
重要-無名-な女性たち

ペテロは結婚していた？ 
 

ペテロの姑の癒やしの話から、彼が結
婚していた事がわかります。ペテロの
妻は早くに亡くなっていたので、マル
コ1:29-31に出ていないのだとカトリ
ック教会は主張しますが、これは明ら
かに間違いです。ペテロがまだ結婚し
ている事は、その約20年後でも書か
れています(1コリ9:5)。パウロはこの
事実を用いて、彼もそう望めばペテロ
と同じようにクリスチャンの女性と結
婚する権利があったと説いています。

1ペテロ3:1-6はペテロの妻のこと？ 
 

初代教会には未信者の夫を持つ女性たちが
多くいました。それでペテロは、彼女たち
に、夫のためにどのように証しをしたら良
いかを教えたのです。これはペテロの妻と
直接関係はないように見えます。彼女の夫
は未信者ではなかったですから、しかし彼
女は、ペテロが霊感されて書いた事に同じ
思いを持ち、またそのように生活していた
でしょう。ですから、1ペテロ3:1-6には
彼女の内面的な美しさが少なくともある程
度現れている、と言っていいでしょう。

マルコ 1:29-31 
 

1:29 一行は会堂を出るとすぐに、シ
モンとアンデレの家に入った。ヤコブ
とヨハネも一緒であった。 1:30 シモ
ンの姑が熱を出して横になっていたの
で、人々はさっそく、彼女のことをイ
エスに知らせた。 1:31 イエスはそば
に近寄り、手を取って起こされた。す
ると熱がひいた。彼女は人々をもてな
した。  
 

１コリント 9:3-7 
 

9:3 私をさばく人たちに対して、私は
次のように弁明します。 9:4 私たちに
は食べたり飲んだりする権利がないの
ですか。 9:5 私たちには、ほかの使徒
たち、主の兄弟たちや、ケファ(=ペテ
ロ）のように、信者である妻を連れて
歩く権利がないのですか。9:6 あるい
は、私とバルナバだけには、生活のた
めに働かなくてもよいという権利がな
いのですか。9:7 はたして、自分の費
用で兵役に服す人がいるでしょうか。
自分でぶどう園を造りながら、その実
を食べない人がいるでしょうか。羊の
群れを飼いながら、その乳を飲まない
人がいるでしょうか。

１ペテロ 3:1-7 
 

3:1 同じように、妻たちよ、自分の夫に
従いなさい。たとえ、みことばに従わな
い夫であっても、妻の無言のふるまいに
よって神のものとされるためです。3:2 
夫は、あなたがたの、神を恐れる純粋な
生き方を目にするのです。 3:3 あなたが
たの飾りは、髪を編んだり金の飾りを付
けたり、服を着飾ったりする外面的なも
のであってはいけません。 3:4 むしろ、
柔和で穏やかな霊という朽ちることのな
いものを持つ、心の中の隠れた人を飾り
としなさい。それこそ、神の御前で価値
あるものです。 3:5 かつて、神に望みを
置いた敬虔な女の人たちも、そのように
自分を飾って、夫に従ったのです。 3:6 
たとえば、サラはアブラハムを主と呼ん
で従いました。どんなことをも恐れない
で善を行うなら、あなたがたはサラの子
です。  
 

3:7 同じように、夫たちよ、妻が自分よ
り弱い器であることを理解して妻ととも
に暮らしなさい。また、いのちの恵みを
ともに受け継ぐ者として尊敬しなさい。
そうすれば、あなたがたの祈りは妨げら
れません。 
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ペテロの妻



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... 
 

