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主  題：結婚Ｑ＆Ａ ２ 

聖書箇所：コリント人への手紙第一 ７章２５節－４０節 

 

 パウロがこのコリント人への手紙第一を記した理由は、コリント教会の人々の質問に答えるためであ

ったと見て来ました。そのことを私たちはすでに学んで来ました。そして、パウロは７章に入って「結

婚」についての質問に答えていきます。結婚について聖書は何と教えているのか？神は何と教えておら

れるのか？そのことをパウロは答えていきますが、同時に、信仰者として決して忘れてはならないこと、

常に覚えておくべきことを、彼は前回学んだ１７－２４節に記していました。彼はこう言います。「特

別なあなたの特別な務めを果たしなさい」と。あなたは神から特別な賜物、務めをいただいたのだから、

あなたが召されたそのところにおいてしっかりと主を証していきなさいと言うのです。 

なぜ、パウロはこのようなことを質問の真ん中に置いたのか？どの時代、どの国にあっても、私たち

は日々の生活において様々な問題を経験します。いろんなことが私たちの心を悩ませます。そのときに

もし私たちの関心がその問題にだけ傾いているなら、恐らく多くの皆さんは不安に陥ってしまうでしょ

う。そして、その不安があなたから喜びや希望を奪っていきます。このことはあなたの生活全般に影響

を及ぼします。だからこそ私たちはどんなときにも「なぜ私は救いの恵みに与ったのか？何のためにこ

うして生かされているのか？」、そのことをしっかり覚えて歩むことが大切なのです。そこにフォーカ

スを当てないでその他のものにフォーカスを当てるなら、私たちは様々な問題に惑わされてしまいます。

でも、私たちはどのようなときにも主に目を向けるなら、その中にあっても勝利を得ることができます。 

そのことを話した上で、パウロは続いて人々の「結婚」に関する質問に答えていきます。今日見てい

く７：２５－４０の中で、パウロは三つの大きな質問を挙げてそれに答えを出しています。２５－３５

節では「クリスチャンは結婚しなければならないのか？」という質問に対する答えが記されています。 

そして、二つ目には「父親が立てた誓いを破ってもいいのか？守り続けるべきか？」と、そして、最後

は改めて「再婚について」答えています。 

Ａ．クリスチャンは結婚しなければならないのか？  ２５－３７節 

 ２５節「処女のことについて、私は主の命令を受けてはいませんが、主のあわれみによって信頼できる者とし

て、意見を述べます。」とパウロは自分の意見を述べています。非常に面白い書き方がされています。「処

女のことについて、私は主の命令を受けてはいませんが、」と、つまり、このことについては主が明確にお語

りになったこと、教えられたこと命じられたこと、それが「ない」ということです。ですから、１７節

から見て来たところは、パウロが質問に答えるときに確かに主が語られたことをもって答えるときと、

そうでないケースがありました。２５節はその後者です。そこでパウロが言います。「私の意見を言い

ます」と。でも、それは何となく思いついたことを言っているのではなく、間違いなく、神のみこころ

に沿ったことを記すのです。このことは７：４０にも出て来ます。 

主はこのことについて明確に語っておられないけれど、私はそのことを皆さんに教えることができる

と言います。そして、自分について「主のあわれみによって信頼できる者として、」と記しています。この

「あわれみ」とは「必要を抱えた人を気の毒に思い、その必要に応える」という意味です。ですから、パ

ウロがこのメッセージを与えるに当たって、自分がいかに罪深い者であるか、神のあわれみがなければ

私はこの救いに、また、この務めに就くことはなかったと言うのです。しかも、この「あわれみ」を完了

形を使っています。神からのあわれみが一時的ではなくて不変のものであるということです。神は私に

対して一方的に「あわれみ」を示してくださった。私の必要に応えようとしてくださった。救いの必要

な私に神は一方的に働きその救いをくださった。それは一時的なものではなく永続するものである、神

の約束は決して変わることがないと、そのことを言うのです。 

