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主主主主        題題題題：：：：旧約旧約旧約旧約にににに見見見見るるるる神神神神のののの救救救救いのごいのごいのごいのご計画計画計画計画    

聖書箇所聖書箇所聖書箇所聖書箇所：：：：出出出出エジプトエジプトエジプトエジプト    ２５２５２５２５，，，，２６２６２６２６章章章章    
 

 暑い８月がやっと過ぎましたが、まだ９月も変わらず暑いことでしょう。この８月、皆さんの記憶に

残っていることは何でしょう？一番はロンドンのオリンピックではなかったかと思います。これまでで

最高のメダル数３８個を取りました。日本中が熱狂しました。銀座でのメダリストパレードには５０万

人も集まったとか、どうして数えたのでしょう？それから、夏の甲子園も熱かったですね。優勝戦は春

と同じ対決になって、これも高校野球が始まって以来初めてのことらしいです。そして、今はパラリン

ピックが始まっています。このような熱い出来事がありましたが、特に、今も続いている大きな話題は

領土の問題です。北方領土、国後、択捉、歯舞、色丹という四つの島がロシアと、島根県の竹島村は韓

国と。竹島村は実は二つの島からなっていることが分かりました。先週の水曜日の毎日新聞に丁寧な地

図が載っていたので、ご覧になった方もおられるでしょう。そして、尖閣諸島、これは中国とです。そ

れぞれの国が領有権を主張していて、どちらが正しいのかそれぞれの言い分があるのでしょうが、いっ

たい、どちらの言い分が正しいのかとなると、やはり、歴史が大切になってくるということでしょう。 

 私たちが余り詳しく習っていないことを韓国や中国やロシアでは教えているのかもしれませんが、こ

の歴史を忠実に溯っていって、世界がどのようにその主張を認めているのかをみて、どちらの主張が正

しいのかということを、現在、何も知らない私たちは理解することができるということだと思います。

このように私たちは今何が起こっているのかを見て、その何が正しいのかを知るときに、今言ったよう

に歴史を紐解くという一つの方法があります。同様に、今、私たちがこの場にあって神の前に礼拝をさ

さげる特権が与えられていることを感謝するのですが、どのようにしてその特権が与えられて来たのか

ということを、私たちは旧約聖書を通して知ることによって、今、現在私たちが置かれているすばらし

い立場が如何なるものかということを知ることができるのです。ご承知のように、旧約聖書、新約聖書

の両方を合わせて一巻の書物です。残念ながら、旧約聖書だけの販売は余り芳しくないようです。新約

聖書に比べると１／６だと言われていますから、多くの方は新約聖書だけを読んでおられるということ

もまた確かでしょう。 

 初めに、ローマ１：２－３と１５：４を読みます。「「「「:2 :2 :2 :2 このこのこのこの福音福音福音福音はははは、、、、神神神神がそのがそのがそのがその預言者預言者預言者預言者たちをたちをたちをたちを通通通通してしてしてして、、、、聖書聖書聖書聖書にににに

おいておいておいておいて前前前前からからからから約束約束約束約束されたものでされたものでされたものでされたもので、、、、:3 :3 :3 :3 御子御子御子御子にににに関関関関することですすることですすることですすることです。。。。御子御子御子御子はははは、、、、肉肉肉肉によればによればによればによればダビデダビデダビデダビデのののの子孫子孫子孫子孫としてとしてとしてとして生生生生まれまれまれまれ、」、」、」、」    

「「「「15:4 15:4 15:4 15:4 昔書昔書昔書昔書かれたものはかれたものはかれたものはかれたものは、、、、すべてすべてすべてすべて私私私私たちをたちをたちをたちを教教教教えるためにえるためにえるためにえるために書書書書かれたのですかれたのですかれたのですかれたのです。。。。それはそれはそれはそれは、、、、聖書聖書聖書聖書のののの与与与与えるえるえるえる忍耐忍耐忍耐忍耐とととと励励励励ましにましにましにましに

よってよってよってよって、、、、希望希望希望希望をををを持持持持たせるためなのですたせるためなのですたせるためなのですたせるためなのです。」。」。」。」、預言者たちを通して、前から約束されていたものは何か？また、

昔書かれたものは私たちを教えるために書かれた、旧約聖書がそうなのだというのです。そして、私た

ちに希望を持たせるためだというのです。先週と先々週の２回、成田兄が「救われた私たちの立場と務

め」についてメッセージをしてくださいましたが、今日はさらにそのことを深く学んでいきたいと思い

ます。お手元の資料の太字で書かれたところは聖書のみことばです。最後のページには絵がありますが、

これは話の途中で説明することになるでしょう。聖書には詳しく書かれていますが、読むだけではなか

なか理解し難いこともあるので、その理解の助けになると思います。 

出エジプト記の２５章と２６章はエジプトにいたイスラエルの民がエジプトを出て、シナイ半島を約

４０年かかって神の約束された地カナンへと旅をするのですがその途中の出来事です。１９章から３１

章にその出来事が記されています。ちょうど、シナイ半島の先にシナイ山、またの名をホレブ山という

山があります。ホレブとは「荒れた地」という意味ですが、そのシナイ山にモーセが神によって召され

たその出来事が記されています。神はイスラエルの民にこのように言われました。「あなたがたのために

戒めを与える。」と、よくご承知の十の戒め、命令です。私たちが十戒と言っているものです。二枚の板

に書かれたものです。イスラエルの民は神が「あなたがたがわたしが命じる命令を守るならあなたがた

を正しい者と認めよう。」と言われたとき、民はこのように言いました。「私たちはあなたが言われるこ

とをすべて守り行ないます。」と。出エジプト２４：３を見ると「「「「そこでそこでそこでそこでモーセモーセモーセモーセはははは来来来来てててて、、、、主主主主のことばとのことばとのことばとのことばと、、、、定定定定めめめめ

をことごとくをことごとくをことごとくをことごとく民民民民にににに告告告告げたげたげたげた。。。。するとするとするとすると、、、、民民民民はみなはみなはみなはみな声声声声をををを一一一一つにしてつにしてつにしてつにして答答答答えてえてえてえて言言言言ったったったった。「。「。「。「主主主主のののの仰仰仰仰せられたことはせられたことはせられたことはせられたことは、、、、みなみなみなみな行行行行ないないないない

ますますますます。」。」。」。」と、７節にも「「「「そしてそしてそしてそして、、、、契約契約契約契約のののの書書書書をををを取取取取りりりり、、、、民民民民にににに読読読読んでんでんでんで聞聞聞聞かせたかせたかせたかせた。。。。するとするとするとすると、、、、彼彼彼彼らはらはらはらは言言言言ったったったった。「。「。「。「主主主主のののの仰仰仰仰せらせらせらせら

れたことはみなれたことはみなれたことはみなれたことはみな行行行行ないないないない、、、、聞聞聞聞きききき従従従従いますいますいますいます。」。」。」。」とあります。神が決められたおきては完全です。不完全な人間が

守り得ないおきてです。イスラエルの民はこのように言うべきでした。「神様、それは余りにも難しい！

私たちには到底守ることはできません。」と。しかし、彼らは「聞き従い、みな守り行なう。」と言った

と記されています。神は「それなら、あなたがたがそのように決心したことを証として現わすために、



これからわたしが命じることをせよ。」と言われたのです。それが２５章、２６章以下に記されているこ

とです。神は細かいことをたくさん言われたので、すべてのことを一つひとつ見ることはできませんが、

今日はその中の主だったことを通して、私たちがいかにすばらしい立場に置かれているのかということ

を皆さんとともに神に感謝したいと思います。 

☆☆☆☆神神神神がががが出出出出エジプトエジプトエジプトエジプト後後後後ののののイスラエルイスラエルイスラエルイスラエルのののの民民民民にににに命命命命じられたじられたじられたじられた昔書昔書昔書昔書かれたこととはかれたこととはかれたこととはかれたこととは？？？？    
背景背景背景背景：：：：        

 出エジプト２４：１２－１８、神が書き記した石の板をモーセに授けると言われたが、その後に命じ

られたことは？ 

ⅠⅠⅠⅠ．．．．聖所聖所聖所聖所をををを造造造造れとのれとのれとのれとの神神神神のごのごのごのご命令命令命令命令        ２５２５２５２５：：：：１１１１－－－－９９９９    

そのために、イスラエルの民から奉納物を集めよと言われました。 

１１１１．．．．神神神神へのへのへのへの奉納物奉納物奉納物奉納物についてについてについてについて：心心心心からからからから進進進進んでささげるんでささげるんでささげるんでささげる    

２５：１－２「「「「主主主主ははははモーセモーセモーセモーセにににに告告告告げてげてげてげて仰仰仰仰せられたせられたせられたせられた。。。。:2 :2 :2 :2 「「「「わたしにわたしにわたしにわたしに奉納物奉納物奉納物奉納物をささげるようにをささげるようにをささげるようにをささげるように、、、、イスラエルイスラエルイスラエルイスラエル人人人人にににに告告告告げげげげ

よよよよ。。。。すべてすべてすべてすべて、、、、心心心心からからからから進進進進んでささげるんでささげるんでささげるんでささげる人人人人からからからから、、、、わたしへのわたしへのわたしへのわたしへの奉納物奉納物奉納物奉納物をををを受受受受けけけけ取取取取らなければならないらなければならないらなければならないらなければならない。」。」。」。」、先ほど私たち

