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はじめに 

 民数記は、シナイ山から約束の地カナンへ移動するイスラエルの民の行き

詰まりを語る。悲しいかな、物語はイスラエルの民の繰り返す反抗を中心に

展開し、神は最終的に、出エジプト世代全員に来る 40 年の荒野生活の中で

死を迎えることをお許しになる。この本の元であるヘブライ語のタイトル

は、「荒野にて」となっており、出来事を非常に適切に描写した。約束され

た土地で生きる運命にあった者たちが、信仰をもって、従順に神とともに歩

むことを拒んだ結果、荒れ果てた砂漠で一生を終えることとなった。この本

は、神の御心の外で生きる者は高いコストを払わなくてはならないというこ

とを教えている。「民数記」のギリシャ語のタイトルには、荒野で死んでし

まう最初の世代と約束の土地に入ることが出来る次世代の国民を二種類に区

別するようなニュアンスが含まれている。 

 

イスラエルの民、旅路の準備を整える：１：１－１０：３６ 

 イスラエルの民は、シナイ山の陣営に更にまる一年留まった。約束の地へ

の出発に備えて、神は旅の一切と約束の土地に侵入する方法について最終的

な指示をお与えになった。主が命じられたように全て行った（１：１９）。

神の祝福と旅路での永続的な神のご臨在の恵みにあずかるためには、彼らに

よる厳格な服従が要された。モーセと主要な指導者たちは、国家の将来のた

めに厳重に神に従って準備を整えたにもかかわらず、残念ながら、それ以外

の民全体が決してヤハウエへの日々の信仰と従順に歩むことを学ぼうとしな

かったため、終焉を迎える結果となった。 

－最初の人口調査：１：１－５４ 

 民数記は、ずばり国民の人口調査から始まる。２０歳以上（軍務に着ける 

年齢）の全ての男子が数えられ、その合計は６０３，５５０人に達した。 

神が部族を制する指導者を選ばれた（１：４，５）。レビ部族は主に仕える

ことに献身するために人口調査の対象から外された。 

－陣営の配置：２：１－３４ 

 イスラエルの陣営内での様々な部族の配置はとても具体的であった。 

陣営内は、神の幕屋を中央に全ての部族に指定された場所が定められた。 

－レビ部族の登録：３：１－５１ 

 レビ部族（祭司たち）は、他の部族とは別に登録された。それぞれのレビ

部族の家系に具体的な任務が課せられた：ゲルション、ケハテ、メラリ。 

神は、過ぎ越しの祭りの夜に、死から免れたすべてのイスラエルの民の長男

と引き換えに、レビ部族は、神に所属するものとされた。人口調査によって

レビ部族の合計は２２，０００人に達した。過ぎ越しの祭りの前夜に死を免

れたイスラエルの民の長男の数は２２，２７３人であった。余分の２７３人

のイスラエルの民の長男は、神に所属するため、贖われる必要があった

（３：４４－５１）。長男一人当たり５シェケル＝１,３６５シェケルであ

る。この支払には、２２,０００人のレビ人も含め、神によって死を免れた

すべての長子の償還価格を設定した。 

 新約聖書の中でパウロが次のように語った：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）。ということ

は、皆ある意味、神によって贖われこの世で生かされている命の限り、神の

目的のために生きるべきレビ人である。しかし、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（第一ペテロ２：９）。 

 

