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箴言１０－３１章  

 

はじめに 

箴言の中で、セクシュアリティ（性）について程、より緊急

性の高い鮮明な描写を用いて訴えかけている話題は存在しな

い。人間のセクシュアリティは、人間の営みの中に、偉大な

恩恵、あるいは、大きな害をもたらし得る、神からの偉大な

贈り物だからである。セックスは家の中の火に似ている。も

し、火を暖炉の中に留めるなら、目には喜びの光となり、私

たちを温めてくれる。その火を暖炉外で燃やしてしまうな

ら、破壊をもたらす。箴言の主なメッセージ：神が、私たち

の喜びのためにセックスを創造してくださった。ただし、神

が設定された境界線内で、この贈り物を楽しむ必要がある。

そうでなければ、私たちに害と悲しみをもたらす。 

 

冒頭の忠告： ２：１６－１９ 

箴言の冒頭は、父と息子の間の議論の文脈が設定である。そ

こを理解することによって、性的誘惑に対処するために、い

つも父は、その男を不道徳に誘惑する者の例として、「魅力

的な女性」を用いる理由の説明がつく。もし、父と娘との間

の議論であったとしたら、逆に、「若い女性を破壊的な性的

遭遇に誘い込む魅力的な男」の例を用いるはずである。です

から、箴言で登場する「誘惑す女性」を源や性別にかかわら

ず、私たちを神の道から遠ざけようとする、あらゆる誘惑の

声として受け止める必要がある。 

父親が息子に、性的誘惑の話題を切り出すまでに、それほど

時間がかかっていない。箴言第二章の中で、父親は性的誘惑

の罠を避けるための知恵の必要性へと繋いでいる： 

慎みと悟りはまたあなたを遊女から救い、言葉の巧みな、み

だらな女から救う。彼女は若い時の友を捨て、その神に契約

したことを忘れている。その家は死に下り、その道は陰府に

おもむく。すべて彼女のもとへ行く者は、帰らない、また命

の道にいたらない。（箴言２：１６－１９） 

子供たちが他の出所からセクシュアリティ（性）について学

ぶ以前に、両親がその問題について対処することが重要であ

る。幼い子供たちのために、また、十代のために、両親が適

切にこれらの議論を始めるための道しるべとなる教材があ

る。親がその議題を避けてしまうと、子供たちは不健全な出

所からそれらの情報を得ようとし、神からの贈り物であるセ

クシュアリティの歪んだ見識を得る結果へと繋がる可能性が

極めて高い。不健全な情報や全く情報が与えられていないこ

とは、結果的に子供たちを間違った選択へと繋げてしまう。 

一つ目の議論： 誘惑の警告： ５：１－２０ 

性的貞操に関する最初の主要な議論は、父が性的誘惑の罠と

と危険性について語る第 5 章である。父親は息子に、誘惑を

避け、最終的に、結婚を通して健全で充実した性生活を育て

る方法を伝授している。3 つの議論のうちの一つ目の議論にお

いて、いくつかの点が際立つ： 



１．生涯に及ぼす影響ではなく、その場の快楽に焦点を当て

た性的誘惑 

わが子よ、わたしの知恵に心をとめ、わたしの悟りに耳をか

たむけよ。これは、あなたが慎みを守り、あなたのくちびる

に知識を保つためである。遊女のくちびるは蜜をしたたら

せ、その言葉は油よりもなめらかである。しかしついには、

彼女はにがよもぎのように苦く、もろ刃のつるぎのように鋭

くなる。その足は死に下り、その歩みは陰府の道におもむ

く。彼女はいのちの道に心をとめず、その道は人を迷わす

が、彼女はそれを知らない。（箴言５：１－６） 

性的誘惑は促す一方で、決して、その後先の影響を警告する

ことは無い。私たちを盲目にさせ、その道を辿るという長期

的な影響を見逃させようと、強引に力を発揮する。性的誘惑

は「生涯の生き方という観念を失わせ」、即座に欲望を満足

させることだけを重要とする。 

２．性的誘惑を拒否するための賢明な方法は、誘惑から自分

を遠ざけ、安全な境界線と責任を維持することである。 

子供らよ、今わたしの言うことを聞け、わたしの口の言葉か

ら、離れ去ってはならない。あなたの道を彼女から遠く離し

その家の門に近づいてはならない。おそらくはあなたの誉を

他人にわたし、あなたの年を無慈悲な者にわたすに至る。お

そらくは他人があなたの資産によって満たされ、あなたの労

苦は他人の家に行く。（箴言５：７－１０） 