は献金をしました。感謝の献金です。イスラエルの民は神に「「「「すすすすべてべてべてべて、、、、心心心心からからからから進進進進んでささげるんでささげるんでささげるんでささげる人人人人からからからから、、、、わたわたわたわた

しへのしへのしへのしへの奉納物奉納物奉納物奉納物をををを受受受受けけけけ取取取取らなければならないらなければならないらなければならないらなければならない。」。」。」。」と言われました。 

２２２２．．．．神神神神がががが求求求求められるものめられるものめられるものめられるもの：：：：神神神神のののの基準基準基準基準にににに拠拠拠拠らなければならないらなければならないらなければならないらなければならない    

 そして、彼らから受け取る奉納物は次の通りであると、神は続けて命じられるのですが、２５：９で

は神が求められるものは神の基準通りに作らなければならないと教えています。「「「「幕屋幕屋幕屋幕屋のののの型型型型とととと幕屋幕屋幕屋幕屋のすべのすべのすべのすべ

てのてのてのての用具用具用具用具のののの型型型型とをとをとをとを、、、、わたしがあなたにわたしがあなたにわたしがあなたにわたしがあなたに示示示示すのとすのとすのとすのと全全全全くくくく同同同同じようにじようにじようにじように作作作作らなければならないらなければならないらなければならないらなければならない。」。」。」。」と、神にささげる奉納

物は神が言われた通りに作りなさいと言われるのです。ここに私たちは神が定めた基準は絶対的なもの

だということを教えられるのです。同じ２５：４０に「「「「よくよくよくよく注意注意注意注意してしてしてして、、、、あなたがあなたがあなたがあなたが山山山山でででで示示示示されるされるされるされる型型型型どおりにどおりにどおりにどおりに作作作作れれれれ。」。」。」。」

と言われているのを見ることが出来ます。私たちは神の前に勝手な解釈、勝手な基準を用いてはならな

いと教えられます。救いに関しても同様です。いろいろな考え方をして聖書を誤って解釈をして、救い

を捻じ曲げるような教えもありますが、私たちが信じている救いの方法はただ一つです。 

⇒ 救いは、イエス･キリストだけが唯一の救いの道である。 

ということです。ヨハネ１４：６「「「「イエスイエスイエスイエスはははは彼彼彼彼にににに言言言言われたわれたわれたわれた。「。「。「。「わたしがわたしがわたしがわたしが道道道道でありでありでありであり、、、、真理真理真理真理でありでありでありであり、、、、いのちなのでいのちなのでいのちなのでいのちなので

すすすす。。。。わたしをわたしをわたしをわたしを通通通通してでなければしてでなければしてでなければしてでなければ、、、、だれひとりだれひとりだれひとりだれひとり父父父父のみもとにのみもとにのみもとにのみもとに来来来来ることはありませんることはありませんることはありませんることはありません。」。」。」。」、イエス･キリストを通し

てだけが唯一の神の決められた救いの道であると、ここに、神の前にあって私たちが知るべき救いの基

本が教えられています。当時のイスラエルの人たちはこのことについてはまだ知らなかったのです。な

ぜなら、新約聖書がないからです。 

 さて、神がイスラエルの民に教えられた基本は何か？ということをこれから学んでいくのですが、次

の区分を見ましょう。神の聖所である幕屋を造るに先立って、神が第一番に命じられたのは？ 

ⅡⅡⅡⅡ．．．．箱箱箱箱をををを作作作作れれれれとのとのとのとの神神神神のごのごのごのご命令命令命令命令        ２５２５２５２５：：：：１０１０１０１０－－－－２２２２２２２２    

 最初に神が言われたのは「箱を作れ」ということでした。神は、幕屋を造る前にその中に入れる一番

大切な物を作るように命じられたのです。建物より先にその中のものを作れという不思議な命令を民は

神から受け取ったのです。その材料やサイズが詳しく記されています。 

１１１１．．．．アカシヤアカシヤアカシヤアカシヤ材材材材のののの箱箱箱箱をををを造造造造らなければならないらなければならないらなければならないらなければならない        ２５２５２５２５：：：：１０１０１０１０－－－－１６１６１６１６    

１０節には「「「「アカシヤアカシヤアカシヤアカシヤ材材材材のののの箱箱箱箱をををを作作作作らなければならないらなければならないらなければならないらなければならない。」。」。」。」とあります。「アカシヤ」とはよく聞く名です

が、シュティムという木から取ったオレンジ・ブラウン色の荒野で得られる最大の木（４～７ｍ）だと

言われます。その木を材料にして箱を造りなさいと神は言われました。これはどんな意味があるのでし

ょう？神が言われたことで意味のないことは一つもありません。当時、このアカシヤ材についてどのよ

うな考えがあったのか？ギリシャ語訳の７０人訳聖書には「不朽の木材」と表現しています。朽ちるこ

とがないのです。エジプトでは永世の象徴、永遠の象徴、シンボルであると考えられていました。また、

後期のユダヤ教ではアカシヤの４文字を取って「平和、親切、救い、赦し」という四つの文字の頭文字

になっていると言います。このアカシヤ材はイエス・キリストの象徴だということを私たちは知ること

ができるのです。 

そして、「「「「長長長長さはさはさはさは二二二二キュビトキュビトキュビトキュビト半半半半、、、、幅幅幅幅はははは一一一一キュビトキュビトキュビトキュビト半半半半、、、、高高高高ささささはははは一一一一キュビトキュビトキュビトキュビト半半半半」」」」と書かれています。このキュビ

トは距離を測る単位です。肘から中指の先までが一キュビトです。イスラエルでは４４.５cm、エジプト

では４４.７cm と少し違いがあります。私のキュビトを測ってもらうと４１cm しかありませんでした。

実際のサイズではこのようにばらつきがありますが、実測を基に言えば４４.４２cm が正しいだろうと考

えられています。私たちが換算するときには４５cm とすればいいと思います。ちなみに、リビングバイ

ブルでは５０cmと計算しています。このようなサイズのものを作れと言われたのです。 



 そして、大事なことは１１節「「「「これにこれにこれにこれに純金純金純金純金をかぶせるをかぶせるをかぶせるをかぶせる。。。。それはそれはそれはそれは、、、、そのそのそのその内側内側内側内側とととと外側外側外側外側ととととににににかぶせなかぶせなかぶせなかぶせなければならなければならなければならなければならな

いいいい。」。」。」。」と。イエス・キリストの人としての性質を現わすアカシヤ材の材質の内側と外側に純金をかぶせな

さいというのです。聖書に見る「純金」ということばは「神性、神の聖さ」を表わします。この箱はこ

のように内側からはイエス・キリストの人性、そして、外から見ると神の神性を見ることができるので

す。このような箱を作るように言われたのですが、もちろん、イスラエル人はそのときは理解できなか

ったことでしょう。 

そして、箱の中には十の戒めが書いてある石板を入れることになっています。１６節に「「「「わたしがわたしがわたしがわたしが与与与与ええええ

るさとしをそのるさとしをそのるさとしをそのるさとしをその箱箱箱箱にににに納納納納めるめるめるめる。」。」。」。」とある通りです。イエス・キリストとこのおきての間には大きな関係がある

のです。 

⇒ これらは完全な神であり人であり、律法の完成者であるキリストを表わし、また、人となられた

キリストの型である。 

ヨハネ１：１、１：１４「「「「初初初初めにめにめにめに、、、、ことばがあったことばがあったことばがあったことばがあった。。。。ことばはことばはことばはことばは神神神神とともにあったとともにあったとともにあったとともにあった。。。。ことばはことばはことばはことばは神神神神であったであったであったであった。」。」。」。」、、、、「「「「ここここ

とばはとばはとばはとばは人人人人となってとなってとなってとなって、、、、私私私私たちのたちのたちのたちの間間間間にににに住住住住まわれたまわれたまわれたまわれた。。。。私私私私たちはこのたちはこのたちはこのたちはこの方方方方のののの栄光栄光栄光栄光をををを見見見見たたたた。。。。父父父父のみもとからのみもとからのみもとからのみもとから来来来来られたひとりられたひとりられたひとりられたひとり子子子子とととと

してのしてのしてのしての栄光栄光栄光栄光であるであるであるである。。。。このこのこのこの方方方方はははは恵恵恵恵みとまことにみとまことにみとまことにみとまことに満満満満ちておられたちておられたちておられたちておられた。」。」。」。」、私たちの間に住まわれた「ことば」はイエ

ス･キリストです。 

◎◎◎◎このこのこのこのキリストキリストキリストキリストはははは、、、、    

（（（（１１１１））））律法律法律法律法にににに完全完全完全完全にににに従従従従われたわれたわれたわれた＝＝＝＝完全完全完全完全なななな人人人人であったであったであったであった    

ヘブル１０：７には「「「「そこでわたしはそこでわたしはそこでわたしはそこでわたしは言言言言いましたいましたいましたいました。『。『。『。『さあさあさあさあ、、、、わたしはわたしはわたしはわたしは来来来来ましたましたましたました。。。。聖書聖書聖書聖書のあるのあるのあるのある巻巻巻巻にににに、、、、わたしにつわたしにつわたしにつわたしにつ

