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はじめに 

  民数記の後半で荒野においての４０年間の生活の終わりへと時が早送り

される。イスラエルの民の第二世代は、約束の地から丁度東側のヨルダン川

を越えたところのモアブに宿営していた。アブラハムに約束して下さった偉

大な土地の所有権を手に入れるために入国する態勢が整った（創世記１２：

１－３）。しかしこの箇所の記録によると、第二世代の民も第一世代の民と

同様に我儘な心を持っていたため、神に対する不従順な行いを繰り返した。

従順な神の民のみが約束の土地への国境を越えて民を率いることになる。 

青銅の蛇： ２１：１－９ 

 おなじみの習慣を受け継いだ二世代も、荒野での生活を理由に神とモーセ

に不平を繰り返した。そのため神は、イスラエルの陣営に毒蛇の侵入をお許

しになり、沢山の死者が出た。民はモーセに泣きつき、神は次のような指示

を出された：そこで主はモーセに言われた、「火のへびを造って、それを

さおの上に掛けなさい。すべてのかまれた者が仰いで、それを見るならば

生きるであろう」。モーセは青銅で一つのへびを造り、それをさおの上に

掛けて置いた。すべてへびにかまれた者はその青銅のへびを仰いで見て生

きた（民数記２１：８，９）。 

 この出来事から、イエス様のことばである、人の子もまた、私たちをお救

いになられるために柱に上げられなければならない新約聖書の有名な聖句が

生まれた：そして、ちょうどモーセが荒野でへびを上げたように、人の子

もまた上げられなければならない。 それは彼を信じる者が、すべて永遠の

命を得るためである」。 神はそのひとり子を賜わったほどに、この世を愛

して下さった。それは御子を信じる者がひとりも滅びないで、永遠の命を

得るためである（ヨハネの福音書３：１４－１６）。 

 イエスは、私たちのために、蛇による噛み傷、すなわち罪を敗北させるた

めに十字架にかけられた。十字架の上の救い主を見上げるとき、罪と死から

救われ、永遠のいのちの贈り物が与えられる。蛇の致命的な咬傷から救って

いただくために、柱（十字架）の上にかけられたお方に、既に目を向けられ

たでしょうか？ 

 民は、モーセのところに来て言った。「主とあなたを非難して罪を犯しました。ど

うか蛇を取り去ってくださるよう、主に祈ってください。」（２１：７）。真の悔い

改めとは、自分のしたことが間違っていたということを認め、具体的に述べることで

ある：「私たちは～をしたことによって罪を犯しました。」。罪の告白とは、既に罪

をご存知でおられる、神に同意するということである。ただ、申し訳なく思うこと

は、真の罪の告白ではない。悲しみは、後悔の気持ちであるが、具体的な罪を認める

ことは感情を待たない。真の悲しみは、悔い改めと行いの変化によって反映される。 

 

辺境の王国の敗北： ２１：１－３５ 

 イスラエルの民が、ホル山からエドムとモアブを通って、約束の土地の東

側の国境に沿って進んだとき、周辺の王国は撃退のめに立ち上がった。その

結果、アモリ人の王であるシホン、及びバシャンの王であるオグと最初の戦

いが起こった。どちらの闘いにおいても、神はイスラエルの民に勝利を与え

られた。 

 エドム人は、族長ヤコブの兄、エサウの子孫であった。モーセは先祖が 

兄弟関係であった血縁関係（２０：１４－１７）を訴え、イスラエルの民

（「あなた方の兄弟であるイスラエルの民」）がエドム人の領土を安全に通行す

ることが許可されることを期待した。ところがエドム人は、共通の祖先を認

めることを拒否した。ヤコブとエサウは和解（創世記３２，３３章）したにも

かかわらず、イスラエルとエドムの間には戦争が始まろうとしていた。 

 



 

 「彼を恐れてはならない。わたしは彼とその民とその地とを、ことごとくあなたの

手にわたす。・・・」（２１：３４）。主が、導かれているという確信があるとき、

神が、勝利と成功の方程式の一部であり、私たちは、ただ神に信頼を置くことを期待

しておられる。信仰は恐怖に直面する時も前進することを含む。前世代が約束された

土地へと勇敢に前進出来なかった理由は恐れであった。神はどの領域へ招き、前進さ

せようとしておられるでしょうか？あなたは神を信頼しておられるでしょうか？ 

 

