
Words in the Wilderness:
Two Voices at War

Psalm 19:14
Let the words of my mouth and the
meditation of my heart
Be acceptable in Your sight,
O Lord, my rock and my Redeemer.

Numbers 14:26-38
26 The Lord spoke to Moses and Aaron,
saying, 27 “How long shall I bear with this
evil congregation who are grumbling against
Me? I have heard the complaints of the
sons of Israel, which they are making
against Me. 28 Say to them, ‘As I live,’ says
the Lord, ‘just as you have spoken in My
hearing, so I will surely do to you; 29 your
corpses will fall in this wilderness, even all
your numbered men, according to your
complete number from twenty years old and
upward, who have grumbled against Me. 30
Surely you shall not come into the land in
which I swore to settle you, except Caleb
the son of Jephunneh and Joshua the son
of Nun. 31 Your children, however, whom
you said would become a prey—I will bring
them in, and they will know the land which
you have rejected. 32 But as for you, your
corpses will fall in this wilderness. 33 Your
sons shall be shepherds for forty years in
the wilderness, and they will suffer for your
unfaithfulness, until your corpses lie in the
wilderness. 34 According to the number of
days which you spied out the land, forty
days, for every day you shall bear your guilt
a year, even forty years, and you will know
My opposition. 35 I, the Lord, have spoken,
surely this I will do to all this evil
congregation who are gathered together
against Me. In this wilderness they shall be
destroyed, and there they will die.’”

荒野の言葉：

戦争での2つの声

詩篇19:14
私の口の言葉と私の心の瞑想をしましょう

あなたの目に受け入れられる、

主よ、私の岩と私の贖い主よ。

民数記14：26-38
26主はモーセとアロンに言われた、27「わたし
に不平を言っているこの邪悪な会衆に、わた

しはいつまで耐えようか。イスラエルの子らが

わたしに対してしている不満を聞いたことがあ

ります。 28彼らに言ってやるがいい。「わたし
が生きている間」、主は言われる、「あなたが

わたしの聴聞会で語ったように、わたしはきっ

とあなたがたに行います。 29あなたの死体
は、わたしに不平を言った二十歳以上のあな

たの完全な数によれば、あなたの数えられた

すべての人でさえ、この荒野に落ちるであろ

う。 30確かにあなたは、エフネの子カレブとヌ
ンの子ヨシュアを除いて、わたしがあなたを定

住させると誓った地に来てはならない。 31し
かし、あなたが言ったあなたの子供たちは獲

物になります。わたしは彼らを連れて行き、あ

なたが拒絶した土地を彼らは知るでしょう。 32
しかし、あなたは、あなたの死体がこの荒野に

落ちるでしょう。 33あなたの子らは、荒野で四
十年間羊飼いとなり、あなたの死体が荒野に

横たわるまで、あなたの不貞のために苦しむ

であろう。 34あなたがその土地を調べた日数
によれば、四十日、あなたは毎日、一年、四

十年も罪悪感を抱き、わたしの反対を知るで

あろう。 35主であるわたしは、わたしに対して
集まったこの邪悪な会衆すべてに対して、確

かにこれを行うであろうと語った。この荒野で

彼らは滅ぼされ、そこで彼らは死ぬでしょう。」

36 As for the men whom Moses sent to spy
out the land and who returned and made all
the congregation grumble against him by



bringing out a bad report concerning the
land, 37 even those men who brought out
the very bad report of the land died by a
plague before the Lord. 38 But Joshua the
son of Nun and Caleb the son of Jephunneh
remained alive out of those men who went
to spy out the land.

Numbers 13:1-3
1 Then the Lord spoke to Moses saying, 2
“Send out for yourself men so that they may
spy out the land of Canaan, which I am
going to give to the sons of Israel; you shall
send a man from each of their fathers’
tribes, every one a leader among them.” 3
So Moses sent them from the wilderness of
Paran at the command of the Lord, all of
them men who were heads of the sons of
Israel.

Numbers 13:16
16 These are the names of the men whom
Moses sent to spy out the land; but Moses
called Hoshea the son of Nun, Joshua.

Numbers 13:17-20
17 When Moses sent them to spy out the
land of Canaan, he said to them, “Go up
there into the Negev; then go up into the hill
country. 18 See what the land is like, and
whether the people who live in it are strong
or weak, whether they are few or many. 19
How is the land in which they live, is it good
or bad? And how are the cities in which they
live, are they like open camps or with
fortifications? 20 How is the land, is it fat or
lean? Are there trees in it or not? Make an
effort then to get some of the fruit of the
land.” Now the time was the time of the first
ripe grapes.

