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はじめに 

ある意味、ルツ記とは、一家族が困難な世の中で前進することに苦闘する物

語である。ルツ記１－２章は、将来の望みをすっかり失った、ナオミと義理

の娘、ルツがベツレヘムに落ち着く際の窮地を細かく描写している。ルツ記

３－４章では、驚くべき幸運への転回が描かれている。神の主権の御手に導

かれて、二人は、ボアズという男の内に「贖い主」を見つける。ボアズの愛

と親切、慈悲、恵みは、希望を失った家族の必要と大いな必要を満たし、避

け所となる。また、より深いレベルでは、神から人類という大家族のために

示された大いなる愛の物語であるともいえる。なぜなら、ダビデの家系から

この世に贖い主であり、救い主を与えてくださるという神の約束の物語の紅

い糸が秘められているからである。その当時、ナオミとルツの物語の救い主

がベツレヘム、すなわち１０００年後に主がお生まれになる町で、見出だし

たということは、何と相応しい展開でしょう。 

 

 

ルツのためのナオミの計画： ３：１－５ 

 

ナオミは、ボアズの登場に励まされた。ボアズが、亡くした夫、エリメレク

の親族であり、ナオミかルツの「血縁者の贖い主」となり得る人物であるこ

とを心得ていた。神がモーセを通して、イスラエルの民にお与えになった律

法によると、女が夫を亡くし、生き残るために家族の財産を売る事態になっ

た場合「血縁者の贖い主」が介入し、その財産を買い取ることになってい

る。もし、既に、誰かの手に渡ってしまっているなら、その贖い主が、買い

取った相手から買い戻す。この方法によって、その未亡人は、生きるための

資金が与えられ、財産も「親族内」に留まる。後に、元の家系のための適切

な後継者が成長した暁に、財産はその家系に返されるという仕組みである。

それが、苦難を乗り越えて、イスラエルの各家族の土地の相続を維持するた

めに神が定められた方法であった。 

 

もう一つ関連して、イスラエルの習慣に、レビラト婚に関する律法が存在す

る。この律法は、亡くなってしまった男の兄弟（もしくは、最も近い親族）

が、その家系が途絶えないため、夫を亡くした未亡人と結婚し、代わって、

その子供を養育する義務を述べている。時には、この二つの律法（血縁者の

贖い主とレビラト婚）は、家系と土地の両方を贖うために、組み合わされる

こともあった。 

 

ボアズは、ナオミが亡くした夫、エリメレクの近い親族であった。従って、

ボアズには、血縁者の贖い主として、レビラト婚の夫として、仕える可能性

が、両者、ナオミにもルツにもあった。しかし、彼は、一番近い親族ではな

かった。もう一人、彼よりも近い親族が存在した。 

 

ナオミは、ボアズが正しい男であり、ルツに親切であったことを知っていた

ので、ボアズが婚姻によってルツをボアズの保護下に置き、血縁者の贖い主

として、また、レビラト婚の夫として、仕えることを考慮する招きの計画を

思いついた。 

 

時にしゅうとめナオミは彼女に言った、「娘よ、わたしはあなたの落ち着

き所を求めて、あなたをしあわせにすべきではないでしょうか。あなたが

一緒に働いた女たちの主人ボアズはわたしたちの親戚ではありませんか。

彼は今夜、打ち場で大麦をあおぎ分けます。それであなたは身を洗って油

をぬり、晴れ着をまとって打ち場に下って行きなさい。ただ、あなたはそ

の人が飲み食いを終るまで、その人に知られてはなりません。そしてその

人が寝る時、その寝る場所を見定め、はいって行って、その足の所をまく

って、そこに寝なさい。彼はあなたのすべきことを知らせるでしょう」。

ルツはしゅうとめに言った、「あなたのおっしゃることを皆いたしましょ

う」。（３：１－５） 

 

この仕組みは、どの女たちにとっても危険であったが、特に、モアブ出身の

ルツにとってはより危険であった。言うまでもなく、ルツは、信仰、勇気、

人格を持ってこの計画に試みた。 

 



