
雅歌の学び
(3)「花婿のすべてがいとしい」①

2023. 2.10



「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)



●今回は花嫁が「花婿のすべてがいとしい」と言っていることに注目し
たいと思います。その聖書箇所は5章9～16節ですが、その中から今回
は花婿の全体的なすばらしさを取り上げたいと思います。ですから今回
は9～10節を学びます。この箇所では、花嫁が花婿の「愛しさ」(原文は
「マハマッディーム」ַמֲחַמִּדים) の数々を最高のことばでほめたたえて
います。(※「マハマッディーム」(ַמֲחַמִּדים)は「ハーマド」(ָחַמד)の複数分詞。
その初出は創世記2章9節で、神が「好ましい・美しい」とする基準を示します。)

【新改訳2017】雅歌5章9～10節
9 あなたの愛する方は、ほかの親しい者たちより何がまさっているのですか。
女の中で最も美しいひとよ。あなたの愛する方は、ほかの親しい者たち
より何がまさっているのですか。あなたがそのように私たちに切に願うとは。

10 私の愛する方は、輝いて赤く、万人に抜きん出ています。

1. 今回のテキスト



●9節は「エルサレムの娘たち」の問いかけです。「エルサレムの娘たち」
という表現は旧約聖書の中で7回使われており、そのすべてが雅歌にありま
す(1:5/2:7/3:5,10/5:8,16/8:4)。「シオンの娘たち」(3:11)という
表現もありますが、それは「エルサレムの娘たち」と同義です。

●「エルサレムの娘たち」は、花嫁が「女の中で最も美しい人」だと認め
ながらも、花嫁に対して「あなたの愛する方は、ほかの親しい者たちより
何がまさっているのですか」と二度も同じく尋ねています。つまり、この
「エルサレムの娘たち」は花嫁の「愛する方」(花婿)について、そのすば
らしさに全く目が開かれていないのです。これは預言的な表現であり、
「エルサレムの娘たち」とは、神の御子イェシュアに目が開かれていない
「イスラエルの民」(ユダヤ人)を示しています。

2. 「エルサレムの娘たち」の問いかけ ①



●今日においても、ユダヤ人は花婿なるイェシュアを自分たちのメシア
として信じていません。しかし神のご計画において、やがて反キリスト
による大患難の試練を通して、彼らの目が開かれ、真のメシアがイェ
シュアであったことを悟ります。神だけが、彼らの霊の目を開くことが
できるのです(イスラエルに対する民族的救い)。
●今日個別的に目が開かれているユダヤ人は「メシアニック・ジュー」
と呼ばれます。彼らは「新しい一人の人」(エペソ2:15)である「教会」
の構成員であり、メシア王国を預言する一つの型ともなっているのです。

●民族的に救われるイスラエルは「イスラエルの残りの者」と呼ばれま
す。教会が携挙された後に、彼らによって「御国の福音」が宣べ伝えら
れ、短期間のうちに (教会とは異なる)大勢の異邦人が救われるのです(マ
タイ24:14) 。

2. 「エルサレムの娘たち」の問いかけ ②



●エルサレムの娘たちの問いかけに対して、花嫁が花婿の愛おしさを
語っているのが10～16節の箇所です。そして最後に「これが私の愛す
る方、これが私の恋人です」と答えています。
※第三版までは「これが私の愛する方、これが私の連れ合いです」と訳されて
いました。「私の連れ合い」「私の恋人」と訳された原文は以下です。