いてしるされているとおりいてしるされているとおりいてしるされているとおりいてしるされているとおり、、、、神神神神よよよよ、、、、あなたのみこころをあなたのみこころをあなたのみこころをあなたのみこころを行行行行なうためになうためになうためになうために。』」。』」。』」。』」と記されています。「「「「ああああなたのみなたのみなたのみなたのみここここここここ    

ろをろをろをろを行行行行なうためになうためになうためになうために。。。。」」」」とあるように、イエス・キリストだけが完全な神の戒めを守ることができるお方で

す。そのためにイエスは人のからだを取ってこの地上に来られたというのです。 

（（（（２２２２））））律法律法律法律法をををを成就成就成就成就するためにするためにするためにするために来来来来られたられたられたられた    

イエス･キリストは完全な人であるとともに、律法を成就するために来られたと書かれています。マタ

イ５：１７「「「「わたしがわたしがわたしがわたしが来来来来たのはたのはたのはたのは律法律法律法律法やややや預言者預言者預言者預言者をををを廃棄廃棄廃棄廃棄するためだとするためだとするためだとするためだと思思思思ってはなりませんってはなりませんってはなりませんってはなりません。。。。廃棄廃棄廃棄廃棄するためにではなくするためにではなくするためにではなくするためにではなく、、、、

成就成就成就成就するためにするためにするためにするために来来来来たのですたのですたのですたのです。」。」。」。」、律法を完成するために来たと言います。 

（（（（３３３３））））律法律法律法律法をををを終終終終わらせられたわらせられたわらせられたわらせられた    

また、律法を終わらせるために来たとローマ書に記されています。１０：４「「「「キリストキリストキリストキリストがががが律法律法律法律法をををを終終終終わらわらわらわら

せられたのでせられたのでせられたのでせられたので、、、、信信信信じるじるじるじる人人人人はみなはみなはみなはみな義義義義とととと認認認認められるのですめられるのですめられるのですめられるのです。」。」。」。」    

当時、イスラエルの人たちはこの厳しいおきてを完全に守らなければならなかったのです、彼らは「守

れる」と言ったのです。でも、今私たちはこの律法を守らなければ救われないということではないこと

が分かります。イエス・キリストが律法を終わらせられた、信じる人が義と認められる、信仰による義

認がここで確立されているということを知ることができます。 

 ⇒ 人は律法を守ることによって救われるのではなく、信仰によってのみ救われる。 

２２２２．．．．贖贖贖贖いのいのいのいのふたふたふたふたをををを作作作作るるるる        ２５２５２５２５：：：：１７１７１７１７    

「「「「またまたまたまた、、、、純金純金純金純金のののの『『『『贖贖贖贖いのふたいのふたいのふたいのふた』』』』をををを作作作作るるるる。。。。長長長長さはさはさはさは二二二二キュビトキュビトキュビトキュビト半半半半、、、、幅幅幅幅はははは一一一一キュビトキュビトキュビトキュビト半半半半。」。」。」。」、「贖いのふた」とは 

いったい何でしょう？リビングバイブルはとても分かり易い訳をしています。「罪を赦す神の恵みの座」

とあります。ふたの上にケルビムが二つあります。箱を作り、そして、贖いのふたを作れと神は言われ

たのです。この贖いのふたは先ほども言ったように罪を赦す神の恵み座です。神がこの上に現われて、

そして、イスラエルの民の罪を赦すと言われた座です。これも純金の板で作られています。神聖なる神

の象徴です。そして、槌で打って作った二つの金のケルビムが両端にあります。 

ケルビムの単数はケルブですが、これは｢天使的存在｣です。私たちがよく知っているのは創世記の記

事です。アダムが罪を犯してエデンの園から追放されるそのときに、神は罪を犯した人が永遠のいのち

の木を取って食べることがないようにと、彼らがエデンの園に入れないようにケルビムを置く訳です。

創世記３：２４「「「「こうしてこうしてこうしてこうして、、、、神神神神はははは人人人人をををを追放追放追放追放してしてしてして、、、、いのちのいのちのいのちのいのちの木木木木へのへのへのへの道道道道をををを守守守守るためにるためにるためにるために、、、、エデンエデンエデンエデンのののの園園園園のののの東東東東にににに、、、、ケルビムケルビムケルビムケルビム

とととと輪輪輪輪をををを描描描描いていていていて回回回回るるるる炎炎炎炎のののの剣剣剣剣をををを置置置置かれたかれたかれたかれた。」。」。」。」、これは神の義の象徴、さばきの象徴です。人はこのケルビムの前

を通過することができないということを表わしているのです。 

このようなケルビムには顔が四つあります。一つのケルブの顔が四面になっていて、正面は人間の顔

です。右側は獅子の顔、左側が牛の顔、後ろが鷲の顔をもった天使です。そして、四つの翼があり、翼

の下から人間の手の形のものがあります。真っすぐに立つことができる足があります。これがケルブ、

複数でケルビムです。このようなものを作れと言われたのです。 

◎◎◎◎贖贖贖贖いのふたについていのふたについていのふたについていのふたについて    

 



（（（（１１１１））））一年一年一年一年にににに一度一度一度一度、、、、大祭司大祭司大祭司大祭司はははは大贖罪日大贖罪日大贖罪日大贖罪日にににに至聖所至聖所至聖所至聖所にににに入入入入りりりり、、、、自分自分自分自分とととと家族家族家族家族のためにいけにえののためにいけにえののためにいけにえののためにいけにえの雄牛雄牛雄牛雄牛のののの血血血血とととと、、、、民民民民

のためにのためにのためにのために山羊山羊山羊山羊のののの血血血血をををを、、、、贖贖贖贖いのいのいのいの蓋蓋蓋蓋のののの上上上上とそのとそのとそのとその前前前前にににに注注注注ぐぐぐぐ。。。。そのそのそのその贖贖贖贖いのいのいのいの場所場所場所場所であったであったであったであった。（。（。（。（レビレビレビレビ記記記記１６１６１６１６章章章章））））    

そこには犠牲の血が注がれて、神の義が満足させられるというのです。この聖所が造られて、聖所と

至聖所があり隔ての幕があります。イスラエルの人たちは十の命令を守ることができません。それ程罪

は大きなものであったのです。人間の行ないでは決して神の義を満足させることはできないのですが、

そのことに対して、神は一つの道を備えてくださった。それは人々が毎日いけにえの動物をもって来て、

その動物の血を流すことによって罪を赦そうと神は言われたのです。だから、イスラエルの人たちは毎

日、罪を解決しなければならなかったのです。また、そのために祭司という働きがあって、祭司はこの

聖所に入ってそのとりなしをすることができたのです。もちろん、祭司自身もその罪を赦される必要が

あったから、動物の犠牲を払って血を流さなければならなかったのです。そして、それでも足りなかっ

たのです。毎日していても…。ですから、神は特別な道を備えてくださったのです。それが「贖罪日」

というものでした。年に一回、贖罪日、７月１０日ですが、その日に大祭司がこの至聖所に入って、そ

して、贖いのふたの上に動物の血を注ぎかけることによってイスラエルの人たちが気付いていないけれ

ども犯した罪を、また、償いきれなかった日々の罪の赦しを設けてくださったのです。これが至聖所で

あり、贖いのふたであるということを私たちは教えられます。この契約の箱には後に、二枚の石板が入

ります。十の命令が書かれた石板です。しかし、それにはしっかりとふたがされたのです。そして、こ

の箱の中に納められた十の戒めを守ることができない人々のために動物の犠牲の血が流されたのです。

それによって神の義が一時的に満足させられたと、このように私たちは見ることができます。まさに、

イスラエルの罪が覆われたということを教えられます。あくまで覆われているだけです。 

（（（（２２２２））））神神神神のののの栄光栄光栄光栄光とごとごとごとご臨在臨在臨在臨在をををを現現現現わすわすわすわす    

 また、２５：２２を見るとこのふたの上は神の栄光と臨在の場であると言われています。「「「「わたしはそわたしはそわたしはそわたしはそ

こであなたとこであなたとこであなたとこであなたと会見会見会見会見しししし、、、、そのそのそのその『『『『贖贖贖贖いのふたいのふたいのふたいのふた』』』』のののの上上上上からからからから、、、、すなわちあかしのすなわちあかしのすなわちあかしのすなわちあかしの箱箱箱箱のののの上上上上のののの二二二二つのつのつのつのケルビムケルビムケルビムケルビムのののの間間間間からからからから、、、、イスライスライスライスラ

エルエルエルエル人人人人についてについてについてについて、、、、あなたにあなたにあなたにあなたに命命命命じることをことごとくあなたにじることをことごとくあなたにじることをことごとくあなたにじることをことごとくあなたに語語語語ろうろうろうろう。」。」。」。」、レビ記１６：１－２には「「「「アロンアロンアロンアロンのふのふのふのふ

たりのたりのたりのたりの子子子子のののの死後死後死後死後、、、、すなわちすなわちすなわちすなわち、、、、彼彼彼彼らがらがらがらが主主主主のののの前前前前にににに近近近近づいてそのためにづいてそのためにづいてそのためにづいてそのために死死死死んでんでんでんで後後後後、、、、主主主主ははははモーセモーセモーセモーセにににに告告告告げられたげられたげられたげられた。。。。:2 :2 :2 :2 主主主主ははははモモモモ