ルツがボアズに求めたのは何だったのでしょうか？「血縁者の贖い主として

ボアズがルツと結婚することによって、ルツとナオミの避けどころとなって

欲しいと願った・・・ルツは、ボアズ自身の責任として、将来が荒廃してい

た者を家族の一員として救出してほしいという意志を伝えたのである。」

（Iain Duguid, Esther  & Ruth, p.172）。 

 

 

血縁者の贖いの４つの必要条件： 

 

‐家族の親族でなければならない。 

‐土地を買い戻すことが出来なければならない。 

‐土地を買い戻すことをいとわない者でなければならない。 

‐価格を支払い取引を行わなければならない。 

 

 

ボアズ、ルツの招きを受け入れる： ３：６－１３ 

 

その夜、脱穀場の麦が重ねられてあった傍で、ボアズが横になった後、ルツ

はナオミの計画を実行する。 

 

ボアズは飲み食いして、心をたのしませたあとで、麦を積んである場所の

かたわらへ行って寝た。そこで彼女はひそかに行き、ボアズの足の所をま

くって、そこに寝た。（３：７） 

 

当時、男が着物の裾で女を覆うという行為は、現代の婚約者に指輪を贈ると

いう行為に似ている（Duguid, 172）。ボアズは、真夜中に目を覚まし、ルツ

が足元に寝ていたのを見つけた、つまり、ルツは、血縁者の贖い主からの婚

約を招いたのである。 

 

夜中になって、その人は驚き、起きかえって見ると、ひとりの女が足のと

ころに寝ていたので、「あなたはだれですか」と言うと、彼女は答えた、

「わたしはあなたのはしためルツです。あなたのすそで、はしためをおお

ってください。あなたは最も近い親戚です」。（３：８，９） 

 

ルツはボアズに、彼女を覆うように招いたのです（結婚すること）。神が、

イスラエルの民をエジプトから救出され、契約を結ばれたとき、神の衣服で

彼女（イスラエルの民）を覆ってくださった：わたしは再びあなたのかた

わらをとおって、あなたを見たが、見よ、あなたは愛せられる年齢に達し

ていたので、わたしは着物のすそであなたをおおい、あなたの裸をかく

し、そしてあなたに誓い、あなたと契約を結んだ。そしてあなたはわたし

のものとなったと、主なる神は言われる。（エぜキエル１６：８）ボアズ

がルツの夫となったように、ヤハウェは、イスラエルの救い主、また夫とな

られた。同様に、イエスは、贖われた教会の花婿となられた。イエスは、私

たちの罪と辱しめを取り除き、愛によって、私たちを覆ってくださった。 

 

 

ボアズは、再びルツの人格を誉めた（３：１１、２：１１，１２）。彼女は

「りっぱな女」（高貴な人格） 

 

・・・わたしの町の人々は皆、あなたがりっぱな女であることを知ってい

るからです。（３：１１） 

 

ボアズは、ルツが若い男を選ばなかったことを褒め称えた。あなたは貧富

にかかわらず若い人に従い行くことはせず（３：１０）つまり、ルツは若

い女の心の情熱に動かされることなく、むしろ、彼女の信心深い心の原則を

追求した。ボアズの妻になる事を申し出ることによって、利他的に、彼女自

身と義理の母ナオミのために避けどころを追求していたのです。ボアズへの

接近も、引き続き、ナオミへの誓いの言葉を果たそうとしていた。 

 

その夜、ボアズは、もし、もう一人の更に近い親族の男がその申し出を断る

なら、ナオミのための血族の贖い主と、ルツの夫にになるという約束を交わ

し、次の日に問題解決することを約束した。 

 

 

へブル語で、ボアズはルツに言った：「わたしの町の人々は皆、あなたが立

派な女であることを知っている。」街の門では、人々が日々の出来事を共有

し、イベントを議論するために集まった。古代の社交の交わりの場であっ

た。箴言３１章は、高貴な女を描いている。最後の箇所は次の通りである：

その手の働きの実を彼女に与え、その行いのために彼女を町の門でほめた

たえよ。（箴言３１：３１）事実、ルツの働きは既に街の門で評判となっ

ていた。彼女は、高貴な女であり（箴言３１：１０）彼女の評判は、山火事

の如くソーシャルメディアサイトを通して広がり渡った！あなたはどうでし

ょうか？あなたのソーシャルメディアサイトは、あなたの評判についてどの

ように評価しているでしょうか？ 

 

