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ַהֻּסּכֹות ַחג  仮庵の祭り 

ハッスッコート     ハグ 

  ְּבֵראׁשית

ベレーシート 

創世記１章 6 回目 

6 節～10 節 

この学びは「新改訳 2017」を 

基本としています。 

創世記 1 章 6 節 
 

神は仰せられた。 
 

「大空よ、水の真っただ中にあれ。 
 

水と水の間を分けるものとなれ。」 
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ヘブル人への手紙 4 章 12 節 

神のことばは生きていて、力があり、両刃の剣よりも鋭く、たましい

と霊、関節と骨髄を分けるまでに刺し貫き、心の思いやはかりごとを

見分けることができます。 
 

神のことばには力があり、たましいと霊を見分けることができます。

このたましいと霊に気が付かないと、創世記を理解することが難し

くなります。 しかし、霊の世界に気が付くと、私の語る創世記の 

意味が分かってきます。 

「光」は見えない光、「闇」も見えません。 

「光」は昼と名付けられましたが、私たちの考える昼の概念とは違い

ます。 

光は神の全体像「神のご計画、みこころ、神の喜び、目的」です。 

神のご計画の中で、具体的に実体化される神の栄光のわざが現わさ

れることを「昼」としています。 

このような捉え方が霊の学びです。 

聖書は、霊によって書かれていますから、 

聖書を論証すると霊が納得するわけです。 
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しかしたましいで理解すると、様々な見解で混乱極まりないです。 

今日は、水とか、大空とか、海とか出てきます。 

大空を「天」と名付ける話です。目で見える「天と海」とは違います。 

字義通りは、たましいの概念 

「イスラエル」を「教会」とか「私たち」に置き換える置換神学は 

間違えだとブレザレンが発見しました。 

文字通り、イスラエルはイスラエルとして理解します。 

その字義通りが多方面に発展しました。 

創世記１章を字義通りに解釈したらどうなってしまうのでしょう。 

聖書は聖書で解釈します。 

聖書は、神の知恵によって書かれていますから、 

この世の知恵では近づけませんし、理解できません。 

どんなに聖書を学んでも、ユダヤ人たちが一生懸命調べても、 

神の知恵には敵わないわけです。 

特に創世記 1 章は神の知恵が際立っているところです。 

たましいで、字義通りの解釈をすれば、的が見えなくなり、 

分からないままで終わってしまいます。 

わかったような気持ちになっていますが、きちんと説明ができてい
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ません。矛盾だらけです。科学的に進化論で説明すると無理が出てき

ます。パン種の入らない読み方をするためには、霊で読むことです。  

霊の読み方を、この学びを通して知って欲しいと思います。  
 

本日は、6 節‐10 節です  

創世記 1 章 6 節 

神は仰せられた。 

「大空よ、水の真っただ中にあれ。水と水の間を分けるものとなれ。」 

 

ִהים ַוּיֹאֶמר ַהָּמִים ְּבתֹו  ָרִקיעַ  ְיִהי ֱא   

 

ָלָמִים  ַמִים  ֵּבין ַמְבִּדיל  ִויִהי  
 

ここから第二日目。大空の創造です。 

大空 ַָרִקיע :蒼穹（そうきゅう）・天蓋（てんがい）・穹蒼（お

おぞら） あまり使わない語彙ですよね。 

ヴァッヨーメル エローヒーム イェヒー ラーキーア ベトーフ ハッマーイム 

ヴィーヒー マヴディール ベーン マイム ラーマーイム 

そして 言われた 神は あるように 大空が 真ん中に 水の 

あるように 分けるものが ～の間に 水 水と 

ラーキーア 
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不思議な方法で 1 章 2 節の「その水ַהָּמִים」を真っ二つに分けて 

