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ノアの洪水

－科学者の推論を信じて滅んでしまった
アンの物語－

作者不詳
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メソポタミアの穏やかな土曜日の朝のことでし
た。紀元前 2348 年小アジアでのこと、白髪を蓄え
たノアという名でよばれている老人が話しだすと、
人々が、はじめは少人数でしたが段々と増えて、大
通りの角に群がってきました。大洪水が起こってこ
の世が終わるといういつもの説教を始めると、人々
は彼に注目しました。彼はその様に神から告げられ
たというのです。彼はくる年も、くる年も同じ説教
をしておりました。その話はまったく信じがたいこ
とでした。彼は”雨”と呼ぶのですが、なんと呼ぼうと、
水が空から降ってくるなどということは見たことが
無く、全地を覆う水、しかもすべての人間を沈めて



5

しまうまでの沢山の水が降ってくるだなんて考えら
れませんでした。しかし、ノアはそれが現実に起こり、
唯一の安全は、彼が町の東の丘に建設中の巨大な船
の中だけであると宣言し続けたのです。そして来て、
間に合うように船、－彼は箱舟と呼んでいる－を完
成させるために協力するようにと彼らに奨めたので
す。

聴衆の中に、熱心な目つきで聞いている賢そうな
若いひとりの女性がいました。アン・ティー・デ・
ルビアンは最近メソポタミア州立大学 (M.S.U) を卒業
したばかりでした。彼女は 4年の学びのあいだ、全
優をとった優秀な学生でありコンピューター・サイ
エンス科を主席で卒業しました。

老人が話しを終えると、彼女は彼に近づいて行き
言いました。｢ノアさん、お話ありがとうございます。
私、あなたのおしゃったことを信じます。このメッ
セージは神様から出たことであると感じています。
私、箱舟建設のお手伝いをしたいです。人類を滅び
から救い出すこの計画は本当にすばらしいものです。
私の名前はアン・ティー・デ・ルビアンと申します。
M.S.U を最近卒業した者です。私は卒業後、この市の
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新しいコンピューター・センターのＯＩＣとしてと
てもよい仕事をしはじめたばかりです。しかし命を
救う計画に参加できたならなんとすばらしいことで
しょう。もし私がこれをお手伝いするといたしまし
たらどれだけのサラリーをお約束していただけるの
ですか。」ノアは優しい目で彼女を見ながら言いまし
た。

「ああ、アンさん、お若い友よ、私はあなたに
賃金をお払いすることはできません。ずっと以前に
神様が私に、このことを命じられた日以来、私は私
の全財産ばかりでなく全時間、全関心をこの船に当
てています。でもアンさん、来るべき洪水から救わ
れたいのなら－それは必ずやって来ます－来なさい、
私と一緒に。そしてあなたの時間と才能と財産をそ
れにそそぐならば、あなたはしかるべき場所をそこ
で見つけることでしょう。」

しかし、アンは無給で働くことと、彼女の貯金を
この計画のために使い果たすことにしり込みしまし
た。
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彼女の心は、若い自分にとってはとても名誉な市
の新しい仕事に挑戦を感じ興奮していました。彼女
は市の指導者達が彼女に寄せている期待に沿うよう、
最善の努力をしなくてはなりません。

しかし、帰宅しようと歩きながら、彼女の心は
揺らいでいました。もし、本当に洪水が来るのなら、
救われる以外に何が価値あるというのでしようか。
「これは現実だ。一番の重大事である。」彼女の熱意
は歩いていきながらどんどん強くなり早く家に帰り
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数ヶ月前に結婚した主人に早く会いたいと急ぎまし
た。彼女は、彼もきっと同じように興味をもち興奮
して、家族のほかの者たちを誘うだろうと思いまし
た。

｢ところで、ノア氏はいくら給料をはらうといっ
たんだい？アン」彼女が興奮して口早に話終えると
ジョンは尋ねました。｢君を部署の長にすると約束し
たのかい？。それともこの計画全体の組織を監督す
るとか」「いいえジョン、賃金に関してはゼロよ、報
酬は洪水のとき、他の人の救いを助け自分が救われ
ること。それって何物にも替えられない価値あるこ
とだわ。｣ アンが答えました。

