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「鎖を断ち切る」 
 

私達は創世記から邪悪に満ちた世界でノアとその家族が洪水を免れたという
ことを見てまいりました。そして地に満ちていた水が引き、新しい土地に住み
始めたノアはぶどう畑を作り、そのぶどう酒にしたたか酔い、醜態を息子達の
前にあらわしたということをこれまでにお話ししました。そう、それはこのよ
うな出来事でした。 
 
20 さてノアは農夫となり、ぶどう畑をつくり始めたが、21彼はぶどう酒を飲
んで酔い、天幕の中で裸になっていた。22 カナンの父ハムは父の裸を見て、
外にいるふたりの兄弟に告げた。23 セムとヤペテとは着物を取って、肩にか
け、うしろ向きに歩み寄って、父の裸をおおい、顔をそむけて父の裸を見なか
った。（創世記９章２０節―２３節）。 
   
私達が旅行に出かけ、帰宅しまして旅行中に使っていたバッグを逆さにします
と、小さなごみや塵が落ちます。今や国のリーダーを決める選挙の勝敗は候補
者の政策の戦いだけではなく、相手にダメージを与えるスキャンダルをどれだ
け見つけることができるかというような戦い、そうカバンから落ちるものを互
いに丹念に見つけ出すような様となってきました。 
 
暴虐で満ちていた世の中で神と共に生きたノアですが、彼も失敗を犯しました。
ノアは確かに善良な人でした。しかし、彼とて人間、聖書は隠すことなく人の
失敗を書き残しています。そしてしばしば一つの失敗はまた別の失敗を生んで
いき、その影響は大きく広がっていきます。 
  
このノアの失態について彼の末の子ハムは父の姿を兄弟に告げたというので
す。ハムは自分を見守り育んでくれた父を擁護することなく、父の失態を笑い、
馬鹿にするかのようにそのことを告げたのでしょう。 
 
24 やがてノアは酔いがさめて、末の子が彼にした事を知ったとき、25彼は言
った、「カナンはのろわれよ。彼はしもべのしもべとなって、その兄弟たちに
仕える」。26 また言った、「セムの神、主はほむべきかな、カナンはそのし
もべとなれ。27 神はヤペテを大いならしめ、セムの天幕に彼を住まわせられ
るように。カナンはそのしもべとなれ」。（創世記９章２４節―２７節）。 
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ここにはノアが酔いからさめて「末の子が彼にした事」と書かれています。こ
の言葉から分かることは、ハムはノアのことを兄弟におもしろおかしく、父を
侮辱するかのようにして言いふらしたのみならず、実際に酩酊している父に何
かをしたのかもしれないということです。聖書注解者はそこに父の裸を前に息
子の性的な罪があったのではないかということを指摘しています。 
 
これらのことにより父ノアは言います。「カナンはのろわれよ。彼は僕の僕と
なって、その兄弟たちに仕える」。ここでノアはハムの息子カナンの名前をあ
げています。先に読みましたところにも「カナンの父ハムは父の裸を見て・・・」
とあります。このことについて、ハムと共にその息子カナンも一連のことに関
わっていたのではないかという注解書がありますが、そうであったのかもしれ
ません。ただ確かなことはこの一連のことにより、その影響がハムのみならず、
息子カナン、さらにはその先の彼らの子孫にまでおよぶことになったというこ
となのです。 
  
創世記１０章はこのハムから始まる彼の一族についてこのような記録を書き
残しています。 
 
6 ハムの子孫はクシ、ミツライム、プテ、カナンであった。7クシの子孫はセ
バ、ハビラ、サブタ、ラアマ、サブテカであり、ラアマの子孫はシバとデダン
であった。8クシの子はニムロデであって、このニムロデは世の権力者となっ
た最初の人である。9彼は主の前に力ある狩猟者であった。これから「主の前
に力ある狩猟者ニムロデのごとし」ということわざが起った。10彼の国は最
初シナルの地にあるバベル、エレク、アカデ、カルネであった。11彼はその
地からアッスリヤに出て、ニネベ、レホボテイリ、カラ、12およびニネベと
カラとの間にある大いなる町レセンを建てた。 
13 ミツライムからルデ族、アナミ族、レハビ族、ナフト族、14パテロス族、
カスル族、カフトリ族が出た。カフトリ族からペリシテ族が出た。15カナン
からその長子シドンが出て、またヘテが出た。16その他エブスびと、アモリ
びと、ギルガシびと、17ヒビびと、アルキびと、セニびと、18アルワデびと、
ゼマリびと、ハマテびとが出た。後になってカナンびとの氏族がひろがった。
19カナンびとの境はシドンからゲラルを経てガザに至り、ソドム、ゴモラ、
アデマ、ゼボイムを経て、レシャに及んだ。20これらはハムの子孫であって、
その氏族とその言語とにしたがって、その土地と、その国々にいた（創世記１
０章６節ー２０節）。 
 
