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神は我らと共に 
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第１１メッセージ － ルツ記： 望みの物語 

ルツ記１－２ 

 

 

はじめに 

ルツ記は、士師たちが世を治めている時代に生きた一家族の物語で

ある。この物語は、聖書の物語の中でいくつかの重要な目的を果た

している。第一に、ルツとボアズ（４：１８－２２）を通してダビ

デ王の系図を紹介することによって、士師記と王の時代へとの架け

橋となっている。この本の主な目的は、ダビデの系図で終わるとこ

ろにある。二つ目は、士師記というユダにとって暗黒の時代の中に

も、少なくとも幾人かは、信仰深く、神を愛し、律法を守るユダヤ

人が存在したということである。イスラエル国家が何度も何度も繰

り返し罪と劣化に深く深く転げ落ちる傍ら、ボアズは、あらゆる面

で世に神のご性質を反映する正しい男であった。ルツは、イスラエ

ル（神の民、イスラエルの真の使命は全ての人を神の贖いに導くこ

とであった）の神であるヤハウェに信頼するようになった信仰深い

モアブ人の女であった。最も重要な、この本の終わりの部分は、ル

ツの物語は暗黒の士師記の時代の中でも、神の約束の紅い糸はしっ

かりと織り込まれながら、十分に生きているというとを教えてくれ

ている。たとえ、イスラエル国家は、ヤハウェとの契約に不忠実で

あったにもかかわらず、神の、全世界に大きな祝福をもたらすご計

画の決意にに変わりはなかった（創世記１２：３）。その祝福は、

最終的に神ご自身であられる救世主を通してもたらされる。救世主

の約束の糸は、偉大なダビデ王の先祖である、ルツとボアズの子孫

を通して繋がれる（参照：マタイの福音書１：５）。 

 

 

モアブでのナオミの喪失： １：１－５ 

 

ルツ記は、ナオミの途方もない喪失の物語から始まる。 

 

さばきづかさが世を治めているころ、国に飢きんがあったので、ひとりの

人がその妻とふたりの男の子を連れてユダのベツレヘムを去り、モアブの

地へ行ってそこに滞在した。その人の名はエリメレク、妻の名はナオミ、

ふたりの男の子の名はマロンとキリオンといい、ユダのベツレヘムのエフ

ラタびとであった。彼らはモアブの地へ行って、そこにおったが、（１：

１，２） 

 

士師記の時代は、神の規律の手が繰り返しイスラエルの上にあった。当時の

飢饉は、イスラエル国家が神による規律の期間に置かれていたことを示す。

エリメレクは、悔い改めと信仰をもって神の御手の内に留まるのではなく、

その状況から逃げようとした。家族を連れて、常にイスラエルの罠となって

来たモアブへ移った。 

 

ところが、モアブでは、新しい生活と保障を手に入れるどころか、エリメレ

クには災難しか訪れなかった。まず、エリメレクは死んだ。ナオミは、神の

意に反する決断を下し続け、モアブに１０年留まり、息子たちに、モアブ人

の妻たちを迎えた。ところが、二人の息子たちも死んでしまい、困窮の状況

で３人の未亡人は残された。 

 

ナオミの夫エリメレクは死んで、ナオミとふたりの男の子が残された。ふ

たりの男の子はそれぞれモアブの女を妻に迎えた。そのひとりの名はオル

パといい、ひとりの名はルツといった。彼らはそこに十年ほど住んでいた

が、マロンとキリオンのふたりもまた死んだ。こうしてナオミはふたりの

子と夫とに先だたれた。（１：３－５） 

 

イスラエルの民がエジプトを脱出して以来、モアブ人（特に、モアブ人の女

たち）は常に彼らにとって罠となって来た。神は、具体的にイスラエルの民

がモアブも含めて、周囲の国々から妻を取ることを禁じられた（申命記７：



３）。モアブ人は、モーセとイスラエルの民がカナンに向かう途中、モアブ

の土地を通過することを許さなかったので、彼らが幕屋で礼拝をすることは

禁じられていた。さらに、イスラエルを呪うために偽預言者バラムを雇った

のもモアブ人であった。（申命記２３：３－６）ナオミは、そモアブの保護

下の祝福を求めて移住しただけでなく、彼女の家系をモアブの血と入り混ぜ

ようとしていた。 

 