そこに大空を造る話です。  

１節に「神は天と地を創造された」とあります。 

創世記 1 章、天に関しては、第二日の６－８節までの記述です。 

９節以降は、地について書かれています。 

しかも他の日に必ず置かれていた、神が「良し」とされるフレーズが 

第二日にはありません。2 節の学びで、神が「地」に関する 

関心が尋常でないということを物語っています。 

「天」よりも、「地」に関心があるという神の主張です。 

天は、神が一時的に住む場でもあります。 

光も昼もたとえであったように、  

「天」と名付けられる大空、「天」も実はたとえです。 

神は見えないので、霊で見てそのままを受け止めてください。 

それを何とかたましいで理解しようと変換しないでくださいね。 

そのままあるがままに受け取ってくださいね。 

その「天」に、神がご自分の名を置かれる、ご自身を置かれるのです。 
  

そして、大空の下にある水と、大空の上にある水を造られます。  

ハッマーイム 
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創世記 1 章 7 節 

神は大空を造り、大空の下にある水と大空の上にある水を分けられ

た。すると、そのようになった。 
 

ִהים ַוַּיַעׂש ֵּבין ַוַּיְבֵּדל  ָרִקיעַ הָ ֶאת־  ֱא  

ּוֵבין  ָלָרִקיעַ  ִמַּתַחת ֲאֶׁשר ַהַּמִים  

ַוְיִהי־ֵכן ָלָרִקיעַ  ֵמַעל  ֲאֶׁשר ַהַּמִים  
 

ここで「造りָעָׂשה」が初めて出てきます。 

「創造する ָּבָרא」ではありません。 

ָרִקיעַ הָ   :冠詞付きですので、6 節の「大空」を指しています。  

水と水を分けるかたちで、その空間に大空を造ったということです。 

 前置詞「～と～の間を 」 ּוֵבין ～ ֵּבין

一つは水、大空の下にある水と、大空の上にある水を分けて大空を造 

ったということです。 

アーサー 

バーラー 

ヴァッヤアス エローヒーム エット ハーラーキーヤ 

そして  造った 神は その大空を 

ヴァッヤヴデール  

そして 分けた 

べーン 

ウーヴェーン ハッマイム 

～のところの その水 下にある 大空の  

ラーラーキーア エシェル  

ハーラーキーヤ 

～と 

～の間を 

その水 関係代名詞 
ところの 

ミッタハット 

ハッマイム アシェル メーアル ラーラーキーア ヴァイェヒー ヘーン 

そのように なった ～上に 大空 
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神が手で造ったのではなく「そうなるように」と言われ、 

そうなったということでしょう。 

 
神のわざは、神の口から出ることばによってなされます。 

「 ִהים ַוּיֹאֶמר ֱא 神は仰せられた」 

神は、神の口から出ることばですべてを造ります。 

 、は「言う・命ずる・答える・思う・約束する ָאַמר」

聖書の動詞の中で最高位、5477 回、登場します。 
 

ヘブル人の手紙 11 章 3 節 

信仰によって、私たちは、この世界が神のことばで造られたことを 

悟り、その結果、見えるものが、目に見えるものからできたのではな

いことを悟ります。 

凄いね。これが霊のことばです。上の段と下の段は、同義的パラレリ

大空の上の水と、大空の下の水は、一つの

水でした。そのど真ん中に 大空を造って

「天」と名付けます。そのように造られた

空間が「大空」、神の住む所です 

ヴァッヨーメル エローヒーム 

アーマル 
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ズムです。 

この世界が「神のことばによって造られた」と言われても、 

見てもいないので分からないですよね。 

「神が仰せられて、そのようになった」と読んでも 

実際、確認できません。信仰によって受け取っています。 

その結果、見えるものが見えないものから出来ていること、 

神がなされること、霊的な事柄を悟ることができるのです。 

霊によって生きるとは、事実を信仰によって受け入れる、 

霊の認識が造られていくということです。 

New Creature は、 

信仰によって聖書が言っていることをそのまま受け入れます。  

信仰とはキリストのことばを聞いてそのまま受け入れることです。 

たましいは、吟味して、こうだろうか、ああだろうか、やっぱり違う、

と迷路に入ります。この迷路（たましい）を通らずに、霊で受けとめ

ます。そこから新しい人間が始まってくるのです。 

神がそうさせてくださいました。 

霊を回復させて、神の世界を悟ることができるようにくださったの

です。 

ニュー   クリーチャー 
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そうされたものとされていないものは、雲泥の差です。 

たましいだけで生きる人たちは、霊の中で受け取る人たちの認識が

理解できません。 

信仰を持つと今まで仲の良かった友達と話が合わなくなります。 

夫婦でもどちらかがクリスチャンになると話が合わなくなります。 

同じ土台に立ち、同じ霊で生きなければ、良い夫婦関係を築くのは 

大変でしょう。価値観も、考える土台も、見ている世界も違うからで

す。一番仲の良い家族も、信仰を持つと分裂します。 

イェシュアはそのことをわかっています。 

固定概念に縛られると、イェシュアについていくことができません。

そういったものを十字架にかけないと、わたしの世界に入ることは

できないと言っています。（マタイ 10:38） 
 

「神のことば」と「水」 

水が出て来て、神の語られることばがあって、その水のど真ん中に 

「大空・天」を作ってくださいます。 

神のことばと水は非常に密接な関係があります。 
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Ⅱペテロの手紙 3 章 5－7 節 

