた者となっている。愛する

者たちよ。あなたがたに勧める。あなたがたは、この世の旅人であり寄留

者であるから、たましいに戦いをいどむ肉の欲を避けなさい。 異邦人の中

にあって、りっぱな行いをしなさい。そうすれば、彼らは、あなたがたを

悪人呼ばわりしていても、あなたがたのりっぱなわざを見て、かえって、

おとずれの日に神をあがめるようになろう。 （第一ペテロ２：９－１２） 

傷の無い捧げものに関する律法： ２２：１７－３３ 

 目に見える傷の無い犠牲をヤハウエに捧げることの重要性について厳しく 

注意している。傷のある動物が捧げられた場合は、主への捧げものとして拒

否されなければならなかった。悲しいことに、旧約聖書時代の終わり頃、神

は預言者マラキを通して、ひっきりなしに持ち込まれる欠陥犠牲について非

難された：あなたがたが盲目の獣を、犠牲にささげるのは悪い事ではない

か。また足のなえたもの、病めるものをささげるのは悪い事ではないか。

今これをあなたのつかさにささげてみよ。彼はあなたを喜び、あなたを受

けいれるであろうかと、万軍の主は言われる。あなたがたは、神がわれわ

れをあわれまれるように、神の恵みを求めてみよ。このようなあなたがた

の手のささげ物をもって、彼はあなたがたを受けいれられるであろうか

と、万軍の主は言われる。あなたがたがわが祭壇の上にいたずらに、火を

たくことのないように戸を閉じる者があなたがたのうちに、ひとりあった

らいいのだが。わたしはあなたがたを喜ばない、またあなたがたの手から

ささげ物を受けないと、万軍の主は言われる。 （マラキ書１：８－１０）神

は、愛を望んでおられ、愛は、最高の捧げものによってのみ表すことが出来

るのであって、二番目に良い物によってではない。 



国の神聖な日： ２３：１－４４ 

 信仰を維持し、伝道のための主要な手段の一つとして、神がイスラエルの

民に与えられたのが国家の宗教的祝い「神聖な日」（英：holy day）であっ

た。これらの特別なお祝は、毎週の安息日のごとく規則的であり、また年に

一度のお祭のごとく複雑であった。基本的に、それらの祝いは、イスラエル

の民がシナイ山でヤハウエと結ん契約条項に立ち返るために集められ、契約

更新するための儀式であった。中でも三つの祭りは、全ての男たちがエルサ

レムに向かうことが要された。この様にして、年に 3 回、国家全体がこの

世で神の司祭の国として生きる誓いをそこで新たに表わされた（出エジプト 

１９：５，６）。 

下の表は、神に規定された重要な聖なる日とその目的である。 

      呼び名             目的 

 

安息日 

神が天地創造の七日目を聖であるとさ

れ、全てのことからお休みになられた

ことを祝う聖なる祝日 

 

過ぎ越しの祭 

イスラエルの民のエジプトの奴隷状態

から神による救出の祝い 

 

種無しパン 

 

エジプトからの急遽で迅速な出発とそ

れに備えた種無しパンを覚えて、最初

の収穫を神に捧げる祝い 

 

初穂 

収穫を神に賛美し、続く収穫（麦）の

最初の一部を捧げる祝い 

七週の祭 

（五旬節・ペンテコステ） 

初の収穫から５０日後、完全な収穫の

季節を祝う 

ラッパの祭り 市民の新年の始まりを祝う 

 

贖罪の日 国民全体の罪のための贖いの日 

 