バラム、イスラエルを呪うために雇われる： ２２：１－２４：２５ 

 モアブの王であるバラクは、イスラエルの民が近隣の王国を敗北させたの

を見て、脅威にさらされ、異教徒の預言者であり、効果的に人々や国家の上

に呪いをかけ、霊的な力を呼び出すことが出来ることで有名なバラムを雇っ

た。バラクからの緊急を要するメッセージは次の通りであった：彼はアン

モンびとの国のユフラテ川のほとりにあるペトルに使者をつかわし、ベオ

ルの子バラムを招こうとして言わせた、「エジプトから出てきた民があ

り、地のおもてをおおってわたしの前にいます。 どうぞ今きてわたしのた

めにこの民をのろってください。彼らはわたしよりも強いのです。そうし

てくだされば、われわれは彼らを撃って、この国から追い払うことができ

るかもしれません。あなたが祝福する者は祝福され、あなたがのろう者は

のろわれることをわたしは知っています」（民数記２２：５，６）。 

 遠い昔、神がアブラハムに約束された際に使われたことばによく似ていた

ことが重要である：あなたを祝福する者をわたしは祝福し、あなたをのろ

う者をわたしはのろう。地のすべてのやからは、あなたによって祝福され

る」（創世記１２：３a）。この様に舞台は対決の準備が整った。バラムが

イスラエルを呪う力はヤハウェがイスラエルを祝福しお守りになられ、イス

ラエルを呪うものをの呪われるという約束に勝つことが出来るでしょうか？ 

 神はまず、バラムの移動を妨げられた。そして神が言う通りに話すように

指示された後、バラムの移動をお許しになった。また、バラムが出発すると

神はお怒りになった。それはどういうことなのでしょうか？じっくり見てい

くことによって、バラムの心中の問題が明らかになる。 

 道中で、バラムのロバが御遣いによって進行を阻まれていることによっ

て、恐れて進行方向から横を向いた。バラムは持ち合わせていなかったが、

ロバには御遣いによる止まれの合図に気付く目が与えられていた。そのこと

によってバラムとロバの対立が生じた。預言者にはロバが頑なに進行を拒ん

だ理由がわからなかった。最終的に、御遣いがバラムにも現れ、メッセージ

が明らかになった：主の使はバラムに言った、「この人々と一緒に行きな

さい。ただし、わたしが告げることのみを述べなければならない」。こう

してバラムはバラクのつかさたちと一緒に行った（２２：３５）。 

 心の内をご存知である神は、バラムは神のみことばのみに留まるのではな

く、密かに自分のことばを用いようと考えていたことをお見通しであった。

金銭的利益を得るために、イスラエルの民を呪うことを企んでいた（第２ペ

テロ２：１５，１６）。ロバ（頑固さを象徴する動物）は、神とそのメッセージ

に服従し、預言者はロバよりも更に頑固であった！しかし、今度こそ神に与

えられた言葉のみを話さなければならないことをバラムに思い知らせた。 

 民数記の著者であるモーセには、神に仕える際、神が反対されてることを悟る力が

備わっていた。出エジプト記４：２４を思い出してみましょう。モーセが神のみこと

ばをもってパロに対抗するためにエジプトに向かう途中神はモーセを殺そうとされ

た。モーセは、表向きは神に従順であったが、内面的には、自分の息子の割礼におい

て神の御心を妥協した。神は、私たちの表向きな行いだけでなく、心の内をも見てお

られる！ 

－最初の神託：バラク王は、イスラエルの民の陣営が見渡せる場所にバラ

ムを連れていった。その場でバラムがイスラエルの民を呪うことを期待した

からである。ところがバラムは、神から与えられた言葉によって彼らを祝福

した：神ののろわない者を、わたしがどうしてのろえよう。主ののろわな

い者を、わたしがどうしてのろえよう。岩の頂からながめ、丘の上から見

たが、これはひとり離れて住む民、もろもろの国民のうちに並ぶものはな