 そして、自分のことを「信頼できる者」と言っています。パウロが敢えてこう記したのは神がパウロに

対してそのように言われるからです。「私は、私を強くしてくださる私たちの主キリスト・イエスに感謝をさ 



さげています。なぜなら、キリストは、私をこの務めに任命して、私を忠実な者と認めてくださったからです。」 

（Ⅰテモテ１：１２）と。ですから、パウロのすべてを知っておられる神が「この人物をわたしは信頼

する」と言われたのです。もちろん、それは罪を犯さないということではありません。神の前を正しく

歩もうとしているのです。そして、このコリントの人たちも１年半パウロとともに生活をしました。パ

ウロのメッセージだけでなく彼の生き様を見ていました。彼らはこのように言ったでしょう。「確かに、

パウロは神の栄光のためだけに生きようとしている。すべてのことを神のためにしている。」と。敢え

て、パウロはそのことを語ることによって、ただ思いつきで話すのではないことを人々に告げるのです。 

さて、パウロがこの中で教えることは、もし独身でいることができるのならその方が良いということ

です。それを教えるとともに、その理由までこの中に記しています。 

・パウロが「独身である方がいいのでは」と教えるその理由とは？ 

１．危急の時だから  ２５－２７節 

 ２６節「現在の危急のときには、男はそのままの状態にとどまるのがよいと思います。」と。パウロは独身で

いることができるならそれがベターだと言いますが、今が「危急の時」だと言っています。だから、もし

できることなら独身でいた方がいいと言うのです。「危急の時」とは辞書に拠れば「危険な事態が目の前

に迫っている」ということです。このことばの元の意味は「災害、苦難」です。しかも、「現在」という

ことばを使っています。これは「近くにある、迫っている、切迫している」ということです。だから、

パウロはどのような危険な事態が彼らに迫っているのか、具体的に記してはいませんが、少なくとも、

コリント教会に迫り来る様々な危険、もしかすると、もうすでに彼らは実際に何かを経験していた可能

性があり、パウロはそれを知っていたので、このように記すのです。もちろん、イエス・キリストを信

じて主イエスに忠実に従って行こうとするなら様々な迫害を受けることはイエスご自身が教えておられ

ることです。 

 マタイ２４：９「そのとき、人々は、あなたがたを苦しいめに会わせ、殺します。また、わたしの名のために、

あなたがたはすべての国の人々に憎まれます。」と。ルカ２１：１２にも「しかし、これらのすべてのことの前

に、人々はあなたがたを捕らえて迫害し、会堂や牢に引き渡し、わたしの名のために、あなたがたを王たちや総督

たちの前に引き出すでしょう。」とあります。ですから、クリスチャンであって神に喜ばれることをしてい

るなら、すべての人はいろいろな迫害を経験します。そのことは皆さんも経験しておられるでしょう。

ですから、確かにパウロが「現在の危急のとき」と言ったのはそういうことがあったのかもしれません。  

でも、それだけではなさそうです。推測できることは、このコリント第一の手紙が執筆された当時、

ローマでは５代目のローマ皇帝であるあのネロが即位しました。皆さんもご存じのように、ネロは最初

にクリスチャンたちを迫害した皇帝です。ＢＣ６４年７月１８日から７日間に渡ってローマは大火災に

よってすべてを焼失しますが、それをしたのはネロですが、火災の責任をクリスチャンに負わせて多く

のクリスチャンがその後殉教していったことは皆さんご存じの通りです。だから、パウロがこの手紙を

書いたとき、すでにネロがローマの皇帝でした。想像がつきます。この後、大変な迫害が彼らを襲いま

す。そのようなことがあったのかもしれません。 

 ですから、パウロはそのようなことを鑑みて「男はそのままの状態にとどまるのがよい」と言ったのでし

ょう。ですから、「処女」とは女性だけでなく男性も含まれるのです。もし、未婚であるならそのまま

でいた方がいいと言うのです。お気づきになるようにこれは命令ではありません。パウロがそのように

勧めるのです。なぜなら、大変な迫害がやって来て、もし既婚者であるなら家族のだれかが捕らえられ

て迫害を受ける、たとえば、父親が捕らえられて投獄される、拷問に遭う、そして、殉教していく。そ

