
 

 

  

     「雅歌」のこれまでの解釈法は、男⼥の美しい愛を

歌った「⾃然的解釈」と、神と⼈との愛のかかわりを描い

た「⽐喩的解釈」に分かれます。しかしここでは、雅歌を

神のマスタープランの視点から、「花婿なるキリスト」と

「キリストの花嫁である教会」との愛のかかわりを預⾔的

に歌った歌として理解し、瞑想を試みたいと思います。 
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序 「雅歌」の瞑想を始めるに当たって 
 

1. 雅歌の解釈のアプローチについて 

 

●「雅歌」のこれまでの解釈法は、男⼥の美しい愛を歌った「⾃然的解釈」と、神と⼈との愛のかかわりを

描いた「⽐喩的解釈」に分かれます。しかしここでは、神のマスタープランの視点から、雅歌を「花婿なる

キリスト」と「キリストの花嫁である教会」との愛のかかわりを預⾔的に歌った歌として理解したいと思い

ます。 

 

●なぜ、神とイスラエルのかかわりでないのかと⾔えば、神とイスラエルの関係はすでに夫婦関係であるか

らです。むしろ、雅歌で描かれているのは花婿と花嫁の関係であり、やがて「顔と顔を合わせ」る⼀体感へ

の希求にあふれている書と理解します。その意味では、雅歌は⼈⽣の悲観主義を描いた「伝道者の書」や⼈

⽣における不条理と懐疑を描いた「ヨブ記」とは特⾊を異にしています。 

 

●雅歌を「預⾔的な歌」として理解するというのは、キリストと教会のかかわりが神のご計画のマスタープ

ランにおいては「奥義」だからです。そのことを啓⽰されたパウロは、キリストと教会とのかかわりを、雅

歌の中に啓⽰されている「花婿と花嫁」の関係と理解したのかもしれません。神とイスラエルとのかかわり

は夫と妻の関係ですが、メシアであるイェシュアと教会のかかわりは花婿と花嫁の関係です。やがては妻で

あるイスラエルも神のご計画では最後の最後に夫婦として回復しますが、キリストの花嫁である教会は、イ

スラエルと同じ「妻」としての⽴場が約束された、いわば接ぎ⽊された共同相続⼈なのです。 

 

2. 「歌の中の歌」を意味する「雅歌」という表現 

 

●雅歌はヘブル語で「シール・ハッシーリーム」( ַהִּׁשיִרים ִׁשיר )、その直訳は「歌の中の歌」で、「多くの

歌の中の最⾼傑作としての歌」を意味します。単数と複数形を並べるこの表現はヘブル的強調表現で、以下

のように、他の箇所にも⾒ることができます。 

(1) 「⾄聖所」(「コーデシュ・ハッコダーシーム」 ַהֳּקָדִׁשים ֹקֶדׁש )、出エジプト記 26 章 34 節。 

(2) 「王の王」(「メレフ・メラーヒーム」 ְמָלִכים ֶמֶל )、エゼキエル書 26 章 7 節。 

(3) 「空の空」(「ハヴェール・ハヴァーリーム」 ֲהָבִלים ֲהֵבל )、伝道者の書 1 章２節。 

(4) 「天の天」(「シェメー・ハッシャーマイム」 ַהָּׁשַמִים ְׁשֵמי )、Ⅰ列王記 8 章 27 節。 

(5) 「しもべらのしもべ」(「エヴェド・アヴァーリーム」 ֲעָבִרים ֶעֶבד )、創世記 9 章 25 節。 

(6)「神の神」(「エローヘー・ハーエローヒーム」 ֵהי ִהים ֱא ָהֱא )、申命記 10 章 17 節。 
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3. 「ソロモンの」という意味 

 

●「ソロモンの雅歌」とあれば、普通はソロモンが書いたと思われます。しかし必ずしも彼が書いたと理解

する必要はありません。原⽂では「アシェル・リシェローモー」( ֹמה ֲאֶׁשר ִלְׁש )とあり、これは「ソロモ

ン的な」という意味で、ソロモンという⼈物以上に、その名前がもっている語幹が意味すること、つまり、

 。から派⽣する語彙群の意味が重要だと思われますׁשלם

(1) 動詞「シャーレーム」(ָׁשֵלם)、無傷である、完成する、報いる、償う、誓いを果たす。 

(2) 形容詞「シャーレーム」(ָׁשֵלם)、⾃然のままの、完全な、平和な、豊かな、全くひとつの。 

(3) 名詞「シェレム」(ֶׁשֶלם) 、和解のいけにえ。 

(4) 固有名詞「シャーレーム」(ָׁשֵלם)、エルサレムの別称。 

(5) 固有名詞「シェローモー」(ֹמה  。ソロモン、(ְׁש

(6) 固有名詞「シューラミート」(ׁשּוַלִּמית) シュラムの⼥(雅歌 7:1)=平和を受ける者。平和をもたらす者。 

(7) 名詞「シャーローム」(ָׁשלֹום)、神と⼈とのかかわりの祝福を総括する語彙。平和、繁栄、⼗全、完全。 

 

●以上のように⾒ると、固有名詞の「ソロモン」は語幹から派⽣する⼀つでしかありません。神と⼈とのか

かわりから⾒る語幹のイメージは、あるいは神のご計画から⾒るイメージは、傷のないかかわりであり、し

かも、本来あったありのままのかかわりの回復であり、全く⼀つとなった平和のかかわりであり、それがエ

ルサレムにおいて、まことの王である⽅によって完成されるかかわりと⾔えます。まさに雅歌は、そのよう

な愛のかかわりを歌った預⾔的な歌と⾔えるのではないかと思います。 

 

●また「雅歌」の存在の輝きは、その前に置かれている「伝道者の書」における悟りー「空の空、すべては

空」というこの世において⼼満たすものは神以外に何もないという事実ーがあるということによっても強調

されているように思われます。 

 

4. 五感による愛のかかわりの表象 

 

●雅歌の特徴の⼀つとして、五感によって味わう語彙が多いということです。 

(1) 触覚・・「⼝づけ」 

(2) 嗅覚・・「⾹油のかおり」(さまざまな⾹料) 

(3) 味覚・・「ぶどう酒」「⽢い」 

(4) 視覚・・「あなたの⽬は鳩のよう」 

(5) 聴覚・・「愛する⽅の声」 

 

●五感のすべてを通して味わう崇⾼な愛のかかわり、これが雅歌の世界です。雅歌には花婿のことば以上に

花嫁のことばが多く語られています。まさにブライダル・パラダイムを彷彿とさせる世界と⾔えます。 



4 
 

5. 顔と顔を合わせる世界 

 

●創世記 1 章 1 節に「初めに、神が天と地を創造した。」とあります。聖書における「天」と「地」は向か

い合っている関係です。地にあるすべてのものは、天にあるものの写しです。したがって、愛というかかわ

りの本源も天にあります。新約聖書のヨハネの福⾳書の冒頭に、「初めに、ことばがあった。ことばは神と

ともにあった。ことばは神であった」とあります。この聖句の「ことばは神とともにあった。」というかか

わりに注⽬しなければなりません。「〜と共に」の「共に」に使われているギリシア語は「プロス」(πρός)

で、それは「向かい合っているかかわりとしての共に」を意味します。マイクが 2 本並列しているかたちで

の「共に」ではありません。天では御⽗と御⼦が向かい合っているのであり、その写しとしての地的現実が

男と⼥(夫と妻)のかかわりです。結婚の奥義は天にある「プロス」の神秘とつながっているのです。救いの

究極は、黙⽰録 22 章 4 節にある「神の御顔を仰ぎ⾒る」ことです。つまり、このかかわりの神秘を「雅歌」

が啓⽰しているように思います。 

 

●「雅歌」の世界は、単なる男⼥を超越した、天と地、神と⼈、夫と妻、花婿と花嫁が結び合って⼀つ(「エ

ハッド」ֶאַחד)になる喜びの世界を描いています。いわば、神のご計画における「奥義の中の奥義」が雅歌

の中に隠れているように思われます。 

 

6. 雅歌を雅歌によって解釈する 

 

●「雅歌」には、「雅歌」にしか使われていない語彙や特有な表現があります。したがって、雅歌を理解す

る上でそうした語彙や表現を⼤切にして解釈していく必要があります。出来る限り、雅歌を雅歌によって解

釈することを⼼掛けたいと思います。⽇本⼈の「わび・さび」の感覚を外国⼈の⽅が理解することは簡単で

はないように、異邦⼈である私たちもユダヤ⼈の世界の感覚を理解することは容易ではありません。しかし、

啓⽰の御霊の助けによってそれを理解したいと願うのです。神を知りたいと願う者にとってそれは⼤切な⼼

構えではないかと思います。 
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1. あの方が私に口づけしてくださったら良いのに 

 

【聖書箇所】 1 章 2〜3 節 

 

ベレーシート 

 

●2 節から雅歌が始まります。登場⼈物は(1) 花嫁、(2) 花婿、そして(3) おとめら(あるいは、娘たち)で

す。2〜4 節の「私」とは「花嫁」のことで、「私たち」とは「花嫁」と「おとめら」のことです。だれが語

っているのかという⼈称の特定は重要です。 

 

●2〜4 節は序⽂のような部分ですが、すでにそこにおいて、花婿を慕い求める花嫁の霊性は明確に記され

ています。ここでは 2 節の前半の部分にスポットを当ててみたいと思います。 

 

 
 

【新改訳改訂第３版】雅歌 1 章 2 節 

あの⽅が私に⼝づけしてくださったらよいのに。 

【新共同訳】 

どうかあの⽅が、その⼝のくちづけをもって／わたしにくちづけしてくださるように。 

【フランシスコ会訳】 

あの⽅が、わたしに熱い⼝づけをしてくださいますように。 

【DSB(Dialy Study Bible)訳】 

「ああ、あなたがその⼝づけでわたしを覆って下さったら!」 

 

●「⼝づけする」という動詞の「ナーシャク」(ָנַׁשק)、⽂法的には未完了ですが、ここは 3 ⼈称に対する命

令・願望(指⽰形、奨励形とも⾔います)の意味を持っていますから、「⼝づけしてくださることを望む」と

いう意味です。「⼝づけ」と訳された「ネシーカー」(ְנִׁשיָקה)は「花婿のことば」を表わします。それが複

数形であるのは、花嫁がたえず花婿のことばを直接的に受けることを望んでいるからです。複数形の「ネシ

ーコート」(ְּנִׁשיקֹות)は、ここではその望みの熱烈さを表しています。フランシスコ会訳は「熱い⼝づけ」

と訳し、NEB 訳では「⼝づけでわたしを窒息させるほどに」と訳しています。「⼝づけ」が複数形になって
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いるのは、熱烈な愛を表現するためのヘブル的強意語法です。 

 

●イスラエル建国の⽗にして初代⾸相であった ベン・グリオン⽒は、「聖書を翻訳で読むのは、愛する恋⼈

にハンカチーフの上からキスするようなもの」と⾔ったようですが、ここでの「⼝づけ」は、間に誰をも通

さず、花婿との直接的なふれあいを願っているのです。 

 

●ところで、ここでの「⼝づけ」とは神のみおしえ(トーラー)、あるいは花婿をとおして語られる神のこと

ばが啓⽰されることの⽐喩的表現です。ここが「⾃然的解釈」と異なる点です。そもそも「⼝づけ」すると

いうことは、花婿と花嫁が顔と顔を合わせる⾏為です。花嫁がその熱い⼝づけを求めているのは、花婿の⼼

と思いを知ろうとする熱意のためです。花嫁の唯⼀の希求は花婿を知ることなのです。しかし今、花嫁はぼ

んやりとしか⾒えていません。⼀部分しか知っていないのです(Ⅰコリント 13:12)。しかしやがて花婿が来

られて顔と顔を合わせる時には、すべてをはっきりと完全に⾒る(知る)ことができるのです。花婿に対する

愛は神のことばの開⽰を求めることであり、それを切望することこそが花嫁の霊性です。 

 

●「あの⽅が'私に⼝づけしてくださったらよいのに」という花嫁は「堅い⾷物を必要とする成熟した⼈」で

す。乳ばかり飲んでいる者は幼⼦は、神とのより深いかかわりを意味する義の教えに通じていません。それ

を求めようもしないものです。とすれば、雅歌の冒頭にある花嫁の⾔葉の中に、神のみことばの開⽰を切に

待ち望んでいる花嫁の姿が浮かび上がってくるのです。 

 

2. ぶどう酒に勝る花婿の愛、かぐわしき花婿の⾹油 

 

●2 節は「あの⽅が私に(熱い)⼝づけしてくださったらよいのに。」といわば花嫁の独り⾔のように語られて

いるのに対して、2 節の後半で「あの⽅」から「あなた(の〇〇)」に、つまり 3 ⼈称から 2 ⼈称へと⼈称が

急に変わっています。このような変化はヘブル語の詩⽂ではよく⾒られるようです。いわば、この変化は無

意識の関係から、「わたし」と「あなた」という関係への意識的転換を意味しているのかも知れません。 

 

(1) 「ぶどう酒」にまさる「あなたの愛」 

 

 

 

●「あなたの愛」(「ドーデーハー」 は、⼥性の側から愛する相⼿の男性を呼ぶ語(ּדֹוד)「ドード」、(ֹּדֶדי
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彙。1 章 13 節の「私の愛する⽅」も同様。しかも 2 節の「ドード」は複数形です。花婿に対する花嫁の熱

烈な愛を表現するために「⼝づけ」と「愛」は複数形になり、三⼈称を⼆⼈称に変えています。このような

⽤法は聖書にしばしば⾒られます。申命記 32:13〜18、エレミヤ２:２〜3、ホセア 4:6、ゼカリヤ 9:13〜

14 参照。 

 

●花婿の愛は、この世の喜びや楽しみを意味する「ぶどう酒」よりもはるかに勝るものだと花嫁は告⽩して

います。しかし同時に聖書における「ぶどう酒」は、⼈の⼼を喜ばす神のトーラー(みおしえ)を表わす⽐喩

でもあるのです。神のトーラー(神のことば)がなぜ「ぶどう酒」にたとえられるのかと⾔えば、それを受け

る⼈の⼼を喜びで酔わせ、⽣命⼒を与えて、まなざしも⾏動も新しい輝きを帯びさせるからです。ぶどう酒

は「いのちの象徴」なのです。 

 

●神のトーラーは決して命令や禁⽌事項を並べ⽴てたものではなく、本来は、⼈に対する神の啓⽰全体を意

味するものであり、そこには神の愛があふれているのです。⼈となって来られたイェシュアは、神のトーラ

ーをそのように解釈しました(マルコ 12:28〜33)。御国においてメシアはこの神のトーラーによって治める

のです。命令ではなく、神のトーラーが⼈の⼼の内に刻まれ、また⼈も朽ちない⾝体に変えられてそのこと

が実践できるようになるのです(エレミヤ 31:33〜34)。それゆえに、御国においては「喜び」が基調となる

のです。「ぶどう酒」にたとえられる神のトーラーの源泉は愛なのです。その意味で、「ぶどう酒」にまさる

「あなたの愛」という表現は理にかなっているのです。 

 

●雅歌における「ぶどう酒」(「ヤイン」ָיִין)は、以下のように、8 回使われています 

【新改訳改訂第３版】 

1:2 

あの⽅が私に⼝づけしてくださったらよいのに。 

あなたの愛はぶどう酒よりも快く、 

1:4 

私を引き寄せてください。私たちはあなたのあとから急いでまいります。 

王は私を奥の間に連れて⾏かれました。私たちはあなたによって楽しみ喜び、あなたの愛をぶどう酒にまさ

ってほめたたえ、真⼼からあなたを愛しています。 

4:10 

私の妹、花嫁よ。あなたの愛は、なんと麗しいことよ。 

あなたの愛は、ぶどう酒よりもはるかにまさり、 

5:1 

私の妹、花嫁よ。私は、私の庭に⼊り、没薬と⾹料を集め、蜂の巣と蜂蜜を⾷べ、ぶどう酒と乳を飲む。 

5:16  

そのことばは⽢いぶどう酒。あの⽅のすべてがいとしい。 

7:9 

あなたのことばは、良いぶどう酒のようだ。私の愛に対して、なめらかに流れる。眠っている者のくちびる
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を流れる。 

8:2 

私はあなたを導き、私を育てた私の⺟の家にお連れして、⾹料を混ぜたぶどう酒、ざくろの果汁をあなたに

飲ませてあげましょう。 

 

(2) 「あなたの名は注がれる⾹油のようにかぐわしい」 

 

 

 

●「⾹油」(「シェメン」ֶׁשֶמן）も神の愛を表す語彙です。「⼝づけ」も複数形でしたが、ここでも複数形が

⽤いられています。つまり、花婿はきわめてかぐわしい⾹油を注がれた存在なのです。「⾹り」によってあ

る特定の存在を指し⽰すことがあります。 

 

●イェシュアが⼗字架の道を歩む直前に、イェシュアの話を悟ったベタニヤのマリヤがイェシュアの埋葬の

ために⾹油を注いだ話は有名です。わずかな量でもその⾹りは周囲にいる者たちに分かります。ところが、

ナルドの⾹油の⼊った⽯膏のつぼを割ってイェシュアの頭に注いだのですから、⾹油の匂いは家中に漂った

はずです。しかもイェシュアの⾝体(頭髪、髭も含む)のみならず、⾐服にもその⾹油の匂いが染み込んだは

ずです。ドロローサ(悲しみの道)の途上でも、⼗字架上でも、また埋葬されるときにも、そのかぐわしい⾹

りはイェシュアとともにあったのです。マリヤのした⾏為は、まさにこのイェシュアこそ私たちの花婿とし

てかぐわしいお⽅であることをあかししたのです。 

 

(3) おとめたちの愛 

 

【新改訳改訂３】 雅歌 1 章 3 節 

あなたの⾹油のかおりはかぐわしく、あなたの名はそそがれる⾹油のよう。それで、おとめらはあなたを愛

しています。 

【新共同訳】 

あなたの⾹油、流れるその⾹油のように／あなたの名はかぐわしい。おとめたちはあなたを慕っています。 

 

●花婿の名はその⾹油のようにかぐわしく、周囲にその存在を⽰します。花婿が花嫁に触れてくれるだけで、

花婿の良い⾹りは花嫁にもうつります。「私たちは、・・かぐわしいキリストのかおりなのです」(Ⅱコリン

ト 2:15)と使徒パウロが語ったように、「おとめらは花婿を慕い、花婿を愛する」ようになるのです。この
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「おとめら」とは諸国の⺠を意味しています。選ばれた花嫁は花婿の愛を⼀⾝に受けていますが、その愛の

かかわりのすばらしさを⾒て、異邦の諸国の⺠も花婿を慕うようになることが預⾔されているのです。その

ことを裏づける聖書の箇所を最後に列記しておきます。 

 

以下、すべて【新改訳改訂第３版】より引⽤。 

 

(1) イザヤ書 11 章 10 節 

その⽇、エッサイの根は、国々の⺠の旗として⽴ち、国々は彼を求め、彼のいこう所は栄光に輝く。 

 

(2) イザヤ書 18 章 7 節 

そのとき、万軍の【主】のために、背の⾼い、はだのなめらかな⺠、あちこちで恐れられている⺠、多くの川の流れる国、

⼒の強い、踏みにじる国から、万軍の【主】の名のある所、シオンの⼭に、贈り物が運ばれて来る。 

 

(3) イザヤ書 19 章 23 節 

その⽇、エジプトからアッシリヤへの⼤路ができ、アッシリヤ⼈はエジプトに、エジプト⼈はアッシリヤに⾏き、エジプ

ト⼈はアッシリヤ⼈とともに主に仕える。 

 

(4) イザヤ書 25 章 6〜7 節 

6 万軍の【主】はこの⼭の上で万⺠のために、あぶらの多い⾁の宴会、良いぶどう酒の宴会、髄の多いあぶらみとよくこ

されたぶどう酒の宴会を催される。 

7 この⼭の上で、万⺠の上をおおっている顔おおいと、万国の上にかぶさっているおおいを取り除き、 

 

(5) イザヤ書 60 章 2〜3 節 

2 ⾒よ。やみが地をおおい、暗やみが諸国の⺠をおおっている。しかし、あなたの上には【主】が輝き、その栄光があな

たの上に現れる。 

3 国々はあなたの光のうちに歩み、王たちはあなたの輝きに照らされて歩む。 

 

(6) イザヤ書 66 章 18〜21 節 

18 「わたしは、彼らのわざと、思い計りとを知っている。わたしは、すべての国々と種族とを集めに来る。彼らは来て、

わたしの栄光を⾒る。 

19 わたしは彼らの中にしるしを置き、彼らのうちののがれた者たちを諸国に遣わす。すなわち、タルシシュ、プル、⼸

を引く者ルデ、トバル、ヤワン、遠い島々に。これらはわたしのうわさを聞いたこともなく、わたしの栄光を⾒たことも

ない。彼らはわたしの栄光を諸国の⺠に告げ知らせよう。 

20 彼らは、すべての国々から、あなたがたの同胞をみな、【主】への贈り物として、⾺、⾞、かご、騾⾺、らくだに乗せ

て、わたしの聖なる⼭、エルサレムに連れて来る」と【主】は仰せられる。「それはちょうど、イスラエル⼈がささげ物

をきよい器に⼊れて【主】の宮に携えて来るのと同じである。 

21 わたしは彼らの中からある者を選んで祭司とし、レビ⼈とする」と【主】は仰せられる。 
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2. あなたは私たちの喜び、私たちの楽しみ 

 

【聖書箇所】 1 章 4 節 

 

ベレーシート 

 

●雅歌の瞑想がはじまって気づいたことは、だれが語っているのかという⼈称の同定の難しさです。それを

⾒誤ると混乱するにもかかわらず、新改訳はそのことについてなにも記していません。新共同訳、フランシ

スコ会訳・尾⼭訳は、親切に、だれが歌っているのか、「花嫁」なのか「花婿」なのか、あるいは「おとめ

たち」なのか、それを記載していますが、必ずしもそれで括れていない部分があります。岩波訳は⼩⾒出し

をつけていますが、⼈称については必ずしも明確にしていません。したがって、瞑想の部分設定もどの範囲

にすればよいか、思案投げ⾸状態に陥ります。いろいろな翻訳を⾒ると、「雅歌」という書は実に難しい書

なのだということが分かります。しかしここでは「御国の福⾳」という⿃瞰的な視点を外さずに、「花婿と

花嫁」の愛の歌だという設定のもとで読み進めていこうと思います。おそらく雅歌には神の多くの秘密が隠

されているのだと思います。 

 

●今回は 1 章 4 節にのみしぼって瞑想を試みたいと思います。 

 

【新改訳改訂第３版】雅歌 1 章 4 節 

私を引き寄せてください。 

私たちはあなたのあとから急いでまいります。 

王は私を奥の間に連れて⾏かれました。 

私たちはあなたによって楽しみ喜び、 

あなたの愛をぶどう酒にまさってほめたたえ、 

真⼼からあなたを愛しています。 

 

「私」・・・・花嫁 

「私たち」・・花嫁とおとめら、あるいは、花嫁と花婿 

「あなた」・・花婿 

「王」・・・・花婿 

 

1. 婚姻における楽しみと喜び 

 

●6 ⾏からなる 4 節の 1〜2 ⾏⽬からして⼈称の難しさがあります。新改訳では「花嫁」なる私が花婿なる
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「あなた」に向かって「引き寄せてください」と嘆願しています(原⽂は命令形)。とすれば、2 ⾏⽬の「私

たち」とはだれなのかという疑問が起こります。「私たちはあなたのあとから急いでまいります。」とあるか

らです。ところが、フランシスコ会訳では「わたしを、あなたの後に引き寄せてください。さあ、⼀緒に⾛

りましょう。」と訳しています。つまり「⼀緒に」という訳語の中に、花嫁と花婿の「私たち」という⼈称

を含ませているのです。原⽂の「私たちは⾛りましょう」という表現は、花婿が引き寄せてくれるならば、

どこにでも花婿について⾏きますという花嫁の主体的な意志が表明されています。この 4 節の 1 ⾏⽬を、聖

ベルナルドは「わたしを、あなたのあとについて⾏かせてください。」と訳しています。 

 

●その花嫁の願いに答えるかたちで、3 ⾏⽬にあるように、花婿が花嫁を⾃分の部屋に連れて⾏ったのです。

ここで「花婿」は「王」だということがはじめて明らかにされます。神のマスタープランにおいて、王なる

メシアが花嫁なる教会を迎えに来ることで婚姻(結婚)が成⽴します。婚姻のあとで新婚の⼆⼈が、予め花婿

が準備しておいた家に⾏き、そこで愛の喜びを交わすということはきわめて⾃然です。しかもこれはユダヤ

の婚礼のしきたりにかなっているのです。 

 

●問題は 4 ⾏⽬です。新改訳は「私たちはあなたによって楽しみ喜び(ましょう。)」と訳していますが、こ

の「私たち」とはだれのことなのでしょうか。新共同訳はこの部分を「おとめたちの歌」としていますが、

不⾃然です。フランシスコ会訳はカギ括弧を付けて、「わたしたちは、あなたの故に楽しみ喜びましょう」

としています。「あなたの故に」と訳された部分は、「あなたと共に」(新共同訳)、「あなたのもとで」(岩波

訳)、「あなたによって」(新改訳)となっています。原語の「バーフ」( をどのように訳すかという問題で(ָּב

す。結ばれた⼆⼈が新居で⼆⼈だけで過ごす中で「楽しみ喜んでいる」姿を思い浮かべると、この幸いのす

べては花婿の主権性にあります。たとえ「私たち」という表現を花嫁がしたとしても、すべては花婿のおか

げだという思いが強いことはうなずけます。その意味での「バーフ」( です。「花婿が準備してくれた家(ָּב

の中で、私たちは楽しみ喜びます。」と訳すことができると思います。 

 

●そもそも「楽しむ」「喜ぶ」という動詞は婚礼や祝祭の際に⽤いられる語で、しばしばワンセットで使わ

れます。「楽しみ」と訳された原語は「ギール」(ִּגיל)、「喜ぶ」と訳された原語は「サーマハ」(ָׂשַמח)です。

これが 1 ⼈称複数形、つまり「私たちは〜」で使われると「ナーギーラー・ヴェニスメハー」( ְוִנְׂשְמָחה ָנִניָלה )