 



ルツ、ナオミに報告する：３：１４－１８ 

 

ボアズの指示で、ルツは安全のために脱穀場の床の上に一晩留まった。ルツ

が脱穀場を離れる姿が人に見られ、不道徳と非難されないように、ボアズは

翌朝早く、まだ辺りは暗いうちに、ルツをナオミの元に返した。ルツは、ナ

オミに計画が成功し、ボアズは二人の血縁者の贖い主、また、ルツの夫とな

る意志を表明したことを報告した。 

 

ボアズは、ルツが彼の脱穀場から早朝に出て行く所を人に見られた際に、彼

女の評判が損なわれることについて心配した。婚外で、ボアズとルツが肉体

関係を持っているなどと、人々が（誤って）決めつけたに違いありません。

新約聖書で、使徒パウロは、若い教会に宛てて、次のように言った：あら

ゆる種類の悪から遠ざかりなさい。（第一テサロニケ５：２２）人々の目

に非倫理的、あるいは不道徳な行為に従事している印象を与えないように、

私生活に注意を払う必要がある。悪を慎むことは当然のことである。悪と誤

解されるような外観を慎むためには、キリスト信者としての証言のための不

断の努力と関心に更に高度なレベルが必要とされる。あなたの生活の中で、

悪の概観を醸し出している領域はありますか？ 

 

 

ボアズ、別の親戚と贖いについて話し合う：４：１－６ 

 

翌日、ボアズは約束通りナオミの土地の返却について、もう一人の親戚と話

し合うために街の門へ出向いた。ボアズは、先ず血縁者の贖いについての、

土地の返却について、親戚に持ち出した。親戚の男は、エリメレクの土地を

買い戻し、ナオミに与えなければならなかった。そこまでは、その男にとっ

て良い取引であった。 

 

ボアズは親戚の人に言った、「モアブの地から帰ってきたナオミは、われ

われの親族エリメレクの地所を売ろうとしています。それでわたしはその

ことをあなたに知らせて、ここにすわっている人々と、民の長老たちの前

で、それを買いなさいと、あなたに言おうと思いました。もし、あなた

が、それをあがなおうと思われるならば、あがなってください。しかし、

あなたがそれをあがなわないならば、わたしにそう言って知らせてくださ

い。それをあがなう人は、あなたのほかにはなく、わたしはあなたの次で

すから」。彼は言った、「わたしがあがないましょう」。（４：３－４） 

 

そのとき、ボアズは、取引のもう半分「レビラト婚」について持ちだした。

男にとっては想定外の取引であった！ 

 

そこでボアズは言った、「あなたがナオミの手からその地所を買う時に

は、死んだ者の妻であったモアブの女ルツをも買って、死んだ者の名を起

してその嗣業を伝えなければなりません」。（４：５） 

 

ナオミにもルツにも子供がいなかったので、いつか血縁者の救い主から土地

を受け取るエリメレクの子孫がまだ存在しないからです。したがって、ルツ

と結婚し将来の相続人を育てる義務（レビラト婚）がある。 

 

その親戚の人は言った、「それでは、わたしにはあがなうことができませ

ん。そんなことをすれば自分の嗣業をそこないます。あなたがわたしに代

って、自分であがなってください。わたしはあがなうことができませんか

ら」。（４：６） 

 

もう一人の血縁者の贖いとなり得る親族は、この時初めて、ルツと結婚し子

供を産み、将来、その子に土地を返さなければならないことに気が付いた。

彼は、土地を買い取り、ナオミにそのお金を与え、将来ナオミの家系の相続

人に返すことができる程裕福ではなかった。この複雑な取引は、彼の財政状

況と彼自身の子供たちに与える相続を危うくする。したがって、ナオミとル

ツの血縁者の贖いとなる権利を放棄したので、その権利は次に近い親戚であ

ったボアズに回った。 

 

