
創世記６～９章

「ノアと大洪水と
虹の契約」

② ざっくり聖書入門



聖書の最大のテーマは？

その中心に、キリストの十字架と復活がある!!

神の栄光の回復

世界の回復
人類の救い

個人の救い

【神の栄光の回復】



【聖書は、キリストをめぐるミステリー!!】

キリストとは、メシア、救い主。

神が約束されたキリストは、
どのように現れるのか？

【推理 ⇒ 旧約聖書)】
時代を追って、少しずつ明らかに
されたことを記したのが、旧約聖書。

【謎解き ⇒ 新約聖書】
キリストがいよいよ登場するのが、新約聖書。

※聖書を学ぶことは、イエス・キリストについて学ぶこと。



？？やたら詳しいけど、断片的 ざっくりだけど、全体的!!

下手で結構!! まずは、
聖書の全体像を描けるように!!



【今日のアウトライン】

0 .  ふりかえり
Ⅰ. ノアと箱舟と大洪水
Ⅱ. 大洪水は本当にあったのか？
Ⅲ. ノア契約と虹のしるし
Ⅳ. 箱舟とキリスト

大洪水と大患難



人類の創造と、最初の契約
(エデン契約)

神は、造られた世界の管理を人類にゆだねた。
たった一つの条件は、

｢善悪を知る木の実からはとって食べない｣こと。
これは、人類の資格を試すテスト。

一定期間、守り通せれば合格だったが…。



罪と呪い

サタンがヘビを通して、女を誘惑し、
女も男も、禁じられた実を食べてしまった。

最初の契約は破棄され、人類は、世界の管理権も失った。
神との親密な関係は断たれ、人は、霊的に死んだ。

人は、苦しみの内に生き、肉体も死をまぬがれない。



【最初の契約 ①｢エデン契約｣】

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のテスト。

結果：木の実を食べてしまう。

エデン契約は破棄され、

祝福と、地の統治権も失った。



【神の救いの約束・アダム契約】

■罪を犯した人間に、

神は、メシア(救い主)を送ることを
約束された。

■メシアは、女の子孫から誕生し、

犠牲を払って、悪魔を打ち倒し、

人間を罪の苦しみから解放する。



【最初の救いの約束 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：

メシアは、女の子孫から生まれる。

救いの原則：

罪の贖いには、犠牲が必要。

(しかし、動物の犠牲は、一時的なもの)



【最初の殺人】 創4章
■アダムとエバの最初の息子、

カインは、弟アベルをねたみ、

殺してしまった。

■神への捧げ物の約束を破った

のは、カインだったにも関わらず。

■“血は血によってしか贖われない“

知りつつ、原則を破ったカイン。



【文明の発達と深まる罪】 創4章
■殺人者として追放されたカインの

子孫は、さらに罪を重ねた。

■都市が築かれ、文明が生まれた。

■一方、ささいなことにすら復讐し、

命までも奪うような、残虐な者が、

力を誇り、世界を支配していった。



【神を信じる人々の系譜】 創4～5章
■神は、アダムとエバに、

カインとアベルに代わって、

新しい子セツを与えられた。

■人類の罪が深まる中でも、

セツから、その子孫へと、

神を信じる人々の

系譜が続き、守られていった。
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Ⅰ. ノアと箱舟と大洪水



0 500 1000 1656
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



【大洪水前の人間は、どうしてこんなに長生き？】

①どうして、人は死ぬのか、いまだによく分からない!!
・人の細胞は数年で完全に入れ替わる。

・分子レベルでは、常に入れ替わっている。

■物質的には、更新しているのに、老いるのはなぜ？

…寿命を定めるDNA情報がある？ …放射線の影響？
⇒寿命の原因は、実は、いまだによく分かっていない!!

