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（SMILE会報告）         2020.1.23 

 

  <旧約聖書時代史Ⅰ(1) > 「イスラエル民族の起源」         

                 辻  宏 
 
旧約聖書は今からほぼ 2000年前に終焉を迎えた約2000年に亘る物語である。         

因みに、イスラエルの歴史は最初のヘブライ人であるアブラハムから始まる。創世記における最初の11章は神

話であり、歴史ではなく原初史として分類される。 

「旧約聖書の歴史は、族長たちの放浪、エジプトにおける滞在と出エジプト、士師の時代におけるカナンへ

の定着、サウル･ダビデ･ソロモンのもとでの王国制度の創設と発展、統一王国の分裂、アッシリア人による北王

国の滅亡、バビロニア人によるソロモンの神殿の破壊と南王国の滅亡、バビロニア捕囚とエジプトへの離散、イ

スラエルの地への帰還、マカバイ一族のもとでの新しいユダヤ人国家の台頭、ユダヤ人世界のヘレニズム化、

ヘロデ時代におけるローマの圧政による緊張、等があり、最後にはAD70年ローマ人によるエルサレムの炎上

と第二神殿の破壊があって、ローマに対するユダヤ人の反抗は事実上終結する。」（マッカーター・ジュニア） 

旧約聖書は「神と民の歴史」を語る古代イスラエル人の「信仰の書」である。旧約時代史を学ぶことは、イスラ 

エルの民が神の民としてのアイデンティティをどのようにして形成していったかをイスラエル史の全体を通して 

学ぶことである。      

       

１．イスラエルの地勢~乳と蜜の流れる地「カナン」        《出エジプト記》    p1-2 

    ～聖書 「わたしは降って行き、エジプト人の手から彼らを救い出し、この国から、広々としたすばらしい土地、 

乳と蜜の流れる土地 ．．．へ彼らを導き上る。」（出ｴｼﾞﾌﾟﾄ記3:8） ～   Cf. ﾓｰｾ（BC1370-1250）                 

（１）位置： 

 「カナンの地」と呼ばれるパレスチナ地方は、メソポタミアから延びる「肥沃な三日月地帯」の南西端、 

地中海東部沿岸地方の南端に位置する。旧約聖書で「乳と蜜の流れる地」（出エジプト記3:8）と称される。   出ｴｼﾞﾌﾟﾄ 

（参照） 地図1 ｢肥沃な三日月地帯（BC7000頃）と現代の諸国家｣ 

 地図2 ｢パレスチナ地勢図｣                                                   

↑｢肥沃な三日月地帯｣(BC7000年紀)     ↑「現代の諸国家」 

● は農耕遺跡の分布  

（２）気候： 

地中海性気候。地中海の水蒸気が東に流れ、山脈に当ってカナンに雨を降らせる、肥沃の地。 

夏の乾期（4月後～10月前）は高温で降雨なく植生は枯れ死にする。冬の雨期（10月中~4月中）は比較 

的温暖で植物は越冬。12月から 2月にかけ種蒔き、4月から 6月にかけて収穫。この自然の循環的リズ 

ムを反映して、カナンの土着宗教の豊穣神バアルは、「死して甦る神」の特性（夏に死に、翌年春に再び 

蘇る）を有していた。 
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（３）交通と戦略の要衝－陸橋地帯： 

・「海の道」-エジプト～北シリア～メソポタミア､オリエント世界文化圏交流（ｲｻﾞﾔ書8:23）、 

・「王の道」-ダマスコ～ヨルダン川東岸､南アラビア産香料交易（民数記20:17） 
 

（４）カナンの先住民：  

 ・BC1800-1600頃に都市国家分立。カナン人とは総称。人種は複合的で、北西セム語を話す人々が主 

 流（後のイスラエル人と広義で同系統）。またカナン人は文化･宗教的には北のフェニキア人と同系統 

 で、天の神エルや土地の豊穣神バアル､アシュタルト等の神々や女神を崇拝する多神教を信じていた。 

 ・BC1500頃カナンの全土がエジプトの宗主権下に入る。 

  ・BC1200頃カナンの地周辺のヨルダン川及び死海東岸地方に、牧羊系文化を持つ集団アンモン人､ 

 モアブ人が定着、また南部セイル地方にエドム人が領土国家を建設する。 
 

（５）イスラエル民族の歴史的起源（BC1500頃）：      

・これらと前後する時期にカナンの地* にイスラエル人は出現する。 

 ⇒ ①イスラエル民族が共通の祖先から出た血縁集団．．． 

②出エジプトの共通の前史を持つ ．．．            歴史性？   

      ⇒イスラエル民族はカナンの地の内部で、血統･前史を異にする多種多様な集団が一つの部族連合にまとまること 

によってはじめて成立。 

  * 「パレスチナ」：BC13C、地中海方面から東地中海沿岸平原南部に侵入し、同地に定着した海洋民族（海の民）の 

  1支族である 「ペリシテ人（の地）」に由来。 

  