「彼女から遠く離れた道に留まりなさい」「彼女の家の扉に

近づいてはならない」その理由は、性的誘惑は、私たちの決

意と防御をいとも簡単に克服することが出来る程の強力な力

だからである。ですから、最良の防御は、誘惑される状況を

避けることに限るのです。使徒パウロの言葉：「不品行を避

けなさい。」（第一コリント６：１８） 

人間の本性は、誘惑に抵抗する能力を過大評価する傾向にあ

る。それは、性的誘惑においては、愚かな行為である。むし

ろ、過小評価するべきである。私たちは、堕落への恐怖、が

けっぷちに近づくことすら恐れるべき健全な恐怖を持つべき

である。性的誘惑に近づく者は間違いなく誘惑に落ちるから

である。それは箴言が教える人生の規律である。異性を扱う

とき、健全な境界線が不可欠である。その境界線を越えると

いうことは、非常に致命的な結果を伴う堕落を招き入れると

いうことである。 

３．性的誘惑への堕落の結果は生涯に及ぶ最大の後悔 

そしてあなたの終りが来て、あなたの身と、からだが滅びる

とき、泣き悲しんで、言うであろう、「わたしは教訓をいと

い、心に戒めを軽んじ、教師の声に聞き従わず、わたしを教

える者に耳を傾けず、（箴言５:１１－１３） 

生涯の後悔と恥を犠牲にして、瞬間的な喜びを得る。 

４．性的不道徳は深刻な社会的影響を及ぼす。 

「集まりの中、会衆のうちにあって、わたしは、破滅に陥り

かけた。」（箴言５：１４） 

性的不道徳によって人生、家族、キャリアに影響を受けて来

た人を見たことがあるでしょう。知恵が語り掛ける：もし、

不貞の道を選択するなら、生活を共にしている者たちの目に

その代償金を支払うことになる。 

結婚、家族生活、誠実さ等に関する聖書の規律に近いところ

で文化が機能しているならば、「不道徳」な行動に従事する

人々に対して、負の社会的影響が及ぶであろう。その一方、



不道徳な行為が新しい法律によって正当化される文化（不道徳な

文化）が到来するとき、そのような不道徳な行動の公衆の受け

入れがはるかに広がる。そして、それでも、それらのセクシ

ュアリティの表現に反対し続ける者が、社会的恥である圧力

を感じることになる。義であったロトは、ソドムとゴモラに

おいての絶え間なく変化する性的規範に妥協しなかったの

で、笑い者となった（参照：第二ペテロ２：７）。 

 

５．結婚における性的満たしは神からの贈り物 

箴言において、より鮮明に描写されている節の一つ、父親が

息子に良い妻を見つけて、夫婦間で互いが満足いく性生活を

育くむように指示する箇所（当時の文化においては、結婚は、

しばしば「縁組を取り計らわれた」。一般的に、今日よりずっと

若い時期に決められた。－十代初期、または半ば頃）： 

あなたは自分の水ためから水を飲み、自分の井戸から、わき

出す水を飲むがよい。あなたの泉を、外にまきちらし、水の

流れを、ちまたに流してよかろうか。それを自分だけのもの

とし、他人を共にあずからせてはならない。あなたの泉に祝

福を受けさせ、あなたの若い時の妻を楽しめ。彼女は愛らし

い雌じか、美しいしかのようだ。いつも、その乳ぶさをもっ

て満足し、その愛をもって常に喜べ。わが子よ、どうして遊

女に迷い、みだらな女の胸をいだくのか。人の道は主の目の

前にあり、主はすべて、その行いを見守られる。悪しき者は

自分のとがに捕えられ、自分の罪のなわにつながれる。彼

は、教訓がないために死に、その愚かさの大きいことによっ

て滅びる。（箴言５：１５－２３） 

新約においても旧約においても、聖書は、性的誘惑から守る

ためにに、夫婦の営みの贈り物を用いるようにと促している

（箴言５：１５－２３、及び、第一コリント７：２－５）。しかし、アメリカ

の文化では、晩婚化が引き続き当たり前となっている。１９

６０年の結婚の平均年齢は、女性が２０歳で、男性が２２歳

であった。２０１６年の結婚平均年齢は、女性が２７歳で、

男性は２９歳まで上がっている。晩婚の傾向の結果、性的虐

待が溢れる社会で、はるかに長い期間にわたり、男性も女性

も性的衝動に対処しなければならなくなり、その結果、様々

な形の性的表現を受け入れる社会と化してきてしまってい

る。更に、最終的に結婚にたどり着いてからも過去の性的関

係や経験による多くの荷物を夫婦の営みの場に持ち込む傾向

があり、結婚による健全な性生活を展開させることが益々困

難となる。 

 

