
重要-無名-な女性たち

名前の出ていないノアの妻 
 

ノアの妻は、創世記の初めの方の章に５回
出てきます（6:18, 7:7,13, 8:16,18)。ま
た彼女の３人の息子たちも、6:10から始ま
って何度も出ています。ですから３章のエ
バと12章のサラと共に、ノアの妻は最も重
要な女性の一人でした。実際彼女はある意
味で、第２のエバと言えるでしょう。地上
の全ての人は彼女の子孫だったからです。
それでも、彼女よりも目立たない女性の名
前は出ているのに、彼女の名前は出ていま
せん(4:19-24)。なぜでしょうか？彼女は
ノアが6:8で言及されている時、そこに含
まれていたからかもしれません。

創世記 6:13-22 
 

6:13 神はノアに仰せられた。「すべての肉
なるものの終わりが、わたしの前に来よう
としている。 地は、彼らのゆえに、暴虐で
満ちているからだ。見よ、わたしは、彼ら
を地とともに滅ぼし去る。 6:14 あなたは
自分のために、ゴフェルの木で箱舟を造り
なさい。箱舟に部屋を作り、内と外にター
ルを塗りなさい。 6:15  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。幅は五十キュビト。高さは三十キュビ
ト。 6:16  箱舟に天窓を作り、上部から一
キュビト以内に天窓を仕上げなさい。また
箱舟の戸口をその側面に設け、箱舟を一階
と二階と三階に分けなさい。 　6:17 わた
しは、今、いのちの息のあるすべての肉な
るものを天の下から滅ぼし去るために、地
上に大水を、大洪水をもたらそうとしてい
る。地上のすべてのものは死に絶える。 
6:18  しかし、わたしはあなたと契約を結
ぶ。あなたは、息子たち、妻、それに息子
たちの妻とともに箱舟に入りなさい。 6:19 
また、すべての生き物、すべての肉なるも
のの中から、それぞれ二匹ずつを箱舟に連
れて入り、あなたとともに生き残るように
しなさい。それらは雄と雌でなければなら
ない。6:20 鳥は種類ごとに、動物も種類ご
とに、また地面を這うすべてのものも種類
ごとに、それぞれ二匹ずつが、生き残れる
よう、あなたのところに来なければならな
い。6:21  あなたは、食べられるあらゆる
ものから採って、自分のところに集め、あ
なたとそれらの動物のための食物としなさ
い。」 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。 
 

創世記 7:13-14 
 

7:13  ちょうどその日に、ノアは、息子た
ちのセム、ハム、ヤフェテ、またノアの妻
と、息子たちの三人の妻とともに箱舟に入
った。7:14 彼らとともに、種類ごとにあら
ゆる地の上を這うものと、種類ごとにあら
ゆる飛ぶもの、... 

創世記 9:20-24 
 

9:20 さて、ノアは農夫となり、ぶどう畑を
作り始めた。 9:21 彼はぶどう酒を飲んで
酔い、自分の天幕の中で裸になった。 9:22 
カナンの父ハムは、父の裸を見て、外にい
た二人の兄弟に告げた。 9:23 　それで、
セムとヤフェテは上着を取って、自分たち
二人の肩に掛け、うしろ向きに歩いて行っ
て、父の裸をおおった。彼らは顔を背け、
父の裸は見なかった。 9:24 ノアは酔いか
らさめ、末の息子が自分にしたことを知っ
た。 . . .  
 

ヘブル 11:7  
11:7 信仰によって、ノアはまだ見ていない
事柄について神から警告を受けたときに、
恐れかしこんで家族の救いのために箱舟を
造り、その信仰によって世を罪ありとし、
信仰による義を受け継ぐ者となりました。 
 

1ペテロ 3:20 
3:20 かつてノアの時代に、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にです。その箱舟に
入ったわずかの人たち、すなわち八人は、
水を通って救われました。

ノアの妻
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下の文を読み、正しいと思うものには(○)正しくないものには(X)、部分的に正しいと
思うものには(△)をつけて下さい。

否定的に見ると... 
 