レーイー ヴェゼ ドーディー ゼ

ֶזה דֹוִדי ְוֶזה ֵרִעי
私の恋人 またこれが 私の愛する方 これが

※「レーア」( ֵַרע)で「友、連れ合い、同僚、同労者」

●「これが・・」が指し示す、10節からの花婿の姿の一つ一つを見てみたい
と思いますが、今回は10節のみを味わいたいと思います。

3.「花婿のいとしさ」を語る花嫁 ①



10 私の愛する方は、輝いて赤く、万人に抜きん出ています。

●花嫁の「私の愛する方」(「ドーディー」דֹוִדי)である花婿は、「輝い
て赤く、万人に抜きん出ています」とあります。ここにある三つの表現
―「輝いて」「赤く」「万人に抜きん出ています」―は、すべてが
「イェシュア」を表しています。
(1)「私の愛する方」は、まず「輝いている」存在です。原語の「ツァ
ハ」(ַצח)は「目もくらむほどの輝かしさ・まばゆさ」、あるいは「はっ
きりとした」存在を表します。光の三原色を合わせると「白」になるよ
うに、それは「神聖」なイェシュアを象徴しています。

3.「花婿のいとしさ」を語る花嫁 ②



10 私の愛する方は、輝いて赤く、万人に抜きん出ています。

●イザヤ書32章4節にある「ツァハ」(ַצח)は「もつれた舌(=どもり)も
はっきりと早口で語る」の「はっきりと」に使われています。これはメ
シア王国についての預言の一つであり、「ツァハ」の輝かしい現われと
言えます。
●ラオディキア教会は花婿を表現する花嫁であったにもかかわらず、冷
たくもなく、熱くもない、適当なところで満足している「生ぬるさ」の
ゆえに叱責されています(黙示録3:15～16)。それは、花婿がそうであ
るように、教会は「輝く存在になれ」というメッセージです。

●ところで、花嫁が輝いているための秘訣は何でしょうか。

3.「花婿のいとしさ」を語る花嫁 ③



●それはトーラーの「マナ」のように、「日ごとの糧」に生かされ続け
ることです。

●詩篇1篇の最も重要な語彙は「その人」です。人称なき存在(聖霊)は「幸
いなのは、その人」(「アシュレー・ハーイーシュ」 ָהִאיׁשֵריַאְׁש  )と語っ
ています。「その人」は尋常な人ではありません。稀有で、孤高な人です。
「その人」とは「イェシュア」のことです。その花婿イェシュアが「輝い
ている」ならば、花嫁も「その人」の写しでなければなりません。花嫁で
ある教会は「【主】のおしえを喜びとし、昼も夜も、そのおしえを口ずさ
む」歩みをする必要があります。「その人」(=イェシュア)が口ずさんだ主
のトーラー(教え)は、パリサイ派、律法学者が教えたような「規則、きま
り、罰則」といった教えではなく、「神のご計画とみこころ、みむねと目
的」、つまり「御国の福音」なのです。

3.「花婿のいとしさ」を語る花嫁 ④



【新改訳2017】詩篇19篇7～8節
7 【主】のおしえは完全で たましいを生き返らせ
【主】の証しは確かで 浅はかな者を賢くする。

8 【主】の戒めは真っ直ぐで 人の心を喜ばせ
【主】の仰せは清らかで 人の目を明るくする。

●ここでは「トーラー」を「おしえ」「証し」
「戒め」「仰せ」と表現していますが、詩篇
119篇ではもっと多くの語彙で表しています。
「みおしえ」、つまり「トーラー」(ּתֹוָרה)の
中核はモーセ五書です。

3.「花婿のいとしさ」を語る花嫁 ⑤



【新改訳2017】詩篇19篇7～8節
7 【主】のおしえは完全で たましいを生き返らせ
【主】の証しは確かで 浅はかな者を賢くする。

8 【主】の戒めは真っ直ぐで 人の心を喜ばせ
【主】の仰せは清らかで 人の目を明るくする。

●トーラーの多様な表現のあとに、「完全」「確か」「真っ直ぐ」「清
らか」といったトーラーの性質が記され、そのあとにトーラーの持つ力
(効能)が記されているのです。これらがとても重要であり、「ツァハ」