        

 

 

←「パレスティナ地勢図」  

（高橋正男｢旧約聖書の世界｣） 

 

 

 

  ↓ 「パレスティナの東西の断面図」 

  （同､但し縦横縮尺変則） 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Cf. エルサレム（海抜1200m）と 

死海（海抜△400m） 
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２．歴史と伝承                        《創世記》    p3 

～聖書「あなたは生まれ故郷 父の家を離れて 私が示す地に行きなさい。私はあなたを大いなる国民にし  

    あなたを祝福し、あなたの名を高める．．．。」（創世記12:1-2） ～ 

                    

（１）イスラエル民族の歴史的起源（BC1500頃）： 

     ・イスラエルという民族は、カナンの地の内部で、血統も前史も異にする多種多様な集団が一つの部族 

 連合にまとまることによってはじめて成立した。（前述、イスラエルの出現） 

  ・アブラハム－イサク－ヤコブ(イスラエル)－12部族、と続く図式は、後のイスラエル民族の「イスラエル 

   は一つ」という共族意識を系図の形で表現したもの。 後に、イスラエルは出エジプトをも一つの全体と 

   して体験したとして、信じられるようになり、その子孫たちも出エジプトを記念して毎年祝われる「過越し 

   の祭り」のたびに、自分たちの祖先に対するヤハウェの偉大な救済の業を想起し、それを自分たち自 

   身への救いとして再体験しつつ、世代から世代へと語り伝えていった。 

 ・イスラエル史の起点としては、a）アブラハム、 b）出エジプト、c）カナン定着後の 12部族。 

 但し、イスラエル最古の信仰告白（「小歴史的信仰告白」、G.フォン・ラート）とされる、「先祖は滅びゆく 

 一アラム人．．．」（申命記26:5）から、アブラハムを父祖とする族長時代はアラム人としての歴史である 

 可能性が考えられ、イスラエル史は出エジプト以降から考察することが妥当とされる。  

 ・－後にイスラエルの先祖となる遊牧民のカナン侵入－土器により判別可能。 

－BC1200カナン沃地に北より侵入、BC1400南より侵入。 

  －BC14C エジプト支配下のカナンにいた最下層の群（アウトロー）の存在が「ハビル」（「ヘブル」の語 

  源)として記されている。このハビルがパレスチナに点在する都市国家をしばしば襲撃していた。イス 

  ラエルがエジプトにいた奴隷階級であった可能性が高い。（楔形文字､アマルナ書簡、BC14C）* 

  －BC13Cイスラエルに宗教的アイデンティティーを持つ部族連合が成立していた。（エジプト､メルナ 

   プタハ碑文､BC13C記事）**   

   * 政治・軍事上のファラオへの訴え、  ** エジプトの対イスラエル戦勝記念。 
   
（２）「信じられた歴史」（記述された歴史は（BC1000）王朝時代以後(文字が作られて以後)）： 

 
    <古い物語素材>       
   

  族長時代 ．．．口伝 ．．．文書化 *    * 文字使用：王国成立前後BC1000前後 

（BC1400年頃）    （BC1000年～）   ** 段階的に編集→バビロン捕囚後BC6C、 

          イスラエル民族として強い自覚 

   <解釈：自己理解>   
    

 ・「救済史（神による救いの歴史）」物語は、実際起ったことの正確な記録でなく、後のイスラエル人が、自 

分たちの祖先の体験として信じた信仰の内容。」⇒「信じられた歴史」 :ヤハウェの祖先への救済の業 
 
（３）アブラハムの旅路：      

 <地図>｢紀元前第二千年紀のオリエント世界とアブラハムの旅路｣（高橋正男､同） 

 

