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神は我らと共に 

パート４：ソロモンの生涯と執筆 

視覚と虚栄心‐伝道の書 

 

第１６メッセージ－ソロモンの最終的思考 

伝道の書５：８－１２：１４ 

 

はじめに 

 伝道の書の多くは、人生に関する不特定な言葉によって構

成されている。伝道の書の言葉、教訓、観察は、ソロモンの

意味と目的探求のための幅広い検索であることを除けば、箴

言に似ている。したがってソロモンは、全ての課題を大きな

質問に帰す：「日の下」の人生とは何であろうか？ ソロモ

ンは、既に基本的な答えを出している：神から離れて生きる

人生に究極の意味はない。一方、神と永遠という現実を認識

するとき、神からの贈り物として人生を受け入れ、いつか神

に対面し、人生の賜物をどのように用いたかについての責任

を負う。しかし、このように「永遠の視点」を心得ていたにも

かかわらず、ソロモンは、この壊れた世界の人生は、常に理

解し難い多くの困惑と失望で満たされている現実に目を向け

続けた。 

 わたしは神のもろもろのわざを見たが、人は日の下に行わ

れるわざを窮めることはできない。人はこれを尋ねようと労

しても、これを窮めることはできない。また、たとい知者が

あって、これを知ろうと思っても、これを窮めることはでき

ないのである。（伝道の書８：１７） 

 あなたは、身ごもった女の胎の中で、どうして霊が骨には

いるかを知らない。そのようにあなたは、すべての事をなさ

れる神のわざを知らない。（伝道の書１１：５） 

 

 

