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

Love and Longing - Song of Solomon 

Message 13 – The Marriage 

Song of Solomon 5:2-8:14 

 

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１３メッセージ－結婚 

ソロモンの雅歌５：２－８：１４ 

 

 

はじめに 

多くの決意と働きを要する重大な課題に遭遇しない結婚を未

だかつて見たことがない。ソロモンとシュラムの女の間の見

事な結婚でさえ、結局完全ではなかったということを知って

ほっとさせられる。雅歌の現実主義には脱帽する。真の愛の

道のりは、滅多にスムーズに行かないものである。あらゆる

歓喜の瞬間に、傷つき、痛む瞬間が伴うようである。恋人が

お互いに経験する開放感は、両極端を可能にする。愛でさ

え、個人的な関係において完璧な行いを保証することはでき

ない。 

 

シュラムの女の二つ目の夢： ５：２－８ 

シュラムの女が見た一つ目の夢（３：１－５）は、ソロモンとの

関係を失うことの恐れを反映していた。それでも、最終的に

ソロモンに繋がり続けることが出来た。二つ目に見たの夢

は、結婚生活の似たような緊張を反映しているが、今度はソ

ロモンを見つけることが出来なかった。夢の中では、夜ふけ

にソロモンが部屋にやって来る、おそらく夫婦の愛を交わす

ためである。 

わたしは眠っていたが、心はさめていた。聞きなさい、わが

愛する者が戸をたたいている。「わが妹、わが愛する者、 

わがはと、わが全き者よ、あけてください。わたしの頭は露

でぬれ、わたしの髪の毛は夜露でぬれている」と言う。 

（雅歌５：２） 

それでも、シュラムの女は夢の中でソロモンを入れるために

床から起き上がる気分になれなかった。それには理由があっ

た： 

わたしはすでに着物を脱いだ、どうしてまた着られようか。 

すでに足を洗った、どうしてまた、よごせようか。 

（雅歌５：３） 

外からソロモンが情熱的に自分でドアを開けようとしている

姿が目に入った。その努力を見て、心は変わり、寝床から起

き上がり、中に入れようとした。 

わが愛する者が掛けがねに手をかけたので、わが心は内にお

どった。わたしが起きて、わが愛する者のためにあけようと

したとき、わたしの手から没薬がしたたり、わたしの指から

没薬の液が流れて、貫の木の取手の上に落ちた。 

（雅歌５：４，５） 

ところが、それは遅すぎた。ドアを開けたときにはもう愛し

いソロモンはいなかった！ 

わたしはわが愛する者のために開いたが、わが愛する者はす

でに帰り去った。彼が帰り去ったとき、わが心は力を失っ

た。（雅歌５：６） 

シュラムの女は、まだ夢の中でソロモンを探し求めていた。

そして（以前の夢のように）街の監視員に会った。ところが今度



は、彼らに殴られ傷つけられた‐おそらく求めてきたたソロ

モンを拒んだ自分に対する裁きを描写しているのであろう。 

丁度、以前の夢がシュラムの女からエルサレムの娘たちへの

アドバイスで終わった（雅歌３：５）ように、今回の夢も似てい

るが内容は異なる嘆願で終わる： 

エルサレムの娘たちよ、わたしはあなたがたに誓って、お願

いする。もしわが愛する者を見たなら、わたしが愛のために

病みわずらっていると、彼に告げてください。（雅歌５：８） 

二つの夢の違い：一つ目の夢は、シュラムの女は速やかにソ

ロモンを見つけることができた。したがって愛の過程を急が

せたり、妨げたりしないよう頼んだ。二つ目の夢は、ソロモ

ンを見つけることが出来なかったので、心を患った。したが

