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はじめに 

知恵の道と愚かの道を対比する父と息子の間の議論は、９章

で締めくくられ、実際の箴言集は第 10 章から第 31 章を占め

る。それぞれの言葉は短く簡潔であり、トピックは富、仕事

道徳、家族、言葉、計画、等についてである。箴言は生きる

ための原則であり、保証された約束ではないことを覚えてお

くことが重要である。例えば、正しい人にはなんの害悪も生

じない、しかし悪しき者は災をもって満たされる。（箴言１２：

２１）従順な人も害を被ることは明らかである（例：ヨブ）。

箴言は断固とした約束を与えているのではない。むしろ、 

人生を制御する一般原則を教えている。したがって、邪悪な

人生を生きることは、通常、否定的な結果を招く傍ら、従順

な人たちも苦しむことはあるが、神と歩む（従順に生きる）

ことことは、多くの不必要な害から人を救出するという一般

原則は成り立っている。特定の箴言の言葉を解釈し人生に適

用するとき、まずその箴言の根底にある一般原則を見出さな

ければならない。そして次に、それらの教えは人生を制御す

る一般原則であり、神の約束ではないということを覚えなけ

ればならない。 

富についての知恵と愚かさ 

箴言では、いくつかのテーマが強調されている。ここから先

は、最も重要な五つのテーマに焦点を当てていきます。一つ

目は、日々の生活の中で心配が絶えない金銭についてであ

る。 

 

Ⅰ．富を得ることについての箴言 

富を得るためには、賢明な方法と愚かな方法があると箴言は

教えている。知恵によって富を得ることは、この世の多くの

祝福と機会、また、次の人生における報酬へと導く。一方、

愚かな手段で富を得ることは、大きな害と永遠の損失へと繋

がる。 

 

A. 富は勤勉によって得るもの 

箴言は勤勉と丹念と忍耐について多くを述べている。怠惰と

不注意と快楽追求についても多くを述べている。仕事に対す

る態度は富を得る可能性が高い成功との間に強い相関関係が

ある。 

手を動かすことを怠る者は貧しくなり、勤め働く者の手は富

を得る。（箴言１０：４） 

眠りを愛してはならない、そうすれば貧しくなる、目を開

け、そうすればパンに飽くことができる。（箴言２０：１３） 

すべての勤労には利益がある、しかし口先だけの言葉は貧乏

をきたらせるだけだ。（箴言１４：２３） 

快楽を好む者は貧しい人となり、酒と油とを好む者は富むこ

とがない。（箴言２１：１７） 



多くの人は、「手っ取り早い方法で」お金持ちになりたいと

願うが、人生はそう上手く行かないものである。世の中、 

あらゆる領域でトップに到達するには、勤勉さと忍耐力が必

要である。 

 

B.富は、賢明な計画によって得られる 

私たちは皆、細かい注意書きや売買契約をしっかり読むこと

に怠り、急いで「取引」に飛びつくという失敗を経験したこ

とがある。計画性と慎重さは、富や貧困という結果と関係が

深い。一般的な言い伝え－「Hast makes waste （急げば無駄に

なる）」－は箴言の中にも確認されている（実際、箴言の教

えが由来である）。 

勤勉な人の計画は、ついにその人を豊かにする、すべて怠る

ものは貧しくなる。（箴言２１：５） 

相はかることがなければ、計画は破れる、はかる者が多けれ

ば、それは必ず成る。（箴言１５：２２） 

個人の経済的状況については、個人的にとどめておくことが

一般的な風潮である。しかし、この風潮は財務アドバイザー

から健全な助言を求める意欲を妨げる可能性がある。そうな

ると、賢明でない資産管理の決定へと繋がる可能性が高ま

る。優れた財務プランは、現在の状況を評価し、将来の短期

および長期の計画を立てるのに役立つ。純粋な評判と実証済

みの実績を持つ人を見つけなければならない。彼らが私たち

の個人的な優先事項や価値観を理解し、神に対する信仰によ

って成長していくことが非常に役に立つ。最高の財務プラン

ナーは、どんなに小さなお金の問題でも賢明に導いてくれる

ので、時の経過とともに、彼らの働きも支払われることにな

る。（注意：オークポイント教会が提供するクラス：Financial 

Peace University. 個人的財政管理の提供はしていないが、知恵と

富の基本原則を理解するための入門講座としてお勧めである。） 

 