となります。これはイスラエルのフォークダンスの歌詞になっています。⇒「ヘブル語コラム」の【歌で覚

えるヘブルの学び】を参照。どこかで聞かれたことがあるかもしれません。 

 

2. 花婿と花嫁の婚姻の喜びにおとめたちも加わる 

 

●原⽂では、4 節の 4 ⾏⽬と５⾏⽬は 1 ⼈称複数の「私たちは」となっており、最後の 6 ⾏⽬は 3 ⼈称複数

の「彼⼥らは」となっていますが、新改訳も新共同訳もそれが明確に訳されていません。フランシスコ会訳

は花嫁のことばとして、「おとめたちが、あなたを愛するのも当然です。」と訳しています。これは 3 節で花

婿のすぐれた愛が紹介された後の、「それで、おとめらはあなたを愛しています。」と呼応します。 
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4 節の最後の⾏には「まっすぐなこと、実直、正直、⼀筋」を意味する「ヨーシェル」(ֹיֶׁשר)の複数形「メ

ーシャーリーム」(ֵמיָׁשִרים)が使われています。花婿と花嫁の麗しいかかわりを知ったおとめたちが、花嫁

と同様にひとすじに花婿を愛する(「アーハヴ」ָאַהב)のは、⾄極当然のことだとしています。 
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3. 私は、黒いけれども美しい 

 

【聖書箇所】 1 章 5〜7 節 

 

ベレーシート 

 

【新改訳改訂第３版】雅歌 1 章 5 節 

エルサレムの娘たち。(1) 

私はケダルの天幕のように、ソロモンの幕のように、(2) 

⿊いけれども美しい。(3) 

 

●原⽂では(3)⇒(1)⇒(2) の順になっています。 

 

原⽂は、花嫁が「私は⿊いが美しい」と「エルサレムの娘たち」に向かって語ることから始まっています。

なぜ、花嫁は「エルサレムの娘たち」に向かって、「私は⿊いが美しい」と⾔わなければならなかったので

しょか。そもそも「エルサレムの娘たち」とはいったい誰のことなのでしょうか。花嫁と「エルサレムの娘

たち」との関係はどのような関係であったのでしょうか。雅歌は話の展開があるわけではなく、その場その

場での⾃由な瞑想が置かれているように思えます。 

 

1. 「エルサレムの娘たち」とはだれのことか 

 

●「エルサレムの娘たち」(「べノーット・イェルーシャーライム」 ְירּוָׁשַלִים ְּבנֹות )というフレーズは、

詩歌、あるいは預⾔書に多く出て来るフレーズと思いきや、何と雅歌にしか使われていないフレーズです。

しかも、7 回使われています(1:5/2:7/3:5, 10/5:8, 16/8:4)。「エルサレム」(イェルーシャーライム)の本

当の意味は、神の平和という意味ではなくて、神のヴィジョンが完成されるところという意味です。そのた

めに神によって選ばれたイスラエルの⺠をここでは「エルサレムの娘たち」と呼んでいるのだと解釈します。

なぜ「娘たち」なのかと⾔えば、固有名詞の「エルサレム」が⼥性名詞だからです。 

 

●花嫁とは異なる「エルサレムの娘たち」と(1 章 3 節に登場する)「おとめら」は同義ではありません。神

のご計画のマスタープランにおいては、「花嫁」はメシアを信じるユダヤ⼈と異邦⼈の共同体です。「エルサ

レムの娘たち」とはいまだイェシュアをメシアと信じていないイスラエルの⺠。「おとめら」は、やがてメ

シアの再臨時にメシアを信じる異邦の諸国の⺠たちのことだと解釈します。つまり、この三者は、神のヴィ

ジョン(御国)の完成のために選ばれ、メシアがこの地上に再臨する時にひとつとなり、御国の⺠となる者た

ちなのではないかと考えます。 
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2. 花嫁の「私は⿊いけれども美しい」というアイデンティティ 

 

●花嫁はこの「エルサレムの娘たち」から批判され、軽蔑されるような存在、あるいは妬みの対象となりえ

る存在と考えるならば、それはやがて啓⽰される「キリストの花嫁」(教会)のことが⽰唆されていると考え

てもおかしくありません。なぜなら、使徒パウロはイスラエルがかたくなになった理由について以下のよう

に述べているからです。 

 

【新改訳改訂第３版】ローマ書 11 章 11〜12 節 

11 では、尋ねましょう。彼らがつまずいたのは倒れるためなのでしょうか。絶対にそんなことはありませ

ん。かえって、彼らの違反によって、救いが異邦⼈に及んだのです。それは、イスラエルにねたみを起こさ

せるためです。 

12 もし彼らの違反が世界の富となり、彼らの失敗が異邦⼈の富となるのなら、彼らの完成は、それ以上の、

どんなにかすばらしいものを、もたらすことでしょう。 

 

●「エルサレムの娘たち」から批判され、軽蔑されているのは花嫁が「⿊い」ということです。しかもその

⿊さが「ケダルの天幕」にたとえられています。おそらく、「ケダルの天幕」が⿊い⼭⽺の⽪で作られたの

たのでしょう。しかし、花嫁はそうした軽蔑に対してくじけることなく、「私は⿊い。けれども美しい(麗し

い)」というアイデンティティを持っているのです。それは⾃分がそう勝⼿に思っているのではなく、花婿

から繰り返し「誰にもましてあなたは美しい」と語られているからです。そのことばが花嫁を⽀えているの

です。このことはとても重要です。 

 

●「美しい」と訳された原語は「ナーヴァー」(ָנאָוה)という形容詞で、「麗しい、美しい、愛らしい」とい

う意味で 10 回使われています。雅歌にはそのうちの 4 回(1:5/2:14/4:3/6:4)が使われています。 

 

【新改訳改訂第３版】 

2:14 岩の裂け⽬、がけの隠れ場にいる私の鳩よ。私に、顔を⾒せておくれ。あなたの声を聞かせておくれ。

あなたの声は愛らしく、あなたの顔は美しい。 

4:3 あなたのくちびるは紅の⽷。あなたの⼝は愛らしい。あなたの頬は、顔おおいのうしろにあって、ざく

ろの⽚割れのようだ。 

6:4 わが愛する者よ。あなたはティルツァのように美しく、エルサレムのように愛らしい。だが、旗を掲げ

た軍勢のように恐ろしい。 

 

●6 節では、花嫁が「エルサレムの娘たち」に⾃分が⿊くなった理由を述べています。 

【新改訳改訂第３版】雅歌 1 章 6 節 

私の⺟の⼦らが私に向かっていきりたち、私をぶどう畑の⾒張りに⽴てたのです。しかし、私は⾃分のぶど

う畑は⾒張りませんでした。 
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●「私の⺟の⼦らが私に向かっていきりたち、私をぶどう畑の⾒張りに⽴てたのです」とはどういうことで

しょうか。まずは「私の⺟の⼦ら」とはだれのことでしょうか。「エルサレムの娘たち」、すなわち、⾃分の

兄弟たちのことです。本来なら、その彼らが「ぶどう畑の⾒張り」の仕事をするはずでしたが、花嫁に対す

る妬みのゆえに腹を⽴て、その仕事を代わりにさせたと⾔えます。ここでの「ぶどう畑の⾒張り」とは、神

のご計画の実現を⾒張る仕事を意味しているのかもしれません。そんな「ぶどう畑の⾒張り」の仕事をさせ

られたので、⽇に焼けて⿊くなってしまったというのです。その「⿊さ」は、苦しみ、試練のシンボルと⾔

えるかもしれません。しかしそれは花嫁に与えられた神の賜物であり、花嫁の美しさでもあるのです。 

 

3. ⾃分を⽀えてくれる花婿を「探そうとする」花嫁 

 

【新改訳改訂第３版】雅歌 1 章 7 節 

私の愛している⼈。どうか教えてください。どこで⽺を飼い、昼の間は、どこでそれを休ませるのですか。

あなたの仲間の群れのかたわらで、私はなぜ、顔おおいをつけた⼥のようにしていなければならないのでし

ょう。 

 

●「私の愛している⼈」というフレーズは 5 回ありますが、すべて雅歌にあります。原語では「シェアーハ

ヴァー・ナフシー」( ַנְפִׁשי ֶׁשָאֲהָבה )で、直訳すると「私の魂が愛しているところの⼈」となります。新共

同訳は「わたしの恋い慕う⼈」と訳しています。「魂」を意味する「ネフェシュ」(ֶנֶפׁש)は、本来「喉」を

意味する語で、そこからあらゆる欲望の座として⽤いられ、渇きや所有を伴う熱愛を意味します。したがっ

て、「私の魂の熱愛する⼈」とも訳せます。以下、このフレーズを持つ雅歌からの引⽤です。 

 

【新改訳改訂第３版】 

(1) 1 章 7 節 

私の愛している⼈。どうか教えてください。どこで⽺を飼い、昼の間は、どこでそれを休ませるのですか。

あなたの仲間の群れのかたわらで、私はなぜ、顔おおいをつけた⼥のようにしていなければならないのでし

ょう。 

(2) 3 章 1 節  

私は、夜、床についても、私の愛している⼈を捜していました。私が捜しても、あの⽅は⾒あたりませんで

した。 

(3) 3 章 2 節  

「さあ、起きて町を⾏き巡り、通りや広場で、私の愛している⼈を捜して来よう。」私が捜しても、あの⽅

は⾒あたりませんでした。 

(4) 3 章 3 節 

町を⾏き巡る夜回りたちが私を⾒つけました。「私の愛している⼈を、あなたがたはお⾒かけになりません

でしたか。」 

(5) 3 章 4 節 
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彼らのところを通り過ぎると間もなく、私の愛している⼈を私は⾒つけました。この⽅をしっかりつかまえ

て、放さず、とうとう、私の⺟の家に、私をみごもった⼈の奥の間に、お連れしました。 

 

●ここには、「あなたは美しい」と⾔ってくれる花婿を探して、やがて⾒つけるという花嫁の姿があります。

花婿をどこまでも探そうとするのは花嫁の⼤切な霊性です。「探し求めて」、そして「⾒つける」ということ

は、雅歌における重要なテーマです。 

 

●使徒パウロもこの花嫁の霊性(ブライダル・パラダイム)を持った⼈です。ですから、彼は多くの奥義を啓

⽰されたのです。そのパウロが次のように述べています。 

 

【新改訳改訂第３版】Ⅰコリント 13 章 12 節 

今、私たちは鏡にぼんやり映るものを⾒ていますが、その時には顔と顔とを合わせて⾒ることになります。

今、私は⼀部分しか知りませんが、その時には、私が完全に知られているのと同じように、私も完全に知る

ことになります。 
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4. 女の中で最も美しい人よ 

 

【聖書箇所】 1 章 7〜8 節 

 

ベレーシート 

 

●花嫁の特質は花婿を探し求めることであることを前回取り上げましたが、7 節では、その花婿が仲間と⼀

緒にいることを花嫁は知りつつ、今どこにいるのか気をもんでいる様⼦がうかがえます。 

 

1. 花婿の居場所を探そうとしている花嫁 

 

●7 節を⾒てみましょう。 

 

私の愛している⼈。どうか教えてください。 

どこで⽺を飼い、昼の間は、どこでそれを休ませるのですか。 

あなたの仲間の群れのかたわらで 

私はなぜ、顔おおいをつけた⼥のようにしていなければならないのでしょう。 

 

●まず、花婿が⽺飼いであり、⾃分の群れをもっているという事実です。そして花嫁はあたかも⾃分が「顔

おおいをつけた⼥のように」、部外者であると感じているということです。「顔おおいをつけた⼥のように」

という部分をフランシスコ会訳は「ベールで顔を覆った⼥のように」と訳していますが、岩波訳では「さま

よい歩く者のように」と訳しています。いずれにしても、花嫁は花婿の仲間とは異なる存在であることが分

かります。 

 

2. おとめたちの助⾔ 

 

●1 章 8 節は、花婿を捜している花嫁の問い(7 節)に対して、「おとめら」(1:3)が、あるいは「エルサレム

の娘たち」がそれに答えていることば(歌)です。花嫁の周囲には花嫁に対して好意的な者もいれば、妬む者

もいたに違いありません。ですから 8 節のことばを、花婿に愛されている花嫁に対して好意的に解釈するべ

きか、あるいは多少やっかみの込められた⽪⾁なことばとして解釈するべきか、いずれにも解釈できるとこ

ろですが、重要なことは、おとめらがこの花嫁が花婿から愛されていることを知っているという事実なので

す。 
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【新改訳改訂第３版】雅歌 1 章 8 節 

⼥のなかで最も美しい⼈よ。 

あなたがこれを知らないのなら、⽺の群れの⾜跡について⾏き、 

⽺飼いの住まいのかたわらで、あなたの⼦やぎを飼いなさい。 

 

●「おとめたち」の助⾔は、⽺の群れの⾜跡について⾏くなら、その⽺の⽺飼いこそあなたの花婿だと告げ

ています。そしてその⽺飼いの住まいのかたわらで、「あなたの⼦やぎを飼いなさい」と⾔っています。こ

の「あなたの⼦やぎを飼いなさい」とは何を意味しているのでしょうか。⽺飼いである花婿の周りには花婿

の仲間がいるのですが、その⽅の住まいのかたわらで待っていれば、花婿が必ずそこに帰って来て、「親し

くデート(逢引)できるよ」と勧めていることばなのかもしれません。なぜなら、花嫁は⼀途に花婿を慕って

いるのですから。事実、1 章 9 節では花嫁に対する花婿のことばが初めて語られています(それは次回で扱

います)。 

 

3. おとめらの花嫁に対する評価 

 

●順序が逆になりましたが、5 節で「美しい」と訳された原語は「ナーヴァー」(ָנאָוה)という形容詞でし

たが、8 節の「美しい」は形容詞の「ヤーフェ」(ָיֶפה)が使われています。実は、この形容詞は⼥性のみな

らず男性に対しても使われています。 

 

●聖書の中でこの「ヤーフェ」(ָיֶפה)が使われている⼈物を挙げてみたいと思います。 

(1) サラ・・創世記 12 章 11 節 

(2) ラケル・・ラケルの前に、イサクの妻となったリベカも「美しかった」(創世記 26:7)と聖書にありま

す。しかしその「美しさ」の原語は「トーヴ」(טֹוב)となっています。ヤコブの妻となったラケルは夫ヤコ

ブから愛されました。彼⼥は容姿も顔⽴ちも美しかったとあります(創世記 29:17)。 

(3) ヨセフ・・ヤコブとラケルから⽣まれたヨセフは、顔も体つきも美男⼦でした(創世記 39:6)。 

(4) ダビデ・・紅顔の美少年で姿も⽴派でした(Ⅰサムエル 16:12)。 

(5) アビガイル・・アビガイルはナバルの妻でしたが、ナバルが死んだためダビデの⼆番⽬の妻(ちなみに、

⼀番⽬の妻はミカル)となりました。彼⼥は「聡明で美⼈であった」とあります(Ⅰサムエル 25:3)。箴⾔ 11

章 22 節で、どんなに美しくても、たしなみのない⼥は⾦の輪が豚の⿐にあるようだとたとえているように、

賢いことは美⼈の⼀つの資質であったということです。 

(6) アブシャロム・・アブシャロムはダビデの四番⽬の息⼦です。頭がきれるだけでなく、つま先から頭ま

で⾮の打ちどころのない⼈物でした。ダビデに対してクーデターを企みましたが、神によって失脚させられ

ました。 

(7) タマル・・聖書に出てくるダビデの唯⼀の娘であり、アブシャロムの妹でした。彼⼥も美しい⼈でした。 

(8) 晩年のダビデを介助した若き娘・・その⼥性の名前は聖書に記されておらず、ただ「娘」としか記載さ

れていませんが、この娘は⾮常に美しかったとあります(Ⅰ列王記 1:4)。 
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(9) エステル・・ペルシヤの王アハシュエロスの王妃となったエステルは、ペルシヤ中で最も美しい娘でし

たが、彼⼥はユダヤ⼈モルデカイの養⼥で、彼⼥もユダヤ⼈でした。姿も顔⽴ちも美しかったとあります(エ

ステル記 2:7)。彼⼥の知恵でユダヤ⼈撲滅を図ったハマンを逆にはめて、いのちを賭けてユダヤ⼈を救った

⼈でした。 

(10) ヨブの娘たち・・ヨブが悔い改めて新しく与えられた娘たちは、ヨブが住む国のどこにもいないほど

に美しかったとあります(ヨブ 42:15)。 

 

●雅歌の「花嫁」も同じく「美しい」と評価されているのです。「美しい」と訳された「ヤーフェ」(ָיֶפה)

は、旧約で 42 回使われていますが、そのうちの 13 回は雅歌で使われています。次は創世記の 9 回です。

ですから、「ヤーフェ」(ָיֶפה)は雅歌の特愛⽤語と⾔えるのです。 

 

●以下は、雅歌での「ヤーフェ」の 13 回の引⽤箇所です。 

1 章 8, 15, 15, 16 節 

2 章 10, 13 節 

4 章 1, 1, 7 節 

5 章 9 節 

6 章 1, 4, 10 節 
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5. 「わが愛する者」 

 

【聖書箇所】 1 章 9〜11 節、15 節 

 

ベレーシート 

 

●9〜11 節は花嫁に対する初めての花婿のことばです。花婿が花嫁を呼ぶときに、決ま

って「わが愛する者(よ)」と呼びかけます(1:9, 15/2:2, 10, 13/4:1, 7/5:2/6:4)。逆

に、花嫁が花婿に向かって呼びかけるときは、やはり決まって「私の愛する⽅」です。

そのことで、呼びかけの主体がだれであるかが分かります。 

 

●9〜17 節を⼆回に分けて瞑想します。⼀回⽬は花婿が花嫁の美しさをたたえる歌です

(9〜11 節、15 節)。⼆回⽬は花嫁が花婿の美しさを慕う歌です。前回でも扱ったように、「美しい」という

⾔葉(「ヤーフェ」ָיֶפה)は、⼥性に対しても、男性に対しても使われていました。この箇所には花婿と花嫁

の歌のかけ合いがあります。 

 

1. パロの戦⾞をひく雌⾺にたとえられた花嫁 

 

●9 節で花婿は、「わが愛する者よ。私はあなたをパロの戦⾞の雌⾺になぞらえよう。」と歌っています。「パ

ロの戦⾞の雌⾺」とはどういう意味でしょうか。普通、戦⾞を引くのは雄⾺のようです。それを裏づけるか

のように、聖書の中で「雌⾺」(「スーサー」סּוָסה)という語はこの箇所しか出てきません。とても珍しい

のです。⼀説に、「かつてエジプト軍がユダヤへ攻め上ったとき、ユダヤの⽅は雌⾺を放ったところ、エジ

プトの戦⾞をひく雄⾺は雌⾺を追いかけ、エジプトの作戦は狂ってしまった。雌⾺にたとえられた花嫁は、

雄⾺が魅了されるほどに美しいということか」とありますが、興味深い話です。 

 

●そもそもエジプトの⾺は賞賛されていたようです。ソロモンもエジプトから多くの⾺を輸⼊しました(⾺

に頼ることを神から禁じられているにもかかわらず)。ですから、その⾺の美しさに花嫁がたとえられてい

ると考えてもおかしくありません。花婿は花嫁の美しさに魅了されているのですから。 

 

2. 「宝⽯をちりばめた⾸飾り」の真意 

 

●しかしその美しさが外⾯的なところでとどまっているなら、雅歌の解釈としてはふさわしくありません。

10 節の「あなたの頬には飾り輪がつき、⾸には宝⽯をちりばめた⾸飾りがつけてあって、美しい」という
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真の意味を理解しなければなりません。 

 

●宝⽯をちりばめた⾸飾りを作るためには、宝⽯に⽳を開けなければなりません。イェシュアが⼭上の説教

の中で、「豚の前に、真珠を投げてはなりません。」と⾔われました(マタイ 7:6)。「真珠」と「聖なるもの」

は同義です。すなわち、それは「神のみことば」そのものです。それをその価値を知らないものに与えては

ならないということを語っています。 

 

●花嫁の⾸にかけられる⾸飾りとは、宝⽯(真珠)の⼀つ⼀つに⽳を開けて⽷を通して作られるものですが、

それは⼀つ⼀つの宝⽯に⽳が開けられて、それを⽷で結ぶことで、⼀つのつながりになります。そのように、

⼀つ⼀つのみことばが他のみことばと関連づけられ、結ばれることで、神の世界の美しさが⾒えてきます。 

 

●イェシュアご⾃⾝も弟⼦たちにそのようになさいました。 

 

【新改訳改訂第３版】 ルカの福⾳書 24 章 26〜32 節 

26 キリストは、必ず、そのような苦しみを受けて、それから、彼の栄光に⼊るはずではなかったのですか。」 

27 それから、イエスは、モーセおよびすべての預⾔者から始めて、聖書全体の中で、ご⾃分について書いてある事がら

を彼らに説き明かされた。 

28 彼らは⽬的の村に近づいたが、イエスはまだ先へ⾏きそうなご様⼦であった。 

29 それで、彼らが、「いっしょにお泊まりください。そろそろ⼣刻になりますし、⽇もおおかた傾きましたから」と⾔っ

て無理に願ったので、イエスは彼らといっしょに泊まるために中に⼊られた。 

30 彼らとともに⾷卓に着かれると、イエスはパンを取って祝福し、裂いて彼らに渡された。 

31 それで、彼らの⽬が開かれ、イエスだとわかった。するとイエスは、彼らには⾒えなくなった。 

32 そこでふたりは話し合った。「道々お話しになっている間も、聖書を説明してくださった間も、私たちの⼼はうちに燃

えていたではないか。」 

 

●みことばの⾸飾りは、⼀つ⼀つのみことばを深く掘り下げると同時に、それをある関連性をもって⼀つの

⽷でつなげることで、今まで⾒えなかった神のみこころが⾒えてくることを象徴しているとも⾔えます。そ

れはみことばを味わう瞑想の⼒とそれによって啓⽰される驚きの美しさです。それを花婿が⾃分を慕う花嫁

に与えようというのが、11 節のことばが意味することだと信じます。つまり、雅歌 1 章 11 節の「私たちは

銀をちりばめた⾦の飾り輪をあなたのために作ろう」とは、「神のことばの隠されたつながりを悟る者とな

らせよう」と解することができるのではないかと思います。 

 

2. 「なんと美しいことよ。あなたの⽬は鳩のようだ。」が意味すること 

 

【新改訳改訂第３版】雅歌 1 章 15 節 

ああ、わが愛する者。あなたはなんと美しいことよ。 



22 
 

なんと美しいことよ。あなたの⽬は鳩のようだ。 

 

●15 節では、花婿が花嫁の美しさを「あなたの⽬は鳩のようだ」と表現しています。この⽐喩はいったい

どういう意味なのでしょうか。イェシュアは「からだのあかりは⽬です」と⾔われました(マタイ 6:22)。「も

しあなたの⽬が健全である(=澄んでいる)なら、あなたの全⾝が明るいが、もし、⽬が悪ければ、あなたの

全⾝が暗い。」と⾔われました。それは「⽬」が全⾝の状態を写し出す存在だという意味です。ヘブル語で

「⽬」は「アイン」(ַעִין)です。この「アイン」は⽬という意味の他に、「輝き」、あるいは「泉」(源泉)と

いう意味があります。 

 

●⼀⽅の「鳩」もノアの洪⽔の後でオリーブの若葉を⼝にくわえてきたように、「使者」という意味合いが

あります(新約では鳩は「聖霊の象徴」)。つまり「あなたの⽬は鳩のようだ」という⽐喩は、単に、⽬の形

が鳩に似ているとか、純粋な⽬だという意味ではなく、あなたの⽬からは愛の輝きが放たれている、それを

告げ知らせようとしているという意味合いで使われています。そうした愛のまなざしは⼈の⼼をひきつける

はずです。事実、雅歌 4 章 9 節にはこうあります。 

 

【新改訳改訂第３版】雅歌 4 章 9 節 

私の妹、花嫁よ。あなたは私の⼼を奪った。 

あなたのただ⼀度のまなざしと、あなたの⾸飾りのただ⼀つの宝⽯で、 

私の⼼を奪ってしまった。 

 

●新改訳、フランシスコ会訳、バルバロ訳は「私の⼼を奪う(奪った)」、新共同訳・岩波訳は「私の⼼をと

きめかす」と訳しています。 

 

●雅歌には、「鳩」についての⾔及が七回あります(1:15/2:12, 14/4:1/5:2,12/6:9)。 

 

●花婿が花嫁のただ⼀度のまなざしで、あるいは⾸飾りのただひとつの宝⽯で⼼奪われてしまった、そんな

かかわりが雅歌の世界にあるのです。なんとすばらしい花嫁の霊性でしょうか。今⽇のキリスト教会に求め

られているのは、この霊性なのです。 
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6. 「私の愛する方」 

 

【聖書箇所】 1 章 12〜14 節、16〜17 節 

 

ベレーシート 

 

●花嫁の花婿に対する呼びかけは、「私の愛する⽅」です(1:13, 14, 16/2:3, 9, 10, 16, 

17/4:16/5:4, 5, 8, 10, 16/6:2, 3/7:10, 11, 13/8:14)。花婿が花嫁に呼びかける「わ

が愛する者」(「ラヤーティー」(ַרְעָיִתי)の 9 回と、花嫁が花婿に呼びかける「私の愛

する⽅」(「ドーディー」ּדֹוִדי)の 20 回、および「私の愛している⼈」(「シェアーハヴァー・ナフェシー」

ַנְפִׁשי ֶׁשָאֲהָבה )の 5 回の使⽤頻度を⾒ても分かるように、圧倒的にこの雅歌は花嫁が花婿を慕っているこ

とが分かります。今⽇のキリスト教会が「ブライダル・パラダイム」を構築(シフト)する上で、雅歌の学び

は不可⽋であり、将来に向かっての⼤きな⽰唆を与えてくれると信じます。雅歌における花婿と花嫁のかか

わりは、⾔葉だけでなく、双⽅の⾹ばしい⾹りによってもその存在を確かめ合っているのです。雅歌にはさ

まざまな⾹料が登場します。 

 

1. 花嫁の⾹りは「ナルド」の⾹り 

 