って、ソロモンを見つけたら、女が会いたいと切望している

と伝えるよう頼んだ。 

‐ソロモンは予期せぬ不当な時に性的交わりを要求していた

かもしれない。それによって、女心が分からないと感じた。

時にはソロモンを拒んだことに罪悪感を覚えた。 

‐シュラムの女は、不安からソロモンを中に入れることを許

したくなかったのかもしれない。二人は、充実した時を過ご

すことがなかった。 

‐シュラムの女は宮廷内のその他大勢の女たちとソロモン間

の関係を心配していたかもしれない（もっともな心配であるが）。 

ソロモンにとって本当に特異で尊い存在であるのか？彼女の

拒絶は、特殊な愛の関係のために保護的（正当な）嫉妬から生じ

た怒りであったのでしょうか？ 

‐彼女の心の中に沈む懸念が何であれ、夢は、おそらくソロ

モンを遠ざけることに対して、ひどく罪悪感を感じたことを

示しているようである。したがって、目が覚めていたので、

彼を見つけて再び繋がることを決心した。 

結婚生活には、非常に多くの異なる緊迫が生じる：お金、仕

事、子供、延長家族間の緊張等。緊張が高まり、関係に問題

が生じるとき、夫婦はどうすればよいのでしょうか？  

１）自己認識：健全な結婚を築くためには、内部で何が起こ

っているのかを知る必要がある。心の奥深いところに存在す

る緊迫感は何であるか？私たちが恐れているものは何である

か？私たちの真の必要が何であるか？自信の内で何が起きて

いるかを認識せずして、第三者を自分の現実の生活に連れ込

むことは不可能である。自己認識がその鍵である！  

２）勇気：相手の前で心を開いて真の自分（恥も恐れから隠している

こと）を開放する必要がある。配偶者に「心を読みとってほし

い」と期待しても無理である。心と思いと体の中で何を感じ

何が起きていているかを相手に直接、正直に、敬意をもって

伝える必要がある。 ３）聞く：私たちは、配偶者が語って

くることに反論することなく、あるいは守備態勢に入ること

なく受け入れる能力を培わなければならない。あなたの配偶

者が（あなたについて、又は、配偶者自信について）言おうとしているこ

とを聞く妨げとなっているあなたの問題（自己防衛策）は何でし

ょうか？ ４）解決：緊迫を解消させる方法を見つける必要

がある。どうすれば、歩み寄ることができるか、また、どの

ように愛情をもって、お互いが満足できるところにたどり着

くことが出来るかを話し合わなければならない。５）慎重に

考える：必要であれば、カウンセラー等に頼るのも手段であ

る。助けを求めることを恐れてはならない！私たちは皆、

様々な分野で助けを求めながら生活をしている。夫婦間の緊

迫を解消するための助けを求めることをどうして恐れる必要

があるでしょうか？ 

 



エルサレムの娘たちにソロモンを描写する： ５：９－１６ 

エルサレムの娘たちは、シュラムの女に、愛する人を描写す

るよう尋ねた。（夢の中の出来事とも考えられるが、多くの聖書学者は、ここは

目が覚めてからの出来事であると解釈している。） 

女のうちの最も美しい者よ、あなたの愛する者は、他の人の

愛する者に、何の勝るところがあるか。あなたの愛する者

は、他の人の愛する者に、何の勝るところがあって、そのよ

うに、わたしたちに誓い、願うのか。（雅歌５：９） 

シュラムの女は、ソロモンを頭からつま先まで、如何に男前

であるかを説明し始めた（５：１０－１６）。「この詩は、古代か

ら今日に受け継がれる、女性による男性の特徴の目録である

数少ない詩の内の一つである。（Kinlaw, p.1233.） 

わが愛する者は白く輝き、かつ赤く、万人にぬきんで、（５：１０） 

そして、次のように締めくくった：エルサレムの娘たちよ、

これがわが愛する者、これがわが友なのです。（雅歌５：１６） 

 