この聖書の学びのシリーズは、聖書に
登場しているが、良く知られていない
女性たちに焦点が当てられています。
ある女性たちの事は聖書にほんの少し
しか出ていませんが、それでも彼女た
ちから学ぶ事があるのではないか、と
いう考えからです。下のワークシート
の否定的、懐疑的な問答文の多くは、
それに対するものです。ペテロの妻に
ついてはわずかしか書かれていないか
らです。実際ヨセフの妻アセナテを除
いては、このシリーズの他の女性たち
の誰よりも彼女についての記録は少な
いでしょう。パウロによって、1コリ
ントの手紙が書かれた時にペテロの妻
はまだ存命だった事がわかりますが、
その他には彼女の事は背景に隠れてい
ます。他の使徒たちの妻も同様です。 

 
ペテロの妻についての学びができるほ
ど、その記録はありますか？もし1ペ
テ3:1-7の教えがペテロの妻と関係な
いものであれば、答えはNoです。その
箇所を学ぶ時、ペテロとその妻につい
て考えるべきではない、という議論が
下のBの部分にあります。　  
 

最後の問答文B-7は、未信者の夫を持
つ妻に対しての大事な教えの箇所で、
ペテロとその妻が、そこに実際関わっ
ているかどうかが問われています。こ
の箇所は、ペテロと彼の妻が、実際そ
のようにしていたという事が示唆され
ているのでしょうか？それともこれは
ただ、他の者たちに対して、そのよう
にするべきだという、客観的な教えだ
けでしょうか？

A (      )   ペテロの妻について学ぶことは難しい。

A-1 (     )  彼女の事が直接言及されているのは、1コリ9:5だけである。

A-2 (     )  はっきりしていない事について想像するのは良くない。

A-3 (     )  サラや他の良く知られている女性について学ぶ方が簡単である。

A-4 (     )  ペテロが結婚していたかどうかを議論するのは時間の無駄である。

A-5 (     )  箴言31:10-31の無名の女性について学ぶ事も、難しい。

B (      )   １ペテロ3:1-7の中にペテロの妻の姿を見るのは、なかなか難しい。

B-1 (     )  彼女は1ペテロ3:1-7に、直接言及されていない。

B-2 (     )  １ペテロ3:1-7は、想像上の理想的な女性の姿についてである。

B-3 (     )  ペテロは自分の妻ではなく、サラを例としてあげた(3:6)。

B-4 (     )  彼女はペテロが1ペテ3:1-7を書く前に死んでいたかもしれない。

B-5 (     )  彼女はおそらく、高価な着物や宝石を身につけなかった。(3:3-4)

B-6 (     )  彼女は、反抗的な未信者ではなかった。(3:4-7,1コリ9:5)

B-7 (     )  私たちはペテロや彼の妻の事を考えずにこの箇所を学ぶべきである。



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... 
 

私たちは　ペテロの妻について多くの
事を知らないので、ある程度は可能性
を考えなければなりません。下の多く
の問答文は、そうして書かれたもので
す。しかしこれは、無責任な思いつき
の考えではありません。私たちは、ペ
テロについては多くの事を知っていま
すし、様々な聖書的な原則もそのよう
な考えに含まれています。 
 

下の問答文のどれにも、カナの結婚式
は(ヨハネ2:1-11)、実はペテロの結婚
式だったというような突拍子もない考
えはありません。そのような可能性は
ほとんどありません。ほとんどの聖書
学者は、ペテロは12使徒たちの中で一
番年上だったという点で同意していま
す。ですから、彼はイエス様に従う何
年も前に結婚していたでしょう。  

  
使徒の働きは主に、ペテロを伝道者と
して描いていますが、彼はユダヤ人の
初代教会において、中心的な教師でし
た。これは使徒2:42に示唆されていま
す。またイエス様も、彼は兄弟たちを
強めるようになると、ルカ22:32で言
われました。ペテロの妻が彼を一番助
けたのは、おそらく地方教会の中でだ
ったでしょう。 
 

下の問答文の多くはペテロの妻につい
てですが、この学びの目的はただ彼女
について学ぶだけではありません。彼
女の存在を認める事を通して、ペテロ
の働きと教えについてさらに知ること
ができます。そしてまた、初代教会が
どのように機能していたか、という学
びにもなります。

C (      )   ペテロの妻は、時々ペテロと一緒に旅した。(1コリ9:5）

C-1 (     )  ユダヤ人の家族は、よく一緒に旅をした。(ルカ2:41)

C-2 (     )  おそらく彼女の家に、小さな子どもはいなかった。

C-3 (     )  彼女は使徒1:14に出ている女性たちの一人だったかもしれない。

C-4 (     )  彼女はおそらくペテロと一緒にサマリアには行かなかった。(使徒8:14)