 

ボアズ、血縁者の救い主になることを公にする：４：７－１２ 

 

ボアズの血縁者の贖いとルツの夫となる約束は、履物の契約によって正式に

なった。古代、履物の交換は土地取引を確定するための一つの方法であっ

た。履物（又はぞうり）は、土地を踏むものである；したがって、土地壌土

に相応しいシンボルであった。この場合、二人の男は履物を交換し合う代わ

りに、土地の血縁者の贖いとなる権利を「引き渡す」ことを示すために、土

地・結婚の取引を譲る側の親族が履物をボアズに渡した。 

 

（履物は、より屈辱的な方法で使用される異なる場合もあった。血縁者の救

い主が、ルツのような状況に置かれた未亡人と結婚することが可能であるに

もかかわらず、それを拒む場合、神の律法に対する侮蔑の象徴とみなされ、



拒否された女は、彼のぞうりを脱がせ、彼の顔に唾を吐いた。（申命記  

２５：９）！ 

 

ボアズは長老たちとすべての民に言った、「あなたがたは、きょう、わた

しがエリメレクのすべての物およびキリオンとマロンのすべての物をナオ

ミの手から買いとった事の証人です。またわたしはマロンの妻であったモ

アブの女ルツをも買って、わたしの妻としました。これはあの死んだ者の

名を起してその嗣業を伝え、死んだ者の名がその一族から、またその郷里

の門から断絶しないようにするためです。きょうあなたがたは、その証人

です」。（４：９－１０） 

 

その町の長老たちは、ボアズとルツと将来の二人の子孫の上に祝福を発し、

手続きは終了した。 

 

 

ナオミ、救い主を引き上げる：４：１３－１７ 

 

この話が終わりに近づくにつれ、細かい言葉遣いに注意することが重要であ

る。ここまでは、ボアズは「救い主」と呼ばれて来た。しかし、この最後の

場面では、他の誰かがナオミの「救い主」と称されている。 

 

こうしてボアズはルツをめとって妻とし、彼女のところにはいった。主は

彼女をみごもらせられたので、彼女はひとりの男の子を産んだ。そのと

き、女たちはナオミに言った、「主はほむべきかな、主はあなたを見捨て

ずに、きょう、あなたにひとりの近親をお授けになりました。どうぞ、そ

の子の名がイスラエルのうちに高く揚げられますように。彼はあなたのい

のちを新たにし、あなたの老年を養う者となるでしょう。あなたを愛する

あなたの嫁、七人のむすこにもまさる彼女が彼を産んだのですから」。そ

こでナオミはその子をとり、ふところに置いて、養い育てた。近所の女た

ちは「ナオミに男の子が生れた」と言って、彼に名をつけ、その名をオベ

デと呼んだ。彼はダビデの父であるエッサイの父となった。（４：１３－

１７） 

表立っては、ボアズが血縁者の救い主であったが、ナオミの「いのちを回

復」し「年老いたナオミの面倒をみる」ことによって、実際にナオミのいの

ちを贖うことになるのは、その子供であった。こうして、救いの壮大な物語

において、ステージの中央をしめるところで物語は終わる。その子供を通し

て、ダビデからイエス・キリストに至り、神が約束してくださった私たちの

贖い主・救世主を運ぶこととなるとは、何と相応しいことでしょう！その子

供はナオミとルツだけでなく、全ての人類に贖いをもたらすことになる！ 

 

ナオミの物語は、大きな損失と痛みの只中から始まる。夫と二人の息子を亡

くし、ルツという名のモアブ人の義理の娘だけが傍に残る。しかし、神は、

ルツをお使いになって、ナオミの想像を超える形で、祝福してくださる。ナ

オミ、敬称「マラ」（苦い）という名の、ベツレヘム出身の女が、今、あな

たを愛する「あなたの嫁、七人の息子にも勝る嫁が男の子を産んだ」と祝福

された。ルツはナオミを愛していた。ナオミは「７人の息子に勝った」！神

は、人々の人生に彼の素晴らしい計画を達成されるために忠実で、愛情のあ

る人々を用いられる。神は、あなたの愛と忠実さをも用いて誰かを祝福され

ようとしておられるのではないでしょうか？ 

 