有名な人たちを批判するのは簡単で
す。ノアは箱舟を造る事で有名です
が、洪水の後ワインを作り、また酔
った事（少なくとも１度）でも有名
です(9:20-27参照)。  
 
逆にノアの妻のように少ししか知ら
れていない人について、否定的な事
を見つけるのは難しいです。彼女は
どんな間違いをしたでしょう？創世
記や他の箇所でも、それについて何
の記録もありません。ですから、彼
女がしたかもしれない罪についてで
はなく、彼女がしなかった事に注意
を向ける事しかできません。　 

 
 

下のほとんどの問答文の要旨は、ノア
の妻についてはほとんど書かれていな
いので、彼女はあまり重要ではない、
という事です。彼女がどこから来たか
(A)、また何をしたか(B)、あまり知る
事はできません。  
 
たぶん彼女について最も具体的、かつ
批判的な事は、洪水の後、彼女はノア
の助けにはなっていなかった事でしょ
う(9:20-21, A-3, B-7)。 
また、ノアの妻はカインの子孫である
ナアマ(4:22)である、と言っている、
ある古代のユダヤ人の学者たちの説は、
全く不確かな事です。

A (      )  私たちはノアの妻がどういう人だったか、あまり知らない。

A-1 (     )  彼女の名前は記録されていない。(4:22, 6:18)

A-2 (     )  彼女が6:18で登場する前に、息子たちが6:10で登場している。

A-3 (     )  彼女は洪水の後、出て来ない。(8:15-18, 9:20-21)

A-4 (     )  彼女よりも動物についての方が多く出ている。(7:13-16, 8:15-19)

B (      )  私たちはノアの妻が何をしたかについて、あまり知らない。

B-1 (     )  ノアに比べて、たぶん彼女は大工仕事はさほどやらなかった。

B-2 (     )  彼女はたぶん大した事をしなかったので聖書にあまり出て来ない。

B-3 (     )  ６章の中心は、神様の感情と、その後の行動である。 

B-4 (     )  彼女はおそらく、洪水の後には子どもができなかった。(9:1)

B-5 (     )  たぶん彼女は良く証しをしなかったので、親戚は皆死んだ。

B-6 (     )  洪水の間、彼女は何をしたか私たちは知らない。

B-7 (     )  ノアが酔っていた時、彼女はノアを助けなかった。(9:20-21)

B-8 (     )  彼女は、ただの助け手だった。(2:18-24)



下の文を読み、正しいと思うものには(○)正しくないものには(X)、部分的に正しいと
思うものには(△)をつけて下さい。

肯定的に見ると... 
 

前のページの否定的なポイントのほと
んどは、「いつでも有名な事、力のあ
る事は良いことだ」という、誤った考
えに基づいたものです。でもそれは違
います！有名であろうとなかろうと、
神様に仕えるチームの一員であること
が素晴らしい事です。   
 

洪水の章は、神様が洪水の後に再び地
を満たすためにどのように特別なチー
ムを召し、備えさせ、守られたかを記
録しています。その特別なチームは、
ノアの家族でした。私たちはノアの妻
について個人的にはほとんど知る事は
できませんが、家族の事を通して十分
知る事ができます。 

 
創世記6:8-9には、ノアは神と共に歩
んだ正しい人と記されています。そし
て6:22と7:5から、彼は神様の命じら
れた事全てに従順に従ったことがわか
ります。さらに新約聖書では、彼が信
仰の人(ヘブル11:7)、また「義を宣べ
伝えた」人(2ペテロ2:5)として描かれ
ています。もし彼の妻が世的な不信仰
な者だったら、彼はこのような素晴ら
しい事をなし得たでしょうか？違うで
しょう。また、ノアと彼の妻は、彼ら
の回りの他の夫婦とはいろいろな面で
違っていました。Cの部分の問答文の
ほとんどは、それについてです。

C (      )  私たちは、ノアの妻について十分に知っている。

C-1 (     )  彼女はノアのただ一人の妻だったこと。(7:13, 2ペテロ2:5)

C-2 (     )  彼女はたぶん悪霊につかれていなかった事。(6:1-4, 2ペテ2:4-5)

