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神は我らと共に 
パート１：大きな祝福 

創世記―申命記 

 

 

第一メッセージ －アダムとエバ：創造と堕落 

創世記 1－5 章 

モーセ五書の概要 

 聖書の最初の部分である「モーセ五書」は、天地創造からモーセの死に至

るまでの歴史的な旅に、案内してくれる。五書が書かれている頃、イスラエ

ルの民は、モーセのリーダーシップの元に、エジプトを出発し、カナンの地

へと移っていた。モーセ五書は、神との関係を中心に、宇宙、地球、人類の

起源を教えるために書かれた。すなわち、モーセ五書は、イスラエルの民

に、神の主権と目的の内にある、イスラエルの民族の起源を示すためにデザ

インされた。それは創世記の殆どがイスラエルの父、アブラハムとその系統

の歴史を扱っていいることの理由を説明する。また、創世記の終わりに、ア

ブラハムの子孫がカナンの地からエジプトに移るに至った経緯も理解出来

る。 

 出エジプト記は、350 年程後に開幕する。イスラエルの民はエジプトで強

制労働者となってしまった。民を救出するために立ち上がったモーセの物語

が詳しく書かれてある。以降のモーセ五書（出エジプト、レビ記、民数記、 

申命記）には、イスラエル民族が、エジプトの保護下であるる生活から解放

され、何世紀も前に神がアブラハムに約束された、カナンの地に帰る経緯が

詳述されている。 

 カナンへの途中、神は、シナイ山において、イスラエルの民を「祭司王

国」すなわち、全世界に明確に神を表す聖なる国民とされることを目的に、

彼らと特別な契約関係を結ばれた。当時モーセ五書を理解する鍵となった、

神のアブラハムとの約束は、創世記 12 章の始めに記されている。 

     

時に主はアブラムに言われた、「あなたは国を出て、親族に別れ、父の家

を離れ、わたしが示す地に行きなさい。わたしはあなたを大いなる国民と

し、あなたを祝福し、あなたの名を大きくしよう。あなたは祝福の基とな

るであろう。 あなたを祝福する者をわたしは祝福し、あなたをのろう者を

わたしはのろう。地のすべてのやからは、あなたによって祝福される」。

（創世記 12章 1－3節） 

この約束は、「アブラハムの契約」と呼ばれ、4つの事項を伴う。 

１）アブラハムの子孫は偉大なる国民となる。 

２）彼らは、偉大な地に住む。 

３）彼らは、偉大な名前をもつ。 

４）彼らは、世の家族の偉大な祝福となる。（参考：マタイ 1：1，16、ロ

ーマ人 4：16 において、最終的にアブラハムがキリストを世に送り出すた

めの系統を提供し、また、神の約束にあって信仰の手本となることによって

全世の祝福となった。） 
 

 従って、モーセ五書の中核となるメッセージは、次の通りである：人類

は、神から背を向けて離れた。しかし、神は、人類に背を向けて離れられる

ことはなさらなかった。むしろ、それでも共にいてくださるために呼び戻さ

れる選択をされた。モーセ五書は、神が偉大な祝福（神ご自身のご臨在）を

世にもたらして下さる物語の始まりである。神は、ご自分のご臨在を宿し住

まれるために、一つの国民をお選びになられた。イスラエルの国民独特の生

活のあり方と、そのヤハウエ（神）への賛美を通して、万民が、真の、唯一

の神を見るきっかけとなり、知るようになるために。 言い換えると、イス

ラエル国民を通して、神ご自身を世界に知らせることが神のご計画であっ

た。 

 

 

モーセ五書の概要 

 

創世記  出エジプト  レビ記  民数記   申命記 
 起源      誕生       律法     集計     繰り返し 

 人類     イスラエル     賛美    住民（２ｘ）  前の律法 

 国民      契約       任務     惨事       入る 

イスラエル  ヤハウエと共に    祭司     裁き      カナン 

「初まり」   「出口」     「レビ人」 「番号付け」  「第二の律法」 

 