 * テラ（父）､アブラム（アブラハム）､ハランの子ロト  

** ウル（カルデア）→ハラン→カナン  

（創世記11:31､12:1-4）､BC1500頃か？ 

***→｢乳と蜜の流れる地｣カナンへ（モーセ）  

  （出ｴｼﾞﾌﾟﾄ記3:8）、BC1200頃 

 （補足-別説） 

BC1800?：ｱﾌﾞﾗﾑ､ｶﾅﾝへ 

1700?：入ｴｼﾞﾌﾟﾄ(出ｴｼﾞﾌﾟﾄ記1:1-5）, 

<400~430?>：在ｴｼﾞﾌﾟﾄ年数（12:40） 

1290：出ｴｼﾞﾌﾟﾄ（12:37）                            

↑｢紀元前第二千年紀のオリエント世界とアブラハムの旅路｣ 
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３．族長時代－神ヤハウェの祝福､約束の受け手（創12:1）        《創世記》     p4 

     ～聖書「見える限りの土地をすべて、わたしは永久にあなたとあなたの子孫にあたえる。あなたの子孫を大地の 

砂粒のようにする。大地の砂粒が数えきれないように、あなたの子孫もかぞえきれないであろう。」 

   （創世記13:15-16） ～      

（１）族長物語（アブラハム→イサク→ヤコブ→ヨセフ→ ）：       

  ・「大いなる国民（数､力）」* となること、カナンの地の所有の約束。           

  神の約束（アブラハム）－「子孫を砂粒のように．．．」（創世記13:16）、   

 「アブラハムの試し､イサクの犠牲」（22:1-13）→「神の祝福」（22:16-18）。   

  ・族長たちは繰り返し神の啓示を受け約束を与えられる。     

 アブラハムの約束（15:5-6）*､**→イサクの約束（26:2-5）→ヤコブの約束（28:13-15）***   

 * アブラハムの義  ** 「国民の父」（17:4）  *** ヤコブの梯子､28:12-15、ベテル（神の家）と石の枕､28:18 

  ・族長物語：アブラハムやイサクがかつては南部の集団の祖先像であり、ヤコブは北部やヨルダン川東 

  岸の集団の祖先像であったことを推測出来る。 
   
（補足）系図とイスラエル 12部族： 

（参照） <系図>｢創世記によるイスラエル 12部族と周辺民族の系譜｣（山我哲雄） 

<地図>｢カナンにおけるイスラエル 12部族｣（同） 

 Cf. ﾔｺﾌﾞの家系： 

ﾚｱ･ﾗｹﾙの子孫（中央部（山岳部)に位置）、中央聖所（ｼｹﾑ､ｼﾛ､ﾍﾞﾃﾙ） 

を維持、ｶﾅﾝ文化と一線を画し､ﾔﾊｳｪ宗教の独自性強調。 

 側めｼﾞﾙﾊﾟ､ﾋﾞﾙﾊの子孫（周辺部(平野部)）の嗣業、ｶﾅﾝ文化と接触癒合。 

   

           

   

    

   

      

     

     

   

    

 

    ､  

 

 

 

↑｢創世記によるイスラエル 12部族と周辺民族の系譜｣   ↑｢カナンにおけるイスラエル 12部族｣ 
                          

（２）「イスラエルの形成」（G･フォン･ラート､山我）：             

  族長伝承（アブラハム・イサク・ヤコブの神） 

    族長時代からあったYah信仰（エブラ遺跡）         

     ex. Hy"-Wll.h;        BC24-23C  (カナン)   土地取得伝承  「イスラエル」形成 

     （「ハレルヤ」（詩150:6､ praise ye Yah！）） （パレスチナ）    （部族連合） 

 出エジプト伝承＝ヤハウェ伝承                     ヨシュア   

 モーセ  

 ex. hy<h.a rv,a] hy<h.a, （ｴﾌｴｰ ｱｼｪﾙ ｴﾌｴｰ､"I am the One who is."､ ｢わたしは有って有る者｣(口語訳)、 

 「わたしはある。わたしはあるという者だ。」(新共同訳) （出ｴｼﾞﾌﾟﾄ記3:14）） 

* 神聖4文字（hwhy､YHWH､ﾃﾄﾗｸﾞﾗﾏﾄﾝ）：神は限定できる存在ではない。｢存在しようとするものを在らしめる者」、 

唯一神的性格、旧約の神観念､出ｴｼﾞﾌﾟﾄ記20:7。6,859回。ﾔﾊｳｪ､ｴﾙ(ｴﾛﾋｰﾑ)､ｴﾙ･ｼｬﾀﾞｲ 
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４．入エジプトと出エジプト          《創世記/出エジプト記》   p5-6 