C.富は神からの贈り物である 

最終的に、富（とそれを得る機会）は、神の御手によって与

えられた贈り物であるという見識が必要となる。実際、私た

ちが手にするあらゆる成功の背景には神の御手が働いている

にも関わらず、私たちの痛ましい努力こそが富を得ることに

成功した理由であると思い違いをしてしまうことがあるかも

しれない。勤勉な努力と計画は確かに成功へと導く要素であ

る、主の祝福は、私たちの努力のすべてよりも優先されるべ

きである。 

主の祝福は人を富ませる、主はこれになんの悲しみをも加え

ない。（箴言１０：２２） 

神がダビデに神殿建設の企画に携わる機会を与えられたとき

ダビデ王が富について語った言葉を振り返ってみましょう： 

しかしわれわれがこのように喜んでささげることができて

も、わたしは何者でしょう。わたしの民は何でしょう。すべ

ての物はあなたから出ます。われわれはあなたから受けて、

あなたにささげたのです。（第一歴代志２９：１４） 

私たちが、神とこの世における神の働きに「捧げる」とき、

実際、最初に神が与えてくださったものを「神にお返し」し

ているということになる。私たちの献金に関する真の疑問

は、神にいくら捧げるかではなく、むしろ、神は自分のため

にいくら保持することをお許しになっているかあである。真

の献金とは、主が私たちに委託してくださるものを主の御手

の祝福に返すということである。「十分の一」と言われてい



るのは、あなたが神に返すよう神が求めておられる分を神と

話し合うための聖書的出発点である。 

 

D.不正を用いて手に入れた富 

箴言は、大変現実的な知恵の書である。富への道は様々であ

ることは明確である。賢明な道もあれば、不正な道もある。

不誠実、詐欺行為、不正行為、窃盗は、常に富に関連付けら

れてきた。箴言は、これらの手段によって富を追い求める愚

かさについて多くのことを述べている。 

急いで得た富は減る、少しずつたくわえる者はそれを増すこ

とができる。（箴言１３：１１） 

偽りの舌をもって宝を得るのは、吹きはらわれる煙、死のわ

なである。（箴言２１：６） 

偽りのはかりは主に憎まれ、正しいふんどうは彼に喜ばれ

る。（箴言１１：１） 

「嫌悪感」とは、きつい言葉であるが、主は、金銭面の問題

においての不正を嫌悪される。なぜなら、他人を犠牲にして

までも、人より先に進むために手段を惜しまないということ

を表しているからである。 

実際、神は、金持ちで不誠実であるよりも、貧しくても誠実

である人に価値を置かれる。 

正しく歩む貧しい者は、曲った道を歩む富める者にまさる。

（箴言２８：６） 

銀行に不当な手段で得た富を貯めるより、社会での良い評判

を保つ方が良い。人格的に富んでいることは、財産が富んで

いることよりも重要である。 

令名は大いなる富にまさり、恩恵は銀や金よりも良い。 

（箴言２２：１） 

 

E. 搾取や抑圧によって得られた富 

もちろん、貧困層を搾取したり、経済的に弱い状況にある

人々を活用して、豊かになる人たちも多くいます。最終的に

富（と富を得る機会）が神からの贈り物であるならば、自分

自身をさらに豊かにするために、人類に害を及ぼすために 

この贈り物を使用するということは邪悪な行為である。 

（ヤコブの手紙５：１－６の貧しい人たちを抑圧して富んで

いる人たちへの厳しい教えを参照） 

貧しい者をしえたげて自分の富を増そうとする者と、富める

者に与える者とは、ついに必ず貧しくなる。（箴言２２：１６） 

貧しい者を、貧しいゆえに、かすめてはならない、悩む者

を、町の門でおさえつけてはならない。それは主が彼らの訴

えをただし、かつ彼らをそこなう者の命を、そこなわれるか

らである。（箴言２２：２２，２３） 

財源が不足している人たちを搾取や抑圧するのではなく、神

は、その逆を求めておられる：貧しい人たちの必要に寛大で

あり、貧困から脱出する経路の手助けをすることである。 

自分の財務状況（投資、購買パターン、労働慣行、賃金支

出、等）について考えるとき、あなた自身の財政的地位を強

化するために、恵まれない人たちを利用している可能性があ

る領域は無いでしょうか？この状況を改善するために、あな

たの力でできることは何でしょうか？ 

 

 

 