れは家族にとっては大変な苦しみです。独身であればそのようなことがない。だから、その方が良いと

パウロはそのように述べるのです。 

 では、今もう結婚しているけど別れた方がいいのかと、そのような疑問が出て来ます。２７節をご覧

ください。「あなたが妻に結ばれているなら、解かれたいと考えてはいけません。」、離婚しようと思っては

ならないと言います。「妻に結ばれていないのなら、」、つまり、結婚していないなら「妻を得たいと思って

はいけません。」、結婚したいと思ってはならないと。このことを話した後、パウロは「しかし」と続け 

ますが、少なくとも、先ず初めに、パウロは独身でいた方がベターだ、それは、大変な危険があなたに 



迫り来るからと、それが一つ目の理由です。 

２．苦難があるから  ２８節 

 二つ目の理由は「苦難があるから」と言います。２８節「しかし、たといあなたが結婚したからといって、

罪を犯すのではありません。たとい処女が結婚したからといって、罪を犯すのではありません。」と、パウロは

結婚を禁止しているわけではありません。「ただ、それらの人々は、その身に苦難を招くでしょう。私はあな

たがたを、そのようなめに会わせたくないのです。」と言っています。ここで「苦難」ということばが使われ

ています。このことばは「圧迫する、苦しみ、重荷、苦悩、苦痛」という意味があります。先ほど見た

のは、外部から来る苦しみのことでしたが、ここは「結婚生活からもたらされる苦痛」のことです。結

婚生活は何も問題のないバラ色の生活であると思っている人たちはたくさんいます。世の中はそのよう

に私たちにメッセージを送り続けています。残念ながら、この日本でも結婚した半分近い人たちが離婚

に至っています。だから、多くの人たちは結婚生活はバラ色の人生を約束しているのか？でも、実際は

そうではないと気付いています。考えてみると、性格も育った環境も全く異なった二人が一つになる。

そうすると、今まで見えていなかったものが見えて「そんなはずではなかった」と思う人たちはたくさ

んいるでしょう。 

 パウロは決して結婚が問題のある悪いものだと教えているのではありません。なぜなら、神は結婚を

定められたからです。そこにはすばらしい祝福があります。但し、同時にそこには大きな責任もあるの

です。「自己犠牲」という責任です。自分よりも相手を優先するのです。自分よりも相手の幸せのため

に生きるのです。そして、分かっていることは結婚生活は易しいものではない、大変難しいものだとい

うことです。クリスチャンホームであってもそこには問題が山積です。夫婦関係だけでなく親子関係に

もいろんな問題があります。なぜなら、子どもも罪人として生まれて来るからです。そして、それゆえ

に、自分の自我に沿って生きようとします。幼い頃から聖書を教えて来たけれど、その教えに沿って生

きていくかどうかはその子どもたちが選択するのです。多くの場合、その教えを捨ててこの世を愛して

生きる選択もします。 

 ですから、現実を見たときに、どれだけ多くの家庭が嘆きを抱えているか？です。そのことをパウロ

は言うのです。もちろん、希望がないわけではありません。神が働いてくださるならその夫婦、その家

庭はすばらしいものです。でも、もう皆さんが経験されているように、思っていた以上に、いや、遥か

に難しいものだということは皆さんが証されるでしょう。 

 ある人たちは独身でいるなら寂しいから、それを満たす唯一の方法は結婚だけだと、そのように考え

る人たちがいます。私たちもそのように耳にします。ある人たちは情が燃えるのを自制することが出来

ないから、その唯一の解決は結婚だと考えます。確かに、パウロはそのようなアドバイスを与えていま

す。また、それ以外の人たちの中には、自分が今抱えている問題から逃げ出すために結婚を選択する人

もいます。皆さん、結婚は自分の抱える問題の解決をもたらすものではないということです。結婚さえ

すれば問題が片付くのではありません。問題の解決は結婚ではなく神にあります。結婚したからといっ

て寂しさが無くなるわけではありません。寂しさは付きまといます。結婚したからといって情が燃える

ことがなくなったか？燃え続けます。私たちが学ばなければならないことは、神にのみ解決があるとい

うことです。神にのみ希望があるのです。独身者も既婚者も神にあって神の祝福をいただきながら歩む

