
使徒の働き 7 章 36 節〜41 節 

  

                        モーセを見て、キリストを理解する 

  

  先月の英語礼拝に出席された方やオープンドアのウエブサイト又は教会の入り口に置いてある印刷されたメ

ッセージを読んだ（聞いたりした）方は、私達が「モーセの生涯を通してキリストを知る」というメッセージに取り組

んでいることを知っています。 

  前回、私達はモーセが a「解放者」b「預言者」c「司祭」という面を持っていることを理解しました。そして今

日は、d「統治者」であったということから始めていきたいと思います。 

  

   それでは、モーセが行った特定の事象について一緒に探求していきましょう。 

   これらの全てで、私達は、新約聖書の世界、また今日の私達の人生において、キリストがどんなお方で何

をしようとしているのかを見つけようとする時に、大きなヒントを得ます。また、私達は、神様の持っておられる性

質、また、時を超え全ての世代で神様が継続して行なっている御業の中に神様の御心を見ることができるの

です。 

  

    モーセは統治者でありました。彼の生きた時代では、ヘブライ人はエジプトに支配されて 

いました。それはイエスの時代ユダヤ人がローマの支配下にあったのと同様です。しかし神様は、 モーセを神様

の民のリーダーの地位に立てます。（出エジプト記 19 章 9 節） 

     「主はモーセに仰せられた。「見よ、私は濃い雲の中で、あなたに臨む。私があなたと語るの 

        を民が聞き、いつまでもあなたを信じるためである」それからモーセは民の言葉を主に告げ 

        た。」 

   政治的なやり方や偉大な、又は霊的なやり方によらず、神様はイエスをただ単に”良い人”だ 

   けではなく、全ての事象の上の最終的な権威を持つ王として送られました。   

      キリストは、ご自身が生きている時代、地上で最も力のあるリーダーの前に立った時に、 

        「あなたが言う通り、私は王です。実際のところ、それが私が生まれ理由です」 

   （ヨハネ 18 章 37 節）と言われました。 

  

      モーセとイエスはどのようなリーダーシップを選んだのでしょう？ モーセの場合、王家の家 

    族として育った、その力によって人々を指導しました。しかし、モーセがその力を使ってある 

    人を殺した時、彼の人生は危機に瀕し、ミディアンの地へ逃亡を余儀なくされまた。   

        その地で羊飼いとして働くことで違う種類の指導力を学ぶのです。神様がエジプトから神様  

    の民を導き出すため彼を招命した時、モーセは羊を養うことから民を養うことへと動くのです。 

     モーセは孤独な訓練の年々の間、神様がモーセの中に作り上げた技術を手に入れるのです。 

     ここでまた、モーセは影としてゆっくりとキリストに近づいていきます。 

     ヨハネ 10 章 14 節でキリストは言います。 

      「私は良い羊飼いです。私は私の羊を知っており、私の羊も私を知っています。」 

   

        統治者であることの大事な部分は、さばき司であるということです。モーセは神様から与え 

    られた律法に基づいて裁きを行います。モーセは偉大な律法を与える者としてよく知られてい 

    ます。何故なら、彼によって神様が神様の民にどの様に生きなければならないかを教えている 

    からです。 

       このことの最も有名な例は十戒です。出エジプト記 20 章 8 節後段〜10 節に、 

       「安息日を覚えて、これを聖なる日とせよ。六日間働いて、あなたの全ての仕事をしな 

          ければならない。しかし七日目は、あなたの神、主の安息である。あなたはどんな仕 

          事もしてはならない。あなたも、あなたの息子、娘、あなたの男奴隷や女奴隷、家 



          畜、あなたの街の中にいる在留異国民も。」とあります。 

        モーセは神様の律法に従わない人々をどのように罰するかを決定します。業務が一人で行 

     えなくなる時には、他の指導者達が公平に賢く裁くことができるシステムを主導します。 

         統治者として、モーセは計画決定も行います。例ととして、12 人の斥候をヘブライ人が入 

     植する予定地に送りこんだり（歴代史 13 章 1 節）、70 人のリーダーを選んで、特定の重要  

     な宗教上の仕事をさせていました。（出エジプト記 24 章 9 節例示） 

    

       イエスの生きた時代、イエスは誰かを送り出していますよ（もう。お分かりでしょう）。     

       12 弟子です。 

       その後に 70 人（他の翻訳では 72 人）を選びイエスの名によって教えを広め人々を助ける仕 

    事をさせました。イエスは裁き司としての役割について御自身を、ヨハネ 9 章 39 節で 

          「私はそれを裁くためにこの世に来ました。」と言い、誰に罪があり、誰に罪がないかの 

    はっきりとした例を与えられます。 

        神様の律法については、マタイ 5 章 17 節で 

            「私が来たのは律法や預言者を排除するためだと思ってはなりません。廃棄するため 

               ではなく、成就するために来たのです。」と言っています。 

        全てこのような方法で、イエスは、遥か昔にモーセがその輪郭を示した、本当に良い統治 

     者という絵を書き込むのです。 

  