－幕屋を運ぶ責任：４：１－４９ 

 いつでも雲による移動の合図が出たなら、幕屋とその中の一切の備品を完

全に分解し、移動して、再び組立てる必要があった。聖職者の家系であった

ゲルション族、ケハテ族、そして、メラリ族は、それぞれに運搬の責任が与



えられていた。ただ家具を運搬しただけでなく、神の家を構成する聖なるも

のを運搬したのである！ 

－姦淫に関する考査：５：１－３１ 

 ５章の大部分は、疑がわしい姦淫に関する考査が占めている。苦い水を飲

む儀式は奇妙であるが、ここで重要であることは、苦い水が女を病に導びい

た原因ではなく、その女の罪が明らかになったことによって、女は病に導か

れたということである。神の裁きは、この儀式を通して有罪人の上に下され

た。姦淫によって下される裁きについて定かでない方のために・・・その答

えはレビ記２０：１０に記されてある－投石による死刑である。 

－ナジル人の誓願：６：１－２１ 

 ナジル人の誓願は設定された期間、特定の働きによる主への完全なる献身

であった。この期間、髪の毛が切られてはならなかった。ワインやその他強

い酒も禁止されていた。この期間の最期に特別な生贄が捧げられた。サムエ

ルは、母親によって生涯ナジル人の誓願の下に置かれた。（サムエル記第一

１：１０，１１） サムソンは、注目するべきナジル人であり、尚且つ、誓い

に違反した結果、神の裁きに苦しんだことで最も有名である。 

 ナジル人の誓願は、人が主への献身とその特別な時間に入ることを許可し

た。これまでに安息日の延長、主を求め、自分を捧げ、心を再調整する期間

を持たれた方はおられるでしょうか？または、主に仕えるための特別な働き

や使命のために時間を作り、それを主に捧げたことがあるでしょうか？この

様な方法によって、私たちにも古代のナジル人の誓いを実践することが出

来、そうすることによって、神との歩みを深めることが出来る。 

 