ーセーセーセーセにににに仰仰仰仰せられたせられたせられたせられた。「。「。「。「あなたのあなたのあなたのあなたの兄兄兄兄アロンアロンアロンアロンにににに告告告告げよげよげよげよ。。。。かってなかってなかってなかってな時時時時にににに垂垂垂垂れれれれ幕幕幕幕のののの内側内側内側内側のののの聖所聖所聖所聖所にはいってにはいってにはいってにはいって、、、、箱箱箱箱のののの上上上上のののの『『『『贖贖贖贖いいいい

のふたのふたのふたのふた』』』』のののの前前前前にににに行行行行ってはならないってはならないってはならないってはならない。。。。死死死死ぬことのないためであるぬことのないためであるぬことのないためであるぬことのないためである。。。。わたしがわたしがわたしがわたしが『『『『贖贖贖贖いのふたいのふたいのふたいのふた』』』』のののの上上上上のののの雲雲雲雲のののの中中中中にににに現現現現われるわれるわれるわれる

からであるからであるからであるからである。」。」。」。」と記されています。アロンの二人の子が死んだのです。なぜか？彼らはこの聖所で勝手な

時に勝手な行動をしたからです。それは神が禁じられたことでした。祭司であっても罪があるから赦さ    

れなかったのです。大祭司であっても年に一度しか赦されないことです。この贖いのふたが大きな意味

を持っていることをイスラエルの民は知ったのです。 

ⅢⅢⅢⅢ．．．．幕屋幕屋幕屋幕屋をををを造造造造れとのれとのれとのれとの神神神神のごのごのごのご命令命令命令命令        ２６２６２６２６：：：：１１１１－－－－１４１４１４１４    

Ａ．Ａ．Ａ．Ａ．幕屋幕屋幕屋幕屋とはとはとはとは？？？？    

「幕屋」にはいろいろなことばが使われていますが、日本語でも私たちに馴染みのことばがあります。

１１１１．．．．名前名前名前名前のののの由来由来由来由来：：：：    

（（（（１１１１））））ミクダーシュミクダーシュミクダーシュミクダーシュ：聖所  ２５：８ 

（（（（２２２２））））ミシュカーンミシュカーンミシュカーンミシュカーン：幕屋  ２５：９  ～に住む、留まるという意味です。 

（（（（３３３３））））オーヘルオーヘルオーヘルオーヘル：：：：天幕天幕天幕天幕     ２６：３６  ～仮の、簡便な住居 

２２２２．．．．目的目的目的目的：：：：    

（（（（１１１１））））神神神神がががが臨在臨在臨在臨在されるされるされるされる場所場所場所場所、、、、民民民民とととと神神神神とのとのとのとの会見会見会見会見のののの場場場場        ２５２５２５２５：：：：８８８８    

（（（（２２２２））））予型予型予型予型：あらかじめ示された型です。 

・・・・幕屋幕屋幕屋幕屋のののの器器器器＝＝＝＝天天天天にあるものににあるものににあるものににあるものに型型型型どったものどったものどったものどったもの    

へブル９：２３に「「「「ですからですからですからですから、、、、天天天天にあるものにかたどったものはにあるものにかたどったものはにあるものにかたどったものはにあるものにかたどったものは、、、、これらのものによってきよめられるこれらのものによってきよめられるこれらのものによってきよめられるこれらのものによってきよめられる必要必要必要必要がががが

ありましたありましたありましたありました。。。。しかししかししかししかし天天天天にあるものにあるものにあるものにあるもの自体自体自体自体はははは、、、、これよりもさらにすぐれたいけにこれよりもさらにすぐれたいけにこれよりもさらにすぐれたいけにこれよりもさらにすぐれたいけにえでえでえでえで、、、、きよめられなければなりませんきよめられなければなりませんきよめられなければなりませんきよめられなければなりません。」。」。」。」

とあります。すなわち、イスラエルの民が造った幕屋、箱は天にあるものに型どったものであり、そし 

て、大祭司、祭司によって、動物の犠牲の血によってきよめられる必要があった。しかし、天にあるも

の自体はこれよりもさらにすぐれたいけにえできよめられなければなりません。天に本物があると言う

のです。そして、動物の血ではなくて、もっと優れた犠牲の血が払われなければならないと言います。

Ⅰヨハネ１：７を見てください。「「「「しかししかししかししかし、、、、もしもしもしもし神神神神がががが光光光光のののの中中中中におられるようににおられるようににおられるようににおられるように、、、、私私私私たちもたちもたちもたちも光光光光のののの中中中中をををを歩歩歩歩んでいるなんでいるなんでいるなんでいるな

らららら、、、、私私私私たちはたちはたちはたちは互互互互いにいにいにいに交交交交わりをわりをわりをわりを保保保保ちちちち、、、、御子御子御子御子イエスイエスイエスイエスのののの血血血血はすべてのはすべてのはすべてのはすべての罪罪罪罪からからからから私私私私たちをきよめますたちをきよめますたちをきよめますたちをきよめます。。。。」」」」、すなわち、御子    

イエスの血がすべての罪から私たちを聖める、イエス・キリストの血だけが私たちの罪を聖めるのであ

って動物の血ではないということを、私たちは幸いにも新約聖書を通してこの旧約の教えを見ることが

できるのです。 

 



・・・・キリストキリストキリストキリストととととキリストキリストキリストキリストのののの贖罪贖罪贖罪贖罪            

へブル９：２４には「「「「キリストキリストキリストキリストはははは、、、、本物本物本物本物のののの模型模型模型模型にすぎないにすぎないにすぎないにすぎない、、、、手手手手でででで造造造造ったったったった聖所聖所聖所聖所にはいられたのではなくにはいられたのではなくにはいられたのではなくにはいられたのではなく、、、、天天天天そのそのそのその

ものにはいられたのですものにはいられたのですものにはいられたのですものにはいられたのです。。。。そしてそしてそしてそして、、、、今今今今、、、、私私私私たちのためにたちのためにたちのためにたちのために神神神神のののの御前御前御前御前にににに現現現現われわれわれわれてくださるのですてくださるのですてくださるのですてくださるのです。」。」。」。」と書かれていま 

す。イエス・キリストは十字架に掛かってよみがえられた、そして、その後天に戻っていかれ、神の右

の座に着いて私たちのためにとりなしをしてくださると、動物の血ではないのです。イエス・キリスト

ご自身が流してくださった血によって、直接神に私たちの罪をとりなしてくださっているというのです。 

Ｂ．Ｂ．Ｂ．Ｂ．幕屋幕屋幕屋幕屋のののの造造造造りりりり方方方方    

１１１１．．．．１０１０１０１０枚枚枚枚のののの幕幕幕幕でででで造造造造らなければならないらなければならないらなければならないらなければならない        ２６２６２６２６：：：：１１１１    
「「「「幕屋幕屋幕屋幕屋をををを十枚十枚十枚十枚のののの幕幕幕幕でででで造造造造らなければならないらなければならないらなければならないらなければならない。。。。すなわちすなわちすなわちすなわち、、、、撚撚撚撚りりりり糸糸糸糸でででで織織織織ったったったった亜麻布亜麻布亜麻布亜麻布、、、、青色青色青色青色、、、、紫色紫色紫色紫色、、、、緋色緋色緋色緋色のののの撚撚撚撚りりりり糸糸糸糸でででで作作作作

りりりり、、、、巧巧巧巧みなみなみなみな細工細工細工細工でそれにでそれにでそれにでそれにケルビケルビケルビケルビムムムムをををを織織織織りりりり出出出出さなければならないさなければならないさなければならないさなければならない。」。」。」。」、その長さと幅が記されていますが、５枚    

の幕を互いにつなぎ合わせて二枚の幕にするのです。５枚という数がどのような意味を持っているのか、

聖書にははっきりとその意味を記していません。聖書にはいろいろな数字が出て来ます。「３」は三位

一体の神を表わす完全数だとか、神の数だとか、あるいは「７」は完全数、「４」は人の数で合わせた

ら完全だとか、「１０」は長いスパンを表わすものといろいろと言いますが、聖書がはっきりと教えて

いる訳ではありません。けれども、この「５」が全く意味がないのか？聖書的根拠は分かりませんが、

けれども、私たちの手には５本の指があり、両方合わせて１０本、足にも５本の指があり両足で１０本。

手は私たちが働くときに非常に有用なものです。そして、足の指がなければしっかりと立つことができ

ません。人に対する責任と神に対する責任を表わすと、このように考える人たちがいます。そのような

意味があるのかもしれませんが、いずれにしても、５枚づつをつなぎ合わせて幕を作りなさいと言われ

たのです。 

⇒ 幕屋は神の義に対する人間の責任と、十字架上でのみわざのゆえに、人を義としてくださる 

   キリストの型である。 

 知っていただきたいのは次のことです。 

２２２２．．．．幕屋幕屋幕屋幕屋のののの上上上上にかけるにかけるにかけるにかける天幕天幕天幕天幕のためにのためにのためにのために山山山山羊羊羊羊のののの毛毛毛毛のののの幕幕幕幕をををを１１１１１１１１枚枚枚枚作作作作るるるる        ２６２６２６２６：：：：７７７７    

（（（（１１１１））））一枚一枚一枚一枚のののの長長長長さはさはさはさは３０３０３０３０キュビトキュビトキュビトキュビト、、、、幅幅幅幅はははは４４４４キュビトキュビトキュビトキュビト    