富についての所見： ５：８－６：１２ 

 ソロモンは、莫大な富に恵まれた。しかし、お金が人生に

多くの負担をもたらしたことを悟った。お金は、いくらあっ

ても満足いかない（10節）。一般的な労働者の方が、金持ちよ

りも心配が少ない（12節）。富は、貧しい判断や投資によって

瞬時に失われる可能性がある（13、14節）。最終的に、死んでし

またら富みを持っていくわけにはいかない（15節）。 

 彼は母の胎から出てきたように、すなわち裸で出てきたよ

うに帰って行く。彼はその労苦によって得た何物をもその手

に携え行くことができない。（伝道の書５：１５） 

 ソロモンは、偉大な富を蓄積しながら、労働による実りを

楽しむ能力がないことは「偉大な悪」であると悟った。人が

魂を全く休めることない人生を送るなら、生まれなかった方

がましである！経済的な状況にかかわらず、人生における、

ある程度の楽しみを見つけることは重要である。このように、

悔い改めは、私たちに神からの贈り物としての人生（や富）を

楽しむことを思い起こさせる： 

 また神はすべての人に富と宝と、それを楽しむ力を与え、

またその分を取らせ、その労苦によって楽しみを得させられ

る。これが神の賜物である。（伝道の書５：１９） 



 富は、それ自体意味を持たないが、他の目的を達成するた

めの道具と見なされるとき、真の意味を持つ。あなたは富を

どの様に、何を達成るるために用いておられますか？人生を

楽しむために、神が与えてくださった富の一部を用いること

は完全に有効であると伝道の書は教えている。同時に、神の

御心に喜ばれる目的を進めるために、富の多くを用いること

は賢明であるとも教えている。あなたは、他の人々の生活に

おいて神の目的を進めるために神が与えてくださっている富

をどのように用いておられるでしょうか？死後、富を持って

行くことは不可能であるが、地上の資源を用いて、あなたが

達成された神の業の成果を持って行くことは可能であること

を忘れてはならない。 

知恵についての所見： ７：１－８：１ 

 様々な言がここに集められており、それらの多くは知恵の

価値に関係している。知恵は愚かさより尊いが、賢明な人で

さえ、人生のあらゆる不思議な謎に対する完全に満足のいく

答えを見つけることは出来ない。時には、最も価値のある知

恵は、最も予期していない場所で発見されることがある： 

－葬儀で見つかる知恵： 

 悲しみの家にはいるのは、宴会の家にはいるのにまさる。 

死はすべての人の終りだからである。生きている者は、 

これを心にとめる。（伝道の書７：２） 

－挫折の中で見つかる知恵 

 悲しみは笑いにまさる。顔に憂いをもつことによって、 

心は良くなるからである。（伝道の書７：３） 

－友達からの叱責から見つかる知恵  

賢い者の戒めを聞くのは、愚かな者の歌を聞くのにまさる。

（伝道の書７：５） 

 ソロモンは、過去を過度に美化することは賢明でないと警

告している（伝道の書７：１０）。人生において、良いことも悪い

ことも受け入れることが賢明である： 

 神のみわざを考えみよ。神の曲げられたものを、だれがま

っすぐにすることができるか。 

 順境の日には楽しめ、逆境の日には考えよ。神は人に将来

どういう事があるかを、知らせないために、彼とこれとを等

しく造られたのである。 （伝道の書７：１３，１４） 

 上の句から、３章の始めの詩と「神のなされることは皆そ

の時にかなって美しい（適切である）。」という真実中の真実を

思い出す（伝道の書３：１１）。 

 伝道の書の主な教訓の一つは、壊れた世の中において、良

い面も悪い面も受け入れる必要があるということである。神

が全てを新しくして下さるまでは、物事が完璧になる事は無

い（黙示録２１章）。人生の否定的な側面を神を通して処理するこ

とを学び、神に永遠の目的を示していただくようにより頼ん

でおられますか？人生の「良い面」と同時に「悪い面」をも

受け入れることを学んでおられますか？霊的未熟さの主な兆

候の一つは、あらゆることを自分のやり方で欲しがることで

ある（すなわち「良いもの」のみ）。次は、霊的に未熟な子供の様な

言語の例である：ください。ください。ください。霊的に成

熟した人は：「私の思い通りではなく、あなたの御心が成さ

れますように。」と祈る。ソロモンは次のように言ってい

る：順境の日には楽しめ、逆境の日には考えよ。神は人に将

来どういう事があるかを、知らせないために、彼とこれとを

等しく造られたのである。（伝道の書７：１４） 



 この地球上においての人間の営みは、なぜ困難と混乱で溢

れているのでしょうか？ソロモンは、創世記から黙示録まで

の中核的評価に同意しているかのようである。人間は、神か

ら離れたので、罪の問題（罪＝神からの分離）が生じた。 

 善を行い、罪を犯さない正しい人は世にいない。 （７：２０） 

 見よ、わたしが得た事は、ただこれだけである。すなわ

ち、神は人を正しい者に造られたけれども、人は多くの計略

を考え出した事である。（７：２９） 

 人類の中核となる問題が罪であり、神から離れていること

であるならば、人類の問題に対する全ての解決策の基礎は、

神への和解と罪からの贖いであると言える。それは、まさに

福音のメッセージそのものである：神に心の内に入ていただ

き、内側から変えていただくことを許すなら、神は、私たちの

人生の中に新しいものをもたらしてくださることがお出来に

なる。神に内に入っていただき、その人の中心となっていた

だくということの意味をソロモンは単純明快な表現を用いて

描写している：「神を恐れなさい」（３：１４；５：７；７：１

８；８：１２；１３、１２：１３）。神を恐れるということは、神

を敬い、神にあなたの優位を置きなさいと言う意味である。 

 

 