ハムの長男でありましたクシの息子のニムロデは最初の世の権力者となり、彼
の国はシナルの地にあるバベル、エレク、アカデ、カルネにいたったと聖書は
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書き記しています。 
 
ニムロデの国の中にはこれまでにも触れてきましたあの「バベル」がありまし
た。ということは彼はあのバベルの塔の建造を始めるにあたり、その陣頭指揮
をとっていたのかもしれません。さらに彼の領土は広がり、その統治者として
君臨します。 
 
さらにハムの息子ミツライムからは後に常にイスラエルの宿敵となりました
「ぺリシテ人」が出たとここには記されており、さらにはハムの末の子からカ
ナン人の氏族が広がったと創世記は記しています。 
 
後に長き時を経て、イスラエルの民はエジプトにおいて４００年の間、奴隷と
なりますが、モーセを先頭にエジプトを脱して約束の地、カナンに彼らは向か
い、そこに定着します。そうです、カナンとはハムの息子の子孫が住む土地で
す。 
 
そのカナンに入るにあたり神様は先頭を立つモーセにこう語ります。『主はモ
ーセに、こう仰せになった。イスラエルの人々に告げてこう言いなさい。私は
あなたたちの神、主である。あなたたちがかつて住んでいたエジプトの国の風
習や私が、これからあなたたちを連れて行くカナンの風習に従ってはならない。
その掟に従って歩んではならない』（レビ記 １８章１節－３節） 
 
確かにカナンの土地は豊かで農耕が栄えているところでした。それまでその日
暮らしをし、移住し続けてきたイスラエルの民にとりまして、農耕生活は彼ら
のライフスタイルに安定を与えました。同じ土地に定住することができるよう
になり、蓄えをすることもできるようになり、将来を見据えた生活設計ができ
るようになりました。 
 
しかし、農産物の収穫には厳しさがともないます。それは天候次第であり、ゆ
えにそこには豊作を願い、その土地の神に祈る祭りがありました。カナン人が
祈り祭っていた神は豊作の神、バアルでした。以後、聖書の中で度々、出てく
る偶像神であり、預言者エリアもこのバアルの神に仕える者達と戦いました。
彼らは豊作を願い、一年の苦労を互いにねぎらう祭りをもち、そこでは当然、
地の産物から造られた酒があり、さらには豊作の神イコール、多産の神であり
ますゆえに、そこには乱痴気騒ぎがあり、これがやがてカナンの近親相姦、そ
して神殿娼婦、神殿男娼へと発展します。 

 
カナンでは見事なブドウが実ったようです（あのヨシュアとカレブがかつてカ
ナンに偵察に行った時に彼らは大きなブドウを持ち帰ったでしょう）このよう
に大地に根をはやし、実るぶどうは神の恵です。そして、そのブドウからはブ
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ドウ酒が作られ、それを楽しむのもいいでしょう。それらは神様が人に与えた
祝福なのですから。しかし、その酒の力も加わり、彼らは性的に堕落していき
ました。性も当初は創世記に「産めよ増えよ」とありますように神が人に与え
た祝福でありました。しかし、この神の定めた関係を遺脱しますと、それは人
の間に深刻な陰を落とし、いたるところで人の関係が破れていきます。この世
界にいくつも生まれて消えていった大国や文明が滅びる前に必ずあったこと
は民の性的な堕落であったとは世の歴史家が指摘するとおりです。 
 
そして、これらのことを聞きます時に思い起こしませんか、そうです、あの酒
に泥酔し、醜態をさらし、それに対して罪を犯したノアとハムのあの出来事
を・・・。・・・彼らの子孫は全く同じことを繰り返しているのです 
 
さらにはこのカナンから始まる一族が居住した地域について聖書はこう書き
残しています。『19カナンびとの境はシドンからゲラルを経てガザに至り、ソ
ドム、ゴモラ、アデマ、ゼボイムを経て、レシャに及んだ。20 これらはハム
の子孫であって、その氏族とその言語とにしたがって、その土地と、その国々
にいた』（創世記１０章１９節ー２０節）お気づきになりましたでしょう、彼
らこそ、後に硫黄の火によって滅ぼされてしまったソドムとゴモラの住人だっ
たのです。 
 
ソドムとゴモラについては皆さんもご存知でしょう。後にアブラハムに神の御
声がかけられ、彼は自ら住み慣れた土地を離れ、神の示す地に旅立ちます。そ
の時に彼の甥、ロトも彼と行動を共にするのですが、神様が彼らを祝福したた
めに、彼らの財産である家畜が増え、共に住むことが出来なくなりました。そ
こでアブラハムとロトはそれぞれ分かれて暮らすようになるのですが、その時
にロトは見た目によく潤っている町、ソドムとゴモラへと向かい、そこに住み
始めました。しかし、そこに住む住人、すなわちハム、カナンの子孫はとんで
もない者達でした。 
 