「ちょっと待った、かわいい奥さん。何か狂信的
な宗教に惑わされているのではないだろうね。君も
知っているだろう。カルトがどんなものかというこ
と。年取った奴が、自分自身で考えることの出来な
い意思の弱い人たちを餌にして、徐々に働きかけて
捕まえるカルトというものを。君は賢い人だ。まさか、
名誉ある地位と給料を棒に振って、ノアのグループ
に入らなければならないだなんて考えないだろうね。
君は客観的に物事を見ることが出来るはずだ。もし
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君がその中に飛び込むことを主張するならば、家庭
でまずいことが起こるよ。私は急に沸いて出るこれ
らのカルトについてこれ以上かれこれ言わないよ。
われわれの教会の牧師に話して、神が地球を大洪水
で滅ぼすことについてどう思うか聞いてみたらどう
だい。」

そこでアンは翌日ラビ・エリシャ・エラムに会い
ました。彼はラビの長で、中央メソポタミヤ・キリ
スト教会の主任牧師でした。その教会はアンとジョ
ンがずっと通っていた教会で、二人はそこで最近結
婚式を挙げたのでした。日常のことについて一通り
挨拶をした後アンは、ノアの世界救済プロジェクト
について興奮して彼に話をしました。彼女が疑問に
感じている点を質問する前に彼は彼女に近寄ってき
て彼女の肩に手を置いて、「アンさん」。彼の声は、
まろやかで、とても落ち着いていて、もし神様が直
接アンに話しかけられたとしたらこんなではないか
と思わすような声でした。「アン」彼は繰り返しまし
た。「ノアは老人です。彼は昔に学んだ人であって、
彼は長い間丘の上であの愚かさの記念碑のような仕
事に、すべてを投入して幾年も過ごしています。彼
はまるっきり前世紀のひとのように時代遅れです。
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彼は近代のことや最近の科学の発見を知りません。
彼は、世界がうまくいっていること、そして、年毎
に知識も富も加わっていることに気づいていない様
です。神様が、すべての人を滅ぼし、彼と彼の少数
のグループの者だけをほかの者が見ている前で救わ
れるというのは欺かれた、耄

もうろく

碌した老人の考えです。
そう思いませんかね、アン？神は愛のお方です。神
はすべてのものを滅ぼし去るなどということはなさ
らない善き方、哀れみ深いお方です。おすすめしま
すよ。大学を訪ねて、科学の教授に水が地をおおい
神の造られたすべてを滅ぼすことの可能性について、
たずねたらどうですか。」そしてアンがよい一日をす
ごすようにと祈ってくれました。

はじめに彼女が面会した教授はエズラ・チェドア
博士で、彼は、古代宗教学院の学部長でした。彼は
彼女が話をすると微笑みながら、「アン、アンそんな
老人の大言壮語に耳を貸しなさんな。もし彼が言う
ように彼が本当のクリスチャンならば、お金と時間
をあの丘のものに費やすことの愚かさに気づき、や
めて、現在お腹をすかしている者を助けるために、
そして今も将来にとっても安全の基となる、世界の
科学の進歩のために使うべきでしょう。老人の狂信
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者に引っかからないように。」

そこでアンは、教授であると同時に友人でもあ
るオベデ・ベン・ニムロデ博士をたずねようと決心
しました。彼の学位は地球科学であるので、きっと
彼はこのような雨とか洪水の可能性についてわかっ
ているでしょう。二人はニムロデ博士のマンション
の出入り口のドアのところに立って話し会ったので、
町の向こうに見える未完成の箱舟を眺めながら、彼
は言いました。「アン、それはありえないことだよ。
科学がそれを証明している。それは自然の法則にまっ
たく反している。さあ、家にお帰り。あんな老人の
たわごとに大切な頭を使うのじゃないよ。」

家に帰ろうと歩きながらアンは、やっぱり、ニム
ロデ博士やチェドア博士が正しいのかしらとずっと
考え続けていました。ノアがかの計画のために投じ
た何年もの年月とお金は無駄だったのかしら。彼は
ただの耄碌した老人なのかしら。彼女にはわかりま
せんでした。

彼女が家に入るとジョンが迎えてくれました。
「やあ、アンお帰り。今、うちのおじいさんが来てい
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たんだよ。彼をたずねた時と同様あんたの疑問につ
いて話したんだ。おじいさんはただ笑って言ってい
たよ『ノアはなんで、私が小さい子供だった時から
120 年もずっと説教しているのかね。ばかばかしい。
何も起こっていない。世界はどんどん大きくなりよ
くなっている。多くの人が何年間も笑っていること
について頭を使うのはよしなさいってアンに伝えて
おくれ』って。」愛し、信頼している家族や友人たち
の一連の話を聞いて、彼女は，ノアの言う破滅につ
いての言葉を忘れて、近づいてくる３千年紀での彼
女の人生を楽しむことにしました。でも静かにして
いる時、ノアの言った事、彼の優しい目つき、洪水
のとき人々が救われるように人々が忠告を聞くよう
にと嘆願する熱心さ、洪水の時に彼等が救われるチャ
ンスを下さるように神様に願うその熱意など、本当
は忘れることが出来ませんでした。