エリメレクの名前は、「神は王であられる」を意味した。しかし、エリメレ

クは、実際、神を王として生きなかった。彼は、神の支配下に生きるのでは

なく、便宜と自己保護に基づく選択を下してきた。彼は、イスラエルの飢饉

を避けるために、家族をモアブに連れて行った。その結果、大混乱と家族の

死をもたらした。ナオミは、エリメレクの死後、イスラエルに戻ることが出

来たはずである。しかし、その代わりに、モアブに根をおろして、息子たち

がモアブ人の女と結婚することを許した。私たちは、頻繁に「自分の目に正

しいと思える」決断を下すことによって、自分を人生の「支配者」としてし

まい、その結果、神が私たちに意図されないところに根をおろしてしまう。

人が見て自ら正しいとする道でも、その終りはついに死に至る道となるも

のがある。（箴言１６：１２，１６：２５） 

 

 

ナオミ、イスラエルの地に戻る： １：６－１３ 

 

息子たちを亡くした後、神がイスラエルの飢饉を止められ、食料をお与えに

なっていることを耳にしたナオミは、イスラエルに戻る決心をする。 

 

その時、ナオミはモアブの地で、主がその民を顧みて、すでに食物をお与

えになっていることを聞いたので、その嫁と共に立って、モアブの地から

ふるさとへ帰ろうとした。（１：６） 

 

オルパとナオミは、二人とも故郷を離れてナオミと一緒にイスラエルに向か

う意思を表明した。しかし、ナオミは、彼女たちに将来の希望を与えること

は出来ないので、彼女たちがモアブに残るよう主張した。 

 

しかしナオミは言った、「娘たちよ、帰って行きなさい。どうして、わた

しと一緒に行こうというのですか。あなたがたの夫となる子がまだわたし

の胎内にいると思うのですか。娘たちよ、帰って行きなさい。わたしは年

をとっているので、夫をもつことはできません。たとい、わたしが今夜、

夫をもち、また子を産む望みがあるとしても、そのためにあなたがたは、

子どもの成長するまで待っているつもりなのですか。あなたがたは、その

ために夫をもたずにいるつもりなのですか。娘たちよ、それはいけませ

ん。主の手がわたしに臨み、わたしを責められたことで、あなたがたのた

めに、わたしは非常に心を痛めているのです」。（１：１１－１３） 

 

ナオミには、未亡人となった二人の義理の娘の再婚のために、ナオミが子供

を産み、彼らの成長を待つことは、ばかげていると考えた。さらに、ナオミ

は宣言した。「主の手がわたしに臨み・・・」（１：１１－１３）。なぜ、

主が「対抗なさっている」私などと共にいるべきでしょうか？ 

 

ナオミの人生は、モアブで崩壊した。彼女は、神の御手は彼女に反している

と信じ、将来の望みを失った。あらゆる面で、人生が上手く行かないとき、

神は、二度と私たちのために戦ってくださるはずがないと思え、生きていて

も意味が無いように思えてくる。未来は無く、これほどの苦難と心痛からは

何一つ益となる事などあり得ないと感じられる。それでも、もし、神に信頼

して望みを置くならば、暗闇の向こう側には光がある。ナオミには、神の哀

れみによって望みと明るい未来が待っているということを見ることが出来な

かった。神は、放蕩息子も娘もお喜びになり、大きな祝福をお与えになる。

ナオミの物語は喪に伏している状態から始まるが、喜びに終わる・・・神に

あって、希望は絶えることはないからである。 

 

 

ナオミと共に行くルツの誓い：１：１４－１８ 

 

この物語の転換点は、ルツが生涯ナオミと共に過ごすことを誓ったところで

あった。 

 

彼らはまた声をあげて泣いた。そしてオルパはそのしゅうとめに口づけし

たが、ルツはしゅうとめを離れなかった。 そこでナオミは言った、「ごら

んなさい。あなたの相嫁は自分の民と自分の神々のもとへ帰って行きまし

た。あなたも相嫁のあとについて帰りなさい」。しかしルツは言った、

「あなたを捨て、あなたを離れて帰ることをわたしに勧めないでくださ

い。わたしはあなたの行かれる所へ行き、またあなたの宿られる所に宿り

ます。あなたの民はわたしの民、あなたの神はわたしの神です。あなたの

死なれる所でわたしも死んで、そのかたわらに葬られます。もし死に別れ

でなく、わたしがあなたと別れるならば、主よ、どうぞわたしをいくえに



も罰してください」。ナオミはルツが自分と一緒に行こうと、固く決心し

ているのを見たので、そのうえ言うことをやめた。（１：１４－１８） 

 

ルツは、ナオミに誓っただけでなく、ナオミの神、民、土地に誓った。ルツ

は、死別するまで、ナオミと一生を共に生き、イスラエルの地に骨を埋める

ことを誓った。ルツは、ナオミに「しがみついた」。全く同じ動詞が創世記

２：２４で、夫と妻の絆を描写するために用いられている。真の意味で、ル

ツはナオミに「死別する時まで」彼女の人生を委ねた。最後に、ルツは、忠

誠の誓いを破るような事があった場合のために、自分に対する呪いをもって

彼女の誓いを封印した。 

 