５ こう主張する彼らは、次のことを見落としています。天は大昔か

らあり、地は神のことばによって、水（神のことば）から出て、

水（神のことば）を通してなったのであり、 

６ そのみことばのゆえに、当時の世界は水（神のことば）におおわ

れて滅びました。 

７ しかし今ある天と地は、同じみことばによって、火で焼かれるた

めに取っておかれ、不敬虔な者たちのさばきと滅びの日まで保

たれているのです。 
 

水を「神のことば」に置き換えると、地は神のことばによって造られ

たということがわかります。その神のことばが途中から水に変わり

「神のことば」は「水」だと言おうとしているのです。 

たましいで読むと分からないのですが、神のことばは、水と同義と言

っています。 

聖書が、これとこれはたとえになっているよ、これとこれは同じ意味

だよと、語っているのを知ったらそのように受け取ります。 
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― 大空の下にある水と、大空の上にある水 ― 

神は大空を天と名付けられた、そして「 夕があり 朝があって 」

第二日です。ここに「良し」がありません。 

大空 ַָרִקיע を天ַהָּׁשַמים と名付けたとあります。 

天は神ご自身の名が置かれるところです。 

だから、神は天でないところにおられ、天は神がご自身の名を置く場

所として造ったということがわかります。 

地において、神がその名を、存在として一時的に置かれたのが 

幕屋の構造の真ん中にある至聖所です。 

至聖所は、初めて神と人が接触する場所です。 

モーセしか入ることができません。モーセは出入り自由です。 

大祭司アロンは、年に一回、血を持って入ることが許されました。 

他の祭司たち、レビ人たちは絶対に入ることができません。 

モーセだけです。 

そのために、至聖所で、アロンが倒れても引っ張り出せるように、 

足に紐が付いています。 

この大空を「天」と名付けられたものが、幕屋では至聖所です。 

ラーキーア ハッシャーマイム 
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人間のど真ん中は霊の部分です。 

そして復活の日に霊を再生して神が住まわれる場所になっています。

「いのちを与える霊」となって、息を吹きかけて入ることで、 

三一の神が入って来ました。三一の神が住まわれるのです。 
 

ルカの福音書 17 章 20 節後半 

神の国はあなたがたのただ中にあるのです。 
 

天の御国はあなたがたの中にすでにあるとは、あなたがたの霊が再

生して、神のすべてが入り、神ご自身が入っているという宣言です。

そこはシークレット・プレイスです。サタンは絶対に入れません。  

私たちがそこに立ち続ける限り、サタンの言うこと、することで影響

を受けることはありません。 

私たちが死んだはずのたましいに踊らされて、幻影を見せられて応

じれば、サタンの思う壺です。私たちはまんまと騙されてしまいます。 

ですから、きっぱりとたましいと霊を切り分けていきます。 

イェシュアの一連の贖いの出来事によって、すでに霊は包括的に回

復しているのです。 

しかもそのことを信仰によって受け取るときに、その人の霊の回復
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が実体化していくのです。 

あなたは、素晴らしい神のわざを気づいておられるでしょうか。 
 

Ⅰコリント人への手紙 15 章 45 節 

「最初の人アダムは生きるものとなった。」 

しかし、最後のアダムはいのちを与える御霊となりました。 
 

「最後のアダムはいのちを与える御霊となった」と、 

ウオッチマン・ニーが使った時に、多くの人たちは、御霊ではないと

反論して罪定めをして、異端としました。 

しかし、その霊は私たちの中に入って来た聖霊です。 

イェシュアを支える特別な人物としてバプテスマのヨハネ、マリア、

エリサベツ、ザカリヤ、シメオンは聖霊に満たされていましたね。 

これはこれから起こることの預言的な型です。 

一般には、イェシュアが復活して「いのちを与える御霊」となられて、

私たちの中に入り、ともに住んでくださるので、 

神とともに歩むことが出来るようになりました。 

私たちは霊によって生きることを学ばなければいけません。   

聖書ではいろいろな箇所で「天」が出てきます。 
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例えば「天の門」と言ったヤコブの梯子（創 28:17）です。 

あるいは、パウロが見たという「第三の天」です。 

 

第三の天があるとは、どういうところかは何も知らされていません

が第一の天と、第二の天があるということです。 

サタンも霊的な存在ですから、彼らは第二の天にいたのではないか

と見解がありますけど聖書は否定していません。 

詩篇 148 篇「 天の中の天 」ということは、天にも格があるので

しょう。最上級の天があるということです。  

「諸々の天」という表現があって、天よりも高く上げられた 

大祭司イェシュアは、天よりも高く上がっているのです。 
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神の御座は天よりも高いところにあります。天は何層もの階層があ

