


 
２章 (第一部): 

律法と掟に従う： 
神をより深く知る 



 旧約聖書で命じられた律法の数は全部
で６１３個である。 

 三つの種類に分けられる 
 

•道徳 
•民法  
•儀式 

 
http://www.hisglory.us/documents/613_biblical_laws.htm  

http://www.hisglory.us/documents/613_biblical_laws.htm


 申命記１０：１２－１５(新改訳） 

イスラエルよ。今あなたの神、主が、あなたに求めてお

られることは何か。それは、ただ、あなたの神、主を

恐れ、主のすべての道に歩み、主を愛し、心を尽くし、

精神を尽くしてあなたの神、主に仕え、あなたのしあ

わせのために、私が、きょう、あなたに命じる主の命

令と主のおきてとを守ることである。見よ。天ともろも

ろの天の天、地とそこにあるすべてのものは、あなた

の神、主のものである。主は、ただあなたの先祖たち

を恋い慕って、彼らを愛された。そのため彼らの後の

子孫、あなたがたを、すべての国々の民のうちから

選ばれた。今日あるとおりである。 

 



 出エジプト１５：２６ 
 
「もしあなたが、あなたの神、主の声に必ず聞

き従い、彼の目にかなう正しいことを行い、

彼の命令に耳を傾け、すべての掟を守るな

らば、わたしがエジプト人に下した病をあな

たには下さない。わたしはあなたをいやす主

である。」 



 医学的な発見により神の言葉の正
しさが証明される。 

 
 このような掟は私達人間にとって
有利になるように与えられた。 



I. 重い皮膚病についての律法 
（ツァラアト、ハンセン病） 
 
レビ記１３：４６ 
この症状があるかぎり、その人は汚れて

いる。その人は独りで宿営の外に住
まねばならない。 



特別な治療法や漢方ではなく – 
 
隔離させるだけ 
 



 神様の望ましくない部分が現れてい
ますか？ 

 
•きつい? 
•憐れみが無い? 
•無関心? 
•人と繋がっていない? 
•狭い考え? 

 



•１７００年代にハンセン病がノル
ウェーで大流行した 

•アルマール・ハンセン博士 がこの 
病気の菌を発見 – 伝染病であり、

クシャミだけで移る可能があると
発見 

•６０年以内, ハンセン病の患者の
数が 2, 858 から69と激減 



 このような人間を滅ぼす力のある疫

病がどのように止められたか？ 
コロンビア大学の公衆衛生学教授ジョージ・ 
ローセン博士によると 
 「この病気は中世の日常生活に影を投げた

最も大きな疫病です。医者が何も力がなかっ

たので、教会が指導権を握りました。旧約聖

書の概念の原則に従い、患者を共同体から 
隔離した 
 http://www.gnmagazine.org/issues/gn47/biblewasright.htm 

http://www.gnmagazine.org/issues/gn47/biblewasright.htm


 （続き） 
 

 ... レビ記ではその考えと実践の結果を、 
明瞭に定義しています。ハンセン病の症状が

診断された時点でその人は隔離されました。 
それが、この病気の医学的な根絶において大

きな一歩を成し遂げました。(p. 63) 
 

(http://www.gnmagazine.org/issues/gn47/biblewasright.htm) 

http://www.gnmagazine.org/issues/gn47/biblewasright.htm


神様は最初から 
正しかったのです! 



 II. 死体に触れることについての律法  
 民数記１９：１１－１３ 
 どのような人の死体であれ、それに触れた者

は七日の間汚れる。彼が三日目と七日目に罪

を清める水で身を清めるならば、清くなる。

しかし、もし、三日目と七日目に身を清めな

いならば、清くならない。すべて、死者の体

に触れて身を清めない者は、主の幕屋を汚す

。その者はイスラエルから断たれる。清めの

水が彼の上に振りかけられないので、彼は汚

れており、汚れがなお、その身のうちにとど

まっているからである。 
 



イグナズ・セーメルワイス医師 
１８００年代ウィーンで勤めた医師 
• 病院で出産した六人中一人が死亡。 
• 「出産熱」という病名になった。 
• 死体の解剖を行っている同じ医師が分娩

室にも携わっている。 
• 衛生という考えが普及していない。 
• 解剖台からの病原菌が付着していた原因。 
• 誰も聞いてくれず多くの方の死亡に苦しみ

精神的な病にかかった。４７歳で死亡。 



民数記１９章には以下のステップが挙げられてい
る 

 
１）水を流して病原菌を洗い流す。ヒソプから水が

注がれた。 
２）この洗い清めは七日間続けられた。ヒソプには

消毒となるチモールとい物質を含んでいる 。
(McMillen & Stern, 2005), 民数記１９：１７－１
９ 

３）ヒソプは杉の油と混ぜ合わされ、洗い落としを
促す皮膚の刺激剤となる。 



 民数奇１９：１７－１９ 

 それらの汚れたもののためには、罪の清めの

ために焼いた雌牛の灰の一部を取って容器に
入れ、それに新鮮な水を加える。身の清い人
がヒソプを取ってその水に浸し、天幕とすべ
ての容器およびそこにいた人々に振りかける。
更に、人骨、殺された者、死体あるいは墓に
触れた者に振りかける。三日目と七日目に、
身の清い人が汚れた者に振りかける。汚れた
者は、七日目に身を清め、衣服を洗い、体に
水を浴びると、夕方には清くなる。 



