
雅歌の学び
(5)「花婿のすべてがいとしい」③

2023. 3.10



「雅歌」を学ぶ上での大切な視点

1. 花婿キリストとキリストの花嫁との直接的な愛のかかわり
2. 花嫁の霊性は一途に花婿を求め、花婿を知り、
「生きることはキリスト」「すべてがキリスト」となる

3. 五感によって表象されるかかわりの奥義
(触覚・嗅覚・味覚・視覚・聴覚)



●今回の学びは、花嫁が「花婿のすべてがいとしい」と最高のことばで
ほめたたえていることの第三回目です。聖書箇所は5章10～16節ですが、
これまでの流れを確認しておきたいと思います。その「愛しさ」は、神
の観点から見た「愛しさ」です。

10節「私の愛する方は、輝いて赤く、万人に抜きん出ています。」
(1)「輝いて」・「ツァハ」(ַצח)は「輝かしい存在」で花婿の神性を象徴します。
(2)「赤く」・・「アードーム」(ָאדֹום)の中に血を意味する「ダーム」(ָּדם)が

あります。花嫁を輝かせるために花婿は「尊い血潮によって贖いをなす」ことが
預言的に啓示されています。ここに「死」が表象されています。

(3)「万人に抜きん出ている」・「ダーガル」(ָּדַגל)の分詞は「比類なき存在である
花婿」を啓示しています。この花婿は御座において「すべての名にまさる
イェシュアの名」が与えられています。ここに「復活」が表象されています。

1. 前回までの復習と補填 ①



●10節は花婿の「愛しさ」の全体像が語られていましたが、11節以降は、花
婿のさまざまな面が、人のからだの諸部分によってほめたたえられています。
11節「その頭は純金。髪はなつめ椰子の枝で、烏のように黒く、
12節「目は乳で洗われ、池のほとりに住む、水の流れのそばの鳩のよう。」
(1)「頭は純金」・・花婿は創造者であると同時に、最初の被造物(初穂)です。

「純金」は「ケテム・パーズ」( ָּפזֶּכֶתם )で「王位」を象徴しています。
(2)「髪は・・黒く」の「髪」は「ケヴッツォート」(ְקוֻצֹות)で「力ある神への

献身」の象徴です。しかしその語彙に「とげ、いばら」を意味する「コーツ」
。が含まれていることから、この献身には「死」が表象されています(קֹוץ)

(3)「目は・・鳩のよう」とたとえられています。鳩は新しい時代を告知する象徴で
す。「乳で洗われた」花婿の目は、自分のいのちのすべてを与える純正な思いで
花嫁を見ています。「池のほとりに住む鳩」は神のご計画の完成を見る目であり、

「水の流れのそばの鳩」はそこに至るまでの歴史の相関を見通す目です。
●「頭」と「目」には「復活」が表象されています。「死と復活」が補填部分です。

1. 前回までの復習と補填 ②



●「花婿の愛しさ」の第三回目は、13節の「頬」と「唇」について学びます。

13 頬は香料の花壇のようで、良い香りを放つ。
唇はゆりの花。没薬の液を滴らせる。

●今回も預言的な啓示が語られています。「頬」は双数形で「両頬」のことで
す。目(まなざし)と同様に、「頬」は喜怒哀楽の感情を最もよく表します。そ
の頬が「香料の花壇」にたとえられて、「良い香りを放つ」とあります。「良
い香り」とは神の視点からすると「死と復活」を表象しています。また、
「唇」が「ゆりの花」にたとえられ、「没薬の液を滴らせる」ことも「死と
復活」を象徴しています。「香り」においては、「死と復活」は最も甘い香
りなのです。花婿はその最も甘い香りを放っている存在なのです。具体的に、
それはどういうことなのでしょうか。

2. 今回の花婿の「愛しさ」



【新改訳2017】雅 5:13 (花婿に対して)

頬は香料の花壇のようで、良い香りを放つ。

メルカーヒーム ミグデロート ハッボーセム カアルーガット レハーヤーヴ

ְלָחָיו ַּכֲערּוַגת ַהֹּבֶׂשם ִמְגְּדלֹות ֶמְרָקִחים
香油の 塔 香料の 花壇のよう 彼の両頬は
複男 複男連 単男 単女連 双数女