C-3 (     )  彼女の３人の息子は皆良く育った事。(6:4, 9:20-27)

C-4 (     )  彼女の事がもっと書かれていたら、洪水の話の邪魔になっただろう。

D (      )  ノアとその子どもたちの事を通して、妻についても知る事ができる。

D-1 (     )  ノアは結婚する前に、主から言葉を受けた。(6:8-9, 1テモテ3:2) 

D-2 (     )  箱舟に入った８人は、皆信仰者だった。(ヘブル11:7, 1ペテ3:20)

D-3 (     )  義人であったノアは、悪い女を妻にしたはずがない。(6:8-9)

D-4 (     )  ノアは箱舟を完成させたので、彼女のサポートがあっただろう。

D-5 (     )  彼女は創6:8とヘブル11:7のノアの記述のところに含まれている。

D-6 (     )  ３人の息子たちはネフィリム／巨人ではなかった。(6:1-4)

D-7 (     )  エバのように(2:18)、ノアの妻もふさわしい助け手だった。

D-8 (     ) すべての人は、ノアの妻の子孫である。



ワークシート答え  
 

ノアの妻に対して向けられているほと
んどの批判は、不当なものです。洪水
の後、彼女の健康はあまり良くなかっ
たので、子どもが生まれなかったのか
もしれませんし(B-4)、それでノアの
問題の時も(9:20-24)、彼を助けるこ
とができなかったのかもしれません
(B-7)。また箱舟に入ったのは８人だ
けという理由で、ノアは非難されてい
ないので、ノアの妻もまた非難される
べきではありません。(B-5)。またハ
ムが良い終わり方をしなかった事で
(C-3)ノアの妻を非難するのも、不公
平です。B-2の問答文もまた不正解で
す。 
 

しかし、私たちがノアの妻についても
っと詳しく知らないのは良い事です。
もし彼女の事についてもっと知るなら、
他の人々の罪深さや、神様の義憤(B-3, 
C-4)という聖書の強調がぼやけてしま
うでしょう。  
 

それでもノアの妻について、様々なつ
ながりや比較から(C,D)、必要な事を
知る事ができます。ノアと同じように
彼女もまた神様を信じる者で(D-2)、
箱舟を造る事に協力的だったでしょう
(D-4)。洪水前の世には、一夫多妻、
悪霊の事、また暴力などがはびこって
いましたが(6:1-2,11, 2ペテロ2:5)、
彼女はノアのただ一人の妻であった事
は明らかです。ノアはおそらく結婚後
に主の召命を受けました(D-1)。です
から、彼の妻も創6:8に含まれていた
でしょう(D-5)。

それで？ 
 

創世記６章の強調は、人々の罪深さと
神様の正しいさばきの事です。ノア自
身についての記録は、比較的少なく、
彼の妻について書かれている事はもっ
と少ないです。しかしノアが義人で
(6:8-9)、ただ一人の妻の夫であった
事(6:18)は明らかです。彼らとその息
子たちは、回りの他の親たちや同年代
の子どもたちとは対照的です(6:2-4)。
ノアは神様の命じられた事を行い
(6:22)、彼と彼の家族の命は助かりま
した(ヘブル11:7)。 
 

ノアの妻は「ただの助け手」に過ぎな
かった、と言う事は、ノアは「ただ箱
舟を造っただけ」だったと言う事と同
じです。ある意味では正しいですが、
B-8もまた不正解です。聖書の他の多
くの女性たち、また聖霊の働きがそう
であるように、彼女もまたほとんど背
景の中にいました。 
 

ノアと彼の妻についての聖書の最後の
言葉は、創世記9:20-27のハムの罪が
関係する残念な場面ではありません。
これはヘブル11:7には言及されてい
ません。そこにはノアは主を恐れ、信
仰によって箱舟を造り、家族を救った
とあります。そこには明らかに妻が含
まれていました。ヘブル11章は信仰
とそれに伴う個人の行動が強調されて
いますが、ここはノア一人の事ではな
く、妻と子どもたちが含まれていまし
た。 

適用
あなたが一番重要、また必要と思われる事柄を上から選んで適用して下さい。