ある、明るく晴れた日、大きな箱舟建設は完了し
ました。ノアは興奮して、誰でも会う人ごとにその
ことを伝えました。アンは何年もかけた後に、とう
とう箱舟が完成したことを聞いてノアのために喜び
ました。さあ、次は何が始まるのでしょうか。彼ら
は長く待つ必要はありませんでした。まさにその翌
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朝、全市が驚いたことに、動物たちが牧草地を横切っ
て丘の上の箱舟に向かって歩きはじめたのです。押
し合ったり突きあったりせずに、又おいしい草のあ
るところに迷い出て行ったりせずに、まるで誰かが
その時彼等を導いているかのように、2匹ずつ、大
きな箱舟のドアに続くタラップのところに向かって
行進し始めたのです。あるものは 2匹づつ、そして
清い動物といわれているものは 7組づつやってきた
と報告されました。鳥もそのように秩序だってやっ
てきました。
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いったいこれは何を意味するのでしょう。地球科
学は今の、この不思議な現象をどう説明するのでしょ
うか。アンが有名な教授たちのところに出かけて行
き、どう考えるのか質問すると、彼らの一人が、－
感覚を持った生き物の脳髄が反射的に引き起こした
脊髄反射で起こるところの本来的な潜在意識による
自然の結果である－とすらすらと説明しました。説
明は科学的に聞こえ、深遠であって彼女が学んで知っ
ていることをはるかに超えていたので、彼女はそれ
以上質問しませんでした。自分の無知を人前にさら
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したくなかったし、これらの学識ある科学者に対す
る不信を表したくもありませんでした。彼女は急い
で家に帰りジョンにそれらのことすべてを報告しま
したが、彼もまた、もっともらしいその場限りの返
事をして、ぜんぜん関心が無い様子でした。しかし、
その夜アンは眠られず、窓から窓を見まわしている
と、どの窓からも楽しげな家々の光が町全体を照ら
しているのが見えました。

新しい日の夜明けが来るとアンは、家を抜け出し
て、箱舟のところに急いで出かけていきました。そ
こには既に多くの人がいて、動物がもうそれ以上来
なくなったこと、そしてノアと彼の家族が箱舟の中
に入りそしてタラップがはずされて、大きな戸がしっ
かりと－見えない手で、とある者がいいました－閉
じられたことについて興奮して叫んでいました。ア
ンは背筋がぞっとして叫びました。「ああ、ノアが言っ
ていた通りのことが起こった。ああどうして私は長
く疑っていたのだろう。なぜ彼の言うことを聞き入
れなかったのだろう。私はこのことが起こることを
知っていたのに。でも私はなぜ自分の心の叫びに耳
を傾けてジョンや家族のものを私と一緒に来るよう
に奨めなかったのだろう！」



16

しかし、彼女が周り見渡すとすべてはいつもの通
りでした。誰もこの新しい展開を苦にしている様子
はありませんでした。まだ空は青く、太陽は輝いて
いました。草は緑で花は相変わらず美しい。彼らの
心地よい世界に何かの変化が起こる兆しは見えませ
んでした。間もなく群集は散っていきました。ノア
とその欺かれている家族のことは、もういい。

－世界は続いていくのだ－。

歩きながら彼女は人々の話し声に聞き耳を立てま
した。「あの人たちは、あの丘の上の大きな箱船の中
にいつまで閉じ込められて居るのだろうね」「いや、
まったくあんな動物のくさい匂いの中に閉じ込めら
れなくてよかったよ」「自由を与えてくれ。私には沢
山のやることがあるのだ」そして彼らは待って、待っ
て、何を待つのか？誰にわかる？人生にちゃんと向
き合うのだ、というのが彼女の周り全体の感じでし
た。

しかし、アンはどことなく神経質になり、周りの
彼らとはかけ離れた感じでいました。
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彼女は静かに動物達が箱舟に入りノアの家族全員
も入り、入り口が閉められた事実を考え続けていま
した。

その日の夕方、アンとジョンは夜のニュースをつ
けました。勿論ノアの問題が報道され、ニュースキャ
スターは通常の天気予報で夜のニュースを終えまし
た。「メソポタミヤ首都圏は軽い東風、晴れでしょう。
地中海は穏やかでしょう。気温は３０～３２度。夕
方になってところどころで東風の突風が吹くでしょ
う。他の地方は暖かく晴れた一日となるでしょう。
日の出は５時４３分。日の入りは６時０１分。メソ
ポタミヤ市街よりゴメル・ベン・ジョフェスがお知
らせしました。おやすみなさい。」アンは安心して間
もなく深い眠りにつきました。