アダムとエバ：創造と人類の堕落 

創世記 1－5 章 

天地創造の経緯：創世記 1：1－2：3 

 創世記一章の天地創造の経緯を読む時、モーゼが宛てた読者とその書物の

目的を覚えて読むことが望ましい。モーセは、出エジプトの世代対象に、彼

らの知る特殊な神と、彼らの起源に関わる神の万民に対するご計画を記して

いる。300 年以上もの間、エジプトの奴隷となっていた中で、多神教の世界

観に慣れていってしまった。多くのエジプトの神々が、世界の様々な側面を

表現した：Ra- 太陽の神；Nut-空の神；Seth-カオス（曖昧さ、回避）の

神；Shu-空気の神；Geb-地の神；Min-不妊治療の神；等。対照的に、イスラ

エルの民は、多神教の世界観からほど遠く、厳格な一神教観の国民と呼ばれ

ていた。モーセを用いてイスラエルの民のエジプトからの脱出を成功させた

神、ヤハウェ（『わたしはある』）、こそが、真の神である。ヤハウエが、

これらの地元の神々の現実に対して直接挑まれることが、出エジプト記の災

いの物語において明らかにされていく。創世記一章の天地創造の経緯は、 

異なる方法で、同一の主張（イスラエルの神である、ヤハウエ、こそが唯一

であり、真実の神であり、全宇宙の創造主であり、人類を養なってくださる

お方である）の正しさを立証している。 

 最も重要なことは、天地創造の経緯は、人類こそが神の創造的活動におい

ての最高傑作あることを強調しているということである。六日目の最後に男

と女が創造された時の格調、口調や内容の変化に注目しましょう。 

 

第一日、神は仰せられた。「光があれ。…」 

第二日、神は仰せられた。「大空が水の真っただ中にあれ。…」 

第三日、神は仰せられた。「天の下の水が一所に集まれ。…」 

第四日、神は仰せられた。「天のおおぞらに光があって…」 

第五日、神は仰せられた。「水は生き物の群れで満ち、…」 

第六日、神は仰せられた。「地は生き物を種類にしたがって生ぜよ。…」 

 

 科学者は、一般的に、宇宙、特に地球は、人間の生命を維持するために 

微細に調整されていることに注目している（人間原理）。創世記は、この 

微細な調整が決して偶然でないことを断言している。神が、私たちのために

世をお造りになられ、私たちは神ご自身のために創造された。私たちは、慎

重な神のデザインによってここに存在する。 

 神はまた言われた、「われわれのかたちに、われわれにかたどって人を

造り、これに海の魚と、空の鳥と、家畜と、地のすべての獣と、地のすべ

ての這うものとを治めさせよう」。神は自分のかたちに人を創造された。

すなわち、神のかたちに創造し、男と女とに創造された。神は彼らを祝福

して言われた、「生めよ、ふえよ、地に満ちよ、地を従わせよ。また海の

魚と、空の鳥と、地に動くすべての生き物とを治めよ」。神はまた言われ

た、「わたしは全地のおもてにある種をもつすべての草と、種のある実を

結ぶすべての木とをあなたがたに与える。これはあなたがたの食物となる

であろう。また地のすべての獣、空のすべての鳥、地を這うすべてのも

の、すなわち命あるものには、食物としてすべての青草を与える」。その

ようになった。神が造ったすべての物を見られたところ、それは、はなは

だ良かった。夕となり、また朝となった。第六日である。 

（創世記 1：26－31） 

 

 主なメッセージ：比類なく神のかたちに造られた人間は、神の命令で地球

を支配するために創造された。尊厳、栄光、人類の責任は、創世記一章の詩

的な構造によって強調されている。（参照：詩篇 8 章は、比類ない人間の

栄光と尊厳を主題に捧げた礼拝の歌） 

 