安息日：毎週訪れる安息日（休み）は、イスラエルの宗教的な生活の基盤を

形成した。安息日を守る教えは、明らかに十戒の一つ（実際、十戒の中でも最

長の戒め）であるという事実に注意しましょう。全ての作業は金曜日の日没

で停止され、安息日の儀式はその夜から土曜日の日没まで継続した。安息日

の目的は、休養し神が与えて下さった日々の糧と生活の中での規定を感謝し

て、ヤハウエとの契約への誓いを更新することである。安息日を守らないこ

とは、重大な罪であり、生活の中で優先させるべきヤハウエの位置を完全に

無視する兆候であった。 

過ぎ越しの祭り：過ぎ越しの祭りは、イスラエルの民のエジプトの奴隷状

態からの救出、特に、犠牲の子羊の血によって長子を救って下さったことを

記念する祭である（出エジプト１２章）。最初の過ぎ越しの祭りの際に、神が

イスラエルの民に今夜こそ覚え語り継がれる日となると言われたことを思い

出しましょう。この祭りはユダヤの三大祭の一つであり、ユダヤ人の男子は

全員エルサレムに出向くことが要された。今日、「子羊の血潮によって覆わ

れた」私たちは、神の裁きから救われる。主の最期の晩餐は過ぎ越しの祭り

の食事であった（マタイの福音書２６：１７－２７）。イエスは、ご自身を過ぎ

越しの子羊として捧げて下さった：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。（第一コリント５：７，） 

種無しパンの祭り：一週間に及ぶこの祭りは、過ぎ越しの祭りの後に続い

た。その祭りはイスラエルの民のエジプト脱出の夜に急いで準備を整えるた

めに種無しで焼いたパンを食べるよう神に指示されたことを記念した。その

週、イスラエルの民は家中の種を全て一掃した。後の聖書神学によって、

「種」は「悪」を象徴すると教えた（コリント人への手紙第一５：６－８、ガラ

テヤ人への手紙５：９）過ぎ越しの子羊であられるキリストが、罪から清めて

下さり、生活の中で働いて下さる聖霊様の御力によって、罪の威力から解放

して下さる。イスラエルの民と同様に、古い生活を捨てる様に召されてい

る：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。 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。 