【新改訳改訂第３版】雅歌 1 章 12〜14、16〜17 節 

12 王がうたげの座に着いておられる間、私のナルドはかおりを放ちました。 

13 私の愛する⽅は、私にとっては、この乳房の間に宿る没薬の袋のようです。 

14 私の愛する⽅は、私にとっては、エン・ゲディのぶどう畑にあるヘンナ樹の花ぶさのようです。 

 

16 私の愛する⽅。あなたはなんと美しく、慕わしい⽅でしょう。私たちの⻑いいすは⻘々としています。 

17 私たちの家の梁は杉の⽊、そのたるきは⽷杉です。 

 

●オリエンタルの世界では、⾹⽔、⾹油がとても⼤切にされるようです。⽇本でも室町時代より続く「⾹道」

の世界があるようで、単に嗅ぐのとは異なり、「聞⾹」(もんこう)と⾔って、⽂字どおり、⼼を傾けて⾹り

を聞く、⼼の中でその⾹りをゆっくり味わうということらしいです。私が習っていたピアノの先⽣がそうし

た世界に触れていたようですが、詳しい事を聞いたことがありませんでした。 

 

●ヘブルの世界では、名がその⼈を表わすように、その⼈の⾹りがその⼈を表わすということなのでしょう

か。花嫁の⾹りは「ナルド」(「ネールドゥ」 ְֵנְרּד)の⾹りのようです。ナルドの純粋で⾼価な⾹油をイェシ

ュアの頭から惜しみなく注いだマリヤがいました(マルコ 14:3/ヨハネ 12:3)。⼗字架への道を歩む壮絶な
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苦しみの中で、イェシュアが語られたことをただひとり悟った⼥性がマリヤでした。マリヤの注いだナルド

の⾹りは、苦しみの道を歩むイェシュアの⾝体から決して離れることはなかったはずです。そのナルドの⾹

りは、イェシュアに対するマリヤの最上の愛をあかしする⾹りだったのです。 

 

●13 節の「私の愛する⽅は、私にとっては、この乳房の間に宿る没薬の袋のようです。」とあるのは、まさ

に預⾔的です。当時の⼥性は⾸から⼩さな⾹り袋を下げていたようです。また、14 節では「私の愛する⽅

は、私にとっては、エン・ゲディのぶどう畑にあるヘンナ樹の花ぶさのようです。」とあります。「ヘンナ樹

の花ぶさ」から採れる⾹りを、別名「ヘンナ」と⾔うようです。雅歌 4 章にもさまざまな⾹料が登場します。

いずれも最⾼のもののようですが、花婿の花嫁をたたえることばがすごいのです。「あなたの⾹油のかおり

は、すべての⾹料にもまさっている。」(4:10)と。 

 

2. 「キリストを知る知識の⾹り」 

 

●「あなたの⾹油のかおりは、すべての⾹料にもまさっている。」とは、花嫁に対する花婿の絶賛です。そ

んなかおりが教会にあることを、また個々のクリスチャンにもあることを使徒パウロは以下のように語って

います。 

 

【新改訳改訂第３版】Ⅱコリント書 2 章 14〜17 節 

14 しかし、神に感謝します。神はいつでも、私たちを導いてキリストによる勝利の⾏列に加え、⾄る所で

私たちを通して、キリストを知る知識のかおりを放ってくださいます。 

15 私たちは、救われる⼈々の中でも、滅びる⼈々の中でも、神の前にかぐわしいキリストのかおりなので

す。 

16 ある⼈たちにとっては、死から出て死に⾄らせるかおりであり、ある⼈たちにとっては、いのちから出

ていのちに⾄らせるかおりです。このような務めにふさわしい者は、いったいだれでしょう。 

17 私たちは、多くの⼈のように、神のことばに混ぜ物をして売るようなことはせず、真⼼から、また神に

よって、神の御前でキリストにあって語るのです。 

 

●「神はいつでも、私たちを導いてキリストによる勝利の⾏列に加え、⾄る所で私たちを通して、キリスト

を知る知識のかおりを放ってくださいます。」ということを信じなければなりません。しかし、かと⾔って、

私たちがキリストの⾹りを放ったからと⾔って、誰にでも喜ばれるとは限りません。その⾹りをもろに嫌っ

て拒絶する⼈もいるでしょうし、全く問題としない⼈もいるのです。しかしそうであっても、教会(私たち)

は、キリストの⾹りを放つことをやめてはいけないのです。その⾹りを受け⼊れる⼈が起こされるかもしれ

ないのです。 

 

●ただし、決して⼈に媚びてはいけないのです。重要なことは 2 章 17 節にあります。そこには、⼆つのこ

とが語られています。 
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第⼀は、 「私たちは、多くの⼈のように、神のことばに混ぜ物をして売るようなことはせず」です。 

第⼆は、常に、 「真⼼から、また神によって、神の御前でキリストにあって語る」ことです。なぜなら花

嫁なる教会の放つ⾹りが、常に「いのちから出ていのちに⾄らせるかおり」となるためです。そのためには、

いつも、真⼼から、真摯に、みことばを通して神のご計画である「御国の福⾳」を余すところなく語らなけ

ればならないのです。⽿障りの良い話ではありません。⼈々が経験したあかしの⽅が⽿障りの良い話として

好まれるでしょう。しかし、それだけでは、イェシュアの語った「御国の福⾳」を知ることはできないので

す。 

 

●結論を⾔うならば、花嫁のかおりとは、神のことばに混ぜ物をして売るようなことはせず、真⼼から、ま

た神によって、神の御前でキリストにあって語ることなのです。 
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7. 花婿と花嫁の向き合い(呼応) 

 

【聖書箇所】 2 章 1〜3 節 

 

ベレーシート 

 

●雅歌は花婿と花嫁のかかわりが描かれていますが、それが呼応している描写に注⽬する必要があります。 

フランシスコ会訳は「花婿」と「花嫁」が語る、のそれぞれの部分が台本のように明記されているので最も

分かりやすいです(ただし、原⽂にはその明記はありません)。あくまでも便宜上そうしているのです。新共

同訳もそれに準じる形でそれぞれの部分を明記していますが、フランシスコ会訳と同じではありません。バ

ルバロ訳は少々⼤雑把です。新改訳はそれぞれの部分を⼀⾏空けることでそれを表わそうとしています。岩

波訳に⾄っては⼩⾒出しをつけていますが、どこが花婿で、どこが花嫁の語っている部分かを全く明記して

いません。 

 

●花嫁と花婿の語りの部分を最もふさわしく明記しているのはフランシスコ会訳だと思います。ただし、こ

の訳の解釈は⽐喩的解釈ではなく、⽂字通りに解釈する「⾃然的解釈」に⽴っています。 

 

●私の⽴場は、神のご計画の⽬的という聖書の⿃瞰的な視点から、また、ヘブル的視点から、「御国の福⾳」

の視点からの解釈を試みようとしています。なぜなら、花婿と花嫁の⽐喩は、キリストと教会の愛のかかわ

りの奥義であると使徒パウロは理解したからです。旧約の中にありながら、やがて啓⽰される花婿なるキリ

ストと花嫁なる教会の奥義です。その向き合い⽅を、今回は雅歌 2 章 1〜3 節で⾒てみたいと思います。 

 

1. 「花」という語彙を中⼼として 

 

(1) 花嫁のことば 

 

【新改訳改訂第３版】雅歌 2 章 1 節 

私はシャロンのサフラン、⾕のゆりの花。 

 

●「私はシャロンのサフラン、(私は)⾕のゆりの花。」これはヘブル語特有のパラレリズムです。つまり、

ここで花嫁は⾃分を春先に咲く花にたとえているのです。「シャロン」はイスラエルの⻄海岸の平野を意味

します。「サフラン」(新改訳)と訳された花の原語は「ハヴァッツェレット」(ֲחַבֶּצֶלת)で、新共同訳は「ば

ら」、岩波訳は「百合」、フランシスコ会訳・バルバロ訳は「⽔仙(すいせん)」とそれぞれ訳しています。 
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●後半の「ゆり」(新改訳・新共同訳・フランシスコ会訳・バルバロ訳)と訳された原

語は「シューシャン」(ׁשּוַשן)です。おそらくこれは「アネモネ」という⾚い花のこ

とを⽰唆しています。「⾕」と訳された「ハアマーキーム」(ַהֲעָמִקים)は⾕間であっ

ても⽐較的広々とした平野を意味します。 

 

●「ハヴァッツェレット」(ֲחַבֶּצֱלת)にしても、「シューシャン」(ׁשּוַשן)にしても、春先に咲く花として、

花嫁の愛の初々しさを表している表現と⾔えます。たとえその花がどこに咲いていようとも、花婿はそれを

決して⾒逃さないということが重要なのです。2 節はそのことを⽰しています。ちなみに、イェシュアが「野

のゆり」のことを話したことがありますが(マタイ 6:8)、その「野のゆり」もヘブル語では「シューシャン」

( ןׁשּושַ  )の複数形です。「ゆり」は神に選ばれた者の象徴なのです。 

 

(2) 花婿のことば 

 

【新改訳改訂第３版】雅歌 2 章 2 節 

わが愛する者が娘たちの間にいるのは、いばらの中のゆりの花のようだ。 

 

●ここでも、「いばらの中にあるゆりの花」と「娘たちの中にいるわが愛する者」は同義(パラレリズム)な

のです。「わが愛する者」(これは花婿が花嫁を呼ぶ呼び⽅)が、たとえ多くの娘たちの中に存在していたと

しても、花婿はその存在をいち早く⾒つけることができるだけでなく、「わが愛する者」がひときわ⽬⽴つ

存在として⽬に映っていることがここでは重要なのです。そのことを「いばらの中のゆりの花のようだ」と

描写しているのです。1 節と 2 節をつないでいるのは「花」なのです。 

 

2. 「りんごの⽊」という語彙を中⼼として 

 

●2 節では、花婿が花嫁の存在をいばらの中にある「ゆりの花」として注⽬しましたが、3 節では反対に、

花嫁が花婿の存在を林の⽊々の中にある「りんごの⽊」として⾒ています。 

 

【新改訳改訂第３版】雅歌 2 章 3 節 

私の愛する⽅が若者たちの間におられるのは、 

林の⽊の中のりんごの⽊のようです。 

私はその陰にすわりたいと切に望みました。 

その実は私の⼝に⽢いのです。 

 

●3 節の前半で、「私の愛する⽅」(花婿に対する呼び名)が、若者たちの間にいることを、林(森)の中に植わ

っている「りんごの⽊」のようだと描写しています。「りんごの⽊」と訳された語彙は 7 章 8 節にも登場し
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ます。それは太陽の熱をさえぎる影を作っているのです。花嫁はその⽊を慕ってその⽊の「陰にすわる」こ

とを切に望み、その⽊の実は私の⼝に⽢いと表現することで、花嫁にとっての喜びを表しているのです。「り

んごの⽊」に象徴される花婿の陰(=「ツェール」ֵצל)に座わる(住む)ということは、花婿の保護のもとに⾝

を寄せることであり、また「その⽊の実は私の⼝に⽢い」という感覚はとても光栄に満ちた祝福であり、⾃

分を「⼒づけて」くれることの象徴的表現でもあります。 

 

●詩篇 91 篇 1 節に「いと⾼き⽅の隠れ場に住む者は、全能者の陰に宿る」とあります。そこにある「隠れ

場」(「セーテル」ֵסֱתר)と「陰」(「ツェール」ֵצל)は同義です。そこには確かな信頼と安⼼の保障があり

ます。 

 

●花婿なるキリストと花嫁なる教会がそのようなかかわりを深め、味わうことが重要です。 

最近私は、YouTube で、「360 年間解けなかった数学の難問を解いた超天才」の動画を⾒ました。彼は 10

歳の時にその難問を知り、それを解くことが⾃分の⽣涯の仕事だと直感しました。やがてそれに挑戦しよう

としますが、勤めていた⼤学の教授からストップがかかります。なぜなら危険な賭けだからです。しかし、

あることから再度チャレンジします。彼はその難問を解くために⼀⼈屋根裏部屋にこもりました。そして七

年経って突然、答えが与えられたと⾔います。他にも、数学の難問を解くために結婚もせず、世俗から離れ

て⼀つのことに集中したことで、誰も解くことができなかった答えを⾒つけ出した天才たちがいることを知

りました。そんな動画を⾒ながら、今⽇、神の隠された秘密を解くことのできる者はだれなのか。それはキ

リストの花嫁でしかないと悟りました。 

 

●花婿の象徴であるりんごの⽊の陰に座ることを切に望む花嫁、その花

嫁こそ、その⽊の実が⼝に⽢いことを知るのです。神が「⼈がひとりで

いるのは良くない」と⾔って、神は⼈に「ふさわしい助け⼿」を与えま

した。⼈の「ふさわしい助け⼿」 ְּכֶנְגּדוֹ  ֵעֶזר とは、「彼と向き合ったふ

さわしい助け⼿」(「エーゼル・ケネグドー」)の存在です。「彼と向き合

った者」とは名詞「ネゲド」(ֶנֶגד)ですが、その動詞「ナーガド」(ָנַגד)

は「解き明かす、⽰す、告げる」ことを意味します。そのような特権に

あずかっているのは、まさに「キリストの花嫁」の他にはおりません。

そのことをキリストの花嫁は⾃ら悟り、「御国の福⾳」の秘密を解き明

かすためにますます花婿を尋ね求める必要があるのです。それが旧約聖

書の⾔う「愛」(「アハヴァー」ַאֲהָבה)が意味することなのです。 
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8. 愛の病に陥るほどの花嫁(二つの季節) 

 

【聖書箇所】 2 章 4〜7 節 

 

ベレーシート 

 

●今回は雅歌 2 章 4〜7 節に絞って瞑想をしたいと思います。 

ここでは、パレスチナの⼆つの季節を象徴する花と⽊の実、そして神のご計画における⼆つの時制について

触れたいと思います。2 章 10〜13 節とも呼応しますので、まず、その箇所を⾒ておきたいと思います。 

 

【新改訳改訂第３版】雅歌 2 章 10〜13 節 

10 私の愛する⽅は、私に語りかけて⾔われます。 

「わが愛する者、美しいひとよ。さあ、⽴って、出ておいで。 

11 ほら、冬は過ぎ去り、⼤⾬も通り過ぎて⾏った。 

12 地には花が咲き乱れ、歌の季節がやって来た。⼭鳩の声が、私たちの国に聞こえる。 

13 いちじくの⽊は実をならせ、ぶどうの⽊は、花をつけてかおりを放つ。 

わが愛する者、美しいひとよ。さあ、⽴って、出ておいで。 

 

●花婿が花嫁に向かって「さあ、⽴って、出ておいで」と促すことばに挟まれて、夏の季節を象徴する、咲

き乱れる「花」と実を実らせ花をつけてかおりを放つ「⽊」についての⾔及があります。主の定められた三

⼤例祭(過越の祭り、七週の祭り、仮庵の祭り)も、花が咲き乱れる春から、結実を迎える秋までの間にあり

ます。 

 

●「冬は過ぎ去り、⼤⾬も通り過ぎて⾏った。地には花が咲き乱れ、歌の季節がやって来た。」(2:11〜12)

とある雅歌が、ユダヤ教においては、過越の祭りの安息⽇に朗読されるのはそのためです。 

 

●ところで、イスラエルの舞台となっているパレスチナにおいては、私たち⽇本⼈の⾔う「春」とか「秋」

という季節を表わす語彙はありません。パレスチナにおける⼀年は、「冬」と「夏」しかないのです。この

ことは、⼀⽇を「⼣があり、朝があった。」(創世記 1:5)と表現する聖書の特異な時の概念とも連動していま

す。聖書はそうした時の概念をさまざまな⾃然の⾵物によって描き出していると⾔っても過⾔ではありませ

ん。聖書における季節は「四季」ではなく、「⼆季」なのです。 

 

※このヘブル⼈たちの時間感覚については、⼩河信⼀著「聖書の時を⽣きる」(1998, 教⽂館)という本の中

に詳しく記されています。 
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●花婿と花嫁の出会いの時は「夏」の季節です。ですから、咲き乱れる「花」(サフラン、ゆり)は、夏のは

じまりの時であり、多くの⽊の実(ざくろ、いちじく、ぶどうの実)は、「夏」の終わりの時を表わしている

のです。 

 

●「はじまり」と「終わり」を結ぶ直線的歴史観、聖書全体の終末論的歴史観を予感させています。この歴

史観は「闇(混沌)」から「光」へ、「死」から「いのち」へ、「⼣暮れ」から「朝明け」へ、「嘆き」から「た

たえ」へという対極的リズムを持っています。これがヘブル⼈の時間感覚だと⾔えます。 

 

1.  パレスチナの気候は「冬」と「夏」 

 

【新改訳改訂第３版】 申命記 11 章 14 節 

わたしは季節にしたがって、あなたがたの地に⾬、先の⾬と後の⾬を与えよう。あなたは、あなたの穀物と

新しいぶどう酒と油を集めよう。 

 

●聖書で「先の⾬」とか「後の⾬」という場合、それは冬の季節のはじめと終わりを意味しています。「穀

物」は冬の季節の恵みの賜物であり、「新しいぶどう酒」や「油(オリーブ)」は夏の季節の恵みの賜物なの

です。冬は⾬の季節であり、夏は乾季の季節です。 

 

●雅歌 2 章 1〜6 節においては、夏の始まりを⽰す(「サフラン」「ゆり」に代表される)「花」と、夏の終わ

りを⽰す(「ぶどう」「りんご」に代表される)「⽊の実」によって、その季節における花婿と花嫁のかかわ

りが描かれているのです。 

 

2. 神のご計画における「すでに」と「いまだ」の啓⽰ 

 

●雅歌 2 章 4〜6 節には⼆つの時制があります。その⼀つは完了形で、もう⼀つは未完了形です。 

【新改訳改訂第３版】雅歌 2 章 4〜6 節 

 

4 あの⽅は私を酒宴の席に伴われました(完了形)。私の上に翻るあの⽅の旗じるしは愛でした。 

5 ⼲しぶどうの菓⼦で私を⼒づけ、りんごで私を元気づけてください。私は愛に病んでいるのです。 

6 ああ、あの⽅の左の腕が私の頭の下にあり、右の⼿が私を抱いてくださる(未完了形)とよいのに。 

 

●原⽂では、４〜6 節にある動詞は四つですが、うち⼆つは 5 節にある「⼒づけよ」「元気づけよ」の命令

形ですから、どちらかと⾔えば、すでに実現している事柄ではなく、いまだ実現されていない状況における

願いを表しています。したがって、4〜6 節にある動詞は⼆つ、すなわち、「伴われた」と「抱く」です。 
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●4 節には「あの⽅は私を酒宴(原⽂は「ぶどう酒の家」)に伴われた。」とあり、使役形の完了形が使われて

います。「伴われる」の原語は「ボー」(ּבֹוא)」で、「来る」とも「⾏く」とも訳されます。ヘブル語はある

事が実現していなくても、やがてそのことが必ず実現する場合、完了形で表わします。そしてそれが可能で

あるのは「あの⽅の旗が愛」だからです。「酒宴の席」(=ぶどう酒の家「ベート・ハッヤーイン」 ןַהָּייִ  ֵּבית )

とは「婚礼の宴会」を意味します。花婿が来られて「酒宴の席」に伴われたとは、やがて実現する婚姻のこ

とを意味しています。 

 

●しかし、6 節では「ああ、あの⽅の左の腕が私の頭の下にあり、右の⼿が私を抱いてくださるとよいのに。」

とは、いまだそのことが実現していないことを物語っています。すなわち、未完了形なのです。すでに確実

な約束と、その実現を待望する中に置かれた花嫁の揺れ動く⼼情、それを「愛に病んでいる」と表現してい

るのです。 

 

●今⽇のキリストの花嫁は「いまだ」と「やがて」という緊張に耐えなければなりません。しかし、そのた

めには「⽀えられ、⼒づけられる」(「サーマフ」 (ָרֲפד「ラーファド」)こと、また「元気づけられる」(ָסַמ

ことが必要です。なぜなら、花婿は必ず来られて、その右の⼿でしっかりと花嫁を抱く時が来るからです。

それまでの緊張感の中に⽣きることこそが花嫁の霊性であり、花嫁の輝きです。そしてそれは時として花婿

を慕う「病」のようにすら⾒えるのです。今⽇の教会はそのような花嫁であるかどうかを⾃ら吟味しなけれ

ばなりません。しかしそのことは決して煽り⽴ててはならないことを花婿は望んでおられます。それが 7 節

のことばです。 

 

3. 愛の⽬ざめのときー愛の神秘 

 

【新改訳改訂第３版】雅歌 2 章 7 節 

エルサレムの娘たち。私は、かもしかや野の雌⿅をさして、あなたがたに誓っていただきます。揺り起こし

たり、かき⽴てたりしないでください。愛が⽬ざめたいと思うときまでは。 

 

●7 節は花婿が語るリフレイン(反復句)です。というのは、2 章 7 節の他に、3 章 5 節、および 8 章 4 節に

も繰り返されているフレーズだからです。繰り返されているということは、そのことが重要だからです。 

愛は、⾃分から、あるいは⼈から強制されてつくり出せるものではありません。「この⼈を絶対に愛して⾏

きます。永遠に愛して⾏きます」と⼝で⾔ったとしても、そうすることはできないのです。愛には「⽬ざめ」

(主体性・⾃発性)が必要なのです。といってもそれは花嫁⾃⾝の中からは出てきません。聖霊の助けと促し

なしには「⽬ざめる」ことができないのです。それゆえに「愛の⽬ざめ」は尊いのです。しかもその愛が「⽬

ざめる」ときには「強さ」を表します。8 章 6 節に「愛は死のように強く」とあるとおりです。そして、そ

の愛(=⽬ざめの愛)は「⼤⽔も消すことができない」(8:7)のです。 
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9.  愛する方を夢見る花嫁 

 

【聖書箇所】 2 章 8〜17 節 

 

ベレーシート 

 

●雅歌 2 章 8〜17 節は、花嫁が愛する⽅である花婿を夢⾒ている場⾯です。その証拠に、この箇所(8〜17

節)の始まりと終わりがそのことを物語っています。ただしそれには、少々、説明が必要です。 

 

はじめ 

【新改訳改訂第３版】雅歌 2 章 8〜9 節 

8 愛する⽅の声。ご覧、あの⽅が来られます。⼭々をとび越え、丘々の上をはねて。 

9 私の愛する⽅は、かもしかや若い⿅のようです。ご覧、あの⽅は私たちの壁のうしろにじっと⽴ち、窓か

らのぞき、格⼦越しにうかがっています。 

 

終わり 

【新改訳改訂第３版】雅歌 2 章 17 節 

17 私の愛する⽅よ。そよ⾵が吹き始め、影が消え去るころまでに、あなたは帰って来て、険しい⼭々の上

のかもしかや、若い⿅のようになってください。 

 

●17 節はさまざまな解釈があって難しい箇所です。「そよ⾵が吹き始め、影が消え

去るころ」とは「⼣刻」のことで、⼀⽇の終わりを意味します。あるいは逆に、暁

が息吹く早朝のそよ⾵が吹く頃と解釈する⼈もいます。 

 

●いずれにしても、その時までに「帰って来て、〜ください」とあります。「あな

たは帰って来て」(新改訳)を岩波訳では「繰り返し」と訳しています。つまり、そ

の時までに、かもしかや、若い⿅のように「なってください」というニュアンスで

訳しています。しかし原⽂では「サーヴァヴ」(ָסַבב)の命令形となっていて、それは「険しい⼭々の上へ向

かってください」とも訳せるのです。とすれば、やがては夢が覚めて帰って⾏ってしまうときまで、愛する

⼈よ、かもしかや、若い⿅のようで「いてください」というニュアンスになるのです。 

 

●2 章 1〜7 節では、花婿のイメージは「りんごの⽊とその実」でしたが、8〜17 節では「かもしかや若い

⿅」です。⼭々をとび越え、丘々の上をはねる華奢な姿、かつ⼒あふれる若さをイメージさせます。イェシ

ュアの前に登場したバプテスマのヨハネは、イェシュアのことを「私よりもさらに⼒のある⽅が、あとから

おいでになります。私には、かがんでその⽅のくつのひもを解く値うちもありません。」(マルコ 1:7)と宣べ
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伝えました。このイェシュアに花嫁の⼼は奪われなければなりません。 

 

●⼀時の夢の中では、花嫁は家の中におり、花婿はその外にいるのです。したがってそれぞれ相⼿の顔をじ

っくりと⾒ることはできず、花婿の声だけが聞こえるという設定です。しかもそれを花嫁が歌っているので

す。今⽇の花嫁なる教会も花婿の姿は⾒えませんが、花婿の声は聖書を通して聞くことが出来るのです。 

 

1. 「愛する⽅の声」ー「⽴って、出ておいで」 

 

【新改訳改訂第３版】雅歌 2 章 10〜14 節 

10 私の愛する⽅は、私に語りかけて⾔われます。 

「わが愛する者、美しいひとよ。さあ、⽴って、出ておいで。 

11 ほら、冬は過ぎ去り、⼤⾬も通り過ぎて⾏った。 

12 地には花が咲き乱れ、歌の季節がやって来た。⼭鳩の声が、私たちの国に聞こえる。 

13 いちじくの⽊は実をならせ、ぶどうの⽊は、花をつけてかおりを放つ。 

わが愛する者、美しいひとよ。さあ、⽴って、出ておいで。 

14 岩の裂け⽬、がけの隠れ場にいる私の鳩よ。私に、顔を⾒せておくれ。あなたの声を聞かせておくれ。

あなたの声は愛らしく、あなたの顔は美しい。 

15 『私たちのために、ぶどう畑を荒らす狐や⼩狐を捕らえておくれ。』私たちのぶどう畑は花盛りだから。」 

 

●この箇所には「わが愛する者、美しいひとよ。さあ、⽴って、出ておいで」というフレーズが⼆回ありま

す。最初のフレーズは、夏の季節が来て、やがて夏の終わりの婚姻が近づいていることを呼びかけている花

婿の声です。これは、イェシュアが「悔い改めなさい。天の御国が近づいたから。」(マタイ 4:17)と呼びか

ける声にも似ています。そして⼆度⽬の「さあ、⽴って、出ておいで」という呼びかけについて考えてみま

しょう。「⽴って、出ておいで」と訳された部分はヘブル語では「クーミー・ラーフ、ウールヒー・ラーフ」

( ּוְלִכי־ָל ָל קּוִמי )となっており、「⽴つ、起きる」を意味する「クーム」(קּום)と、「歩く」を意味する

「ハーラフ」( の⼆つの動詞の命令形が使われています。つまり「起きて/⽴って、歩け」という意味(ָהַל

です。イェシュアも「起きて、歩きなさい」と⾔われた奇蹟があります。 

 