あまりの情熱的な誓いのため、ナオミは沈黙してしまったことが明らかにさ

れている。ナオミは自分の失ったものと自分に対する哀れみにとらわれてい

た。悲しいかな、神はルツを用いてナオミに愛と平安を備えてくださってい

たことに気づかなかった。 

 

ルツがナオミの内に何を見て人生を委ねる決心に至ったか、十分説得力ある

理由を認識することは困難である。ルツは、とてつもない損失、夫と息子た

ちの死と望みの喪失を体験した。「神はナオミを敵とされた」と絶望するナ

オミを見て来た。ナオミは、ルツがより良い将来を探し求めるために、モア

ブの地に返ることを願う言葉を聞いた。しかし、ナオミの感動的でない引き

合いにもかかわらず、ルツは、モアブへではなくイスラエルへ、ナオミの将

来の配当を求めて共に行くように心が動かされた。私たちに言えることは、

何処かでいつの間にか、ルツはヤハウェを自分の神として個人的信仰を手に

入れたということである。ルツは、将来の望みをナオミに託していたのでは

なく、むしろ彼女の誓いの中で個人的に「主」と呼んだヤハウェに託してい

た。物語の展開につれ、主が人生を導かれ、形成されることを信頼しなが

ら、ルツの信仰は日に日に輝き増し続ける。私たちの将来に向けて、決して

他の人に信頼を置いてはならないということを覚えましょう；むしろ、私た

ちの視線と希望をを主に置きましょう。唯一神だけが、私たちの最大限の信

頼の価値があるお方である。 

 

 

ベツレヘムに到着： １：１９－２２ 

 

そしてふたりは旅をつづけて、ついにベツレヘムに着いた。彼らがベツレ

ヘムに着いたとき、町はこぞって彼らのために騒ぎたち、女たちは言っ

た、「これはナオミですか」。ナオミは彼らに言った、「わたしをナオミ

（楽しみ）と呼ばずに、マラ（苦しみ）と呼んでください。なぜなら全能

者がわたしをひどく苦しめられたからです。 わたしは出て行くときは豊か

でありましたが、主はわたしをから手で帰されました。主がわたしを悩ま

し、全能者がわたしに災をくだされたのに、どうしてわたしをナオミと呼

ぶのですか」。 （１：１９－２１） 

 

ベツレヘムは、ナオミを見て衝撃を受けた。彼女は１０年も前に夫と二人の

息子とイスラエルを発って行った。そして今、モアブ人の義理の娘一人に付

き添われ、荒廃し、孤独な女となって戻ってきた。彼らは、信じられない 

様子で尋ねた「ナオミですか？」。全能者がひどく苦しめられたので「マラ

（苦しみ）」に改名したとナオミは応えた。 

 

マラ －「苦しみ」。ナオミは、人生の非常な苦難を全能者の責任とした。

彼らの旅路は、神から離れて歩いて行く選択を反映したことを考慮すること

が出来なかった。彼女の１０年のモアブでの死のような生活は、神が彼女の

人生のために書かれた原本ではなかった。ナオミとエリメレクが選択した道

であり、自発的な意思決定の悲しい結末であった。 

 

しかし、私たちが反抗と放浪の中にあっても、神の恵みは絶えることが無

い。放蕩ナオミがイスラエルに戻ったとき、「マラ」（苦しみ）と改名し、

涙で一杯の目には、すぐ隣りに存在したルツという人物の内に宿る神の善を

見ることが出来なかった。この若いモアブ人の娘は、ナオミに憐れんで必要

に応じてくださった神からの贈り物であった。実際、ナオミの将来の全祝福

は、この部外者のモアブ人の胎内から跳ね上がる。完全に不名誉な立場で、

イスラエルに戻ったナオミとルツという奇妙な二人組は、神の恵みによって

聖書の物語の中で最高の栄誉に上昇する。私たちの悪い選択は結果をもたら

すが、私たちの優しい神には、死からいのちをもたらすことがお出来になる

方である：シオンの中の悲しむ者に喜びを与え、灰にかえて冠を与え、悲

しみにかえて喜びの油を与え、憂いの心にかえて、さんびの衣を与えさせ

るためである。（イザヤ６１：３） 

 

 

ルツ、ボアズの畑で落穂を拾う： ２：１－７ 

 