い。だれがヤコブの群衆を数え、イスラエルの無数の民を数え得よう。わ

たしは義人のように死に、わたしの終りは彼らの終りのようでありたい」

（民数記２３：８－１０）。 



－二つ目の神託：バラクは、バラムがイスラエルの民を呪わなかったので

激怒した。今度はイスラエルの陣営の一部が見渡せることが出来る別の有利

な地点にバラムを連れて行った。おそらくそれほど印象的でないところから

であれば、呪うために有効的であると考えたのでしょう。バラムは、さらに

神による大きな祝福を与えた：神は人のように偽ることはなく、また人の

子のように悔いることもない。言ったことで、行わないことがあろうか、

語ったことで、しとげないことがあろうか。祝福せよとの命をわたしはう

けた、すでに神が祝福されたものを、わたしは変えることができない。だ

れもヤコブのうちに災のあるのを見ない、またイスラエルのうちに悩みの

あるのを見ない。彼らの神、主が共にいまし、王をたたえる声がその中に

聞える。神は彼らをエジプトから導き出された、彼らは野牛の角のよう

だ。ヤコブには魔術がなく、イスラエルには占いがない。神がそのなすと

ころを時に応じてヤコブに告げ、イスラエルに示されるからだ。見よ、こ

の民は雌じしのように立ち上がり、雄じしのように身を起す。これはその

獲物を食らい、その殺した者の血を飲むまでは身を横たえない」 

（民数記２３：１９－２４）。 

－三つめの神託：最後にもう一度バラクは、バラムがイスラエルの民を呪

う様に仕向けた。唯一荒野を見下ろすことが出来る荒廃した場所にバラムを

連れて行った。しかし、この荒廃した場所を見下ろしながらもバラムはイス

ラエルの民の祝福のみ発っした：ヤコブよ、あなたの天幕は麗しい、イス

ラエルよ、あなたのすまいは、麗しい。それは遠くひろがる谷々のよう、

川べの園のよう、主が植えられた沈香樹のよう、流れのほとりの香柏のよ

うだ。水は彼らのかめからあふれ、彼らの種は水の潤いに育つであろう。

彼らの王はアガグよりも高くなり、彼らの国はあがめられるであろう。神

は彼らをエジプトから導き出された、彼らは野牛の角のようだ。彼らは敵

なる国々の民を滅ぼし、その骨を砕き、矢をもって突き通すであろう。彼

らは雄じしのように身をかがめ、雌じしのように伏している。だれが彼ら

を起しえよう。あなたを祝福する者は祝福され、あなたをのろう者はのろ

われるであろう」（２４：５－９）。 

 バラムの最後の祝福の言葉は、何百年も前に神がアブラハムに話されたこ

とばの繰り返しであった：あなたを祝福する者をわたしは祝福し、あなた

をのろう者をわたしはのろう。地のすべてのやからは、あなたによって祝

福される」（創世記１２：３）。従って、この新世代が約束の土地の入り

口に立つときも、神がアブラハムの子孫を祝福しお守りく下さるというお約

束は有効であった！ 

 そこでバラクはバラムにむかって怒りを発し、手を打ち鳴らした。そしてバラクは

バラムに言った、「敵をのろうために招いたのに、あなたはかえって三度までも彼ら

を祝福した（２４：１０）。勇気を出して神に信頼し勇敢に立つ時、神の御心に反抗

する人たちから怒りや反感を買うことがある。力の超える戦略に威圧されて屈しない

ために、神によって強めていただくことが重要である。クリスチャンの歩みにおい

て、人間を恐れる以上に神を恐れ信頼することこそが最も重要なステップである。 

 

－４つの裁きの神託：皮肉なことに、イスラエルの民を呪うために雇われ

たバラムは、バラクとイスラエルを妨害しようとした国々に更に４つの裁き

の神託をとなえた（２４：１５－２５）！従って、「イスラエルの民をの

ろう者をのろわれる」という神の約束は、バラク王の前に実現した。バラ

クは、お金によってイスラエルの民の呪いを買おうとしたが、結果的に自分

の頭と王国に呪いを買うはめとなった。 

 