調合された(ָרַקח) 際立っている、
放っている

●ヘブル語で「頬」を表す語彙は二つあります。一つは「頬、こめかみ」を意味
する「ラッカー」( הַרּקָ  )で、新共同訳は「こめかみ」と訳しています。もう一つ
は「あご、あご骨、頬」を意味する「レヒー」(ְלִחי)です。今回の箇所は後者の
「レヒー」です。イェシュアも「頬」について言及している箇所があります。

3.「頬」①



【新改訳2017】マタイの福音書 5章38～39節
38『目には目を、歯には歯を』と言われていたのを、あなたがたは聞いてい
ます。39しかし、わたしはあなたがたに言います。悪い者に手向かってはい
けません。あなたの右の頬を打つ者には左の頬も向けなさい。

●ここで問題とされていることは、イェシュアの弟子たちが、自分に対してなさ
れた個人的なことに対してどのように反応すべきかということです。当時の律法
学者はこれを「報復公平の法」として教えていました。しかしイェシュアが教え
たのは「悪い者に手向かってはならない」というものでした。「悪い者に手向か
う」とは「反抗すること」「応戦すること」「報復すること」を意味し、それが
否定されています。隣人から不当なことをされた場合、「仕返ししたい」という
のが私たち人間の自然な反応です。しかしイェシュアが教えたのは、たとえ当然
の権利として主張できる状況においても、神にさばきをゆだねてその権利を行使
しない「柔和さ」です。このような教えがこの世の人々に歓迎されるはずがあり
ません。しかしイェシュアはこのことを実践されたのです。

3.「頬」②



●このことが、「香料の花壇」にたとえられた「頬」に表されている
「死と復活」の表象です。

●「あなたの右の頬を打つ」とは、「あなたを侮辱して平手で打つ」こ
とです。なぜ「右の頬」なのでしょうか。それは右利きの人が相手を平
手で打つ場合、相手の右の頬を打つためには、手の平ではなく、手の甲
で打つことになります。それはユダヤの社会では最大の侮辱を意味した
のです。「あなたの右の頬を打つ者には左の頬も向けなさい」というこ
とばは、イェシュアの受難を予告しているのです。それは哀歌に預言さ
れている「自分を打つ者には頬を向け、十分に恥辱を受けよ」というこ
とばと同義です。

3.「頬」③



●哀歌3章30節に「自分を打つ者には頬を向け、十分に恥辱を受けよ」
とあります。ユダの民はエレミヤの預言を無視した結果、エルサレム陥
落と亡国、そしてバビロン捕囚という憂き目を経験しました。それがど
んなに悲惨な出来事であったかを記しているのが「哀歌」です。その哀
歌の中にこのことばがあるのです。 そして、それに続いて、「主は、い
つまでも見放してはおられない。主は、たとえ悲しみを与えたとしても、
その豊かな恵みによって、人をあわれまれる。主が人の子らを、意味も
なく、苦しめ悩ませることはない。」(31～33節)と約束しています。
これはバビロンの捕囚となった人々に向かって語られた約束ですが、こ
の約束は真の意味でイェシュアにおいて成就します。

3.「頬」④



●このように、御国の民である花嫁はたとえどんなそしりを受けたとしても、
侮辱を受けたとしても、主は決して自分たちを見放すことなく、その豊かな恵
みによってあわれんでくださるということを信じなければなりません。「主は
まことにいつくしみ深い」方であることを信じることができなければ、左の頬
を向けることはできないのです。エレミヤが預言したように、「十分に恥辱を
受ける」という災いは、ご自身の民に平安を与えようとする神のご計画に内包
されているものであって、やがてそれを通して彼らに将来と希望を与えるもの
であることが語られていたのです(エレミヤ29:11)。しかしそれは、イスラエ
ルの歴史を踏み直されるイェシュアの死と復活によって成就するのです。
●イェシュアのみならず(マタイ26:67)、旧約の預言者も正しい神からのこと
ばを語ったにもかかわらず、頬を殴られるという侮辱を受けています(Ⅰ列王
22:24/Ⅱ歴代18:23 の預言者「ミカヤ」)。これが行きつくところは「死」
ですが、香料には「復活」を表象する「乳香」があります。