（第一コリント５：７，８） 

初穂の祭り：この祭りは、種無しパン（過ぎ越しの祭りの直後）の祭りの

二日目に祝われる。神への感謝と依存を意味した（レビ記２３：９－１４）。 

新たな収穫季節の最初の穀物の麦の束を祭司に届け、祭司はそれを主の前に

振った（申命記２６：１－１１）。それは、これから続く収穫の季節に、日々

の糧を備えて下さる主への感謝の捧げものであった。新約聖書において、 

イエスの復活を初穂と見立てている：事実、キリストは眠っている者の初

穂として、死人の中からよみがえったのである。 それは、死がひとりの人

によってきたのだから、死人の復活もまた、ひとりの人によってこなけれ

ばならない。 アダムにあってすべての人が死んでいるのと同じように、キ



リストにあってすべての人が生かされるのである。 ただ、各自はそれぞれ

の順序に従わねばならない。最初はキリスト、次に、主の来臨に際してキ

リストに属する者たち、 それから終末となって、その時に、キリストはす

べての君たち、すべての権威と権力とを打ち滅ぼして、国を父なる神に渡

されるのである。（第一コリント１５：２０－２４） 

七週の祭り（五旬節・ペンテコステ）：「ペンテコステ」は、ギリシャ語

で第５０番目を意味する。この祭りは、初穂の祭りの５０日後に始まった。 

初穂が収穫の季節に始まり、七週の祭りが収穫の終わりに始まる。ペンテコ

ステの日に、神は天から精霊を注いでくださり、教会を誕生させて下さった

（使徒の働き２章）。イエスの死と復活（過ぎ越しの祭りと初穂の祝いの時に起こ

った）は、ペンテコステの日に、ようやく神の家族の一員とされた新しい信

者として魂（ペンテコステ）の完全な収穫を得始めたのである。 

ラッパの祭 / ロシュ・ハシャナ / ユダヤ人の新年祭：四大祭に続いて、最終

的な秋の３つの祭りの前に沈黙の季節があった。秋に祝う最初の祭りがラッ

パの祭りである。人々が神のことばを聞くために集まる合図にラッパ（ショ

ファー）が吹き鳴らされた。神との聖なる契約の下で神を代表する者たち

が、神を表す際に、この世界で生きていることの厳粛さを感じさせるためで

あった。いつかイスラエルの民が裁きの日に呼び出される時、神から与えら

れた任務を果たしたかどうかを問われる責任の重さを感じた。この祭りは、

キリストの再臨の際に約束されているラッパの音を思い出させる（第一テサ

ロニケ４：１６）。ラッパの音は、全人類が子羊としてのキリストの最初の

到来で実証して下さった憐みに応答したかどうかが考慮されるために召され

る神の裁きの日の合図である。 

贖罪日／ヨム・キプル：ラッパの祭りの終了から１０日後に贖罪日が始ま

った。全イスラエルの民は、謙虚な心をもってそれぞれの罪を神の御前に悔

い改める厳粛な日であった。大祭司は、毎年この贖罪日に、イスラエルの民

の罪のために至聖所に生贄を捧げるために入った。まず初めに、大祭司は、

自身の罪のために血の生贄を捧げ、次に民のために捧げた。この日の儀式の

一部では二匹のやぎがたずさわった。一匹は主の御前に生贄として捧げら

れ、もう一匹は民の罪の身代わりとなって運び去ってくれる象徴として荒野

に放し出された。新約聖書はキリストが死なれた日、真の聖所（天の神のご

臨在）に入られた真の大祭司であり、それによってキリストの血潮の清めに

あずかり、キリストの御名によって接近する者すべてに、神への永久的な経

路が与えられると教えている：キリストがすでに現れた祝福の大祭司とし

てこられたとき、手で造られず、この世界に属さない、さらに大きく、完