36モーセがその地をスパイするために遣わ
し、戻って会衆全員をその地に関する悪い報

告をして彼に不平を言った人々については、

37その土地の非常に悪い報告をした人々でさ
え死んだ。主の前での疫病。 38しかし、修道
女の子ヨシュアとエフネの子カレブは、その地

をスパイするために行った人々のうち、生き

残った。

民数記13：1-3
1それから主はモーセに言われた、2「わたし
がイスラエルの子らに与えるカナンの地を彼

らがスパイするために、人を自分のために遣

わしなさい。あなたは彼らの父の部族のそれ

ぞれから人を送り、その中の一人一人が指導

者となるでしょう。」 3そこでモーセは彼らをパ
ランの荒野から主の命令で遣わしたが、彼ら

はみなイスラエルの子らの頭であった。

民数記13章16節
16これらは、モーセがその地をスパイするた
めに遣わした人々の名前である。しかしモー

セはヨシュアの尼僧の子ホセアを呼んだ。

民数記13：17-20
17モーセが彼らをカナンの地をスパイするた
めに遣わしたとき、彼は彼らに言った、「そこ

からネゲブに上って行きなさい。その後、丘陵

地帯に上ります。 18その土地がどのようなも
のであるか、そしてそこに住む人々が強いか

弱いか、彼らが少ないか多いかを見てくださ

い。 19彼らが住んでいる土地はどうですか、
それは良いですか悪いですか。そして、彼ら

が住んでいる都市はどうですか、彼らはオー

プンキャンプのようですか、それとも要塞があ

りますか？ 20土地はどうですか、それは太っ
ていますか、それとも痩せていますか。その中

に木がありますか？それなら、土地の実を手

に入れるために努力してください。」さて、その

時は最初の熟したブドウの時でした。

Numbers 13:23
23 Then they came to the valley of Eshcol
and from there cut down a branch with a
single cluster of grapes; and they carried it
on a pole between two men, with some of
the pomegranates and the figs.



Numbers 13:25-29
25 When they returned from spying out the
land, at the end of forty days, 26 they
proceeded to come to Moses and Aaron
and to all the congregation of the sons of
Israel in the wilderness of Paran, at Kadesh;
and they brought back word to them and to
all the congregation and showed them the
fruit of the land. 27 Thus they told him, and
said, “We went in to the land where you
sent us; and it certainly does flow with milk
and honey, and this is its fruit. 28
Nevertheless, the people who live in the
land are strong, and the cities are fortified
and very large; and moreover, we saw the
descendants of Anak there. 29 Amalek is
living in the land of the Negev and the
Hittites and the Jebusites and the Amorites
are living in the hill country, and the
Canaanites are living by the sea and by the
side of the Jordan.”

Numbers 13:30
30 Then Caleb quieted the people before
Moses and said, “We should by all means
go up and take possession of it, for we will
surely overcome it.”

民数記13章23節
23それから彼らはエシュコルの谷にやって来
て、そこから一房のぶどうで枝を切り落とし

た。そして彼らはそれを2人の男性の間の
ポールに運び、ザクロとイチジクのいくつかを

持っていました。

民数記13：25-29
25彼らが土地のスパイから戻ったとき、40日
の終わりに、26彼らはモーセとアロン、そして
カデシュのパランの荒野にあるイスラエルの

子らのすべての会衆にやって来た。そして彼

らは彼らとすべての会衆に言葉を返し、彼ら

に土地の実を示した。 27そこで彼らは彼に
言った、「わたしたちはあなたがわたしたちを

遣わした土地に行きました。そしてそれは確

かにミルクと蜂蜜と一緒に流れます、そしてこ

れはその果物です。 28それにもかかわらず、
その土地に住む人々は強く、都市は要塞化さ

れており、非常に大きい。さらに、そこでアナク

の子孫を見ました。 29アマレクはネゲブとヒッ
タイトの地に住んでおり、エブス人とアモリ人

は丘陵地帯に住んでおり、カナンびとは海とヨ

ルダンの側に住んでいる。」

民数記13:30
30そこでカレブはモーセの前で人々を静め、
「わたしたちは必ず立ち上がってそれを手に

入れるべきである。わたしたちは必ずそれを

克服するであろう」と言った。

Numbers 13:31-33
31 But the men who had gone up with him
said, “We are not able to go up against the
people, for they are too strong for us.” 32 So
they gave out to the sons of Israel a bad
report of the land which they had spied out,
saying, “The land through which we have



gone, in spying it out, is a land that devours
its inhabitants; and all the people whom we
saw in it are men of great size. 33 There
also we saw the Nephilim (the sons of Anak
are part of the Nephilim); and we became
like grasshoppers in our own sight, and so
we were in their sight.”