恋人たちの再会： ６：１－１３  

エルサレムの娘たちは、シュラムの女に、愛する者は何処へ

行ったか尋ね、女は即、明確に答えた： 

わが愛する者は園の中で、群れを飼い、またゆりの花を取る

ために自分の園に下り、かんばしい花の床へ行きました。 

わたしはわが愛する人のもの、わが愛する者はわたしのもの

です。彼はゆりの花の中で、その群れを飼っています。

（６：２－３） 

 

この応答の仕方に溢れる女の確信たる態度は、恐れに満ちる

夢の中の様子とは異なるため、現実の世界と考えられる。

「現実の世界」では、ソロモンはお気に入りの場所の一つで

ある庭に下り、シュラムの女は、二人がお互いに真に愛し合

っていたとを確信していた。（それでも、内心は、ソロモンとの関係に対

する恐れと不快感が存在した。） 

シュラムの女がソロモンを見つけたとき、ソロモンは、即、

女を褒めたたえた（６：４－９）ことから、シュラムの女が二人

の愛に関する厄介な夢に煩わされていることを知らないよう

に伺える。または、夢のことを聞かされていたソロモンは、

シュラムの女の恐れを和らげるために、比類なき価値を愛に

溢れる言葉を掛けた可能性もある： 

王妃は六十人、そばめは八十人、また数しれぬおとめがい

る。わがはと、わが全き者はただひとり、彼女は母のひとり

子、彼女を産んだ者の最愛の者だ。おとめたちは彼女を見

て、さいわいな者ととなえ、王妃たち、そばめたちもまた、

彼女を見て、ほめた。（雅歌６：８，９） 

夫婦関係を育むための最も有効的な方法は、お互いの恐れを

心を開いて伝えあうことである。そうすることによってのみ

配偶者を真の意味で知ることができ、癒しと完全性に向かう

旅に経つことができる。しかし、皮肉なことに、隠された恐

怖を開放させないようにするのは、裁かれることや拒絶され

ることへの恐れ（または、希望、焦がれる物事、必要）である。あなた

の配偶者が内在する恐れを説明しようとしているとき、恐れ

を無くすように説得しようとしたり、「解決」しようと飛び

込んではならない。理解するためには、まず聞くことことが

重要である。あなたの配偶者は、先ず聞いてもらい、理解し

てもらいたいと願っている。その段階が成されて初めて、長

い間隠れて内在していた痛みや恐れの癒しを求める自由を感

じる。注意：オークポイント教会のトランスフォーミング・

プレイヤー・ミニストリーは、その様な問題を助けるよう設

計されている。 



ソロモンの雅歌は、比喩的な言語が多く用いられているので

全体を解釈することは困難である。6 章 10～13 節は、それら

の解釈の問題を浮き彫りにしている。ここで何が起こってい

るのか、あるいは異なるところで話しているのかについて、

聖書学者の合意は無い。勿論、元来の読者は言語、詩的な形

式、文化の慣習の知識があったので、その意味を理解してい

たことでしょう。しかしながら、現代の読者にとっては、未

だこの箇所は曖昧で神秘的である。 

「このしののめのように見え、月のように美しく、太陽のよ

うに輝き、恐るべき事、旗を立てた軍勢のような者はだれ

か」。わたしは谷の花を見、ぶどうが芽ざしたか、ざくろの

花が咲いたかを見ようと、くるみの園へ下っていった。わた

しの知らないうちに、わたしの思いは、わたしを車の中のわ

が君のかたわらにおらせた。帰れ、帰れ、シュラムの女よ、 

帰れ、帰れ、わたしたちはあなたを見たいものだ。あなたが

たはどうしてマハナイムの踊りを見るようにシュラムの女を

見たいのか。（雅歌６：１０－１３） 

上の句に意味があるとすれば次の通りである：この句の直前

（参照６：４－９）と直後（参照７：１－９）にソロモンは、妻の美し

さと魅力を描写している。そのことから、後ろ向きな意味で

はなく、何か非常に前向きな内容を意味していると考えられ

る。ソロモンとシュラムの女との間のロマンチックな庭園に

ついての可能性も有る。エルサレムの娘たちが、再び美しい

姿が見られるように戻るよう叫ぶとき（10，13節）、ソロモンは

今は、妻の美しさを見つめるにふさわしい時ではないと応答

する。二人は愛を育んでいる真っ最中であったのであろう！

二人だけにさせてくれとソロモンは訴えていたに違いない！ 

 