全な幕屋をとおり、かつ、やぎと子牛との血によらず、ご自身の血によっ

て、一度だけ聖所にはいられ、それによって永遠のあがないを全うされた

のである。（へブル人への手紙９：１１，１２） 

幕屋 / 仮小屋の祭：七つ目であり、最後の祭りは贖罪日の五日後に祝われ

た。七日間に渡りイスラエルの民は主に生贄を捧げた。その間、ヤシの枝か

ら作られた小屋に住んだ。小屋に住むことによって、エジプトから脱出した

後、カナンの地を手に入れる前に荒野に滞在した期間を思い出させた（レビ

記２３：４３）。 

幕屋の灯りとパン： ２５：１－９ 

 幕屋の中の聖所の灯りとパンについて特別な指示が与えられている。燭台

のデザインについての指示は出エジプト記２５：３１－４０に記されてい

る。七つの燭台が、絶えず灯されなくてはならなかった。この燭台が幕屋の

中で灯されている唯一の灯りであった。灯りが象徴するものが二つ上げられ

る。一つは、イスラエルの民の間に宿って下さる神の永久的存在の象徴であ

り、二つ目は、イスラエルの民の世の光として、人々を神に導く役割を象徴

した。１２斤のパンは、毎週安息日に新しいものと交換され、前のパンは 

祭司たちによって聖所の中で食された。イスラエル１２部族を象徴する１２

斤のパンが台の上に供えられなければならなかった事実は、イスラエルの民

が生贄を通して神の神聖の内に入る際に、交わり（食事）を望まれる神のご

意思の表れであった。ヨハネの福音書の中で、イエスはご自分のことを天の

御国から出て世にいのちを与えるパンであり、また、天の御国から放たれる

世の闇を照らす光であると教えられた。 

安息の年とヨベルの年： ２５：１－２２ 

 毎週の安息日の他にも、イスラエルの民が守らなければならない重要な安

息があった。７年毎に、全ての土地を休ませる必要があった。その年には、

どの土地においても種が蒔かれたり収穫されたりしてはならなかった。イス

ラエルの民は、七年目の必要を十分に満たすのために、６年間の神による備

えに依存する必要があった。後に、安息年を守らなくなったことが、490 年

間の安息年の伝統を見捨てたとされ、神は、バビロンでの７０年間の監禁の

期間をお許しになる原因となった！ 

 さらに５０年に一度、ヨベルの年とされる必要があった。それは全ての人

の負債が解放され運勢が逆転する大恩恵の年であった。 



 その五十年目を聖別して、国中のすべての住民に自由をふれ示さなけれ

ばならない。この年はあなたがたにはヨベルの年であって、あなたがた

は、おのおのその所有の地に帰り、おのおのその家族に帰らなければなら

ない。その五十年目はあなたがたにはヨベルの年である。種をまいてはな

らない。また自然に生えたものは刈り取ってはならない。手入れをしない

で結んだぶどうの実は摘んではならない。 この年はヨベルの年であって、

あなたがたに聖であるからである。あなたがたは畑に自然にできた物を食

べなければならない。このヨベルの年には、おのおのその所有の地に帰ら

なければならない。 （レビ記２５：１０－１３） 

 このヨベルの年の経済的な影響は驚異的であり、苦難により失われた全て

の土地がもとの持ち主に返却され（２８節）、また同様に全ての負債が許さ

れた。それは５０年毎にイスラエルの経済の格差が平らにされるということ

を意味した。お金持ちになった人々は、これを機にそれ程お金持ちではなく

なり、貧しくなった人々は、これを機にそれ程貧しくはなくなった。貧しい

人々に対しては、永久的に凹みをつけ、お金持ちに対しては、より豊かにな