)ַצח( に関連してくるのです。そして、そのような教えを「日ごとの糧」
として昼も夜も、それを喜びとして口ずさむなら、花嫁も「ツァハ」
。すなわち、神によって「輝かしい」者とされるのです、(ַצח)

3.「花婿のいとしさ」を語る花嫁 ⑥



●人に対する神のみこころは、「主の御口から出るすべてのことばで生
きる」ということです(申命記8:3)。だとするなら、「リビング・トー
ラー」であるイェシュアはみこころのままに、以下のように、花嫁のた
ましいを新しくしてくださるのです。これらも預言的なことばです。つ
まり、「いのちを与える御霊」(Ⅰコリ15:45b)であるイェシュアとい
う鍵が入らないと、これらのことが成就されないのです。人の霊の中に
御霊が入ることで成就するのです。
①「たましいを生き返らせる」②「浅はかな者(=無知な者)を賢くする」
③「人の心を喜ばせる」 ④「人の目(=存在)を明るくする(=照らす)」
●さらにこの箇所は、花婿が再び来られた時の回復を記した預言でもあり
ます。つまりこれらのことが完全に成就するのはメシア王国においてで
す。ですからⅠコリント15章45節後半のみことばは、神のご計画にお
ける贖いの中心的なことばと言えないでしょうか。

3.「花婿のいとしさ」を語る花嫁 ⑦



10 私の愛する方は、輝いて赤く、万人に抜きん出ています。

(2)「私の愛する方」は「赤く」(「アードーム」ָאדֹום)とは、「顔つや
が赤い」「血色の良い」という意味で、「力といのちに満ちた」イェ
シュアを象徴します。
●ダビデも「血色の良い顔」(Ⅰサムエル16:12/17:42)をしていたと
あります。そこには「アドゥモーニー」(ַאְדמֹוִני)という形容詞が使われ
ています。ダビデは健康的な紅顔の美少年であったようです。
●ダビデは父エッサイの八番目の息子ですが、この「八」という数は
イェシュアの数であり、ダビデはイェシュアの「型」です。「アードー
ム」の語彙の中に、血を意味する「ダーム」(ָּדם)が含まれています。
それは、花嫁を「輝かせる」ために「尊い血潮によって贖いをなす花
婿」が預言的に啓示されているのです。

3.「花婿のいとしさ」を語る花嫁 ⑧



10 私の愛する方は、輝いて赤く、万人に抜きん出ています。
(3)「私の愛する方」の「万人に抜きん出ている」は「ダーグール・
メーレヴァヴァー」 )ֵמְרָבָבהָּגּולד )で、「すべてに勝る、ひときわ目立
つ」比類なき存在であるイェシュアを象徴します。「シャロンのバラ」
「明けの明星」と同様、花婿はすべてにまさって際立っている方なので
す。「～に抜きんでる」と訳されたヘブル語は、「旗をかかげる」「際
立たせる」という意味の動詞「ダーガル」( ַגלּדָ  )の分詞形で、「際立って
いる」を意味します。「万人」(「レヴァーヴァー」ְרָבָבה)という語彙も
大きな数を意味します。そうした中にあってひときわ際立つ存在こそ花
婿の姿なのです。またこれは、やがて終わりの日にあらゆる人々に注目
される方でもあることを意味します。英語で表現するなら Above All で
す。すべてにまさる比類なき存在、群を抜く者、すべてを超える方です。

3.「花婿のいとしさ」を語る花嫁 ⑨



【新改訳2017】ヘブル人への手紙1章2～3節
2 この終わりの時には、御子にあって私たちに語られました。
神は御子を万物の相続者と定め、御子によって世界を造られました。

3 御子は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであり、
その力あるみことばによって万物を保っておられます。
御子は罪のきよめを成し遂げ、いと高き所で、大いなる方の右の座に着かれました。

●2～3節までのテキストの中に、「御子」についての紹介が凝縮して記
されています。カルピスの原液のようにあまりに濃いので、すんなりと
飲みこめません。それほどの内容が凝縮されている箇所です。ここを要
約するなら、以下のことが記されています。