F. 貯蓄や市場操作によって得られる富 

箴言が記された時代には、市場活動を規制する証券取引委員

会などは存在しなかった。裕福な土地所有者は、穀物の供給

を抑え、希少である錯覚を生み出すことによって価格を引き

上げる可能性がある（今日の商品市場においても、一般的に

実行されている。）。希少性の経済学は、資源を必要とする

人に害を及ぼし、資源を有する人に有利に作用する。貧しい

人たちを更に貧しくし、裕福な人たちを更に富ませる。 

穀物を、しまい込んで売らない者は民にのろわれる、 

それを売る者のこうべには祝福がある。（箴言１１：２６） 

 

Ⅱ．富に対する態度に関する箴言の教え 

人生のすべては、私たちの中核的な信念、確信、態度によっ

て支配される。とくに富の領域において言えることである。

富（もしくはその欠如）に対する我々の視点は、経済面にお

ける問題を処理する方法を決定づける。 

 

A. 満足は財産管理の鍵である 

聖書を通して、満足感は金銭問題へのアプローチを支配しな

ければならない最も重要な態度であることを教えている。 

少しの物を所有して主を恐れるのは、多くの宝をもって苦労

するのにまさる。（箴言１５：１６） 

正義によって得たわずかなものは、不義によって得た多くの

宝にまさる。（箴言１６：８） 

平穏であって、ひとかたまりのかわいたパンのあるのは、 

争いがあって、食物の豊かな家にまさる。（箴言１７：１） 

使徒パウロは満足感の問題について次のように記している： 

しかし、信心があって足ることを知るのは、大きな利得であ

る。 わたしたちは、何ひとつ持たないでこの世にきた。また

何ひとつ持たないでこの世を去って行く。 ただ衣食があれ

ば、それで足れりとすべきである。富むことを願い求める者

は、誘惑と、わなとに陥り、また、人を滅びと破壊とに沈ま

せる、無分別な恐ろしいさまざまの情欲に陥るのである。 金

銭を愛することは、すべての悪の根である。ある人々は欲ば

って金銭を求めたため、信仰から迷い出て、多くの苦痛をも

って自分自身を刺しとおした。（第一テモテ６：６－１０） 

 

B. 貪欲は資産管理を台無しにする 

満足することは知恵である。一方、貪欲（より多くのことに

対する絶え間ないむさぼり）は愚かである。問題は、富は塩

水の様である。飲めば飲む程、渇くので更に欲する。より多

くの貪欲に動かされるとき、自分の人生や周りの人々に大き

な害をもたらす。 

不正な利をむさぼる者はその家を煩らわせる、まいないを憎

む者は生きながらえる。（箴言１５：２７） 

むさぼる者は争いを起し、主に信頼する者は豊かになる。

（箴言２８：２５） 

富を得ようと苦労してはならない、かしこく思いとどまるが

よい。あなたの目をそれにとめると、それはない、富はたち

まち自ら翼を生じて、わしのように天に飛び去るからだ。

（箴言２３：４，５） 

 



どこで満足することを忘れてしまい、欲求に足場をとられて

しまったのか、神様に尋ねて心の内を調べていただきましょ

う。内に潜む、もっと手に入れたいというむさぼりはどこで

しょうか？次の聖句を覚えましょう：不正な利をむさぼる者

はその家を煩らわせる、まいないを憎む者は生きながらえ

る。（箴言１５：２７）あなたの人生から根絶される必要の

ある欲望の領域はないでしょうか？知恵は叫ぶ：人生を台無

しにしてしまう前に、今行動しなさい!!!（参照：むさぼりに

よって夫婦アナ二ヤとサッピラが命を失ってしまった事件を

記す箇所‐使徒の働き５：１－１０） 

 

C. 決して究極の信頼を富においてはならない 

富に関連するもう一つの愚かさは、富は間もなく人生におけ

る信頼と自信の究極の目的になり得ることである。富は神か

らの贈り物として楽しむことができると聖書は教えている

が、決して神の代用品として信頼されるべきではない。 

自分の富を頼む者は衰える、正しい者は木の青葉のように栄

える。（箴言１１：２８） 

富める者の富はその堅き城である、それは高き城壁のように

彼を守る。（箴言１８：１１） 

（注意：裕福な若い支配者は、金に対する信頼に支配され

た。－マルコの福音書１０：２２，２３。そのことが原因で

神を信頼しイエス様の従者となることが出来なかった。資産

が心をがっちりと捕らえていたからであった。彼にとっては

富が究極の救い主であった。） 

富める人は自分の目に自らを知恵ある者と見る、しかし悟り

のある貧しい者は彼を見やぶる。（箴言２８：１１） 

 