るために権限を与える傾向のある現代の経済制度を神はどのように見ておら

れるでしょうかと考えさせられる。神は、私たちが生きている詰め込み過ぎ

の忙しいスケジュールを要する資本主義社会を喜んでおられるであろうか？ 

 莫大な負債を抱えていた人がヨベルの年の到来をどの様に受け止めたか 

想像してみましょう。全ての過ちは忘れられ、全ての苦難は逆転され、全て

の損失は取り戻した。興味深いことに、イエス様はヨベルの年を用いてご自

身の地上での使命を説明された。故郷ナザレの会堂での説教の冒頭で主（ヨ

ベルの年）の良好な年の始まりとしての使命を発表された：「主の御霊がわ

たしに宿っている。貧しい人々に福音を宣べ伝えさせるために、わたしを

聖別してくださったからである。主はわたしをつかわして、囚人が解放さ

れ、盲人の目が開かれることを告げ知らせ、打ちひしがれている者に自由

を得させ、主のめぐみの年を告げ知らせるのである」。イエスは聖書を巻い

て係りの者に返し、席に着かれると、会堂にいるみんなの者の目がイエス

に注がれた。 そこでイエスは、「この聖句は、あなたがたが耳にしたこの

日に成就した」と説きはじめられた。（ルカの福音書４：１８－２１）イエス

によって事は逆転したのである！私たちの罪は去り、負債は許され、汚れは

洗い流され、私たちの相続が復元され、楽園を取り戻すことが出来た！ 

贖いの権利に関する律法： ２５：２３－５５ 

 それらの律法の中で際立つ点は、神は貧しい人々や虐げられた人々が永久

に利用されることを望んでおられないということである。全てを失ってしま

った側に公正な買戻し価格で損失を取り戻す正当な方法が無くてはならなか

った。最も興味深いのは、神がイスラエルの民に金利について指示されたと

いうことである：あなたの兄弟が落ちぶれ、暮して行けない時は、彼を助

け、寄留者または旅びとのようにして、あなたと共に生きながらえさせな

ければならない。彼から利子も利息も取ってはならない。あなたの神を恐

れ、あなたの兄弟をあなたと共に生きながらえさせなければならない。あ

なたは利子を取って彼に金を貸してはならない。また利益をえるために食

物を貸してはならない。わたしはあなたがたの神、主であって、カナンの

地をあなたがたに与え、かつあなたがたの神となるためにあなたがたをエ

ジプトの国から導き出した者である。（レビ記２５：３５－３８） 

 主な教えは次の通りである：私たちが所有している全ては神から借りてい

るものである。従って、富を通して他を利用しようと企む私たちは何様でし

ょう？イエスが寛大であられるように、私たちも寛大でなくてはならない。 

 古代のみ言や、今日、金利で融資を伴い富を得る者たちから興味深い実質

的側面が生じることがある。お金を借りる人にささやか、または、公正な金

利を課すということについては悪いことではないでしょう。その反面、直接

又は間接的に過大な利子を課すことについては間違っている。現代の富の多

くは、投資によって得られているため知恵を要する。例えば、かつて高い金

利の負債を買い上げることを専門とするファンドに投資する機会があった。

このファンドにおける金利の可能性は魅力的であった。しかし、何処かで起

こり得る可能性に気が付いたとき、実在する人の生活の中で、別の人の不幸

な債務を犠牲にして大幅に利益を得る結果となり得る感覚を覚えた。このレ

ビ記の一節によって、その投資金を別の所に投入するよう導かれた。あなた

の生活の中で、虐げられた人を踏み台にして、負担を増加させるために神か

ら与えられた富を費やしているところは無いでしょうか？    

 

