
聖徒たちと歩む聖書~5~
ノア その1

創世記5～6章

～人の堕落と裁きの警告～

「大洪水前夜」



【今日のアウトライン】

0 . ふりかえり
Ⅰ.セツからノアの歴史
Ⅱ.世界の堕落
Ⅲ. ノアの選び
Ⅳ. まとめと適用



【最初の天地の創造】 創世記1:1～2

■はじめに、神が天地を創造された。

■最初の被造物サタンが堕落し、裁かれ、

最初の天地である宇宙は、混沌と化した。

■暗闇の世界を、聖霊が抱き、

地上を再創造していく。

➡それが、６日間の天地創造。
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【①｢エデン契約｣・最初の契約】

対象：最初の人アダム(人類代表として)
内容：地の祝福。人類の祝福。

人類の地の統治権。

■唯一の禁止命令：

…善悪の知識の木の実は食べるな。
目的：統治権をめぐる人類へのテスト。

一定期間、守れば合格!!
結果：サタンの誘惑に負け、

食べてしまった。



【②アダム契約】

対象：アダム・人類全体

内容：罪の結果の呪い。楽園からの追放。

男は労働、女は出産の苦しみ。

霊的死&肉体的死
救いの啓示：

女の子孫として生まれるメシア

救いの原則：

血は血によってのみ贖われる。



【神と人との契約とは？】
■神の法は、人の責任の範囲を限定し、
人が、神に近づけるよう、導くもの。
⇒だから、神の法の本質は、恵み。

■神は、エデン契約を破った人間と、
すぐに、アダム契約を結ばれ、人の罪を
贖う、メシアの到来を予告された。

■人は、神との契約関係の中で守られ、
導かれつつ、神の聖なる性質を学び、
世界に対する神の計画を学んでいく。



【カインとアベルとセツ】

■カインは、定められた献げ物をせず、

逆恨みをして殺害してしまった。

■放浪を命じられたカインは、定住し、

町を築き、その子孫は罪を重ねた。

■神は、アダムとエバに、セツを与えた。

セツから、メシアの系譜が続いていく。



Ⅰ. セツからノアの歴史 創世記5:1～32



【アダムの歴史】 5:1～2 
これはアダムの歴史の記録である。神は
人を創造されたとき、神に似せて彼を造られ、
男と女とに彼らを創造された。彼らが創造さ
れた日に、神は彼らを祝福して、その名を人
と呼ばれた。

※トルドット …歴史。系図。時代の区切り。
“○○のその後の展開“

■創世記には、11のトルドットがある。
ここから第2のトルドットが記される。
アダムから始まり ⇒ノアまでの系図



【創世記1~11章までのトルドット】

①2：4～4：26 「これは天と地が創造された時の経緯である」

②5：1～6：8 「これはアダムの歴史の記録である」

③6:9～ 「これはノアの歴史である」

④10:1～ 「これはノアの息子、セム、ハム、ヤペテの
歴史である」

⑤11:10～ 「これはセムの歴史である」

⑥11:27～ 「これはテラの歴史である」
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【アダムからの系図】 創5:3～6
アダムは、百三十年生きて、彼に似た、

彼のかたちどおりの子を生んだ。彼はその

子をセツと名づけた。

5:4 アダムはセツを生んで後、八百年生き、
息子、娘たちを生んだ。 5:5 アダムは全部
で九百三十年生きた。こうして彼は死んだ。

※かたちどおり …信仰的な一致のこと。
■この系図は、信仰者の系譜でもある。

重要なのは、女の子孫の約束の継承



【エノクの生涯】 創5:21～24
エノクは六十五年生きて、メトシェラを生んだ。

エノクはメトシェラを生んで後、三百年、神と

ともに歩んだ。そして、息子、娘たちを生んだ。

※エノク …奉献。カインの息子とは別人。
※神と共に歩んだ …神との深い交わり

園を歩き回る神(創3:8)

■カインの七代目、支配者レメクと同時代か？



【エノクの生涯】 創5:21～24
エノクの一生は三百六十五年であった。エノク
は神とともに歩んだ。神が彼を取られたので、
彼はいなくなった。

※エノクは、生きたまま天に挙げられた。
後のエリヤと同じく、携挙される信者の型。

「ヘブル 11:5 信仰によって、エノクは死を見る
ことのないように移されました。神に移されて、
見えなくなりました。移される前に、彼は神に
喜ばれていることが、あかしされていました。」



【十代目ノアの誕生】 創5:28～29
レメクは百八十二年生きて、ひとりの男の子を

生んだ。彼はその子をノアと名づけて言った。

「【主】がこの地をのろわれたゆえに、私たちは

働き、この手で苦労しているが、この私たちに、

この子は慰めを与えてくれるであろう。」

※ノア …慰め。
■レメクは、罪の呪いからの慰めを求めた。

つまり、ノアを「女の子孫(メシア)」と思った!