二つ目の議論： 復讐の警告： ６：２０－３５ 

二つ目の聖書の主な警告は、具体的に姦淫の罪の対処につい

てである－他人の配偶者と性的関係を持つことについて。主

要なメッセージは次の通りである：もし、他人の配偶者と関

係を持つなら、怒った配偶者に正しい嫉妬の炎を抱かせ、 

あなたの処罰を免れなくする。 

「わが子よ、あなたの父の戒めを守り、あなたの母の教を捨

てるな。つねに、これをあなたの心に結び、あなたの首のま

わりにつけよ。これは、あなたが歩くとき、あなたを導き、 

あなたが寝るとき、あなたを守り、あなたが目ざめるとき、

あなたと語る。戒めはともしびである、教は光である、教訓

の懲しめは命の道である。これは、あなたを守って、悪い女

に近づかせず、みだらな女の、巧みな舌に惑わされぬように

する。彼女の麗しさを心に慕ってはならない、そのまぶたに

捕えられてはならない。遊女は一塊のパンのために雇われ

る、しかし、みだらな女は人の尊い命を求める。人は火を、

そのふところにいだいてその着物が焼かれないであろうか。 



また人は、熱い火を踏んで、その足が、焼かれないであろう

か。その隣の妻と不義を行う者も、それと同じだ。すべて彼

女に触れる者は罰を免れることはできない。盗びとが飢えた

とき、その飢えを満たすために盗むならば、人は彼を軽んじ

ないであろうか。もし捕えられたなら、その七倍を償い、そ

の家の貨財を、ことごとく出さなければならない。女と姦淫

を行う者は思慮がない。これを行う者はおのれを滅ぼし、傷

と、はずかしめとを受けて、その恥をすすぐことができな

い。ねたみは、その夫を激しく怒らせるゆえ、恨みを報いる

とき、容赦することはない。どのようなあがない物をも顧み

ず、多くの贈り物をしても、和らがない。（箴言６：２０－３５） 

正義の嫉妬とは、合法的にあなたの保護下にある何かを守る

ための願望である。神は、私たちの献身に嫉妬されると聖書

は言っている。同様に、夫と妻は、互いに夫婦献身の尊厳と

独自性を保護するために、正義の嫉妬を保つ必要がある。 

結婚式の終わりに、次のイエス様のみ言をよく耳にする： 

だから、神が合わせられたものを、人は離してはならない」。

（マルコの福音書１０：９）いかなる人間にも、神‐夫‐妻の間の

聖なる領域に入り込む権利を持っていません。それは神聖に

保たれなければならない聖地である！新約聖書のヘブル人へ

の手紙の警告の背後にある力である：すべての人は、結婚を

重んずべきである。また寝床を汚してはならない。神は、不

品行な者や姦淫をする者をさばかれる。（へブル人への手紙１３：

４）姦淫の赦しは確かに可能ではあるが、生涯に及ぶ罪の影響

も確実であり、それを免れることはない。 

三つめの議論： 死の警告： ７：１－２７ 

最後の教えは、実生活の物語です。父親は、魅惑的な既婚女

性の企みに陥ってしまう若い男を観察したことを伝える。若

者が愚かにも誘惑に陥ったとき、死の道へと下っていること

に気づかなかった。 

１．息子の耳を傾けさせるための冒頭の訴え。 

わが子よ、わたしの言葉を守り、わたしの戒めをあなたの心

にたくわえよ。わたしの戒めを守って命を得よ、わたしの教

を守ること、ひとみを守るようにせよ。これをあなたの指に

むすび、これをあなたの心の碑にしるせ。知恵に向かって、

「あなたはわが姉妹だ」と言い、悟りに向かっては、あなた

の友と呼べ。そうすれば、これはあなたを守って遊女に迷わ

せず、言葉巧みな、みだらな女に近づかせない。（７：１－５） 

父親は、セクシュアリティに関する教訓に先立ち、彼の言葉

と警告に息子が耳を傾けるために力強く訴えを繰り返してい

る。それらの警告を軽視することは出来ない。性的誘惑はい

とも簡単に、この領域において知恵としっかりとした決意を

持って生きていない男女を圧倒させる。 

２．誘惑する女性に近づき過ぎた若者 

わたしはわが家の窓により、格子窓から外をのぞいて、思慮

のない者のうちに、若い者のうちに、ひとりの知恵のない若