指導者についての所見： ８：２－１７，１０：１－２０  

 8 章と 10 章においての教えの殆どは指導者（と従者）に関連

するものである。ソロモンは、イスラエル国家の指導者とし

ての自分自身の経験に基づいてそれらの人生教訓を収集した。 

－指導者に対する反発： 

 事が悪い時は、王の前を去れ、ためらうな。彼はすべてそ

の好むところをなすからである。（伝道の書８：３） 

－指導者に従う： 

 王の言葉は決定的である。だれが彼に「あなたは何をする

のか」と言うことができようか。命令を守る者は災にあわな

い。知者の心は時と方法をわきまえている。（８：４，５） 

－苛立った指導者にも冷静さを保つ： 

 つかさたる者があなたに向かって立腹しても、あなたの所

を離れてはならない。温順は大いなるとがを和らげるからで

ある。（１０：４） 

－高貴な指導者の価値： 

 あなたの王はわらべであって、その君たちが朝から、ごち

そうを食べる国よ、あなたはわざわいだ。あなたの王は自主

の子であって、その君たちが酔うためでなく、力を得るため

に、適当な時にごちそうを食べる国よ、あなたはさいわい

だ。（１０：１６，１７） 

－指導者について嫌悪感を抱かない： 

 あなたは心のうちでも王をのろってはならない、また寝室

でも富める者をのろってはならない。空の鳥はあなたの声を

伝え、翼のあるものは事を告げるからである。（１０：２０） 

 神は、全ての人に権威の下で権威を維持して生きるよう呼

び掛けておられる。しかし、権威を維持する前に、まず権威

下で生きることの意味を学ばなければならない。私たちは家

庭内で、学校で、社会において権威下で生きることを学ぶ。

全て人の立てた制度に従いなさい（参照：第一ペテロ２：１３－２０）

という教えは、聖書の中でも最も重要な教訓である。イエス

様は、十字架に向かわれたことによってその重要性を例示さ

れた（第一ペテロ２：２１－２５）。徐々に、家庭内、職場内、学校

内、社会においての権威が与えられる。権威ある者にとって

最も重要な教訓は、謙虚なしもべ – 指導者となることである。



イエス様は、そのことについても、弟子たちの足をお洗いに

なる行いによって示された（ヨハネ１３：１２－１７）。あなたの権

威下での生き方と権威の持ち方についてじっくりと評価してみて

ください。伝道の書から得られたた教訓は何でしょうか？ 

 

死についての所見： ９：１－１２ 

 ソロモンは、良いか悪いかにかかわらず、全ての人の肉体

的死の確実性を反映している。死は、伝道の書において重要

なテーマの一つである。その理由は、この世の命の後に何も

存在しないとしたら、この短い、地上においての存在の無意

味さに鋭い焦点を当てることになるからである。 

 わたしはこのすべての事に心を用いて、このすべての事を

明らかにしようとした。すなわち正しい者と賢い者、および

彼らのわざが、神の手にあることを明らかにしようとした。

愛するか憎むかは人にはわからない。彼らの前にあるすべて

のことは空である。（伝道の書９：１，２） 

 さらに、死を予言することは誰にも出来ない。 

 人はその時を知らない。魚がわざわいの網にかかり、鳥が

わなにかかるように、人の子らもわざわいの時が突然彼らに

臨む時、それにかかるのである。（伝道の書９：１２） 

 ソロモンが繰り返す訴えてきたことは、死の確実性を扱う

この特定の文脈において非常に相応しい様である（また、ここでの

繰り返しは他（３：１２－１４；３：２２；５：１８－２０；８：１５）と比べ

て多少長めである： 

 あなたは行って、喜びをもってあなたのパンを食べ、楽し

い心をもってあなたの酒を飲むがよい。神はすでに、あなた

のわざをよみせられたからである。 あなたの衣を常に白くせ

よ。あなたの頭に油を絶やすな。 日の下で神から賜わったあ

なたの空なる命の日の間、あなたはその愛する妻と共に楽し

く暮すがよい。これはあなたが世にあってうける分、あなた

が日の下で労する労苦によって得るものだからである。すべ

てあなたの手のなしうる事は、力をつくしてなせ。あなたの

行く陰府には、わざも、計略も、知識も、知恵もないからで

ある。 （伝道の書９：７－１０） 

 ソロモンは、伝道者の書の中で、永遠の光の内に神からの

贈り物としての人生を楽しむことと、神の裁きに生きる人生

との間に非常に微妙なバランスをとっている。もし私たちが

人生を楽しむ方向に行き過ぎるとき（快楽主義）、第 2 章のソロ

モンの様に無意味な喜びの罠に陥る。この種の人生は最終的

に非常に虚しいものとなる。しかし、もし、あらゆることに

徹底的に責任を持ち、永遠の光のもとで完全に生きようとす

る方に傾き過ぎるとき（禁欲主義/自己否定）、今ここで楽しむ

ために神が創造してくださっている多くの人生の喜びを逃す

でしょう。命は神からの贈り物である。あなたは、自己耽溺と

自己否定の両極端の間のどの辺りに当てはまると思いますか？

聖霊様が人生のバランスの保ち方において変えたいと願って

おられることを明らかにしていただくよう祈りましょう。 

 