     ～聖書：「わたしはある。わたしはあるという者だ。」（出ｴｼﾞﾌﾟﾄ 3:14）～       
         
（１）入エジプト（創世記47:1- ）－イスラエルのエジプト滞在の間接的証拠： Cf. ｱﾌﾞﾗﾊﾑ（創世記12:10- ､ﾖｼｭｱ記24:2）   BC1700 

① ヒクソス王朝（BC18-16C）： 

東方からエジプトに侵入して設立された王朝。国際性豊かで他国人であっても官吏に登用されてい 

た。カナンから奴隷として売られてきたヨセフが施政者になる事は十分にあり得た。 

② 「アマルナ書簡 」（BC14C、楔形文字）：政治・軍事上のファラオへの訴え 

カナンにおけるエジプト支配の崩壊の様子－治安悪化状況の中、ハビル(｢ヘブル｣語源)／アピルと呼 

ばれる最下層の群（アウトロー）の存在．．．「イスラエルがエジプトにいた奴隷階級」の可能性。（石川） 

③ ヘブライ人： 

  エジプト人が「ヘブライ人」と呼ぶ（創世記40:15）、又、ヘブライ人助産婦（出ｴｼﾞﾌﾟﾄ記1:15-20）。 

 エジプトの外国人労働者（奴隷労働）のアピル＝「イブリー」（ヘブライ､社会的階級）。 

④ エジプト滞在の地（ラメセスⅡの時代、BC13C）： 

ナイル河口デルタ東部の「ゴシェンの地」（創世記47:11）に住み、ピトムとラメセス* の町の建設に従事 

（出ｴｼﾞﾌﾟﾄ記1:11）。   * ラメセスⅡ(BC1290-1223)がデルタ地方の首都として建設。 

⑤ 「メルナプタハ碑文」（BC1207年頃、エジプト王ファラオ・メルナプタハの対イスラエル戦勝記念碑）： 

「イスラエル」に言及した世界最古の碑文。 

「碑文」の中に、「イスラエルは滅ぼされ、その子孫はいなくなり」という記述があり、BC13Cのエジプト 

支配下にあったパレスチナには、既にイスラエルが、内外に認められるアイデンティーを有する共同 

体として存在していたことが知られる。とすれば、パレスチナに侵入したときも宗教的アイデンティー 

を既に持っている部族連合が成立し、更にはその先のイスラエルがエジプトにいた時分から、イスラ 

エルは秩序ある何らかの共同体を既に形成していたことも十分に予想される。（石川） 

⑥ モーセ（エジプト系人名）： 

 ⑦ ｢蛇｣礼拝： 

 「青銅の蛇」（民数記21:9）－偶像礼拝を禁ずる一神教で極めて例外的な記述。蛇はファラ オが額に

 巻く頭飾りの前に王の象徴として飾られる蛇形記章（コブラ）。 

⑧ 古代エジプトの宇宙観： 

 古代エジプトの世界観では、「”空”は”陸”を覆う”天蓋”のようなもの」と考えられていた。この世界観 

 が、創造神話「神は大空を造り．．．」（創世記1:7）に表れている。この「大空」（[;yqir'､ﾗｰｷｰｱ）の原意 

 は、エジプトの世界観を反映した「vault（天蓋、アーチ型の円天井)」である。 
 

（２）出エジプト（出ｴｼﾞﾌﾟﾄ記3:8-9､14､20）－イスラエルの出エジプト体験＝律法の基本概念：    BC1290 

 ① 「神の名」と「モーセの召命」： 

「部族伝承」（アブラハム・イサク・ヤコブの神､「ヤー」信仰）と「ヤハウェ伝承」* の二つの伝承合体（土 

地取得伝承共有） （上述３（２））  

* 「（有）hy<h.a, rv,a] （在）hy<h.a,」（ｴﾌｴｰ ｱｼｪﾙ ｴﾌｴｰ､「わたしはある。わたしはあるという者だ。」）（出ｴ 

ｼﾞﾌﾟﾄ記3:14）  

② 啓示としての出エジプト (出ｴｼﾞﾌﾟﾄ記20:1-)： 「^yh,l{a/ hw"hy> ykinOa' 、私は主、あなたの神、．．．。」      

 神の歴史への介入．．．預言者ホセア（ﾎｾｱ記12:10､13:4-5）、エレミヤ（ｴﾚﾐﾔ記25:5） 

③ シナイでの律法授与： 

 十戒の冒頭「わたしは主、あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である」（出ｴｼﾞﾌﾟﾄ記 

 20:2）との、主なる神の宣言（自己紹介）が述べられる。この出来事（神に守られて海を渡る）は、「神の 

 歴史への介入・神の啓示」であり、「選び」（rx;B'､ﾊﾞー ﾊﾙ）により示された「神の愛」（bh;a'､ｱｰﾊﾌﾞ､恵み・ 
