
God With Us 
Part 4: The Life and Writings of Solomon  

Love and Longing - Song of Solomon 

Message 12 – The Wedding 

Song of Solomon 3:6-5:1 

 

神は我らと共に 

パート４：ソロモンの生涯と執筆 

愛と慕情‐ソロモンの雅歌 

 

第１2メッセージ－結婚 

ソロモンの雅歌３：６－５：１ 

 

はじめに 

ソロモンの雅歌には物語を取り巻く謎が多く存在する。しか

し、ほぼ全般的に学者たちは、物語の中間に結婚式の描写が

あることについて同意している（３：６－５：１）。ソロモンの

雅歌を文字通りに解釈する人たちは、ここをソロモンとシュ

ラムの花嫁の結婚式によって、彼らの身体的繋がりの完成と

解釈している。ソロモンの雅歌は結婚の性的技法に関するマ

ニュアルではない。一方、結婚の絆の領域において感情的、

霊的、身体的な親密さの賜物を支持し、祝っている。それこ

そシュラムの女がソロモンとの関係の内に熱望したもの（性の

交わりも含むが、それを超えた、完全に包囲された親密さ。）であった。シュ

ラムの女が見た二つの夢（一つ目は、結婚式の前、もう一つは結婚式の直後

に見た夢）は親密さへの熱望を表しているように見える。彼女の

熱望は、ソロモン王との関係の中で満たされるのでしょか？ 

 

エルサレムの花嫁行列 ３：６－１１ 

没薬、乳香など、商人のもろもろの香料をもって、 

かおりを放ち、煙の柱のように、荒野から上って来るものは

何か。見よ、あれはソロモンの乗物で、六十人の勇士がその

まわりにいる。イスラエルの勇士で、（３：６，７） 

ソロモンは、レバノンからエルサレムにシュラムの女を迎え

入れるために皇帝の行列を送った。（一部の学者は、ソロモン自身が行

列に加わったと考え、その他の学者は、ソロモンはエルサレムで花嫁の到着を待った

と考える。）治安部隊と花嫁行列を兼ね備えた 60 人の戦士たち

によって護衛された見事な馬車が到着し、母に与えられた結

婚式のための特別な王冠を着けたソロモンが現れた。エルサ

レムの娘たちも、ソロモンが花嫁を迎える瞬間を祝うために

招かれた。 

シオンの娘たちよ、出てきてソロモン王を見よ。彼は婚姻の

日、心の喜びの日に、その母の彼にかぶらせた冠をいただい

ている。（３：１１） 

 

ソロモン、シュラムの女の美しさをほめたたえた： ４：１－７ 

一般的に結婚式は、女性にとって最も美しく着飾る日であ

る。シュラムの女も例外ではなかった。ソロモンは花嫁の美

しさを感謝するために時間を取った。ほめたたえで始まり、

最後に再びほめたたえた： 

わが愛する者よ、見よ、あなたは美しい、見よ、あなたは美

しい。（４：１） 

わが愛する者よ、あなたはことごとく美しく、少しのきずも

ない。（４：７） 

ソロモンは二人の結婚式を肉体的絆をもって完結させたいと

い思いを情熱的に語った。 

日の涼しくなるまで、影の消えるまで、わたしは没薬の山お

よび乳香の丘へ急ぎ行こう。（４：６） 



男性は女性の美しさを楽しむために神によって配線されてい

る。神がアダムとエバを創造されたとき、アダムは言った

「Wow!」それでも、女性はその関係の内にはるかに多く（よ

り深いレベルにおいての親密さと排他的なコミットメント）を熱望す

る。その一貫した関係の内で、時が経つにつれ、女性は神秘

的な魂を盛り上げることを安全に感じられるようになる。 

 