イスラエルの民、不品行への誘惑： ２５：１－１８ 

 バラムにイスラエルの民を呪うことが出来なかった一方、ヤハウエとイス

ラエルの民との間の契約についての知識が備わっていたらしく、神に不従順

なイスラエルの民には、神の裁きが下るということを心得ていた。特に偶像

崇拝の領域（十戒の内の最初の４つの戒め）において。イスラエルの民は、モ

アブ人とミディアン人女性と異教の礼拝のお祭りに従事し始め、不品行にも

関与してしまった：イスラエルはシッテムにとどまっていたが、民はモア

ブの娘たちと、みだらな事をし始めた。 その娘たちが神々に犠牲をささげ

る時に民を招くと、民は一緒にそれを食べ、娘たちの神々を拝んだ。 イス

ラエルはこうしてペオルのバアルにつきしたがったので、主はイスラエル

にむかって怒りを発せられた（２５：１－３）。 

 後に、神の裁きをイスラエルの民に下すために、罪へと誘惑したのはバラ

ムであったことが明らかになる（ヨハネの黙示録２：１４）。神がイスラエル

の民との契約を破られることをなさらないのであれば、イスラエルの民に誓

願を破らせることによって、神の裁きを招かせようと企んだ。 

 イスラエルの民にとって（私たちにとっても）の真の闘い相手は、サタンによるイ

スラエルの民を破滅させたいという欲望であった。イスラエルの民を通して、この世

に祝福をもたらそうという神のご計画を止めるのがサタンの目的であった。あなたの

敵である悪魔が、ほえたける獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら、歩

き回っています（第一ペテロ５：８）。一つの策略がだめであれば、次の策略を用い

て、人々をなんとか神から遠ざけようとサタンは常に働きかけてくる。今日も同じよ



うな敵対する霊的力が大変活発に働いており、神の民を信仰と従順の道から不信仰と

罪の道へと引きずり込もうとしている（エペソ人への手紙６：１２）。 

 大祭司アロンの孫息子であるピネハスは、不品行の侵入に対する義の怒り

を表示した（２５：６－１３）。神は、イスラエルの永遠の聖職者の役割をピ

ネハスとその子孫にお与えになられることによって報われた：主はモーセ

に言われた、 「祭司アロンの子なるエレアザルの子ピネハスは自分のこと

のように、わたしの憤激をイスラエルの人々のうちに表わし、わたしの怒

りをそのうちから取り去ったので、わたしは憤激して、イスラエルの人々

を滅ぼすことをしなかった。 このゆえにあなたは言いなさい、『わたしは

平和の契約を彼に授ける。これは彼とその後の子孫に永遠の祭司職の契約

となるであろう。彼はその神のために熱心であって、イスラエルの人々の

ために罪のあがないをしたからである』と」（民数記２５：１０－１３）。 

 ピネハスは神の名誉を守るために熱心で、神の名と神の栄光を侵害するものに立ち

向かった。妥協が生じたときに、神の栄光を妥協するか沈黙するかのどちらかに傾い

ている文化の中で、ピネハスの行動は、神の名誉のために大胆な立場を取る勇敢な霊

的、感情的な成熟の印であった。ピネハスへの報酬は大きく、代々永遠に彼の義と認

められた（詩篇１０６：２８－３１）。 

二度目の人口調査： ２６：１－６５ 

 モアブに陣営している間にイスラエルの民の二度目の人口調査が命じられ

た。この人口調査の目的は、ただ単に人口を把握するためのものではなかっ

た。真の目的は、イスラエルの第一世代で生存している者がいなくなったこ

とを確認するためのものであった：ただしそのうちには、モーセと祭司 

アロンがシナイの荒野でイスラエルの人々を数えた時に数えられた者はひ

とりもなかった。 それは主がかつて彼らについて「彼らは必ず荒野で死ぬ

であろう」と言われたからである。それで彼らのうちエフンネの子カレブ

とヌンの子ヨシュアのほか、ひとりも残った者はなかった（民数記２６： 

６４，６５）。 

 二人の忠実であったスパイのヨシュアとカレブだけが生き残り、約束の土

地に入ることが許された。 

 