るようです。その御座で大祭司イェシュアがとりなしをしています。 

そして、あなたがたが見るべきものは、「地」ということです。  

天にあるものが地にあるようにと、地に関心を持つように、 

わたしも「地」に特別な思いを持っているという神の宣言です。 

1 章に神の関心所がきちんと書かれています。 

「その地」についての学びです。 
 

― 大空の上にある水と、大空の下にある水 ― 

これから話す解釈は、ヘブル文字のデザインを学んだ一人の人の発

見の啓示かもしれません。 

 「水」ַמים
聖書の「水」は、上にもあるし、下にもある、双数形です。 

「水」は「神のことば」のメタファーです。 頭に留めてください。

「水」があるとは、「神のことば」が覆われていることです。 

その水の間に、神が一時的に名を置く場所を造ったということです。 

神が神のことばに包まれているようなものです。 

マイム 
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なぜ、開かれた מと閉じられたםがあるのか 

文字のデザインを考える人たちはこう考えました。 

開かれたמは大空の上にある水のことを指し示し、 

閉じられたםは大空の下を指し示す。 

天においては、神のことばはいつも開かれているのだけれど 

閉じられた下の水は、地において神のことばに覆いが掛っているこ

とを示しています。 つまりサタンが覆いをかけているのです。 

神のことばの覆いが取り除かれる時、 

神のことばの意味が人々に完全に伝わります。 

それは「主の祈り」の「みこころが地でも行われますように」という

祈りが成就する時に、下の閉じられたםが開くという考え方です。 

文字のデザインから見た解釈です。実に面白いと思います。 

サタンの支配する天より下で、人々に覆いをかける話です。また、 

闇の中から呼び出された「光」を、パウロがミドラーシュしています。 

 閉じている 開いている ם מ

メーム メーム 

メーム 

メーム 

「真理・永遠」 
「水」 

メーム 
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Ⅱコリント 4 章 6 節 

「闇の中から光が輝き出よ」と言われた神が、キリストの御顔にある

神の栄光を知る知識を輝かせるために、私たちの心を照らしてくだ

さったのです。 

多くの人に覆いがかかっているから、神を悟れないのだとあります。 

神の願いは、天にある神のみこころが地において実現するように 

と祈ることです。イェシュアは「主の祈り」で教えました。 

神の願いは、私たちが天に行くことではなくて、天にいる神のみここ

ろが、地において実現することなのだと伝えているのです。 

私たちが「主の祈り」を祈る時、そのような発想できちんと理解して

いるでしょうか。それが実現するのはメシア王国です。 

メシア王国では、イェシュアを通して、神のみこころが地において 

完全に開かれてきます。 神のわざがなされるのは「昼」です。 

メシア王国は、 ֶאָחד ֹיום 一つの日です。  

 

創世記 1 章 9‐10 節 

９ 神は仰せられた。「天の下の水は一つの所に集まれ。乾いた所が

エハード   ヨーム 
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現れよ。」すると、そのようになった。 

10 神は乾いた所を地と名づけ、水の集まった所を海と名づけられ

た。神はそれを良しと見られた。 
 

ここで初めて、天の下にある水に関心が移ってきます。 

天の下の水が一つに集まって、「海」と名付けられました。 

そして乾いた所を「地」と名付けます。 

「地」と「海」もたとえです。 

私たちの考える地上や海の概念で理解すると、全く意味が変わって

きます。 訳文では開かれてきません。後ほど論証していきます。 

神は「大空」を「天」と名付けられました。 

天の上の水では、神のことばが常に開かれています。 

天の下の水は、神のことばが閉じています。 

天の下の水は一つの所に集まれ、乾いた所が現れよ。 

と言って「地」と名付け、集まった所を「海」と名づけられました。 

つまり、下の水は閉じているので、神のことばを啓示する（開く） 

場所として「地」が必要なのです。 

その「地」を「乾いた所ַיָּבָׁשה」と訳しています。 

ヤッバーシャー 
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「乾いた所ַיָּבָׁשה」 

「乾いた所ַיָּבָׁשה」を検索すると聖書が見えてきます。 

訳語ではだめです。必ずしも「乾いた所」とは訳していません。 

とても大切なところを外しています。 

ヘブル語が、どこで使われているかを調べていくと、みこころが開か

れてきます。 ヘブル語は、奥義を開くための大切なツールです。 

神のことば・ヘブル語は、神にとって大切な事柄が何なのかを気づか

せてくれます。神は、ご自分のものを全部与えたいのです。 

もっと、求めて欲しいと思っておられます。 だから気づきを与えて

くださいますように ֵַׁשם ֵיׁשּועと祈れば、神は与えるのです。 

 