【新改訳改訂第３版】ヨハネの福⾳書 5 章 5〜9 節 

5・・・三⼗⼋年もの間、病気にかかっている⼈がいた。 

6 イエスは彼が伏せっているのを⾒、それがもう⻑い間のことなのを知って、彼に⾔われた。 

「よくなりたいか。」 

7 病⼈は答えた。「主よ。私には、⽔がかき回されたとき、池の中に私を⼊れてくれる⼈がいません。 

⾏きかけると、もうほかの⼈が先に降りて⾏くのです。」 

8 イエスは彼に⾔われた。「起きて、床を取り上げて歩きなさい。」 

9 すると、その⼈はすぐに直って、床を取り上げて歩き出した。 
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●今⽇のキリスト教会にはいのちの回復が必要です。しかしながら、この病⼈のようです。そんな病⼈に向

かってイェシュアは呼びかけます。「起きて、床を取り上げて歩きなさい。」と。 

 

●先ず、「教会」に対する考え⽅とアイデンティティを、主によって新たにしていただかなければなりませ

ん。花婿は花嫁に「わが愛する者、美しいひとよ。」と呼びかけています。教会にはさまざまな問題があっ

て、「主よ。そんな! あなたが⾔われるようには美しくありません。」と思うならば、何かが間違っているの

です。教会をキリストの花嫁として選んだのは花婿なるキリストです。その⽅が「美しい」と呼んでくださ

っているのです。今⽇、「ブライダル・パラダイム」へ転換することがなぜ重要なのでしょうか。それは花

嫁が主によって「起きて、⽴ち上がって、歩き、出て⾏く」ための⼒の源泉となるパラダイムだからです。 

教会が問題から解放される⽷⼝は、聖書そのものに語られている「はじめ」と「終わり」という神の⽬的的・

終末論的歴史観をもって、教会をキリストの花嫁として捉え直すことにあると信じます。今⽇、教会にとっ

て必要なのは、「からだ」を⼀致・調和させるための努⼒ではなく、存在の⽬的論的視点です。もちろん、

前者を否定するつもりはありません。ヘブル的に多少誇張して述べているにすぎません。 

 

2. 相思相愛の美しさ 

 

●2 章 16 節の花嫁のことばに注⽬したいと思います。 

【新改訳改訂第３版】雅歌 2 章 16 節 

私の愛する⽅は私のもの。 

私はあの⽅のもの。 

 

●この表現は雅歌 7 章 10 節では、「私は、私の愛する⽅のもの。あの⽅は私を恋い慕う。」と表現されます。

これは愛する⼆⼈が相思相愛の仲であることを意味します。これを使徒パウロのことばで⾔うならば、以下

のようになります。 

【新改訳改訂第３版】ガラテヤ書 2 章 19〜21 節 

19 しかし私は、神に⽣きるために、律法によって律法(=律法主義)に死にました。 

20 私はキリストとともに⼗字架につけられました。もはや私が⽣きているのではなく、キリストが私のう

ちに⽣きておられるのです。いま私が⾁にあって⽣きているのは、私を愛し私のためにご⾃⾝をお捨てにな

った神の御⼦を信じる信仰によっているのです。 

21 私は神の恵みを無にはしません。もし義が律法(=律法主義)によって得られるとしたら、それこそキリ

ストの死は無意味です。 

 

●さらに、このことをボンフェッファーの⾔葉で表現するならば、「⾼価な恵み」に⽣きる者となることで

す。花婿と花嫁は「⼀⼼同体」であるべきであり、そこに向かって常に共に歩むべき⾃覚が求められます。

特に、花嫁が「私の愛する⽅は私のもの。私はあの⽅のもの。」と告⽩できるところに、はじめて花嫁の美

しさがあります。なぜなら、ただただ花婿に対する純粋な⼼からすべてがなされるからです。 
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10. 花婿を捜し求める花嫁 

 

【聖書箇所】 3 章 1〜4 節 

 

ベレーシート 

 

●3 章 1〜4 節は、2 章 8〜17 節と同様に、花嫁は眠りの中にいるのかもしれません。その夢の中で花婿の

姿を⾒失い、その⽅を捜そうとしている花嫁の姿がありますが、花嫁が⼀⼈で夜の町を巡り回って花婿を探

すことは現実にはあり得ないはずです。それゆえ花嫁の夢想の出来事なのです。 

 

【新改訳改訂第３版】雅歌 3 章 1〜4 節 

1 私は、夜、床についても、私の愛している⼈を捜していました。私が捜しても、あの⽅は⾒あたりません

でした。 

2 「さあ、起きて町を⾏き巡り、通りや広場で、私の愛している⼈を捜して来よう。」私が捜しても、あの

⽅は⾒あたりませんでした。 

3 町を⾏き巡る夜回りたちが私を⾒つけました。「私の愛している⼈を、あなたがたはお⾒かけになりませ

んでしたか。」 

4 彼らのところを通り過ぎると間もなく、私の愛している⼈を私は⾒つけました。この⽅をしっかりつかま

えて、放さず、とうとう、私の⺟の家に、私をみごもった⼈の奥の間に、お連れしました。 

 

●さて、1〜4 節までの各節に「私の愛している⼈」(「シェアーハヴァー・ナフシー」 ַנְפִׁשי ְׁשָאֲהָבה )と

いう⾔葉が繰り返して出てきます。まるで夜中に⽬を覚ました⼦どもが⺟親を呼び続けながら、涙を流して

探している姿のようです。 

 

1. ⾒失った花婿を探すのは花嫁しかいない 

 

●花嫁にとって花婿の姿を⾒失うことは⼀⼤事です。そのために花嫁は彼を探し求めようとします。この「探

し求める」と訳された動詞は「バーカシュ」(ָּבַקׁש)です。「バーカシュ」は、理性的に尋ね求める「ダーラ

シュ」(ָּדַרׁש)とは異なり、むしろ⼼情的な意味において慕い求めることを意味します。しかもその「バーカ

シュ」が強意形のピエル態で 4 回も使われているのです。花嫁がどんな気持ちで花婿を探し求めたかが伺え

ます。また、夜に床から起き出して、町や通りや広場を「⾏き巡る」という動詞(「サーヴァヴ」ָסַבב)も強

意形のピエル態なのです。 

 

●ところが、そう簡単に⾒つけられなかったようです。町を⾏き巡る夜回りたちに「私の愛している⼈を⾒
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かけなかったか」と聞きますが、空振りに終わりました。夜回りたちに尋ねたとしても⼀緒に探してはくれ

ません。そもそも彼らはそんなことには無関⼼なのです。しかし花嫁は、とうとう「私の愛している⼈」を

⾒つけます(3:4)。原⽂を⾒ると「⾒つけました」という動詞の前に「アド」(ַעד)という前置詞があります。

同じくこの前置詞は、⾒つけた花婿を・・のところまで「連れてくる」という動詞の前にも置かれています。

この前置詞の意味合いから、「とうとう」「やっと」⾒つけて、「しっかりと」家まで連れて来たといったニ

ュアンスが感じられます。⾒失った花婿をどこまでも探し求めて⾒つけるのは、花嫁以外にはいないのです。

このことは当たり前のように思えますが、現実はそうではないのです。 

 

2. 夜(暗やみ)の中で花婿を探し求める花嫁 

 

●3 章 1〜4 節の舞台は「夜」(「ライラ―」ַלִיָלה)です。その「夜」は、花婿と花嫁のかかわりにおける霊

的な「夜」なのです。そして、その夜々(複数)の中で花嫁は愛する⽅を探し求めるのです。これは何を意味

しているでしょうか。 

 

●マリヤ福⾳姉妹会のバジレア・シュリンク⼥史はその著『聖所の光に⾄る道』(カナン出版、1999 年)の

中で次のように記しています。 

「夜を通り抜けた魂から出る光は、イエスが暗闇のただ中に灯された光なのです。・・夜空が⽉と星々の輝

きを現わすように、霊的な夜に無となった魂は以前にもまさるすばらしい透明さと純粋さをもって、神の御

霊の働きを反映するのです。魂が最も清められるのは夜です。ですから、神はその愛する選ばれた者たちす

べてを夜の中に導かれます。」(53 ⾴) 

 

●使徒パウロの⼈⽣において、特別な意味をもった「ある夜」があったことを使徒の働きは記しています。

最初の「夜」の経験ーこれは「ある夜」とは記されていませんが、ダマスコ途上でキリストに出会って彼の

⽬が⾒えなくなったとき、その暗闇の中でパウロは「主よ。私はどうしたらよいのでしょうか」と尋ねてい

ます。それまでは⾃分が正しいと思ったことはどこまでも熱⼼にやってきた彼でしたが、ここでは完全に⾃

分の⽣きるべき⽅向を⾒失っています。その時の祈りがこの祈りでした。「ダマスコに⾏けば、するように

決められていることはみな、告げられる」と主から⾔われて、パウロはダマスコへ⾏きます。そしてそこで

⽬からうろこのようなものが落ちて、新しいパウロが誕⽣したのです。 

 

●パウロの信仰⽣涯の中で冠詞を伴った特別な「夜」があるのは、使徒 16 章 9 節、および 18 章 9 節、23

章 11 節の三回ですが、それぞれ「幻」によって、「幻の中の主の声」によって、直接主の声によってみここ

ろが⽰されていきます。使徒パウロが経験した「夜」とは、「神はその愛する選ばれた者たちすべてを夜の

中に導かれます」とバジレア・シュリンクの⾔うところの⼈です。パウロが経験した夜は個⼈的なことかも

しれません。しかし、キリストの花嫁である教会も、さまざまな熱⼼な働きや多くの集会をしながらも、時

として花婿を⾒失ってしまうことがあるのです。いや、そのことに気づかないでいることさえ多いのです。

しかし、それに気づいてどこまでも探し求めて⾒つけた花嫁は幸いです。 
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●パウロが経験したダマスコ経験や⼋⽅塞りの状態、危険などは神が備えた「夜」でした。しかしそれは、

花婿をどこまでも探して新たに⾒いだすための「夜」なのです。そんな視点からもう⼀度、雅歌 3 章 1〜4

節の花嫁の⼼を味わいたいと思います。 

 

【新改訳改訂第３版】雅歌 3 章 1〜4 節 

1 私は、夜、床についても、私の愛している⼈を捜していました。私が捜しても、あの⽅は⾒あたりません

でした。 

2 「さあ、起きて町を⾏き巡り、通りや広場で、私の愛している⼈を捜して来よう。」私が捜しても、あの

⽅は⾒あたりませんでした。 

3 町を⾏き巡る夜回りたちが私を⾒つけました。「私の愛している⼈を、あなたがたはお⾒かけになりませ

んでしたか。」 

4 彼らのところを通り過ぎると間もなく、私の愛している⼈を私は⾒つけました。この⽅をしっかりつかま

えて、放さず、とうとう、私の⺟の家に、私をみごもった⼈の奥の間に、お連れしました。 

 

●4 節にある「⺟」はヘブル語で「エーム」(ֵאם)です。この⾔葉は「分岐点」「出発点」をも意味します。

「⺟」は、花婿と花嫁の出合った「エルサレム」の象徴であり、また同時に「初めの愛」を意味しているよ

うにも⾒えます(黙⽰録 2:1)。 
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11. 荒野から上って来るひと(女)はだれ 

 

【聖書箇所】 3 章 6〜11 節 

 

ベレーシート 

 

●3 章 6〜11 節は、「エルサレムの娘たち」が、婚礼のため花婿のもとに「みこし」(輿)に乗って荒野から

上って来る「ひと」を歌っています。その「みこし」に乗って荒野から来るこの「ひとはだれ」(「ミー・

ゾーット」 ֹזאת ִמי )なのか。この「ひと」とは指⽰代名詞の⼥性形です。新共同訳は「おとめ」と訳して

います。ここでは「花嫁」として解釈します。花嫁が「荒野から上って来る」のです。なぜ「荒野から」な

のでしょうか。「荒野」には何が秘められているのでしょうか。ここが今回の瞑想のポイントです。 

 

1. 荒野とは、花嫁の整えのために神が備えられた場所 

 

●聖書で象徴する「荒野」(「ミドゥバール」ִמְדָּבר)は、神の⺠、ないしはキリストの花嫁が整えられるた

めに神が備えられる場所です。なぜなら、荒野は神のみことばによってのみ養われる場所だからです。旧約

においては、エジプトから救い出したイスラエルの⺠を「祭司の王国」「聖なる⺠」とするために、神は彼

らを荒野に導き、そこで神のトーラーを与えました。その⽬的は神の⺠たちに神のことばによってのみ⽣き

ることを教えるためでした。また神はイェシュアを、その公⽣涯の初めに受洗によって公にメシアとして就

任した後に、聖霊によって荒野に導かれました。イェシュアの⼗字架の死と復活後、五旬節(神のトーラー

が与えられた時と同じ第三の⽉の新⽉)に聖霊が降臨したことで、主の花嫁である弟⼦たちは、はじめて神

のトーラー(みことば)を理解する者となったのでした。聖霊の賜物は⼀義的に「知恵と知識の霊」であり、

その働きは神のことばの内に隠された意味を悟らせることです。そして究極的には神ご⾃⾝を知るための悟

りの霊です。 

 

●花嫁が荒野から上ってくるということは、花婿との婚礼の準備が整ったということを意味します。ヨハネ

の黙⽰録 19 章 5〜8 節にこうあります。 

 

【新改訳改訂第３版】ヨハネの黙⽰録 19 章 5〜8 節 

5 また、御座から声が出て⾔った。「すべての、神のしもべたち。⼩さい者も⼤きい者も、神を恐れかしこ

む者たちよ。われらの神を賛美せよ。」 

6 また、私は⼤群衆の声、⼤⽔の⾳、激しい雷鳴のようなものが、こう⾔うのを聞いた。「ハレルヤ。万物

の⽀配者である、われらの神である主は王となられた。 

7 私たちは喜び楽しみ、神をほめたたえよう。⼩⽺の婚姻の時が来て、花嫁はその⽤意ができたのだから。
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8 花嫁は、光り輝く、きよい⿇布の⾐を着ることを許された。その⿇布とは、聖徒たちの正しい⾏いである。」 

 

●⼩⽺(=花婿)との婚姻の時が来て、花嫁もその⽤意が整えられたということは、花嫁が荒野において、神

のご計画とそのみことばの深い意味を悟ったことを意味しています。しかも悟っただけでなく、それに従っ

た⾏ないをすることで、光り輝く、きよい⿇布の⾐(ウェディングドレス)を着ることが許されたのです。 

終わりの時代には、神に敵対する勢⼒も強まりますが、神は花嫁(教会)を守ります。それはイスラエルの⺠

に対しても同様で、そのことが黙⽰録 12 章に記されています。 

 

【新改訳改訂第３版】ヨハネの黙⽰録 12 章 4〜6 節 

4・・・⻯は⼦を産もうとしている⼥の前に⽴っていた。彼⼥が⼦を産んだとき、その⼦を⾷い尽くすため

であった。 

5 ⼥は男の⼦を産んだ。この⼦は、鉄の杖をもって、すべての国々の⺠を牧するはずである。その⼦は神の

みもと、その御座に引き上げられた。 

6 ⼥は荒野に逃げた。そこには、千⼆百六⼗⽇の間彼⼥を養うために、神によって備えられた場所があった。 

 

●ここにある「⼥」とは「イスラエルの⺠」のことです。この「⼥」は「男の⼦」(=イェシュア・ハマシア

ッハ)を産みます。⻯(=サタン)はこの⼦を⾷い尽くそうとしますが、神のみもとにその⼦は引き上げられま

した。「⼥」も、⻯がこの地上で活躍する「千⼆百六⼗⽇の間」(=反キリストによる七年の患難時代の後半

の三年半)、神が彼⼥を養うために備えた場所である「荒野」にかくまわれます。そしてそこで「⼥」はイ

ェシュアがメシアであることに⽬が開かれ、⺠族的に悔い改めて、神を夫と呼ぶようになります。その後に

メシアが地上に再臨され、この地上において「花嫁」(教会)と「花婿」の「婚宴」が⾏なわれるのです。そ

こに悔い改めた「⼥」、つまり回復したイスラエルの⺠も招かれて加わるのです。そのことを以下のように

記しています(「婚姻」と「婚宴」の違いに注意すること)。 

 

【新改訳改訂第３版】黙⽰録 19 章 9 節 

御使いは私に「⼩⽺の婚宴に招かれた者は幸いだ、と書きなさい」と⾔い、また、「これは神の真実のこと

ばです」と⾔った。 

 

2. 花嫁を飾る⾹料の煙と花嫁が乗る輿 

 

●6 節には「没薬、乳⾹」をはじめとして、あらゆる「⾹料」の煙を柱のようにくゆらしてやってくる花嫁

が描かれています。「⻩⾦・乳⾹・没薬」は東⽅の博⼠たちがイェシュア誕⽣の時に持ってきた贈り物です。

古代のイスラエルには⾹料がないために、外国から輸⼊しなければなりませんでした。したがって、⾹料の

煙を柱のようにくゆらしながらやってくるのは、やがてこの花嫁の構成員に異邦⼈が⼊って来ることを予感

させます。 
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●「みこし」と訳されたことばが7節と9節にあります(新改訳)。

しかし、原語は異なっています。 

 

(1) 7 節の「みこし」は「ミッター」(ִמָּטה)で、横になれる寝台

の輿です。「ソロモンの乗るみこし」とありますから、花婿から

贈られた輿と考えられます。それに乗って花嫁は花婿のところに

やってくるのです。 

 

(2) 9 節の「みこし」は「アッピリヨーン」(ַאִּפְריֹון)で、王である花婿しか乗ることのできない特別な「み

こし」で、この箇所にしか使われていません。その「みこし」は固定式のもので、四本の⽀柱があり、内部

が⾦と装飾品で飾られています。とすれば、それは「フッパー」です。「フッパー」はユダヤ⼈の花婿と花

嫁が結婚の式を挙げる場所なのです。 

 

●婚礼の⽇は「喜びの⽇」です。ヨハネの黙⽰録 19 章 6〜7 節にも「ハレルヤ。・・われらの神である主(=

イェシュア・ハマシアッハ)は王となられた。私たちは喜び楽しみ、神をほめたたえよう。」とあります。こ

れは天にある⼤群衆(御使いの軍勢)の声です。この⽇はいつ来てもおかしくありません。花嫁が妻となる⽇

はますます近づいているのです。 
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12. 花嫁の美しさをたたえる花婿 

 

【聖書箇所】 4 章 1〜7 節 

 

ベレーシート 

 

●雅歌において花婿が花嫁の容姿の美しさをたたえている箇所は 4 回あります。 

(1) 4 章 1〜7 節・・⽬⇒髪、⻭、唇、⼝、頬、⾸⇒乳房。 

(2) 5 章 10〜16 節・・頭⇒髪、⽬、頬、唇、⼿、腰⇒⾜。 

(3) 6 章 5〜7 節・・⽬、⇒髪、⻭、⇒頬 

(4) 7 章 1 後半〜9 節・・⾜⇒腿、臍(=へそ)、腹、乳房、⾸、⽬、⿐⇒頭。 

 

●上記の(1)〜(4)を観察すると、明らかに花嫁の⾝体を上から下へとたたえる線(1)(2)と、顔を中⼼にたた

える(3)、そして下から上へとたたえる線(4)があることが分かります。その他にも、1 章 9〜10 節、15 節

では、花嫁の「頬、⾸、⽬」の美しさがたたえられています。 

 

●4 章 1〜7 節では花嫁の顔から乳房までの部分に花婿の視線が⾏っていますが、いずれにしても、花嫁の

美しさが最⼤限に描写されていることには変わりありません。今回は、4 章 7 節を中⼼にして、傷なき(無

垢なる)花嫁について考えてみたいと思います。 

 

【新改訳改訂第３版】雅歌 4 章 1 節、7 節 

1. ああ、わが愛する者。あなたはなんと美しいことよ。 

なんと美しいことよ。 

 

7. わが愛する者よ。あなたのすべては美しく、 

あなたには何の汚れもない。 

 

●1 節にある「ああ・・なんと」と訳されたことばは、ヘブル語では「ヒンナーフ」( ー直訳は「あな(ִהָּנ

たは⾒なさい」－という、⾔葉にならない感動と驚きを表しているように思います。他の聖書では、「本当

に」(バルバロ訳)、「なんと」(フランシスコ会訳)、「ほんとうに」(岩波訳)と訳しており、新共同訳は基本

的にこのような感嘆的語彙は訳さない⽅針のようです。「ヒンナーフ」 ⽬それは⼈が眠りからさめて、(ִהָּנ

の前に連れて来られた「ふさわしい助け⼿」を⾒たときの感動にも似ているように思われます。 

 

1. 花嫁の美の極みは、花婿の喜び 
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●雅歌を瞑想して分かることは、花嫁についてはその美しさがたたえられているだけで、花嫁は隅から隅ま

で完全無垢だということです。傷など⼀箇所もないのです。これはまさに、罪を犯す前の「アダムとエバ」

を思い起こさせるだけでなく、キリストが教会のためにご⾃⾝をささげられたことによって、きよめられ聖

なるものとされた「しみや、しわや、そのようなものの何⼀つない、聖く傷のないものとなった栄光の教会」

(エペソ 5:27)の姿を想起させます。 

 

●「⼈が、ひとりでいるのは良くない」と神である主は、⼈を眠らせて、その⼈のあばら⾻をとって彼に「ふ

さわしい助け⼿」を造られました。眠りから覚めた⼈の「これこそ、今や、私の⾻からの⾻、私の⾁からの

⾁。これを⼥(「イッシャー」ִאָּׁשה)と名づけよう。これは男(「イーシュ」ִאיׁש)から取られたのだから。」

という喜びと感動(創世記 2:23)、および「それゆえ男は・・妻と結び合い、ふたりは⼀体となるのである。」

(同、2:24)という真理の奥義が、そのまま雅歌の中に描かれているような感じがします。それゆえ、花嫁に

は⼀切の(罪の)傷がないのです。そして、使徒パウロはこの「アダムとエバのかかわり」を、「キリストと

教会」(花婿と花嫁)のかかわりの型だと解釈しています(エペソ 5:31〜32)。 

 

●雅歌 4 章 7 節の「あなたには何の汚れもない」と訳されたフレーズですが、原⽂は「ムーム・エーン・バ

ーフ」( ָּב ֵאין מּום )で、意味は「あなたのうちに傷はない」です。新改訳は「傷」を「汚れ」と訳してい

ます。本来、この「ムーム」(מּום)は祭司⽤語で、祭司の中で⾝体的な⽋陥、あるいは障害を持つ者は幕屋(神

殿)の聖所に近づくことも、またささげ物の務めをすることも禁じられていました。ささげものそれ⾃体も

⼀切の傷や⽋陥があってはならなかったのです。したがって、花嫁もそうした傷があってはならないのです。 

 

2. やがて花嫁は「傷なき者として」花婿の前に⽴つ 

 

●花嫁は「傷なき者として」花婿の前に⽴つのでなければなりません。なぜなら、エバがアダムから造られ

たように、花嫁は花婿から出た(造られた)者だからです。花嫁は花婿のきよさと美しさの反映でなければな

らないのです。これが「⼀体である」ことの奥義と⾔えます。その視点からキリストの贖罪を考える必要が

あります。もともと汚れのある花嫁を贖罪によってきよめて、ふさわしい花嫁にするのではなく、神のご計

画によれば、この世の基が置かれる前から、キリストの花嫁はキリストにあって選ばれ、傷のない美しい花

嫁として造られたがゆえに、花嫁の贖いが求められたのです。そこに花嫁に対する花婿の愛があるのです。 

 

●これは神の⺠であるイスラエルに対しても同じことが⾔えるのです。なぜなら、イスラエルの⺠は合意の

もとで神と結婚し、神の妻となったからです(出エジプト 19 章)。教会はイェシュアをメシアと信じるユダ

ヤ⼈信者と異邦⼈信者の共同体です。イスラエルの⺠とは別個の共同体です。イスラエルの⺠に対する祝福

とその務めは、旧約で明らかにされていますが、「教会」の存在とその務めは神のご計画の中では天と地の

基が置かれる前からすでに存在していましたが、新約の時代になってはじめて啓⽰された奥義なのです。使

徒パウロはその啓⽰を最初に受け取った⼈でした。教会は、決して⼀部の⼈が⾔うように「霊的イスラエル」

(聖書にはそのような表現はありません)ではありません。 
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●イスラエルの全家がイェシュアをメシアとして信じるようになるのは将来のことで、メシアの地上再臨の

前です。なぜなら、イスラエルの全家は「恵みと哀願の霊」によって⺠族的に悔い改め、神に⽴ち返り、世

界の四⽅から集められることが預⾔されているからです。そのとき、イスラエルは本来の美しさを取り戻し

ます(ホセア 14:4〜7)。さらに重要なことは、「その⽇、ー主の御告げ。－あなたはわたしを『私の夫』と

呼び、もう、わたしを『私のバアル(=主⼈)』とは呼ぶまい。」(ホセア 2:16)とあるように、やがてイスラ

エルの⺠は神を「私の夫」と呼ぶようになることです。これは神とイスラエルの関係が全く変わることを意

味しています。なぜなら、それはイスラエルの⺠が主なる神を「主⼈」とは呼ばす、「夫」と呼ぶようにな

るからです。つまり、神のしもべとして主⼈に仕える者ではなく、愛する夫を喜ばせたいという思いを持っ

た妻として、イスラエルが回復するからです。 

 

●このようにして、地上再臨される王なるメシアであるイェシュアのもとで、「イスラエル」と「教会」は

ひとつとされるのです。これが神のご計画であり、メシア王国において実現する祝福なのです。 
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13. 「私の妹、花嫁よ」(1)―花嫁を誘い出す花婿 

 

【聖書箇所】 4 章 8〜15 節 

 

ベレーシート 

 

●雅歌 4 章 1〜15 節は、雅歌の中の花婿の⾔葉としては最も⻑い箇所です。前回はその前半部分(4:1〜7)