      次に、モーセとキリストの両方の生涯において見られる、主要な経験（体験）について注意を   

   向けて見ましょう。  

      第一には、どちらも養子であったということです。 

   出エジプト記 6 章 20 節で、モーセはヘブライ人の父アマラと母 ヨケベドの家族から生まれま 

   した。しかし王家に取り入れられ王の娘の子供、王の孫として育てられました。（出エジプ  

  ト記 2 章 1〜10 節） 

    神様の御手がモーセの生涯の初めから臨み、モーセを解放者、統治者としての地位に付けたの  

   です。こんな事が起きるなんて不可能と思えますが、しかし神様の力によれば可能な事です。 

  

    同じように、イエスの本当の父親は神様です。そう聖書は教えています。イエスがこの世界の 

  救い主、そして主として送られた時、イエスはマリヤとヨセフの家庭に引き取られたのです。 

    事実上、彼らの養子となりました。天の王国における一人子にとって慎ましい大工の家族の 

  中で生活するということは、奴隷の子（モーセ）が王宮で育つ事と同様に、ありえないことです 

  が、全能の神に働きなのです。 

   

     第二に、モーセ、イエス共に、無名の（知られていない）時、注目を浴びることなく静かに生 

  活した時があったということです。モーセがある人を殺した後、エジプトからどのようにして逃れたかを思い出し

てください。彼は（エジプトから）遠く離れたミデアンの地で暮らすことに行き着きました。そこで導くのは人ではなく

羊でした。そこにいても神様は、モーセ自身が自分を 

  諦めているようだったにもかかわらず、モーセを諦めていませんでした。 

     神様は、神様の望む時に神様の力を使う役割をモーセが果たすために経験を積ませることで、 

  この時をもモーセの訓練のために使われたのです。 

    この時はまた、召命の時でもありました。モーセがこれを受け入れ、困難の中でエジプトの国 

   外へヘブライ人を導く人となるという神様の命令を受け入れたのです。 

  

      キリストも同じように、その生涯において、よく知られていない、有名でもない年月を過ご 

   しました。キリストは 30 歳位まで、明らかに人々の目に止まることなく静かに働いていまし 



   た。イエスは多分、大工として生計を立てていたと思われますが、同時に神様がお遣わしに 

   なった、人を解放するという使命を果たすための準備をしていたのです。モーセと同じよう に、 この期間の

ある時期、荒野で過ごされますが、それは聖書ではほとんど触れられていません。しかしモーセの場合と同じよう

に、ご生涯における基礎を築くための重要な時間であった 

   と思われます。 

  

  第三に、モーセもイエスも、特別な時として、40 日間人々と離れ、ただ一人神様と共にいる時間を持ったと

いうことです。 

 この時、両者ともに神様が用意した人生と働きのためのビジョンを、それを実行する霊的な力ととも受け取り

ます。 

    モーセは 40 昼夜シナイ山又はホレブ山（出エジプト記 24 章 18 節）におり、10 戒を授けられます。 

   これは、神様がヘブライ人と交わし、その応答としてヘブライ人が果たすよう神様が要求する、愛と信仰の

根源的な約束についての概要、要約です。 

  

   マタイの福音書 4 章 1〜11 節で、イエスもまた 40 日、40 夜、人々と離れて神様と共に過ごされたと記載

されています。モーセと同じように、イエスは荒野にいて、そこで試練の時が用意されていました。それは、神様と

ともにある信仰生活、神様との愛の約束、神様がキリストにお命じになった働きに関するものでした。 

  

  第四は、モーセとイエスは共に山の頂きで、神様の特別近くにいることを体験したということです。この霊的な

出会いは結果として、両者に身体的な変化さえもたらしました。両者の顔は神様の栄光を表す光で輝いてい

たのです。出エジプト記 34 章 29 節では、モーセがシナイ山に登り神様とまみえて下山した時に、「モーセの顔

は主と話したので自分の顔が光っていた」と書かれています。 似ていることに、ルカの福音書 9 章 28〜36 節

では、イエスが 3 人の指導的な弟人と山に登っていき、祈りの中で  神様と特に直接的で力強い出会いをさ

れた事について書かれています。29 節では、「祈っておられると、御顔の様子が変わり、御衣は白く光輝いた。」

と書かれています。 

  