結婚式の部屋の花嫁と新郎： ４：８－５：１ 

二人っきりになり、ソロモンは完全に魅了され、気持ちを表

オープンに表現する。 

わが妹、わが花嫁よ、あなたはわたしの心を奪った。あなた

はただひと目で、あなたの首飾のひと玉で、わたしの心を奪

った。わが妹、わが花嫁よ、あなたの愛は、なんと麗しいこ

とであろう。あなたの愛はぶどう酒よりも、あなたの香油の

かおりはすべての香料よりも、いかにすぐれていることであ

ろう。わが花嫁よ、あなたのくちびるは甘露をしたたらせ、 

あなたの舌の下には、蜜と乳とがある。あなたの衣のかおり

はレバノンのかおりのようだ。（４：９－１１） 

同時に、ソロモンは結婚式の夜のために純粋を保ったシュラ

ムの花嫁を称賛する。 

わが妹、わが花嫁は閉じた園、閉じた園、封じた泉のよう

だ。（４：１２） 

ソロモンは、女の庭に入り、最も美味しい果物を味わうこと

を喜んだ。 

あなたの産み出す物は、もろもろの良き実をもつざくろの

園、ヘンナおよびナルド、ナルド、さふらん、しょうぶ、肉

桂、さまざまの乳香の木、没薬、ろかい、およびすべての尊

い香料である。あなたは園の泉、生ける水の井、またレバノ

ンから流れ出る川である。（４：１３－１５） 

非常に比喩的な表現で、夫を魅了するために、風に部屋中に

彼女の香りを広げるよう招いた。それから、結婚式を身体的

交わりによって完結させるためにソロモンを招く。 

北風よ、起れ、南風よ、きたれ。わが園を吹いて、そのかお

りを広く散らせ。わが愛する者がその園にはいってきて、 

その良い実を食べるように。（４：１６） 

この部分の代名詞は重要である。彼女は（まだ）体が自分のも

のであると宣言している。 しかし、その体を「彼の」庭と呼

ぶように夫を招く。第一コリント７：２－５は、結婚では、

夫も妻も自分のからだを自分だけのものと主張することは出

来ないと教えている。結婚（「一体となる」創世記２：２４）に

は、長年に渡って独占的な結婚の愛が深まり、互いに満足と

喜びをもたらすために、配偶者に自分の体（心、目、愛情、可用

性、あなたの全て）を提供する意思も含まれている。配偶者のた

めの贈り物として自分自身を提供することは、神の御前にお

いての結婚の誓いと約束を成就する一生の約束である。 

 

愛を交わした後、ソロモンは彼女に喜びを表明する。 

わが妹、わが花嫁よ、わたしはわが園にはいって、わが没薬

と香料とを集め、わが蜜蜂の巣と、蜜とを食べ、わがぶどう

酒と乳とを飲む。（５：１ｂ） 

結婚式が終わりに近づくにつれて、友人は口を揃えて愛しあ

う二人にお互いを楽しむよう激励する。 

友らよ、食らえ、飲め、愛する人々よ、大いに飲め。（５：１ｂ） 

 

 



The Shulamite’s Deepest Longings 
Additional Notes to Message 12 – The Wedding: 3:6-5:1 

by Shirley Shirock 

 
シュラムの女の底知れない熱望 

第１２メッセージにおける追加事項‐結婚：３：６－５：１ 

シャーリ―・シャイロック牧師婦人による 

 

 

 

1. 繋がる熱望（最初の夢‐３：６－５：１） 

A. 神は関わりを招くために女性をお造りになった 

「神は男と女に創造された。」（創世記１：２６，２７） 

女性特有のイメージ：招く。神は全ての人が神と関係を持つ

よう招いておられる。 

「さあ、かわいている者はみな水にきたれ…（イザヤ５５：１） 

すべて重荷を負うて苦労している者は、わたしのもとにきな

さい…（マタイ１１：２８） 

男性特有のイメージ：関係を覚えてから動く。神のように行

動に起こす人。 

…神はアブラハムを覚えて、その滅びの中からロトを救い出

された。（創世記１９：２９） 

シュラムの女はソロモンが彼女の欲求を共有することを熱望

した。女は繰り返し見た夢の中で、ソロモンが一緒でなかっ

たことに気づき、見つかるまで夜中に探し求め、彼を去らせ

なかった。彼の方には覚えがなく、彼女を探し求めていなか

ったので、彼女の方が動き回る必要があった。 

 