を瞑想しましたが、後半部分(4:8〜15)は 2 回に分けて瞑想をしたいと思います。前半(4:1〜7)では「1 あ

あ、わが愛する者。あなたはなんと美しいことよ。なんと美しいことよ。・・・7 わが愛する者よ。あなた

のすべては美しく、あなたには何の汚れもない。」とあるように、花嫁の美の極みを称賛しています。花嫁

が「美しく、何の汚れもない」存在として聖書の中に描かれていると思われる箇所は、アダムとエバが罪を

犯す前のエデンの園においてであり、もう⼀つは花婿キリストが整えられた花嫁を迎えに来る時です。⼆⼈

は天において夫婦⽔⼊らずで七年間のハネムーンを過ごすのです。そのときの⼆⼈の愛の情景を雅歌は描い

ていると信じます。 

 

1.  創世記のアダムと雅歌の花婿が放った驚きと喜びの声 

 

(1) アダムが放った驚きと喜びの声 

 

【新改訳改訂第３版】創世記 2 章 23 節 

⼈は⾔った。「これこそ、今や、私の⾻からの⾻、私の⾁からの⾁。これを⼥と名づけよう。これは男から

取られたのだから。」 

 

●神は天と地を造られ、その地に神のかたちに似せた創造の冠としての⼈(男と⼥)を置かれました。しかも、

「それは⾮常に(極めて)良かった」(「トーヴ・メオード」 ְמֹאד טֹוב )と神は⾒なされたのです。創世記 2

章においては男と⼥の創造が別の視点から記されています。それによれば、神である主が「⼈が、ひとりで

いるのは良くない。わたしは彼のために、彼にふわしい助け⼿を造ろう。」と仰せられて、⼈に深い眠りを

下され、彼のあばら⾻の⼀つを取って、ひとりの⼥を造られました。そしてその⼥を⼈のところに連れて来

られた時に、⼈は「これこそ、今や、私の⾻からの⾻・・・」と⾔って驚き、喜んだのです。 

 

●男が⾃分から造られた⼥を⾒たときに⼝から出た「これこそ、今や(=ついに、これこそ)」という⾔葉に

は深い感動が隠されていることは⾔うまでもありません。そこには、それまで⾒出すことのできなかった、

⾃分に合う「ふさわしい助け⼿」(「エーゼル・ケネグドー」 ְּכֶנְגּדוֹ  ֵעֶזר )が、「突然」「⼀気に」(「パアム」

与えられた驚きと喜びが含まれています。まるで、⼦どもがずっとほしかったものを、突然プレゼン(ַּפַעם
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トされた時の驚きの様⼦に似ています。 

 

(2) 雅歌の花婿が放った驚きと喜びの声 

 

●アダムの驚きと喜びを「雅歌」流に表現するならば、以下のようになるのではないかと思います。 

 

【新改訳改訂第３版】雅歌 4 章 1 節、7 節 

4:1 ああ、わが愛する者。あなたはなんと美しいことよ。なんと美しいことよ。あなたの⽬は、顔おおいの

うしろで鳩のようだ。あなたの髪は、ギルアデの⼭から降りて来るやぎの群れのよう、 

4:7 わが愛する者よ。あなたのすべては美しく・・ 

 

●「ああ」と訳されたことばはヘブル語で「あなたは⾒よ」(「ヒンナーフ」 です。アダムのときと同(ִהָּנ

様、花婿にとって「最もふさわしい⼈を⾒つけた」ときの喜びを表わすのに⼗分なことばだと思われます。

ここでの「美しい」もその意味において解釈されるべきです。「なんと美しいことよ」と⼆度も繰り返され

て記されているのは、それが最上の美しさを表わすヘブル的表現⽅法だからです。このような⼆重の表現を

するのは、ヘブル語には最上級を表わす形容詞がないからなのです。 

ちなみに、雅歌にはこうした表現法が随所に⾒られます。他に 4 章では、 

8 節「私といっしょに」(「イッティー」ִאִּתי) 

9 節「あなたは私の⼼を奪った」(「リッバヴテニー」ִלַּבְבִּתִני) 

9 節「ただ⼀度で(ただ⼀つで)」(「べアハッド」ְּבַאַחד) 

12 節「閉じられた」(「ナーアル」ָנַעלの受動分詞「ナーウール」ָנעּול) 

といったフレーズが、いずれも⼆重に繰り返されています。 

 

●ところで(話を創世記 2 章に戻します)、「⼀体」とされた⼆⼈の喜びがいかなるものであったのか、聖書

はそれを詳しく記すことなく、彼らが罪を犯した出来事に話が進んでいます。そのために、私たちは彼らが

罪を犯す前の愛のかかわりがどんなものであったのか、その⼆⼈の喜びがいかなるものであったのか、⼈間

の経験の枠でしか知ることができないのです。そのときの喜びが雅歌の中に注解されているのではと考えま

す。とはいえ、罪を犯す前のいわば「エデンの園」における愛をこの世のことばで表わすことは⾄難なはず

です。しかし神は、「雅歌」(歌の中の歌)の存在を通して、神と⼈、男と⼥、花婿と花嫁、キリストと教会

における⾄上の「⼀体への希求と成就の喜び」を私たちに伝えようとしておられるのだと信じます。もし「雅

歌」がなかったとしたら、エデンの園における「アダムとエバ」、やがて成就する花婿なるキリストと花嫁

なる教会の「⼀体」の愛の「広さ、⻑さ、⾼さ、深さ」がどれほどのものかを理解することは到底できない

のではないかと思います。 

 

●それゆえ「雅歌」が必要なのです。しかしこれは「乳ばかり飲んでいるような者」には難解の書です。こ

の「雅歌」は、「義(神のかかわりの秘義)の教え」に通じている⼤⼈が⾷べる堅い⾷物です。堅い⾷物を⾷

べられるような⼤⼈となるために、私たちは絶えず成熟を⽬ざして進まなければなりません。時には、花婿
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を求めて断⾷をするほどに集中する花嫁とならなければなりません(マタイ 9:15)。「雅歌」は、神のご計画

の完成に向けたこれからの書として、また、花婿なるキリストと花嫁なる教会との⽣きたかかわりを学ぶに

ふさわしい最⾼のテキストだと信じます。 

 

2. 「私の妹、私の花嫁」という表現 

 

●雅歌 4 章 8 節以降には新たな展開が⾒えます。それは、これまで花嫁を「わが愛する者」と呼んでいた花

婿が、突然、8 節で「花嫁」(+11 節)と呼び、9 節では「私の妹、花嫁よ」と変化します(4:10, 12/5:1)。

雅歌においてはじめて登場する呼称なのです。これらの呼称は何を意味しているのでしょうか。それは、お

そらく、⼆⼈の愛の成就である⼀体への希求と婚姻後に共に味わう喜びを思い描いて歌っていると考えます。 

「妹」と訳されたヘブル語は「アホーティ」(ֲאֹחִתי)で、実際の⾎のつながった妹を意味します。同時にそ

れが妻となる「花嫁」(「カッラー」ַּכָּלה)と呼ばれています。中近東においては近親者との結婚は普通のこ

とであったようです。信仰の⽗アブラハムの妻サライも、事実、⾎のつながった妹でした。アブラハムだけ

でなく、イサクの妻リベカ、ヤコブの⼆⼈の妻レアとラケルもみな⾎縁者です。そもそも神の歴史における

最初の夫婦において妻となったエバはアダムから造られました。これほどに近い者はいなかったはずです。

従って、花婿にとって「私の妹」であり、同時に「私の花嫁」であるというのは不思議ではないのです。さ

らに重要なことは、キリストの花嫁(教会)も花婿なるキリストから⽣まれた(造られた)という事実を忘れて

はなりません。 

 

3. 花嫁を誘い出そうとする花婿 

 

●4 章 8 節にのみ注⽬したいと思います。 

【新改訳改訂第３版】雅歌 4 章 8 節 

花嫁よ。私といっしょにレバノンから、私といっしょにレバノンから来なさい。アマナの頂から、セニル、

すなわちヘルモンの頂から、獅⼦のほら⽳、ひょうの⼭から降りて来なさい。 

 

【現代訳(尾⼭訳)】 

花嫁さん。私といっしょにレバノンへ⾏こう。そして、ヘルモンの頂上から下りて来よう。 

 

●新改訳は原⽂に忠実に訳されていると思いますが、意味が分かりません。ところが尾⼭訳は、花婿が花嫁

にレバノンにデートしようと誘いをかけている様⼦を描くことができます。 

 

●原⽂を⾒ると「メーム」(מ)で始まる単語が多く使⽤され、それが頭韻となって花婿の巧みで⼼地よい誘い

のリズムが作られています。 

①「レバノンから」(「ミレヴァーノーン」ִמְּלָבנֹון)。これが 2 回。 
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②「頂から」(「メーローシュ」ֵמֹראׁש)。これが 2 回。 

③「(獅⼦の)ほら⽳から」(「ミメオノート」ִמְּמֹענִות) 

④「(豹の)⼭々から」(「メーハルレー」ֵמֲהְרֵרי) 

 

●尾⼭訳は、レバノンの⼭々(アマナ、セニル=ヘルモン)を⼀つにして、「ヘルモン」としています。 

 

●「花嫁よ。私といっしょにレバノンから、私といっしょにレバノンから来なさい。」とは少々理解しにく

い訳ですが、これはどういう意味なのでしょうか。「レバノン」(ְּלָבנֹון)という語彙は雅歌の中で 6 回使われ

ていますから重要な語彙です(3:9/4:8, 11, 15/5:15/7:4)。「レバノン」の⼭の頂は、年中雪で覆われてい

るためか、「⽩い⼭」という意味です。特に、⾼くまっすぐに伸びた姿と芳ばしい⾹り、また⾍喰いにも強

いとされる「レバノン杉」は、聖書では「崇⾼さ、気⾼さ、繁栄、永遠のいのちの象徴」として仰ぎ⾒られ

ています(※脚注)。 

 

●雅歌における「レバノン」は象徴的な意味で「⽩くされる」「純潔」というイメージがあります。俗世間

から遠く逃れて、⼆⼈だけで親密に交わされるシークレット・プレイス、それが「レバノン」なのかもしれ

ません。花婿が、そこへ⾏って⼆⼈でいっしょに過ごして来ようと花嫁を誘い出そうとしているとも考えら

れます。 

 

 

※脚注 

●「レバノン」や「レバノン杉」が、雅歌のように良いものの象徴として⽤いられることもあれば、他の箇

所では悪いものの象徴として⽤いられることもあります(例としてエゼキエル 31:3〜5, 10〜11)。真の象徴

にはすべて相反する⼆つの意味が含まれていることが多いのです。雅歌 4 章で初めて登場する「花嫁」を意

味する「カッラー」(ַּכָּלה)という語彙にも、「完成・成就」という意味と「絶望・滅亡」という意味が含ま

れています。それは象徴が持つアンビバレントな両義性の表われなのです。 
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14. 「私の妹、花嫁よ」(2) ―花嫁の処女性 

 

【聖書箇所】 4 章 8〜16 節 

 

ベレーシート 

 

●花婿の⼼を奪ったのは、花嫁の「たった⼀度のまなざし」と「⾸飾りのただ⼀つの宝⽯」であると記され

ています。しかしそこで強調されているのは、「まなざし」でも「⾸飾り」でもなく、「たった⼀度の」「た

だ⼀つの」と訳されたヘブル語の「エハッド」(ֶאַחד)の⼥性形「エハット」(ֶאַחת)です。それが花婿の⼼

を完全に奪ってしまったのだと考えます。そこでひとつのこと(One Thing)というのは何なのでしょうか。

それは、花嫁の真実さと貞潔です。すなわち、花嫁の処⼥性なのだと私は解釈します。そしてそれは、花嫁

(=教会)の処⼥性とは何なのかという問いにつながって来ます。 

 

●使徒パウロはコリント⼈への⼿紙で以下のように記しています。 

 

【新改訳改訂第３版】コリント ⼈への⼿紙第⼆ 11 章 1〜3 節 

1 私の少しばかりの愚かさをこらえていただきたいと思います。いや、あなたがたはこらえているのです。 

2 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。 

3 しかし、蛇が悪巧みによってエバを欺いたように、万⼀にもあなたがたの思いが汚されて、キリストに対

する真実と貞潔を失うことがあってはと、私は⼼配しています。 

 

●「キリストに対する真実と貞潔」を失わせるのは、「思い」だということが分かります。ここで使われて

いるギリシア語は「ノエーマ」(νόημα)の複数形で「思い・思考・決意」を意味します。それゆえ、花嫁

は花婿のことばによってのみ思考を⼀新しなければなりません。思考によってすべての⾏動が⽣まれるから

です。花嫁にとって必要不可⽋なことは「ただひとつ」、つまり「真実と貞潔」です。そこに花婿の⼼が奪

われるのです。 

 

●雅歌 4 章 10〜15 節では、花嫁の真実と貞潔さがさまざまな象徴によって表わされています。 

 

1. 「あなたの着物はレバノンのかおりのよう」 

 

●花嫁の「着物」と訳されたヘブル語は「サルマー」(ַׂשְלָמה)で、⼈が普通に着る「着物、外套、⾐」のこ

とです。昼は外套になり、夜は⽑布にもなります。花嫁の着物がレバノンのかおりのようだというのは、あ
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る種の純潔性を象徴しています。「レバノン杉」は⾍がつかず、腐らないという崇⾼な特質を持っています。

したがって「あなたの着物のかおりはレバノンのかおりのようだ」というのは、他の男を知らないという意

味で、花嫁の「貞潔さ」を表していると⾔えます。花嫁である教会は花婿であるキリストのかおりを放つよ

うにしてくださっているのです。このかおりこそ、花婿にとって価値ある「ただひとつ」なのです。 

 

2. 「私の花嫁は、閉じられた庭、閉じられた源、封じられた泉」 

 

●4 章 12 節に、「私の妹、花嫁は、閉じられた庭、閉じられた源、封じ

られた泉」とあります。これらはすべて花嫁の処⼥性を表している表現

です。「閉じられた」「封じられた」という表現の中に、花婿以外にだれ

も⼊ることのできないように、鍵がかかっているような状態で「閉じら

れている」様⼦が表わされているのです。尾⼭訳では、これら三つを⼀

括して「私のかわいい花嫁は、私のものだ」と訳しています。「閉じられ

ているが、それは私のため、私のもの」だとの意訳ですが、的を射てい

るように思います。「庭」(「ガン」ַּגן)も、「源」(「ガル」ַּגל)も、「泉」(「マヤーン」ַמְעָין)も、すべて花

婿のために取り置かれているのです。 

 

●これらはまさに「エデンの園」の情景を彷彿とさせます。「最上の実をみのらすざくろの園」はまさにパ

ラダイスです。というのも、「ざくろの園」の「園」という語彙は「パルデース」(ַּפְלֵדס)で、英語の「パラ

ダイス」の語源となっています。真実と貞潔をもった花嫁の園からは良いものが多く産出されるのです。そ

れを雅歌はさまざまな⾹料によって表現しています。つまり、「⾹料」は神に喜ばれることを意味していま

す。 

 

●花婿と花嫁の結婚は、エデンの園の回復を意味します。地の呪いが解かれて、荒野に⽔が湧き出で、荒れ

地に川が流れます。多くの花が咲くだけでなく、ありとあらゆる果樹が実ります。かつてのエデンの園には

アダムとエバしかおりませんでしたが、やがて花婿なるイェシュア・ハマシアッハが来られる時には、エデ

ンの園が地上に回復するのです。なんとすばらしい神のご計画でしょうか。 

 

●「メシア王国」(千年王国)はこの地上でのエデンの園の回復であり、旧約時代の多くの預⾔者たちがその

ヴィジョンを垣間⾒ていたのです。それを知るためには旧約の預⾔書を読まなければなりません。「御霊も

花嫁も⾔う。『来てください。』」(ヨハネの黙⽰録 22:17)とあるように、終末の希望についての確かな教え

を学び、そしてそれを知ることは、花嫁である教会の花婿に対する真実と貞潔につながると信じます。 

 

3. 閉じられた庭を開いて待つ花嫁 

 



50 
 

●4 章 16 節は、閉じられた庭を開いて花婿の訪れを待ち望む花嫁のことばです。 

 

【新改訳改訂第３版】雅歌 4 章 16 節 

北⾵よ、起きよ。南⾵よ、吹け。 

私の庭に吹き、そのかおりを漂わせておくれ。 

私の愛する⽅が庭に⼊り、 

その最上の実を⾷べることができるように。 

 

●「そのかおり」とは「花婿のかおり(複数)」のこと。「愛する⽅が庭に⼊り」とは花婿に「⾃分の庭とし

て⼊っておくれ」という意味。「その最上の実を⾷べることができるように」とは「花嫁の庭で、選りすぐ

りの実を⾷べておくれ」の意味。「最上の実」(新改訳)「選りすぐりの実」(新共同訳)とは、「花嫁」⾃⾝に

他なりません。⽂法的には、「漂わせておくれ」「⼊っておくれ」「⾷べておくれ」という部分は、すべて未

完了形と同形の指⽰形(=話し⼿の気持ちを表わす)となっています。これは雅歌 1 章 2 節にある「あの⽅が

私に⼝づけしてくださったらよいのに(「⼝づけしておくれ」)」と同じ⽤法で、雅歌のひとつの特徴となっ

ています。 
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15. 花婿が去ったその真意 

  

【聖書箇所】 5 章 1〜8 節 

 

ベレーシート 

 

●ここでは、5 章 2〜8 節の部分を取り上げます。突然、花婿が⼾のかたわらに⽴ち、中に⼊れてくれるよ

うに花嫁に頼みます。ところが花嫁は「私は着物を脱いでしまった。どうしてまた、着られましょう。⾜も

洗ってしまった。どうしてまた、よごせましょう。」と⾔い訳をして、「⼾をあけておくれ」という花婿の要

求を拒みます。そのため花婿が⾃分でかんぬきを開けようとしますが、花嫁は耐え切れずに⼾を開けようと

⽴ち上がります。しかし⼾を開けると、花婿はもうそこにはいませんでした。背を向けて去って⾏かれたの

です。花嫁は花婿を探しますが、⾒つけられません。夜回りにみつかり、花嫁は⼼傷つけられます。 

 

●さて、この箇所(5:2〜8)をどのように理解したらよいのでしょうか。花嫁は花婿に愛され、最⾼の賛辞を

受けていました。ところがここで、突然、雰囲気が変わります。なぜ花嫁が花婿を受け⼊れることを拒んだ

のか。なぜ花嫁は⼀度拒絶したにもかかわらず、気持ちを変えて⽴ち上がったのか。なぜ花嫁が花婿のため

に⼾を開けようとした時、花婿が⽴ち去ったのか。謎です。しかしその謎の中に、花婿の深い真意が隠され

ているように思います。 

 

1. 「私は眠っているが、⼼はさめている」 

 

●「私は眠っているが、⼼はさめている」ーこれは花嫁が⾔っている⾔葉です。花嫁は花婿の愛の⾔葉で完

全に安息しています。それを「眠っている」と表現しています。しかしそれは何も考えずに、何もしないと

いうことではありません。「⼼はさめている」のです。外なる⼈は休んでいるようでも、内なる⼈は常に活

動しているのです。 

 

●ここ 2 節での「⼼」はヘブル語の「レーヴ」(ֵלב)で、どちらかといえば、理解⼒、洞察、悟りといった

知性や意志の働きと強くかかわっています。⼼情的、情緒的なニュアンスの強い⽇本語の「⼼」とは少々異

なりますが、その意味での「⼼」は 4 節に「はらわた」を意味する「メーアイム」(ֵמַעִים)で登場します。

新共同訳は「胸」と訳しています。 

 

●「私は眠っているが、⼼はさめている」花嫁の閉じられた⼾を叩く花婿の声がします。 

【新改訳改訂第３版】雅歌 5 章 2 節 

「わが妹、わが愛する者よ。⼾をあけておくれ。 
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私の鳩よ。汚れのないものよ。 

私の頭は露にぬれ、髪の⽑も夜のしずくでぬれている。」 

 

●花婿の⾔う「私の頭は露にぬれ、髪の⽑も夜のしずくでぬれている」とはどういう事なのでしょうか。花

婿は⾃分の状態を訴えながら⼾をたたき、⼾を開けるようにと花嫁を促します。ところで、このところでの

⼤きな問題は、花婿がどうしてそんな状態になったのか、花嫁は⼀切聞こうとはしなかったということです。

さらに、花嫁は⾃分の都合で、⾔い訳をして⼾をすぐにあけようとしなかったことです。ここに花婿と花嫁

との間にすれ違いが起こっています。 

 

●そこで花婿は⼾のかんぬきをはずそうと、⼾の⽳から⼿を差し⼊れました。そのとき花嫁の⼼(「はらわ

た」「胸」)はただならぬものを感じ、すぐさま起きて⼾をあけました。どのくらいの時間が経過したのかは

わかりませんが、時すでに遅し。花婿の姿はもうそこにはありませんでした。 

 

2. ⼾をたたく花婿(締め出されている花婿) 

 

●花婿が⼾を叩く姿は、黙⽰録 3 章 20 節とつながります。 

 

【新改訳改訂第３版】ヨハネの黙⽰録 3 章 20 節 

⾒よ。わたしは、⼾の外に⽴ってたたく。だれでも、わたしの声を聞いて⼾をあけるなら、わたしは、彼の

ところに⼊って、彼とともに⾷事をし、彼もわたしとともに⾷事をする。 

 

●これは復活のイェシュアが御霊をとおしてラオデキヤの教会に対して語られたことばです。この箇所はし

ばしば未信者に救いの決⼼をうながす時に使われるみことばで有名ですが、⽂脈を⾒ても分かるように、こ

の箇所はすでに救われている教会の指導者に対して語られています。おそらくこのラオデキヤの指導者は、

物質的祝福が神の祝福だと勘違いしていたようです。ですから、主は「あなたは、⾃分は富んでいる、豊か

になった、乏しいものは何もないと⾔って、実は⾃分がみじめで、哀れで、貧しくて、盲⽬で、裸の者であ

ることを知らない」(黙⽰録 3:17)と⾔っています。⾃分の霊的⽋乏に気づいていない霊的に哀れな指導者

に導かれる教会は気の毒です。それゆえ、主が⾃ら霊的な⾷物を与えるために⼾の外に⽴ってたたかれたの

です。教会のかしらであるイェシュアが、閉じられた⼾の外に⽴っているというのは何と悲しむべきことで

しょうか。 

 

●しかし雅歌の場合の花嫁は花婿と親密であったはずです。その花嫁に背を向けて⽴ち去った花婿の真意と

は何でしょうか。それは、花嫁をある霊的レベルで満⾜させず、より⾼い霊的なレベルに招くためであった

と考えます。花嫁がさらなる飢え渇きをもって花婿を慕い求め、尋ね求めるようにと招いておられるという

ことなのです。使徒パウロもその招きにあずかった⼀⼈でした。その彼が以下のように語っています。 
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【新改訳改訂第３版】ピリピ⼈への⼿紙 3 章 10〜15 節 

10 私は、キリストとその復活の⼒を知り、またキリストの苦しみにあずかることも知って、キリストの死

と同じ状態になり、 

11 どうにかして、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。 

13 兄弟たちよ。私は、⾃分はすでに捕らえたなどと考えてはいません。ただ、この⼀事に励んでいます。

すなわち、うしろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、 

14 キリスト・イエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために、⽬標を⽬ざして⼀⼼に⾛ってい

るのです。 

15 ですから、成⼈である者はみな、このような考え⽅をしましょう。もし、あなたがたがどこかでこれと

違った考え⽅をしているなら、神はそのこともあなたがたに明らかにしてくださいます。 

 

●花婿を知ることにおいてこれで⼗分ということはありません。主から与えられた祝福で適当に満⾜してい

てはならないのです。それは神中⼼の⽣き⽅ではなく、⾃分中⼼の⽣き⽅です。主は、主を求め続ける者を

さらなる領域へと導かれます。「求めなさい(原⽂は、求め続けなさい)。そうすれば与えられます。捜し続

けなさい。そうすれば⾒つかります。たたき続けなさい。そうすれば開かれます。」と約束しておられます。

これが御国の原則です。花婿を慕うということはそういうことです。しかしこのことは今⽇の教会において

⽬新しいことであり、ある⼈にとっては酷でもあるのです。多くの主にある者たちが後ずさりしてもおかし

くありません。しかしパウロは、これこそが花嫁の霊性でなくてはならないと述べているのです。 

 

ベアハリート 

 

●雅歌の瞑想をしていく中で、20 世紀に多くの霊的な影響を与えた⼈々、たとえば、中国伝道に⽣涯をさ

さげたイギリスの宣教師「ハドソン・テーラー」、⽇本の福⾳派の基礎を築いたイギリスの宣教師「B.F.バッ

クストン」、中国の霊的指導者「ウォッチマン・ニー」らは、みなこの雅歌の中に隠されている宝を掘り起

こそうとして、すぐれた著作を残しています。いのちを賭けて宣教した彼らの共通した霊性は、まさに花嫁

の霊性です。 
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16. 花婿のすべてがいとおしい 

 

【聖書箇所】 5 章 9〜16 節 

 

ベレーシート 

 

●雅歌 5 章 9〜16 節を取り上げます。ここは、9 節の「エルサレムの娘たち」が花嫁に尋ねたことに対して、

花嫁が答えるというシーンです(10〜16 節)。 

 

1. 「エルサレムの娘たち」の問いかけ 

 

【新改訳改訂第３版】雅歌 5 章 9 節 

⼥のなかで最も美しい⼈よ。 

あなたの愛する⽅は、ほかの愛⼈より何がすぐれているのですか。 

あなたがそのように私たちに切に願うとは。 

あなたの愛する⽅は、ほかの愛⼈より何がすぐれているのですか。 

 

●「エルサレムの娘たち」という表現は実は旧約聖書の中に 7 回使われています(1:5/2:7/3:5, 10/5:8, 

16/8:4)。すべて雅歌にしか使われていません。雅歌には「シオンの娘たち」(3:11)という表現もあります

が、「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、そんなに

「あなたの愛する⼈(=花婿)は、他と⽐べて何かすぐれているのですか」と⼆度も同じく尋ねています。と

いうことは、この「エルサレムの娘たち」は花嫁の「愛する⼈」についてそのすばらしさについて、全く⽬

が開かれていないことを⽰しています。「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

ないイスラエルの⺠たちです。 

 