   私達の主（しゅ）の生活は、モーセと同様に祈りの生活です。キリストは日々、周りの人々や、自然と語るこ

と、真の内なる気持ちと会話されること、これらだけではなく、まず最も大事な事として、父なる神様との交わり

に留まることをされました。キリストはまた、このような生活をするようご自身に従う者に呼びかけています。 

私達がキリストに従う時に、英国の作家、オズ、ギネスが「私達は、世論調査の読み方だけではなく、羅針盤

の読み方を学ぶ」と言っているように、神様と語りあう（コミュニケーションを取る）生活は、私達の周りの人々の

目に何が良い事として映るかを知るだけではなく、真実は何かということを案内してくれる心の羅針盤を与えて

くれるものです。 

   これにより私達は、神様の真実が、私達の周りの世界の価値や出来事がどのようになっても、変わらない

ことを知り、自信を持って、私達の生活を正しい方向に向かわせる（正しい判断をする）ことができるのです。 

  

   山の頂きで、2 人の旧約聖書の有名な人物がイエスと弟子達に現れます。一人は聖書の象徴的な預言

者エリヤです。もう一人は誰でしょう？もちろん、お分かりですね。神様の律法を象徴する、そうモーセです。モ

ーセは神様の民に生きるための決まり（規則）を与えるために遣わされました。イエスは、立法を完成させるため

に来たと言います。数分前の事を思い出しましたね。 

  イエスは立法主義を嫌いました。何故ならばそれは信仰を殺し、人々を酷く傷つけるからです。しかし一方

で、イエスは立法を愛しています。何故ならば彼は神様を愛しているからです。その神様が、私達、神様に従う

者が健康的に、強く、完全に、そして（神様の）コミュニティで、言い換えれば神様の尊厳の中で生きていくこと

ができるように立法をくださったからです。                

  

5 番目に、イエスに従う者がそうなるように、モーセは自分が導く多くの民から拒絶されます。彼が導く民はしば



しば彼を受け入れません。例えば、ヘブライの民が飲み水が尽きた時に彼らはモーセの導きに対して不平を言

います。（出エジプト記 17 章 3 節） 彼らは、「ヘイ、モーセ、お前のおかげで俺たちはここで死んでしまう。一体

どうしてこんな砂漠くんだりまで俺たちを連れて来たんだ？」とこんな風に言うのです。 

 モーセは神様にこう祈ります。（出エジプト記 17 章 4 節）「この民のために私はどうしたら良いのでしょう。彼ら

は私を殺そうとしています。」 

  

  イエスも、ご自身が助けようとする人々のために神様から送られてたお方であることは明白であったにもかかわ

らず、似たような問題を抱えています。ルカの福音書 4 章では、イエスが人々の気に入らない方法で聖書を教

えていた時、29 節では「人々はイエスを街が建っていた丘の崖のふちまで連れていき、そこから投げ落とそうとし

た」とあります。そして勿論、イエスを十字架にかけて殺すよう、それができる政治家に圧力をかけたのは、イエス

ご自身が属する国の宗教的指導者達でありました。それ故、ヨハネが福音書 1 章 11 節でキリストの事を「こ

の方はご自分のくにに来られたのに、ご自分の民は受け入れなかった」と書いているのはジョークでもなんでもな

いのです。 

  

    次に、人々が、私達が思うように私達を理解せず受け入れてくれない、そのように私達が感じることがある

ということを思い出しましょう。 

 私達が拒絶された痛みや孤独と向き合わなければならない時、イエスは、ご自身の個人的な体験から。「私

は、それがどんな気持ちか知っている。私はあなたと共にいる。だから前に進み続けなさい。」と真に言ってくださ

るのです。 

  モーセの予示するキリストに私達が出会った時、私達は完全に独りにはなり得ないと分かるのです。また、 

私達は、いつも、いつも、いつも、他の誰の言うことより頼ることのできるお方によって受け入れられているのです。 

  

 6 番目として、モーセが、自分の属する民族以外の人々の元へ行き、その人々と自分の生活をリンクさせるの

ですが、その時にイエスがどのようなお方であるかのヒントが見えてきます。 

 出エジプト記 2 章で既に見てきたように、モーセは王の処罰から逃れるためエジプトを脱出しなければなりませ

んでした。異国の土地で長旅の後、壁のところで座っていました（15 節）。そのことで若い女性とその姉妹との

出会うことができました。そしてトラブルに見舞われた姉妹に味方して助け、彼女らと一緒にその家へ行き、父

親と会い、姉妹のうちの一人チッポラと結婚します。 

 千年の時を早送りすると、イエスが、ご自身の属する民族と離れサマリヤを旅する中で、井戸のそばに座ると

いう話があります。（ヨハネ 4 章 6 節）そこでイエスはユダヤ人ではない女と会い、話をします。このことは、彼女

に、彼女の村の人々に、また、後にこの日の出来事を読んだ私達に、一つの大切な教え “神であるキリストは、

一つの民族の民を救うためだけではなく、信仰により自発的にキリストの元に来るどんな人をも救うために来ら

れた。”ということを示しています。 

   そして聖書はそんな私達に対して一つの名前を使っています。すなわち、人生に導きと力が与えられると信

じ、信頼してイエスと愛の関係に入る者は「キリストの花嫁』（黙示録 21 章 2 節）と呼ばれるのです。 

  