モアブの女ルツはナオミに言った、「どうぞ、わたしを畑に行かせてくだ

さい。だれか親切な人が見当るならば、わたしはその方のあとについて落



ち穂を拾います」。ナオミが彼女に「娘よ、行きなさい」と言ったので、

ルツは行って、刈る人たちのあとに従い、畑で落ち穂を拾ったが、彼女は

はからずもエリメレクの一族であるボアズの畑の部分にきた。（２：２，

３） 

 

ナオミとルツには、生活を支える手段がなかった。ルツは、二人の糧となる

食を探すために、落穂拾いに出かけるという行動に出た。イスラエルの落穂

拾いに関する律法は、貧しい人たちのための福祉プログラムのようであった

（レビ記１９：９；２３：２２； 申命記２４：１９）。神は、常に貧しい

人、見捨てられた人、困窮者を哀れんでくださり、彼らのために備える道を

与えてくださる。 

 

ルツは行って、刈る人たちのあとに従い、畑で落ち穂を拾ったが、彼女は

はからずもエリメレクの一族であるボアズの畑の部分にきた。（２：３） 

 

ルツは、「たまたま」ボアズの畑に上陸した（文字通り、「彼女の運がたま

たまボアズの畑に上陸させた」。実際、神にとって「偶然」など存在しな

い。神の大事な娘であるナオミとルツの道を監督され面倒を見ておられたの

は主であった。 

 

私たちが神と共に歩みたいと望む時、神は喜んで私たちの歩みを導いてくだ

さる。人は心に自分の道を考え計る、しかし、その歩みを導く者は主であ

る。（箴言１６：９）その鍵は、主の導きを望む必要がある。神の御心の

内に生きるということは、神に委ねた心を維持し、導きを求めることであ

り、「神の御心」を見つけるということではない。ただぼんやり座って、神

が特別な印しを待っていてはいけません。ルツのように、神による最高のご

計画を望む心を維持しながら、思考を巡らし、取り組み、努力しなければな

りません。私たちの人生を神の支配権に降伏する時、神は、一歩一歩神が望

んでおられる道へと導いてくださる。私たちの運は、神の御心であるフィー

ルドの上に開けていくのです。 

 

収穫者に対するあいさつの中に見られる通り、ボアズは正しい男であった。 

 

その時ボアズは、ベツレヘムからきて、刈る者どもに言った、「主があな

たがたと共におられますように」。彼らは答えた、「主があなたを祝福さ

れますように」。（２：４） 

 

ボアズは、彼の畑で落穂を拾っているルツに気づき、収穫者に彼女が誰か尋

ねた。彼の親族であるナオミとともにベツレヘムに戻ってきたモアブ人の女

であることを知らされた。 

 

 

ボアズ、ルツを祝福する： ２：８－１６ 

 

ボアズは、ルツに近づき、残りの収穫の時期の間、彼の畑に来続けるよう告

げた。彼の保護の内に彼女を守り、糧を約束した。ルツが、なぜ好意的に扱

われているか尋ねたとき、ボアズは、ルツのナオミに対する誠意とイスラエ

ルの一員となるための献身について触れた： 

 

ボアズは答えて彼女に言った、「あなたの夫が死んでこのかた、あなたが

しゅうとめにつくしたこと、また自分の父母と生れた国を離れて、かつて

知らなかった民のところにきたことは皆わたしに聞えました。どうぞ、主

があなたのしたことに報いられるように。どうぞ、イスラエルの神、主、

すなわちあなたがその翼の下に身を寄せようとしてきた主からじゅうぶん

の報いを得られるように」。（２：１１－１２） 

 

ルツの評判は直ぐに町中に広まった（２：１１，３：１１）。ルツは、自分

の生まれ故郷を離れて、見知らぬ町に来たという大きなリスクを取った、立

派な人格の持ち主であった。ルツは、ボアズの保護下に置かれたことは事実

であるが、「イスラエルの神であられる主」の保護の内が真のルツの避けど

ころであることをボアズは、正しく指摘した。 

 

神は、人を祝福される時、頻繁に別の人をお使いになられる。ルツはボアズ

の内に真の避難所の翼を見出した。しかし、ルツのための避難所を備えるた

めにボアズをお使いになられた究極のお方は、主であった。おそらく神は、

誰かを祝福するために、あなたをも特別な方法でお使いになられるご計画を

お持ちであるはずである。神は、あなたが誰かのための「神の避難所の翼」

となってほしいと願っておられるか尋ねましょう。そして、たまたま、あな

たの畑で落穂を拾っている人を見逃さないようにしましょう。あなたの助け

を必要とする人々に向かって恵みと思いやりを行使しているとき、信心深く

なれるのです。 

 

