
重要-無名-な女性たち

純潔ということ 
 

雅歌を　どのように教えるのが一番良い
か、それは多く議論されるところです。
雅歌は明らかに、シュラムの女とその愛
する者（おそらくソロモン王）の婚約時
代と、結婚初期の事についてです。  
 

この書の多くの比喩的、象徴的表現を見
る時、それを神の愛と比べ、また適用し
ようとするには、いくつかの問題が出て
きます。もちろん若い二人の愛とキリス
トの教会に対する愛には、いくつかの共
通点がありますが、それに焦点を当てる
と、この書の明らかな目的である結婚前
と結婚後の道徳的純潔という事が見失わ
れてしまいます。 
 

おそらくこの書の中で、結婚前の性的な
清さと結婚後の忠実さの必要を最も説い
ているのは、シュラムの女の兄たちでし
ょう。この学びでは、彼らに焦点をあて
て学びます。

雅歌 8:6-14 
 

8:6 　封印のように、私をあなたの胸に、
封印のように、あなたの腕に押印してく
ださい。愛は死のように強く、ねたみは　
よみのように激しいからです。その炎は
火の炎、すさまじい炎です。 8:7 大水も
その愛を消すことができません。奔流も
それを押し流すことができません。もし、
人が愛を得ようとして自分の財産をこと
ごとく与えたなら、その人はただの蔑み
を受けるだけです。  
 

8:8 私たちの妹は若く、乳房もない。私
たちの妹に縁談のある日には、彼女のた
めに何をしてあげようか。8:9 もし彼女
が城壁だったら、その上に銀の胸壁を建
ててあげよう。彼女が戸だったら、杉の
板でおおってあげよう。 

 
8:10 私は城壁、私の乳房はやぐらのよう。
そのために、私のあの方の目には平安を
もたらす者のようになりました。8:11 ソ
ロモンには　バアル•ハモンにぶどう畑が
あって、そのぶどう畑を、守る者たちに
任せていた。それぞれは、そのぶどうの
実に代えて銀千枚を納めることになって
いた。  
 

8:12 私が持っているぶどう畑が私の前に
ある。ソロモンよ。あなたには銀千枚、
その実を守る者には銀二百枚。 

8:13 庭の中に住む仲間たちは、あなたの
声に耳を傾けている。私にそれを聞かせ
ておくれ。8:14 私の愛する方よ。急いで
ください。かもしかのように、若い鹿の
ようになって、香料の山々へと。 

雅歌 1:5-6 
 

1:5 エルサレムの娘たち。ケダルの天幕
のように、ソロモンの幕のように、私
は黒いけれども美しい。1:6 あなたがた
は私を見ないでください。私は日に焼
けて、浅黒いのです。母の息子たちが
私に怒りを燃やし、私を彼らのぶどう
畑の番人にしたのです。でも、私は自
分のぶどう畑の番はしませんでした。 

 

雅歌 8:1 
 

8:1 ああ、もし、あなたが私の母の乳房
を吸った私の兄弟のようであったなら、
私が外であなたに会ってあなたに口づ
けしても、だれも私を蔑まないでしょ
うに。
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シュラムの女の兄たち



下の文を読み、正しいと思うものには(○)正しくないものには(X)、部分的に正しいと
思うものには(△)をつけて下さい。

否定的に見ると... 
 

聖書に出てくる結婚や恋愛の話を見る
と、そこには花嫁の兄弟が何らかのか
たちで登場する事はあります。しかし
その話の中で、良い人物像となる事は
あまりありません。 
 

リベカの兄であるラバンは、明らかに
貪欲で欺く者でした(創24, 26章)。ディ
ナの兄弟であるシメオンとレビは、シ
ェケムとその町の男子を皆殺ししまし
た(創34)。また、タマルの兄であるア
ブサロムは、異母兄弟であるアムノン
を殺しました(2サム13)。この２つの事
件には強姦の罪があったので、それら
の兄弟たちの怒りは理解できます。 