従順のための祝福と不従順のための罰：２６：１－４６ 

 レビ記はシナイ山において、神とイスラエルの民の間で結ばれた契約条項

の一部として読まれることを目的としている。そのことが２６章の最期の節

によって明確になる：これらは主が、シナイ山で、自分とイスラエルの

人々との間に、モーセによって立てられた定めと、おきてと、律法である

（レビ記２６：４６）。この様にして、契約を閉じる最後の一節は、契約

責任の実現のための祝福と契約に背いたために伴う罰について記されてい

る。最大の祝福である、イスラエルの中心に宿られるヤハウェの継続的なご

臨在についても最後に記されている：わたしは幕屋をあなたがたのうちに



建て、心にあなたがたを忌みきらわないであろう。わたしはあなたがたの

うちに歩み、あなたがたの神となり、あなたがたはわたしの民となるであ

ろう。わたしはあなたがたの神、主であって、あなたがたをエジプトの国

から導き出して、奴隷の身分から解き放った者である。わたしはあなたが

たのくびきの横木を砕いて、まっすぐに立って歩けるようにしたのであ

る。（２６：１１－１３）神であるヤハウェが、彼らの中に住まわれてい

るという事実は、イスラエルの民にとってまさに最大の特権であった。同様

に、私たちの神との関係も、また、素晴らしいご褒美である！神が与えて下

さるものではなく、与えて下さる神ご自身こそがご褒美である。不従順に対

する罰は深刻であり、イスラエルの民が悔い改めて神に引き返すことを怠っ

た場合、時間の経過とともに深刻さは増加する。最終的な裁きは、約束の地

（彼らが無視してきた安息年を満喫するために）から追放の身となり、国家間

（イスラエルの民が祭司となり、神の証人となるはずであった国の）の奴隷状態に

引き渡される。それでも、最後の一節には、神聖なる神の憐みが込められて

いる。例え、イスラエルの民が契約を違反し、ひどい監禁の身に置かれて

も・・・それにもかかわらず、なおわたしは彼らが敵の国におるとき、彼

らを捨てず、また忌みきらわず、彼らを滅ぼし尽さず、彼らと結んだわた

しの契約を破ることをしないであろう。わたしは彼らの神、主だからであ

る。わたしは彼らの先祖たちと結んだ契約を彼らのために思い起すであろ

う。彼らはわたしがその神となるために国々の人の目の前で、エジプトの

地から導き出した者である。わたしは主である』」。（２６：４４，４５） 

パウロがローマ人への手紙１１：２９に記したように、「神の賜物と召し

とは、変えられることがない。」神は、偉大なお方であり、例え神との約

束を破る息子や娘たちのためであっても、必ず約束はお守りになられるお方

である！私たちの神は驚く程、忠実、誠実、愛であられる方である！ 

神に誓った贖いに関する律法：２７：１－３４ 

 レビ記の最期の章は、契約の補足の様なものである。主に誓願した事柄で

満たされなかった物事に割り当てられた贖い価格に関する。趣旨は明確であ

る。神は、私たちの誓願を深刻に受け止められる。申命記がその点について

具体的に説明してくれる：あなたの神、主に誓願をかける時、それを果す

ことを怠ってはならない。あなたの神、主は必ずそれをあなたに求められ

るからである。それを怠るときは罪を得るであろう。しかし、あなたが誓

願をかけないならば、罪を得ることはない。あなたが口で言った事は守っ

て行わなければならない。あなたが口で約束した事は、あなたの神、主に

あなたが自発的に誓願したのだからである。（申命記２３：２１－２３） 

後書き：律法には、恵みが潜んでいる 

 レビ記の様な本を読む時、「律法、律法、また律法！」という印象を受けるかもし

れない。どうしてこのように多くの律法が与えられているのでしょうか？神の恵みは

何処へ行ってしまったのでしょう？確かに、レビ記には、数多くの律法が存在する。

しかし、じっくりと読んでみると、全ての律法の背後には恵みが潜んでいるとことが

分かる。律法から少し離れてイスラエルの民に何が約束されているか考えてみましょ

う。唯一の神であるヤハウェとの交わり。神はご自身を提供して下さっている。律法

は、生きる神のご臨在への経路に要する暗号に過ぎない。 

 例えば、友人から、世界でも指折り数える高級のゴルフ・コースである、オクラホ

マ・ヒルズ・カントリー・クラブに招かれたとしましょう。歴史的ゴルフ界で名を残

す全てのゴルファーが訪れたゴルフ・コースである。そして今、その大物たちの足跡

をたどり、コースに挑む一生に一度有るか無いかの機会が提供されているとする。 

 オクラホマ・ヒルズを訪れる前に、そのイベントに関連して、幾つか重要な規則が

あると友人が言う。１）切除されたジーンズの半ズボンの着用禁止。２）襟付きの正

式なゴルフ用シャツを着用すること。３）本物のゴルフ・シューズを着用すること。

運動靴は禁止。４）カントリー・クラブに入場する際は、メイン・ダイニング・エリ

アの通行禁止。男性用ロッカールームを通って入場すること。５）クラブハウスの中

での携帯電話の使用禁止。６）コース内での移動はキャディー、もしくはゴルフカー

トを使用すること。７）グラウンドに入った際は、小屋に立ち寄り警備員に申し出る

こと。８）有名人に出会ってもサインを求めることは禁止！ 

 それらの長々と定められた「規則」を聞いた後、あなたならどうされるでしょう

か？ 規則が厳し過ぎるためにその機会を見送られるでしょうか？ 

 私は、大きな全体像に目を向けるからである：オクラホマ・ヒルズで、ゴルフを 

体験することが出来る！仲間たちへの最高の土産話となる‼この特権を手に入れるた

めであれば、どんな規則も従うであろう。この場合、規律は親切な友人のゲストと 

して同伴させてもらえるという恵みへと通じるための手段である。特殊な特権には 

特殊な規則が伴うことが要する。同様に、レビ記から一歩下がって、自問する必要が

ある。この沢山の規則と律法の背後に潜んでいる大きな全体像が何であるか？イスラ

エルの民の真っただ中に神であるヤハウエが宿って下さるという特殊な機会が与えら

れていた。この世で神を代表する者とされる特別な特権が与えられていた。実際に神

の幕屋に行き、神と交わることが出来たのです！背後には導いて下さり、力を与えて

下さるヤハウエが付いておられるのです。他のどの国家にも出来ないことが彼らには

出来たのです。 

特殊な特権（恵み）には、規則（律法）が要する。 

 ヤハウェご自身が彼らにとってのご褒美であった。規則は神のご臨在への経路に要

する暗号に過ぎない。それゆえ、律法には神の恵みが潜んでいると言える。 