さて近頃は、 

グローバル化という美しいことばで一つになりましょう、という流

れがあります。 実はその背後に、ディープステートの存在があり、

グローバル化には、闇の意図が隠されているのです。  

このような配慮や思惑の実際は、主の聖なる御名を汚しているので

す。 

イェシュア   シェーム 

ヤッバーシャー 

ヤッバーシャー 
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エゼキエル書 36 章 22 節 

・・わたしが事を行うのは、あなたがたのためではなく、あなたがた

が行った国々の間であなたがたが汚した、わたしの聖なる名のため

である。 
 

神は、選びの民から汚されてしまった、ご自分の聖なる御名のために

事を行おうとされているのです。 

「その地」は「乾いた所ַיָּבָׁשה」 

「地」と名づけられた「その地」は、神のみこころを開かせる場所で

す。そうでないところは、全て「海」です。 ここが重要です。  

なぜなら「その乾いた地」を歩いた者たちがいます。 

それがイスラエルの民です。  

「その地」を通っていくイスラエルの民に、神はご自身のみこころを 

啓示していきます。すべての者の中から、イスラエルの民を選んで、 

その道を歩む彼らにみこころを示していきます。 

だから、ここでの「地」は地面とか地上の意味ではありません。 

 、がイスラエルの民を表すならばַהַּיָּבָׁשה

ヤッバーシャー 

ハッヤッバーシャー 
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「海」はそうでない者たち、イスラエルの民に反逆する人たちです。 

これが、海の概念です。 

聖書の語ることが見えてきましたか。 

9 節、神は乾いたところが現れるために、天の下の水は一つのとこ

ろに集まれと仰せられます。乾いたところは水の中に隠れていたの 

ですね。水が一つの所 ֶאָחד ָמקֹום  に集められます。 

 

 
水は「海」として、「乾いた地」と「海」の境界線が設定されます。 

「乾いた所ַיָּבָׁשה」は旧約で 14 回使われています。 

それらを一つ一つ丁寧に、ヘブル語のコンコルダンスで見ていくこ

とで、ַיָּבָׁשהがイスラエルの特別な出来事と関係することが分か

場所 一つの 

マーコーム エハード 

洗盤 
ヤッバーシャー 

ヤッバーシャー 

ヤッバーシャー 
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ります。（訳語で検索すると「乾いた地面」「乾いたところ」「陸」と

訳され、意味が薄くなります。） 

「乾いた所ַיָּבָׁשה」がある「紅海渡渉」の場面です。 

 

出エジプト記 14 章 16 節 

・・そうすれば、イスラエルの子らは海の真ん中の乾いた地面

 。を行くことができるַּיָּבָׁשה

 

神が海の真ん中を開くので、乾いた地を歩くことができました。 
 

出エジプト記 14 章 21 節 

モーセが手を海に向けて伸ばすと、【主】は一晩中、強い東風で海を 

押し戻し、海を乾いた地ָחָרָבהとされた。 

 

ここでの「乾いた地ָחָרָבה」は、「乾いた所ַיָּבָׁשה」と同義で

違うことばで表現しています。注目すべき箇所ですね。 

「乾いた地ַיָּבָׁשה」を一つだけ違うことば「乾いた地ָחָרָבה」

ヤッバーシャー 

ヤッバーシャー 

ハーラーヴァー 

ハーラーヴァー 

ハーラーヴァー ヤッバーシャー 

（初出・創 7:22） 

ヤッバーシャー 
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が書いてあるということで、別に調べる必要がありますよね。  
 

出エジプト記 14 章 22 節 

イスラエルの子らは、海の真ん中の乾いた地ַּיָּבָׁשהを進んで行 

った。水は彼らのために右も左も壁になった。 

 

そこを歩いて行った者たちに神のご計画を示していくわけですね。  
 

出エジプト記 14 章 29 節 

イスラエルの子らは海の真ん中の乾いた地面ַּיָּבָׁשהを歩いて行

った。水は彼らのために右も左も壁になっていた。 

出エジプト記 15 章 19 節 

ファラオの馬が戦車や騎兵とともに海の中に入ったとき、【主】は海

の水を彼らの上に戻された。しかし、イスラエルの子らは海の真ん中

で乾いた地面ַּיָּבָׁשהを歩いて行った。 

 

ここまでが出エジプト記 14 章―15 章の出来事です。 

それをネヘミヤが後で回顧します。 
 

（紅海渡渉） 
ヤッバーシャー 

ヤッバーシャー 

ヤッバーシャー 
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(1)ネヘミヤ記 9 章 11 節（紅海渡渉） 