 救い）である。即ち、シナイにおける律法（十戒）の授与は神の愛・恩寵を前提にしてイスラエルの民に 

 与えられたのであるから、この「律法の戒め」を守ることは神の愛に対する応答なのである。この意味 

 で出エジプトの出来事は律法の基本概念となっている。 

④ 十戒の断言法（絶対的・永遠的禁止､al{（ﾛｰ）） 
Cf. 古代オリエントの一般の条件法（条件的・仮定的禁止、la;（ｱﾙ）､ハムラビ法典）、出ｴｼﾞﾌﾟﾄ記21:3   
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*（補足） 「モーセの十戒」（出エジプト記20:3-17（申命記5:7-21）） 

20:2 「わたしは主、あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。 

20:3 あなたには、わたしをおいてほかに神があってはならない。 

20:4 あなたはいかなる像も造ってはならない。上は天にあり、下は地にあり、また地の下の水の中にある、いかなるも

のの形も造ってはならない。 

20:5 あなたはそれらに向かってひれ伏したり、それらに仕えたりしてはならない。わたしは主、あなたの神。わたしは 

熱情の神である。わたしを否む者には、父祖の罪を子孫に三代、四代までも問うが、 

20:6 わたしを愛し、わたしの戒めを守る者には、幾千代にも及ぶ慈しみを与える。 

20:7 あなたの神、主の名をみだりに唱えてはならない。みだりにその名を唱える者を主は罰せずにはおかれない。 

20:8 安息日を心に留め、これを聖別せよ。 

20:9 六日の間働いて、何であれあなたの仕事をし、 

20:10 七日目は、あなたの神、主の安息日であるから、いかなる仕事もしてはならない。あなたも、息子も、娘も、 

男女の奴隷も、家畜も、あなたの町の門の中に寄留する人々も同様である。 

20:11 六日の間に主は天と地と海とそこにあるすべてのものを造り、七日目に休まれたから、主は安息日を祝福し

て聖別されたのである。 

20:12 あなたの父母を敬え。そうすればあなたは、あなたの神、主が与えられる土地に長く生きることができる。 

20:13 殺してはならない。 

20:14 姦淫してはならない。 

20:15 盗んではならない。 

20:16 隣人に関して偽証してはならない。 

20:17 隣人の家を欲してはならない。隣人の妻、男女の奴隷、牛、ろばなど隣人のものを一切欲してはならない。」 

 

（３）出エジプトの伝承と史実： 

（伝 承）             （史 実） 

   全イスラエルの共通体験 *   エジプトの小規模の奴隷の脱出 

   数百万人規模の民族移動**    数百人？  

   神の救いの業    後のイスラエルの一部の体験 

         →イスラエル全体の信仰､救済体験として共有して行く  

（備考） * 祭儀の歴史化(出ｴｼﾞﾌﾟﾄ記)  

・過越しの祭り： 申命記16:1- 

イスラエルの民が神によってエジプトから救い出されたことを祝う祭り。エジプト人の長子と家畜の初子を滅ぼした神の使 

いが、イスラエル人の家を｢過ぎ越し｣たことに基いた名称（出ｴｼﾞﾌﾟﾄ記12:23-27）。太陽暦で、3末～4初頃。大麦の収穫。 

除酵祭：過越し祭りに続いて 7日間守られるユダヤの祭日。エジプト脱出を記念するため、当時の故事にならって、パン 

種を入れないパンを作った由来による（12:14-20）。太陽暦3末から 4初頃。 

・七週の祭り（刈り入れの祭り）： 申命記16:9- 

主の過越祭から数えて 7週目、50日目に祝われていた小麦の刈り入れの祭り。（出ｴｼﾞﾌﾟﾄ記23:16）。後代、モーセがシ 

ナイ山において律法を授けられたことも併せて記念されるようになった。 

・仮庵の祭り： 申命記16:13-                                           

ｲスラエルの民が荒野で天幕に住んだことを記念し、仮庵を作って祭りの間そこに仮住まいをしたことに由来。秋の果実の 

収穫祭。太陽暦の 10月初旬。（ﾚﾋﾞ記23:34-）。 

 