●確かに、今⽇においても、イスラエルの⺠たちの多くは花婿なるイェシュアを⾃分たちのメシアとして信

じてはいません。しかし、神のマスタープランにおいては、やがて、反キリストによる⼤患難の試練を通し

て、彼らは⽬が開かれ、真のメシアがイェシュアであったことを悟り、そして信じるのです。 

 

2. 花嫁の語る花婿の愛おしさ 
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●エルサレムの娘たちの問いかけに対して花嫁が花婿のすばら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、これが私の連れ合いです」と答えています。以下、「これが・・」

が指し⽰す花婿の姿の⼀つ⼀つを⾒てみたいと思います。 

 

(0) 花嫁の輝き 

①まず花婿は「輝いて、⾚く、万⺠よりすぐれ」とあるように、「輝いている」存在です。原語の「ツァハ」

は「⽬もくらむほどのまばゆい光」です。光の三原⾊を合わせると「⽩」になるあるように、それは(ַצח)

神性さを象徴しています。 

 

②そして「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

に満ちた象徴です。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が、そこ

でも「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した。

また「⾚く」とは、花婿の⼈としての性質を表しているとも⾔えます。「アードーム」には、⾎を表わす「ダ

ーム」(ָּדם)という⽂字が含まれているからです。 

 

③「万⼈よりすぐれ」とは「すべてに勝る、ひときわ⽬⽴つ」⽐類なき存在を意味します。花婿はすべてに

まさって際⽴っている⽅なのです。「すぐれ」と訳されたヘブル語は「旗をかかげる」「きわだたせる」とい

う意味の動詞「ダーガル」(ָּדַגל)の分詞形です。「万⼈」(「レヴァーヴァー」ְרָבָבה)という語彙も⽐べもの

にならないほどの⼤きな数を意味します。そうした中にあって、ひときわ⽬⽴つ旗こそ花婿の姿なのです。

つまり、やがて、あらゆる者の⽬が集められるべき⽅であることを意味します。英語で表現するなら、「Above 

All 」です。(「Above His Name」の賛美) 

 

●ここまでが、花婿の全体的なすばらしさを表現しています。11 節以降では、花婿のご性質のさまざまな

⾯が⼈のからだを⽤いて表わされます。 

 

(1) 花婿の「頭」 

 

11 節前半「その頭は純⾦です。」 

 

●「純⾦」と訳されていますが、原⽂では「⻩⾦」(「ケテム」ֶּכֶתם)と「純⾦」(「パーズ」ָּפז)を意味す

る語彙が⼆つ並んでいて(「ケテム・パーズ」)、いわば「純⾦でできた⻩⾦」という意味になります。 

 

●「頭」はからだの中で最も重要な部分です。神殿(幕屋)の構造でいうならば、⾄聖所に当たる部分です。

ソロモン神殿の⾄聖所はすべて⾦で覆われていました。⾦はいつの時代においても変わることのない、⼈が

知り得る限りの最⾼級品です。それゆえ、⾦は「神聖」を表わす象徴です。花婿の頭(「ローシュ」ֹראׁש)

はまさに純⾦でできた⻩⾦です。それは花婿の主権性を表わすと同時に、その花婿のかしらは神です(Ⅰコ

リント 11:3)から、⽗なる神の主権をも表しているイメージです。「頭」である⽗なる神は、すべての初め
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であり、また終わりを意味します(ローマ 11:36)。そして御⼦である花婿なるキリストは「わたしはアルフ

ァであり、オメガである」(黙⽰録 1:8/21:6/22:13)と⾔われました。 

 

(2) 花婿の「髪の⽑」 

 

11 節後半「髪の⽑はなつめやしの枝で、烏のように⿊く」 

 

●花婿の髪の⽑は「なつめやしの枝」と訳されていますが、直訳的には「彼の髪の束はなつめやしの房」で

す。「なつめやしの房」とは、波打ってふさふさとしているという意味です。それは、髪の⽑が抜けて活⼒

を失った⽼⼈のイメージではなく、⼈⽣絶頂期にある⻘年のイメージです。「髪」は活⼒ある神への献⾝の

象徴なのです。 

 

●ナジル⼈のサムソンは髪を切らないことを神に誓ったにもかかわらず、その誓いを破って髪を切りました。

そのことのゆえに、神の⼒を失ったのです。ナジル⼈とは、「聖別する」「分離する」という意味のヘブル語

動詞「ナーザル」(נָזַר)から出たことばで、神に「ささげられた者」「聖別された者」という意味です。ナジ

ル⼈はその⽣涯において神への献⾝のしるしとして髪を切らずに神への誓いを⽴てるのです。花婿もその⽣

涯を完全に神にささげられた⽅です。同時に、花嫁に対してもご⾃⾝をささげられたのです。 

 

●次に、花婿の髪の⽑は「烏のように⿊く」とあります。「烏」は純粋な⿊を象徴しています。⽩髪まじり

の⿊ではなく、花婿の髪が「烏のように⿊い」とは、花婿の献⾝が、常に、若々しく、そして永遠のもので

あるということです。花婿の情熱的な献⾝は決して古びることなく、疲れ果てることなく、擦り切れること

もないのです。それが花嫁を⽀えているのです。 

 

(3) 花婿の「⽬」 

 

12 節前半「その⽬は、乳で洗われ、池のほとりで休み、⽔の流れのほとりにいる鳩のようです。」 

 

●ここの部分を新共同訳では次のように訳しています。 

「⽬は⽔のほとりの鳩／乳で⾝を洗い、形よく座っている。」(新共同訳) 

(※原⽂には「⾝を」という語彙はなく「乳で洗い」です。) 

 

●⽬(=両⽬)を⾒ることができるということは、花嫁と花婿との親密なかかわりがなければあり得ないこと

です。鳩で最も美しいのは「⽬」とされています。⽬は相⼿に対する情感を最も良く表わす部分ですが、そ

の⽬が三つの⽐喩で語られている鳩です。 

 

①最初は「乳で洗われ」とあります。「乳で洗われ」た鳩とはどんなことを意味しているのでしょうか。乳

で洗われたその⽩さは⼦どものような単純さと素朴さを意味します。 
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②次の「池のほとりで休み、⽔の流れのほとりにいる」鳩とはどういうことを意味しているのでしょうか。

ここでの鳩は複数です。「池」と訳された原語は「ミッレート」(ִמֵּלאת)で、動詞の「満たす」という意味

の「マーレー」(ָמֵלא)から派⽣した語です。「眼孔」という説もあります。意味としては、新共同訳のよう

に「形よく座っている」、つまり「ほどよく配置されている」ことを意味しています。NKJV も「And reposed 

in their setting」と訳しています。つまり、「程よく置かれている」というイメージです。またNIVは「mounted 

like jewels」と訳しています。宝⽯を意味するような語彙は原語にありませんが、おそらく腕の良い職⼈が

宝⽯の⼀つひとつをほどよく配置して加⼯した⾼価なジュエリーの美しさと解釈しているのかもしれませ

ん。いずれにしても、ここは花婿の⽬がすべてを⾒通すことのできる識別⼒のある⽬であると同時に、偏⾒

のない曇りのない純正な⽬(両⽬)がバランスを保ってしっかりと置かれているといった意味として理解し

ます。 

 

(4) 花婿の「頬」 

 

13 節前半「その頬は、良いかおりを放つ⾹料の花壇のよう。」 

 

●「頬」は双数形で「両頬」のこと。⽬と同様に、頬も感情を表わします。例えば、ヘブル語には「喜び」

を表わす語が(その周辺語彙も含めて)実に多くあります。決して⼀様な喜びではなく、多様な喜びの表現が

あるのです。そのように、花婿の感情は「良いかおりを放つ花壇のよう」に豊かで多彩なのです。この花婿

の喜びを感じられるのは花嫁だけです。 

 

(5) 花婿の「くちびる」 

 

13 節後半「(その)くちびるは没薬の液をしたたらせるゆりの花。」 

 

●「くちびる」も双数形です。それは花婿のことばを⽰唆します。ここではそのことばが「ゆりの花」にた

とえられています。「⾕のゆり」で 2 章 1 節に出て来ました。それは夏のはじまりの季節の訪れを告げる、

芳ばしい⾹りの花です。原語は「シューシャン」(ׁשּוַשן)で、「アネモネ」という⾚い花のことを⽰唆してい

ます。但し、ここでは複数形です。花婿の多くのことばが花嫁を⼒づけるのです。 

 

●ただし、この「ゆりの花」には没薬の液がしたたっています。これはどういう意味でしょうか。イェシュ

アが宣教を開始された時、⼈々は彼の「⼝から出る恵みの⾔葉に驚いた」とあります(ルカ 4:22)。中⾵の

⼈に「あなたの罪は赦されました。・・起きなさい。寝床をたたんで、家に帰りなさい」(ルカ 5:20, 24)。

「娘よ。あなたの信仰があなたを直したのです。安⼼して⾏きなさい。」(ルカ 8:48)、「泣かなくてもよい。

死んだのではない。眠っているのです。・・⼦どもよ。起きなさい。」(ルカ 8:52, 54)、「信じる者はみな永

遠のいのちを持ちます」(ヨハネ 6:47)・・これらはみな花婿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「受難と死」が必要です。受難と死によってもたらされ

る恵みは、やが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すべて当たり前となるのです。 
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(6) 花婿の「腕」 

 

14 節前半「その腕は、タルシシュの宝⽯をはめ込んだ⾦の棒。」 

 

●「腕」と訳された原語は「⼿」を意味する「ヤード」(ָיד)の双数形(=両腕)です。その腕が「タルシシュ

の宝⽯をはめ込んだ⾦の棒」にたとえられています。直訳的には「タルシシュの宝⽯でいっぱいになった⾦

の円筒(円柱)」です。⼿とか腕は、花婿がどのような使命を成し遂げるのか、それと関係しています。 

 

●イェシュアのこの世における働きは、すべて御⽗のみこころにかなって成し遂げられました。⼗字架の苦

しみを通してなされた贖いのわざも御⽗のみこころに従ったのです。しかもそのすべてが愛という動機に⽀

えられていました。メシア王国における祝福のすべては花婿なるイェシュアによってもたらされる偉⼤なみ

わざの祝福です。 

 

(7) 花婿の「からだ」 

 

14 節後半の「(その)からだは、サファイヤでおおった象⽛の細⼯。」 

 

●「からだ」と訳された原語は「はらわた・内臓・腹」を意味する「メーエ」(ֵמֶעה)の複数形です。雅歌 5

章 4 節の「⼼」という語彙もこの「メーエ」です。ヘブル語で「腹・内臓」は、あわれみ深い⼼を意味しま

す。つまり、あわれみ深い⼼は腹の奥底から出てくるということです。それを「サファィヤで被った象⽛の

細⼯」にたとえています。 

 

●サファイヤが「透き通った⻘空のよう」(出エジプト 24:10)と表現されているように、神の憐れみは花婿

の明確な意図のもとになされるのです。福⾳書の中でイェシュアが「かわいそうに思われた」とある箇所に

は、必ず何らかの⽬に⾒える結果が現わされています(ルカ 7:13、10:33、15:20、マタイ 9:36、15:32、

18:27、20:34 を参照)。 

 

●それゆえ、使徒パウロが「それとも、神の慈愛があなたを悔い改めに導くことも知らないで、その豊かな

慈愛と忍耐と寛容とを軽んじているのですか。」(【新改訳改訂第３版】ローマ 2:4)と述べているように、花

婿のあわれみは花嫁を悔い改めに導いて、きよめ、神の知恵に導く巧みな⼼情と⾔えるのです。 

 

(8) 花婿の「⾜」 

 

15 節前半「その⾜は、純⾦の台座に据えられた⼤理⽯の柱。」 

 

●「⾜」も双数形(=両⾜)です。原語の「ショーク」(ׁשֹוק)は、もも、すねを含んだ「⾜」ですが、新共同

訳は「脚」と訳しています。これは適訳です。なぜなら「⾜」は歩く動きを⽰しますが、「脚」はしっかり
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と⽴った姿勢を⽰します。そしてそのことを「⼤理⽯の柱」が象徴しています。 

 

●「⼤理⽯」を意味する「シェーシュ」(ֵׁשׁש)は、聖書ではしばしば⽩い「亜⿇布」を意味します。したが

って、「純⾦の台座に据えられた⼤理⽯の柱」とは、花婿による揺るがない神の義を象徴しています。花婿

の義のゆえに、花嫁と花婿とのかかわりは決して揺り動かされることがないのです。 

 

●花嫁は花婿のご性質を描写するときに、11 節の頭の「純⾦」、14 節の腕の⾦の棒、そして 15 節の純⾦の

台座と 3 回「⾦」という語彙を⽤いています。「⾦」は神聖を表わします。それは花婿の思考と⼿のわざと

脚の安定性が、すべて神から出ていることを意味しています。花婿は御⽗によって完全に⽀配され、御⽗の

みこころに完全に従い、御⽗の⼼を完全に満⾜させています。このことによってもちらされた花婿の義は、

花嫁を永遠に堅く⽴てさせるのです。そのことを知っている花嫁は幸いです。 

 

(9) 花婿の「姿」 

 

15 節後半「その姿はレバノンのよう。杉のようにすばらしい。」 

 

●「姿」と訳された原語は「⾒る」という意味の動詞「ラーアー」の名詞「マルエ」(ַמְרֶאה)です。「姿・

容姿・容貌・顔・顔⽴ち」を意味します。花婿の「姿」が「レバノンの杉のようにすばらしい」と述べられ

ています。 

 

●「レバノン」という語彙は雅歌の特愛⽤語です。雅歌では 7 回登場します(3:9/4:8, 11, 15/5:15/7:4)。

「レバノン(⼭も杉も)」は、聖書では「崇⾼さ、気⾼さ、繁栄、永遠のいのちの象徴」として仰ぎ⾒られて

います。他のすべての⽊よりもはるかに⾼いように、花婿はすべての⼈の中で神の栄誉を受けた唯⼀の⼈で

す。謙遜の極みです。イェシュアはいつも神からの栄誉を求めたのです。そのことのゆえに神は彼を⾼く上

げられたのです。それは花婿が神からの栄誉をそれを花嫁に分与するためです。 

 

●詩篇 89 篇 15 節に「幸いなことよ、喜びの叫びを知る⺠は。【主】よ。彼らは、あなたの御顔の光の中を

歩みます。」とあるように、花婿が受けた神からの栄誉を分ち与えてくださることを、花嫁側から表現する

ならば、「御顔の光の中を歩む」となるのです。花婿の分与なしには、花嫁は「みじめで、哀れで、貧しく

て、盲⽬で、裸」(黙⽰録 3:17)なのです。ですから、神の崇⾼な賜物(栄誉)を分かち与える花婿のその姿は、

なんとすばらしいと⾔わざるを得ません。 

 

(10) 花婿の「ことば」 

 

16 節「そのことばは⽢いぶどう酒。」 

 

●花婿のご性質に対する花嫁の称賛、その最後は、花婿の「ことば」です。原語は「⼝」を意味する「ヘー
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フ」( で、2(ֵח 章 3 節の「その実は私の⼝に⽢い」とあったその「⼝」です。普通、ヘブル語で「⼝」と⾔

えば「ペー」(ֶּפה)という⾔葉が使われます。ところがここでは、それとは異なる「⼝」で、味わうことに

関係のある⼝(「ヘーフ」(  。なのです。「上あご」とも訳されます(ֵח

 

●「あなたのみことばは、私の上あご(「ヘーフ」( に、なんと⽢いことでしょう。蜜よりも私の⼝(「ペ(ֵח

ー」(ֶּפה)に⽢いのです」(詩 119:103 )とあるように、蜜の味は「ぺー」で味わうことができますが、神の

ことば、神のトーラーのすばらしさを味じわうことのできるのは「ヘーフ」です。バビロンへ捕囚となった

ユダの⺠は、捕囚の地ではじめて神のトーラーが「⽢い」こと、すなわち「⼼地良い」ものであることを味

わったのです。その「⼼地よさ」は彼らのライフスタイルを変⾰させたのでした。 

 

●神のトーラーは決して禁⽌命令の教えではありません。神のすばらしいいのちをもたらす教えなのです。

花婿⾃⾝がこの世において「⼈はパンだけで⽣きるのではなく、神の⼝から出る⼀つ⼀つのことばにによる」

ということを実践してくださいました(マタイ 4:4)。それは花婿が「主のおしえを喜びとし、昼も夜もその

おしえを⼝ずさむ」ことをしたからです。花婿が実際に味わったみおしえ(みことば)の「⼼地良さ」(⽢い)

の喜びを花嫁にも分与したいと願っておられるのです。花嫁のライフスタイルはこの味の「⼼地良さ」を深

く味わうことではないでしょうか。多くの忠実な奉仕、多くの⾏事、多くの集会への参加も⼤切ですが、神

のみことばを⽢く感じられる花婿との親しいかかわりの経験が必要です。それは忍耐の要る地道な歩みです。

しかもそこには求め続ける⼼、捜し続ける⼼、叩き続ける狩猟感覚が研ぎ澄まされなければなりません。今

⽇、⾃分本位の姿勢ではなく、花婿の語られたことばの深みを味わい、その秘密を味わうことが求められて

いるのです。花嫁の霊性の回復はそのことによってのみ可能なのですから。他には道はないのです。 
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17. 旗を掲げた軍勢のように恐ろしいもの。それはだれか。 

 

【聖書箇所】 6 章 1〜10 節 

 

ベレーシート 

 

●雅歌 6 章は「エルサレムの娘たち」(1 節)、「花嫁」(2〜3 節)、「花婿」(4〜10 節)、「花嫁」(11〜12 節)、

「エルサレムの娘たち」(13 節前半)、「花婿」(13 節後半)と語りの⼈称が次々と変わります。 

 

1. 「私たちも、あなたといっしょに捜しましょう」(エルサレムの娘たち) 

 

●5 章 9 節で、エルサレムの娘たちが「あなたの愛する⽅は、ほかの愛⼈より何がすぐれているのですか」

と尋ねたことに対して、10〜16 節で、花嫁は花婿のすばらしさを語り、「これが私の愛する⽅、これが私の

連れ合いです。」と告⽩しました。それに対して、エルサレムの娘たちは「私たちも、あなたといっしょに

捜しましょう。」(6:1)と応答します。花嫁の花婿に対するひたむきな愛がエルサレムの娘たちに⼤きな影響

を与えたのです。 

 

●これはやがて終わりの時代に起こることの予表と⾔えます。イスラエル建国後、少しずつではありますが、

イェシュアをメシアと信じる「メシアニック・ジュー」という⼈たちが起こされてきています。誕⽣当初の

教会の構成員はユダヤ⼈だけでした。しかしエルサレムに起こった迫害によって教会の⼈々は各地に拡散し、

次第に異邦⼈が教会に加わるようになってきました。教会(キリストの花嫁)は、メシアニック・ジューと異

邦⼈の信者から成り⽴っている共同体なのです。しかし「エルサレムの娘たち」の多くはいまだイェシュア

こそメシアであることを知りません。そのために花嫁は彼らのために祈る必要がありますが、何よりも、花

婿に対する花嫁の燃えるような聖なる愛こそ必要なものです。 

 

2. 花婿の居場所を知った花嫁 

 

●6 章 2 節で、花嫁は「私の愛する⽅は、⾃分の庭、⾹料の花壇へ下って⾏かれました。」と語っています。

「庭」は「園」を意味する「ガン」(ַּגן)という原語です。とすれば、やがてそれは花嫁と共に住むことにな

るパラダイスです。その園の中で花婿は⾃分の群れを飼い、ゆりの花を集めています。どうしてそのことを

花嫁が知ったのかは記されていませんが、求める者にしか⽰されることのない幻を花嫁は⾒せられたのかも

しれません。いまだ花婿を探し当ててはいないものの、花婿がどこにいるかがわかっただけでも花嫁にとっ

ては⼤きな慰めなのです。 



62 
 

●花婿が⾃分の「庭の中で群れを飼い、ゆりの花を集める」とはどういうことでしょう。3 節の後半でも花

嫁は「あの⽅はゆりの花の間で群れを飼っています。」と語っています。似たような表現が⼆度も記されて

いるのは強調表現です。フランシスコ会訳は「庭の中で戯れ、ゆりの花を摘むために。」「あの⽅のゆりの花

の間で戯れていらっしゃいます。」と訳しています。原語「ラーアー」(ָרָעה)には、「群れを飼う」という意

味と、「戯れる(=交わること)」という意味の⼆つがあります。新改訳は前者の意味で訳し、フランシスコ会

訳は後者の意味で訳していますが、ここはフランシスコ会の⽅が適訳のように思います。なぜなら、「ゆり

の花」とは神に選ばれた者たちの象徴であり、その者たちと花婿が親しく交わっている情景を描いているよ

うに思えるからです。その幻を⾒た花嫁は安⼼したはずです。 

 

●6 章 3 節は 2 章 16 節と似ていますが、微妙に異なっています。 

 

【新改訳改訂第３版】雅歌 2 章 16 節 

私の愛する⽅は私のもの。私はあの⽅のもの。あの⽅はゆりの花の間で群れを飼っています(フランシスコ

会訳「〜の間でたわむれていらっしゃいます」)。 

 

【新改訳改訂第３版】雅歌 6 章 3 節 

私は、私の愛する⽅のもの。私の愛する⽅は私のもの。あの⽅はゆりの花の間で群れを飼っています(フラ

ンシスコ会訳「〜の間でたわむれていらっしゃいます」)。 

 

●微妙に異なっているのは、前半の部分が反対になっているということです。これはどういうことを意味す

るのでしょうか。雅歌の特徴である重複のフレーズはすべて強調表現ですが、前半の部分が反対になってい

るということは花婿と花嫁の親しいかかわりが常に柔軟性をもっているということだと思います。 

 

3. 旗を掲げた軍勢のように恐ろしい 

 

●さて、6 章 4〜10 節には花婿が花嫁の美しさをたたえるだけでなく、そのひたむきな愛が「旗を掲げた軍

勢のように恐ろしい」と表現しています。このフレーズは 4 節と 10 節にありますが、⼆度も同じフレーズ

があるのは、そのことを強調したいからです。今回はそのフレーズを中⼼にして、今⽇における花嫁のあり

⽅を瞑想してみたいと思います。 

 

●このフレーズの最初(4 節)は花婿が語っていることばですが、後(10 節)は王妃たちとそばめたちが花嫁を

たたえていることばの中にあります。 

 

【新改訳改訂第３版】雅歌 6 章 4 節、10 節 

(花婿) 

4 わが愛する者よ。あなたはティルツァのように美しく、エルサレムのように愛らしい。だが、旗を掲げた
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軍勢のように恐ろしい。 

 

(王妃たちとそばめたち) 

10「暁の光のように⾒おろしている、⽉のように美しい、太陽のように明るい、旗を掲げた軍勢のように恐

ろしいもの。それはだれか。」 

 

●「旗を掲げた軍勢のように」(「カニドゥガーロート」ַּכִנְדָּגלֹות)を、岩波訳は「蜃気楼のように」と訳し

ていますが、原語から⾒てもそのような訳には決してならないはずです。むしろ、際⽴っているのです。4

節では、花嫁の美しさが「ティルツァ」(北イスラエルの主都サマリヤの前のバシャ王朝の主都)と「エルサ

レム」の美しさにたとえられていますが、10 節では花嫁の美しさが「暁の光」と「⽉」と「太陽」にたと

えられています。しかし、いずれの節にも後に「旗を掲げた軍勢のように恐ろしい」とあります。これはど

ういうことを意味しているのでしょうか。 

 

●「ティルツァ」は王宮があった場所です(Ⅰ列王記 14:17)。「エルサレム」は偉⼤な⼤王の都です。共通

していることは、そこが天の聖所、神の御住まいの写しであるということです。本体は天のエルサレムです。

天のエルサレムにおいてはすべてが美しく、そして輝いているのです。そこにおいて、やがて花嫁は最⾼に

美しく輝くだけでなく、「栄光の勝利」を得ることが約束されているのです。 

 

●軍勢が戦う時に必要なのは兵器ですが、それ以上に重要なものは旗です。戦いに負けるなら、旗は屈辱の

うちに取り去られます。しかし、その旗が翻る時には勝利の栄光を表わします。花嫁はそんな存在であるこ

とをたたえています。花婿の前で美しく愛らしい花嫁は、天の都のように堅固でゆるぐことがない。そんな

花嫁の存在を「恐ろしい」と表現しているのです。その「恐ろしさ」は、神の聖と密接に関連しています。

もし花嫁がこの世に迎合し、世にこびるとすれば、神の聖を失い、同時に「恐ろしさ」も失うのです。この

ように、花嫁の霊性は「美しさ」と「恐ろしさ」を合わせ持つ存在でなければならないのです。 

 

●「旗を掲げた軍勢のように恐ろしいもの。それはだれか。」ー花嫁しかいないのです。それは花婿を慕い、

追い求める花嫁です。今⽇、そうした花嫁としての教会を建て上げる必要があるのです。キリストの花嫁で

ある教会は、今⽇、⾃分に約束された将来を知らずに元の⽣活に戻ってしまったみじめなシンデレラのよう

です。シンデレラがお城の舞踏会で王⼦に⾒初められ、王⼦の側ではすでに結婚を決意しているように、教

会もすでにキリストの花嫁として選ばれ、やがては花婿であるキリストとの親密な愛の交わりが確約されて

いることを、決して忘れてはならないのです。 
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18. 汚れのないもの、私の鳩はただひとり 

 

【聖書箇所】 6 章 4〜10 節 

 

ベレーシート 

 

●4〜10 節は、花婿が花嫁を称賛している箇所です。ここには花嫁の特質がたたえられているのです。花婿

は、花嫁の「⽬」「髪」「⻭」「頬」に焦点を当て、「〜のようだ」とたとえながら、花嫁の「美しさ」と聖な

る「恐ろしさ」を描きつつ、その特質を語っています。また、花嫁の美しさが「鳩」にたとえられています。

雅歌では「鳩」について以下のように 3 回⾔及されています。 

 

【新改訳改訂第３版】雅歌 1 章 15 節 

ああ、わが愛する者。あなたはなんと美しいことよ。なんと美しいことよ。あなたの⽬は鳩のようだ。 

 