「「「「またまたまたまた、、、、幕屋幕屋幕屋幕屋のののの上上上上にににに掛掛掛掛けるけるけるける天幕天幕天幕天幕のためにのためにのためにのために、、、、やぎのやぎのやぎのやぎの毛毛毛毛のののの幕幕幕幕をををを作作作作るるるる。。。。そのそのそのその幕幕幕幕をををを十一枚作十一枚作十一枚作十一枚作らなければならないらなければならないらなければならないらなければならない。」。」。」。」、幕 

屋の上にかける聖所と至聖所をおおう幕ですが、ここに４種類の幕が記されています。最初は亜麻布、

次に山羊の毛で作られたものです。山羊の毛、動物の毛皮は何を表わしているのか？ゼカリヤ１３：４

に「「「「そのそのそのその日日日日、、、、そのそのそのその預言者預言者預言者預言者たちはみなたちはみなたちはみなたちはみな、、、、預言預言預言預言するときにするときにするときにするときに見見見見るそのるそのるそのるその幻幻幻幻でででで恥恥恥恥をををを見見見見ようようようよう。。。。彼彼彼彼らはもうらはもうらはもうらはもう人人人人をををを欺欺欺欺くためのくためのくためのくための毛衣毛衣毛衣毛衣をををを

着着着着なくなるなくなるなくなるなくなる。」。」。」。」と書かれていて、預言者たちは毛皮を着ていたことが分かります。ですから、当時の一般 
の人とは異なった服装をしていたことが分かります。また、あのバブテスマのヨハネも毛皮を着ていま

した。イエスに向かって「「「「見見見見よよよよ、、、、世世世世のののの罪罪罪罪をををを取取取取りりりり除除除除くくくく神神神神のののの小羊小羊小羊小羊。」。」。」。」（ヨハネ１：２９）と言ったあの預言者で    

す。すなわち、山羊の毛で作られた幕は預言者としてのイエス・キリストの象徴だったのです。 

  ⇒ イエスはモーセが語った預言者であった。（使徒３：２２，２３） 

（（（（２２２２））））赤赤赤赤くなめしたくなめしたくなめしたくなめした雄羊雄羊雄羊雄羊のののの皮皮皮皮のののの覆覆覆覆いといといといとジュゴンジュゴンジュゴンジュゴンのののの皮皮皮皮のののの覆覆覆覆いをいをいをいを作作作作るるるる        ２６２６２６２６：：：：１４１４１４１４    

三つ目に赤くなめした雄羊の皮とあります。１４節「「「「天幕天幕天幕天幕のためにのためにのためにのために赤赤赤赤くなめしたくなめしたくなめしたくなめした雄羊雄羊雄羊雄羊のののの皮皮皮皮のおおいとのおおいとのおおいとのおおいと、、、、そのそのそのその

上上上上にににに掛掛掛掛けるじゅごんのけるじゅごんのけるじゅごんのけるじゅごんの皮皮皮皮のおおいをのおおいをのおおいをのおおいを作作作作るるるる。」。」。」。」、これは十字架で流されたイエス・キリストの血、イエス･キ 
リストの血の贖いを象徴しているのです。最後に、ジュゴンの皮とあります。ジュゴンを知っておられ

ますか？見たことがありますか？私は見たことがありません。インターネットで写真を見ると大体想像

がつきます。海牛目海牛科、シーカウズです。実は、ジュゴンという名は元々マレーシア語から来てい

ると言われ「海の貴婦人」です。全然違うイ一メージが与えられますが、ただ、色は灰色がかったもの

で、形もすばらしいものでないことも確かです。胸にヒレがあって、後ろに三角の尾のようなものがつ

いている哺乳動物です。そして、海の草を食べるために口が顔の下についています。ちょっと見ると、

アザラシのような感じですが、アザラシはネコ科でネコの種類に入るので全然違うのです。 

この幕屋の最初の幕は真っ白な亜麻布で、これはイエス・キリストの人としての聖さを表わします。

人の形を取っておられてもイエス・キリストには何一つ罪がありません。聖いイエス・キリストの人性

を表わしています。毛皮は預言者としてのイエス・キリスト、そして、赤は十字架で血を流された贖い

の供え物としてのイエス・キリスト、ジュゴンは見栄えが悪いというイザヤ書５３章に記されていると

ころ、５３：２「「「「彼彼彼彼はははは主主主主のののの前前前前にににに若枝若枝若枝若枝のようにのようにのようにのように芽生芽生芽生芽生ええええ、、、、砂漠砂漠砂漠砂漠のののの地地地地からからからから出出出出るるるる根根根根のようにのようにのようにのように育育育育ったったったった。。。。彼彼彼彼にはにはにはには、、、、私私私私たちがたちがたちがたちが見見見見

とれるようなとれるようなとれるようなとれるような姿姿姿姿もなくもなくもなくもなく、、、、輝輝輝輝きもなくきもなくきもなくきもなく、、、、私私私私たちがたちがたちがたちが慕慕慕慕うようなうようなうようなうような見見見見ばえもないばえもないばえもないばえもない。」。」。」。」の通りです。十字架に掛かられる 
前にむちで打たれ、そして、いばらの冠を着せられ、紫や緋の衣を着せられて馬鹿にされて叩かれて、

そして、つばを吐きかけられたイエス・キリスト。そのように見栄えのないイエス・キリストを表わし

ていると私たちは見ることができるのです。幕屋の中に入ると真っ白、外から見るとジュゴンの皮でお



おわれて見栄えのない汚いものでした。しかし、その間に預言者としての働きをされ、そして、尊い血

を流されたイエス・キリストの働きが詰まっているのであります。これが幕屋だということを今私たち

は知るのです。当時、もちろんイスラエルの民には分からなかったでしょう。キリストは死に至るまで

神の栄光のためにご自身をささげられたのです。ピリピ２：８にはこのように書かれています。「「「「キリスキリスキリスキリス

トトトトはははは人人人人としてのとしてのとしてのとしての性質性質性質性質をもってをもってをもってをもって現現現現われわれわれわれ、、、、自分自分自分自分をををを卑卑卑卑しくししくししくししくし、、、、死死死死にまでにまでにまでにまで従従従従いいいい、、、、実実実実にににに十字架十字架十字架十字架のののの死死死死にまでもにまでもにまでもにまでも従従従従われたのですわれたのですわれたのですわれたのです。」。」。」。」    

３３３３．．．．垂垂垂垂れれれれ幕幕幕幕をををを作作作作るるるる        ２６２６２６２６：：：：３１３１３１３１−−−−３３３３３３３３    

幕屋の中の聖所と至聖所を仕切る幕です。ケルビムが四つ織り出されているものです。だから、聖所

から至聖所にはだれも入ることができないという印です。あのエデンの園に置かれたケルビムと同じで

す。祭司でも絶対に入れない。大祭司が年に一度だけ入れるのです。その仕切りの幕を作れと神は言わ

れたのです。３１－３３に「「「「青色青色青色青色、、、、紫色紫色紫色紫色、、、、緋色緋色緋色緋色のののの撚撚撚撚りりりり糸糸糸糸、、、、撚撚撚撚りりりり糸糸糸糸でででで織織織織ったったったった亜麻布亜麻布亜麻布亜麻布でででで垂垂垂垂れれれれ幕幕幕幕をををを作作作作るるるる。。。。これにこれにこれにこれに巧巧巧巧みなみなみなみな

細工細工細工細工ででででケルビムケルビムケルビムケルビムをををを織織織織りりりり出出出出さなければならないさなければならないさなければならないさなければならない。。。。:32 :32 :32 :32 これをこれをこれをこれを、、、、四四四四つのつのつのつの銀銀銀銀のののの台座台座台座台座のののの上上上上にににに据据据据えられえられえられえられ、、、、そのそのそのその鉤鉤鉤鉤がががが金金金金でできてでできてでできてでできて

いるいるいるいる、、、、金金金金をかぶせたをかぶせたをかぶせたをかぶせたアカシヤアカシヤアカシヤアカシヤ材材材材のののの四本四本四本四本のののの柱柱柱柱につけるにつけるにつけるにつける。。。。:33 :33 :33 :33 そのそのそのその垂垂垂垂れれれれ幕幕幕幕をををを留留留留めめめめ金金金金のののの下下下下にににに掛掛掛掛けけけけ、、、、そのそのそのその垂垂垂垂れれれれ幕幕幕幕のののの内側内側内側内側にににに、、、、

あかしのあかしのあかしのあかしの箱箱箱箱をををを運運運運びびびび入入入入れるれるれるれる。。。。そのそのそのその垂垂垂垂れれれれ幕幕幕幕はははは、、、、あなたがたのためにあなたがたのためにあなたがたのためにあなたがたのために聖所聖所聖所聖所とととと至聖所至聖所至聖所至聖所とのとのとのとの仕切仕切仕切仕切りとなるりとなるりとなるりとなる。」。」。」。」とあります。 

亜麻布亜麻布亜麻布亜麻布：聖さと聖徒たちの正しい行ないの象徴です。黙示録１９：８「「「「花嫁花嫁花嫁花嫁はははは、、、、光光光光りりりり輝輝輝輝くくくく、、、、きよいきよいきよいきよい麻布麻布麻布麻布のののの衣衣衣衣