者のいるのを見た。彼はちまたを過ぎ、女の家に行く曲りか

どに近づき、その家に行く道を、たそがれに、よいに、また

夜中に、また暗やみに歩いていった。（箴言７：６－９） 

観察されている若者は、ナイーブ（誘惑が待ち受けていることに気が付

いていない）、または、愚か者（故意に誘惑と戯れている）のどちらかで

ある。夕刻であったことや、また、その若者が一人で誘惑す

る女の家の方向へと歩いて行った事実から、若者は、魅力的

な機会であると認識したものに向かって愚かに歩み進んだ可

能性が高い。冒険を求めていた矢先誘惑する女性に出会った

のである。 



この物語の現代版を考えてみましょう。若者が（道徳の疑わしい）

友達と夜を楽しむために外出するが、その若者はポルノの世

界へと引き釣り込まれていく。または、若い女性がパーティ

ー（トラブルが起こることを承知で）に趣き、デート・レイプ・ドラッ

グ（性的暴行の企てのために用いられる麻薬。飲まされた人を抵抗無能力にしてし

まう。）が入れられた飲み物をと知らずそれを口にしてしま

す。あるいは女性（当然のことながら孤独な）がフェイスブックで高

校時代のボーイフレンドと繋がる。時が経ち、たわいのない

会話から本格的な感情的情事へと展開。あるいは、ある男は

生き生きと感じさせてくれる職場の女性が気になり始める（結

婚生活がつまらなく感じ始めていた）。間もなく、その男は女と一緒に

逃げる道を模索し始める。箴言７章は、日々、私たちの身の

回りに起きていることである。 

 

３．誘惑者は現れ、魅力をアピールする 

見よ、遊女の装いをした陰険な女が彼に会う。この女は、騒

がしくて、慎みなく、その足は自分の家にとどまらず、ある

時はちまたにあり、ある時は市場にあり、すみずみに立って

人をうかがう。この女は彼を捕えて口づけし、恥しらぬ顔で

彼に言う、「わたしは酬恩祭をささげなければならなかった

が、きょう、その誓いを果しました。それでわたしはあなた

を迎えようと出て、あなたを尋ね、あなたに会いました。わ

たしは床に美しい、しとねと、エジプトのあや布を敷き、没

薬、ろかい、桂皮をもってわたしの床をにおわせました。 

さあ、わたしたちは夜が明けるまで、情をつくし、愛をかわ

して楽しみましょう。夫は家にいません、遠くへ旅立ち、手

に金袋を持って出ました。満月になるまでは帰りません」

と。（箴言７：１０－２０） 

この誘惑する女は、箴言が言う「愚かな言葉を餌食に誘惑す

る」方法を用いる。お世辞、操り、嘘、陰口は、彼女の武器

である。彼女が話し終る頃までに、若者の心は拒絶する方が

愚か者であると感じさせられる。性的誘惑は、そのように発

展する。偽り：信じられない経験であり、誰にも知られるこ

とは無い。真実：快楽の経験はほんの短時間であり、隠し通

すことは出来ない。あなたの想像も絶する代償を要する。 

４．死の家の方向へと歩む若者 

女が多くの、なまめかしい言葉をもって彼を惑わし、巧みな

くちびるをもって、いざなうと、若い人は直ちに女に従っ

た、あたかも牛が、ほふり場に行くように、雄じかが、すみ

やかに捕えられ、ついに、矢がその内臓を突き刺すように、 

鳥がすみやかに網にかかるように、彼は自分が命を失うよう

になることを知らない。（箴言７：２１－２３） 

その夜の快楽の代償は「彼の命」である。使徒ヤコブも言っ

ている：欲がはらんで罪を生み、罪が熟して死を生み出す。

（ヤコブの手紙１：１５） 

５．父から息子への完結の言葉 

子供らよ、今わたしの言うことを聞き、わが口の言葉に耳を

傾けよ。あなたの心を彼女の道に傾けてはならない、またそ

の道に迷ってはならない。彼女は多くの人を傷つけて倒し

た、まことに、彼女に殺された者は多い。その家は陰府へ行

く道であって、死のへやへ下って行く。（箴言７：２４－２７） 

誘惑する女の家への道は、実際、墓場への道であった。悲し

いかな、若者はその兆候を見逃してしまったのである。 

 

 