 

 

田園でのロマンス： ７：１－１３ 

ここで、ソロモンは再び妻の身体の美しさ（７：１－８）につい

て賞賛し始める。今回は、足の美しさから始まり、徐々に頭

の頂点まで上昇する。ソロモンは、愛を肉体的に育む欲望（も

ちろん比喩的に）を述べて締めくくる。 

愛する者よ、快活なおとめよ、あなたはなんと美しく愛すべ

き者であろう。あなたはなつめやしの木のように威厳があ

り、あなたの乳ぶさはそのふさのようだ。わたしは言う、

「このなつめやしの木にのぼり、その枝に取りつこう。 

どうか、あなたの乳ぶさが、ぶどうのふさのごとく、あなた

の息のにおいがりんごのごとく、（雅歌７：６－８） 

ここでは、（夢の中のように）拒むかわりに、女はソロモンが拒否

することができない田園において愛の交わりを結ぶという、

ロマンチックな冒険を提案をする！ 

あなたの口づけが、なめらかに流れ下る良きぶどう酒のごと

く、くちびると歯の上をすべるように」と。わたしはわが愛

する人のもの、彼はわたしを恋い慕う。わが愛する者よ、 

さあ、わたしたちはいなかへ出ていって、村里に宿りましょ

う。わたしたちは早く起き、ぶどう園へ行って、ぶどうの木

が芽ざしたか、ぶどうの花が咲いたか、ざくろが花咲いたか

を見ましょう。その所で、わたしはわが愛をあなたに与えま

す。恋なすは、かおりを放ち、もろもろの良きくだものは、 

新しいのも古いのも共にわたしたちの戸の上にある。わが愛

する者よ、わたしはこれをあなたのためにたくわえました。

（雅歌７：９－１３） 

 

女は、ソロモンの「欲求」を描写するために力強い言語を用

いる（9節）。旧約聖書全体において、ヘブライ語で「desire・欲

求」という言葉が用られているのは３箇所ある（ここ、創世記３：



１６、及び４：７）。それは「圧倒的な衝動」を意味する。シュラ

ムの女は、ソロモンが自分を欲し、また必要としていること

を認識しており、そのようなソロモンの必要を受け入れた。 

ロマンスにおける独創性：新旧。ロマンチックな催しやお出

かけプランは結婚を健全でエキサイティングに保つために役

立つ。ソロモンの方が頻繁にロマンチックな計画を仕掛け

た。しかし、ここではシュラムの女の方からソロモンを誘っ

ている。催しはレストランから持ち帰りを注文し、家の中で

デートを楽しむという素朴なものでも良い。最寄りの「ベッ

ト・アンド・ブレックファストでの 24 時間のミニ・バケーシ

ョンでも良い。または、お気に入りのリゾート地への旅行も

良い。あなたの「愛しい者」と共に「田園への冒険」の計画

をじっくり練りましょう。ロマンスを行かし続けましょう！ 

 

 

愛と憧れの最終表現： ８：１－１４ 

聖書学者たちは、ソロモンの雅歌において、この第八章が最

も重要な箇所であると考える。ここではシュラムの女が舞台

の中心となり、真の愛の本質について定義する。この比喩的

な詩が教えてくれたものが何であれ、主な教訓は、シュラム

の女が定義するひとり言の内に前面に現れる。女の最も深い

欲望はソロモン（700人もの妻を娶り、300人にも及ぶ妾を手に入れた）によ

って満たされなかったことに疑いは無い。この本の真のヒロ

インは最後の場面で舞台を独り占めするに相応しいシュラム

の女による真の愛の意味についての理解である。 

 