ことが出来るのです。 

ですから、パウロはいろいろな問題を知っていました。社会的にも大きな問題がある。そして、実際

に、結婚生活の問題を考えたときに、彼らを愛するゆえに、彼らがそれらを経験しないようにと願って

このように記したのです。繰り返しますが、だから結婚がだめだと言っているのではありません。結婚

生活がすばらしい祝福であることは幸いです。「家庭が憩いの場」、そこで力をもらう、そんな家庭を

神のあわれみによって築くことができるのです。パウロはそのような様々な問題があるゆえにこのよう

なアドバイスを与えたのです。 

３．時が縮まっているから  ２９－３１節 

 ２９節「兄弟たちよ。私は次のことを言いたいのです。時は縮まっています。」、「時は縮まっている」とい

うのが、独身でいた方が良いというパウロのアドバイスの理由です。「時は縮まっている」とは何のこと



でしょう？ひとり一人の人生が短いということです。コリント教会は危急の時を迎えようとしていたの

です。いつ殉教するかわからない、明日があるかないかもわからない、そういった状況の中、どのよう

に生きていけばいいのか？この後、パウロは教えるのですが、パウロが言いたいことは、信仰者である

ならみな神に喜ばれるように生きていきたいと願う、神に喜んでいただいて何とか神の栄光を現してい

きたいと願うということです。でも、その歩みをする上でいろんな妨げもあります。それをパウロはこ

こに挙げるのです。四つのことを挙げています。 

・忠実な歩みの「妨げ」となり得るもの 

１）伴侶  ２９節 

 ２９ｂ節「今からは、妻のある者は妻のない者のようにしていなさい。」とあります。パウロはここで既婚

者はその伴侶と別れなさいということを教えているのではありません。この地上において主が二人を別

つまで愛し合って主のみ栄えを現し続けていくこと、それが神が私たちに命じておられることです。で

すから、迫害があろうとなかろうと、私たちはそのようにして歩んでいくのです。 

 では、ここでパウロが教えたかったことは何か？それは「主への献身の思いをお互いに維持する」と

いうことです。「妻がいない」「夫がいない」、つまり、独身ということです。独身の人が主に対して

献身的に生きるように、既婚者であるあなたがたもそのように生きるようにと勧めるのです。結婚生活

が主に対する献身の妨げとなってはいけないのです。どういうケースか？たとえば、夫婦がお互いに神

に喜ばれたいという願いをもって生きているなら、そこにはその問題は出て来ません。でも、どちらか

一方が、もしかすると両方かもしれませんが、自分を優先して「私のために何をしてくれるの？私を幸

せにするために何をしてくれるの？」とフォーカスが自分に向いているなら、その伴侶は大変な選択を

強いられます。神を喜ばせたいのに伴侶は神ではなく自分を喜ばせて欲しいと言う。そうすると、神を

喜ばせたいと願っている人の歩みの妨げになってしまう可能性があります。 

 ですから、パウロは「独身者は神に喜ばれるように生きていこうとする。既婚者も同じようにそれぞ 

れが神に喜ばれることを願いながら生きていきましょう」と言うのです。そのために私たちは生きてい

るのです。神が望んでおられることは何か？神の命令に従って行くこと、そのことはもう私たちは見て

来ました。 

２）感情  ３０節 

 二つ目にパウロは「感情」のことを言います。３０節に「泣く者は泣かない者のように、喜ぶ者は喜ばな

い者のように、」と書かれています。パウロはここで信仰者であるあなたは悲しんでもならないし、喜ん

でもならないと、そんなことを教えられているのではありません。私たちは「喜ぶ者といっしょに喜び、泣

く者といっしょに泣きなさい。」（ローマ１２：１５）と教えられています。悲しい時に泣くことも嬉しい

ときに喜ぶことも間違っていません。パウロが言わんとしたことは、まず、「泣く」ということを言っ

たときに、時として、私たちは感情が神に対して忠実に生きていくための妨げになる可能性があるとい

うことです。たとえば、いろんな悲しいことが続くと、人間的に「もうこんなに悲しむなら神に従いた

くない。神に従っているのにこんなことが続くならもういいわ。」となってしまう可能性があります。