3.「花婿のいとしさ」を語る花嫁 ➉



① 御子は神の究極的啓示者
② 御子は万物の相続者、創造者、そして保持者
③ 御子は罪のきよめを成就し、 神の右に着座された祭司・王
④ 御子は神の栄光の輝き、神の本質の完全な顕現者

●御座におけるキリストに「すべての名にまさる名であるイェシュアの
名」が与えられています。その根拠となる理由が以下の箇所に記されて
います。その理由とは「全き謙遜」です。イェシュアの全き謙遜のゆえ
に与えられた名が「すべての名にまさる名」、すなわち「イェシュアの
御名」なのです。

4.「すべてにまさる御名」①



【新改訳2017】ピリピ人への手紙2章6～9節
6 キリストは、神の御姿であられるのに、
神としてのあり方を捨てられないとは考えず、

7 ご自分を空しくして、しもべの姿をとり、人間と同じようになられました。
人としての姿をもって現れ、8 自らを低くして、死にまで、
それも十字架の死にまで従われました。

9 それゆえ神は、この方を高く上げて、すべての名にまさる名を与えられました。
●天の御座は比類なきものであり、すべてのものを足の下に従わせることので
きる支配と権威の象徴です。「こうしてソロモンは【主】の王座に就き、父ダ
ビデに代わって王となった。彼は栄え、全イスラエルは彼に聞き従った」(Ⅰ
歴29:23)とあります。「ソロモンは主の王座に就き」とはエックレーシアの
かしらとしてのキリストの型です。ソロモンの王座はその影(写し)にすぎませ
ん。しかしイェシュアは「王としての神の座に着かれた」のです。

4.「すべてにまさる御名」②



●「キリストと教会のかかわり」について、創世記2章25節に「人とその妻はふ
たりとも裸であったが、恥ずかしいとは思わなかった。」とあります。これは預
言的なことばです。イェシュアの使徒であるペテロとヨハネは「美しの門」のと
ころで物乞いをしていた「生まれつき足の不自由な人」に対して、「金銀は私に
はないが、私にあるものをあげよう」と言いました。「私にあるもの」とは
「イェシュアの名」です。それだけです。しかしその名が比類なき力を持ってい
たのです。この出来事も預言的です。つまりイェシュアが再び来ないと理解でき
ない事柄です。
●イスラエルの民は終わりの日に、未曽有の大患難の中で、恵みと嘆願の霊が注
がれて、イェシュアがメシアだと信じて悔い改め、「イスラエルの残りの者」が
立ち上がるのです。そして彼らが「主の御名によって来られる方に祝福あれ」
(「バルー・ハバー・べシェーム・アドナイ」) と呼んだときに、メシアが再臨さ
れるのです。そのとき「イスラエルの残りの者」はメシア王国に入って行くこと
ができるという預言的なデモンストレーションが、この出来事だったのです。

4.「すべてにまさる御名」③



●「私にあるもの」とは「イェシュアの御名」です。「えっ? それだけ
ですか?」と思われるかもしれません。しかし「それだけ」が花嫁に
とって最強の力なのです。イェシュアはベタニアのマルタに言いました。
「マルタ、マルタ、あなたはいろいろなことを思い煩って、心を乱して
います。しかし、必要なことは一つだけです。マリアはその良いほうを
選びました。」(ルカ10:41)
●初代教会の人々もマリアと同様です。イェシュアの御名「シェーム・
イェシュア」を知ること、それがすべてでした。これこそが「人とその
妻はふたりとも裸であったが、恥ずかしいとは思わなかった」が啓示し
ていたことなのです。
●今回は花婿の全体的なすばらしさを見てきました。雅歌5章11節以降
では、花婿のご性質のさまざまな面が人のからだの諸部分にたとえて表
わされています。このことについては、次回で学ぶ予定です。

今回のまとめ
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