【ノアの３人の息子】 創5:30～32
レメクはノアを生んで後、五百九十五年生き、

息子、娘たちを生んだ。レメクの一生は七百七

十七年であった。こうして彼は死んだ。ノアが

五百歳になったとき、ノアはセム、ハム、ヤペテ

を生んだ。

※500歳の時には、三人いたということ。
セム(名前)、ハム(熱い)、ヤペテ(美しい)



0 500 1000 1656 2006
アダム 930 大洪水

セツ 912
エノシュ 905
ケナン 910
マアラルエル 895
エレデ 962
エノク 365
メトシェラ 969
レメク 777
ノア 950



Ⅱ. 世界の堕落 創世記6:1～8



【極まる堕落】 創6:1～2
さて、人が地上にふえ始め、彼らに娘たち

が生まれたとき、神の子らは、人の娘たち

が、いかにも美しいのを見て、その中から

好きな者を選んで、自分たちの妻とした。

※神の子ら …ベネイ・ハエロヒム
天使。ここでは堕天使。

■聖書に登場する天使は、男性の姿で

現れ、肉体(天的体)を持っている。



【決定された裁き】 創6:3
そこで、【主】は、「わたしの霊は、永久には人

のうちにとどまらないであろう。それは人が肉

にすぎないからだ。それで人の齢は、百二十年

にしよう」と仰せられた。

※１２０年後の裁きを決定したということ。

■この１２０年は、悔い改めの猶予期間。

この間に、ノアは箱舟を建設し、人々に、

神の警告を告げ、悔い改めを迫った。



【ネフィリム】 創6:4
神の子らが、人の娘たちのところに入り、彼

らに子どもができたころ、またその後にも、

ネフィリムが地上にいた。これらは、昔の勇

士であり、名のある者たちであった。

※ネフィリム …堕天使と人の混血。超人。
洪水によって絶滅した。

民数記13章は、虚偽・誇張
※勇士、名のある者たち

…力をふるう者。神に対する反逆者。



【心を痛める神】 創6:5～6
【主】は、地上に人の悪が増大し、その心に
計ることがみな、いつも悪いことだけに傾くの
をご覧になった。それで【主】は、地上に人を
造ったことを悔やみ、心を痛められた。

※悔やみ …義人法的表現。
人間からは、そう見えるということ。

■全知全能の神は、後悔したり、心変わり
されることはない!!

■神の人への憐れみを示す言葉



【大洪水の裁きの決定】 創6:7～8
そして【主】は仰せられた。「わたしが創造し
た人を地の面から消し去ろう。人をはじめ、家
畜やはうもの、空の鳥に至るまで。わたしは、
これらを造ったことを残念に思うからだ。」
しかし、ノアは、【主】の心にかなっていた。

■悪霊と人との交わりにより、種そのもの、
世界全体が破壊されようとしていた。

■神の決断は、裁きと共に、世界を回復に
導くもの。

■神は、恵みにより、ノアに目をとめられた。



Ⅲ. ノアの選び 創世記6:9～22



【ノア】 創6:9～10
これはノアの歴史である。ノアは、正し

い人であって、その時代にあっても、全き

人であった。ノアは神とともに歩んだ。

ノアは三人の息子、セム、ハム、ヤペテ

を生んだ。

※第3のトルドット
…ノアから始まる新しい歴史。裁きと回復
※全き人、神と共に歩んだ

…エノク同様、神に忠実な信仰者。



【堕落した地】 創6:11～12
地は、神の前に堕落し、地は、暴虐で満ち

ていた。神が地をご覧になると、実に、そ

れは、堕落していた。すべての肉なるもの

が、地上でその道を乱していたからである。

※神の前に堕落し

…堕落の本質は、人が神から離れて
しまったこと。

…神が定められた道を外れること。



【箱舟建造の命令】 創6:13～14
そこで、神はノアに仰せられた。「すべての
肉なるものの終わりが、わたしの前に来てい
る。地は、彼らのゆえに、暴虐で満ちている
からだ。それで今わたしは、彼らを地とともに
滅ぼそうとしている。あなたは自分のために、
ゴフェルの木の箱舟を造りなさい。箱舟に部
屋を作り、内と外とを木のやにで塗りなさい。