をををを着着着着ることをることをることをることを許許許許されたされたされたされた。。。。そのそのそのその麻布麻布麻布麻布とはとはとはとは、、、、聖徒聖徒聖徒聖徒たちのたちのたちのたちの正正正正しいしいしいしい行行行行ないであるないであるないであるないである。」。」。」。」    

青青青青色色色色：キリストの人間性のうちで天に属する性格を表わします。イエスの天のご性質を表わしていると。

紫色紫色紫色紫色：ローマ皇帝が当時着ていた衣の色です。王の王、主の主であるイエス・キリストの栄光を表わし  

ています。ヨハネ１９：２に「「「「またまたまたまた、、、、兵士兵士兵士兵士たちはたちはたちはたちは、、、、いばらでいばらでいばらでいばらで冠冠冠冠をををを編編編編んでんでんでんで、、、、イエスイエスイエスイエスのののの頭頭頭頭にかぶらせにかぶらせにかぶらせにかぶらせ、、、、紫色紫色紫色紫色のののの着着着着

物物物物をををを着着着着せたせたせたせた。」。」。」。」とあります。 

緋緋緋緋色色色色：王の色です。先ほど話したように、イエス・キリストが十字架に掛かられる直前に着せられた衣

は、まさに、紫色であり緋の衣であったと聖書は私たちに教えています。マタイ２７：２８－２９「「「「そそそそ

してしてしてして、、、、イエスイエスイエスイエスのののの着物着物着物着物をををを脱脱脱脱がせてがせてがせてがせて、、、、緋色緋色緋色緋色のののの上着上着上着上着をををを着着着着せたせたせたせた。。。。:29 :29 :29 :29 それからそれからそれからそれから、、、、いばらでいばらでいばらでいばらで冠冠冠冠をををを編編編編みみみみ、、、、頭頭頭頭にかぶらせにかぶらせにかぶらせにかぶらせ、、、、右手右手右手右手

にににに葦葦葦葦をををを持持持持たせたたせたたせたたせた。。。。そしてそしてそしてそして、、、、彼彼彼彼らはらはらはらはイエスイエスイエスイエスのののの前前前前にひざまずいてにひざまずいてにひざまずいてにひざまずいて、、、、からかってからかってからかってからかって言言言言ったったったった。「。「。「。「ユダヤユダヤユダヤユダヤ人人人人のののの王王王王さまさまさまさま。。。。ばんざばんざばんざばんざ

いいいい。」。」。」。」    

この仕切りの幕はイエス・キリストの型です。まさに、この幕を通ってでなければ神の許にいけない、

「わたしが道」なのです。 

 ⇒ 幕屋の聖所と至聖所を仕切る幕はキリストの型である。垂れ幕にはケルビムが織り出されてい

た。それはキリストが私たちに代わって神のさばきを受けてくださったことを表わしている。 

けれども、このままではだれもここに入ることができません。大祭司でさえも自分の罪をまず動物の

血を流すことによって贖なってからでなければこの中に入ることはできなかったのです。そのような仕

切りの幕でした。新約聖書はそのことを教えています。 

ⅣⅣⅣⅣ．．．．新約聖書新約聖書新約聖書新約聖書のののの説説説説きききき明明明明かしかしかしかし    

１１１１．．．．幕屋幕屋幕屋幕屋とととと大祭司大祭司大祭司大祭司    

（（（（１１１１））））天天天天にあるもののにあるもののにあるもののにあるものの写写写写しとしとしとしと影影影影        ヘブルヘブルヘブルヘブル８８８８：：：：１１１１－－－－５５５５    

本体はイエス・キリストだと言っています。「「「「以上述以上述以上述以上述べたことのべたことのべたことのべたことの要点要点要点要点はこうですはこうですはこうですはこうです。。。。すなわちすなわちすなわちすなわち、、、、私私私私たちのたちのたちのたちの大祭大祭大祭大祭

司司司司はははは天天天天におられるにおられるにおられるにおられる大能者大能者大能者大能者のののの御座御座御座御座のののの右右右右にににに着座着座着座着座されたされたされたされた方方方方でありでありでありであり、、、、:2 :2 :2 :2 人間人間人間人間がががが設設設設けたのではなくてけたのではなくてけたのではなくてけたのではなくて、、、、主主主主がががが設設設設けられたけられたけられたけられた真実真実真実真実

のののの幕屋幕屋幕屋幕屋であるであるであるである聖所聖所聖所聖所でででで仕仕仕仕えておられるえておられるえておられるえておられる方方方方ですですですです。。。。:3 :3 :3 :3 すべてすべてすべてすべて、、、、大祭司大祭司大祭司大祭司はははは、、、、ささげささげささげささげ物物物物といけにえとをささげるためにといけにえとをささげるためにといけにえとをささげるためにといけにえとをささげるために立立立立てててて

られますられますられますられます。。。。したがってしたがってしたがってしたがって、、、、このこのこのこの大祭司大祭司大祭司大祭司もももも何何何何かささげるかささげるかささげるかささげる物物物物をををを持持持持っていなければなりませんっていなければなりませんっていなければなりませんっていなければなりません。。。。:4 :4 :4 :4 もしもしもしもしキリストキリストキリストキリストがががが地上地上地上地上にににに

おられるのであったらおられるのであったらおられるのであったらおられるのであったら、、、、決決決決してしてしてして祭司祭司祭司祭司とはなられないでしょうとはなられないでしょうとはなられないでしょうとはなられないでしょう。。。。律法律法律法律法にににに従従従従ってささげってささげってささげってささげ物物物物をするをするをするをする人人人人たちがいるからでたちがいるからでたちがいるからでたちがいるからで

すすすす。。。。:5 :5 :5 :5 そのそのそのその人人人人たちはたちはたちはたちは、、、、天天天天にあるもののにあるもののにあるもののにあるものの写写写写しとしとしとしと影影影影とにとにとにとに仕仕仕仕えているのであってえているのであってえているのであってえているのであって、、、、それらはそれらはそれらはそれらはモーセモーセモーセモーセがががが幕屋幕屋幕屋幕屋をををを建建建建てようとてようとてようとてようと

したときしたときしたときしたとき、、、、神神神神からからからから御告御告御告御告げをげをげをげを受受受受けたとおりのものですけたとおりのものですけたとおりのものですけたとおりのものです。。。。神神神神はこうはこうはこうはこう言言言言われたのですわれたのですわれたのですわれたのです。「。「。「。「よくよくよくよく注意注意注意注意しなさいしなさいしなさいしなさい。。。。山山山山であなたであなたであなたであなた

にににに示示示示されたされたされたされた型型型型にににに従従従従ってってってって、、、、すべてのものをすべてのものをすべてのものをすべてのものを作作作作りなさいりなさいりなさいりなさい。」。」。」。」    

（（（（２２２２））））さらにさらにさらにさらに完全完全完全完全なななな幕屋幕屋幕屋幕屋         

へブル９：１１「「「「しかししかししかししかしキリストキリストキリストキリストはははは、、、、すでにすでにすでにすでに成就成就成就成就したすばらしいしたすばらしいしたすばらしいしたすばらしい事事事事がらのがらのがらのがらの大祭司大祭司大祭司大祭司としてとしてとしてとして来来来来られられられられ、、、、手手手手でででで造造造造ったったったった物物物物

でないでないでないでない、、、、言言言言いいいい替替替替えればえればえればえれば、、、、このこのこのこの造造造造られたられたられたられた物物物物とはとはとはとは違違違違ったったったった、、、、さらにさらにさらにさらに偉大偉大偉大偉大なななな、、、、さらにさらにさらにさらに完全完全完全完全なななな幕屋幕屋幕屋幕屋をををを通通通通りりりり、、、、」」」」    

（（（（３３３３））））真真真真のののの聖所聖所聖所聖所            

    ヘブル９：１２「「「「またまたまたまた、、、、やぎとやぎとやぎとやぎと子牛子牛子牛子牛とのとのとのとの血血血血によってではなくによってではなくによってではなくによってではなく、、、、ごごごご自分自分自分自分のののの血血血血によってによってによってによって、、、、ただただただただ一度一度一度一度、、、、まことのまことのまことのまことの聖所聖所聖所聖所

にはいりにはいりにはいりにはいり、、、、永遠永遠永遠永遠のののの贖贖贖贖いをいをいをいを成成成成しししし遂遂遂遂げられたのですげられたのですげられたのですげられたのです。」。」。」。」    

（（（（４４４４））））偉大偉大偉大偉大でででで完全完全完全完全なななな幕屋幕屋幕屋幕屋にただにただにただにただ一度一度一度一度、、、、真真真真のののの聖所聖所聖所聖所にににに入入入入られられられられ、、、、永遠永遠永遠永遠のののの贖贖贖贖いをいをいをいを成成成成しししし遂遂遂遂げられたげられたげられたげられた        

ヘブル１０：１０「「「「このみこころにこのみこころにこのみこころにこのみこころに従従従従ってってってって、、、、イエスイエスイエスイエス・・・・キリストキリストキリストキリストのからだがのからだがのからだがのからだが、、、、ただただただただ一度一度一度一度だけささげられたことにだけささげられたことにだけささげられたことにだけささげられたことに

よりよりよりより、、、、私私私私たちはたちはたちはたちは聖聖聖聖なるものとされているのですなるものとされているのですなるものとされているのですなるものとされているのです。」。」。」。」、今、私たちはあのイスラエルの人たちと同じではなく    