それほど私たちは弱い者です。だから、そういう悲しみが神に従って行こうとするあなたの妨げになる

ということです。また、私たちが神以外のものに喜びを見出そうとするならどうでしょう？これも妨げ

になります。 

 感謝なことに、私たちクリスチャンが神からいただいた祝福の中に「喜び」があります。本当の喜び

は神しか与えることができません。なぜなら、私たちは喜びを得るためにありとあらゆることを試みて

きましたが、それは一時的であり条件付きです。神がくださる喜びはそれらを超越したものです。それ

をもって私たちは生きることができるのです。神以外のところにその喜びを求めてそれを見出そうとす

るのではなく、私たちは神のうちにこそそれを見出すのです。 

 ですから、このような感情もときとして献身的な歩みをしようとしているあなたの妨げになってしま

うことがあるのです。 

３）物質  ３０ｂ節 

 三つ目にパウロが言うことは「物質への執着心」です。３０節の後半に「買う者は所有しない者のように 



していなさい。」とあります。この世のものに関心をもち、それを得ることを優先して生きているその生

き方に対する教えです。このような人の関心はこの世の流行です。最新のものを手に入れることです。

気付かなければいけないのは、それらは一時的であり永遠に価値があるものではないということです。

パウロが教えることは、それらよりもっと価値のある生き方があるということです。主に従い続けるこ

とは地上のどんなものよりも遥かに価値があるとパウロは教えます。残された時間は短い。だから、そ

の時間をしっかりと主のために生きていきなさい。そのために私たちは造られそのために救われたのだ

からこの世のいろんなものに惑わされてはならないと言います。 

４）世の富  ３１節 

 ３１節「世の富を用いる者は用いすぎないようにしなさい。この世の有様は過ぎ去るからです。」、ここにあ

る「世」は原語には記されていません。訳者によって補われているのです。「富」とは何のことか？ジ

ョン・マッカーサー先生は「これは楽しみのことだろう」と言っています。つまり、自分を楽しませる

こと、たとえば、娯楽や休暇、余暇など、それ自体は悪いものではありませんが、それが人生において

最も大切なものになってしまうことが問題です。この世の中では休暇のために一生懸命働いている人が

います。そういうことになりがちです。主をないがしろにしてはならないのです。主こそ私たちにとっ

て最も大切なお方なのです。楽しむこと、休暇を持つこと、余暇を楽しむことがいけないと言っている

のではありません。それよりもすばらしい神から目を逸らしてはならないということです。 

 これらのものがあなたから献身の思いを奪っていく、そのようなことのないようにしなさい。この世

の有様は過ぎ去るからとパウロはその理由も教えています。 

４．主に奉仕できるから  ３２－３５節 

 四つ目にパウロが「独身でいる方が良い」と言った理由は「独身なら主に奉仕することが出来るから」

です。３２節から見てください。「:32あなたがたが思い煩わないことを私は望んでいます。独身の男は、

どうしたら主に喜ばれるかと、主のことに心を配ります。:33 しかし、結婚した男は、どうしたら妻に

喜ばれるかと世のことに心を配り、:34 心が分かれるのです。」、「思い煩う」ということばが出てい

ます。その後に「心を配る」ということがあります。この「心を配る」という動詞の否定が「思い煩う」

なのです。パウロは主に対する奉仕に関して独身者と既婚者を対比するのです。独身者が主に喜ばれる

ことだけを考えて生きる。しかし、既婚者は伴侶を喜ばせることを考えると言います。彼らが喜びをも

って過ごせるように、また、様々なことに気を配るでしょうと。こうして、主を喜ばせたいという思い

と伴侶を喜ばせたいという思いが共存するので「心が分かれる」と書かれています。「分かれる」とは「分 

割する、いくつかに割る」ということです。 

 独身なら一つの思いをもって生きていきます。神に喜んでいただきたい、神を喜ばせたいと。でも、

既婚者の場合は、見て来たように、伴侶を喜ばせたいという思いにいってしまって「心が分かれる」の

です。３４節の後半からこのように続きます。「…独身の女や処女は、身もたましいも聖くなるため、主のこ

