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はじめに 

申命記の最終章には、モーセが死を迎える間際に約束の地に今にも入国しよ

うとしているイスラエル国家に向けての言葉が記録されている。モーセが 

長年に渡り愛し導いて来た民に向けてのお別れの言葉である。モーセは民に

シナイ山においてヤハウェと交わした規約の条項に再度委託するよう励まし

た。契約更新のための重要な根底には、生活の祝福と土地に残存する特権の

恵みにあずかるためには、律法に対する服従が条件である。その一方、もし

彼らが神の律法に従うことが出来なかった場合、今、まさに与えられようと

している約束の土地から最終的に追放されるまでの間一連の裁きが降りかか

ることになる。 

 

契約の更新： ２７：１－３０：２０ 

 

４０年前、シナイ山において、ヤハウェはイスラエルの民と正式な契約関係

に入られた。神は彼らを世を代表する「祭司国家であり、きよい民」と呼ば

れた。神の律法は彼らの振舞を導き、唯一であられ真の神であられるご性質

を表し、その証人を形作るためであった。その際、イスラエルの第一世代は

契約の条項を受け入れることを誓願した：そして契約の書を取って、これ

を民に読み聞かせた。すると、彼らは答えて言った、「わたしたちは主が

仰せられたことを皆、従順に行います」。（出エジプト２４：７） 

そして今、モーセは約束の地の東側に位置する国境モアブに宿営している 

第二世代に呼びかけた。モーセは、新世代に契約の責任を承認裁可を求め、

約束の地に入国してからの契約更新のための儀式の行い方を指示する。彼ら

の将来一切は神と歩く決意の強さによって決定されるであろう。服従の掛け

金は高かった！ 

 

祝福と呪い： ２７：１－２８：６８ 

 

約束の地に入った後、国民は二つの山（ゲリジム山とエバル山）の頂の中間

に集まることとされていた。祭司たちは、二分された国民（６部族をゲリジ

ム山側に立たせ、残りの６部族をエバル山側に立たせた。）の前で律法を唱

えることとされていた。律法が読まれた後、ゲリジム山側の部族は神の法令

に従うならば、神が注いでくださる祝福を宣言し、その後、エバル山側に立

つ６部族が法令に従わなかった場合に受ける裁きの宣言を唱えなければなら

なかった。祝福も裁きも詳細にここに記されている。モーセは民が入国した

後に契約の更新をすることを確認した。そうすることによってのみ神が約束

してくださった通り、彼らのために闘ってくださり、また、将来の祝福を 

確保することができたからである。そうでなければ、神は、イスラエルの民

を敵の前に敗北させられ、また、最終的には、丁度カナン人を追放されたよ

うに、神はイスラエルの民をも約束の地から追放されるからである！ 

 

モーセの最後の訴え： ２９：１－３０：２０ 

 

－公約の呼びかけ： モーセが契約更新の説教を終えたとき、イスラエル

が神を愛し神に仕えるために宣誓を誓った約束の瞬間へと全国民の注意を引

いた。 

 

それゆえ、あなたがたはこの契約の言葉を守って、それを行わなければな

らない。そうすればあなたがたのするすべての事は栄えるであろう。  

あなたがたは皆、きょう、あなたがたの神、主の前に立っている。すなわ

ちあなたがたの部族のかしらたち、長老たち、つかさたちなど、イスラエ

ルのすべての人々、 あなたがたの小さい者たちも、妻たちも、宿営のうち

に寄留している他国人も、あなたのために、たきぎを割る者も、水をくむ

者も、みな主の前に立って、あなたの神、主が、きょう、あなたと結ばれ

るあなたの神、主の契約と誓いとに、はいろうとしている。これは主がさ

きにあなたに約束されたように、またあなたの先祖アブラハム、イサク、

ヤコブに誓われたように、きょう、あなたを立てて自分の民とし、またみ

ずからあなたの神となられるためである。わたしはただあなたがたとだ



け、この契約と誓いとを結ぶのではない。きょう、ここで、われわれの

神、主の前にわれわれと共に立っている者ならびに、きょう、ここにわれ

われと共にいない者とも結ぶのである。（申命記２９：９－１５） 

 

 

－不忠実についての最後の警告：モーセは、規約を無視することの意味に

ついての最終的な警告を発した：神は確実にイスラエルの民の上に災害をも

たらされる。他の国民は疑問に思うであろう：なぜ、彼らにこれらすべての

ことが起こっているのかと？ 

 