ツェロフハデの娘たちのための土地の継承： ２７：１－１１ 

 ツェロフハデとは、荒野で死を迎えた出エジプトの第一世代のイスラエル

の民の一人であった。５人の生存していた娘たちは、約束の土地に入ったら

どうなるか疑問に思った。男たち同様に、家系を継続する土地を相続するの

でしょうか？家系を引き継ぐ息子たちがいない場合、娘たちの相続権はどう

なるでしょうか？５人の娘たちは、カナンの土地での父親の相続を受け継ぐ

と、神が、モーセにお答えになった。さらに指示が与えられた。詳しい手順

は、他の非定型の場合にイスラエル継承の転送として含まれた。 

 ツェロフハデの娘たちは、ヨセフ直属の子孫であり、父親の子孫を断絶させたくな

かった。娘たちには、合法的に相続可能であるものを主張する勇気が備わっていた。

だから、わたしたちは、あわれみを受け、また、恵みにあずかって時機を得た助けを

受けるために、はばかることなく恵みの御座に近づこうではないか（へブル人４： 

１６）。何によっても、完全な継承を主張する権利から妨げられてはならない！ 

 

ヨシュア、モーセの後継者として任命される： ２７：１２－２３ 

 モーセは、約束の土地に民を率いることが出来なくなったことを神が明ら

かにされたので（民数記２０章ので出来事を思い出しましょう）、モーセは神に

後継人を与えてくださるよう祈った：モーセは主に言った、「すべての肉

なるものの命の神、主よ、どうぞ、この会衆の上にひとりの人を立て、 彼

らの前に出入りし、彼らを導き出し、彼らを導き入れる者とし、主の会衆

を牧者のない羊のようにしないでください」（民数記２７：１５－１７）。 

 神は、モーセの祈りにお答えになり、ヨシュアをイスラエルの指導者の後

継人とする様に指示された。ヨシュアは忠実であった２人のスパイのうちの

一人であり、カナンで巨人を見たときに、人々に神を信頼する様呼びかけた

（民数記１３，１４）。更に、イスラエルの民が荒野で過ごした時間全体を通

して、モーセと近い関係にあり、頻繁に要となる場面において、モーセと共

に出現した（例：シナイ山で律法を受け取った際、出エジプト記２４：１３）。次

の箇所でもわかるように、ヨシュアは若者の頃から、神とモーセの幕屋での

会合に参加していたことから、ヨシュアにはモーセのような霊が宿っていた

ことは明らかであった：人がその友と語るように、主はモーセと顔を合わ

せて語られた。こうしてモーセは宿営に帰ったが、その従者なる若者、ヌ

ンの子ヨシュアは幕屋を離れなかった（出エジプト記３３：１１）。 

 モーセは、神の命令に従い、全会衆の前に、イスラエルの次期指導者とし

てヨシュアを任命した：そこでモーセは主が命じられたようにし、ヨシュ

アを選んで、祭司エレアザルと全会衆の前に立たせ、 彼の上に手をおき、

主がモーセによって語られたとおりに彼を任命した（２７：２２，２３）。 

 

 

 



毎日、毎週、毎月、及び、毎年のいけにえ： ２８：１－２９：４０ 

 ここでの題材は、幕屋での定期的な生贄について先に述べられた律法の見

直しと重要な年間の宗教のお祭りの遵守についてである（過ぎ越しの祭り、 

贖罪の日等）。 

娘たちや妻たちの誓願に関する律法： ３０：１－１６ 

 神の御前に誓願をかけるということは深刻な問題であった。夫や父に相談

なく妻や娘が神に誓願をかけた場合の指示がここに記されている。夫や父親

にその様な誓願を無効にしたり肯定したり出来る権限が与えられていた。こ

の律法は、家族の遺産や保全性を保護するためのものであった。家内の頭で

ある夫や父親は、その誓願が一族全体にとって正しいものであるかを判断す

る権限が与えられた。「責任が男たちから先に越えない」手配は、夫や父親

は最終的に家族のための決断や方向性を神に答える家族の頭であるという新

約聖書の教えにに並列している。 

 ウォーレン・ワーズビーの指摘の様に、この聖句には健全な社会に重要な 2つの要

素が含まれている。１）契約、約束、誓願を守ること。２）明らかな権威構造の定

義。人々が約束を守らない社会や指導者を無視する社会は完全な混乱状態である。 

 