3.「頬」⑤



「ミグデロート・メルカーヒーム」

ִמְגְּדלֹות ֶמְרָקִחים
香油の 塔

●新改訳「良い香りを放つ」/口語訳「かおりを放ち」/
新共同訳「かぐわしく茂っている」
●ナタフ香(没薬)、シェヘレテ香、ヘルベナ香の
三つはキリストの死を表象し、乳香はキリストの
復活を表象しています。四つのすべてが調合(ミン
グリング)されて「聖なる香」が生み出されます。
さらに四つの成分に「塩」が加えられることが
特徴的です。その「塩」とはキリストの死と復活
の不変性と奥義性とを表しています。

3.「頬」⑥



13節 唇はゆりの花。没薬の液を滴らせる。

13節 唇はゆりの花。没薬の液を滴らせる。
オーヴェール モール ニトフォート ショーシャンニーム スィフトーターヴ

ִׂשְפתֹוָתיו ׁשֹוַׁשִּנים ֹנְטפֹות מֹור ֹעֵבר
流れる 没薬を 滴らせる ゆりの花 彼の唇は

●「唇」は「サーファー」(ָׂשָפה)の双数形です。「ゆり」は「シューシャン」
です。それは花婿のことばを(ׁשֹוַׁשִּנים)の複数形で「ショーシャンニーム」(ׁשּוַשן)
啓示しています。2章1節では「谷間のゆり」として登場します。「ゆり」は夏の始
まりを告げる芳ばしい香りの花です。私たちのイメージする「ゆり」とは異なり、
「アネモネ」という赤い花です。ここでは複数形となっていることから、花婿の多く
のことばが花嫁を力づける「恵みのことば」となっているのです。ここにも「死」を
表象する「没薬」が、そして「復活」を表象する「ゆり」があります。

4.「唇」①



●「ゆりの花」は没薬の液を滴らせています。これはどういう意味で
しょうか。それは花嫁に「自分に死んで、霊によって新しく生きる」こ
とを促しています。イェシュアが宣教を開始された時、人々はイェシュ
アの「口から出て来る恵みのことばに驚いた」とあります(ルカ4:22)。
①「(中風の人に)あなたの罪は赦された。・・起きなさい。

寝床を担いで、家に帰りなさい」(ルカ5:20, 24)
②「娘よ、あなたの信仰があなたを救ったのです。

安心して行きなさい。」(ルカ8:48)
③「泣かなくてよい。死んだのではなく、眠っているのです。

・・子よ、起きなさい。」(ルカ8:52, 54)
④「信じる者は永遠のいのちを持っています」(ヨハネ6:47) etc.

●赤字の部分は、すべて死を通過した「復活」によってもたらされます。

4.「唇」②



●これらはみな花婿の唇から出たことばですが、これらのことばが永遠
に力を持つためには、「没薬」が象徴する花婿の「死」が不可欠です。
受難と死によってもたらされる恵みは「復活」によって実体化されます。
そして花婿イェシュアが再臨して実現するメシア王国においては、恵み
のすべてが実体化されるのです。
詩篇45篇2節
あなたは人の子らにまさって麗しい。(「あなた」=王なるイェシュア)
あなたの唇からは優しさが流れ出る。
神がとこしえにあなたを祝福しておられるからだ。

●ここにある「優しさ」とは「恵み」を意味する「へーン」(ֵחן)です。

4.「唇」③



●「へーン」(ֵחן)の初出箇所は創世記6章8節です。創世記6章で、主は、地上
に人の悪が増大して、その心に図ることがみないつも悪に傾くのをご覧になり
ました。それで、地上に人を造ったことを悔やみ、心を痛められました。そし
て主は、すべてのものを地上から消し去って、もう一度新しくしようと思われ
たのです。そのとき、神は一人の人物に目を留められました。その人物とは
「ノア」です。8節に「ノアは主の心にかなっていた」とあります。原文では
「ノアは主の目に恵みを見出した。特別な好意を見出した」です。そうした時
代の中にあっても、完全なマイノリティー(少数派も少数派―家族のみ)の世界
であっても、彼は時代の流れに流されることなく、自ら、主体的に、自発的に
「神とともに歩んだ人」です。こうした生き方だけでも「慰め」を意味する
「ノア」の存在が光ります。そのノアに対して主は特別に目をかけ、特別にひ
いきして、地上での新しい出発のために用いられたのです。このような神の態
度が「ヘーン」なのだとすれば、当然、花婿も花嫁に対しても同様なのです。