そのとき人々は言うであろう、『彼らはその先祖の神、主がエジプトの国

から彼らを導き出して彼らと結ばれた契約をすて、行って彼らの知らな

い、また授からない、ほかの神々に仕えて、それを拝んだからである。そ

れゆえ主はこの地にむかって怒りを発し、この書物にしるされたもろもろ

ののろいをこれにくだし、そして主は怒りと、はげしい怒りと大いなる憤

りとをもって彼らをこの地から抜き取って、ほかの国に投げやられた。今

日見るとおりである』。 隠れた事はわれわれの神、主に属するものであ

る。しかし表わされたことは長くわれわれとわれわれの子孫に属し、われ

われにこの律法のすべての言葉を行わせるのである。 （２９：２５－２９） 

 

 

「隠れたことはわれわれの神、主に属するものである。」・・・私たちは、

神について、または、神のやり方について、神が解明する必要が無いと決め

られたことがらについて、ついそれらのミステリーを解こうとしてしまう 

傾向があることについて興味深いと思われたことは無いでしょうか？神に 

ついて、または、神のやり方については、人間の理解する能力を上回る事柄

がたくさんありということを明確にされている（ローマ人への手紙１１： 

３３，３４）。尚且つ、明らかにされている事柄は、私たちに、また、これ

から生まれてくる子供たちに永遠に属するのである。それは、わたしたちが

この律法のすべての言葉に従うことが出来るためである。明らかにしてくだ

さっている御ことばによって、既に多くの事柄を明確にしてくださっており

明らかにされた真理によって最終的に我々に責任が問われる。神に関する 

ミステリーは何時の日か、おそらく永遠のいのちに生きる中で、明らかにし

てくださるということを期待しつつ、神の隠れたこととして受け止めましょ

う。明らかにされている部分に焦点を当てて、研究と献身に励みましょ

う・・・なぜなら、明らかにされている真理こそが、神から私たちに与えら

れた贈り物である命だからである！  

－今後の悔い改めの規定：規定に背き、約束の地から追放された後も、常

に悔い改めた後に更新の機会が残される（３０：１－１０）。 

 

わたしがあなたがたの前に述べたこのもろもろの祝福と、のろいの事があ

なたに臨み、あなたがあなたの神、主に追いやられたもろもろの国民のな

かでこの事を心に考えて、あなたもあなたの子供も共にあなたの神、主に

立ち帰り、わたしが、きょう、命じるすべてのことにおいて、心をつく

し、精神をつくして、主の声に聞き従うならば、あなたの神、主はあなた

を再び栄えさせ、あなたをあわれみ、あなたの神、主はあなたを散らされ

た国々から再び集められるであろう。（３０：１－３） 

 

神は、あなたがたが主に帰るなら、先祖よりも繁栄させてくださると、力強

く約束してくださった（３０：５）！ 

 

 

申命記には、「心を尽くし、精神をつくして、主なる神を愛すること。」

（３０：２，６，１０）が何度も繰り返し強調されている。神は中途半端な

愛に興味を持っていらっしゃらない（黙示録３：１５，１６）。主の目は

あまねく全地を行きめぐり、自分に向かって心を全うする者のために力を

あらわされる（歴代誌第二１６：９）。しかし、私たちに新たな心を生産

してくださる神の御霊の御力から離れては、愛であられる神の完全さに比べ

て常に自分自身が足らない存在と感じてしまう。こうして、神に帰する者の

内に働いてくださり、その者たちの必要を神のご栄光をお現しになるために

認識して下さる：あなたの神、主は、あなたの心とあなたの子孫の心を包

む皮を切り捨てて、あなたが心を尽くし、精神をつくし、あなたの神、主

を愛し、それであなたが生きるようにされる（申命記３０：６）。私たち

が完全に神を愛する能力を与えていただくために、私たちの内で働いてくだ

さる神の御力が欠かすことが出来ない！ 

 

 

－「いのち」と「死」の選択の提供：契約更新の儀式が終了したとき、 

モーセは天と地にイスラエルの民がヤハウェへに誓ったことの証人となるよ

う呼びかけた。モーセは、また、民にとってどういう賭けになるかを簡略化

した：いのちと死。 

 