‐開放的であからさまな恋愛への切望。 

どうか、あなたは、わが母の乳ぶさを吸ったわが兄弟のよう

になってください。わたしがそとであなたに会うとき、あな

たに口づけしても、だれもわたしをいやしめないでしょう。

（雅歌８：１） 

シュラムの女は、いつでもどこでもソロモンへの愛を表現す

る自由に切望した（60人の王女が消えてくれればよかったであろう！）女

は、アダムとエバが裸であっても恥に思わず、誰にも邪魔を

されないエデンの園を切望した。 

‐永遠に邪魔されず二人きりになる事への切望。 

わたしはあなたを導いて、わが母の家に行き、わたしを産ん

だ者のへやにはいり、香料のはいったぶどう酒、ざくろの液

を、あなたに飲ませましょう。どうか、彼の左の手がわたし

の頭の下にあり、右の手がわたしを抱いてくれるように。エ

ルサレムの娘たちよ、わたしはあなたがたに誓い、お願いす

る、愛のおのずから起るときまでは、ことさらに呼び起すこ

とも、さますこともしないように。（雅歌８：２－４） 

女は複雑な宮殿の生活から逃れ、母親の田舎の家にもどりた

いと思った。そこであれば、邪魔される心配なく、外部から

の力に急がされることなく、いつでも望むままに愛とロマン

スを追求することが出来る。二人の秘密の逃走の際「子ぎつ

ね」（２：１５）はぶどう園（愛）を荒らすことは決してない！ 

‐スクラップブック一頁のロマンチックな思い出への切望。 

自分の愛する者によりかかって、荒野から上って来る者はだ

れですか。りんごの木の下で、わたしはあなたを呼びさまし

た。あなたの母上は、かしこで、あなたのために産みの苦し

みをなし、あなたの産んだ者が、かしこで産みの苦しみをし

た。（雅歌８：５） 

女はソロモンと二人で幸運にも町に戻り、「りんごの木の

下」で愛の営みの後、ソロモンの肩に寄りかかる夢を思い描

いた。見物人たちがじろじろ見ながら二人が誰か疑問に思う。



（以前、シュラムの女がソロモンのことを「林の中のりんごの木」と例えたことを思

い出しましょう。２：３） 

‐排他的な献身への切望。 

あなたの歯は洗い場から上ってきた雌羊の群れのようだ。 

みな二子を産んで、一匹も子のないものはない。あなたのほ

おは顔おおいのうしろにあって、ざくろの片われのようだ。

（雅歌６：６－７a） 

ここでシュラムの女は、「力強い詩的な要求を声明する。」

婚姻による愛には、配偶者の完全な献身のために義である激

しい嫉妬の要素があると述べている。そのような聖い嫉妬と

は、神への完全な献身のために嫉妬される神の深い欲望に似

ている（出エジプト２０：４－６）。神は、神より優先して愛するも

のをもたないことを望んでおられる。シュラムの女はソロモ

ンにとってたった一人の愛する者になることを切望した。 

‐彼女と同様に愛に価値を置く配偶者への切望。 

もし人がその家の財産をことごとく与えて、愛に換えようと

するならば、いたくいやしめられるでしょう。（８：７ｂ） 

ビートルズは、愛はお金で買うことは出来ないと歌ったが、

実は、シュラムの女の方がこの感情を先に表現していた。 

ここには大きな皮肉がある。ソロモンが当時この世で最も裕

福な人であったことである。それでも、シュラムの女は夫（と

私たちも含めて）に、愛は世界のすべての富よりも高価で尊いと言

う。もし、男が愛をお金で買おうとするなら、愛に値を付け

ること等出来ないと軽蔑するでしょう。使徒パウロは有名な

愛の章においてよく似た感情を記している。たといまた、わ

たしが自分の全財産を人に施しても、また、自分のからだを

焼かれるために渡しても、もし愛がなければ、いっさいは無

益である。（第一コリント１３：３） 

 