B. 女性の内心の不安 

私の招きは拒まれるのでは？私など眼中になく却下されるの

では？私は重要？私のために犠牲をはらう価値がある？私は

交換可能では？ 

シュラムの女は、ソロモンを保つことが出来ないのではない

かと恐れた。愛は相手を制御することは出来ない。（ソロモン

ではなく）彼女が夢でソロモンを求め、彼をしっかりと保持し、彼を手放さ

なかった。頻繁に他への愛情によって置き換えられてしまわれる神が、私た

ちの忠実な愛のために熱望しておられることを表している。 

 

C. 男性の内心の恐れ 

永遠の命とは、唯一の、まことの神でいますあなたと、ま

た、あなたがつかわされたイエス・キリストとを知ることで

あります。（ヨハネの福音書１７：３） 

私たちは、人のことを知ることが出来るが、深く満足できる

レベルで知らない。男が自分自身について心を開き、妻やガ

ールフレンドを探検して知る時間を費やせば、彼女は花のよ

うに開きながら、ゆっくりと彼の反応を試みる：彼は安全で

あろうか？彼女は安全であろうか？（全ての人間関係に当てはまる。）

私たちは常に変化しているので、誰かを「真に知る」という

ことは一生続く決断の積み重ねである。 

 

２．約束の熱望 

なぜ、神は性を結婚による契約関係に限定されるか？契約

は、関係が繁栄できる環境を構築する過程を開始するための

ものである。 



契約：生涯忠実に献身することを神の前に誓う。それは互い

の深い魂に入り込むための安全な関係を提供する。 

（マラキ書２：１４－１６） 

契約＞約束＞安全＞脆弱性＞魂の一体感＞体の一体 

INTIMACY（親密さ）＝IN-TO-ME-I-SEE （私の内に見る）（自己認識、自

己開示）。親密さは相手が「IN-TO-YOU-I-SEE」（あなたの内を見

る）と言うことができる機会につながる。 

感情的、排他的な質の高い接続の必要性を表現する許しを、

お互いに与え合う。それこそ、愛情ある触れ合いと、互いに

裸で心を奪われる意欲につながるための基盤である。 

 

３．完成を待つ 

シュラムの女はソロモンを愛していたので、結婚式の夜、 

ソロモンを彼女の「庭」に招き入れることによって祝った。 

彼女の体が「彼の庭」となったことを宣言した。彼女はその

日まで待ったが、悲しいかな、ソロモンの方は既に多くの女

性に体を与えてしまっていた。 

しかし、不品行に陥ることのないために、男子はそれぞれ自

分の妻を持ち、婦人もそれぞれ自分の夫を持つがよい。夫は

妻にその分を果し、妻も同様に夫にその分を果すべきであ

る。妻は自分のからだを自由にすることはできない。それが

できるのは夫である。夫も同様に自分のからだを自由にする

ことはできない。それができるのは妻である。互に拒んでは

いけない。ただし、合意の上で祈に専心するために、しばら

く相別れ、それからまた一緒になることは、さしつかえな

い。そうでないと、自制力のないのに乗じて、サタンがあな

たがたを誘惑するかも知れない。（第一コリント７：２－５） 

自分の体は、自分だけのものではない。私たちは自分のから

だを配偶者への贈り物として捧げる選択を下す。 

利己主義か無我か？夫婦はそれぞれ異なる。お互いに物理的

に愛を表現するための正直な対話が不可欠である。感情的、

関係的な問題が寝室に現れる。 

「神は喜んで施す人を愛して下さる。」（第二コリント９：７） 

この教えは、資金援助にのみ適用するのではない！ 

女性：賜物＝より開放的に、人に尽くし、招き、愛すること

に喜びを感じる意欲。 

男性：賜物＝より犠牲になる意欲、キリストのような愛情！

要求せず、優しさと尊敬と自己拘束を行使するに正直。 

 