 現在医者が患者の診療後手を洗い
清くすることは当たり前になっている。 

  
親も子供にそのように指示します！ 



 神様の望ましくない部分が現れてい
ますか？ 

 
•きつい? 
•憐れみが無い? 
•無関心? 
•人と繋がっていない? 
•狭い考え? 

 



 III. 衛生についての律法 
 

 申命記２３：１３－１４（新共同） 
陣営の外に一つの場所を設け、用を足すとき

は、そこに行きなさい。武器のほかに杭を

用意し、外でかがむときには、それで穴を

掘り、再びそれで排泄物を覆いなさい。 
  

  



 汚水の対応が必要だと認識した

エドワード・チャドウィック氏 
１８００年代イギリス在中。 
当時の状況 
 

•金持ち平均寿命４３歳 
•貧しい人平均寿命２２歳 
•衛生状態がひどかった 



 ５年か１０年おきに労働者が下水に溜まった

ゴミを掘り出し、肥料として使用するために農
村へ運んだ。人間の排出物が肥料としてつ
かわれた農産物は消費のために都市に運ば
れた。ロンドンのテムズ川は下水にも飲み水
にも使用されていた。コレラが大流行し、一
年も続き、７２，０００人の犠牲が出た。 



１８５３年、チャドウィック氏の指導の下、１０セ

ンチの下水用のパイプがロンドンの２７，００

０世帯に設置された。死亡者は半減した。近

代医学史においてチャドウィックは常に英雄

となるであろう。しかし、ヨーロッパを横断した

コレラ、腸チフス、赤痢の何百万人もの犠牲

は神の言葉からの古代の衛生の処置が施さ

れていれば防がれていたであろう。 



 IV. 死者を葬ることについての律法 
 

 申命記 21: 23 
死体を木にかけたまま夜を過ごすことなく、
必ずその日のうちに埋めねばならない。
木にかけられた死体は、神に呪われたも
のだからである。あなたは、あなたの神、
主が嗣業として与えられる土地を汚して
はならない。 

  



 一般的にユダヤ人の中では、埋葬は死んだ

同日に行われた。チャドウィックにも同じ確
信があった。彼によると： 

 「ほとんどの家族は一部屋で暮らしていまし

た。一つの部屋が寝室、台所、洗面所、居
間、リビングそして多くの場合店でもあった。
一つの部屋で人間は生まれ、生きて、寝て、
死にます」       (Sanitary Report, 1952) 

 

病気が死人から生きている人へとうつされた。 



 神様の望ましくない部分が現れてい
ますか？ 

 
•きつい? 
•憐れみが無い? 
•無関心? 
•人と繋がっていない? 
•狭い考え? 

 



 V. 泥酔に対する律法 
 米国において一年間の交通事故の死者の
数は12年間のベトナム戦争の死亡者数と同
じ。3分の2は飲酒によるもの。 

  
 エフェソ５：１７－１８ 
だから、無分別な者とならず、主の御心が
何であるかを悟りなさい。酒に酔いしれ
てはなりません。それは身を持ち崩すも
とです。むしろ、霊に満たされ 



 箴言23: 19-21 
  

 わが子よ、聞き従って知恵を得よ。あな

たの心が道をまっすぐに進むようにせよ。

大酒を飲むな、身を持ち崩すな。大酒を

飲み、身を持ち崩す者は貧乏になり惰眠

をむさぼる者はぼろをまとう。 



医学で証明されたアルコールの被害: 
       (McMillen and Stern, 2005) 
• 神経の損傷 – アルコールは神経組織に害

を与えます。アルコール中毒の5人に一人は
部分麻痺、あるいは一生涯の痛みを抱える。  

• 肝臓の損傷 – アルコールは肝硬変を起こし、

肝臓に害を与える。血液が流れなくなり、他
の脈を通ることによって、結果的に破裂する
可能性もある。 



続き 
• 心臓の損傷 – 心臓にも害を与える。心臓

が血を送り出す能力を失っていく。 
• 脳障害– アルコール中毒者は記憶を失う

ことがある、つくり話をする。 
• 禁断症状ー幻想を見ることがある。 



続き 
 

• 胎児への損傷ー妊婦が飲酒すると胎

児も飲酒したことになる。アルコール

中毒の母親から生まれた子供は知的

障害や機能障害を持つ確率が高くな

る。 

• 性的障害 – アルコール中毒者は性

的機能と性衝動が弱くなる傾向。 



 神様の望ましくない部分が現れてい
ますか？ 

 
•きつい? 
•憐れみが無い? 
•無関心? 
•人と繋がっていない? 
•狭い考え? 