 人だけが神の似姿に造られている。例えば：私たちは、知的に考え、理性

を持ち、探検し、意思決定を下す。道徳的に、神の愛、善良、義、公正、思

いやり等を体現することが出来る。社会的に、我々は、三位一体の様な関係

の中に生きるために造られた。最終的に、すべての人間の自尊心と自己価値

は、私たちが神のイメージを受け継ぐ者である事実に根差している。 

 

 天地創造の経緯は、神の仕事/繁栄のリズムを表し、7日目の休息による

完成（2：1－3）は、人類のための安息日の基礎を提供している。モーセが

イスラエルの民に十戒を与えた際、最も長がい戒めは安息日についてであっ

た。（出エジプト 20：8－11）この戒めは、イスラエルの民のものだけでは

なかった、むしろそれは、創世記の天地創造の経緯に根ざすものであり、常

に全ての人類に適用されてきた。 

 

毎週の安息日は、神から、私たち一人一人が充電するために与えられた贈り

物である。この日は休息し、修復し、関わって、再作成するための日であ

る。安息日の休息は、私たちが神から与えられた仕事と休息のリズムに従っ

て生きるための助けとなる。あなたは、毎週 24時間休息に専念するための

時間を設けていますか？  



エデンの園に置かれたアダム：2章 4－25節 

 創世記二章では、6日目に創造されたアダムとエバに焦点を当てている。

創世記 2：4－25は、天地創造の経緯の拡大図であり、神がどのように男と

女をお造りになられたかに焦点を当てている。ここに、いくつか際立ったメ

ッセージが秘められている： 

特別な家：アダムは、土のちりで形造られ、神が、命の息をその鼻に吹き

込まれた。そこで人は生きた者となった。主なる神は、エデンに一つの園を

設けて、その造った人をそこに置かれた。（2：1－14） 

特別な仕事：主なる神は、人を連れて行ってエデンの園に置き、これを耕

させ、これを守らせられた。（2：15）アダムは神の総督（アシスタントの

王）であり、神の命令で地球を支配していた。 

特別な木：アダムは、善悪を知る木を除いては、園のどの木からでも心の

ままに取って食べ てよかった。（2：17）神の命令に背く時、アダムは死を

経験する。 

 

 真の愛には、選択する能力が必要である。園の中の禁じられていた木は、

神への愛を確かめるための木であった。その木の存在は、人類に、神以外に

対するものとの不貞に走ることなく、神に敬愛を表す機会を日々与えてくれ

ていた。いつでもあなたが罪を拒む時、あなたは神に従っているのです。こ

のように、あなたは神に他の何よりも、誰よりも神を愛しているということ

を神に示しているのです。（参考：ヨハネ 14：23，24） 

 

特別な必要：神は、アダムにすべての動物に名を付けさせたが、その時、

アダムは、いずれの動物も人には相応しい助け手ではなかったことに気付い

た。（2：20） 

特別なコンパニオン：エバは、アダムのあばら骨から造られ、神からの贈

り物として連れてこられた。（2：22）アダムは、喜んで女の神聖な条項を

受け取った。アダムは、女が彼にぴったりの、連れであり、「助け人」

（Ezer -神を助け人/救い主と表現する時に使う言葉）であることを認め

た。神が、土地のちりで、土のために、また、土に置かれて働く（仕事に焦

点を当てているために）、男を形造られた。その傍ら、女は、男の助けとな

るために、男のために、男から造られ、男にもたらされた（関係に焦点をあ

てている）。 

 

 男たちは、生活の中て、女たちの神聖でユニークな能力によって、健全な

関係のために細かく配慮してくれる事実を感謝している。女性たちは、夫婦

関係においての救い主である。より深く、より健全な関係を形成していくこ

とが出来るように、大いに、彼女たちに、助けをかりなさい。関係形成のた

めの女からの招きから回避するために仕事の世界に没頭したくなるような誘

惑を拒みなさい。 

 