－アロンの祝福：６：２２－２７ 

 古代イスラエルの宗教生活の中には、特別な祝福の数々が際立つ。創世記

の物語の中の族長による子供たちの上の祝福を思い出しましょう。特別な祝

福が大祭司のアロンと息子たちに与えられ、イスラエルの人々の上に宣告さ

れた。後に、その祝福は神殿において一日２回言い放されるようになる：

主はまたモーセに言われた、「アロンとその子たちに言いなさい、『あな

たがたはイスラエルの人々を祝福してこのように言わなければならない。 

「願わくは主があなたを祝福し、あなたを守られるように。願わくは主が

み顔をもってあなたを照し、あなたを恵まれるように。願わくは主がみ顔

をあなたに向け、あなたに平安を賜わるように」』。こうして彼らがイス

ラエルの人々のために、わたしの名を唱えるならば、わたしは彼らを祝福

するであろう」（民数記６：２２－２７）。 

 アロンの祝福は、神の民に向かう神の本質的な心を明らかする。神は、

その民と愛に溢れる関係にあることを強く望んでおられる。しかし、親子関

係、スポーツ選手とコーチ関係、または生徒と先生関係の中にもよく見られ

る様に・・・神の子どもたちが神のご性質の優雅な側面を体験するために

は、神の権威の下で暮らす必要がある。神の祝福は、ただ単に言葉が放たれ

たことによって訪れるのではない。むしろ、私たちが神の権威の下に生活を

位置付けることによって訪れる。 

－指導者たちの生贄：７：１－８９ 

 幕屋での祭司たちの働き全体は、人々の忠実な通常の供え物に依存した。 

イスラエルの指導者たちは、聖職者の職務の執行の中で使用されるために 

供え物を捧げた。今日、教会の募金運動のキャンペーンを開くにあたり、 

指導者的コミットメントを要することは一般的である。そのキャンペーンの

実践は民数記の指導者たちの供え物から始まった。 

－レビ人の任務前の清め：８：１－２６ 

 以前、アロンが大祭司としての任務に就く前の準備と同様に、今回は幕屋

にてレビ人が清められて任務に就いた。任務遂行の年齢は２５歳－５０歳ま

でで、その後は任務から退き、補助として仕えた。 

－最初の過ぎ越しの祭り：９：１－１４ 

 神が、イスラエルの民に初めて過ぎ越しの祭りを祝う様指示されたのは 

シナイ山でまる一年宿営した時であった。実際、エジプト脱出の出来事は、

人々の心と脳裏に新鮮であった。一年間の様々な試みにもかかわらず、この

祭りもまた、人々が神に信頼し、神が引き続き忠実でいて下さることを期待

しつつ、神との誓願を更新するためのものであった。 

－出発を合図する雲：９：１５－２３ 

 イスラエルの民の動きは、完全に神の動きによって決定された。神の動き

は幕屋の上に留まる雲の動きによって示された：雲が幕屋を離れてのぼる

時は、イスラエルの人々は、ただちに道に進んだ。また雲がとどまる所

に、イスラエルの人々は宿営した。 すなわち、イスラエルの人々は、主の

命によって道に進み、主の命によって宿営し、幕屋の上に雲がとどまって

いる間は、宿営していた（民数記９：１７，１８）。 

－出発を知らせるラッパ：１０：１－１０ 

 現代、地域の人々に避難を呼びかけるための警報とよく似ている。古代 

イスラエルの民にとっての警報サイレンと考えられる。ラッパは祭司たちに

よって通常の移動や戦いの準備のための合図に用いられていた。 



－初の宿営の旅立ち：１０：１１－３６ 

 イスラエルの民が約束の土地に向かって初めて旅立つところで、民数記の 

前半のクライマックスに達する。民はこの日のための準備を整えるために 

シナイ山にて一年と少し宿営した。いざ雲（神のご臨在）が動き出し、イス

ラエルの陣営も共に出発した：こうして彼らは主の山を去って、三日の行

程を進んだ。主の契約の箱は、その三日の行程の間、彼らに先立って行

き、彼らのために休む所を尋ねもとめた。 彼らが宿営を出て、道に進むと

き、昼は主の雲が彼らの上にあった（民数記１０：３３，３４）。 

 陣営が出発する際、モーセは必ず次のように叫んだ：契約の箱の進むと

きモーセは言った、「主よ、立ちあがってください。あなたの敵は打ち散

らされ、あなたを憎む者どもは、あなたの前から逃げ去りますように」

（民数記１０：３５）。 

 それから、陣営がどこかに留まる際も必ずモーセは次のように叫んだ： 

またそのとどまるとき、彼は言った、「主よ、帰ってきてください、 

イスラエルのちよろずの人に」（民数記１０：３６）。この様にして、神

がアブラハムへの約束（偉大なる土地！）を実現させるための次の段階へと導

かれる中、イスラエルの民は、神であるヤハウエと足並みそろえて動くこと

を学んでいった。 

 丁度イスラエルの民が旅の間も神に従う様召されたと同様に、私たちも 

キリストに従う様召されている。彼らは、日々視線を幕屋の上の神の 

ご臨在に置き、神の動きに一致して動く必要があった。神が約束して下さっ

た最終目的地に到着するためには、それ以外に道はなかった：こういうわ

けで、わたしたちは、このような多くの証人に雲のように囲まれているの

であるから、いっさいの重荷と、からみつく罪とをかなぐり捨てて、わた

したちの参加すべき競走を、耐え忍んで走りぬこうではないか。信仰の導

き手であり、またその完成者であるイエスを仰ぎ見つつ、走ろうではない

か。彼は、自分の前におかれている喜びのゆえに、恥をもいとわないで十

字架を忍び、神の御座の右に座するに至ったのである（へブル人への手紙 

１２：１，２）。だからこそ、日々イエスとともに過ごす時間を発展させ、

みことばを読み、み声を聞き、祈り、教えを生活の中に取り入れることが非

常に重要となる。そうすることによってのみ、神の第一目的のために人生を

生きる中で、神の導きが存在する神の保護下に居座ることが出来る。 

 

 

 