ミデヤン人の敗北： ３１：１－５４ 

 神の命令により、ミデヤン人とその隣人であるモアブ人（特にイスラエルの

民を不品行と偶像崇拝に誘惑した女たち）に対する戦争を始めた（２５：１－３）。

神の幕屋から神聖な物を身に着けた祭司フィニアスは、戦士たちを戦闘へと

導いた。以前、偶像崇拝の事件によって、神の神聖さが犯されてしまったの

で、今度は戦いによって神の神聖さが立証されるのである。この戦いの中で

イスラエルの民は一人として命を落とさなかった（民数記３１：４８）。  

 神は、自分の子供たちを罪へと誘惑した者たちを軽く扱われない。この戦

いの死者の中には、イスラエルの民を不品行へ誘惑することを助けた預言者 

バラムもいた。このような誘惑する者たちに対する神の正義の怒りは、神の

子をつまずかせようとする人たちに対するイエスの警告にこだました：し

かし、わたしを信ずるこれらの小さい者の一人をつまずかせる者は、大き

なひきうすを首にかけられて海の深みに沈められる方がその人の益になる。 

この世は、罪の誘惑があるから、災いである。罪の誘惑は必ず来る。しか

し、それを来たらせる人は、災いである（マタイの福音書１８：６，７）。 

 モーセの最後の務めは、４０年もの間、避難所を与えて下さった神のご栄光を人々

の前に示すことであった。４０歳であったモーセがパロから逃亡したときのことを思

い出してみましょう。ミデヤンの土地に逃げ、ミデヤン人のチッポラを妻に娶った。

モーセは、誰よりも神を愛していることを表明した。このことは、復活後のイエスが

ペテロに尋ねた挑戦的なことばを思い出させる：彼らが食事をすませると、イエスは

シモン・ペテロに言われた、「ヨハネの子シモンよ、あなたはこの人たちが愛する以

上に、わたしを愛するか」（ヨハネの福音書２１：１５）。 

 