あなたは私たちの先祖の前で海を裂き、彼らは海の真ん中の乾いた

地面を渡りました。追っ手は、奔流に呑み込まれる石のように、あな

たが海の深みに投げ込まれました。 

実際の地面でもある、その地面の持つ意味は、乾いた地面 ַּיָּבָׁשה
を歩く者たちに、覆われている本質を神が開いていくということで

す。その開かれる存在として、イスラエルの民が選ばれているのです。  

ヨルダン川を渡った「ヨルダン渡河」にも乾いた地面ַּיָּבָׁשהが 

あります。 
  

(2)ヨシュア記 4 章 22 節（ヨルダン渡河） 

あなたがたは子どもたちに、『イスラエルは乾いた地面の上を歩いて、

このヨルダン川を渡ったのだ』と知らせなさい。 
 

あなたがたとは「第二世代の者たち」です。  

第一世代は不信仰によって、ヨシュアとカレブ以外は誰も渡れませ

んでした。 

その子どもたち（イスラエル）が、今度はヨルダン川を渡ります。 

ヤッバーシャー 

ヤッバーシャー 
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(1)(2)を言及して:詩篇 66 篇 6 節 

神は海を乾いた所ַיָּבָׁשהとされた。人々は川の中を歩いて渡った。 

さあ 私たちは神にあって喜ぼう。 

このように乾いた所ַיָּבָׁשהは救いの場であり、神がともにおら 

れることを啓示しています。 

乾いた所ַיָּבָׁשהは 

神とイスラエルとの関係が築かれる基軸的な場所 

乾いた所ַיָּבָׁשהが、メシア王国になると、どのようになるかを 

読んでみたいと思います  

(4)終末期になされる神のみわざの場所として 
 

イザヤ書 44 章 3 節 

わたしは潤いのない地ַיָּבָׁשהに水を注ぎ、乾いたところに豊かな

流れを注ぎ、わたしの霊をあなたの子孫に、わたしの祝福をあなたの

末裔に注ぐ  

ヤッバーシャー 

ヤッバーシャー 

ヤッバーシャー 

ヤッバーシャー 

ヤッバーシャー 
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潤いのない地ַּיָּבָׁשהにわたしは水を注いで、乾いたところを豊か

に注ぐという箇所です。この豊かな流れは聖霊です。  

(5)イスラエルの象徴として 

出エジプト記 4 章９節 

もしも彼らがこの二つのしるしを両方とも信じず、あなたの声に聞 

き従わななら、ナイル川の水を汲んで、乾いた地面 ַּיָּבָׁשההַ  に 

注ぎなさい。あなたがナイル川から汲んだその水は、乾いた地面の上

で血となる。 

 

これはエジプトのファラオとイスラエルの神の対決です。 

神のしるしを信じないのなら、ナイル川の水を汲んできて地面（イス

ラエル）に注ぐと、乾いた地面であなたがたの水は血となる（裁かれ

る）、ということです。これもたとえです。 

ここでは乾いた地が同義で用いられ、イスラエルの要求を拒絶する

ことは神に対して反抗すること、つまり、 

イスラエルの民に反抗するのは、神に反抗することなのです。 

神の裁きがもたらされる警告的な意味となっているのです。  

ヤッバーシャー 

ヤッバーシャー 
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事実、エジプト中の水が血に変わってしまいました。 

(6)イスラエルが使命を果たす地として 

ヨナ書 1 章 9 節 

ヨナは彼らに言った。「私はヘブル人です。私は、海と陸 ַּיָּבָׁשההַ 
を造られた天の神、【主】を恐れる者です。 

ヨナ書 1 章 13 節 

それでも人々は船を陸 ַּיָּבָׁשההַ  に戻そうと漕いだが、そうするこ

とはできなかった。海がますます彼らに向かって荒れてきたからで

ある。 

ヨナ書 2 章 10 節 

【主】は魚に命じて、ヨナを陸地 ַּיָּבָׁשההַ  に吐き出させた。 

 

実際の話がたとえになっています。 

ヨナに【主】のことばがあります。ニネベに行って主のメッセージを

伝えるように。 それは、ニネベの人々が悔い改めて救われるメッセ

ージだったので、ヨナは嫌で、反対側のタルシシュに向かう船に乗っ

たらわざわいが起こるわけです。難破しかけている原因がヨナだと

ヤッバーシャー 

ヤッバーシャー 

ヤッバーシャー 

 

（初出・創 14:14） 
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知って、船に同乗している人々が、ヨナを海の中に投げ込む話です。  