‐性的純度と純潔への切望 

わたしたちに小さい妹がある、まだ乳ぶさがない。わたした

ちの妹に縁談のある日には、彼女のために何をしてやろう

か。彼女が城壁であるなら、その上に銀の塔を建てよう。彼

女が戸であるなら、香柏の板でそれを囲もう。わたしは城

壁、わたしの乳ぶさは、やぐらのようでありました。それで

わたしは彼の目には、平和をもたらす者のようでありまし

た。（雅歌８：８－１０） 

シュラムの女は、結婚生活の喜びを体験した。結婚前の純潔

はソロモンに偉大な満足をもたらした。今、妹に懸念があ

る。（ここで誰が話しているのかについて意見は異なる。）もし、妹が無差

別（に開く自動ドア）であるなら、喜んで利用しようとする者たち

から保護する必要がある。その一方、もし純潔を守る（壁）な

ら、監督は妹を模範として祝うであろう。シュラムの女自身

が純潔を守ったことは、ソロモンに与えた最高の贈り物であ

り、大いなる幸福感をもたらした。妹も純潔を守りますよう

に。 

‐健全な自己アイデンティティを保つことへの切望。 

ソロモンはバアルハモンにぶどう園をもっていた。彼はぶど

う園を、守る者どもにあずけて、おのおのその実のために銀

一千を納めさせた。わたしのものであるぶどう園は、わたし

の前にある。ソロモンよ、あなたは一千を獲るでしょう、 

その実を守る者どもは二百を獲るでしょう。 

（雅歌８：１１，１２） 

ソロモンは、多くの労働者と多くのお金が伴う大規模なぶど

う園の運営を行っていた。シュラムの女は、自身の尊厳を参

照するために、ぶどう園との類似性を用いた。自分で選ぶ男

性に捧げることが出来る「ぶどう園の所有者」であった（ぶど

う園‐彼女自身の体と魂‐参照 1章 6節でも自分の体を「自分のぶどう園」に例えて



いる）。女は喜んで自分の体をソロモンに捧げただけでなく、

そのように有利な地位にたどり着くための助けとなってくれ

た特別な友人たちを認めることの重要性を認識した。 

‐生涯の愛への切望 

園の中に住む者よ、わたしの友だちはあなたの声に耳を傾け

ます、どうぞ、それをわたしに聞かせてください。わが愛す

る者よ、急いでください。かんばしい山々の上で、かもしか

のように、また若い雄じかのようになってください。 

（雅歌８：１３－１４） 

締めくくりの箇所は、まだ新しかった恋人同士が新たなロマ

ンスの暖かさを満喫していた頃の詩の冒頭を思い出させる。

ソロモンは詩の終わりに、シュラムの女に呼びかける：あな

たを取り囲む友人たちの中からあなたの声が聞こえるように

してください。そして、女は愛する人に聞き覚えのある応答

（参照：２：７，９，１７）をする：かんばしい山々の上で、かもし

かのように、また若い雄じかのようになってください‐あな

たの腕の中に私を攫い、一緒に愛の巣に逃げましょう！ 

 