 もし、あなたが今まで、自分のことを良く、健康的、また肯定的に見ることが難しいと思ったことがあるなら、イ

エスがあなたをどのように見ているのか思い出して下さい。 

  佐々木牧師が先週メッセージで言われたように、私達は恵によって生かされているのです。 

これが意味するのは、神様が私達をご覧になる時、神様は私達の人間としての身勝手さや罪といった醜さを

見ているのではないということです。                    

  

キリストの十字架と驚くべき愛の故に、神様は私達を清い、純粋な美しいものと見ておられるのです。神様は、

結婚式で新郎が深い愛を持って新婦を想うそのような気持ちで私達を想って下さっているのです。言い換えれ

ば、神様は私達に「あなたは愛されている。それを忘れてはならない」と仰っているのです。 

  



 7 番目に、モーセの人生の物語では、神様が奇跡的な方法で働かれています。例えば、燃える柴からの呼び

かけで、モーセに神様の民を解放しに行くよう命じた時にモーセはその言葉を真に受けることができないでいたと

ころ、神様は、モーセに自分の着物の内側に手を入れろと言われました。モーセがそうすると、らい病に冒された

皮膚が現れたのです。そしてもう一度手を入れると以前のとおりに治っていました。（出エジプト記 4 章 6〜8 節） 

 この例は、キリストのご生涯における数々の奇跡を前もって示しているものです。 

  マルコ 1 章 40〜42 節、ルカ 17 章 11〜19 節、この二つの箇所で、神様がイエスを用いられモーセが行った

ようにらい病を癒されたことが書かれています。 

   

 これらのことの重要な点はなんでしょう？ ただ単にエキサイトするような話をするため、人々に 

すごいわざを印象付けるためだけのものではありません。神様はモーセに、このことを出エジプト記 3 章 12 節で

語っておられます。またこれは聖書のあらゆる場所で語られる真実を包括しています。 

 神様は言われました「私はあなたとともにいる。これがあなたのためのしるしである。わたしがあなたを遣わすの

だ。あなたが民をエジプトから導き出す時、あなた方はこの山で神につかえなければならない。」 

 言い換えれば、奇跡が起こる一つの主な理由は、人々に、奇跡を行う者は神様が遣わした者であるというこ

とを示すことです。 

  だれでも大言壮語ができます。しかし奇跡を行える力は、それを実行する人の後ろに神様がいることを示す

のです。奇跡の重要な目的は神様を崇めるように人々を導くことです。重要な点は奇跡そのものではありませ

ん。奇跡は私達がこの世界を正しく見る、すなわち全ての物事を制御するのは神様である、ということを正しく

認識する助けのためだけに、そこにあるのです。私達がこれを真に見る時に、へりくだった賛美と感謝をすること

はごく自然な反応なのです。 

  

  モーセとイエスの生涯にはもっと多くの関連性があります。今日、神様がこれらの関連性を通して重要なこと

を言っている、そのことを十分見てきました。 

  モーセはキリストを私達に示しています、キリストは神様の事を示しています。私達の天におられる神様は、

あなたや私が、神様と豊かで深い個人的な関係の中で生活することを願っています。  

  神様はモーセやキリストという偉大なお手本の生涯を通して、それがどのようなものかを示してきました。神様

との生活は、キリストの死と復活、聖霊が信じる者の内で生きること、これらによってのみ可能です。 

 神様はこのような人生の贈り物を、これを受け取る全ての人に提供しているのです。ですから祈りを持って神

様の身許へ行きましょう。 

  

  全ての時と場所におられる神様、あなたは幾世紀にもに渡り、世界の人々を、あなたの愛と善の中で引き

寄せるために働かれています。そのことを振り返り見て、静かに感謝し賛美します。 

  神様、あなたは今も、ヤコブ 4 章 8 節にあるとおり「神に近づきなさい。そうすれば神もあなたに近づかれま

す。」という約束を私達に新しくして下さいます。モーセが行い、またキリストも（このように）行いました。神様、あ

なたのそばに日々近づけるよう助け導いて下さい。ふさわしい祈り、あなたの言葉に細心の注意を払うこと、そし

て、モーセとキリストのご生涯に私達が見た深い内心の力で生きること、これらを教えてください。あなたが選ば

れる全ての道において、もっと、もっと、あなたの家族として生きる方法を教えてください。                    

  

  キリストの御名によって、アーメン。 
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