②環境の違い？!
・大洪水の前後で、地球環境が激変した。

・化石として発見された動植物の多くは、巨大。

30cmのゴキブリ。1ｍのトンボ。翼長7ｍの鳥など…。



【ノアのプロフィール】

★アダムから10代目。父レメク182歳の時に誕生。
・480歳の時、神から召命を受ける。
・600歳の時、大洪水が起きる。

★家族 …妻と３人の息子(セム・ハム・ヤフェテ)と嫁。
ノアの８人家族のみが大洪水を生き延びる。

★神の目に正しい人。…神を信頼する信仰者。
人類の代表としてノア契約を神と結ぶ。

現在の人類すべての先祖。

★享年950歳。



【決定的な人類の罪】 創世記6章
■サタンは、メシアの誕生を阻むため、

人間という｢種｣そのものの破壊を企てた。

■神の子ら(堕天使・悪霊)*が、堕落した人間の
女と交わり、子(ネフィリム)を産ませた。

6:2 神の子ら*は、人の娘たちが美しいのを
見て、それぞれ自分が選んだ者を妻とした。

6:3 そこで、【主】は言われた。
「わたしの霊は、人のうちに永久にとどまる

ことはない。人は肉にすぎないからだ。

だから、人の齢は百二十年にしよう。*」



【定められた神の裁き】 創世記6章
■人間は、悪を重ね、自らを破滅させる

ほどの罪に陥った。

6:5 【主】は、地上に人の悪が増大し、
その心に図ることがみな、いつも悪に

傾くのをご覧になった。

6:6 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。*

＊人間の目には、そう見えたということ。

神が心変わりをされたわけではない。



【正しい人ノアの選び】 創世記6章
■神に忠実なノアに、神は、告げられた。

①120年後に大洪水の裁きを下すこと、
②巨大な箱舟を造って救われること、

6:7 そして【主】は言われた。「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、家畜や這うもの、空の鳥に至るまで。

わたしは、これらを造ったことを悔やむ。」

6:8 しかし、ノアは【主】の心にかなっていた。*

＊神に従う、忠実な信仰者だったということ。



【箱舟の建設と民への警告】 創世記6章
■120年の間、ノアは、箱舟を造る一方、
人々に神の警告を告げた。

■しかし、家族以外に、本気にする者は

誰もいなかった。

■この時代、洪水はおろか、雨すら降った

ことはなかった。(創2:5～6)

「また、昔の世界を赦さず、義を宣べ伝えた

ノアたち八人の者を保護し、不敬虔な世界に

洪水を起こされました。Ⅱペテロ2:5 」



【神の裁きの原則】
唯一の神は、

♠一切の不正の許さない、義の神
♥罪人を憐れみ、救う、愛の神

♠神は、悪を見過ごさず、裁かれる。
♥十分過ぎる悔い改めの機会を与える。

♠大洪水の裁き と同時に
♥ 120年の猶予期間 が与えられた。



【箱舟に乗り込む】 創世記7章

…そして、120年後。
■雄雌一つがいずつの動物たちが

集まってきて、箱舟に乗りこんだ。

■最期にノアと家族8人が乗り込んだ時、
神ご自身が、外から扉を閉めた。

主が扉を閉めた瞬間が、
救いと滅びの分水嶺



【天からの雨と地からの水】 創世記7章
創造論的解釈によれば…。

■上空を覆っていた多量の水蒸気が、

雨となって降り注ぎ、(｢上の水」創1:7)

■地下にあった膨大な水が、地を破って

噴き出した。(｢下の水｣創1:7)



すべての人間と地の生き物は、

たちまち激しい濁流に呑み込まれた。

誰一人、助かった者はいなかった。



水は、全地を覆い尽くした。

海底では、大規模な火砕流が、魚をも一瞬で飲み込んだ。

箱舟は、激しい波にを揺さぶれながらも、浮かび続けた。

｢神は、ノアを覚えておられた｣ 創8:1



300日が過ぎた頃、ようやく水が引き始めた。



【希望のしるし】

ノアが鳩を放つと、

しばらく後、

オリーブの葉をくわえて

戻ってきた。



【大地を踏みしめる】

箱舟の扉が開かれ、ノアと家族の八人と、

動物たちは、1年ぶりに大地に降り立った。



【激変した世界で】

…地上の様子は、全く変わってしまっていた。
■神は、厳しい世界で人が生きていくために、

動物を殺し、肉を食べることをゆるされた。

■動物たちは、人を恐れるようになった。

■ただし、血を含んだまま(生きたまま)、
食べることは厳しく禁じられた。

■故意に殺人を犯した者は、死刑に定める

ようにも明じられた。

神は、命の大切さを、ノアと家族に教えられた!!