その町では、旅人である男性を町の男性達が犯すのが当然の権利であったよう
です。そのことを防ごうとロトは自分の娘を彼らに差し出します。また、この
ような中、かろうじて救い出されたロトの娘達は、今度は父親に酒を飲ませて
眠らせ、父親との間に二人の子どもを産むと言う近親相姦の話まで出てきます。
そういう信じがたい性的な, 乱れ、腐敗と言うものが、イスラエルが定着した
カナン人の地にはあったのです。 
 
これらのことを聞きます時に再度、思い起こしませんか、そうです、あの酒に
泥酔し、醜態をさらし、それに対して罪を犯したノアとハムのあの出来事を。
彼らの子孫は全く同じことを繰り返しているのです。これらがノアの子、ハム
とその子孫の姿でありました。しかし、他の二人の兄弟セムとヤペテいついて
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はノアはこう言いました。 
 
25 彼は言った、「カナンはのろわれよ。彼はしもべのしもべとなって、その兄
弟たちに仕える」。26 また言った、「セムの神、主はほむべきかな、カナンは
そのしもべとなれ。27 神はヤペテを大いならしめ、セムの天幕に彼を住まわ
せられるように。カナンはそのしもべとなれ」（創世記９章２６節、２７節） 
 
ノアの子、セムとヤペテは祝福を受け、ハムはその兄弟の僕となるというので
す。 
 
イスラエル民族の始祖はアブラハムですが、創世記１１章によりますとセムは
このアブラハムの祖先となり、これまでお話ししてきましたハムの子孫がセム
の僕となるということがソロモンの時代に成就します。 
 
20 すべてイスラエルの子孫でないアモリびと、ヘテびと、ペリジびと、ヒビ
びと、エブスびとの残った者、21 その地にあって彼らのあとに残った子孫す
なわちイスラエルの人々の滅ぼしつくすことのできなかった者を、ソロモンは
強制的に奴隷として徴募をおこない、今日に至っている。22 しかしイスラエ
ルの人々をソロモンはひとりも奴隷としなかった。彼らは軍人、また彼の役人、
司令官、指揮官、戦車隊長、騎兵隊長であったからである（Ⅰ列王記９章２０
節ー２２節） 
 
ここで記されているすべてイスラエルの子孫でないアモリびと、ヘテびと、
ペリジびと、ヒビびと、エブスびとの残った者こそが、ハムの子孫なのです。 

ノアとハムの出来事があって後の、これらの一連の歴史を見てきます時に私達
はノアが言ったとおりのことが起きたことを知ります。そして、そこからなぜ、
このようにノアの子達の子孫に異なる影響が出てきたのかということについ
て二つのことが考えられます。そう、まず神様は全てこれらのことを見ておら
れて、神の御手がはたらかれたということ。ノアが言いましたように、セムと
ヤペテとその子孫には確かに神の祝福があったということです。 

 
そして、同時にこのようなことが考えられるでしょう。神は人に自由なる意思
というものを与えております。ゆえに私達は自分達が思うように、願うように
生きることが出来ます。しかし、その自由は曲者で私達は素晴らしい人間にな
るためにその自由を行使できますし、獣のような人間になるためにその自由を
行使することもできるのです。そして同時にこの世界はその人間世界に対して
主権をもっておられる神の御心がなされていく場でもあります。そのところに
神の祝福が注がれる、否、祝福が失われるというようなことも起きてくるので
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す。この人の自由意志と神の主権とが共にはたらきつつ私達人間の歴史は前に
進んでいるのです。 
 
ハムは父の醜態を公にして馬鹿にするかのようにして、また実際にその父の裸
に対して罪を犯すというようなことをしました。しかし、他の兄弟、セムとヤ
ペテはそんなノアの裸を見ることなく、その裸を隠したのです。今までお話し
してきましたように、このハムの子孫、またセムとヤペテには確かに神の祝福
が注がれる、注がれないということが起きたのでしょう。 
 
そして、同時に私達が襟を正して向き合わなければならないことは、ハムの心
がそのまま次の世代に引き継がれていったということもありますでしょう。彼
が父に対してなした言動、すなわちハムが日々、口にしていたこと、そのふる
まい、その価値観、それが子から孫へ、その子達へと引き継がれていったとい
うことです。 
 