4.「唇」④



●へブル語の「ヘーン」が使われている他の箇所も見てみましょう。モ
アブの未亡人ルツに対するボアズの「ヘーン」があります。ルツ記2章
に3回出てきます(2, 10, 13節)。そこには、ルツが姑のナオミと一緒に
イスラエルのベツレヘム(やがてダビデが生まれる地)に帰って来てから
の出来事が記されています。帰って来ても生きていくことは大変なこと
です。その頃の生活の手立ては「落ち穂拾い」しかありませんでした。
ルツはナオミに頼みます。「畑に行かせてください。そして、親切
(favor)にしてくれる人のうしろで落ち穂を拾い集めさせてください」。
するとナオミは「娘よ、行っておいで」と言って送り出します。ルツは
出かけていきますが、彼女の行った畑はなんと「はからずも」、彼女た
ちを買い戻してくれる権利を持っているボアズという人の畑だったので
す。

4.「唇」⑤



●ボアズはこのルツに関心を抱きます。「あれはだれの娘か」と。彼女
はその畑の持ち主のことを知らずに「落ち穂を拾い集めさせてくださ
い」とお願いします。するとボアズはこう言うのです。「娘さん、よく
聞きなさい。ほかの畑に落ち穂を拾いに行ってはいけません。ここから
移ってもいけません。私のところの若い女たちのそばを離れず、ここに
いなさい」と言います。そんなボアズに、ルツは「どうして私に親切に
し、気遣ってくださるのですか。私はよそ者ですのに」と尋ねます。そ
してルツは祝福のことばをかけてくれたボアズに対して、続けてこう
言ったのです。「ご主人様、私はあなたのご好意を得たいと存じます。
あなたは私を慰め、このはしための心に語りかけてくださいました。私
はあなたのはしための一人にも及びませんのに。」

4.「唇」⑥



●ルツ記2章に「へーン」 )ֵחן( が3回使われています。一方的な親切(好意、
恵み)です。「どうして私に親切にし、気遣ってくださるのですか。私は
よそ者ですのに」「私はあなたのはしための一人にも及びませんのに」
と、ルツがボアズの一方的な親切に与っているのです。これが「ヘー
ン」の愛です。

●詩篇45篇に「あなたの唇からは優しさが流れ出る」とあるように、そ
の花婿のことばに生かされる花嫁は何と幸いなことでしょうか。その優
しさ )ֵחן( をしっかりと受けとめているのが、花嫁なのです。

4.「唇」⑦



●今回は、花婿の「頬」と「唇」に注目しました。いずれにおいても、
「死」と「復活」によるいのちの表れに圧倒されます。いよいよ花婿を
知ることを追い求めていきたいと思います。「唇はゆりの花。没薬の液
を滴らせる」をパウロのことばで換言するならば、以下のようなことば
になるのではないでしょうか。

【新改訳2017】ピリピ人への手紙3章8～12節
8 ・・私の主であるキリスト・イエスを知っていることのすばらしさのゆえに、私
はすべてを損と思っています。私はキリストのゆえにすべてを失いましたが、それ
らはちりあくただと考えています。・・10 私は、キリストとその復活の力を知り、
キリストの苦難にもあずかって、キリストの死と同じ状態になり、11 何とかして死
者の中からの復活に達したいのです。12 私は、すでに得たのでもなく、すでに完全
にされているのでもありません。ただ捕らえようとして追求しているのです。そし
て、それを得るようにと、キリスト・イエスが私を捕らえてくださったのです。

今回のまとめ
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