【ノア契約と虹のしるし】

神は、二度と大洪水によって全地を

滅ぼすことはない、と約束された。

そして、約束のしるしとして、空に虹を

かけられた。

神に、｢地に満ちよ｣と命じられ、再び

人は増え広がっていった。



【創世記6:11～8:22】 計算された美しい文学形式 「対称的対句法」

A  6:11~13 神は人類を滅ぼすことを決意する。
B  6:14~22 ノアは箱舟を造る。
C  7:1~9 神は箱舟に入るように命じる。

D  7:10~16 洪水が始まる。
E  7:17~24 洪水が150日続く。山々が水で覆われる。
F  8:1 神はノアを覚えておられた。

E  8:1~5 洪水が150日後に引いていく。山々が現れる。
D 8:6~14 地は乾き始める。

C  8:15~19 神は箱舟から出るように命じる。
B  8:20 ノアは祭壇を築く。

A  8:21~22 神は人を滅ぼさないことに決める。



Ⅱ. 大洪水は
本当にあったのか？



【世界中に残る洪水伝説】

■古代メソポタミア、ギルガメシュ叙事詩

…正方形の船で、大洪水を逃れた。
■ネイティブ・アメリカンの伝説

…大きなカヌーに乗って大洪水を逃れた。
■ラパヌイ(イースター)島の伝説

…双胴船に乗って大洪水を逃れた。

※共通しているのは、世界的な大洪水から、

大きな船を造って逃れた、ということ。

オリジナルは、聖書に記された大洪水



【創世記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。

【箱舟の構造】

長さ135m幅22,5m 高さ13,5m
排水t ４万３千t 貨車550両分
羊なら13万頭収納可能。
実際の頭数：３万５千～７万頭

タンカーと同じ比率(黄金律)



【化石の不思議】

海の底に魚の死体は沈んでる？



【化石の不思議】

■化石は、長い時間がかかってできる？

■化石は、化学反応によってできる。

条件さえそろえば、時間は関係ない。



【突然の大激変の痕跡】



【化石の不思議】

■どうしたら、こんな化石ができるのか？

→突然、大きな出来事が起こった。



【地層の不思議】

■海中に土砂が流れ込んで、地層ができる？

↑ぜんぜん地層になっていない!!



【セントへレンズ山の大噴火で分かったこと】
■大噴火による大規模な「混濁流」によって、
わずかな期間で、十数メートルの水平な地層ができた!!



【地層の不思議】
■世界中、至る所に

1000ｍ以上の厚さの
水平な地層がある。

■この規模の地層の形成には
とてつもない規模の

混濁流が必要!!

■世界的な大激変が
起こったということ!! 

聖書は、世界規模の
大洪水を記している!!



【地層の不思議】

褶曲した地層は、

できてまもなく、

やわらかいうちに

巨大な力で

ねじ曲げられた

ことを現している。



【約一年間にわたる、大洪水の全容】 …創造論に基づく聖書解釈

上空を覆っていた多量の水蒸気が、雨となって降り注ぎ、
地下にあった膨大な水が、地を破って噴き出した。
地球の地形を平らにならせば、水深2800ｍの海が全地を覆い尽くす。

水は、全地を覆い尽くし、海上は、激しい波と嵐であっただろう。
海底では、火砕流や濁流が激しく流れ、魚をも一瞬で飲み込んだ。
化石は、その痕跡である。

濁流が地表を跡固くもなく消し去り、
古い大地は、1000m以上もの泥の底に沈んだ。

大陸のプレートは、激動し、裂かれ、陥没によって海溝ができ、
隆起によって山脈が形成され、一気に引いた水が、渓谷を形作った。



私たちは、大洪水の爪痕の上で、生かされている。



Ⅲ. ノア契約と虹のしるし
創世記9章



【創世記9:1～7】 ノア契約 神の五つの命令

①地に満ちよ。 …創世記１章の再命令。アダム契約から継続
②動物たちは人を恐れる。 …動物たちへの支配権
堕罪以降、地の支配権は失われたまま →地はサタンの支配下!!

③肉食がゆるされた。

…激変した過酷な世界での生存のため。それまでは菜食のみ可。
④しかし、血のあるまま(生きたまま)食べてはならない。
｢血の中に命がある｣ ⇒命の大切さを教えるため。

※エホバの証人の主張の矛盾

⑤死刑制度が立てられた。

…死刑制度の前提は、人間の統治する組織(国、統治組織)。
ノア以降、アブラハムまでは、人間の統治に世界がゆだねられた。



【創世記9:8～10】 契約の対象
神はノアと、彼といっしょにいる息子たちに告げて仰せられた。

「さあ、わたしはわたしの契約を立てよう。あなたがたと、そして

あなたがたの後の子孫と。

また、あなたがたといっしょにいるすべての生き物と。鳥、家畜、

それにあなたがたといっしょにいるすべての野の獣、箱舟から出て

来たすべてのもの、地のすべての生き物と。」

【契約の対象】

①ノア …人類の代表。かつてのアダムのように。
②ノアの息子たち、ノアの子孫 …すべての人類、私たちも。
③すべての生き物



【創世記9:8～13】

「:11 わたしはあなたがたと契約を立てる。すべて肉なるものは、
もはや大洪水の水では断ち切られない。

もはや大洪水が地を滅ぼすようなことはない。」

★ノア契約の、神のもう一つの約束

…大洪水による裁きは、二度とない。

■しかし、世の終わりには、大患難の裁きがやってくる。



【創世記9:12～13】
:12 さらに神は仰せられた。「わたしとあなたがた、およびあなたがたと
いっしょにいるすべての生き物との間に、わたしが代々永遠にわたって