賢者アグルは、これを神への祈りの課題にした： 

わたしは二つのことをあなたに求めます、わたしの死なない

うちに、これをかなえてください。うそ、偽りをわたしから

遠ざけ、貧しくもなく、また富みもせず、ただなくてならぬ

食物でわたしを養ってください。飽き足りて、あなたを知ら

ないといい、「主とはだれか」と言うことのないため、また

貧しくて盗みをし、わたしの神の名を汚すことのないためで

す。（箴言３０：７－９） 

 

D. 永遠の報酬は地上の富を支配しなければならない 

最終的に、この世の富とは永遠の報酬を得る機会である。神

の御前の最後の審判の際に、富が私たちを「救う」ことはな

い（すなわち、神は、賄賂によって私たちの罪を免除してく

れるような類の裁判官ではない）。しかし、地上の特権の扱

いによって、永遠の報いを受けることができる。 

宝は怒りの日に益なく、正義は人を救い出して、死を免れさ

せる。（箴言１１：４） 

不義の宝は益なく、正義は人を救い出して、死を免れさせ

る。（箴言１０：２） 

イエス様のたとえ話の内、二つは永遠の観点から地上の富を

使わないという判断の愚かさに関連したものである。愚かな

金持ちのたとえ話（ルカの福音書１２：１３－２１）と金持

ちとラザロのたとえ話（ルカの福音書１６：１９－３１）を

参照しましょう。実際、山上の説教の中で、イエス様は弟子

たちに宝は天に積むようにと教えられた： 

あなたがたは自分のために、虫が食い、さびがつき、また、

盗人らが押し入って盗み出すような地上に、宝をたくわえて

はならない。 むしろ自分のため、虫も食わず、さびもつか



ず、また、盗人らが押し入って盗み出すこともない天に、宝

をたくわえなさい。 あなたの宝のある所には、心もあるから

である（マタイの福音書６：１９－２１） 

 

Ⅲ. 富を賢明に用いることに関する箴言の教え 

私たちの短い期間の地上の滞在の間に、神が私たちに割り当

てられる富の管理とその用い方について賢明にならなければ

ならない。箴言は、そのことについて大変具体的な、また合

理的な教えを説いている。 

 

A.経済的にどのような立場に置かれているかを知るべき 

最初に、あなたの口座、資産、投資の状況を知ることが大切

である。投資の価値が上昇していると決め込んではならな

い。注意して見ていないと下降することもある。総合的に、

私たちが財政的にどこに立っているのかを明確に評価する必

要がある。 

あなたの羊の状態をよく知り、あなたの群れに心をとめよ。 

富はいつまでも続くものではない、どうして位が末代までも

保つであろうか。（箴言２７：２３，２４） 

 

B. 富は非常に慎重に貸すべきである 

もし、富を持っておられる場合、「ローン」を求められる可

能性が高くなる。聖書はお金を貸すことを禁じてはいないが

慎重に貸すようにと勧めており、特定の種類のローンは避け

るよう教えている： 

‐赤の他人（返済する意思がない可能性がある）にお金を貸

すことは愚かである。 

他人のために保証をする者は苦しみをうけ、保証をきらう者

は安全である。（箴言１:１５） 

‐脆弱な人々に高利貸しをすることは悪である。 

利息と高利とによってその富をます者は、貧しい者を恵む者

のために、それをたくわえる。（箴言２８：８） 

 

C. お金を借りることは躊躇するべきである 

ライフスタイルを追求するために、継続的にお金を借りるこ

とは賢明ではない。さらに、貴重な個人資産をローンの担保

として提供することによって、リスクを回避することは賢明

ではない。 

あなたは人と手を打つ者となってはならない、人の負債の保

証をしてはならない。あなたが償うものがないとき、あなた

の寝ている寝床までも、人が奪い取ってよかろうか。 

（箴言２２：２６，２７） 

借入と貸付の一般原則は単純明快である： 

富める者は貧しき者を治め、借りる者は貸す人の奴隷とな

る。（箴言２２：７） 

クレジットカードの借入は、経済困難と婚姻のトラブルの主

要な原因である。クレジットカードを使用するとき、私たち

は借金をしているのである。もし、その借金が速やかに返済

できないとき（通常一か月以内）、非常に高い利子を払うこ

とになる。速やかに支払いをする予定がある時のみ、クレジ

ットカードを使用するようにしましょう。直ちに支払いをす

る予定がない場合は、決してクレジットカードを使用しては

いけません。クレジットカード会社の方針において、箴言は

次のように言っている：「富める者は貧しき者を治め、借り



る者は貸す人の奴隷となる。（箴言２２：７）」実際、そうなる

ことがクレジットカード会社の目的である。何としてでも、

クレジットカードの借金は避けまなければならない。 

 