ボアズは、ルツに刈り入れ人と一緒に昼食を与えたことによって、更にルツ

を祝福した。刈り入れ人は、主人のために働いている人たちであるので、 



通常、落穂拾い人が刈り入れ人と一緒に昼食の場に座ることは無い。しかし

ルツは、ボアズによって支給された食事を刈り入れ人と共にいただいたので

す！ 

 

食事の時、ボアズは彼女に言った、「ここへきて、パンを食べ、あなたの

食べる物を酢に浸しなさい」。彼女が刈る人々のかたわらにすわったの

で、ボアズは焼麦を彼女に与えた。彼女は飽きるほど食べて残した。そし

て彼女がまた穂を拾おうと立ちあがったとき、ボアズは若者たちに命じて

言った、「彼女には束の間でも穂を拾わせなさい。とがめてはならない。 

また彼女のために束からわざと抜き落しておいて拾わせなさい。しかって

はならない」。（２：１４－１６） 

 

 

ルツ、ナオミに報告する： ２：１７－２３ 

 

忙しい一日を終えて、ルツは家に戻り、ナオミに起こった出来事を話した。

ナオミは、ルツが「近い親族の内の一人」であるボアズの畑で過ごしたこと

を喜んだ（２：２０）。ナオミは、その日の出来事の内に神の優しさを認識

した。この物語の中で、神がナオミのために働いてくださっているかもしれ

ないことを疑い始めた最初の場面であった。 

 

ルツ記の中には、慈悲深さについて多くの重点が置かれている。ナオミは、

二人の義理の娘のために神が慈悲深く対処してくださるよう願った（１：

８）。ボアズは、落穂ひろい人であるルツに慈悲深く話しかけた（２： 

１３）。ナオミは、ルツをボアズに導いてくださっている神の慈悲を認識し

た（２：２０）。ボアズは、二つのルツの行い、一つはナオミに対する行

い、もう一つはボアズに対する行いについて彼女を褒め称えた（３： 

１０）。慈悲は、神の霊があなたの内に実らせたいと願っておられる果実で

ある（ガラテヤ人５：２２）。最終的に、慈悲は神の属性であり、私たちの

救い主としてこの世のイエスの到来によって、この上なく明らかにされた。

神の霊による慈悲があなたを通して（K.Q. を増やしていただくため－親切

の能力）更に解放されるように、より願い求めましょう。人との交わりの中

で大きく影響するでしょう。神の壮大な物語り展開のためにあなたの慈悲を

用いられるかもしれません。 

 

続けてルツは、ボアズが収穫期が終わるまで彼の畑で落穂ひろいを続けるよ

う招いたことを話した。彼の保護下は安全であるので、次のように行動する

ようルツに勧めた。 

 

それで彼女はボアズのところで働く女たちのそばについていて穂を拾い、

大麦刈と小麦刈の終るまでそうした。こうして彼女はしゅうとめと一緒に

暮した。（２：２３） 

 

舞台は、残りの二つの章の主題である、ルツとボアズの恋愛物語の開花の設

定となる。 

 

 

＊付録： ボアズの洞察力・・・ 

 

ボアズは、なぜ部外者であるルツ、モアブ人の女、つまり、イスラエルに 

不利な地位にある者にそのような好意を示すように動かされたのでしょう

か？彼は、なぜ自発的にルツに好意と尊敬を示したのでしょうか？ 

 

おそらく、ボアズの母親の物語がルツの物語と似ていたからであろう。ボア

ズの母親は、エリコ出身の元娼婦であり、後にヤハウェを信じ、エリコが滅

ぼされたとき親しい人たちを離れ、イスラエルのコミュニティーに入った。

ラハブであった（ヨシュア記２、６章）。ラハブは、スパイに親切にふるま

い、お返しに親切を求めた（ヨシュア２：１２）。ボアズの父、サルモンは

彼女の過去や人の彼女に関する意見にもかかわらず、ラハブを愛し尊敬する

ことによって彼女の親切の恩を返した。ボアズは、両親から、神の部外者へ

の愛と特に親切にすることを学んだ。したがって、ボアズにとってルツを慈

悲深い目で見ることはごく自然に出来たことであった。ボアズは、特殊な家

族の部外者に対する恵みと優しさの物語に新らしい章を加えたまでである。 

 

 

＊私（ボブ牧師）の勉強仲間であり、研究の助手であるシャーリ（妻）が毎週加えて

くれる多くの深い洞察に感謝している。一緒に取り組むことが出来て光栄である！ 

あなたは、実に「りっぱな（信仰の）女性」である（ルツ記３：１１）！ 

 

 