エピローグ：望みは満たされなかったのか？ 

結婚当時、ソロモンには 60 人の妻がおり、80 人の妾がいた。

ソロモンはその後も娶り続け、合計 700 人の妻と 300 人の妾

を持った。となると、この偉大な愛の詩の行間にはより深い

教訓が隠れていることになる。より深い教訓は詩の寓意的な

解釈からは生じない。むしろ、ソロモンの人生のより大きな

コンテキストを照らしながら、詩の現実的歴史と感情的な読

書から生じる。ソロモンは、シュラムの女の愛の渇望を満た

すことはなかった。ときどき、ソロモンがシュラムの女の部

屋の扉までやって来たとしても、彼女にとってソロモンは絶

え間のない失望と心痛であった。広大な宮廷内には、毎日、

ソロモンの春があちらこちらに散らばっていることを思い起

こさせ、結局、ソロモンは、シュラムの女の排他的な愛（箴言

５：１５－２０）のとりこになることはなかった。実際、ソロモン

との結婚は、シュラムの女の人生において、つかの間の最も

幸福なときであった。しかし長い目で見れば、彼女が経験し

た最も苦痛な出来事であったに違いない。 

私たちと同様、シュラムの女もまた、心の最も深いところの

満たしを最も愛しい真のお方であられる神との関係の内に見

出す必要があった。イエスは井戸端で女に言った。5 人の夫を

が合ったにもかかわらず、まだ、真の愛を求めている：愛し

愛される、あなたの最も深い切望を満たすことが出来るのは

わたしだけである（ヨハネ 4 章）。夜な夜な、孤独に王妃の椅子

に座っていたシュラムの女に、神はささやかれたに違いな

い：わたしの花嫁よ、わたしの百合の花よ、わたしと一緒に

出かけましょう。わたしがあなたの上に掲げる旗は愛であ

る。 

 

 

ボブ・シャイロック牧師とシャーリー・シャイロック牧師婦人による 

シュラムの女の恐れと切望 

その他の追加事項‐結婚：５：２－８：１４ 

 

１）夢の中で明らかにされたシュラムの女の恐れ：５：２－８ 

シュラムの女の二つ目の夢は、ソロモンとの結婚における根

底にある無言の緊張を指摘している。その夢自体が恐怖を特



定するものではないが、物語の文脈と私たちの人生経験か

ら、可能性のある懸念のいくつかを示唆することができる。 

A. セックスに関する異なる期待に対する恐怖。 

夢の中でソロモンは、夜更けにシュラムの女の部屋（彼女の中に

入ることを目的に）を訪ねた。真夜中の語り合い以上のことを心に

留めていたことは明らかである。初め、ソロモンの立ち入り

を拒否したという事実は、性生活の様々なニーズと期待を示

しているようである。性生活の分野における問題と失望は、

深い関係の中に生じる痛みの共通の原因である。 

 

B.本当に伝えたいと思っていることを伝えることに対する恐怖。 

シュラムの女の心の内には、ソロモンに自由に伝えたいと願って

いたいくつもの懸念や必要があったに違いない。ソロモンを傷つ

けることを恐れていたのでしょうか？ソロモンを怒らせることを

恐れたのでしょうか？ソロモンが報復することを恐れたのでしょ

うか？他の 60 人の妻たちの胸に逃げ込んでいってしまうことを

恐れたのでしょうか？逆に問題の原因は彼女にあると非難される

ことを恐れたのでしょうか？本音を伝えたら相手がどう反応する

かを恐れることは、私たちの魂に苦痛と憤りの有毒な種を埋めさ

せる。私たちの心が言い表すことが出来ていないという気持ちで

満たされているとき、他の人との真の愛を追求することは不可能

である。 

 

C.接点を失い距離が生じることに対する恐れ。 

ソロモンは、この世で最も多忙な男であったに違いない。自身の

私的事業（伝道の書 2章）や他の大勢の女性の存在は言うまでもな

く、彼の限られた時間は非常に多くの人々や職務に注がれなけれ

ばならなかったであろう。時がたつにつれて、シュラムの女は、

ますますソロモンから切り離されていき、始めの頃のお互いの理

解はすっかり消え、殆ど「知らない」存在になってしまったと想

像するのは難しいことではない。結婚生活において、時が経つに

つれ、夫と妻は「恋人関係」というよりも「同居人関係」と化し

てしまうことは良くある現象である。別の魂と深く繋がっていく

ためには、意図的に時間を費やし、愛情のあるコミュニケーショ

ンが必要である。そうでなければ、いつか、夜だけすれ違うだけ

の他人と化してしまう。 

２．シュラムの女の訴えの中で明らかにされた切望：８：１－１４ 

シュラムの女の最後のスピーチの中には、多くの望みと切望が表

現されている。（説教ノートの中で詳細に触れているので、ここでは、重要なテ

ーマのごく一部を強調しています。） 

 