トランスヨルダンの土地、ルベンとガドに与えられる： ３２：１－４２ 

 ルベン族とガド族は、モーセに近付き、現在地トランスヨルダンの領土で

ヨルダン川の東方の地の継承を求めた。理由は、彼らの部族は主に羊飼いで

あり、この土地は生活のために理想的であったことを確認したからであっ

た。モーセと他の指導者たちは、それがカナンの地にヨルダン川を越えて来

る部族によって関与することになる、避けられない戦争を回避しようとす

る、部族の試みではないかと懸念したが。ルベンとガドの指導者たちが、 

ヨルダン川の向こう側への占領戦に自分の兄弟に同行することを誓い宣誓し

た。彼らの誓いと宣誓を果たした後、トランスヨルダンの土地を継承し、占

有することが許可されることになる：モーセは彼らに言った、「もし、あ

なたがたがそのようにし、みな武装して主の前に行って戦い、みな武装し

て主の前に行ってヨルダン川を渡り、主がその敵を自分の前から追い払わ

れて、 この国が主の前に征服されて後、帰ってくるならば、あなたがたは

主の前にも、イスラエルの前にも、とがめはないであろう。そしてこの地

は主の前にあなたがたの所有となるであろう。しかし、そうしないなら

ば、あなたがたは主にむかって罪を犯した者となり、その罪は必ず身に及

ぶことを知らなければならない（３２：２０－２３）。 

 旧約聖書が教えるイスラエルの使命を検討するか新約聖書が教える教会の使命を検

討するか、ささやかな間が観客に与えられているように思われる。皆、戦闘に従事す

るように召されている、約束の土地を主張するための戦闘、あるいは失われた魂を永

遠の王国のために主張する闘いに。あなたは、その戦闘に携わっているでしょうか、

それとも観客として座って観ておられるだけでしょうか？ 

イスラエルの荒野においての旅の段階： ３３：１－５６ 

 この章では、イスラエルの民がエジプトを脱出してから約束の地の東側に 

存在するの陣営地にたどり着くまでの長い４０年の旅路において留まった 

４２ケ所での物語を詳しく記している（１３９頁の地図参照）。わずか１１－

１５日間で終了するはずであった旅（申命記１：１，２）が、イスラエルの民

の頑さと雲に従い神のみ声に耳を傾けることに不従順が原因で、結局およそ

１４，６００日に及んでしまった。 



約束の土地の境界線： ３４：１－２９ 

 ここでは、約束の土地の実際の地理的境界が説明されている（下の地図も

参照）。それぞれの部族には、土地内の特定の地域が割り当てられた（陣営

内でそれぞれの割り当てが与えられて来たことと同様に）。それぞれの部族の指導

者たちは、土地の配分の過程を管理することを任命された。 

 

レビ人のための町々と、逃がれ人の町： ３５：１－３４ 

 前に、レビ人（祭司部族）には、土地の継承が与えられなかったというこ

とを学んだ。むしろ、主ご自身とその働きこそが、彼らの継承であった。 

しかし、レビ人には土地全体を通して４８の町々に住んで放牧することが許

された（３５：１－５）。そのうち６つの町には、「避難所」の地として指定

された（３５：６－３４）。意図的でない殺人に関与してしまった者たちが避

難所とすることが出来る（現代の過失致死）。意図的な殺人は死刑に値した。 

 

「血の復讐をする者」（通常死者の親族）は、殺人者を死刑にする権利を持っ

ていた。しかし、意図的でない死の場合、人の死に関与した者は、「血の復

讐をする者」から逃れるために、この６つの避難所に避難することが出来

た。それによる保護は、現役の大祭司が亡くなるまで有効であった。その期

間が終了した後は、「血の復讐をする者」によって殺される心配なく、避難

所を出ることが出来た。しかし、もし個人が、期間終了前に避難所の門から

出た場合、「血の復讐をする者」の手に命の保証は無かった！この様な法律

上の詳細の中に、基本的な原則が含まれていることを見逃してはならない。

イスラエルの民の宗教的生活の中で血の神聖な性質：あなたがたはそのお

る所の地を汚してはならない。流血は地を汚すからである。地の上に流さ

れた血は、それを流した者の血によらなければあがなうことができない。 

あなたがたは、その住む所の地、すなわちわたしのおる地を汚してはなら

ない。主なるわたしがイスラエルの人々のうちに住んでいるからであ

る」。（民数記３５：３３，３４） 

 

民族から民族への土地の継承の転送は認められない： ３６：１－１３ 

 イスラエルの民は約束の地に入る態勢が整い待期する中、民数記の締めく

くりとして、最後の一つの法的問題が取り上げられた。別の部族から土地相

続の転送が可能か否かについてである。ツェロフハドの 5 人の娘を伴う状

況が例として持ち上がった。もし、その娘たちが父親の部族外の男と結婚し

た 

場合、父親の継承した土地はどうなるであろうか？父親の土地は部族に残こ

るであろうか、それとも夫の部族に転送されるべきあろうか？主がお答えに

なられた。結婚によって、土地が一部族から次の部族へ転送されてはならな

い。この律法は、それぞれの部族の土地の相続を維持し、一部族だけ他の部

族に比べて富を集結することを防ぐためのものであった。 

民数記の結論：民数記の中に、モーセはイスラエル人の第一世代を伴う悲

劇、及び第二世代の希望の両方を記録に留めている。第一世代は、神の声に

耳を傾け、神のご臨在であった雲に従うことが出来なかった。そのことによ

って荒野で低くされ、神の約束の土地を継承し損ねてしまった。第二世代

は、第一世代の失敗から学び、契約の神に信仰と従順をもって約束の地に入

った。新しい世代は、神に「孫」は存在しないということを学んだに違いな

い。それぞれの新世代が約束を守られる神への信頼を育み、神から目をそら

すことなく未来へと歩んでいかなくてはならない。どの世代においても同じ

真実が成立する：わたしたちは、見えるものによらないで、信仰によって

歩いているのである（第二コリント５：７）。 