投資と労働に関する所見： １１：１－６ 

 現代の投資アドバイザーは、リスクを軽減し、利益を最適

化するために投資を多様化させることを勧めている。また、

より釣り合いのとれた投資を実現するために、ポートフォリ

オに外国投資と国内投資の両方を含めることも勧めている。

ソロモンは、とっくの昔に全く同じアドバイスをしていた。 



 あなたのパンを水の上に投げよ、多くの日の後、あなたは

それを得るからである。あなたは一つの分を七つまた八つに

分けよ、あなたは、どんな災が地に起るかを知らないから

だ。（伝道の書１１：１，２） 

 朝のうちに種をまけ、夕まで手を休めてはならない。実る

のは、これであるか、あれであるか、あるいは二つともに良

いのであるか、あなたは知らないからである。 

（伝道の書１１：６） 

 ソロモンは、投資及び/又は労働について良い収益を得るた

めの二つの考えをまとめている： １）私たちの世界は予測

不可能であり、頻繁に驚く程失望させられる。 ２）もし、

「一つのかごに全部の卵を入れてしまったら」、全てを失う

可能性がある。従ってソロモンは、投資/労働のプランを少し

だけ周りに広げ、いくつかの道を同時に用いて、まともな収

益を得ることを助言している。そうすれば、もし一つ以上の

投資で失敗しても（間違いなく失敗するでしょう。）、他の投資が成功

し、喪失を取り消すからである。あなたは、どのような投資

をしておられますか？一頭の馬だけに賭けておられませんか？

全ての希望を一つのベンチャー企業に託しておられませんか？

それとも、あなたの時間、才能、財宝の投資をいくつかの価

値あるベンチャー企業に託しておられるでしょうか？ 

 

 