霊的教育機関：一人の男と女が継続的な一体感を保つための明確な模範が

与えられている：人はその父と母を離れて、妻と結ばれ、一体となるのであ

る。（2：24）カップルが結婚によって結ばれるために共に並ぶとき、女

は、男の連れとなるために形成された神のご計画通り、男の側に戻るという

サイクルが完了する。 

特別な無邪気さ：その場面は、次の一節で終了する。「人とその妻とは、

二人とも裸であったが、恥ずかしいとは思わなかった。」（2：25）彼らは

互いに裸で、お互いに対して完全に心を開く親密さが備わっていた。隠すも

のは何もなく、恥ずかしいと思うものは何もなかった。 

 

 

アダムとエバの堕落：3：1－24 

 創世記三章は、後に続く聖書全体のメッセージを理解する上で、極めて重

要である。ここで、人間の根本的問題が導入される。この先の神による全て

の行いは、この根本的問題（人類の反乱と神からの分離）に対する対処を目

的とするものである。 

 

サタンの誘惑 

 さて主なる神が造られた野の生き物のうちで、へびが最も狡猾であった。へびは女

に言った、「園にあるどの木からも取って食べるなと、ほんとうに神が言われたので

すか」。女はへびに言った、「わたしたちは園の木の実を食べることは許されていま

すが、ただ園の中央にある木の実については、これを取って食べるな、これに触れる

な、死んではいけないからと、神は言われました」。へびは女に言った、「あなたが

たは決して死ぬことはないでしょう。それを食べると、あなたがたの目が開け、神の

ように善悪を知る者となることを、神は知っておられるのです」。（3：1－5） 

 サタンの誘惑の意図は神の愛を疑わせ、神の言葉に不信感を抱かせること

にあった。「神は隠しているのです。」「神は、あなたの可能性が最大限に



達することを望んでいないのです。」「神の言葉を信じてはいけません。」

「自分を愛しなさい。そして神の思い通りにさせてはならない。」 

 

 サタンは「偽りの父」です。（ヨハネ８：44） サタンは、常に人間が、

神の愛に疑問を抱き、み言葉を疑うことを求めている。サタンの人間に対す

る主な武器は、悪魔を保持させることではなく、人をだますごまかし行為で

ある。イエスは、サタンの嘘の数々に対して、神の真実のみことばを引用し

て対抗した。（マタイ４：１－１１） 

 

アダムとエバの堕落 

 女がその木を見ると、それは食べるに良く、目には美しく、賢くなるに

は好ましいと思われたから、その実を取って食べ、また共にいた夫にも与

えたので、彼も食べた。 すると、ふたりの目が開け、自分たちの裸である

ことがわかったので、いちじくの葉をつづり合わせて、腰に巻いた。 

（３：６－７） 

 

 アダムとエバは、蛇が約束通り、神の御言と愛から離れたことで、突然、

神の存在の様な、至福で、高い水準へのトランスフォーメーションを楽しめ

ることを期待した。それが罪である。達成には、常に、近道への誘惑が伴う

ものである。そうでなく、アダムとエバの様に、全ての人間に該当すること

は、罪は「死」をもたらすということである。死の証拠となる最初の兆候は

無邪気さの死と恥の誕生であった。二人にとって、自分の体とその性別が恥

じとなり、すぐにお互いから自分の恥を覆うために隠れた。 

 

 健全な境界線の目的は、神の御言に背く誘惑から自分を遠ざけ、その距離

を保つことである。あなたの人生の脆弱であると感じている領域に健全な境

界線を置かれているでしょうか？ 

 