― ヨナ書 1 章の話 ― 

主が魚に命じて吐き出させた陸地もַּיָּבָׁשהで、本来の使命に戻さ

せます。ヨナは、異邦人のために神の福音を伝えたくないのです。 

神は魚に命じて、彼を飲ませて三日三晩の後に陸地ַּיָּבָׁשהに吐き

出させて、使命を果たさせるのです。 

預言者ヨナの行動と使命は、イスラエルを代表しているのです。  

大きな腹の中にいたヨナが陸地に吐き出されたのは、 

イェシュアが言われる（マタイ 12:40）、イェシュアのよみがえり

の神のしるしです。 ヨナの話からパリサイ人たちに語りますね。 

イェシュアの十字架の死と復活だけではなく、イスラエルがメシア

を信じることによって、諸国の民を祝福するアブラハムに 

与えられた使命の型となっているのです。 

ヨナはその使命を負いたくないと反対方向に逃避したために、魚に

呑み込まれて、三日目に吐き出され、もう一度、使命を行います。 

これは終わりの日に実現するマタイ 24 章 14 節。イェシュアが、 

世の終わりにイスラエルに起る出来事を語っているのです。  

ヤッバーシャー 

ヤッバーシャー 



30 

 

マタイ 24 章 14 節 

御国の福音は全世界に宣べ伝えられて、すべての民族に証しされ、 

それから終わりが来ます。 
 

マタイ 12 章 36－41 節は、終末におこる出来事が書かれていて 

偽預言者たちが現れる話、大きなしるしが行われる話をします。 

マタイ 24 章 14 節後は、反キリストが立ち上がるという話が出てき

て、14 節が区切りのようになっています。 

確認ですが、14 節は教会が果たす使命ではありません。 

ダニエルの言う、反キリストが立ち上がるときは、私たちが携挙され

た後です。 携挙の後で反キリストが立ち上がってきます。 

そのために、世界中に散っているユダヤ人が、四方から集められて 

144000 人のユダヤ人たちが反キリストから守られるしるしを与え

られて、短い期間で驚異的に「御国の福音」伝えます。 

ヨナの話とつながります。ヨナが嫌だと言っても、やらされています。

ヨナ（イスラエル）が伝えると、異邦人は全員救われ成就しました。 

教会でヨナの話がされる時、ヨナの前提となる話がなければ、 

聞く人は、何を言っているのかがわかりません。  
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ヨナの話が「福音を伝えましょう」という話になりがちですが、 

実は、イスラエルの使命が根底にあって、イスラエルが嫌がっても、

神がイスラエルを用いて実現する話なのです。  

イスラエルの人たちが「御国の福音」を語るわけです。  

教会も全世界に宣べ伝えていきますから、重なる部分はあります。 

大切なのは、神のご計画には、先ず、イスラエルありきです。 

イスラエルを抜いてしまうと全く、分からなくなってしまうのです。 

もう少し、乾いたところַּיָּבָׁשהについて見ていきたいと思います。

神は、乾いた所を「 地 」と名づけられました。 

「 地 」と不可分の関係にあるのは、イスラエルの民です。  

ヨエル書の終わりの時の裁きについて語っている預言です。  
 

ヨエル書 2 章 1８節 

【主】はご自分の地をねたむほど愛し、ご自分の民を深くあわれまれ 
 

ご自分の民を深く憐れまれる「民」をイスラエルに置き換えることが

できます。「地」と「イスラエルの民」が同じ意味を持っています。 

主にとって、ご自分の地とご自分の民とは同義的パラレリズムです。

 ヤッバーシャー 

た。 
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なぜなら、主のご計画は彼らに「地」を支配させることだからです。  

教会は彼らに接ぎ木されることで、神の約束に与っています。 

しかし、いつの間にか教会が主体となって、イスラエルは神から捨て

られたと解釈をして、⾧い間、ユダヤ的なルーツを断ち切っていまし

た。ゆえに、⾧い間、神のご計画が伝えられなくなったのです。  

当然「仮庵の祭り」もしなくなりました。 

つまり、イスラエルという鍵を失ってしまったために神の全体的な

事柄を教会が伝えられなくなったのは大きな損失です。 

イスラエルの民と、接ぎ木された教会が最後はどうなるかをダビデ

が預言しています。 
 

詩篇 8 篇 1・9 節 

主よ 私たちの主よ、あなたの御名は全地にわたり なんと力に満

ちていることでしょう。 
 

あなたの御名は全地にわたり、地に神のみこころが実現していると 

ダビデは見たのです。ですから神の関心は天ではなくて「 地 」 

です。 その地において神のみこころがすべて満たされることがで

きるなら、神も初めて休むことができます。 安息できるのです。  
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それまではずっと神は働いているわけです。  
  