 
興味深い事に、シュラムの兄たちにつ
いて私たちが最初に目にするのは、彼
らが妹に対して怒っていたという事で
す(1:6)。彼らの怒りは正しいものだっ
たでしょうか？私たちにはわかりませ
ん。しかし、何らかの理由で、彼女は
兄弟たちを「母の息子たち」と呼んで
います。おそらく、シュラムの女と兄
たちの間には、最初何か問題があった
のでしょう。しかし８章では、それが
全くなくなっています。 
 
彼女の兄たちの事で一番否定的な事は
彼らが雅歌の中では目立たない存在で
あるという事です。むしろ「エルサレ
ムの娘たち」の方が多く出ています。

A (      )  私たちはシュラムの女の兄たちについて、あまり知らされていない。

A-1 (     )  シュラムの女は兄たちについてあまり語っていない。(1:6, 8:1)

A-2 (     )  ソロモン以外の者たちのように、彼らの名前は記されていない。 

A-3 (     )  彼らの比喩的な表現は、理解するのに難しい。(8:8-9) 

A-4 (     )  彼らはおそらく、銀細工師や大工たちだった。(8:9)

B (      )  シュラムの女の兄たちは、あまり重要ではない登場人物である。

B-1 (     )  彼らはあまり語らなかった。(8:8-9)

B-2 (     )  妹は、彼らについてあまり良い事を言わなかった。(1:6, 8:1)

B-3 (     )  彼らはどうしたら良いか、よくわからなかった。(8:8-9) 

B-4 (     )  彼らはエルサレムに住んでいなかった。(1:6, 8:11-12)

B-5 (     )  最後に語ったのは兄たちではなく、妹だった。(8:10,14)

B-6 (     )  彼らは、妹の恋に反対した。(1:6, 8:7-9)

B-7 (     )  もし彼らが登場しなくても８章はあまり変わらなかっただろう。

B-8 (     )  彼らはただ年上だったから、権威があった。(1:6, 8:8)

B-9 (     )  妹は他の女たちとはもっと話した。(1:4-6, 2:7, 5:8-9, 6:1-2, 8:4)



下の文を読み、正しいと思うものには(○)正しくないものには(X)、部分的に正しいと
思うものには(△)をつけて下さい。

肯定的に見ると... 
 

兄たちについての中心的な箇所、そし
て彼らの重要性を判断する箇所は、最
初の章ではなく、最後の章です。もし
彼らが登場しなければ、８章はどのよ
うになっていたでしょう？(B-7) 
 

８章８-９節の回想場面で、兄たちが話
しているのが出てきます。妹が結婚で
きる年になったら、どうしようと話し
ているのです。彼女はもうすでにその
ような年齢になり(8:6-7)、また実際す
でに結婚しているのですが。しかし妹
がまだ小さく、「乳房もない」ような
時に、彼らが互いにそう話していた事
が回想されているのです。なぜでしょ
うか？ 

 
その回想場面が現しているのは、幸福
な結婚と、結婚前のその人の生き方に
は深い関係がある、という事です。お
そらくシュラムの女の兄たちは、小さ
な妹の青春時代の事を心配していたの
でしょう。  
 

兄たちは、妹が自身を清く保つために
助けましたが(8:9)、実際に責任がある
のは彼女自身でした(8:10)。８章９節
の条件文は、兄たちの限界が示唆され
ています。シュラムの女は中心人物で
すが、８章の強調は、彼女や兄たち自
身の事ではなく、性的な純潔がどれだ
け重要であるかという事です。

C (      )  兄たちは、妹の将来について心配していた。(8:8)

C-1 (     )  彼らは、早いうちから妹を注意深く見守っていた。(8:8)

C-2 (     )  彼らは、妹がいつか結婚してほしいと思っていた. 