翌朝早くアンは家を抜け出しました。すべて静
まっていて物音ひとつ無く、美しい陽の光が彼女を
包んでいました。アンはここ数日間悩まされていた
事柄から解放されて晴れ晴れした気持ちで、コン
ピュータ・センターでの仕事に行くところでした。
毎朝、大きな箱舟の横を通って行けるように時間を
とって早めに家を出ました。一週の間何も変わった
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ことはありませんでした。そして中に閉じ込められ
ているノアの家族については何も知ることはできま
せんでした。今ではアンは心の中でジョンと教授た
ちに同意していて、神様は洪水を送って地球を覆い、
ご自分の造られたものをすべて破壊することを決し
てなさらないと思い始めていました。

七日目には箱舟の横をわざわざ通ろうとすらしな
くなっていました。彼女はジョンと一緒に贅沢な朝
食をとりながら、「ノアはよくもあのような奇妙な物
を人生をかけて造ったものね」とジョンにコメント
しました。「今頃はなんて馬鹿げたことをしたものだ
と後悔していることでしょう。私はジョンと教授方
が説明してくださって有難かったわ。」とアンが言い
終わらないうちに、おおきな閃光が空に走り、恐ろ
しい轟

ごうおん

音が遠くで聞こえ、それがどんどんと近づい
てきました。と、突然空から大きな水滴が落ちて来
はじめました。

「ああ、ジョン洪水がくるわ！」彼女は叫びまし
た。「私たちは間違っていたわ、そして箱舟の中に入っ
ていない、遅すぎたわジョン、遅すぎたわ。これが
ノアが起きると言っていたことだわ、ああ、ジョン！」
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雨、これがその科学的な名前であって、降り始め
そして彼らの見ている前で、早くも激しくなってい
きました。「ああ、ジョン見て、水が地から吹き出て
いるわ、あれ、見た？あそこにも、またもう一つ！」
空は暗くなり太陽はもう見えません。のどかさなど
は、吹っ飛んでしまいました。

アンはジョンと一緒に町から上ってきた人たちと
一団になって丘の上の大きな箱舟のところに向かっ
て歩いて行こうとしました。もしかして、もしかし
て誰かが言いました。「ノアが正しかったのだ。科学
者は彼らが主張するほど知っていなかったのだ。急
いでゆけばノアがわれらのために中から戸をあけて
くれるかも知れない。そうして助け合って船の脇を
よじ上って遅くならないうちに中に入れるかも知れ
ない。」

しかし、彼らが急いでいる時、彼らの行く手は地
から湧き出した水でさえぎられて、水は丘の横を流
れ落ちて行きました。彼らは急いで彼らの家の裏側
の丘の高いところに急ごうとしましたが、少し行っ
たところで、道が割れはじめ飛び越えるには広すぎ
る裂け目を作り崩れてしまいました。アンは怒り狂っ
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ているような激流に流し去られる時の人々の悲鳴と
うめき声とを耳元で聞きました。

そして、もっともおそろしい事に、突然、巨大
な水の噴出が彼女たちの頭上の丘で起こり、その力
がジョンをアンから引き離し、今では大きな川の流
れとなっている激流の中に彼を投げ入れてしまいま
した。突然一人になったアンは丘を登り一番高い木
によじ登りました。水が彼女のまわりに迫ってきた
ので枝の最先端のところまではっていきました。こ
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こまで水はこないでしょう。彼女は出来る限り最高
の高さにたどり着きました。彼女がしっかり腕と脚
で幹をつかんでいれば、水がきても大丈夫でしょう。
しかし、水の流れはあっという間に彼女の体を木の
幹から引き離してしまいました。その次の瞬間、大
きな波が木を打ちつけ、安全と思っていた他の人と
もどもアンを眼下のどろ水の中に投げ込んでしまい
ました。

イエス様は言われました。「人の子の現れるのも
ちょうどノアの時のようであろう」（マタイ２４：
３７）。「人が見て自ら正しいとする道でも、その終
わりはついに死に至る道となるものがある」（箴言
１４：１２）。

＊＊＊＊＊＊＊＊

私は、皆さんはカルトの教えに惑わされたくない
と思っておられると思います。また、私たちはそれ
らがどんな風にして消滅するかをよく知っています。
しかし、もう一方で私たちは「真の神のみ言葉の教
えを軽視することにはくれぐれも注意深くあるべき
である」と申し上げたいのです。
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