アダムとエバの責任のなすり合い 

 彼らは、日の涼しい風の吹くころ、園の中に主なる神の歩まれる音を聞

いた。そこで、人とその妻とは主なる神の顔を避けて、園の木の間に身を

隠した。主なる神は人に呼びかけて言われた、「あなたはどこにいるの

か」。彼は答えた、「園の中であなたの歩まれる音を聞き、わたしは裸だ

ったので、恐れて身を隠したのです」。神は言われた、「あなたが裸であ

るのを、だれが知らせたのか。食べるなと、命じておいた木から、あなた

は取って食べたのか」。人は答えた、「わたしと一緒にしてくださったあ

の女が、木から取ってくれたので、わたしは食べたのです」。そこで主な

る神は女に言われた、「あなたは、なんということをしたのです」。女は

答えた、「へびがわたしをだましたのです。それでわたしは食べまし

た」。（３：８－１３） 

 ８節から、神は、アダムとエバと共におられるために定期的に園に訪れら

れたと推測出来る。人間は、神との関係を楽しむために創造された。聖書の

神は、神に似せてお造りになられた尊い子供たちと個人的に関わって下さ

る。神は、私たちとの交わりを楽しんでおられる！しかし悲しいかな、交わ

りは、破損されてしまった。男とその妻は、主なる神の御前から園の木の間

に身を隠してしまった。お互いから身を隠し、神からも身を隠してしまった

ということは、何かがひどく間違ってしまったことを表す、初めの２つの兆

候であった。３つ目の兆候は、男と女は直ちに、自分を責任から回避し、他

を非難しようとしたことである。アダムは妻と、妻を与えた神を責め、エバ

は、そそのかした蛇を責めた。 

 

 自分の罪の責任を認め、自分の選択と行動の責任転換をしないということ

が感情的/霊的成熟の兆候である。イエスは、「まず自分の目から梁を取り

のぞきなさい。そうすれば、はっきり見えるようになって、兄弟の目からち

りを取りのけることができるだろう。」と言われた。 

 

 神ご自身が最初の宣教師となられたことを忘れてはいけません。神はご自

分の家を出られ、失われた人たちの所に来て下さったのです。そして失われ

た人々に呼びかけられた：「あなたはどこにいるのか？」聖書全体を通して

の宣教師の努力を支えてきたものは、神ご自身が「失われた者を捜して救い

たい一心の望み」の他にない。（ルカ１９：１０） 

 

 

神の裁きの宣告 

―蛇に対する裁き 

 主なる神はへびに言われた、「おまえは、この事を、したので、すべて

の家畜、野のすべての獣のうち、最ものろわれる。おまえは腹で、這いあ

るき、一生、ちりを食べるであろう。わたしは恨みをおく、おまえと女と

のあいだに、おまえのすえと女のすえとの間に。彼はおまえのかしらを砕

き、おまえは彼のかかとを砕くであろう」。（３：１４，１５） 



創世記３章１５節は、大変重要である。”protoevangelium” （最初の福

音の発表）と呼ばれている。ここで神は、将来、蛇の子孫と女の子孫から出

る男が戦うということを約束される。ひとりの子が、蛇の頭に致命傷を食ら

わせるためにその女から生まれるのです。  

 

いくつか熟考すべき点： 

１．蛇の攻撃の最初の的となった女に、この世に蛇を破滅させる男をもた

らすという大役を担う特権が与えられる。これこそ神の哀れみの行為であ

り、その悪との戦いにおいて、女の価値と力を確認させる箇所である。 

２．将来、蛇を打ちのめす男は、かかとに打撲を受けるという神の言葉

は、神が送られる戦士は、悪を敗北させる戦いの中で、痛い代価を支払うこ

とを暗示している。 

３．聖書は、未だかつて誰も父なる神を見た者はいないと教えている。 

（ヨハネ１：１８；５：３７）このことから、アダムとエバに会うために、

毎日、園に来られた神というのは、三位一体の二番目のお方、すなわち、子

なる神であったことを示している。これはさらに、「蛇を打ちのめす男」が

悪を敗北させるという未来を約束された方は、御子なる神であったというこ

とを意味する。したがって、御子なる神ご自身が、将来、自ら蛇を打ちのめ

し、悪を敗北させるために、女を通してこの世に介入されることを預言され

たと言う結論に達する。この後、使徒ヨハネは、イエス・キリストの生涯と

宣教を簡潔に次のように要約している「神の子が現れたのは、悪魔のわざを

滅ぼしてしまうためである。」（第一ヨハネ３：８） 

 