 

A. 排他的な献身への切望。 

わたしをあなたの心に置いて印のようにし、あなたの腕に置いて

印のようにしてください。愛は死のように強く、ねたみは墓のよ

うに残酷だからです。そのきらめきは火のきらめき、最もはげし

い炎です。（雅歌８：６） 

神が、私たちの排他的献身のために聖い嫉妬、義なる嫉妬を持た

れるのと同様に（出エジプト２０：４－６）、婚姻による愛の内にも保

護的な嫉妬が存在するべきである。シュラムの女は、ソロモンの

心を占める唯一の愛であることを切望した。悲しいかな、ソロモ

ンは自身の心の欲望を追求し続け、宮廷に 1000 人以上の女性を

増加させたことによって、シュラムの女の切望を粉々に打ち砕い

た。神は婚姻関係は一夫一婦制にデザインされた。シュラムの女

は、「死が二人を分かつまで」の婚姻を切望していた。そうでな

ければならない。彼女の切望は正当であった。 

 

 

B. 彼女同様に愛に価値を置く配偶者を切望する。 



もし人がその家の財産をことごとく与えて、愛に換えようとする

ならば、いたくいやしめられるでしょう。（雅歌８：７ｂ） 

「お金で愛を買うことは出来ない」と最初に歌ったのはシュラム

の女であった。ビートルズの歌詞はそのコピーである！真の愛に

代えられるものは存在しない。所有物も権力もお金も地位にも真

の愛を置き換えることは出来ない。ソロモンは箴言の中で、愛の

ない大きな豪邸に住むより、愛に溢れる小さな家に住む方が良い

と言っている。シュラムの女はそれを望んでいた。彼女は世界一

富と権力を持つ男と結婚した。しかし、彼の所有するどんな「も

の」も彼女にとっては、ソロモンの真の愛なしには、何の価値も

なかった。あなたが本当に配偶者のために「提供」したいと願っ

ておられるなら、必ず真の愛を提供してください。真の愛に欠け

る者は全て安ものの代用品に過ぎない。 

 

C. 性的純度と純潔への切望 

シュラムの女は、若い娘たちの純潔は結婚の日まで守られるべき

懸念を表した。耳を傾けている人は、若い娘たちを助けるよう努

力すると約束してください。もし、娘たちが純潔を保つなら、そ

の娘は男たちに喜び祝われるでしょう。性的純潔さは婚姻関係の

内に祝福と満足をもたらします。ですから、若い娘たち（と男た

ち）が結婚の日まで純潔を守るよう助け導きましょう。ここで、

結婚前の純潔は道徳の問題として提示されていない。むしろ、 

自分自身と配偶者との間の祝福の問題として提示されている。 

純潔はあなた自身のためである。 

 

D. 生涯の愛の切望。 

わが愛する者よ、急いでください。かんばしい山々の上で、

かもしかのように、また若い雄じかのようになってくださ

い。（雅歌８：１３，１４） 

シュラムの女は、以前、求められていた頃のソロモンへの切

望を反響し、最後の行を発声する（雅歌２：７，９，１７）シュラム

の女は一時的だけでなく、生涯大切にされ、求められ、愛さ

れることを深く切望した。ここは、すべての女性のための訴

えである！ 

 

更に深い学びのために： 

Captivating: 女性の魂の謎を明らかにする‐著者 Stasi and John 

Eldredge 

Wild at Heart‐著者 John Eldredge 

Sacred Romance－著者 Brent Curtis and John Eldredge 

 

 

 

 

 

 