て、イエス・キリストによって完全に聖い者として神に認められることができると教えているのです。 

（（（（５５５５））））人間人間人間人間のののの大祭司大祭司大祭司大祭司はははは動物動物動物動物のののの血血血血をををを携携携携ええええ、、、、キリストキリストキリストキリストはごはごはごはご自身自身自身自身のののの血血血血によってによってによってによって            

ヘブル１０：１２「「「「しかししかししかししかし、、、、キリストキリストキリストキリストはははは、、、、罪罪罪罪のためにのためにのためにのために一一一一つのつのつのつの永遠永遠永遠永遠のいけにえをささげてのいけにえをささげてのいけにえをささげてのいけにえをささげて後後後後、、、、神神神神のののの右右右右のののの座座座座にににに着着着着きききき、」、」、」、」    



（（（（６６６６））））キリストキリストキリストキリストごごごご自身自身自身自身がががが垂垂垂垂れれれれ幕幕幕幕        

キリストによって神に自由に近づく道が開かれたのです。ヘブル１０：１９－２０「「「「こういうわけですこういうわけですこういうわけですこういうわけです

からからからから、、、、兄弟兄弟兄弟兄弟たちたちたちたち。。。。私私私私たちはたちはたちはたちは、、、、イエスイエスイエスイエスのののの血血血血によってによってによってによって、、、、大胆大胆大胆大胆にまことのにまことのにまことのにまことの聖所聖所聖所聖所にはいることができるのですにはいることができるのですにはいることができるのですにはいることができるのです。。。。:20 :20 :20 :20 イエスイエスイエスイエス

はごはごはごはご自分自分自分自分のののの肉体肉体肉体肉体というというというという垂垂垂垂れれれれ幕幕幕幕をををを通通通通してしてしてして、、、、私私私私たちのためにこのたちのためにこのたちのためにこのたちのためにこの新新新新しいしいしいしい生生生生けるけるけるける道道道道をををを設設設設けてくださったのですけてくださったのですけてくださったのですけてくださったのです。」。」。」。」とこの 

ように聖書は教えるのです。 

（（（（７７７７））））旧約旧約旧約旧約のののの終焉終焉終焉終焉    

旧約の時代は終わりました。マタイ２７：５１「「「「するとするとするとすると、、、、見見見見よよよよ。。。。神殿神殿神殿神殿のののの幕幕幕幕がががが上上上上からからからから下下下下までまでまでまで真二真二真二真二つにつにつにつに裂裂裂裂けたけたけたけた。。。。

そしてそしてそしてそして、、、、地地地地がががが揺揺揺揺れれれれ動動動動きききき、、、、岩岩岩岩がががが裂裂裂裂けたけたけたけた。」。」。」。」、聖所と至聖所とを隔てていた神殿の幕が上から下まで真っ二つに

裂けたのです。ここにおいて神と人とを隔てていた幕が取り除かれました。このようにして、イエス・

キリストによってご自身の垂れ幕を通して救いのわざが完成されたから、この幕は必要でなくなったの 

です。人間の祭司がささげ物をする必要がなくなったのです。だから、この幕が上から下まで真二つに

裂けた、すなわち、上から下まで裂けたということは神の働きです。１０cm もの厚さのある幕を人の力

で裂くことはできません。神がそのようにされたのです。 

どのようなときにそうなったのでしょう？私たちはイエスが言われたことばにそのことを見ることが

できます。ヨハネ１９：３０にイエスが十字架上で息を引き取られるそのときこのように言われたと記

されています。「「「「イエスイエスイエスイエスはははは、、、、酸酸酸酸いぶどういぶどういぶどういぶどう酒酒酒酒をををを受受受受けられるとけられるとけられるとけられると、「、「、「、「完了完了完了完了したしたしたした。」。」。」。」とととと言言言言われたわれたわれたわれた。。。。そしてそしてそしてそして、、、、頭頭頭頭をををを垂垂垂垂れてれてれてれて、、、、霊霊霊霊

をおをおをおをお渡渡渡渡しになったしになったしになったしになった。」。」。」。」、「「「「完了完了完了完了したしたしたした。」。」。」。」とこのことばがあって隔ての幕が真っ二つに裂けたというのです。 

イエスの贖いのわざは完了したのです。完全なものとされたのです。それはキリストが十字架上で流さ

れた尊い血のゆえでした。だから、私たちは日毎の罪を動物の血をもって贖う必要はないと教えられて

いるのです。 

  ⇒ 父なる神によって子なる神キリストに託された救いのわざは、ここにおいてすべて完了した。 

２２２２．．．．贖罪蓋贖罪蓋贖罪蓋贖罪蓋        ヘブルヘブルヘブルヘブル９９９９：：：：１１１１－－－－５５５５    

この贖罪蓋ということばは新約聖書の中に二箇所出て来ます。 

（（（（１１１１））））贖贖贖贖いのふたいのふたいのふたいのふた    

ヘブル９：５には「「「「またまたまたまた、、、、箱箱箱箱のののの上上上上にはにはにはには、、、、贖罪蓋贖罪蓋贖罪蓋贖罪蓋をををを翼翼翼翼でおおっているでおおっているでおおっているでおおっている栄光栄光栄光栄光ののののケルビムケルビムケルビムケルビムがありましたがありましたがありましたがありました。。。。しかしこれしかしこれしかしこれしかしこれ

らについてはらについてはらについてはらについては、、、、今今今今いちいちいちいちいちいちいちいち述述述述べることができませんべることができませんべることができませんべることができません。」。」。」。」とあります。旧約の時代は「罪をおおわれた」ので 

す。これは一時的なものであると先に話しました。「贖罪蓋」はギリシャ語でヒラステリオンということ

ばが使われています。ヘブル語ではカッポーレス、カーファルと言って、「～贖う」ということばに由来

し、動詞形は「キッペル」で「～贖う、おおう、赦す」という意味です。詩篇８５：２には「「「「あなたはあなたはあなたはあなたは、、、、

御民御民御民御民のののの咎咎咎咎をををを赦赦赦赦しししし、、、、彼彼彼彼らのすべてのらのすべてのらのすべてのらのすべての罪罪罪罪をををを、、、、おおわれましたおおわれましたおおわれましたおおわれました。」。」。」。」、レビ１７：１１には「「「「なぜならなぜならなぜならなぜなら、、、、肉肉肉肉のいのちはのいのちはのいのちはのいのちは血血血血

のののの中中中中にあるからであるにあるからであるにあるからであるにあるからである。。。。わたしはあなたがたのいのちをわたしはあなたがたのいのちをわたしはあなたがたのいのちをわたしはあなたがたのいのちを祭壇祭壇祭壇祭壇のののの上上上上でででで贖贖贖贖うためにうためにうためにうために、、、、これをあなたがたにこれをあなたがたにこれをあなたがたにこれをあなたがたに与与与与えたえたえたえた。。。。いのいのいのいの

ちとしてちとしてちとしてちとして贖贖贖贖いをするのはいをするのはいをするのはいをするのは血血血血であるであるであるである。」。」。」。」と書かれています。 

（（（（２２２２））））なだめのなだめのなだめのなだめの供供供供ええええ物物物物    

ローマ３：２５－２６を見てください。「「「「神神神神はははは、、、、キキキキリストリストリストリスト・・・・イエスイエスイエスイエスをををを、、、、そのそのそのその血血血血によるによるによるによる、、、、またまたまたまた信仰信仰信仰信仰によるによるによるによる、、、、なだなだなだなだ

めのめのめのめの供供供供ええええ物物物物としてとしてとしてとして、、、、公公公公におにおにおにお示示示示しになりましたしになりましたしになりましたしになりました。。。。それはそれはそれはそれは、、、、ごごごご自身自身自身自身のののの義義義義をををを現現現現わすためですわすためですわすためですわすためです。。。。というのはというのはというのはというのは、、、、今今今今までにまでにまでにまでに犯犯犯犯ささささ

れてれてれてれて来来来来たたたた罪罪罪罪をををを神神神神のののの忍耐忍耐忍耐忍耐をもってをもってをもってをもって見見見見のがしてのがしてのがしてのがして来来来来られたからですられたからですられたからですられたからです。。。。:26 :26 :26 :26 それはそれはそれはそれは、、、、今今今今のののの時時時時にごにごにごにご自身自身自身自身のののの義義義義をををを現現現現わすためであわすためであわすためであわすためであ

りりりり、、、、こうしてこうしてこうしてこうして神神神神ごごごご自身自身自身自身がががが義義義義でありでありでありであり、、、、またまたまたまた、、、、イエスイエスイエスイエスをををを信信信信じるじるじるじる者者者者をををを義義義義とおとおとおとお認認認認めになるためなのですめになるためなのですめになるためなのですめになるためなのです。」。」。」。」、旧約の贖い

のふたは新約ではなだめの供え物です。すなわち、イエス･キリストです。旧約では動物の血が贖いのふ

たに注がれましたが、新約ではイエスの血が罪への神の怒りをなだめるために注がれたのです。 

Ⅰヨハネ４：１０には「「「「このこのこのこの方方方方こそこそこそこそ、、、、私私私私たちのたちのたちのたちの罪罪罪罪のためののためののためののための、、、、――――――――私私私私たちのたちのたちのたちの罪罪罪罪だけでなくだけでなくだけでなくだけでなく全世界全世界全世界全世界のためののためののためののための、、、、――――――――