C-5 (     )  彼女はおそらくユダヤ地方で、ペテロと一緒に旅した。(使徒9:32-43)

D (      )   ペテロの妻は、良い影響を与えた人だったに違いない。

D-1 (     )  彼女が他の女性たちに対して良い模範である事は重要な事だった。

D-2 (     )  おそらくエルサレム教会のある女性たちは、彼女を知っていた。

D-3 (     )  教会の人間関係について考えることは良い事である。(1テモ2:8-15)

D-4 (     )  彼女が1ペテ3:1-7に賛成しなかったと考える理由はない。

D-5 (     )  彼女は教会の若い女性たちを教えていたかもしれない。(テト2:3-4)

D-6 (     )  ほとんどの教会の指導者たちは結婚していた。(1コリ9:5)

D-7 (     )  彼女はペテロが1ペテ3:1-7を教えるのを助けた。



ワークシート答え  
 

ペテロの妻について必要以上に想像を
膨らませることは、良くありません。
しかし、与えられている適切な情報に
基づいて、様々な可能性を考える事は
助けになります(A-2は部分的に正解)。
このシリーズでペテロとその妻を取り
上げるに十分な事実は聖書から見られ
ます。もちろん箴言31:10-31の無名の
「しっかりした妻」に比べれば、ペテ
ロの妻について学ぶのは難しいですが
(A)。(A-5とB-7はどちらも不正解) 
教会の中での人間関係について考える
事は、大事なことです(D-3)。  
 

ローマカトリック教会の学者たちはペ
テロが結婚していたという、明らかな
事実を認めたくはないようですが、彼
が結婚していたかどうかを考えるのは
時間の無駄ではありません(A-4)。彼の
妻が、時に彼と共に旅した事は明らか
です(C)。しかしそれがいつ、どこを、
という事を見極めるのは難しいです。
それでC-3,C-4,C-5はおそらく正しい
でしょうが、断定はできません。 
 

サラは良く知られているので、1ペテ
ロ3:6では、ペテロの妻ではなく、彼女
が従順の模範としてあげられています
(B-3)。これは、エルサレム教会や他の
教会に模範となるような女性がいなか
ったという事ではありません。テトス
2:3-4には、教会の中の模範が必要な
事が教えられています。ペテロの妻は
おそらく模範的な女性で(D-1)、若い女
性たちを教えていたかもしれません(D-
5)。また良い妻の例として、ペテロが
1ペテロ3:1-7を教える、良い助けにな
っていたでしょう。(D-7は部分的に正
解です。)  

それで？ 
 

福音が妨げられないために、クリスチャ
ンたちが教えに従って、未信者たちとは
違う生き方をする事はとても重要なこと
です。1ペテロ3:1-7は、理想的な架空
の人々の事ではなく(B-2)、実際の人々
のための教えです。さらに、この箇所の
ほとんどの要点は、全ての夫婦に関係す
ることです。　それはペテロとその妻に
も、また、今日の夫婦にも適用されるべ
き事です。夫と妻の両方がクリスチャン
であってもです。クリスチャンの夫婦も
また、周りから見られています。夫婦の
生活の証しは、言葉での証し以上に大事
なことです。 
 

ある人たちは、なぜ夫の生き方よりも(1
ペテ3:7)妻の生き方についての方が(1ペ
テ3:1-6)多く書かれているのかと尋ねる
かもしれません。不公平ではないかと。
一番良い答えは単純なものかもしれませ
ん。教会にはおそらく、未信者の夫を持
つ女性の方が、未信者の妻を持つ夫より
も多くいたでしょう。それは今日でも同
じです。さらに、７節は軽く受け止める
べきものではありません。  
 

またある人たちは、３節に言われている
着る物や宝石などについての教えに反発
するかもしれません。同じような教えは
夫に対してはなされていないのです。こ
れも不公平に見えるかもしれません。単
純な答えは、男性は一般的に女性ほど着
る物や宝石の事に心を使わない、という
事でしょう。しかしそれが答えではあり
ません。続く聖書の箇所では、女性は夫
に従うことによって真の美しさを現すこ
とができると教えられています。サラの
ように、ペテロの妻もおそらくその意味
で、美しい女性だったことでしょう。

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。