D. 富は寛大に分かち合うべきである 

箴言の富に関する教えの殆どは、裕福な人の寛大さについて

触れていることに注意することが重要である。寛大さを参照

する箴言の教えの数の多さ自体、その教えが神にとって、い

かに重要な教訓であるかを示している。 

財政的必要のある者は、当然、富を持っている人に引き寄せ

られるでしょう。そのうちの何人かは正当な必要／機会を用

いて接近し、また、ある者たちは詐欺師として接近する。 

「富は多くの友を引き付ける…」（箴言１９：４，１４：２０） 

必要としている者が正当な要因からであるかどうかを判断す

るために最善を尽くした上で、貧しい人々に寛大であること

が賢明である。貧しい人々に与えるということは、実際、主

にローンしているということであり、主は大きな利息を付け

て返済してくださるのです！ 

貧しい者はその兄弟すらもみなこれを憎む、ましてその友は

これに遠ざからないであろうか。言葉をかけてこれを呼んで

も、去って帰らないのである。（箴言１９：１７） 

貧しい者をしえたげる者はその造り主を侮る、乏しい者をあ

われむ者は、主をうやまう。（１４：３１，１７：５） 

さらに、箴言には、寛大な人は祝福されることを神がお許し

になり、物惜しみする者は自分自身を傷つけるだけであると

いう原則（約束ではない）がある。 

施し散らして、なお富を増す人があり、与えるべきものを惜

しんで、かえって貧しくなる者がある。物惜しみしない者は

富み、人を潤す者は自分も潤される。（箴言１１：２４，２５） 

人を見て恵む者はめぐまれる、自分のパンを貧しい人に与え

るからである。（箴言２２：９） 

貧しい者に施す者は物に不足しない、目をおおって見ない人

は多くののろいをうける。（箴言２８：２７） 

裕福な人は、豊かさも貧しさも、神がお造りになっていると

いうことに気付く必要がある。経済的状態にかかわらず、す

べての人間の本質的な価値を認識することが賢明である。 

富める者と貧しい者とは共に世におる、すべてこれを造られ

たのは主である。（箴言２２：２） 

 

E.財産を相続財産として適切に残すべきである。 

頻繁に、家族の死による不動産解決問題によって引き裂かれ

る。このような遺産争いから家族を守るためには、死後の適

切な配分を事前に計画することが賢明である。そうすること

によって、それぞれがよく考慮した上での賢明な贈り物を受

け取ることがきるでしょう。このような長期計画は、孫たち

に贈り物を祝福することさえ考慮に入れます。 

善良な人はその嗣業を子孫にのこす、しかし罪びとの富は正

しい人のためにたくわえられる。（１３：２２） 

箴言は、継承する側のために一つのアドバイスがある：あな

たの相続財産を急いで訴えてはいけない。 

初めに急いで得た資産は、その終りがさいわいでない。 

（箴言２０：２１） 



父親が生存中に自分の相続分を強要した「放蕩息子」の物語

（ルカの福音書１５：１１，１２）が思い出される。父親は

快く彼の「早期相続」を与えた後、息子はその全てを浪費し

た（ルカの福音書１５：１３）。「放蕩息子」の物語には償

還、赦し、希望のメッセージが込められていると同時に、箴

言の原則も成り立っている：急いで請求される継承は無駄に

終わるであろう！ 

 

 

熟考するべき 10 の実践的な質問： 
 

箴言の中には、富を得て維持するための多くの実用的な知恵

が記されている。次の事柄を自問してみましょう： 

 

１．熱心に働いており、財政的責任を果たす能力が増してい 

  るでしょうか？ 

２．健全な財務計画を立て、それに従っていまるでしょう 

  か？ 

３．予算を立て、与えられている限りの内で生きることを学 

  んでいるでしょうか？ 

４．収穫から先ず神にお返しすことによって神に敬意を表し  

  喜こんでいただく生き方ができているでしょうか？ 

５．正当な必要を持つ人たちに対して寛大な態度を取ってい 

  るでしょうか？ 

６．むさぼりに対して警戒し、足ることを養いっているでし       

  ょうか？ 

７．過剰に高価な借金や融資を避けていでしょうか？ 

８．神が私に与えてくださっている富について謙虚な姿勢を   

  保っているでしょうか？ 

９．この世から発った後に富を賢く残すために準備している 

  でしょうか？ 

10．地上の富を使って天の報酬を蓄えているでしょうか？ 

 

 