見よ、わたしは、きょう、命とさいわい、および死と災をあなたの前に置

いた。すなわちわたしは、きょう、あなたにあなたの神、主を愛し、その



道に歩み、その戒めと定めと、おきてとを守ることを命じる。それに従う

ならば、あなたは生きながらえ、その数は多くなるであろう。またあなた

の神、主はあなたが行って取る地であなたを祝福されるであろう。 しかし

もしあなたが心をそむけて聞き従わず、誘われて他の神々を拝み、それに

仕えるならば、 わたしは、きょう、あなたがたに告げる。あなたがたは必

ず滅びるであろう。あなたがたはヨルダンを渡り、はいって行って取る地

でながく命を保つことができないであろう。 わたしは、きょう、天と地を

呼んであなたがたに対する証人とする。わたしは命と死および祝福とのろ

いをあなたの前に置いた。あなたは命を選ばなければならない。そうすれ

ばあなたとあなたの子孫は生きながらえることができるであろう。すなわ

ちあなたの神、主を愛して、その声を聞き、主につき従わなければならな

い。そうすればあなたは命を得、かつ長く命を保つことができ、主が先祖

アブラハム、イサク、ヤコブに与えると誓われた地に住むことができるで

あろう」。（３０：１５－２０） 

 

 

神への従順とは、ただ単に神の御心に自分自身を適合させるということでは

ない。常に私たちにとって生きるか死ぬかの深刻な問題である。愛してくだ

さっている父なる神は、死ではなく生きて欲しいと願っておられる。神が 

エデンの園でアダムにあの一本の木の実だけは食してはならないと命じられ

たとき、神は、生と死の問題であると告げられた：「・・・それを取って食

べるとき、あなたは必ず死ぬ」（創世記２：１７）。神は常に私たちに真の

命へと導いてくださるために御言葉（生きるための指示）を与えてくださ

る。その一方、罪は常に死をもたらす。したがって、モーセがイスラエルの

民に「神への服従」を懇願した際、それが真に意味したことは「いのち」の

選択であった。わたしは、きょう、天と地を呼んであなたがたに対する証

人とする。わたしは命と死および祝福とのろいをあなたの前に置いた。あ

なたは命を選ばなければならない。そうすればあなたとあなたの子孫は生

きながらえることができるであろう。 すなわちあなたの神、主を愛して、

その声を聞き、主につき従わなければならない。そうすればあなたは命を

得、かつ長く命を保つことができ、主が先祖アブラハム、イサク、ヤコブ

に与えると誓われた地に住むことができるであろう」。（３０：１９，２０） 

 

 

 

 

 

主とヨシュア、イスラエルを導く： ３１：１－８ 

 

モーセにイスラエルを約束の地に導くことが出来なくても、優れた御手の内

にあるということをイスラエルの民に保証した。主こそが神聖なる導き主で

あられ、新しい指導者ヨシュアを用いて民を誘導してくださる： 

あなたの神、主はみずからあなたに先立って渡り、あなたの前から、これ

らの国々の民を滅ぼし去って、あなたにこれを獲させられるであろう。 

また主がかつて言われたように、ヨシュアはあなたを率いて渡るであろ

う。（３１：３） 

 

「主はみずからあなたに先立って行き」というフレーズが３度繰り返される

（３１：３，６，８）。その事実は困難な道のりを目前にした民（特に 

ヨシュア）を強め激励するためであった。ですから、私たちの生活の中にお

いても、重要な旅路へ乗り出すずっと前から祈ることが重要である。神自ら

が先立って私たちの道を切り開いてくださるという強固な保証をもって前進

する必要がある。私たちは熱心に神を求め、神の行進の命令を受けたとき、

例えどんな困難が立ちはだかっても、自信を持って前進し、立向かうことが

出来る。一方、私たちの人生の重大な決断において神の御心を求めることを

怠ってしまったとき、自分の力だけに頼り、自分の思いのままに生き、自分

自身が選択した下路を弱々しく踏む自分を見ることになるでしょう。 

 

 

７年ごとに繰り返す儀式： ３１：９－１３ 

 

モーセはレビ人の祭司たちに契約更新の儀式について記された文書を委託し

た（３１：９）。それから、モーセは７年毎に同じ儀式が仮小屋の祭りの日

に繰り返されるように指示した。このようにして、イスラエルの民は繰り返

し契約の忠実へと呼び戻された。特に子どもたちにとって、ヤハウェとの 

契約関係の特権と責任について紹介される機会となった。 

 