ダビデ王の家系： ４：１８－２２ 

ルツ記は、ダビデの家系を記して終わる。このことは二つのことを意味して

いる： １）ルツ記は、ダビデ王の時代に書かれたということ。２）この本

の目的が、ダビデの先祖の独特な状況と人格に光を当てえいるということ。 

さてペレヅの子孫は次のとおりである。ペレヅからヘヅロンが生れ、 ヘヅ

ロンからラムが生れ、ラムからアミナダブが生れ、アミナダブからナショ

ンが生れ、ナションからサルモンが生れ、サルモンからボアズが生れ、ボ

アズからオベデが生れ、オベデからエッサイが生れ、エッサイからダビデ

が生れた。（４：１８－２２） 

 

ダビデの家系において明白な事実の一つは、通常、神の祝福と義にかけ離れ

ていると思えるような類の人々が、キリストへと導く神聖な系列に存在して

いるということである。ペレヅはユダと義娘、タマルとの間の近親相姦の関

係から生まれまれた（創世記３８：１－３０）。ボアズは、サルモンとイス

ラエルに改心（マタイ１：５）したエリコ出身の元娼婦、ラハブとの間に生

まれた。オべデは、モアブ人であるルツに生まれた。 

 

明確に、神の恵みと慈悲は、最もほど遠いと思える人々のいのちを用いて、

神が全世界に約束された贖いを実現されるための推進力となっている。 

 

おそらく、この物語はダビデのバテシバとの姦淫の後に書かれてた考えられ

る。ダビデとバテシバの子、ソロモンを通して神聖な血統が繋げられるとい



う神の約束を思い出しましょう（第一列王記１：１７）。なぜ神は、神聖な

約束を実行するために、この組み合わせから生まれた子をお選びになったの

でしょうか？ルツの物語がその疑問に対する暗黙の回答を与えてくれてい

る：神は非常に神秘的な方法で動かれるのです！ 

 

ボアズは、私たちの贖い主、美しいイエスの描写を提示している。ボアズ

は、「親族」であった。イエスは、人類の家族の一員となられるために、天

のご栄光をお捨てになられた。イエスは「彼らを兄弟と呼ぶことを恥とさ

れない。」（へブル人への手紙２：１１）ボアズには、ルツとナオミを贖

うために必要な富があった。イエスは、ご自身の内に、すべての人類の贖い

の代価を支払うために必要な富と権力を持っておられた。傷も、しみもな

い小羊のようなキリストの尊い血によったのである。（第一ペテロ１：１８，

１９）ルツは、貧困と折れてしまった心の他には、ボアズに提供するものは

持ち合わせていなかった。ボアズは、ルツとナオミの内に価値を見出し二人

を喜んで贖った。イエスは、全ての人類を世の罪から救われるほど尊ばれ

た。ボアズはルツを妻とした。イエスは、教会を「花嫁」と呼んでくださ

る。ナオミとルツはボアズの富の内に共有した。私たちは、キリストの永遠

の富の内に共有する。 

 

神がなされる方法は神秘的である。神は驚異を行なわれる。 

海に足跡を残され、嵐にまたがられる。 

 

神の御業に決して失敗はなく、計り知れない鉱山の奥深くに 

鮮やかなデザインを宝とされ、神主権の御心を行なわれる。 

神を恐れる我ら生徒たち、恐るべき雲は、慈悲深いお方であり、 

あなたの上に祝福を降らせてくださる。 

未熟な感覚によって神を解くのではなく、神の恵みに信頼しなさい。 

喜ばしくない摂理の陰にも神は笑顔を潜まれる。 

 

神の目的は速やかに成熟し、毎時、成就する。 

新芽は苦いが、花が咲くと甘い蜜となる。 

 

盲目な不信仰は確実に誤りであり、神の創造の作品を無駄に目を通す。 

神こそがご自身の通訳者であり、明らかにされるお方である。 

 

 

 

 

 

 

 