荒野での惨事： １１：１－２０：２９ 

 民数記は、イスラエルの民の繰り返す不従順、反抗、信仰の欠如に起因す

る惨事の一連を年代順に記録している。この事例が原因となり、二人（ヨシ

ュアとカレブ）を除くすべてのイスラエルの民が、約束の土地に入る特権を

失うことになる。モーセさえも、頑固な国民を指導する疲労により最終的に

特権を失ってしまう。ここに民数記の最大の教訓がある。神に従い、神のご

臨在の祝福の空間の中に住みながら生きるか、頑固に我が道を歩み、不従順

による結果の中に生きるか（荒野の生活）。新約聖書のへブル人への手紙は、

この時代のイスラエルの民の遠路の物語から、私たちキリスト信者が得るべ

き貴重な教訓を厳重に説明している（へブル人への手紙３，４章）。 

－イスラエルの民の反抗：１１：１－３５ 

 人々は荒野の生活条件について（再度）不平を言うようになった（１１： 

１－９）。モーセは、リーダーシップの負担から疲れてしまった（１１：１０

－１５）。モーセの神への不平は、指導者としての人間的苦闘を表してい

る：モーセは、民が家ごとに、おのおのその天幕の入口で泣くのを聞い

た。そこで主は激しく怒られ、またモーセは不快に思った。 そして、モー

セは主に言った、「あなたはなぜ、しもべに悪い仕打ちをされるのです

か。どうしてわたしはあなたの前に恵みを得ないで、このすべての民の重

荷を負わされるのですか。 わたしがこのすべての民を、はらんだのです

か。わたしがこれを生んだのですか。そうではないのに、あなたはなぜわ

たしに『養い親が乳児を抱くように、彼らをふところに抱いて、あなたが

彼らの先祖たちに誓われた地に行け』と言われるのですか。 わたしはどこ

から肉を獲て、このすべての民に与えることができましょうか。彼らは泣

いて、『肉を食べさせよ』とわたしに言っているのです。 わたしひとりで

は、このすべての民を負うことができません。それはわたしには重過ぎま

す。 もしわたしがあなたの前に恵みを得ますならば、わたしにこのような

仕打ちをされるよりは、むしろ、ひと思いに殺し、このうえ苦しみに会わ

せないでください」（民数記１１：１０－１５）。 

 主は、モーセのいのちを断たれなかった。むしろ７０人の長老をモーセの

リーダーシップの重荷を共有するために任命された。神は、モーセが人々を

導き支援するために、男たちの上に御霊（ユニークな指導力の賜物）を置かれ

た。人々への罰として、神は、一か月間に渡り、彼らがうんざりする程ウズ

ラばかりを与えられた！ 

 



 イスラエルの人々は、数々の災害とエジプト脱出の直後数か月間は、ヤハ

ウエを恐れたため、従順であった。神の御力と威厳を目の当たりにし、シナ

イ山の麓で恐怖のあまり震え上がった（出エジプト２０：２０）。まるで子供

の様な服従であった。シナイ山でヤハウエとの関係が始まって以来一年が過

ぎ、時の経過とともに、感情的、また霊的成熟と神のご性質の別の側面の理

解が伴うべきであった（恵みの神、愛である神、備えられる神、知恵である神、哀

れみ深い神）。ところが、彼らは成熟せず、その結果、みことばの背後に立

たれる神の真のご性質を信頼するに至らなかった。律法は、内に深く浸透

し、罪深さを確信させる様には働かず、むしろ単なる憤りを感じ反抗するた

めの規則に過ぎなかった。重要な教訓は、神を信頼するに至らなければ、従

順なクリスチャンとしての成長が伴うことは決してないということである。 

 