すなわち男、女、子供およびあなたの町のうちに寄留している他国人など

民を集め、彼らにこれを聞かせ、かつ学ばせなければならない。そうすれ

ば彼らはあなたがたの神、主を恐れてこの律法の言葉を、ことごとく守り

行うであろう。また彼らの子供たちでこれを知らない者も聞いて、あなた

がたの神、主を恐れることを学ぶであろう。あなたがたがヨルダンを渡っ

て行って取る地にながらえる日のあいだ常にそうしなければならない」。

（３１：１２，１３） 



主はモーセにイスラエルの脱落を告げられる： ３１：１５－３０ 

 

契約更新の儀式の後、神はモーセとヨシュアを特別な会合のために幕屋の中

にお呼びになった。それは、神がイスラエルの民は確実に神に背を向けるこ

ととなり、その結果、無数の悪に食い尽くされてしまうという衝撃的な知ら

せを受ける悲しい瞬間であった。この時まで、イスラエルの民を導くことに

生涯をかけて来たモーセにとっては、壊滅的な知らせであったに違いない。

指導者として任命されたヨシュアにとっては、このような将来に導く結果と

なるということは更に衝撃的であったに違いない。 

 

主は幕屋で雲の柱のうちに現れられた。その雲の柱は幕屋の入口のかたわ

らにとどまった。 主はモーセに言われた、「あなたはまもなく眠って先祖

たちと一緒になるであろう。そのときこの民はたちあがり、はいって行く

地の異なる神々を慕って姦淫を行い、わたしを捨て、わたしが彼らと結ん

だ契約を破るであろう。その日には、わたしは彼らにむかって怒りを発

し、彼らを捨て、わたしの顔を彼らに隠すゆえに、彼らは滅ぼしつくさ

れ、多くの災と悩みが彼らに臨むであろう。そこでその日、彼らは言うで

あろう、『これらの災がわれわれに臨むのは、われわれの神がわれわれの

うちにおられないからではないか』。しかも彼らがほかの神々に帰して、

もろもろの悪を行うゆえに、わたしはその日には必ずわたしの顔を隠すで

あろう。 （３１：１５－１８） 

 

 

イスラエルの将来を歌う悲しい歌： ３２：１－４７ 

 

それから、神はイスラエルの民に教えるために、モーセに歌を与えられた。

その歌は悲しいかな、イスラエルの民は将来ヤハウェへの不忠実、また、 

そのための重いコストを支払うことになる警告を秘める歌であった。 

 

 

神は、モーセにネボ山に登るよう命じられる： ３２：４８－５２ 

 

モーセの生涯は終わりに近付き、神はモーセにネボ山の頂上まで登るよう命

じられた。そこから約束の地を一望することが出来た。モーセはメリバの岩

の水に関する一件において、神に従わなかったために約束の地に入ることは

許されなかった。 

 

モーセによる１２部族のための最後の祝福： ３３：１－２９ 

 

古代イスラエルの慣習では、家長が死ぬ前に子孫の上に祝福の言葉を与え

た。イスラエル国民全体の霊的家長として働いたモーセは１２部族を祝福し

た。 

 

 

モーセの死と埋葬： ３４：１－８ 

 

神とモーセの親密な関係の最期の表れに、神はモーセが約束の地を一望する

ことが出来るようにネボ山の頂上に招かれた。 

 

モーセはモアブの平野からネボ山に登り、エリコの向かいのピスガの頂へ

行った。そこで主は彼にギレアデの全地をダンまで示し、ナフタリの全

部、エフライムとマナセの地およびユダの全地を西の海まで示し、ネゲブ

と低地、すなわち、しゅろの町エリコの谷をゾアルまで示された。そして

主は彼に言われた、「わたしがアブラハム、イサク、ヤコブに、これをあ

なたの子孫に与えると言って誓った地はこれである。わたしはこれをあな

たの目に見せるが、あなたはそこへ渡って行くことはできない」。 

（３４：１－４） 

 

最後の場面には、人に対する神からの愛の比類のない表示が含まれている。

神ご自身が神のみが知る場所にモーセを埋葬してくださったのである！ 

 

こうして主のしもべモーセは主の言葉のとおりにモアブの地で死んだ。主

は彼をベテペオルに対するモアブの地の谷に葬られたが、今日までその墓

を知る人はない。モーセは死んだ時、百二十歳であったが、目はかすま

ず、気力は衰えていなかった。イスラエルの人々はモアブの平野で三十日

の間モーセのために泣いた。そしてモーセのために泣き悲しむ日はついに

終った。（３４：５－８） 

 