 



7 

 

 

  ** (考察） 

エジプト脱出のイスラエル人（出ｴｼﾞﾌﾟﾄ記12:37､40）： 

 壮年男子60万人（全250万人!）－入エジプト時ヤコブの子11人(全70人､1:5)､在エジプト 430年。 

 A）70人～（430年）→60万人の人口増加の蓋然性（単純な確率的なプロバビリティ） 

 （前提）1世代25~30年とすると 400年では 13世代、1人の男（一組の夫婦）から 2人の子供が 

 生まれるとすると 13代目は 8200人（＝213(=8,192)）となる。 

 （結論）しかして、70 × 213 (＝8,192) ＝ 573,440 ⇒ 600,000．．．単なる数字上の蓋然性 

 B）60万人の出エジプトの蓋然性 

（学説）・ペトリー：許容人数5-6,000人か？ 

     ・フォーブラー：部族リーダーがグループに分かれ､ワジからワジへ歩んだ。 

・山我：数百人～数十人か？ 

・エジプトに残る記録：少人数のため記録足りえない。 

    （私論）      

  ⇒◎600エレフ（@l,a, ：thousand､ family） 

    （ Cf. BDB p49 ; ex.士師6:15．．．主の使いとｷﾞﾃﾞｵﾝの会話から。） 

    ①従来のヘブル語解釈：600エレフ（@l,a,）＝600 thousand =600,000人     

    ②これを 600エレフ（@l,a,）＝600 family ＝600家族 と読む 

  即ち、600家族と理解すれば、2000～3000人程度となり、十分理解の範囲と考 

  えられるのではないか。  
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５．カナン定着とイスラエル民族の成立（聖書の順序は逆）        《ヨシュア記》    p7 

～聖書：「わたしたちの神、主にわたしたちは仕え、その声に聞き従います。」（ﾖｼｭｱ記24:24）～ 
                  

 族長伝承を持つ半遊牧民グループと出エジプト伝承を有するグループが土地取得伝承を共通分母に合 

体、更にシナイ伝承を持つグループと合体し、イスラエルを形成した。（G.フォン.ラート､３（３）参照） 

（１）カナンの征服： 

       ヨシュア記（6章 ）               士師記（1:19､22） 

    イスラエル民族の統一的軍事行動   各部族独自の行動(ﾖｾﾌの一族)…ﾏﾅｾ･ｴﾌﾗｲﾑ 

    比較的短期間 比較的長期間 

    大勝利 部分的成功  

    （図式化､理想化された物語）          (より古い記述に基づく) 
* エリコの物語（ﾖｼｭｱ記1章）－オスマン・トルコ（ケマル・アタチュルク）城壁調査 

エリコ城壁崩壊：BC2000頃／イスラエルのカナン定着：BC1300-1200頃 

        （既に 1000年以上前に破壊された城壁の廃墟､後に廃墟の由来説明の起源譚が物語解釈化） 
   

（２）「シケム契約」（ﾖｼｭｱ記24:1､14､21､24,26）： Cf.「シナイ契約」 

・シケムに集める(24:1)、「主に仕えよ」(24:14)、「仕えたいと思うものを、自分で選びなさい」(24:15､21) 

・ヨシュアと神の契約(1:2-9)､ヨシュアと民( 24:24-25)：掟（jP'v.mi､statute）と法（qxo､ordinannce）を定める。  

Cf. モーセの十戒（シナイ契約）､モーセと民（出ｴｼﾞﾌﾟﾄ記24:3-8）：法（jP'v.mi､judgement） 
・石（24:26-27） 

・シナイ契約とシケム契約の二重性、競合 

シナイ契約（出ｴｼﾞﾌﾟﾄ記20､24:3-8､申命記5章）**     シケム契約（ﾖｼｭｱ記1:2-9､24:1-15､18-24） 

     モーセ（出エジプトの指導者）  ヨシュア（カナン征服の指導者）  

      シナイ山（カナン外部の山ホレブ､3:1､17:6）          シケム（カナン中央の町）     

 カナン到着以前 カナン定着後     

     契約締結 契約締結      

 民の宣誓（24:3､7）           ・・・類似・・・  民の宣誓（24:24）              

     律法の書        律法の書      

     血の儀礼(24:8)            異神放棄の儀礼（24:14）    
* ﾔﾊｳｪ宗教：共通の敵との戦いが諸集団を部族連合へ結束させる(受動･消極的)、共通の神の崇拝の集団間の宗教的紐帯(能動・ 