－女に対する裁き 

 つぎに女に言われた、「わたしはあなたの産みの苦しみを大いに増す。 

あなたは苦しんで子を産む。それでもなお、あなたは夫を慕い、彼はあな

たを治めるであろう」。（創世記 3：16） 

 神が女に下された裁きは、人間関係の分野の破壊を伴った。出産と子育て

の痛みと苦しみが乗算され、さらに夫との関係で苦闘する。「それでもなお

あなたは夫を慕い」は、夫を克服または、制御する願望を意味する。（創世

記４章７節、神がカインに言われた言葉「罪はあなたを慕い求める」。それ

に応じて、男は女を 治める。（ここでも、男が女を厳しく支配し、制御す

る傾向を意味している。） 

 

 現在進行形の「意志対立」の関係にある夫婦は、その苦闘のルーツがここ

にあるからである。それは、私たちが神から離れてしまった結果がもたらし

た影響の一部である。アダムとエバは、世の共同支配者となるために創造さ

れた。それどころか、罪の結果、お互に支配したいと望むようになってしま

った！争いの中で、相手を制御するための「勝利」を目指すのではなく、相

互の降伏こそが目標である。（参照：エペソ５：２１） 

 

－男に対する裁き 

 更に人に言われた、「あなたが妻の言葉を聞いて、食べるなと、わたし

が命じた木から取って食べたので、地はあなたのためにのろわれ、あなた

は一生、苦しんで地から食物を取る。地はあなたのために、いばらとあざ

みとを生じ、あなたは野の草を食べるであろう。あなたは顔に汗してパン

を食べ、ついに土に帰る、あなたは土から取られたのだから。あなたは、

ちりだから、ちりに帰る。」（創世記３章 17－19） 

 神が男に下された裁きは、神の総督としての仕事の破壊を伴った。土地は

のろわれ、その結果、土地は男が実らせようとする試みに反抗する。男が種

を植えた土地には、いばらとあざみが生える。男が働くことを喜びとするの

ではなく、苦しい労働となる。最終的に、男は死に、もともと男が造られた

土へと帰える。イエスがかぶられたいばらの冠の重要性に注目しましょう。

なんという神の哀れみの描写でしょう：イエスは、十字架に向かわれた時、

呪い（いばらの冠）に耐えられたのです。 

 主なる神は言われた、「見よ、人はわれわれのひとりのようになり、善

悪を知るものとなった。彼は手を伸べ、命の木からも取って食べ、永久に

生きるかも知れない」。そこで主なる神は彼をエデンの園から追い出し

て、人が造られたその土を耕させられた。 3:24神は人を追い出し、エデン

の園の東に、ケルビムと、回る炎のつるぎとを置いて、命の木の道を守ら

せられた。 （創世記 3：20－24） 

 