【新改訳改訂第３版】雅歌 2 章 14 節 

岩の裂け⽬、がけの隠れ場にいる私の鳩よ。私に、顔を⾒せておくれ。あなたの声を聞かせておくれ。あな

たの声は愛らしく、あなたの顔は美しい。 

 

【新改訳改訂第３版】雅歌 6 章 9 節 

汚れのないもの、私の鳩はただひとり。彼⼥は、その⺟のひとり⼦、彼⼥を産んだ者の愛する⼦。娘たちは

彼⼥を⾒て、幸いだと⾔い、王妃たち、そばめたちも彼⼥をほめた。 

 

●ここには、最初は「あなたの⽬は鳩のようだ」とあり、次には、「私の鳩」と呼び、そして最後は「私の

鳩はただひとり」と次第にその賞賛が⾼められています。 

 

●「鳩」は平和の象徴(創 8:11)であり、迅速の象徴(詩 55:6)、聖霊の象徴(マタイ 3:16/マルコ 1:10/ヨハ

ネ 1:32)、素直さの象徴(マタイ 10:16)です。しかし、雅歌では花嫁の理想的な美しさの象徴として「鳩」

が⽤いられています。 

 

1. 称賛される花嫁の特質 

 

(1) 花嫁の「⽬」 

 

●「⽬」は花嫁の愛を顕著に表わす部分です。花婿は花嫁の⽬を⾒て、「あなたの⽬を私からそらしておく
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れ。それが私をひきつける」と語っています。「ひきつける」と訳された「ラーハヴ」(ָרַהב)の使役形は「刺

戟する、狼狽させる、混乱させる、うっとりさせる」といった意味がありますが、ここでは抵抗しがたいほ

どの愛の⼒を暗⽰しています。花嫁の愛はきわめて熱意あるものであり、かつ刺激的であり、花婿をうっと

りさせるようなものでなければなりません。 

 

●黙⽰録 2 章に登場する七つの教会で、エペソの教会に対して花婿は、「初めの愛から離れてしまった」(黙

⽰録 2:4)と⾮難しています。「初めの愛」とは第⼀戒の「⼼を尽くして花婿を愛すること」です。それゆえ、

花嫁は悔い改めて、花婿だけを愛する愛を回復しなければならないのです。何よりも花婿との関係を第⼀に

する花嫁とならなければならないのです。 

 

(2) 花嫁の「髪」 

 

●5 節後半「あなたの髪は、ギルアデから降りて来るやぎの群れのよう」とあります。「やぎの群れ」は⿊を

表わしています。「ギルアデ」は肥沃な地であることから、尽きることのない⼒の象徴です。それが「髪」

と結びつくと、それは全き献⾝の象徴となります。ナジル⼈も髪を切ってはなりませんでした。彼らが髪を

切ると、彼らに与えられていた⼒の喪失につながったのです。 

 

●イェシュアは弟⼦たちに対して「あなたがたの頭の⽑さえも、みな数えられています」(マタイ 10:30)と

⾔われましたが、それは「あなたがたの献⾝はみな覚えられている」という意味にも解することができるの

です。そしてその献⾝が無駄にはならないことを、「あなたがたの髪の⽑⼀筋も失われることはありません。」

(ルカ 21:18)と約束しておられます。ルカ 7 章 44 節には、イェシュアの⾜を(感謝の)涙でぬらし、髪の⽑

でぬぐい、⾹油を塗ってくれた⼥の⾏為をたたえています。 

 

(3) 花嫁の「⻭」 

 

●6 節の「あなたの⻭は、洗い場から上って来た雌⽺のようだ。それはみな、ふたごを産み、ふたごを産ま

ないものは⼀頭もいない。」は良くわからないたとえですが、「ふたご」ということばが「対」を表わすこと

から、左右(上下)対称にきれいに揃った⻭をしていることを意味しています。「⻭」は⾷い尽くすことから、

神からの良きものを受け取ろうとする⼒の象徴であり、また花婿を熱⼼に尋ね求める⼒の象徴でもあります。 

 

(4) 花嫁の「頬」 

 

●7 節の「あなたの頬は、顔おおいのうしろにあって、ざくろの⽚割れのようだ。」にある「ざくろ」は⾊鮮

やかな⾚です。しかし、ここでは、「顔おおいのうしろにあって、ざくろの⽚割れのようだ」とあるので、

その鮮やかな⾊も隠れています。なぜなら、花婿はヴェールを通して⾒ているからです。つまり、ここの「頬」

は隠された(秘められた)美の象徴です。 
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3. ⽐類なき花嫁 

 

(1) 花婿の最⾼の誉め⾔葉 

 

●雅歌 6 章 9 節の諸訳 

① 「汚れのないもの、私の鳩はただひとり。」(新改訳改訂第３版) 

② 「わたしの鳩、きよらかなおとめはひとり。」(新共同訳) 

③ 「ぼくの鳩、ぼくの理想は、ただ⼀⼈。」(岩波訳) 

④ 「わたしの⼩鳩、わたしの汚れない者はただ⼀⼈」(フランシスコ会訳) 

⑤ 「私の雌ばとはただ⼀⼈、私のまったき者は、ただ⼀⼈」(バルバロ訳) 

 

●「汚れのない」(新改訳)と訳された形容詞の「ターム」(ָּתם)は、「完全な、潔⽩な、全き、完璧」という

意味です。岩波訳が「理想的」と訳しているのも⾯⽩いです。 

 

●理想的な教会とはどんな教会でしょうか。教会の現実はいろいろな問題があふれているように⾒えます。

とても完璧な状態ではありません。しかし花婿は、この花嫁なる教会を「傷のない者として、⼤きな喜びを

もって栄光の御前に⽴たせることのできる⽅」(ユダ 24)です。ゆえに、花婿が花嫁を「ぼくの鳩、ぼくの理

想は、ただ⼀⼈。」(岩波訳)と⾔えるのです。 

 

(2) 花嫁の周辺にいる者たちの称賛 

 

【新改訳改訂第３版】雅歌 6 章 9〜10 節 

9 汚れのないもの、私の鳩はただひとり。彼⼥は、その⺟のひとり⼦、彼⼥を産んだ者の愛する⼦。娘たち

は彼⼥を⾒て、幸いだと⾔い、王妃たち、そばめたちも彼⼥をほめた。 

10 「暁の光のように⾒おろしている、⽉のように美しい、太陽のように明るい、旗を掲げた軍勢のように

恐ろしいもの。それはだれか。」 

 

●花嫁の周辺にいる者たちの存在があります。その者たちとはいかなる者たちなのでしょうか。 

 

① 鳩(花嫁)の「⺟」 

 

●鳩(花嫁)は⺟から産まれたひとり⼦であり、愛する⼦です。では、「⺟」とは何を指し⽰しているのでし

ょうか。教会を産んだ⺟とは「エルサレム」のことです。使徒パウロが「上にあるエルサレムは・・私たち

の⺟です」(ガラテヤ 4:26)と述べていますが、地上のエルサレムは天のエルサレムの写しです。メシア王

国においては地上のエルサレムが中⼼です。また新天新地においては、新しいエルサレムもやはり天から新

しい地上に降りて来るのです(黙⽰録 21:2)。それは天と地が⼀つとなるためです。いずれにしても、神の
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歴史はその初めから終わりまでエルサレムを中⼼として展開しているのです(エデンの園⇒アブラハム⇒ダ

ビデ⇒イェシュア)。 

 

② 「⺟」の周辺にいる「娘たち」「王妃たち」「そばめたち」「おとめたち」 

 

●そのエルサレムには「娘たち」がおり、彼⼥たちも花嫁を⾒て幸いだと称賛しています。おそらくこの「娘

たち」とは「エルサレムの娘たち」のことです。また、そこには「王妃たち」「そばめたち」といった者た

ちもいて、花嫁のことをほめています。8 節に「おとめたち」も登場しています。これは「諸国の⺠」だと

解釈します。「王妃たち」とはだれか。「そばめたち」とはだれなのか。おそらくイスラエルにかかわる者た

ちと⾔えますが、それがだれを指し⽰しているのか分かりません。いずれにしても重要なことは、これらの

様々な⼈々が⺟なるエルサレムと関係しているということです。しかもエルサレムにおいて、その中にいる

者たちから、花嫁は抜きん出た存在としてたたえられているという事実です。 
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19. 花婿の前で自由奔放に踊る花嫁の姿   

 

【聖書箇所】 7 章 1〜9 節 

 

ベレーシート 

 

●新改訳聖書では、7 章 1 節は「⾼貴な⼈の娘よ・・」と始まりますが、新共同訳、フランシスコ会訳聖書

では 6 章 13 節の「帰れ。帰れ。」を 7 章 1 節としています。どちらにしても、内容的にどうつながってい

るかが重要です。6 章 13 節も前半と後半で語っている⼈称が異なります。前者は「おとめたち」であり、

後者は「花婿」です。 

 

【新改訳改訂第３版】雅歌 6 章 13 節 

〔おとめたち〕 

帰れ。帰れ。シュラムの⼥よ。帰れ。帰れ。私たちはあなたを⾒たい。 

〔花婿〕 

どうしてあなたがたはシュラムの⼥を⾒るのです。⼆つの陣営の舞のように。 

 

【新共同訳】雅歌 7 章 1 節 

〔おとめたち〕 

もう⼀度出ておいで、シュラムのおとめ／もう⼀度出ておいで、姿を⾒せておくれ。 

〔花婿〕 

マハナイムの踊りをおどるシュラムのおとめに／なぜ、それほど⾒とれるのか。 

 

●新改訳の 6 章 13 節(=新共同訳の 7 章 1 節)の前半の部分の「帰れ」と訳されている原語は「シューヴィ

ー」(命令 3 単⼥)です。この呼びかけの主体は「おとめたち」で、諸国の⺠です。彼⼥たちは花嫁に花婿の

もとに帰るように呼びかけます。なぜなら、花婿だけを⾒つめる花嫁の姿を⾒たいからです。 

 

●ここでは花嫁のことを「シュラムの⼥」と⾔っています。「シュラム」とは、たとえ冠詞がついていたと

しても、地名を表わすものではなく、「ソロモン」と同じ語幹(ׁשלם)を持っており、「平和をつくる者」と

いう意味と考えられます。花嫁は神のご計画の完成の鍵を握っている存在だからです。 

 

●新改訳の 6 章 13 節(=新共同訳の 7 章 1 節)の後半の部分は、新共同訳の⽅が分かりやすいように思いま

す。「おとめたち」の呼びかけを聞いた花婿が、彼⼥たちに「マハナイムの踊りをおどるシュラムのおとめ

に／なぜ、それほど⾒とれるのか」と問い返している部分です。「マハナイムの踊り」とは何でしょうか。「マ

ハナイム」とは「⼆つの陣営」「⼆組」という意味で、おそらく花嫁が裸で踊っていると解釈します。花嫁
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が裸で踊っているというのは尋常ではありません。しかし、です。主の前で裸で喜び踊った実際の⼈物がい

るのです。それはダビデです。 

 

●主の契約の箱をエルサレムに運び⼊れようとしたダビデとイスラエルの全家は、歓声をあげ、⾓笛を鳴ら

して主の箱を運び上りました。その時、ダビデは主の前ではねたり、踊ったりしたことが聖書に記されてい

ます(Ⅱサムエル 6:12〜23)。ダビデは⾝にまとっていた亜⿇布のエポデを脱ぎ捨て、裸で、主の前に⼒の

限り踊ったのです。それを⾒ていたダビデの妻ミカルは夫を⾒下げました。しかし、ダビデは「私は主の前

で喜び踊るのだ」とミカルのことばをはね返します。これは花嫁の特性を表わす⼀つの型です。つまり、花

婿の前で臆⾯もなく裸で踊る花嫁(=教会)の姿でもあるのです。そのことが、7 章 1 節にある「⾼貴な⼈の

娘よ」(新共同訳は「気⾼いおとめよ」)が意味するものです。 

 

1. 「⾼貴な⼈の娘」とは 

 

●「⾼貴な⼈の娘」と訳された「バット・ナーディーヴ」(ַּבת־ָנִדיב)。これはむしろ「⾃由奔放な娘」とい

う意味で訳されるべきです。なぜなら、形容詞「ナーディーヴ」の動詞「ナーダヴ」(ָנַדב)は、「⾃ら進んで

〜をする」というきわめて⾃発的な⾏動を意味するからです。花婿の前で、他⼈を気にせず、その視線にと

らわれず、ダビデがしたように、⾃分の思うままに⾃らを表現することばだと解釈します。 

 

●「ナーディーヴ」(ָנִדיב)は、既成の枠にとらわれない斬新さ、意外性をもった、型破りの、独創性のある

⽣き⽅を意味します。ダビデが主の箱をエルサレムのシオンという場所に設置して礼拝したことは、斬新な

発想です。なぜなら、当時はギブオンというところにモーセの幕屋があったからです。本来ならば、そこに

主の箱が置かれるべきでしたが、ダビデは神様から特別に⽰されたわけでもないのに、モーセの幕屋とは異

なるダビデの幕屋という新しい礼拝スタイルを創り出しました。また多くの楽器を作らせました。とは⾔っ

ても、正しくは、天にある礼拝を彼は啓⽰されたのかもしれません。礼拝の中に様々な楽器を伴う⾳楽を取

り⼊れたことは、当時において全く新しいことだったのです。ダビデの礼拝改⾰は今⽇の教会のモデルとも

なっているのです。 

 

●花嫁なる教会の中に、こうした既存の枠組みにとらわれない精神(スピリット)で主に仕えるということが

ないとしたら、それは⽣きた教会とは⾔えません。制度や組織を存続させることだけに終始し、制度化した

教会、固定化した教会は、次第に花婿を慕い求める⼼を失った花嫁となってしまう懸念があります。花嫁の

特性の中に、こうした主に対する良い意味での⾃由奔放性があることは、花婿の⽬を釘付けにしただけでな

く、花婿が快く思ってくださるということを物語っています(雅歌 7:6)。そしてまた、「おとめたち」(=諸

国の⺠)もそんな花嫁に⾒とれているのです。これは雅歌におけるこれまでにない花嫁の新しい側⾯と⾔え

ます。 

 

2.  ⾃由奔放に踊る花嫁を賞賛する花婿のことば 
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●踊る花嫁を⾒る花婿は、花嫁の「⾜」に始まり、「もも」「ほぞ」「腹」「⼆つの乳房」「⾸」「⽬」「⿐」「頭」

「髪」へと⽬を移しながら、その素晴らしさを賞賛しています。それが意味するところを⼀つ⼀つ取り上げ、

そこから今⽇的メッセージを汲み出してみたいと思います。 

 

(1) 「サンダルの中のあなたの⾜はなんと美しいことよ」 

 

●「⾜」(「パアム」ַּפַעםの複数)は神の「良い知らせを伝える」ことの象徴です。イザヤ書 52 章 7 節にも

「良い知らせを伝える者の⾜は、⼭々の上にあって、なんと美しいことよ。平和を告げ知らせ、幸いな良い

知らせを伝え、救いを告げ知らせ、『あなたの神が王となる』とシオンに⾔う者の⾜は。」とあり、エペソ書

6 章 15 節にも「⾜には平和の福⾳の備えをはきなさい。」とあります。柳⽣訳はこれを「平和の福⾳を伝え

ることの喜びを、いわば、靴として⾜にはき」と訳しています。とすれば、「サンダルをはいたあなたの⾜

は美しい」(新共同訳)の「サンダルをはいた」の意味が了解できます。 

 

●「神の恵みの福⾳」もさることながら、教会の今⽇的課題としてはパウロのように「御国の福⾳」を余す

ところなく伝えることです(使徒 20:27)。これは神のご計画の全体にかかわるもので、多くの聖書的知識が

不可⽋となります。神のことばをそれほど読まなくても「神の恵みの福⾳」にあずかることはできますが、

「御国の福⾳」を告げ知らせるためには、みことばを深く読む必要があるのです。 

 

(2) 「あなたの丸みを帯びたももは、名⼈の⼿で作られた飾りのようだ」 

 

●「もも」(「ヤーレーフ」 の双数形)は「腰」という意味もあります。ももから腰にかけた部分の美しָיֵר

いまるみは名匠の⼿によるものだとしています。「腰」は⽣殖⼒の宿る「⽣命の泉の象徴」です。神はヤコ

ブに対して「わたしは全能の神である。⽣めよ。ふえよ。⼀つの国⺠、諸国の⺠のつどいが、あなたから出

て、王たちがあなたの腰から出る。」(創世記 35:11)と約束しています。また、ダビデに対しても「あなた

がその宮を建ててはならない。あなたの腰から出るあなたの⼦どもが、わたしの名のために宮を建てる。」(Ⅰ

列王記 8:19)と語っています。 

 

●聖書には「腰に帯を締める」という表現がありますが、イスラエルの⺠がエジプトを出る際、「あなたが

たは・・腰の帯を締め、⾜に、くつをはき、⼿に杖を持ち、急いで⾷べなさい。これは主への過越のいけに

えである。」(出エジプト 12:11)とあるように、「腰に帯を締める」ことは「①⼼構え、②旅⽴ちの象徴」で

す。 

①エペソ書 6 章 14 節においては敵との戦いの備えとして「腰には真理の帯を締め」とあります。 

②Ⅰペテロ 1 章 13 節には「⼼を引き締め(原⽂=⼼という腰の帯を締め)、⾝を慎しみ、イエス・キリスト

の現れのときあなたがたにもたらされる恵みを、ひたすら待ち望みなさい。」とあります。伝道や教会成⻑

といったことよりも最優先にしなければならないことは教会のゴールの明確化です。これが「⼼の腰の帯を

締める」ということであり、今⽇の教会に最も⽋けていることなのです。 
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(3) 「あなたのほぞは、混ぜ合わせたぶどう酒の尽きることのない丸い杯」 

 

●「ほぞ」と訳された「ショール」(ֹׁשר)は旧約で 3 回しか使われていません。「ほぞ」(臍)とは「へそ」の

ことで、⾝体の中⼼部分です。「丸い杯」とありますから、円型のくぼみのあるきれいなへそが杯にたとえ

られ、そこに「混ぜ合わせたぶどう酒」が満たされているのです。新共同訳は「ほぞ」を「秘められたとこ

ろ」と訳しています。 

 

●花嫁なる教会のうちに秘められた最も重要なことは、花婿なるイェシュアの⾎潮です。イェシュアが最後

の晩餐で弟⼦たちに「みな、この杯から飲みなさい。これは、わたしの契約の⾎です。」と⾔われました(マ

タイ 26:27〜28)。これはイェシュアが制定された聖餐のことで、尽きることのない「いのちの象徴」です。

聖餐の本質は、花嫁が花婿の⾎できよめられ、傷なき者として御前に⽴つ婚約者としてくださったことを想

起しつつ、やがて来られる花婿を待ち望む⼤切な時なのです。 

 

(4) 「あなたの腹は、ゆりの花で囲まれた⼩⻨の⼭」 

 

●「ほぞ」も⾝体という意味を持っていますが、「腹」(「ベテン」ֶּבֶטן)も同様です。聖書では「腹」はし

ばしば本能的欲望の満⾜の象徴として使われています。使徒パウロは「キリストの⼗字架に敵対する者につ

いて「彼らは腹を神とし」と表現しています。しかし、花嫁の「腹」は逆に最も内⾯的で価値あるものを象

徴しています。イェシュアは「わたしを信じる者は、・・その⼈の腹から、⽣ける⽔の川が流れ出るように

なる」(ヨハネ 7:38)と⾔い、腹が花嫁にとっていのちの泉であることを語られました。 

 

●「ゆりの花」(複数)とは選ばれた者たちを象徴し、その「ゆりの花」で囲まれた「⼩⻨の⼭」とは「豊穣

の象徴」であり、神から多くの豊かな賜物を与えられていることを意味します。 

 

(5) 「あなたの⼆つの乳房は、ふたごのかもしか、⼆頭の⼦⿅」 

 

●「⼆つの乳房」は「全イスラエル」と「教会」を表わす象徴かもしれません。この⼆つは本来、神の栄光

をこの地上に表わすために神によって創造されたものです。「乳房」(「シャド」ַׁשד)はいのちを育む源泉で

あると同時に、神の「栄光の現われの象徴」です。「全能の神」は「エル・シャダイ」(「エール・シャッダ

イ」 ַׁשַּדי ֵאל )の訳で、「乳房の神」とも訳されます。 

 

●神のマスタープランによれば、この⼆つは花婿の王国(メシア王国)においてひとつとなります。つまり、

ユダヤ⼈と異邦⼈(聖書にはこの⼆つの分け⽅しかありません)が⼀つになるのです。イスラエルの⺠が⺠族

的にイェシュアをメシアとして信じるならば、まさに教会と同じことになりますが、聖書はそのようには表

現せず、メシアを信じる⼆つの群れ、すなわち、神のご計画の最終段階でのイスラエルと教会は「聖なる都、

新しいエルサレム」(黙⽰録 21:2)と表現されています。 
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●いずれにしても、この両者は「霊的な乳」である花婿のことばによって絶えず養われる必要があります。

アモス書 8 章 11 節によれば、「⾒よ。その⽇が来る。──神である主の御告げ──その⽇、わたしは、この

地にききんを送る。パンのききんではない。⽔に渇くのでもない。実に、【主】のことばを聞くことのきき

んである。」とあります。それはイェシュアが語った「御国の福⾳」に対して無関⼼なために、みことばの

真の意味を悟ることがなく、ききんを招くことになるという預⾔です。 

 

(6) 「あなたの⾸は、象⽛のやぐらのようだ」 

 

●⾸は頭とからだをつないでいる部分です。⾸が刎ねられれば⽣命は断たれます。その⾸が「象⽛のやぐら」

にたとえられています。象⽛は貴重なものですが、それは象のいのちを犠牲にして得られるものです。それ

ゆえ、「象⽛のやぐらの⾸」とは「殉教精神の象徴」です。教会の歴史はステパノの殉教に始まり、ローマ

では多くのクリスチャンたちが迫害によって殉教しました。殉教者の⾎は信仰の継承にいのちを与えます。

神のヴィジョンを実現するために、また花婿のためにいのちをささげるという殉教の精神は、いつの時代に

おいても、花嫁なる教会に終末論的な希望への開眼を与えてきたのです。 

 

(7) 「あなたの⽬は、バテ・ラビムの⾨のほとり、ヘシュボンの池」 

 

●雅歌 4 章 1 節では、花嫁の⽬が鳩にたとえられていました。それは純粋さと忠誠⼼を表わすものですが、

ここでは、花嫁の⽬が「ヘシュボンの池」にたとえられています。「バテ・ラビムの⾨」とは「ヘシュボン」

の城⾨の⼀つの名であり、そのほとりには池があったようで、花嫁の⽬の美しさがこの池にたとえられてい

るのです。この池は透き通った池で、⼼のきよさを象徴しています。「⼼のきよい者は幸いです。その⼈た

ちは神を⾒るから」(マタイ 5:8)とあるように、「⼼のきよさ」は神を知ることとつながっています。 

 

●また、「ヘシュボン」(ֶחְׁשּבֹון)(アモン⼈の王シホンの⾸都)の語源である動詞の「ハーシャヴ」(ָחַׁשב)

は、ものごとを深く考える、計算するといった意味を持つことから、聡明さを象徴するとも考えられます。 

 

(8) 「あなたの⿐は、ダマスコのほうを⾒張っているレバノンのやぐらのようだ」 

 

●「⿐」(「アフ」ַאף)は匂いを嗅ぎ分け、危険を察知します。いわば動物的感覚をもった「霊的な鋭さの

象徴」です。「ダマスコのほうを⾒張っているレバノンのやぐら」とは何を意味しているのでしょうか。聖

書では敵は常に北からやって来ます。敵の来襲に備えて⾒張るのでなければなりません。そうした感覚を花

嫁なる教会がもっていないとしたら、気づかないうちにやがて真理から外れた教えに染まってしまいます。

特に、終わりの時代には、⼀⾒「悪い」とは思えない形で偽りの教えが教会に⼊り込んできます。偽りを嗅

ぎ分ける「霊的識別⼒」をもって⾒張らなければなりません。 

 

(9) 「あなたの頭はカルメル⼭のようにそびえ」 
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●「カルメル⼭」はかつて預⾔者エリヤとバアルの預⾔者たちが対決した場所です。そこで神はご⾃⾝の威

光を現わされました。「頭」は思考や思いをつかさどる場所です。したがって、「カルメル⼭のようにそびえ」

とは、花嫁の思いが常に花婿に向けられ、花婿のことしか考えない、「⼀途さ」を象徴しています。なぜな

ら、「キリストのかしらは神」(Ⅰコリント 11:3)であるように、妻のかしらは夫であり、花嫁のかしらは花

婿だからです。これは創造の秩序によるものです。 

 

(10) 「あなたの乱れた髪は紫⾊」 

 

●「髪」は「献⾝の象徴」です。「乱れた髪」と新改訳は訳していますが、むしろ、「垂れ下がった髪」とい

う意味です。その髪が次⾏では「ふさふさした髪」と⾔い換えられています。その髪の⾊が「紫⾊」にたと

えられています。「紫」を表わす原語は「アルガーマーン」(ַאְרָּגָמן)で、紫⾊は「王・王家の者の象徴」で

す。 

 

●「王はそのふさふさした髪のとりこになった」とあります。「とりこになる」と訳された「アーサル」( רָאסַ  )

の受動態は「つながれる」の意味です。最初のアダムが⾃分の中から造られた「⼥」、つまり「ふさわしい

助け⼿」として造られた「⼥」(「イッシャー」ִאָּׁשה)を⾒て感動したように、花婿にとって花嫁はまさに

そのような存在なのです。 

 

●キリストの花嫁である教会は、やがて王となられる花婿の王妃として同じ権威の座に着くのです。それゆ

え、多くの御使いたちはこの花嫁に仕えることになるのです。 

 

●雅歌は⼀⾒、男⼥の愛(性愛)を描いているように⾒えます。しかし、これが正典とされているのは、神の

ご計画のマスタープランにおいて重要な事柄を指し⽰しているからに他なりません。そこから外れて雅歌を

解釈するならば、必ず的外れな解釈になるのです。特に、キリストの花嫁である教会についての概念を深く

学び、その視点から雅歌を味わうなら、雅歌が教会の様々な⾯を⼀つのピクチャーのように啓⽰しているこ

とが分かるのではないかと思います。神のご計画のマスタープラン(「御国の福⾳」)の枠から決して外れな

いことです。 
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20. 花嫁の成熟への思い   

 