※どういう木かは、不明。
※木のやに …カファー。覆い、贖い。

瀝青(アスファルト)？



【箱舟の構造】 創6:15～16
それを次のようにして造りなさい。箱舟の長

さは三百キュビト。その幅は五十キュビト。

その高さは三十キュビト。箱舟に天窓を作り、

上部から一キュビト以内にそれを仕上げな

さい。また、箱舟の戸口をその側面に設け、

一階と二階と三階にそれを作りなさい。

■箱舟 …デイバー。
モーセを入れた籠と同じ言葉。

船というより、巨大な浮き。





【大洪水と契約の予告】 創6:17～18 
わたしは今、いのちの息あるすべての肉な
るものを、天の下から滅ぼすために、地上の
大水、大洪水を起こそうとしている。地上のす
べてのものは死に絶えなければならない。
しかし、わたしは、あなたと契約を結ぼう。
あなたは、あなたの息子たち、あなたの妻、
それにあなたの息子たちの妻といっしょに
箱舟に入りなさい。

※大洪水 …ハ・マブール。全世界的洪水。
※ノア契約(9章)の予告



【箱舟に乗るべきもの】 創6:21
またすべての生き物、すべての肉なるものの中から、
それぞれ二匹ずつ箱舟に連れて入り、あなたといっ
しょに生き残るようにしなさい。それらは、雄と雌でな
ければならない。
また、各種類の鳥、各種類の動物、各種類の地をは
うものすべてのうち、それぞれ二匹ずつが、生き残る
ために、あなたのところに来なければならない。あな
たは、食べられるあらゆる食糧を取って、自分のとこ
ろに集め、あなたとそれらの動物の食物としなさい。」

※すべての種 …原種なら、1～2万種くらいか？
十分に積載可能。

※動物たちを集めるのは、神ご自身。



創 6:22 ノアは、すべて神が命じられたとおりにし、
そのように行った。



Ⅳ. まとめと適用

恵みによって選ばれた私たち



【ノアの選びの理由】 創6：8
「しかし、ノアは、【主】の心にかなっていた。」(新改訳3版)
｢しかし、ノアは主の前に恵みを得た。｣(口語訳)

■神の目に、真にかなう人は、一人もいない。

神の選びは、神の一方的な恵み。

■ノアも、すべての聖徒たちも、神に選ばれた人とは、

ただ、神の恵みを与えられて、

神の恵みを、与えられたままに、受け取った人々。



【選ばれた者の責務】 創6：22
「ノアは、すべて主が命じられた通りにし、そのように行った。」

■主を信じて、神の恵みを受け取った者。それが選ばれた者。

選ばれた者の責務は、主に命じられた通りに行うこと。

■主に選ばれた者は、主に従い続けていくことを求められる。

■それはつまり、神から一方的に与えられた恵みを、

受け取り続けていくということ。



■神の恵みを受け取り 受け取り続けていこう

■命の御言葉なる聖書の学びを継続していこう

■兄弟姉妹との信頼関係を深めよう

■主に示されたなら、すぐに従い、具体的な行動に移そう。

■救いの確信を強め、
約束された恵みを、さらに味わい知っていこう。



「天のお父さま。

わたしは、御子(みこ)イエス・キリストが、
①わたしの罪(つみ)を贖(あがな)うために十字架で死に、
②墓(はか)に葬(ほうむ)られ、
③三日目に復活(ふっかつ)したこと、を信(しん)じます。
主が与(あた)えてくださった恵(めぐ)みを、
ノアのように、受(う)け取(と)り、受(う)け取(と)り
続(つづ)けていくことができますように。
主(しゅ)イエス・キリストの御名(みな)によって祈ります。

アーメン｣