－ミリヤムとアロンの反抗：１２：１－１６ 

 モーセは、イスラエルの民の反抗だけでなく、ミリヤムとアロン（姉兄）

の非難にも立ち向かわなければならなかった。非難の理由は、モーセがクシ

ュ人（エジプト人）の女性と結婚したことであった。モーセの最初の今は亡

き妻であるチッポラのことと考えられる。その結婚には意義をもたらした。

しかし、この正面攻撃の根底にはモーセの指導に対する不満が秘められてい

た。彼らは言った、「主はただモーセによって語られるのか。われわれに

よっても語られるのではないのか」。主はこれを聞かれた（民数記１２：

２）。神は、罪を立証されるために介入され、ミリヤムに７日間らい病を煩

わせた。神から課せられた罰の期間が終わるまでの間、彼女は陣営から隔離

された。 

－カデシュ バルニアでの反抗：１３：１－１４：４５ 

 民数記１３、１４章は、出エジプト世代の遠路においての転換点となる。

神に対して様々な反抗を繰り返したが、この事件が最終的な引き金となっ

た。イスラエル国家がようやく約束の土地の南部の国境に到着した際、１２

人が土地を探らせるために遣わされた。そのうち１０人は戻って来て言っ

た。「土地は美しいが、我々が敵を倒すことは不可能である。」ヨシュアと

カレブの二人だけが、神の約束を信頼し、神は約束して下さったことを実現

して下さるのに十分偉大なお方であるということを信じた。１０人のスパイ

たちの後ろ向きな報告は次の通りであった：彼らはモーセに言った、「わ

たしたちはあなたが、つかわした地へ行きました。そこはまことに乳と蜜

の流れている地です。これはそのくだものです。 しかし、その地に住む民

は強く、その町々は堅固で非常に大きく、わたしたちはそこにアナクの子

孫がいるのを見ました。 またネゲブの地には、アマレクびとが住み、山地

にはヘテびと、エブスびと、アモリびとが住み、海べとヨルダンの岸べに

は、カナンびとが住んでいます」。 そのとき、カレブはモーセの前で、民

をしずめて言った、「わたしたちはすぐにのぼって、攻め取りましょう。

わたしたちは必ず勝つことができます」。 しかし、彼とともにのぼって行

った人々は言った、「わたしたちはその民のところへ攻めのぼることはで

きません。彼らはわたしたちよりも強いからです」。 そして彼らはその探

った地のことを、イスラエルの人々に悪く言いふらして言った、「わたし

たちが行き巡って探った地は、そこに住む者を滅ぼす地です。またその所

でわたしたちが見た民はみな背の高い人々です。 わたしたちはまたそこ

で、ネピリムから出たアナクの子孫ネピリムを見ました。わたしたちには

自分が、いなごのように思われ、また彼らにも、そう見えたに違いありま

せん」（民数記１７：２７－３３）。 

 最終的に、イスラエルの民は、１０人のスパイの後ろ向きな報告に同意

し、エジプトに戻るための新しいリーダーを要求した（１４：１－４）。その

とき神は、出エジプト世代全体を裁かれた。彼らは全員荒野で死に、約束の 

土地に入ることは出来なくなった。モーセは、神が再び反抗をお赦しになる

るよう取り成した。赦しは与えられたが約束の地に入る希望は永遠に失われ

た：主は言われた、「わたしはあなたの言葉のとおりにゆるそう。しか

し、わたしは生きている。また主の栄光が、全世界に満ちている。わたし

の栄光と、わたしがエジプトと荒野で行ったしるしを見ながら、このよう

に十度もわたしを試みて、わたしの声に聞きしたがわなかった人々はひと

りも、わたしがかつて彼らの先祖たちに与えると誓った地を見ないであろ

う。またわたしを侮った人々も、それを見ないであろう。ただし、わたし

のしもべカレブは違った心をもっていて、わたしに完全に従ったので、わ

たしは彼が行ってきた地に彼を導き入れるであろう。彼の子孫はそれを所

有するにいたるであろう（１４：２０－２４）。 

 １０人のスパイは、俗に言ういなごの精神（敵が巨人に見え、「自分たち

が、いなごのように見えた。」。）であった。いなごの精神とは、私たちが直

面する障害物、試練、敵の大きさに対して、私たち自身の大きさを測った必

然的結果である。その一方、ヨシュアとカレブは、敵を神の大きさに対して

測ったので、まったく別の精神が備わっていた。この二人の男たちの様に、

主に対する大きな視野を養い、完全に従う者たちを神は求めておられる 

（１４：２４）。あなたの敵は大きさはどれ程ですか？あなたの神の大きさ

はどれ程でしょうか？ 

 

 



－カナンに入った後に守られるべき律法：１５：１－４１ 

 民数記１５章では、民がカナンに入った際に守られるべき律法が繰り返さ

れる。律法そのものはさておき、出エジプト世代に神の裁きが下された後も

なお、約束の土地を与えて下さるご意向を示され激励して下さる。一つだ

け、着用しなければならないとされた衣服についての大変興味深い律法が存

在した：主はまたモーセに言われた、「イスラエルの人々に命じて、代々

その衣服のすその四すみにふさをつけ、そのふさを青ひもで、すその四す

みにつけさせなさい。あなたがたが、そのふさを見て、主のもろもろの戒

めを思い起して、それを行い、あなたがたが自分の心と、目の欲に従っ

て、みだらな行いをしないためである。こうして、あなたがたは、わたし

のもろもろの戒めを思い起して、それを行い、あなたがたの神に聖なる者

とならなければならない。わたしはあなたがたの神、主であって、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。わたしはあなたがたの神、主である」（民数記１５：３７－４１）。 