【聖書箇所】 7 章 10〜13 節 

 

ベレーシート 

 

●花嫁は花婿の愛に⽀えられて、その愛が成熟度を増していきます。雅歌 7 章 10〜13 節にはそれを⾒るこ

とができます。 

 

●A―①の段階では、花婿が花嫁にとっての楽しみであり、花嫁は⾃分の視点からでしか捉えていません。

しかし A－②では、⾃分が花婿に属していることに気づきます。B－①は、A－②と同じ⾔葉を使いながらも、

順序が逆転しています。つまり、花婿が中⼼で、⾃分はその次なのだと⾃覚します。最後の B－②では、完

全に、花嫁は花婿のものであり、花婿の関⼼の的であることを知るのです。A と B のフレーズの違いは花嫁

の成熟度が変化していることを⽰しています。その視点から 11〜13 節を⾒てみたいと思います。 

 

1. 花嫁の誘い(11 節) 

 

【新改訳改訂第３版】雅歌 7 章 11 節 

さあ、私の愛する⽅よ。野に出て⾏って、 

ヘンナ樹の花の中で夜を過ごしましょう。 

 

●原⽂には「さあ」という⾔葉はなく、「来てください」(「レハー」ְלָכה)とあります。新共同訳はそのよ

うに訳しています。その呼びかけの⽬的は、花婿と親密な時を過ごすためです。「夜を過ごす」と訳されて

いますが、原⽂は「私たちは泊まりましょう」となっています。「泊まる」は「リーン」(ִלין)で「(夜を)過

ごす、泊まる、宿る、とどまる、住む、憩う、眠りに就く」といった意味ですが、それは主との深いかかわ

りを表わす重要な動詞です。「いと⾼き⽅の隠れ場に住む者は、全能者の陰に宿る」(詩篇 91:1)の「宿る」
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が「リーン」です。 

 

●「ヘンナ樹の花の中で」とあります。「ヘンナ樹」の単数形は「コーフェル」(ֹּכֶפר)で、その複数形は「ケ

ファーリーム」(ְּכָפִרים)、新共同訳は「コフェルの花房」と訳しています。その花は⽢い⾹りがするようで

す。その⾹りのもとで過ごすのですから、親密な交わりを象徴していると⾔えます。それを求めて花嫁は花

婿を誘い出しているのです。また、この葉からオレンジ⾊の染料が造れるようです。 

 

●ちなみに、この「ヘンナ樹」は雅歌では 3 回(1:14/4:13/7:11)使われています。この「コーフェル」(ֹּכֶפר)

は他にも「やに、樹脂」(創世記 6:14)、「⾝代⾦、贖い⾦」(詩篇 49:8)という意味もあります。前者はノア

の箱⾈に⽔が⼊らないようにやにが塗られた⽊で⾈が造られましたし、後者では「たましいの贖いしろは、

⾼価である」という意味で使われています。いずれも贖いの概念をもっています。花嫁である教会は花婿の

尊い⾎によって贖い出された存在です(Ⅰペテロ 1:19)から、「ヘンナ樹の花の中で」(「ヘンナ樹によって」

とも訳せます)過ごすというのは、預⾔的と⾔えます。 

 

2. 成熟度を⾒てもらおうとする花嫁(12 節) 

 

【新改訳改訂第３版】雅歌 7 章 12 節 

私たちは朝早くからぶどう畑に⾏き、ぶどうの⽊が芽を出したか、花が咲いたか、ざくろの花が咲いたかど

うかを⾒て、そこで私の愛をあなたにささげましょう。 

 

●花婿と花嫁が親しい交わりを過ごした朝早くに、花嫁は⾃分の「ぶどう畑」に⾏き、そこにあるぶどうの

⽊が芽を出し、花が咲いているか、また、ざくろの花が咲いたかどうかを⼀緒に⾒ましょうと、花婿を誘い

出そうとしています。ここで注⽬しなければならないのは、「私たち」という⼈称です。「私たちは・・⾒ま

しょう(未完了)」というのがこの⽂の主語と述語です。 

 

●イェシュアは「わたしはぶどうの⽊で、あなたがたは枝です。⼈がわたしにとどまり、わたしもその⼈の

中にとどまっているなら、そういう⼈は多くの実を結びます。」(ヨハネ 15:5)と⾔われました。花嫁が花婿

にとどまっているならば、花婿のいのちの実を結ぶのです。そのことで御⽗の栄光が現わされます。ですか

ら、当然、結実に向かってどの程度成⻑しているか、花嫁は花婿に⾒てほしいのです。 

 

●「芽を出す」(「パールハー」ָּפְרָחה)、「花が咲く(開く)」(「パータハ」ָּפַּתח)、「花を咲かせた」(原⽂

は使役形、「ナーツァツ」ָנַצצ)は、みな、成⻑・成熟の概念で、結実に向かうプロセスを含んでいます。 

 

3. 花婿のために蓄えた選び抜かれた果実(13 節) 
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●13 節も花嫁の成熟さを⽰すものに⾔及しています。 

 

【新改訳改訂第３版】雅歌 7 章 13 節 

恋なすびは、かおりを放ち、私たちの⾨のそばには、新しいのも、古いのも、すべて、最上の物があります。

私の愛する⽅よ。これはあなたのためにたくわえたものです。 

 

●「恋なすび」が成熟するのは⼩⻨を刈り⼊れた夏の初めの頃です(イスラエルでは夏と冬の⼆季しかあり

ません)。ですから「恋なすびは、かおりを放ち」となっています。「恋なすび」は成熟の象徴です(あるい

は、潜在能⼒の象徴と⾔う⼈もいます)。 

 

●「私たちの⾨のそばには、新しいのも、古いのも、すべて、最上の物があります。」とあります。ここで

も⼈称は「私たち」です。親しい交わりの場の⾨(⼾⼝)には、選び抜かれた最上の果物が置かれていたよう

です。そこには新しいものもあれば、古いものもあります。それは花婿のために花嫁が蓄えたものです。花

婿のためにとは、花婿のヴィジョンを実現するために、必要なものとして少しずつ蓄えてきたものです。こ

れは何を意味しているのでしょうか。 

 

●イェシュアが弟⼦たちに「天の御国の弟⼦となった学者はみな、⾃分の倉から新しい物でも古い物でも取

り出す⼀家の主⼈のようなものです。」(マタイ 13:52)と語られました。御国の弟⼦はみな御国についての

学者なのです。学者は多くの引き出しを持っていて、⾃分で⾒つけた知識をその引き出しから出して結び合

わせ、適材適所で⽤いることができる⼈です。神のご計画の全貌と深くかかわる「御国の福⾳」は、そのよ

うにして語られるのです。イェシュアがそうでしたし、使徒パウロも花嫁なる教会に対して「御国の福⾳」

を余すところなく語ることのできた⼈でした。そして花嫁を育てたのです。終わりの時代には、教会はその

ような成熟した花嫁として整えられる必要があります。そのためには、花婿なる⽅への献⾝を新たにしなけ

ればならないのです。 
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21. もし、あなたが私の兄弟であったなら   

 

【聖書箇所】 8 章 1〜2 節 

 

ベレーシート 

 

●8 章 1 節にはこれまでにない思想(花婿と花嫁の⽐喩とは異なるもの)があります。それは「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・・」という花婿に対する花嫁のことばです。このこ

とばは預⾔的です。なぜなら、これは花婿になるイェシュアの受⾁によって実現するからです。まずは、1

節を⾒てみましょう。 

 

【新改訳改訂第３版】雅歌 8 章 1 節 

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、私が外であなたに出会い、あな

たに⼝づけしても、だれも私をさげすまないでしょうに。 

 

●「さげすむ」と訳された「ブーズ」(ּבּוז)は、「いやしめる、とがめる、侮る、軽んじる」という意味です。

そんな周囲の視線に気兼ねすることなく、兄弟として(本当の兄として)の親しいかかわりを持つことができ

ることを花嫁は願っています。この思想は神の家族としての教会をイメージさせます。 

 

1. 神の家族における⻑⼦の存在 

 

●新約聖書においては、教会が神の家族としての⽐喩で語られることがあります。その場合、天の⽗なる神

を⽗とした家族です。⺟は教会であり、御⼦イェシュアはその家族の⻑⼦という⽴場です。 

ローマ⼈への⼿紙 8 章には次のように記されています。 

 

【新改訳改訂第３版】ローマ⼈への⼿紙 8 章 29 節 

なぜなら、神は、あらかじめ知っておられる⼈々を、御⼦のかたちと同じ姿にあらかじめ定められたからで

す。それは、御⼦が多くの兄弟たちの中で⻑⼦となられるためです。 

 

●この箇所は、神によって定められたキリスト者の救いのプロセスにおいての最終の栄化について述べられ

ています。御⼦の復活に基づいて、御⼦につながる多くの者たちが「終わりの⽇」に死からよみがえり、あ

るいは朽ちないからだに変えられるという、「神の⼦とされる」終末論的祝福が記されています。そこでは、

御⼦イェシュアは兄弟たちの⻑⼦的存在として⾼い地位と⾝分を持つことが⽰されています。 
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●ちなみに、「⻑⼦」と訳された「プロートトコス」(πρωτότοκος)、ヘブル語では「ベホーラー」(ְּבכֹוָרה)

は、⽂字通り、最初に⽣まれた、初⼦ですが、ここでは復活の初穂(死者の中から最初に⽣まれた者)として

の意味で語られています。そのためには、受⾁と死というプロセスが前提となります。 

 

2. ⻑⼦としての責任 

 

●⻑⼦としての権利は、責任を伴う地位と務めを意味します。 

 

【新改訳改訂第３版】ヘブル⼈への⼿紙 2 章 10〜12 節 

10 神が多くの⼦たちを栄光に導くのに、彼らの救いの創始者を、多くの苦しみを通して全うされたという 

ことは、万物の存在の⽬的であり、また原因でもある⽅として、ふさわしいことであったのです。 

11 聖とする⽅も、聖とされる者たちも、すべて元は⼀つです。それで、主は彼らを兄弟と呼ぶことを恥と 

しないで、こう⾔われます。 

12 「わたしは御名を、わたしの兄弟たちに告げよう。教会の中で、わたしはあなたを賛美しよう。」 

 

●「神が多くの⼦たちを栄光に導くのに、彼らの救いの創始者を、多くの苦しみを通して全うされた」とい

う意味は、以下の通りです。 

 

(1) 受⾁ 

「多くの⼦たち」が「みな⾎と⾁を持っているので、主もまた同じように、これらのものをお持ちになりま

した。」(ヘブル 2:14) 

 

(2) 苦難と死 

「これは、その死によって、悪魔という、死の⼒を持つ者を滅ぼし、⼀⽣涯死の恐怖につながれて奴隷とな

っていた⼈々を解放してくださるためでした。」(同 2:14〜15) 

 

●そして、今や御⼦は死から復活して神の右の座において⼤祭司としての務めを果たしておられるのです。

これが⻑⼦的存在の意味です。 

 

3. 神の家族であることの要件 

 

●イェシュアは弟⼦たちに次のように語られました。 

 

【新改訳改訂第３版】マタイの福⾳書 12 章 50 節 

天におられるわたしの⽗のみこころを⾏う者はだれでも、わたしの兄弟、姉妹、また⺟なのです。 
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●神の家族であることの唯⼀の要件はただ⼀つ。それは「天におられる⽗のみこころを⾏う」ことです。天

の御国は「⽗のみこころを⾏う」ところです。そこではみなイェシュア(メシア)の兄弟姉妹であり、また⺟

なのです。イェシュアは復活された後、⾃分の弟⼦たちのことを「わたしの兄弟たち」と呼んでいます。 

⺟なる教会とは、⻑⼦であるイェシュアとその兄弟姉妹たちの共同体であり、その家族は⻑⼦とのゆるがな

い関係に⽀えられているのです。花婿と花嫁とは少々異なる概念ですが、いずれも共通していることは、⼀

つになることです。 

 

●最後に、主にある兄弟姉妹たちが⼀つになる祝福を歌った詩篇があります。 

 

【新改訳改訂第３版】詩篇 133 篇 1〜3 節 

1 

⾒よ。兄弟たちが⼀つになって共に住むことは、 

なんというしあわせ、なんという楽しさであろう。 

2 

それは頭の上にそそがれたとうとい油のようだ。 

それはひげに、アロンのひげに流れてその⾐のえりにまで流れしたたる。 

3 

それはまたシオンの⼭々におりるヘルモンの露にも似ている。 

【主】がそこにとこしえのいのちの祝福を命じられたからである。 
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22. 愛の賛歌ー愛は死のように強く   

 

【聖書箇所】 8 章 5〜7 節 

 

ベレーシート 

 

●8 章 4 節の花婿のことば、「エルサレムの娘たち。私はあなたがたに誓っていただきます。揺り起こした

り、かき⽴てたりしないでください。愛が⽬ざめたいと思うときまでは。」(2:7, 3:5)の反復句(リフレイン)

は、8 章 5 節以降でいよいよ花嫁の愛が開花します。それを暗⽰させる最初のことばは、「エルサレムの娘

たち」の声の中にあります。「⾃分の愛する者に寄りかかって、荒野から上って来るひとはだれでしょう。」

ーその「ひと」は彼⼥を意味する代名詞「ゾット」(ֹזאת)で、花嫁のことです。 

 

●「荒野」とは⽂字通りの意味ではなく象徴的な意味をもっています。つまり、「荒野」(「ミドゥバール」

とは、神とイスラエルの⺠がそうであったように、愛のきずなが訓練され、強められて確かにされ(ִמְדָּבר

る場所です。そこから、花嫁が花婿(の腕)に寄りかかって上って来るのです。「寄りかかる」と訳された語

彙は旧約聖書でこの箇所にしか使われていない「ラーファク」(ָרַפק)という動詞の分詞で、しかも強意形の

ヒットパエル態です。これは⾃分の意志による主体的・⾃発性の強い意味を表わします。花嫁の花婿に対す

る愛がそうすることを望んでいるからです。控えめではなく、花嫁の積極的な⾯が前⾯に打ち出されている

のです。ちなみに、「寄りかかる」とは「腕をくんで」と解釈することもできるし、「(花婿に)抱きかかえら

れて」とも解釈できます。なぜなら、原⽂直訳は「彼⼥のいとしい⼈の上に(「アル」ַעל־)」となっている

からです。 

 

1.  私(花嫁)をあなたの胸に、私をあなたの腕に 

 

【新改訳改訂第３版】雅歌 8 章 6 節 

私を封印のようにあなたの⼼臓の上に、 

封印のようにあなたの腕につけてください。 

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。 

 

●6 節には前半と後半にそれぞれ⼆つの同義的パラレリズムがあります。前半の部分は花嫁の愛の訴えです。

後半部分はその理由について述べています。ですから、それを⽰す「キー」(ִּכי־)で始まっています。 
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●「封印」と訳された「ホーターム」(חֹוָתם)は、むしろ「印形、印鑑、ハンコ、印章、紋章」といった意

味です。また「⼼臓」とは「レーヴ」(ֵלב)で「⼼」を⼀般に意味しますが、印章はしばしば⾸に掛けられて

その先端部分が⼼臓辺りにあったことから、フランシスコ会訳では「胸」と訳しています。印章は今⽇の印

鑑(実印)と同じように、とても⼤切なものであったはずです。花嫁は花婿に対して、⾃分のことをそのよう

に⼤切にしてくださいと訴えているのです。また、花婿の腕にそれを⼤切につけてくださいとも願っていま

す。「つける」は「スィーム」(ִׂשים)という動詞です。新共同訳の「わたしを刻みつけてください」は少々

イメージが強すぎます。 

 

●花嫁の愛の告⽩の根拠(理由)は、「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。」とあるように、「愛の強さと激しさ」を秘めているからです。 

 

①「愛は・・強い」・・「アッザー・アハヴァー」( ַאֲהָבה ַעָּזה ) 

②「ねたみは・・激しい」・・「カーシャー・キヌアー」( ִקְנָאה ָקָׁשה )、「キヌアー」(ִקְנָאה)は動詞「カー

ナー」(ָקָנא)の名詞形で、神に使われる場合には「ねたみ」だけでなく、神の「熱⼼、熱情、熱意」をも意

味します。 

 

●新改訳は「ねたみはよみ(「シェオール」ְׁשאֹול)のように激しい(「カーシャー」ָקָׁשה)からです」 

フランシスコ会訳は「嫉妬は地獄のように無慈悲だからです」 

⼝語訳は「ねたみは墓のように残酷だからです」 

新共同訳は「熱情は陰府のように酷い」と訳しています。 

 

●「愛」と「ねたみ」は裏表の関係です。しかしいずれも、それはすべてのものを呑み込んでしまう「死」

と「よみ」のように強いのだと花嫁は強調しています。 

 

③「その(愛の)⽕の炎はすさまじい。」 

●「すさまじい炎」と訳された原⽂の直訳は「主の炎」です。ヘブル語では最上級を表わす形容詞がないた

めに、「主」を意味する「ヤー」(ָיה)ということばを使うことで「すさまじい」という意味になるのです。 

 

2. 不可抗⼒の愛、⾄⾼性の愛 

 

●7 節の前半にも同義的パラレリズムが使われています。 

 

【新改訳改訂第３版】雅歌 8 章 7 節 

⼤⽔もその愛を消すことができません。 

洪⽔も押し流すことができません。 
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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ても、 

ただのさげすみしか得られません。 

 

●神によって定められた花婿と花嫁の愛は、どのような⼤⽔も洪⽔も、これを押し流したりすることはでき

ないばかりか、どんなに多くのお⾦や財産によってしても、⼿に⼊れることが不可能な愛なのです。もし、

だれかが⾃分の持つ富のすべてを差し出したところで、完全にさげすまれるだけなのです。お⾦では買えな

いもの、その最たるものが愛なのです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 
 

23. 私の愛する方よ。急いでください。   

 

【聖書箇所】 8 章 8〜14 節 

 

ベレーシート 

 

●雅歌の最後の部分です。8 章 8〜14 節は四つの部分からなっています。 

 

(1) 8〜9 節・・・花嫁の兄弟たち 

(2) 10〜12 節・・花嫁 

(3) 13 節・・・・花婿 

(4) 14 節・・・・花嫁 

 

1. 花嫁の純潔を守ろうとする兄弟たち 

 

【新改訳改訂第３版】雅歌 8 章 8〜9 節 

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。 

9 もし、彼⼥が城壁だったら、その上に銀の胸壁を建てよう。彼⼥が⼾であったら、杉の板で囲もう。 

 

●花嫁には兄たちがいることが分かります。8 章 1 節で、花婿のことを「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」と⾔っている花嫁のことばは預⾔的であると解釈しました。なぜなら、これは

花婿になるイェシュアの受⾁によって実現する神の家族(花婿なるイェシュアを⻑兄とする兄弟姉妹)と考

えることができるからです。5 章 1 節にも、花婿が花嫁のことを「私の妹、花嫁よ。」と呼んでいることか

ら、単なる花嫁と花婿のかかわりだけでなく、家族としての兄弟姉妹の概念も絡んでいます。 

 

●いずれにしても、雅歌 8 章 8〜9 節では、花嫁は兄たちから⾒ると、まだ未成熟で、実際、⾃分たちの妹

に縁談の話があった⽇には、何をしてあげようかと⼼配しているのです。もし、彼⼥が「城壁だったら」「⼾

であったら」(これらは純潔を意味する表現です)、さらにしっかりと彼⼥を守ってあげようという意味で、

「城壁の上に銀の胸壁を建てよう。杉の板で囲もう」と表現しています。兄たちは妹が花婿に喜ばれるよう

に、彼⼥の純潔を守るための⽀えとなろうとしているのです。 

 

●婚姻の前に、花嫁が純潔であることはとても重要です。終末には、キリストの花嫁はますますそのことを

⾃覚するはずです。これまでのキリスト教の歴史には、救いのプロセスにおいて「義認」「聖化」「栄化」と

いう教理があり、信仰によって義とされた者が、さらに神の愛と恵みを知り、⾃覚的に「きよめられる」こ
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とを求め、やがてはキリストに似た者とされるという栄化の恵みにあずかるという祝福を伝えてきました。

特に「聖化」を強調するグループでは、キリストとともに⼗字架で死んで、キリストとともに⽣きるという

ことが強調されています。聖書の中にはこのことがしっかりと教えられているからです。ただし、消極⾯で

ある「⾃分に死ぬ」ということが神の愛と恵み以上に強調されると、この教理は落とし⽳に陥る懸念があり

ます。というのは、⾃覚的に「⾃分に死ねる」のは、神の愛と恵みに⽀えられなければできないことだから

です。 

 

●ブライダル・パラダイムにおける花嫁の霊性は、花婿だけを知り、どこまでも花婿を慕い求めることが特

徴です。つまり、やがて花婿と結ばれることを絶えず意識して、そのためにふさわしい花嫁として「整えら

れる」ことがおのずと⽬指されます。ブライダル・パラダイムの明確化によって、花嫁のうちに聖化の恵み

が包み込まれることが可能であると信じます。 

 

●花婿と花嫁を結び付けてくださった御霊の働きにより、やがて花婿が迎えに来られる前に、花嫁はより整

えられて、栄化に向かって成熟していきます。それゆえ、「私たちは喜び楽しみ、神をほめたたえよう。⼩

⽺の婚姻の時が来て、花嫁はその⽤意ができたのだから。花嫁は、光り輝く、きよい⿇布の⾐を着ることを

許された。その⿇布とは、聖徒たちの正しい⾏いである。」(黙⽰録 19:7〜8)という⽇を迎えることができ

るのです。このみことばによれば、⼩⽺なる花婿との結婚において、花嫁は⼗分に整えられていることが前

提となっています。花嫁が携挙される前に、そのような整えの時代が必ず訪れるということを予感させます。 

 

●花嫁の聖化が促進させられるのは、やがて来る栄光の⽇(=携挙)に、主が花嫁に対してなさろうとしてお

られる⽬的を知ることによってです。その⽇には、しみや、しわや、そのようなものの何⼀つない、聖く傷

のないものとなった栄光の教会を、花婿なる主がご⾃分の前に⽴たせます。この究極的⽬的を知ることこそ

が、花嫁をより強⼒に⾃らを聖別していく誘因となるのです。とはいえ、この働きもすべては花婿の恵みに

よるものであることは⾔うまでもありません。なぜなら、みことばと御霊によって花嫁を養い育てることが

花婿の継続的な務めだからです。 

 

●「育てる(養い育てる)」という「サルポー」(θάλπω)というギリシア語は新約聖書で⼆回しか使われて

いませんが、「世話をする、⾯倒を⾒る、保護する、配慮する」という意味を持っています。それゆえ、花

嫁に対する花婿の関⼼や配慮について、花嫁はよく理解する必要があるのです。と同時に、その中で花婿の

愛を知ることこそが花嫁の務めなのです。 

 

●それゆえ、 

【新改訳改訂第３版】ユダ 24〜25 節 

24 「あなたがたを、つまずかないように守ることができ、傷のない者として、⼤きな喜びをもって栄光の

御前に⽴たせることのできる⽅に、25 すなわち、私たちの救い主である唯⼀の神に、栄光、尊厳、⽀配、

権威が、私たちの主イエス・キリストを通して、永遠の先にも、今も、また世々限りなくありますように。

アーメン。」となるのです。 
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2. 花婿を満⾜させるに⼗分な花嫁 

 

【新改訳改訂第３版】雅歌 8 章 10〜12 節 

10 私は城壁、私の乳房はやぐらのよう。それで、私はあの⽅の⽬には平安をもたらす者のようになり 

ました。 

11 ソロモンにはバアル・ハモンにぶどう畑があった。彼はぶどう畑を、守る者に任せ、おのおのその 

収穫によって銀千枚を納めることになっていた。 

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。 

 

●「私は城壁」(「アニー・ホーマー」 חֹוָמה ֲאִני )とは、花嫁⾃⾝が純潔であることを述べています。しか

も、兄弟たちが妹のことを「若く、乳房もない」と⾔っていたのに対して、花嫁は花婿を⼗分に楽しませる

ほどに成熟していることも述べています。さらには、⾃分のものはすべて「ソロモン」(ここでは花婿の象

徴的表現)のものであることを述べています。 

 

3. 花嫁の声を聞きたいと望む花婿 

 

【新改訳改訂第３版】雅歌８章 13 節 

庭の中に住む仲間たちは、あなたの声に⽿を傾けている。 

私にそれを聞かせよ。 

 

●原⽂では「庭園の中に座っている花嫁よ。仲間たちはあなたの声に⽿を傾けている。私にも聞かせておく

れ。」となっています。「仲間たち」がだれであるのかは分かりませんが、花嫁の語る声に⽿を傾けているの

です。 

 

4. 花婿に対する花嫁の最後の声 

 

【新改訳改訂第３版】雅歌 8 章 14 節 

私の愛する⽅よ。急いでください。 

⾹料の⼭々の上のかもしかや、若い⿅のようになってください。 

 

●雅歌の最後が、「私の愛する⽅よ。急いでください。」との花嫁の声で終わっています。「私の愛する⽅よ」

(「ドーディー」ּדֹוִדי)は、花嫁が花婿に対して呼ぶ呼び名です。また、「⾹料の⼭々の上のかもしかや、若



86 
 

い⿅のようになってください」とありますが、「かもしかや、若い⿅」は花婿の華奢で、しかも⼒あふれる

若さのイメージです。「⾹料の⼭々」とは、エルサレムとも解釈できます。 

 

●「急いでください」と訳されたヘブル語は「バーラハ」(ָּבַרח)の命令形です。「急いで逃げる、急いで⾏

く」などの意味ですが、ここでは「急いで来てください」という意味で使われています。花婿の来ることを

待ち望む花嫁にとってはそのことがすべてなのです。そこに向かって、備え、⽣きているからです。雅歌が

「急いで来てください。」ということばで終わっているのは、神のご計画(マスタープラン)の実現において、

とても重要なことを啓⽰していると⾔えるのではないでしょうか。なぜなら、新約聖書の最後も「アーメン。

主イエスよ。来てください。」との花嫁のことばで終わっているからです。決して偶然ではないはずです。 

 