Numbers 14:1-4
Then all the congregation lifted up their
voices and cried, and the people wept that
night. 2 All the sons of Israel grumbled
against Moses and Aaron; and the whole
congregation said to them, “Would that we
had died in the land of Egypt! Or would that
we had died in this wilderness! 3 Why is the
Lord bringing us into this land, to fall by the
sword? Our wives and our little ones will
become plunder; would it not be better for
us to return to Egypt?” 4 So they said to one
another, “Let us appoint a leader and return
to Egypt.”

Numbers 14:26-35
26 The Lord spoke to Moses and Aaron,
saying, 27 “How long shall I bear with this
evil congregation who are grumbling against
Me? I have heard the complaints of the
sons of Israel, which they are making
against Me. 28 Say to them, ‘As I live,’ says
the Lord, ‘just as you have spoken in My
hearing, so I will surely do to you; 29 your
corpses will fall in this wilderness, even all
your numbered men, according to your
complete number from twenty years old and
upward, who have grumbled against Me.

民数記13：31-33
31しかし、彼と一緒に上った人々は、「彼らは
私たちにとって強すぎるので、私たちは人々

に立ち向かうことができない」と言った。 32そ
こで彼らはイスラエルの子らに、彼らがスパイ

した土地の悪い報告を与えて言った、「わたし

たちが行った土地は、それをスパイして、その

住民をむさぼり食う土地です。そして、その中

で私たちが見たすべての人々は、大きなサイ

ズの男性です。 33そこにはまた、ネフィリムを
見た（アナクの子らはネフィリムの一部であ

る）。そして、私たちは自分の目にはバッタの

ようになり、彼らの目に見えました。」

民数記14：1-4
それからすべての会衆は彼らの声を上げて泣

きました、そして人々はその夜泣きました。 2
イスラエルのすべての子らは、モーセとアロン

に不平を言った。会衆全体が彼らに言った、

「わたしたちがエジプトの地で死んだとした

ら！それとも、この荒野で私たちが死んだの

だろうか！ 3なぜ主は私たちをこの地に連れ
て来られ、剣に倒れるのですか。私たちの妻

と私たちの子供たちは略奪者になります。私

たちがエジプトに戻るのは良いことではないで

しょうか？」 4そこで彼らは互いに言った、「わ
たしたちは指導者を任命してエジプトに帰ろ

う」。

民数記14：26-35
26主はモーセとアロンに言われた、27「わたし
に不平を言っているこの邪悪な会衆に、わた

しはいつまで耐えようか。イスラエルの子らが

わたしに対してしている不満を聞いたことがあ

ります。 28彼らに言ってやるがいい。「わたし
が生きている間」、主は言われる、「あなたが

わたしの聴聞会で語ったように、わたしはきっ

とあなたがたに行います。 29あなたの死体
は、わたしに不平を言った二十歳以上のあな

たの完全な数によれば、あなたの数えられた

すべての人でさえ、この荒野に落ちるであろ

う。

30 Surely you shall not come into the land in
which I swore to settle you, except Caleb
the son of Jephunneh and Joshua the son
of Nun. 31 Your children, however, whom
you said would become a prey—I will bring
them in, and they will know the land which
you have rejected. 32 But as for you, your
corpses will fall in this wilderness. 33 Your
sons shall be shepherds for forty years in



the wilderness, and they will suffer for your
unfaithfulness, until your corpses lie in the
wilderness. 34 According to the number of
days which you spied out the land, forty
days, for every day you shall bear your guilt
a year, even forty years, and you will know
My opposition. 35 I, the Lord, have spoken,
surely this I will do to all this evil
congregation who are gathered together
against Me. In this wilderness they shall be
destroyed, and there they will die.’”

What does this voice sound like?

1. This voice questions God's power

Numbers 13:31
31 But the men who had gone up with him
said, “We are not able to go up against the
people, for they are too strong for us.”

Numbers 14:9
9 Only do not rebel against the Lord; and do
not fear the people of the land, for they will
be our prey. Their protection has been
removed from them, and the Lord is with us;
do not fear them.”