 日々の生活の中で、どのように神を思い出すための工夫を取り入れておら

れるでしょうか？机の上の飾りでしょうか？あなたが身に着けている十字架

のネックレスでしょうか？指輪でしょうか？何年も前に、私はラジオも故障

していた程の古い車に乗っていた。音楽が聴けなかったので、そこにある聖

句を貼り付け、オレゴン州のポートランドまで、はるばる運転する道中何百

回も読み返した：これは、われわれがさきに王に告げて、「われわれの神

の手は、神を求めるすべての者の上にやさしく下り、その威力と怒りとは

すべて神を捨てる者の上に下る」と言ったので、わたしは道中の敵に対し

て、われわれを守るべき歩兵と騎兵とを、王に頼むことを恥じたからであ

る（エズラ記８：２２）。今日に至るまで、この聖句とそのメッセージは

私の脳裏にこびりついている。あなたの日々の生活の中でも、神を思い出さ

せてくれるいくつかの聖句を取り入れてみてはいかがでしょうか。 

 

－コラの反抗： １６：１－５０ 

 トラブルはあらゆる角度からモーセを責めた。祭司であるコラと２５０人

の立派な指導者たちが、モーセとアロンに対して、分を超えて他の人々の上

に自分たちを高揚し、この様なトラブルに国家を導いたと非難した。なぜ他

の皆には主の御前に生贄を捧げることが許されないのか：彼らは集まっ

て、モーセとアロンとに逆らって言った、「あなたがたは、分を越えてい

ます。全会衆は、ことごとく聖なるものであって、主がそのうちにおられ

るのに、どうしてあなたがたは、主の会衆の上に立つのですか」（民数記

１６：３）。 

 神のご臨在から火が出て２５０人の反逆者が焼き尽くされた！青銅の火皿

を取り、打ち叩いて幕屋の祭壇の延べ板の被金（きせがね）とする様命じら

れた・・・二度と神が許可された指導者や崇拝の制度に逆らってはならない

ことを人々に永久に思い出させるためであった。 

 反逆者に対する目に見える裁きが下されたにも関わらず、翌日民は立ち上

がり、前日、大勢が亡くなってしまったことがモーセの責任であると訴え非

難した。この時点で神の怒りは疫病の形で会衆に対して勃発した。死人の数

は１４，７００人…ただ、モーセ（神の許可された指導者）による執り成しに

よって治まった（民数記１６：４１－５０）。 

 神は、忠実に歩む者の執り成しの祈りを聞いて下さる。「執成す」という

ことは、代わりに神の好意を求めるために、神と民の「間に立つ」と言う意

味である。祈りの生活の中で執り成しの祈りは、最も重要な祈りの側面の一

つである。あなたは誰のために執り成す様に召されて来られたでしょうか？ 

－アロンの杖の芽生え：１７：１－１３ 

 申命記１７章では、神によって許可されたリーダーシップについてのテー

マが続く。神は、アロンとその子孫に割り当てられた固有の聖職者の役割を 

確認された。イスラエルの各１２部族から１２本の杖が選ばれることによっ

て神による試験が与えられた。一晩の間、幕屋に預けられた。翌日１２本の

杖が戻されたとき、アロンの杖は芽を吹き、つぼみを出し、花をつけ、アー

モンドの身を結んだ。それは神がアロンをお選びになり、祭司の任務をお与

えになったことを意味した。アロンの杖は、神聖な箱に十戒の石板と共に納

められた。これも、やはり、イスラエルの民に、神が正式に任命された霊的

指導者に対する反逆の罪の結果を永遠に思い出させるためであった。 

－補佐としてのレビ人：１８：１－３２ 

 １８章には、アロンとイスラエルの祭司であるレビ人への更なる指示が与

えられている。レビ人は、幕屋での大祭司たちの働きの補佐役として与えら

れた。人々の生贄と献金の一部は、司祭の支援のために指定された。レビ人

には、他のイスラエルの部族に与えられた様な物資の継承がなかった。むし

ろ主ご自身とその働きこそが継承した財産であった。 

－赤い雌牛の律法：１９：１－２２ 