 ここに、神の二つの哀れみの行為がある。 

１．「神である主は、アダムとその妻のために、皮の衣を作り、着せて下さ

った。」ここには、アダムとエバに衣を着せられた、単なる物をお与えにな

った行為以上の深い意味があると理解出来る。アダムとエバを覆い隠すため

の皮の衣をお作りになられるためには、動物たちが犠牲にならなくてはなら

なかったはずである。ここには、人類の罪を覆うために、神が完全な捧げも

のを用意して下さることを暗示する最初の預言である。 



２．アダムとエバをエデンの園から追放された神の動機も、人類への愛であ

った。神は、アダムとエバが命の木から食べ続け、罪深く、堕落した状態の

まま永遠に苦しみの中で生かすことを望まれなかった。だから二人を園から

追放され、二度と楽園に戻って来ることが出来ないように、恐ろしい天使を

門番に置かれ見張らせられた。聖書全体の物語の趣旨は、人類が神のご臨在

を永遠に楽しむために、園の中に戻されようとなさる神の尽力である。神

は、それを聖書の一番最後の本、ヨハネの黙示録の最終章で実現される。 

 創世記三章の福音書（良い知らせ）。罪が私たちの住む世界に介入し、愛

なる神は、急いで救出されたことが解ります。創世記三章には、様々な方法

で福音が預言されていることに注目出来る。 

－神が最初の宣教師である。アダム、あなたは何処にいるのか？ 

－女は、悪を敗北させるための重要な役割となる。わたしは、おまえと女と 

の間に敵意を置く。 

－女は、救世主を産む。「…おまえの子孫と女の子孫との間に。」 

－彼は、蛇を打ち砕くものとなる。彼はおまえの頭を踏み砕く。 

－あなたのために、いばらとあざみを生えさせ。イエスはいばらの冠を受け

耐えられた。 

－神は、最初のいけにえをお作りになった。神である主は、アダムとその妻

のために皮の衣を作り、彼らに着せて下さった。 

 

罪の広がり：4：1－26 

 創世記四章は、アダムとエバの子孫へと広がっていった罪の影響を描写し

ている。嫉妬に荒れ狂うカインは、弟のアベルを殺した。彼に対する神の判

決は、見捨てられ、地上をさ迷い歩くさすらいの人となることであった。 

アダムとエバの息子たちを失ってしまったことによって受けた影響を想像し

てみましょう。一人の息子は死に、もう一人は追放の身である。カインの後

の子孫、レメクは、悪質な殺人者であった。レメクは、彼を叩いた男の子を

殺した。皮肉なことに、聖書の最初の詩は、レメクの殺人歌である。自分が

カインの 11倍有罪であると誇らしげに宣言した。明らかに、世の中の人間

関係の条件は、驚くべき速度で悪化していた。 

一つの小さな慰めのノートがこの章の最後に響いた。 

アダムはまたその妻を知った。彼女は男の子を産み、その名をセツと名づ

けて言った、「カインがアベルを殺したので、神はアベルの代りに、ひと

りの子をわたしに授けられました」。 セツにもまた男の子が生れた。彼は

その名をエノスと名づけた。この時、人々は主の名を呼び始めた。 

（創世記４：２５，２６） 

 ここで初めて、人が神のお名前によって祈り、賛美し始めたことが記され

ている。間もなく、世の中の条件は非常に邪悪化し、人々は、救出のため

に、神に叫ぶことを余儀なくされた。彼らの祈りの答えが、ノアとという男

を通しての人類の再誕生に見出せる。 

 カインは、自己流の方法で神を賛美した。アベルは、神の御心に従って自

分を神に捧げた。神を、勝手に自分のイメージで作り出し、神との関りにお

いて自己流の条件に当てはめた宗教を形成してはならない。神は常に、私た

ちが神との関係を修復出来る様に条件を備えて下さる。誇り高い魂は天国で

拳を振る。 

 

 

アダムからノアへの系図：5：1－32 

 創世記五章の系図は、アダムとノアの間を接続する目的にある。ノアは、

神と人類の物語の中の第二の主要な人物となる。この系図の中で、三つの 

事柄が際立つ。 

１）極めて長寿であった。そして、この系図にみられる寿命年数は、創世

記 11章の系図と比べて、着実に短縮されいっている。 

２）エノシュは、死を逃れたわずか二人の内の一人であった。（エリヤが

二人目）、エノシュは、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。（5：24）神は、365年の若さでエノクの命を絶たれ、真っ直

ぐに天国へ連れて行かれた！ 

３）系図は、ノアが呪いの負担をなんらかの形で軽減する希望を含めて結

論付けている。 

「この子こそ、主が地をのろわれたため、骨折り働くわれわれを慰めるも

の」と言って、その名をノアと名づけた。（創世記 5：29） 