なだめのなだめのなだめのなだめの供供供供ええええ物物物物なのですなのですなのですなのです。」。」。」。」とありますが、派生語でヒラスモス（なだめの供え物）ということばが使われ

ています。全世界のなだめの供え物としてイエス･キリストが立てられたということを、新約聖書では明

らかに宣言していることを私たちは知っているのです。また、同じⅠヨハネ２：２にはこのように記さ

れています。「「「「私私私私たちがたちがたちがたちが神神神神をををを愛愛愛愛したのではなくしたのではなくしたのではなくしたのではなく、、、、神神神神がががが私私私私たちをたちをたちをたちを愛愛愛愛しししし、、、、私私私私たちのたちのたちのたちの罪罪罪罪のためにのためにのためにのために、、、、なだめのなだめのなだめのなだめの供供供供ええええ物物物物としとしとしとし

ててててのののの御子御子御子御子をををを遣遣遣遣わされましたわされましたわされましたわされました。。。。ここにここにここにここに愛愛愛愛があるのですがあるのですがあるのですがあるのです。」。」。」。」    

３３３３．．．．幕屋幕屋幕屋幕屋    

 ギリシャ語でスケーネーということばです。 

（（（（１１１１））））神神神神がががが彼彼彼彼らのうちにらのうちにらのうちにらのうちに住住住住まわれるまわれるまわれるまわれる場所場所場所場所、、、、またまたまたまた、、、、キリストキリストキリストキリストをををを予表予表予表予表    

ヨハネ１：１４「「「「ことばはことばはことばはことばは人人人人となってとなってとなってとなって、、、、私私私私たちのたちのたちのたちの間間間間にににに住住住住まわれたまわれたまわれたまわれた。。。。私私私私たちはこのたちはこのたちはこのたちはこの方方方方のののの栄光栄光栄光栄光をををを見見見見たたたた。。。。父父父父のみもとのみもとのみもとのみもと

からからからから来来来来られたひとりられたひとりられたひとりられたひとり子子子子としてのとしてのとしてのとしての栄光栄光栄光栄光であるであるであるである。。。。このこのこのこの方方方方はははは恵恵恵恵みとまことにみとまことにみとまことにみとまことに満満満満ちておられたちておられたちておられたちておられた。」。」。」。」、この｢住む｣はギリシ

ャ語のスケーノオーで天幕を張るという意味です。 

（（（（２２２２））））キリストキリストキリストキリスト者者者者のからだをのからだをのからだをのからだを予表予表予表予表    

 Ⅱペテロ１：１３－１４「「「「私私私私がががが地上地上地上地上のののの幕屋幕屋幕屋幕屋にいるにいるにいるにいる間間間間はははは、、、、これらのことをこれらのことをこれらのことをこれらのことを思思思思いいいい起起起起こさせることによってこさせることによってこさせることによってこさせることによって、、、、あなたあなたあなたあなた



がたをがたをがたをがたを奮奮奮奮いいいい立立立立たせることをたせることをたせることをたせることを、、、、私私私私のなすべきこととのなすべきこととのなすべきこととのなすべきことと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。:14 :14 :14 :14 それはそれはそれはそれは、、、、私私私私たちのたちのたちのたちの主主主主イエスイエスイエスイエス・・・・キリストキリストキリストキリストもももも、、、、私私私私

にはっきりおにはっきりおにはっきりおにはっきりお示示示示しになったとおりしになったとおりしになったとおりしになったとおり、、、、私私私私がこのがこのがこのがこの幕屋幕屋幕屋幕屋をををを脱脱脱脱ぎぎぎぎ捨捨捨捨てるのがてるのがてるのがてるのが間近間近間近間近にににに迫迫迫迫っているのをっているのをっているのをっているのを知知知知っているからですっているからですっているからですっているからです。」。」。」。」 
終終終終わりにわりにわりにわりに： 

心から神のすばらしい救いのご計画に感謝しましょう。エペソ１：４－７「「「「すなわちすなわちすなわちすなわち、、、、神神神神はははは私私私私たちをたちをたちをたちを世界世界世界世界

のののの基基基基のののの置置置置かれるかれるかれるかれる前前前前からからからからキリストキリストキリストキリストのうちにのうちにのうちにのうちに選選選選びびびび、、、、御前御前御前御前でででで聖聖聖聖くくくく、、、、傷傷傷傷のないのないのないのない者者者者にしようとされましたにしようとされましたにしようとされましたにしようとされました。。。。:5 :5 :5 :5 神神神神はははは、、、、ただみただみただみただみ

こころのままにこころのままにこころのままにこころのままに、、、、私私私私たちをたちをたちをたちをイエスイエスイエスイエス・・・・キリストキリストキリストキリストによってごによってごによってごによってご自分自分自分自分のののの子子子子ににににしようとしようとしようとしようと、、、、愛愛愛愛をもってあらかじめをもってあらかじめをもってあらかじめをもってあらかじめ定定定定めておられめておられめておられめておられ

たのですたのですたのですたのです。。。。:6 :6 :6 :6 それはそれはそれはそれは、、、、神神神神がそのがそのがそのがその愛愛愛愛するするするする方方方方によってによってによってによって私私私私たちにたちにたちにたちに与与与与えてくださったえてくださったえてくださったえてくださった恵恵恵恵みのみのみのみの栄光栄光栄光栄光がががが、、、、ほめたたえられるたほめたたえられるたほめたたえられるたほめたたえられるた

めですめですめですめです。。。。:7 :7 :7 :7 私私私私たちはたちはたちはたちは、、、、このこのこのこの御子御子御子御子のうちにあってのうちにあってのうちにあってのうちにあって、、、、御子御子御子御子のののの血血血血によるによるによるによる贖贖贖贖いいいい、、、、すなわちすなわちすなわちすなわち罪罪罪罪のののの赦赦赦赦しをしをしをしを受受受受けているのですけているのですけているのですけているのです。。。。

これはこれはこれはこれは神神神神のののの豊豊豊豊かなかなかなかな恵恵恵恵みによることですみによることですみによることですみによることです。」。」。」。」。救われた皆さんは、全世界の基の置かれる前から神が選んでく 

ださったと、そのように教えています。私たちが救われたのは私たちのわざではありません。義なる正

しい行為ではありません。だれかのゆえでもありません。クリスチャンの家庭に生まれたからでもない。 

たくさんお金を払ったからでもありません。神が選んでくださったからと聖書に書かれています。その

ために、すべての者が造られる前から私たちを救おうとして神が計画をされ、また、旧約の時代に様々

な形を通して救いとはこういうものだ、不完全なものだ、でも、イエス・キリストの贖いのわざによっ

て完全なものとされたということを教えられたのです。毎日毎日、私たちが動物を連れてその罪を赦し

てもらう必要があったとするならどうでしょう？あの聖所を前にして一時的な赦しを得ることはできま

すが、それで満足できるでしょうか？いいえ、私たちは今、神の前に直接進むことができるその特権を

与えられているのです。イエス･キリストを信じておられる皆さんにはそのような特権が与えられている

のです。 

救われているということを考えた時、私たちは長い信仰生活の中では「なるほど感謝だな」というこ

ともありますが、ともすれば、ことばだけになってしまうことが多くあります。あの旧約時代の人たち

に比べて、私たちは今「救われていること」が何とすばらしいことなのかを味わわなければいけないと

思うのです。幕屋の前に立ちましょうか？それとも、今そのようなものが取り払われて皆さんとともに

神を賛美し礼拝する所に置かれ、イエス・キリストが天の聖所で大祭司として働いてくださるイエスを

見て、感謝の思いを新たにしましょうか？ 

 私たちはもう一度救われていることを考えなければいけないと教えられるのです。Ⅰペテロ２：９に

このように記されています。「「「「しかししかししかししかし、、、、あなたがたはあなたがたはあなたがたはあなたがたは、、、、選選選選ばれたばれたばれたばれた種族種族種族種族、、、、王王王王であるであるであるである祭司祭司祭司祭司、、、、聖聖聖聖なるなるなるなる国民国民国民国民、、、、神神神神のののの所有所有所有所有とととと

されたされたされたされた民民民民ですですですです。。。。それはそれはそれはそれは、、、、あなたがたをあなたがたをあなたがたをあなたがたを、、、、やみのやみのやみのやみの中中中中からからからから、、、、ごごごご自分自分自分自分のののの驚驚驚驚くべきくべきくべきくべき光光光光のののの中中中中にににに招招招招いてくださったいてくださったいてくださったいてくださった方方方方のすばらしのすばらしのすばらしのすばらし

いみわざをいみわざをいみわざをいみわざを、、、、あなたがたがあなたがたがあなたがたがあなたがたが宣宣宣宣べべべべ伝伝伝伝えるためなのですえるためなのですえるためなのですえるためなのです。」。」。」。」と、さて、私たちは何をしなければいけないのでしょ

う？最早、救われた私たちには動物の犠牲は不要です。イエス･キリストによって祭司とされた私たちは、    

これは神の豊かな恵みによることですから、多くのまだ救われていない人たちにこのすばらしいみわざ

を宣べ伝えるのです。これが、この世に置かれている私たちクリスチャンの責任です。「救われるとい

うことはこんなにすばらしいことです！」と私たちがそのように知らないで、どうして救われていない

皆さんに伝えることができるかということを教えられるのです。 

 