 特別で珍しい、赤い雌牛の生贄についての記載である。その生贄は陣営の

外で捧げられ、その後「清める水」をつくるために、灰と湧き水が加えられ

た。この水は死人や死体と接触したことによって汚れが生じた際の儀式に用



いるものであった。死体に接触した者は、この水によって清められるまで通

常の儀式のために幕屋に入ることは許されなかった。 

－モーセ、カナンの土地に入る特権を失う：２０：１－２９ 

 おそらく全ての惨事の中でも最も悲しい出来事が指導者モーセの転倒であ

ろう。民数記２０章に記録されている死は３件（「聖書の死亡記事欄」に参照

する）。ミリアムとアロンは、この章の最初と最後に記されてい様に、荒野

の中で死んだ。中間で、会衆が見守る中、自身が犯してしまった罪のために

約束の土地に入る特権を失ない、「モーセの夢」も死を迎えた：「あなた

は、つえをとり、あなたの兄弟アロンと共に会衆を集め、その目の前で岩

に命じて水を出させなさい。こうしてあなたは彼らのために岩から水を出

して、会衆とその家畜に飲ませなさい」（民数記２０：８）。 

 モーセは命じられたように主の前にあるつえを取った。 モーセはアロン

と共に会衆を岩の前に集めて彼らに言った、「そむく人たちよ、聞きなさ

い。われわれがあなたがたのためにこの岩から水を出さなければならない

のであろうか」。 モーセは手をあげ、つえで岩を二度打つと、水がたくさ

んわき出たので、会衆とその家畜はともに飲んだ。 そのとき主はモーセと

アロンに言われた、「あなたがたはわたしを信じないで、イスラエルの

人々の前にわたしの聖なることを現さなかったから、この会衆をわたしが

彼らに与えた地に導き入れることができないであろう」。 これがメリバの

水であって、イスラエルの人々はここで主と争ったが、主は自分の聖なる

ことを彼らのうちに現された。（民数記２０：９－１２） 

 ２００万人の会衆の目が見守る中、岩に「話す」様に命じられていたにも

かかわらず、怒りから杖で岩を打ってしまったとき、指導者の立場であった

モーセの罪は拡大した。そのことによって、イスラエルの民を約束の土地に

率いるモーセの夢が幕を閉じてしまった。民数記の終わりで、神はモーセに

約束の土地を遠くから眺めることをお許しになられたが、入ることはお許し

にならなかった：主はモーセに言われた、「このアバリムの山に登って、

わたしがイスラエルの人々に与える地を見なさい。 あなたはそれを見てか

ら、兄弟アロンのようにその民に加えられるであろう。これは会衆がチン

の荒野で逆らい争った時、あなたがたはわたしの命にそむき、あの水のか

たわらで彼らの目の前にわたしの聖なることを現さなかったからであ

る」。これはチンの荒野にあるカデシのメリバの水である（民数記２７：

１２－１４）。 

 モーセにとって、イスラエルの民を約束の土地に率いる夢は、どれ程意味

深いものであったでしょうか？申命記の終わりに記録されているモーセ自身

のイスラエルの民に対する別れの言葉を読んでみましょう：その時わたし

は主に願って言った、『主なる神よ、あなたの大いなる事と、あなたの強

い手とを、たった今、しもべに示し始められました。天にも地にも、あな

たのようなわざをなし、あなたのような力あるわざのできる神が、ほかに

ありましょうか。どうぞ、わたしにヨルダンを渡って行かせ、その向こう

側の良い地、あの良い山地、およびレバノンを見ることのできるようにし

てください』。しかし主はあなたがたのゆえにわたしを怒り、わたしに聞

かれなかった。そして主はわたしに言われた、『おまえはもはや足りてい

る。この事については、重ねてわたしに言ってはならない。おまえはピス

ガの頂に登り、目をあげて西、北、南、東を望み見よ。おまえはこのヨル

ダンを渡ることができないからである（申命記３：２３－２７）。 

民数記においてのイスラエルの民の物語についての新約聖書による反映 

 

 