男性と女性の性質に反映されている 

神のご性質の側面に関する追加聖句： 

神は招いておられる‐「わたしのところに来て、わたしを楽しみなさい。」 

 

主なる神は人に呼びかけて言われた、「あなたはどこにいるのか」。 

（創世記３：９） 

「さあ、かわいている者はみな水にきたれ。・・・わたしによく聞き従

え。・・・耳を傾け、わたしにきて聞け。そうすれば、あなたがたは生き

ることができる。（イザヤ書５５：１－３a） 

「わたしについてきなさい。あなたがたを、人間をとる漁師にしてあげよ

う」。（マルコの福音書１：１７） 

「幼な子らをそのままにしておきなさい。わたしのところに来るのをとめ

てはならない。天国はこのような者の国である」。（マタイ１９：１４） 

すべて重荷を負うて苦労している者は、わたしのもとにきなさい。あなた

がたを休ませてあげよう。（マタイの福音書１１：２８） 

神に近づきなさい。そうすれば、神はあなたがたに近づいて下さるであろ

う。（ヤコブの手紙４：８） 



ああ、エルサレム、エルサレム、・・・わたしはおまえの子らを幾たび集

めようとしたことであろう。それだのに、おまえたちは応じようとしなか

った。（マタイの福音書２３：３７） 

 

神は覚えて動かれる－神は撤退されない 

神はアブラハム、イサク、ヤコブとの契約を覚え、神はイスラエルの人々を顧み、神

は彼らをしろしめされた。（出エジプト２：２４，２５，３：４，８） 

イエスは、その母と愛弟子とが（十字架の）そばに立っているのをごらんに

なって、母にいわれた、「婦人よ、ごらんなさい。これはあなたの子で

す」。それからこの弟子に言われた、「ごらんなさい。これはあなたの母

です」。そのとき以来、この弟子はイエスの母を自分の家に引きとった。 

（ヨハネの福音書１９：２６，２７） 

 

神は知って欲しいと望んでおられる‐ 

「わたしについて知るだけでなく、わたしを知りなさい。」 

それで今、わたしがもし、あなたの前に恵みを得ますならば、どうか、あ

なたの道を示し、あなたをわたしに知らせ、（出エジプト３３：１３） 

「ピリポよ、こんなに長くあなたがたと一緒にいるのに、わたしがわかっ

ていないのか。わたしを見た者は、父を見たのである。どうして、わたし

たちに父を示してほしいと、言うのか。（ヨハネ１４：９） 

永遠の命とは、唯一の、まことの神でいますあなた（父なる神）と、ま

た、あなたがつかわされたイエス・キリストとを知ることであります。

（ヨハネ１７：３） 

「わたしはその人を知らない」と言った。・・・主は振りむいてペテロを

見つめられた。・・・そして外へ出て、激しく泣いた。 

（ルカ２２：５６－６２） 

わたしたちの主イエス・キリストの神、栄光の父が、知恵と啓示との霊を

あなたがたに賜わって神を認めさせすべての聖徒と共に、その広さ、長

さ、高さ、深さを理解することができ、また人知をはるかに越えたキリス

トの愛を知って（体験して）、神に満ちているもののすべてをもって、あな

たがたが満たされるように、と祈る。（エペソ１：１７，３：１８，１９） 

 

神は約束される‐「わたしはここにいる」 

「主は決してあなたを見放さず、またあなたを見捨てられない」。 

（申命記３１：６、へブル人１３：５） 

わたしの羊はわたしの声に聞き従う。わたしは彼らを知っており、彼らは

わたしについて来る。わたしは、彼らに永遠の命を与える。だから、彼ら

はいつまでも滅びることがなく、また、彼らをわたしの手から奪い去る者

はない。わたしの父がわたしに下さったものは、すべてにまさるものであ

る。そしてだれも父のみ手から、それを奪い取ることはできない。わたし

と父とは一つである」。（ヨハネ１０：２７－３０） 
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