神は、なぜモーセを秘密の場所に埋葬されたのでしょう？おそらく、イスラ

エルの民が、将来、人間であるモーセを礼拝したいという誘惑に駆られる 

性質をご存知であったからに違いない。宗教的考え方では、人間の指導者の

記憶を祭った上、さらにある種のミニチュアの神のような存在としてその人

を処理する場所と化してしまうことは一般的である。私は、大理石で造られ

た使徒ペテロの像が置かれている現場を訪問したことがある。そのときツア



ーガイドが長く連なる観光客に向かって、あなたがたも大理石のペテロの足

の指にキスをするならば、天国への道のりがはるかに短くなるということを

保証した。ようやく大理石の像に近付いたとき、何百万人もの人によって 

キスをされたり、触られたりした結果、ペテロの足の指の部分がかなり消耗

していた様子が目につき、驚かずにいられなかった。神は、おそらく、未来

の世代が、それは勇敢なモーセを偶像崇拝したいという誘惑からイスラエル

の民を引き離されるために、神自らが埋葬されたのであろう！ 

 

 

イエスは、私たちに祈ることを教えてくださった：「・・・みこころの天に

なるごとく、地にもなさせたまえ。」。しかし、罪の壊滅的な影響が原因と

なり、僕たちは、かなり頻繁な割合で神の完璧な御心が行なわれるのは、 

地上に居る間ではなく、天国に行くまで待たなければならない。モーセは、

自身の罪のために約束の地に踏み入る特権を失ってしまった。それは神の

人、偉大なモーセにとってひどい損失であった。モーセは、神に、その特権

を修復していただくよう願ったがその願いは叶わなかった。イエスが最後に

エルサレムに向かう旅の数週間前に、ガリラヤの山においてのイエスの変溶

の物語は何と格別な出来事であったでしょう（マタイ１７章）。ペテロ、 

ヤコブとヨハネがご栄光を受けられたイエスを見上げたとき、イエスの隣に

は誰が立っていたのを目撃したか覚えておられるでしょうか？モーセとエリ

ヤであった！最終的にモーセは、約束の地に立つことが出来たのである…主

であられるイエスご自身と共に！薄暗い記憶であるモーセの地上での損失よ

りも、天国においてのご褒美は、はるかに大きいということを確信すること

が出来る。 

 

 

モーセのことを覚える結び： ３４；９－１２ 

 

ヌンの子ヨシュアは知恵の霊に満ちた人であった。モーセが彼の上に手を

置いたからである。イスラエルの人々は彼に聞き従い、主がモーセに命じ

られたとおりにおこなった。 イスラエルには、こののちモーセのような預

言者は起らなかった。モーセは主が顔を合わせて知られた者であった。 主

はエジプトの地で彼をパロとそのすべての家来およびその全地につかわし

て、もろもろのしるしと不思議を行わせられた。 モーセはイスラエルのす

べての人の前で大いなる力をあらわし、大いなる恐るべき事をおこなっ

た。（３４：９－１２） 

 

神は我らとともに － モーセ五書の見直し 

 

申命記３４章をもってモーセ五書（五つの巻物）が完結する。これらの神聖

な巻物の中で、罪の悲劇から世界を救うための神によるご計画の最初の設置

を見てきた。アブラハムから、全世界に神を代表する目的で「祭司国家」を 

築かれた。その民を国家へと成長させるためにエジプトに送られた。それか

ら、今度は、モーセを指導者とされ、神の偉大なる御手によって民をエジプ

トから救い出された。シナイ山において、神はイスラエルの民と契約関係を

結ばれ神聖な律法をお与えになった。神は、民の間に住まわれ、犠牲と供え

物を捧げることによって、神聖でない人々が神聖であられる神に接近するた

めの唯一の方法を教えられた。神は、彼らを約束の地の手前の国境線まで導

かれた。第一世代には、信仰が欠けていたために約束の地に入ることは出来

なかったが・・・それでも神は、常に約束に忠実でいてくださった。第二世

代が今まさに約束の地に入り、神がアブラハムに約束してくださった偉大な

る地を受けようとしている（創世記１２：１－３）。この後に続く旧約聖書

の２つの本、ヨシュアと士師記は勝利（ヨシュア）と悲劇（士師記）の物語

である。 

 