とに心を配りますが、結婚した女は、どうしたら夫に喜ばれるかと、世のことに心を配ります。:35 ですが、私が

こう言っているのは、あなたがた自身の益のためであって、あなたがたを束縛しようとしているのではありません。

むしろあなたがたが秩序ある生活を送って、ひたすら主に奉仕できるためなのです。」と。 

パウロは３４節で「独身の女や処女は、身もたましいも聖くなるため、主のことに心を配りますが、」と言っ

ています。この「聖くなる」ということばは私たちはもう何度も学んで来ています。「分離する」とい

うことです。信者は「この世の人と同化するのではなく分離する」と言います。世の人は自分の欲を満

たそうとします。信仰者は主のみこころを為すことを願って生きようとします。神のみこころに沿って

生きていこうとする、神が喜ばれることを選択して生きていこうとする、そのように歩むなら、あなた

は益々この世の人たちと分離されていきます。その違いが明確になっていきます。だから、あなたは身

も心も変えられるのです。どちらか一方だけが変えられるのは偽善者です。心は変わっていないのに行

動だけ変えるなど…。神はあなたの両方を変えてくださるのです。 

パウロはここで確かに対比をしていますが、既婚者に比べて独身者が霊的であると言っているのでは

ありません。既婚者の中にも霊的な人はたくさんおられるし、独身者の中に霊的でない人もいます。パ 

ウロは「あなたが主を愛する者として歩んでいく、その妨げを除きなさい」と言うのです。しっかりと 



主に献身しながら歩んでいきなさいと。 

そのことを語った上で３５節で「あなたがた自身の益のためであって、あなたがたを束縛しようとしている

のではありません。」と言います。ですから、これらはパウロ自身の命令ではないのです。パウロはこれ

らのことを意見として述べたのです。「むしろあなたがたが秩序ある生活を送って、」と、これは「品位を

保つ、立派な態度でいる」ということです。ですから、２０１９年版の聖書に拠るなら「あなたがたが

品位ある生活を送って、」となっています。つまり、パウロが言うことは「あなたは信仰者として益々

世の人たちから分離されて、神が喜んでくださる人として益々神に仕えていく」ということです。そし

て、それを妨げられてはならないと言います。 

だから、今見て来たように、神だけを見て生きているなら、そういう人になっていくでしょう。だか

ら、この結婚ということを考えたときに、もし、あなたが結婚しないでもいけるのならその方がベター

だということを教えるのです。確かに、この世は結婚についていろんな考えがあります。たとえば、あ

る年齢を過ぎれば周りの人たちは結婚を勧めるので、それにプレッシャーを感じる人もいます。男性よ

りも女性の方がより多いでしょう。私たちが教会として何を考えるか？というと、聖書には今日も見て

いるように、結婚するのが幸せでしないのが不幸せであるかのような、そんな間違ったメッセージを発

してはならないのです。パウロが言うように、人生はあっという間に終わるのです。私たちに問われて

いるのは「あなたは私の命令に従うか？」です。生まれながらに独身に生まれついた人もいるのです。

その人たちは喜んでそのように生きていくことです。 

イエスはマタイ１９：１２で「というのは、母の胎内から、そのように生まれついた独身者がいます。また、

人から独身者にさせられた者もいます。また、天の御国のために、自分から独身者になった者もいるからです。そ

れができる者はそれを受け入れなさい。」と言われました。ですから、私たちが望むことは「結婚すれば問

題が解決する」ではありません。また、親も結婚していない娘や息子がいてもそれを恥じることはない

のです。世の中はそんなメッセージを発するかもしれませんが、私たちが発するメッセージは独身であ

ろうと既婚であろうと神だけが幸せをくださるということです。私たちの責任は神の命令に従って行く

ということです。それ以外の方法で祝福を得る方法はないからです。 

私たちには愛する兄弟姉妹たちがいます。感謝なことに、私たちの教会にはすばらしい独身者がたく

さんいます。私たちに何ができるか？彼らが主のみこころにしっかり従って生きていくことを応援する

ことです。人間的ないろいろなプレッシャーをもって「みながそうだからあなたもそうしなければいけ