C-3 (     )  彼らは、おそらく見合い結婚に賛成していた。

C-4 (     )  彼らはおそらく、多額の持参金を払うことができた。(8:7-9)

D (      )  彼らは、妹の純潔について心配していた。(8:8-9)

D-1 (     )  彼らは恋愛は大きな影響力があり時に痛みも伴う事を知っていた。(8:6-7)

D-2 (     )  彼らは妹がどんな女性になるか、心配していた。

D-3 (     )  彼らは妹が男性に対して、注意深く防御的であってほしかった。（壁）

D-4 (     )  彼らは妹が、不道徳に対して無頓着になる事を恐れていた。(戸)

D-5 (     )  彼女は、純潔の重要さについて、兄たちと同意見だった。(8:10)

D-6 (     )  純潔を保つ事は、恋愛を求める事よりも重要である。(8:10)

D-7 (     )  彼らは妹がレイプされるのではと、心配した。(8:8-9)

D-8 (     )  彼らは妹のために制限を加え(8:9)、時には彼女を叱った。(1:6)

D-9 (     )  前後関係から、彼らは妹に良い役割を果たしたように見える。(8:10-14)



ワークシート答え  
 

雅歌の比喩的な表現は、しばしば理解す
るのに難しいですが、8:8-9の兄たちの
ことばは、はっきりしています(A-3)。
彼らは妹の純潔について心配していまし
た(D)。しかし彼女がレイプされるので
は、と恐れていた事はどこにも示唆され
ていません(D-7)。彼らの心配は、彼女
がどんな大人になるか、という事でした
(D-2)。彼らは、妹が堅く貞操を守る事
を望み、それを壁に例えました(D-3)。 
 

感謝な事に、シュラムの女はその点では
兄と同じ心でした(D-5)。8:10で、彼女
の愛する者(おそらくソロモン)が彼女に
惹かれたのは、彼女が貞操を守っていた
からだと彼女自身が言っています。この
ように、純潔を保つ事は、本当の愛を見
いだす事の鍵になることを、この箇所は
教えています(D-6)。そのような彼女の
道徳的価値観から、兄たちが恋愛や結婚
に反対していたと考える理由は何もあり
ません(B-6)。 
 

１章６節では、彼女は兄たちが何かの理
由で怒っていたと言っています(D-8)。
しかし彼女の言葉が示唆しているのは、
彼女が兄たちの怒りを正しいとは思って
いなかった、という事です。ですからB-
2の問答文は、部分的に正しいかもしれ
ません。 
 

B-8は不正解です。兄たちに権威があっ
たのは、年上だったからだけではなく、
男性だったからです。A-4とC-4の問答
文もまた、不正解です。

それで？ 
 

もしシュラムの女の兄たちが８章に登
場しなかったら、その章はだいぶ変わ
っていたことでしょう(B-7)。純潔とい
う強調は弱くなっていたでしょう。ま
た恋愛や結婚の話題は個人的なもので
あって、その家族を含むべきではない、
というような間違った事を示唆してし
まったかもしれません。彼女はこの書
で、エルサレムの娘たちとは兄たちよ
りも話したようですが(B-9)、それでも、
彼女の兄たちと道徳的な強調は重要で
す。 
 

兄たちは、見合い結婚(arranged mar-
riage) を好んでいたでしょうか(C-3)?
それは違うでしょう。なぜなら、雅歌
には恋愛に関する記述がとても多く出
ているのからです。(例えば2:11-13を
見て下さい。)しかしその一方で、兄た
ちと雅歌の作者は、性的な不道徳を防
ぐために、家族が関わる事は大事だと
いうことを現しています。 
 

雅歌の時代背景はずいぶん昔の事です
が、人間の本質は、３千年を経ても何
ら変わっていません。恋愛やねたみの
ようなものは、今も昔も、変わらず私
たちの感情を大きく左右し、様々な影
響をもたらします(8:6-7)。また不品行
や姦淫なども、今ではさらに破壊的な
ものになっています(1テサロニケ4:3-8
を注意深く読んで下さい)。シュラムの
女の兄たちは雅歌の最後に登場し、こ
れらの事を私たちに思い起こさせてい
ます。

適用
あなたが一番重要、また必要と思われる事柄を上から選んで適用して下さい。