積極的)... 抑圧から解放する救いの神(出ｴｼﾞﾌﾟﾄ記20:2)、敵の戦車を打ち負かす戦いの神(15:21)→｢主の民｣(士師記5:11､13) 
** ﾓｱﾌﾞ契約(申命記28:69):主がﾓｱﾌﾞの地でﾓｰｾに命じてイスラエルの人々と結ばせた契約の言葉｡ﾎﾚﾌﾞでの契約を含め、神の 

   前で過去の歴史を自らの歴史として告白し誓約する｡  

（補足）出エジプト／神との契約：（独立した起源）        

 ・出エジプト記以外の出エジプト言及でのシナイ契約の記述欠如（G.v.ラート）     

    申命記「いのりの言」(｢小歴史的信仰告白｣)：シナイ契約について記述なし。 

   詩編136：天地創造以来の神の業を次々記述せるも、シナイ契約記述なし。 

   20超の記録のうちネヘミヤ(ﾈﾍﾐﾔ記9:13-14､後時期BC5Cの記録)のみ。      

  カナンで偶々出会った部族、起源異なる部族神を有す．．．シナイ山の神顕現伝承+契約締結・律法授与伝承）、 

  強大なエジプト軍より闘い取った闘いの神を持つ新しい神体験を持つヤーウェ信仰（デボラ､士師記4:5）等。 

  ヤーウェを選んだら古い神を捨てよ、選ばなければ部族宗教をもつ部族にとどまる（ﾖｼｭｱ記24:14-15）。 
            *ねたみの神(出ｴｼﾞﾌﾟﾄ記20:5､申命記5:9) 

（３）カナン定着とイスラエルの起源（土地取得の諸説）： 

 ①軍事的侵略（制圧）説（オルブライト）：イスラエルは東ヨルダンからパレスチナに入り、高地のカナンの都市を 

 短期に武力で制圧。部族連合は、パレスチナに入る前に、大規模かつ短期間で形成された。．．．イスラエル 

 の特 性（アピルー、宗教的独自性、聖戦）をよく説明しているが、発掘結果により覆された。 

 ②平和的浸透説（アルト、M.ノート）：東ヨルダンからカナンに入ったイスラエルは、高地に住むカナン人と平和 

 に共存し、長い時間をかけて浸透していった。部族連合はパレスチナ定着後に長時間をかけ紆余曲折を経 

 て形成された。．．．考古学資料から、BC13C頃高地の人口の急増が見られる。 

 ③農民革命説（メンデンホール）：イスラエルが出現したのはこの地に部外者が入ってきた結果ではなく、カナ

ン人の領主に対して起こされた農民一揆の結果である。．．．この仮説を裏付ける聖書的根拠はない。 



9 

 

 

<参考文献>  

「物語 イスラエルの歴史」（髙橋正男､中公新書、2008） 

「旧約時代史」（山我哲雄、岩波現代文庫、2003） 

「旧約聖書の世界」（髙橋正男、時事通信社、1990） 

 「旧約聖書の中心」(木田献一、新教出版、1989) 

 「イスラエルのアイデンティティ」（論文、石川栄一） 

 

「最新・古代イスラエル史」（P．K．マッカーター・ジュニア／池田裕、ミルトス、1993）） 

「イスラエル史」（M．ノート／樋口進、教団出版局1983）） 

「旧約聖書神学Ⅱ」（G．フォン・ラート／荒井章三、教団出版局、1982）） 

「イスラエル古代史」（R．ドゥヴォー／西村俊昭、教団出版局、1977） 

 

「旧約聖書」（加藤隆／NHK100分で名著、2014） 

  「死海文書 聖書誕生の謎」（和田幹男／べスト新書、2010） 

  「死海文書のすべて」（J．C．ヴァンダーカム／青土社、2005） 

 

 

   