 新約聖書においての多くの教訓は、旧約聖書の物語を基盤に成立する。 

使徒パウロは次のように記している：これまでに書かれた事がらは、すべ

てわたしたちの教のために書かれたのであって、それは聖書の与える忍耐

と慰めとによって、望みをいだかせるためである（ローマ人１５：４）。 

イスラエルの民の荒野においての悲しい惨事は、初期のキリスト教徒のため

に書かれた 2 つの訓戒の基礎を形成している：第一コリント１０章とへブ

ル人への手紙３－４章。へブル人への手紙の著者が民数記に記録された悲劇

的惨事に基づいて、初期のキリスト教徒に圧力をかけた重要な教訓であるこ

とを考慮しましょう。 

へブル人への手紙３－４章：神のみ声に心を頑なにしてはならない 

 へブル人への手紙の匿名の著者は、神のみ声を聞き入れることを止めてし

まい、自分の思う声を公言する様になったクリスチャンに対処する。イスラ

エルの民が繰り返し神に不平を言い続け、エジプトへ引き返したいと願った

様に、これらの告白したクリスチャンは、古い自分に戻る寸前であった。 

この著者は３度、次のフレースを繰り返した：「今日、もし御声を聞くなら

ば、荒野での試みの日に御怒りを引き起こしたときの様に、心を頑なにして

はならない。」（３：７；３：１５；４：７）。特に、次の箇所にその教えの

迫力が感じられる：兄弟たちよ。気をつけなさい。あなたがたの中には、

あるいは、不信仰な悪い心をいだいて、生ける神から離れ去る者があるか

も知れない。あなたがたの中に、罪の惑わしに陥って、心をかたくなにす

る者がないように、「きょう」といううちに、日々、互に励まし合いなさ



い。もし最初の確信を、最後までしっかりと持ち続けるならば、わたした

ちはキリストにあずかる者となるのである。それについて、こう言われて

いる、「きょう、み声を聞いたなら、神にそむいた時のように、あなたが

たの心をかたくなにしてはいけない」（へブル人への手紙３：１２－１５）。 

 この聖句は、頑なな心は、神の御声を聞き入れて告白することを停止して

しまった際の霊的状態である・・・ この様な状態を未然に防ぐためにはど

うすればよいでしょうか？ 

１．神の御声を聞くとき、心を頑なにしてはならない（３：１５） 

 最近、私は腎臓結石を取り除いた。喜ばしい経験ではない！ようやく、水

分を十分に取り、食生活を改善することによって腎臓の中に結石を硬化させ

ることを防ぐことが出来るという事実を認める心の準備が出来た。同様に、

神の御声を聞き入れ続けることによって、心を硬化させ、霊的結石を硬化さ

せることを防ぐことが出来る。神は、聖書に書かれたみことばによって語り

掛けて下さる。聖霊による「静かな小さな声で」、心の内の必要なところに

み光を当てて下さり、愛に溢れる「共同体の声」によって戒め、励まして下

さる。神の御声を聞き公言するためには、「心を静め」「神の御声を聞く」

ために十分な時間を費やす必要がある：「静まって、わたしこそ神である

ことを知れ。わたしはもろもろの国民のうちにあがめられ、全地にあがめ

られる」（詩篇４６：１０）。 

 心を静め神の御声を聞くために十分な時間を費やしておられるでしょう

か？ 唯一神の御声のみが、余聞を切り離し、最も深いくぼみと心の必要に

触れてくださる：というのは、神の言は生きていて、力があり、もろ刃の

つるぎよりも鋭くて、精神と霊魂と、関節と骨髄とを切り離すまでに刺し

とおして、心の思いと志とを見分けることができる（へブル人への手紙４： 

１２）。 

２．お互いに罪に惑わされないように励まし合わなければならない（３：

１３）真の霊的コミュニティにおいて、頑な心を妨げることは不可欠であ

る。霊的な強さを保つためには、周囲に霊的に成熟した強い人々を置く必要

がある。実際、頻繁に神の御声が聞こえるのは、霊的コミュニティを通して

である。仲間の信者が、あなたに勧めることがあるかもしれない。または、

励ましたり、教えたり、正したり、助言したり、あなたのために祈ったり、

共に悲しんだり、喜んだりするかもしれない。神の声にチューニングを合わ

せ保つために、私たちには霊的コミュニティが不可欠である。自分を孤立さ

せないよう気を付けなければならない。真の霊的コミュニティの中に自分を

しっかりと固く編み込みましょう：愛と善行とを励むように互に努め、  

ある人たちがいつもしているように、集会をやめることはしないで互に励

まし、かの日が近づいているのを見て、ますます、そうしようではないか

（へブル人への手紙１０：２４，２５）。 

 へブル人への手紙は、イスラエルの民が神の声を聞き入れることを止めて

しまったことが原因で、神の約束の憩いの場に入ることが出来なくなったと

いうことを警告するために、民数記の事例を取り入れている。今日の生活の

中でも、もし神の声を聞き入れず、みことばを公言し損ねる時、神の憩い

（喜び、平安、神との親密な関係から得られる満たし）の機会を逃してしまうこ

とになる。 