彼の子孫であるニムロデが神を畏れず天に届く塔を建てたということ、ハムの
子孫がソドムやゴモラでなしたこと、後にカナンに住む人達がどのようになっ
たかということ、これらのことはあの時、父の裸を見た時にハムの心に芽生え
ていったものが後の子孫に受け継がれていったということを否定することは
できません。 
   
ハムが父の裸体を見て、とっさになした言動、またセムとヤペテ達もとっさに
なしたことというのは、まさしく彼らのそれまでの生き様と彼らの人格をあら
わしていたことでしょう。この結果、その子孫までが諸々の問題を抱えるよう
になったという記録を前に私達は心が探られるのです。先にも申し上げました
ように誰しも、その心を逆さにしてたたけば、中にある細かな埃が出てくるか
らです。 
 
皆さんは自分の家の家系図というものを見たことがありますでしょうか。中に
はもう何百年も前の先祖までさかのぼることが出来る家系図がありますとい
う方がいるかもしれません。私の場合、私の家は名だたる家系でもありません
ので私が名前まで知っているのは祖父までで、その先にどんな人が何をして、
どこで暮らしていたのかというようなことは分かりません。しかし、このこと
を思うととても不思議な思いになります。例えば私の先祖という人が今から１
０００年前にも、２０００年前にもいたということは確実なのですから。どん
な人であったのか、もしかしたら７００年前の先祖が私の容姿にそっくりだっ
たなんてこともあるのかもしれません。 
 
ご存知のように私の父は韓国人でした。母は日本人です。私には異母兄弟が四
人います。皆、私の父のような年齢の者達です。数年前、韓国を訪問しました
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時にこの二人の兄弟に再会しました。私は韓国で生まれ、二年ほどソウルにお
りましたので、その時、この兄は歳の離れた私を息子のようにかわいがってく
れました。後に帰国し五年ほど発ってソウルを再訪しました時に、当時の金浦
空港に降り立ち、兄達に再会した時に彼らは涙を流しながら、小さな私の体を
窒息するほどに強く抱きしめてくれたのを覚えています。 
 
そんな兄達も既にリタイアし、私達の人生で会うことができたのは以後、数回
だけでそれぞれ別の人生を歩んできました。そう、その別の人生とは言葉も文
化も違う人生です。しかし、数年前に訪韓しました時、三人で写真をとりまし
たらあまりにも似ている互いの姿に驚きました（私がこれからどのようなプロ
セスを経て様変わりしていくかということは両端の兄を見れば一目瞭然であ
るということは言うまでもありません）。 
 
そして、このことは私の外観に限らずに自分自身に対して「あれ、これは日本
的な心情ではないな」と思うことが最近、度々あるのです。「これはどちらか
というと韓国的な心情だな」と思うのです。私の記憶に残るものは日本のこと
が占めているのですが、私の心の中に韓国的な心情があるのです。そうです、
これが「血」というものなのだということをあらためて感じているのです。 
 
創世記は『箱舟から出たノアの息子は、セム、ハム、ヤフェトであった。ハム
はカナンの父である。この三人がノアの息子で、全世界の人々は彼らから出て
広がったのである』（創世記９章１８節－１９節）と書いています。 
 
そうです、私達もこの息子達の血を引き継ぐものであると聖書は言っており、
ということは私達は彼らの善きものも、悪しき者を引き継いでいるということ
です。私達が引き継いでいる良きものは大切にしましょう。しかし、同時に私
達は彼の罪も引き継いでいます。そう、それはハムの子孫が明らかにしたよう
に、罪の連鎖ということであり、その連鎖は私達が望んでいるものではありま
せん。 
 
このようなことを思います時に、私達はこの罪の連鎖を解きたいと思います。
どうしたらそのようなことが可能なのでしょうか。そうです、それは自分では
断ち切ることはできないのです。このことを可能にすることが主イエス・キリ
ストの十字架なのです。 
 
聖書はこう記しています。『自由を得させるために、キリストはわたしたちを
解放して下さったのである。だから、堅く立って、二度と奴隷のくびきにつな
がれてはならない』 （ガラテヤ５章１節）。 
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このことは私達が完全な者となり、罪を全く犯すことがなくなるということは
ありません。しかし、私達が主イエスの無条件の愛を受け入れるのなら、少な
くとも、どうか覚えてください、その血の中にキリストの恵みが注がれるので
す。そして、欠けの多き私達であってもこのキリストの恵みによって生きると
いうことを生涯かけて知り、少しづつ少しづつ、私達の考え方、価値観が変え
られていくのです。 
 
明らかにそれはそれまで先祖から代々、受け継いてきた負の流れに代わるもの
となり、それは後の者達へと引き継がれていくのです。そして、それは何も血
族だけのことではなくて、私達の周りにおる者達へも明け渡されていくものな
のです。お祈りしましょう。 
 
 
 
 
 
 