ない」などというメッセージを私たちは伝えるべきではありません。それぞれが主のみこころに従って

行くことを私たちは勧めるべきであり、そのように祈るべきであり、そして、自分自身がそのように歩

んでいくのです。 

パウロが「クリスチャンはみな結婚するべきなのか？」という質問に対して、「もし、独身でいるこ

とができるなら、…」と、今見たように、そのような賜物をもっている人がいます。また、同時に、「私

は神に仕えるために敢えて独身を貫きます」とそういう人もいる、それができるのならすばらしい。そ

れができなかったなら結婚したらいいと、これがパウロのメッセージなのです。 

Ｂ．主との誓いを破ってもいいのか？  ３６－３８節 

 二つ目の質問は「主との誓いを破ってもいいのかどうか？」という質問です。３６節に「もし、処女で

ある自分の娘の婚期も過ぎようとしていて、そのままでは、娘に対しての扱い方が正しくないと思い、またやむを

えないことがあるならば、その人は、その心のままにしなさい。罪を犯すわけではありません。彼らに結婚させな

さい。」とあります。パウロがこのように言っていることの背景には、その当時、また、新約の時代には

結婚は親が決めました。親が結婚のアレンジをしたのです。まさに、あの「見合い結婚」のようなもの

です。ですから、３６節から記されているメッセージは、ある父親は自分の娘を主にささげたのです。

娘が主に仕え続けていくためにささげると、その誓いを神の前に立てたのです。 

 でも、娘が婚期を過ぎようとするある年齢に達しているが、間違いなく、その娘は独身で歩み続ける

というその賜物をもっていない。もしかすると、彼女には好きな人がいるのかもしれない。その人が本 

当に神の前に正しい人であって、その結婚を反対する理由が何も見出せない、神がそのように導いてお

られるように見える。そのときに、「でも、私は神の前に誓ったからその誓いを守らなければならない」



と、それが質問だったのです。それでパウロは「結婚させなさい」と言うのです。「娘に対しての扱い方が

正しくない」、こういう誓いを立てたけれど、娘はこうして神に導かれて好きな相手がいる、どうすれば

いいのか？しかも、娘は結婚を望んでいる…と。パウロのアドバイスは「結婚させてあげなさい」です。 

 また、「やむをえないことがあるならば、」と、娘が結婚を望んでいるだけでなく、神が確かに導いてお

られると確信しているなら、結婚させたからといって誓いを破ることではないというのが、パウロが彼

らに与えた答えだったのです。そして、３７節「しかし、もし心のうちに堅く決意しており、ほかに強いられ

る事情もなく、また自分の思うとおりに行うことのできる人が、処女である自分の娘をそのままにしておくのなら、

そのことはりっぱです。」、誓いを立てて娘もそれに従って「私は独身でいたい。そして、神に仕えてい

きたい。」と言うなら、そのようにささげなさい。それは立派なことだと言います。 

 ですから、処女である自分の娘を結婚させる人は良いことをしているのであり、また、結婚させない

人はもっと良いことをしていると言うのです。どちらかが悪いと言っているのではありません。どちら

もすばらしいけれど、もし、彼女が神に献身して仕えていきたいと願ってそうするなら、それはよりベ

ターであるということです。Ⅱコリント１１：２にはこのように書かれています。「というのも、私は神

の熱心をもって、熱心にあなたがたのことを思っているからです。私はあなたがたを、清純な処女として、ひとり

の人の花嫁に定め、キリストにささげることにしたからです。」と。 

Ｃ．再婚について  ３９－４０節 

 最後に、３９－４０節でパウロは再び再婚について教えているように見受けられます。３９節「妻は夫

が生きている間は夫に縛られています。」、夫が生きている間は夫婦の関係を断ってはならないということ

です。「しかし、もし夫が死んだなら、自分の願う人と結婚する自由があります。」と再婚のことです。自分

の愛する人と死別したなら、結婚の誓いの中に「死が二人を別つまで…」とありますから、片方が死を

迎えたとき、自分の願う人と結婚する自由があるのです。その後にこう続きます。「ただ主にあってのみ、

そうなのです。」と、恐らく、パウロはここで再婚はしてもいいけれど、相手はあなたと同じように主を