2. This voice questions God's providence

30確かにあなたは、エフネの子カレブとヌンの
子ヨシュアを除いて、わたしがあなたを定住さ

せると誓った地に来てはならない。 31しかし、
あなたが言ったあなたの子供たちは獲物にな

ります。わたしは彼らを連れて行き、あなたが

拒絶した土地を彼らは知るでしょう。 32しか
し、あなたは、あなたの死体がこの荒野に落

ちるでしょう。 33あなたの子らは、荒野で四十
年間羊飼いとなり、あなたの死体が荒野に横

たわるまで、あなたの不貞のために苦しむで

あろう。 34あなたがその土地を調べた日数に
よれば、四十日、あなたは毎日、一年、四十

年も罪悪感を抱き、わたしの反対を知るであ

ろう。 35主であるわたしは、わたしに対して集
まったこの邪悪な会衆すべてに対して、確か

にこれを行うであろうと語った。この荒野で彼

らは滅ぼされ、そこで彼らは死ぬでしょう。」

この声はどのように聞こえますか？

1.この声は神の力に疑問を投げかけます

民数記13章31節
31しかし、彼と一緒に上った人々は、「彼らは
私たちにとって強すぎるので、私たちは人々

に立ち向かうことができない」と言った。

民数記14章9節
9主に反逆しないでください。土地の民を恐れ
ないでください。彼らはわたしたちの獲物とな

るからです。彼らの保護は彼らから取り除か

れ、主は私たちと共におられます。彼らを恐れ

ないでください。」

2.この声は神の摂理に疑問を投げかけます

Numbers 14:3
3 Why is the Lord bringing us into this land,
to fall by the sword? Our wives and our little
ones will become plunder; would it not be
better for us to return to Egypt?”

3. This voice questions God's plan

Numbers 14:4
4 So they said to one another, “Let us
appoint a leader and return to Egypt.”



Hebrews 3:7-15
7 Therefore, just as the Holy Spirit says,
“Today if you hear His voice,
8 Do not harden your hearts as when they
provoked Me,
As in the day of trial in the wilderness,
9 Where your fathers tried Me by testing
Me,
And saw My works for forty years.
10 “Therefore I was angry with this
generation,
And said, ‘They always go astray in their
heart,
And they did not know My ways’;
11 As I swore in My wrath,
‘They shall not enter My rest.’”
12 Take care, brethren, that there not be in
any one of you an evil, unbelieving heart
that falls away from the living God. 13 But
encourage one another day after day, as
long as it is still called “Today,” so that none
of you will be hardened by the deceitfulness
of sin. 14 For we have become partakers of
Christ, if we hold fast the beginning of our
assurance firm until the end, 15 while it is
said,
“Today if you hear His voice,
Do not harden your hearts, as when they
provoked Me.”

民数記14章3節
3なぜ主は私たちをこの地に連れて来られ、剣
に倒れるのですか。私たちの妻と私たちの子

供たちは略奪者になります。私たちがエジプト

に戻るのは良いことではないでしょうか？」

3.この声は神の計画に疑問を投げかけます

民数記14章4節
4そこで彼らは互いに言った、「わたしたちは
指導者を任命してエジプトに帰ろう」。

ヘブライ3：7-15
7ですから、聖霊が言うように、
「今日、あなたが彼の声を聞いたら、

8彼らがわたしを挑発したときのように、あなた
の心をかたくなにしないでください。

荒野での試練の日と同じように、

9あなたの先祖がわたしを試してわたしを試み
たところ、

そして私の作品を40年間見ました。
10「それで、私はこの世代に腹を立てました。
言った。「彼らはいつも心の中で迷っていま

す。

そして彼らはわたしの道を知らなかった。

11わたしが怒りをもって誓ったとき、
「彼らはわたしの休息に入らない。」

12兄弟たちよ、あなたがたのだれにも、生け
る神から離れる邪悪で信じられない心がない

ように気をつけなさい。 13しかし、それがまだ
「今日」と呼ばれている限り、毎日互いに励ま

し合いなさい。そうすれば、あなた方のだれも

が罪の欺瞞によって固まることはありません。

14わたしたちはキリストの加害者になりまし
た。わたしたちが保証会社の始まりを終わりま

でしっかりと握れば、15言われている間、
「今日、あなたが彼の声を聞いたら、

彼らがわたしを挑発したときのように、あなた

の心をかたくなにしないでください。」