 



 VI. 割礼の律法 
 

 創世記 17: 12 
 いつの時代でも、あなたたちの男子はす

べて、直系の子孫はもちろんのこと、家

で生まれた奴隷も、外国人から買い取っ

た奴隷であなたの子孫でない者も皆、生

まれてから八日目に割礼を受けなければ

ならない。 
 



多くのユダヤ人は今日までこの習慣を行う 
• 1960，70年代宗教的な理由以外の自動

的な割礼に疑問を抱く医師がアメリカで増

える。 
• トーマス・ウイスウェルの発見、1980年 
• 割礼を受けていない男の子の方が尿管

の感染が起きる可能性が10倍ほど高い。 
• フィンク医師によると割礼を受けていない

男性は性的感染病に感染しやすく、AIDS
になる可能性が8倍以上高い。 



 神様の望ましくない部分が現れてい
ますか？ 

 
•きつい? 
•憐れみが無い? 
•無関心? 
•人と繋がっていない? 
•狭い考え? 

 



 VII. 八日目の律法 
 

 創世記1 7: 12 
いつの時代でも、あなたたちの男子はす

べて、直系の子孫はもちろんのこと、家

で生まれた奴隷も、外国人から買い取っ

た奴隷であなたの子孫でない者も皆、生

まれてから八日目に割礼を受けなければ

ならない。 



何故、八日目? – 
 

•新生児は血液を固めるためにビ
タミンKが必要(出血死しないた
め) – プロトロビンという成分 

•新生児は5日目からこの物質を
形成しない。 

•八日目にはこの成分が大人と比
較すると１１０％。九日目に落ち
る。 



 神様の望ましくない部分が現れてい
ますか？ 

 
•きつい? 
•憐れみが無い? 
•無関心? 
•人と繋がっていない? 
•狭い考え? 

 



申命記1 0: 12-15: 
 
イスラエルよ。今、あなたの神、主があな

たに求めておられることは何か。ただ、

あなたの神、主を畏れてそのすべての道

に従って歩み、主を愛し、心を尽くし、

魂を尽くしてあなたの神、主に仕え、わ

たしが今日あなたに命じる主の戒めと掟

を守って、あなたが幸いを得ることでは

ないか。 
 
  



 続き 
 
 見よ、天とその天の天も、地と地に

あるすべてのものも、あなたの神、

主のものである。主はあなたの先祖

に心引かれて彼らを愛し、子孫であ

るあなたたちをすべての民の中から

選んで、今日のようにしてくださっ

た。 



 出エジプト記15: 26  
 
 言われた。「もしあなたが、あなたの神、

主の声に必ず聞き従い、彼の目にかなう

正しいことを行い、彼の命令に耳を傾け、

すべての掟を守るならば、わたしがエジ

プト人に下した病をあなたには下さない。

わたしはあなたをいやす主である。」 



  エレミヤ32: 39 
 
 わたしは彼らに一つの心、一つの道

を与えて常にわたしに従わせる。そ
れが、彼ら自身とその子孫にとって
幸いとなる。 



 旧約聖書の律法一覧を見てみてください 
 
 http://www.hisglory.us/documents/613_biblical_laws.htm 

http://www.hisglory.us/documents/613_biblical_laws.htm


新約聖書の聖句 
 

• ローマ3: 23 – すべての人間に罪がある。
誰も義人はいない。 

• イザヤ５９：１－２ – 罪によって神様との関
係に壁ができる。 

• マルコ 7: 20-23 – 罪のリスト 
• ガラテヤ 5: 19-21 – 罪のリスト 



続き 
 

• ルカ13: 1-3 –悔い改めが救いのために必
要。それがなければ滅びる。 

• 使徒 26: 20 – 真実の悔い改めには行動
が伴う。口先だけでは悔い改めではない。 



続き 
 

• 第二コリント 7: 8-11 –世の悲しみと御心に
かなった悲しみとは大きな違いがある。 

• 第一ペテロ 2: 22-25 – 十字架への反応
は神様を喜ばす生き方。 



 

続き 
 
 マルコ9: 43-45 –罪を滅ぼすためには何
でもする態度。 

使徒3: 19 – 悔い改めは慰めをもたらす。 



旧約聖書の聖句 
• 申命記10: 12-13 –神様の掟は私達を

守るためにある。 
• 出エジプト15: 26 –神様の約束として

律法に従うと病気から守られる。 
• レビ記13 – ハンセン病にかかった人

は隔離すること。 



続き 
 

• 民数記 19 –死体に触れた人は清め

るための儀式を行わなければならな

い。 



終わり  
 宿題 

１）テキスト一章 
２）勉強シリーズ 
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