海ַיִּמים：（ָיםの複数形） 

乾いた地ַיָּבָׁשהは単数形です。 

本来の海はָים ということばで、単数形です。 

それがなぜか複数形ַיִּמיםになっています。 

おかしいではありませんか。海がなぜ複数なのでしょう。 

地が一つなら海も一つでしょ。 

複数形ということから、普通の海ではないことがことばでわかりま

す。なぜ、複数形なのでしょうか。考えてみてください。 

乾いた地面 ָׁשהַיּבָ  に象徴されるイスラエルに対して 

敵対する国々を、海ַיִּמיםに例えられているのです。 

聖書においてイスラエルに敵対する国々と言えば、イスラエルと接

する国々です。エジプト アッシリア バビロン エドム モアブ 

ペリシテ ツロ シドン がそうです。今もイスラエルと戦って 

ヤッミーム ヤーム 

ヤッバーシャー 

ヤーム 

ヤッミーム 

ヤッバーシャー 
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いるパレスチナの国々は、このような国々の流れです。 

彼らは海ַיִּמיםです。今でも戦っています。そういう設定なのです。

仲良くしましょうと私たちは言いますが、神のシナリオはそのよう

な解決ではありません。 

イスラエルの周辺諸国はすべてַיִּמיםに括られています。 

ちなみにイザヤ書 21 章 1 節にある「海の荒野」（海の荒野って不思

議な表現です）は、大バビロンです。  

創世記から黙示録まで、いろいろな形でバビロンの世界が存在して

います。バビロンはニムロデが生まれたところです。 

バビロン捕囚をしてイスラエルを支配したバビロンも、 

メディアペルシャによって一斉に崩壊したように、 

反キリストが支配する経済的にも政治的にも中心であった 

最後の帝国大バビロンも一夜にして滅びます。 

あの大淫婦が滅びたという天使の声が鳴り響きます。（黙 18:2） 

乾いたところַיָּבָׁשהと海ַיִּמיםの境界線は明確です。 

神がその境界線を守っているとエレミア書にあります。 
 

ヤッミーム 
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ヤッバーシャー ヤッミーム 



35 

 

エレミア書 5 章 22 節 

あなたがたは、恐れないのか。―【主】のことばーわたしの前で震え

ないのか。わたしは砂浜を海の境とした。それは永遠の境界で、超え

ることはできない。波が逆巻いても勝てず、鳴りとどろいても超えら

れない。 

 

神がイスラエルを懲らしめるために、海ַיִּמיםを用いるのですね。 

繰り返し、神ご自身がイスラエルを裁いて矯正させる、 

それは、本来の姿に戻すためです。ですから、神はイスラエルを抹殺

することはありません。境を置くのは海ַיִּמיםから守られるため

です。  イスラエルの民は特別な神の民です。 

世界離散しても滅びることはありません。 
 

砂浜と海の決して超えることは

できない境を神が置いた。 

イスラエルが神の声を聞こうと

しないときだけ海ַיִּמיםが 

乗り越えて来るのです。 

ヤッミーム 
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創世記 1 章 10 節 

神は乾いた所を地と名づけ、水の集まった所を海と名付けられた。 

神はそれを良しと見られた。 
 

なぜ良しなのか。 それは、「 地 」が出てきたからです。 

神は乾いた地面に象徴されるイスラエルの民と、 

海に象徴される敵対諸国をはっきりと分けられました。 

神はイスラエルの民を矯正するために、近隣諸国を用いたのです。 

そのことを神は良しと見られました。 

それは、神のご計画がみこころのままになされていくためです。  

神が究極的に創造される、新しい天と新しい地では、 

イスラエルに敵対する「海」はもはや存在しません。（黙 21:1） 

海ַיִּמיםがないのです。  

 

― 今日のまとめ ― 

このように原文で見ていくことで、創世記 1 章は地球の創造の話で

はなくて、イスラエルを基軸とした神の民の再創造の物語であるこ

とが理解できます。 

ヤッミーム 
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最後のアダムであるイェシュア・メシアによって完成する物語。 

これから学びを重ねるごとに、その輪郭が浮かび上がり、はっきりと

してきます。 誰もこんな話が隠されているとは気づきません。 

これは神の知恵なのです。 神の知恵であるイェシュアを受け入れ

なければ神の視点は開かれてこないようにされています。 

パウロはそのことに気づきました。  
 

Ⅰコリント人への手紙 2 章８節 

この知恵を、この世の支配者たちは、だれ一人知りませんでした。 

もし知っていたら、栄光の主を十字架につけはしなかったでしょう。 
 

と、皮肉を言っています。 
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