愛する人でなければいけないと言うのです。なぜなら、神を信じていない神に逆らっている人が神を信

じている人とどのようにして神の栄光を現す家庭を築けるでしょう？ 

 もう一つ、それは主のみこころであること、それが条件です。なぜなら、結婚と言ったときに感情が

どんどん先走ってしまって本当にみこころかどうかということを冷静に吟味できるか？なかなか出来な

いのが感情です。大切なことは、その人が神が定めてくださった人であるなら再婚しなさいということ

です。では、これが本当にみこころかどうか分からない…そういう疑問は常にあります。どうするのか？

先ず、神を愛する両親と話すことです。片方だけがクリスチャンならその主を愛する者に相談すること

です。「祈ってください。みこころがいったい何か？神が示してくださるように」と。また同時に、教

会の霊的リーダーに相談することです。「主のみこころが示されるように祈ってほしい」と。「私はこ

う決めたからこう成るように」ではなく「神のみこころが成されるように、そのために祈ってほしい」

と。 

 パウロが最後に再婚について教えるその教え、伴侶が死んでしまったなら結婚の誓いはそこで終わる

わけで、そのときは再婚できるけれど、その相手は主を愛し、主が備えてくださった人でなければなら

ないということです。皆さんもよくご存じのように、そして、今も見て来たように、そこにはいろんな

苦難が伴う。でも、主のみこころであれば主が助けてくださることは皆さんも経験されているでしょう。

神のみこころに従う以外に神の祝福をいただくことはありません。 

 最後に４０節「私の意見では、もしそのままにしていられたら、そのほうがもっと幸いです。」と同じことを

繰り返しています。独身でいられるならその方が幸いだと。それを語った上で「私も、神の御霊をいただ

いていると思います。」と、こういうメッセージを加えています。パウロは「私は何となく思いついたこ

と、心に思い浮かんだことを皆さんに話しているのではない。」と言うのです。パウロは「神の御霊をい

ただいている」と言っています。パウロは人として神に選ばれたのです。権威のある者です。神を愛して

神に従っている者です。パウロが最後に言うことは、パウロの意見を聞いていろんな考えが人々の中に

湧き上がって来るでしょう。その時にパウロは「でも、私は確かにあなたがたに今自分の意見を述べて 

いうけれど、これは私の思い付きではなく神のみこころに沿ったものだ。神が私のうちに働いてくださ 



っているから…」と言います。そして、それが「そうであった！」という証拠があります。パウロが語

ったメッセージがまさに神のメッセージであった、その証拠です。それはこの「聖書」です。ここに書

かれています。パウロは神のメッセージを伝えたのです。私たちはこれに立つのです。 

 今日は「結婚」について見て来ました。皆さん、繰り返しますが、幸せは神だけがくださるものです。

その幸せを得るためには、今あなたがどのような環境にいるか分かりませんが、どの環境にいようと神

はそれをご存じだし、あなたの心もご存じだし、あなたを変えることもできるし、環境を変えることも

できます。神に希望を置かなければいけない。神だけが人を変えることができるのです。神だけがあな

たも周りも変えるのです。それなら、どうすればいいのか？あなたが信仰者であるなら主に忠実に従っ

て行くことです。主のみこころを為していくことです。主の命令に従って行くことです。その歩みだけ

が神を喜ばせることができるのです。その歩みだけが神のみこころに沿った歩みなのです。そのように

生きることです。 

 生きているけど何も変わらないではないか…？、神に希望を置くことです。主のみこころが成される

から。あなたが変わればより大きな影響力をもってあなたのメッセージは伝わるのです。正しいメッセ

ージを伝えるのか？それとも間違ったメッセージを伝えるのか？それはあなた次第です。 

 信仰者の皆さん、独身かもしれない、既婚かもしれない、神の前には関係ありません。神が望んでお

られることは「わたしに従いなさい。わたしのことばに従っていきなさい」です。それをあなたが実践

するときに、主のみこころが成ります。それが私たちの期待であり希望であり、主が教えてくださって

いることです。そのように生きていきましょう。 

 