結ぶ契約のしるしは、これである。

:13 わたしは雲の中に、わたしの虹を立てる。それはわたしと地との間
の契約のしるしとなる。」

… 永遠■ノア契約の期間は？

■ノア契約のしるしは？

… レインボウ(雨の弓) ケシェット(戦いの弓)■虹

… 虹

神は、弓を置いて、和解のしるしとされた。



【ノア契約 まとめ】

★対象…
★期間…
★内容…

★しるし…

ノア、ノアの家族、人類すべて

永遠(今も有効)
①地に満ちよ。

②動物たちへの支配権

③肉食の許可

④血を食べることの禁止

命の大切さを教える。

⑤死刑制度が立てられる。

⑥大洪水は二度と起こさない。

虹



Ⅳ. 「箱舟とキリスト
大洪水と大患難」

聖書的終末論



【箱舟は、キリストのひな形】 Ⅰペテロ3:20～21
3:20 昔、ノアの時代に、箱舟が造られていた間、神が
忍耐して待っておられたときに、従わなかった霊たち

のことです。わずか八人の人々が、この箱舟の中で、

水を通って救われたのです。

3:21 そのことは、今あなたがたを救う洗礼(バプテスマ)を
あらかじめ示した型なのです。バプテスマは肉体の汚れを

取り除くものではなく、正しい良心の神への誓いであり、

イエス・キリストの復活によるものです。

■ノアは、神の命令に従い、箱舟に乗って救われた。

■洗礼(バプテスマ)の儀式は、イエスを信じて古い自分が死に、
神の怒りを逃れ、救われ、生まれ変わったことを現す。



【イエスによる世の終わりの予告】 マタイ福音書24:35～42
:35 この天地は滅び去ります。しかし、わたしのことばは決して滅びることが
ありません。

:36 ただし、その日、その時がいつであるかは、だれも知りません。
天の御使いたちも子も知りません。ただ父だけが知っておられます。

:37 人の子が来るのは、ちょうど、ノアの日のようだからです。
:38 洪水前の日々は、ノアが箱舟に入るその日まで、人々は、飲んだり、
食べたり、めとったり、とついだりしていました。

:39 そして、洪水が来てすべての物をさらってしまうまで、彼らはわからなかった
のです。人の子が来るのも、そのとおりです。

:40 そのとき、畑にふたりいると、ひとりは取られ、ひとりは残されます。
:41 ふたりの女が臼をひいていると、ひとりは取られ、ひとりは残されます。
4:42 だから、目をさましていなさい。あなたがたは、自分の主がいつ来られるか、
知らないからです。
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【大患難(最後の7年間)】 【教会時代】

【教会の携挙】
真の信者が
天に挙げられる

【パラダイス】

【聖霊降臨】

【キリストの
再臨】

【千年王国】
エデンの園の回復



【携挙(けいきょ)】 マタイ福音書24:37～39
「人の子が来るのは、ちょうど、ノアの日のようだ

からです。洪水前の日々は、ノアが箱舟に入るその

日まで、人々は、飲んだり、食べたり、めとったり、

とついだりしていました。

:39 そして、洪水が来てすべての物をさらってしまう
まで、彼らはわからなかったのです。人の子が来る

のも、そのとおりです。」

★Ⅰコリ 15:52
「終わりのラッパとともに、たちまち、一瞬のうちにです。

ラッパが鳴ると、死者は朽ちないものによみがえり、

私たちは変えられるのです。」



【神の裁きと 聖書が記す 救いの道】

ノアの時代 世の終わり

裁きの時 警告から120年後 分からない

裁きの方法 大洪水(1年間) 大艱難(7年間)

救いの方法 箱舟 キリストの福音を信じること



【聖書が、今の時代に求めていること】
ノアが、箱舟に乗って救われたように、
イエスを救い主と信じて救われること。

【聖書が教える信じるべき内容・福音は？】
■主イエス・キリストが、
①わたしの罪のために十字架にかけられ、
②死んで葬られ、
③三日目に復活し、今も生きていること。

■この福音を信じ、まさにそのような方として
イエスを人生に受け入れた瞬間、その人は
救われる。

主イエス・キリストこそ、私たちの救いの箱船