最終的に・・・神を恐れよ： １１：７－１２：１４ 

 伝道の書の冒頭に特異なテーマがあった：神から離れて生

きる人生は全く無意味である（１，２章）。似た様に、明確なテ

ーマを核に、ソロモンは、次のように結論付けている：短い

人生、神への健全な恐れをもって生きなさい（１１，１２章）。 

箴言の冒頭で（ソロモンの人生の早い段階で書いた本。）、主を恐れるこ

とは知識のはじめである、（箴言１：７）と記している。ソロモ

ンは、知恵文学の最後のページを書きながら、その単純なテ

ーマに帰る：人生で最も重要であるのは、神を恐れる（神を敬

う）ことである。最終的に、賢く、生産的に人生を生きる方法

はそれに限る。 

 ソロモンは、若者たちに、若さと冒険の贈り物に喜びを見

つけるよう助言する（１１：７－１０）。しかし、神と永遠から視

線を逸らすことがあってはならない（すなわち、神を恐れる。）。 

 若い者よ、あなたの若い時に楽しめ。あなたの若い日にあ

なたの心を喜ばせよ。あなたの心の道に歩み、あなたの目の

見るところに歩め。ただし、そのすべての事のために、神は

あなたをさばかれることを知れ。（伝道の書１１：９） 

 ソロモンは、全ての人々に、老いが忍び寄る前に人生の中

で神を中心にした視点を確立するよう助言する（伝道の書１２：１

－８）。この部分は、幾分暗く悲しい語調が読み取れる。葬儀

の様にも聞こえる。7 章 2 節で、ソロモンが葬儀に参列するこ

との価値について助言したことを思い出しましょう。ソロモン

は、締めくくりの節を用いて、まるで読者を詩的に葬儀へ連

れて行っているかの様である！しかし、真実の終わりの現実

を真剣に熟考することに大きな価値があるので、ソロモンに

とっては相応しい終わり方であった。 

 同時に、それらの最後の句の悲しさは、自分の人生を振り

返えることによって抱かれたものではないかとも考えられる。

ソロモンは、人生の後年に自身の生き方について後悔を抱い

ていたのでしょうか？大勢の女性への愛が原因で、神から遠

ざかり、イスラエル中をあらゆる異国の神々を祭るための宮

で埋め尽くしたことを思い出しましょう。伝道の書は、ソロモ

ンが真の神から遠ざかり、人生の後の多くを費やして世俗的



な人生の意味を求めるために葛藤し、労した人生を描写して

いる。ソロモンの最後の言葉は、まるで死刑を直前にする囚

人が、振り返り、まだ、矯正する時間が残っている人たちの

ために助言しているかの様である。 

 あなたの若い日に、あなたの造り主を覚えよ。悪しき日が

きたり、年が寄って、「わたしにはなんの楽しみもない」と

言うようにならない前に、（伝道の書１２：１） 

 その後、銀のひもは切れ、金の皿は砕け、水がめは泉のか

たわらで破れ、車は井戸のかたわらで砕ける。 ちりは、もと

のように土に帰り、霊はこれを授けた神に帰る。 

（伝道の書１２：６、７） 

 あなたの人生で、今一度、方向転換出来るとすれば、何で

すか？ソロモンの締めくくりの言葉を読んで、何を変えます

か？この質問をじっくりと熟考してください。他の人たちと

考えを話し合い、実際に幾つかの変更を実践するためのゲー

ムプランを出すことが出来れば更に理想的である。おそらく

ソロモンは、次のように言うに違いない：変更するに遅過ぎ

るまで待たないように！それらを実装し、報酬と喜びを受け

取る時間がまだあるうちに、生き方を転換しましょう。死の

床で「もし、こうしていたら・・・」「もし、聞いていれ

ば・・・」「もし・・・」と後悔することがないように。 

 ソロモンの考えは、しばしば知覚し難い。時には、前向き

で神中心の如く聞こえる。また、あるときは、悲観的、内向

的、絶望的である。人類の罪の問題の結果、人生は非常に荒

く痛みが存在するということを認識し、それでも、私たちが

神と永遠の光の内に生きるならば、人生は意味と目的を持つ

ことに気づいていながら、なお希望と悲観主義が混合してい

る様であった。 

 伝道の書を締めくくるにあたり、読者が最終的要点を見逃

すことが無いよう、ソロモンは問題を率直に述べている： 

 事の帰する所は、すべて言われた。すなわち、神を恐れ、

その命令を守れ。これはすべての人の本分である。神はすべ

てのわざ、ならびにすべての隠れた事を善悪ともにさばかれ

るからである。（伝道の書１２：１３，１４） 

 

 

神を恐れる－神に従う－応答する 

 最後の解析の中で、神から与えられたソロモンの比類のな

い知恵は、人生について次の単純な結論へと導いてくれた：

神を最優先にする。神のみ言に聞き従うことによって神優先

の誠意を証明する。それから、生き方に対する永遠の裁き/報

酬の光の内に生きる。 

ソロモンの偉大な知恵は単純な最後の明文の中に見られる！ 

 

 

ソロモンの知恵を生かすための最終的思考： 

 ソロモンが結論を簡潔にしてくれたので、最後の質問も簡

潔にしましょう。 １）あなたは神を恐れておられますか（神

を人生の最優先にする。あらゆることで神を崇拝する。一番の愛を神のために維持す

る。神に敬意を表す。）？ ２）神の戒めを守っておられますか（神

のみ言を読み、人生のあらゆる面において、み言の教えに聞く。自分の心ではなく、

神の御心を求める。）？ 

 ソロモンは、信じられない程の洞察力を持った人であり、

世界に多くの良いアドバイスを与えたということは明確であ

る。また、悲惨なことに、神が与えて下さった知恵を自分の人

生に適用することが出来なかったということも明確である。

そこで疑問が生じる：ソロモン自身が助言した通りに生きる



ことが出来なかったのに、どうして私たちに従うことが出来

るでしょうか？その答えは単純である：自力で努力しても無

理である。自力で努力するとき、ソロモンの二の舞を踏み、

自身の欲望と世俗的な欲望に絶えず、つまずいたり、使徒パ

ウロが自力で神に従おうとして失敗したようになる： 

 そこで、善をしようと欲しているわたしに、悪がはいり込

んでいるという法則があるのを見る。すなわち、わたしは、

内なる人としては神の律法を喜んでいるが、わたしの肢体に

は別の律法があって、わたしの心の法則に対して戦いをいど

み、そして、肢体に存在する罪の法則の中に、わたしをとり

こにしているのを見る。わたしは、なんというみじめな人間

なのだろう。だれが、この死のからだから、わたしを救って

くれるだろうか。わたしたちの主イエス・キリストによっ

て、神は感謝すべきかな。このようにして、わたし自身は、

心では神の律法に仕えているが、肉では罪の律法に仕えてい

るのである。（ローマ人への手紙７：２１－２５） 

 神は、私たちがこの世で上手に生きて行くために、二つの

ことをして下さった。一つは、私たちの罪の代価を支払って

下さるためにイエス様を贈って下さった。罪の赦しは、私たち

一人一人への神からの贈り物である。二つ目は、神は、私たち

を罪の力から解放して下さるために、信じる者の内に聖霊様

を宿らせて下さった。 

 あなたがクリスチャンであるなら、神は、あなたの内に聖

霊様を宿らせて下さっている。あなたが聖霊様と共に歩む生

き方を学ぶとき、聖霊様は、人生を実りあるものに変えて下

さる（参照：ガラテヤ５：１６－２５）。そうすれば、使徒パウロの経

験と同じように、私たちも神を経験することが出来る様に変

えられる： 

 生きているのは、もはや、わたしではない。キリストが、

わたしのうちに生きておられるのである。しかし、わたしが

いま肉にあって生きているのは、わたしを愛し、わたしのた

めにご自身をささげられた神の御子を信じる信仰によって、

生きているのである。（ガラテヤ２：２０） 

 まず、神のみ言の知恵を学ばなければならない。それから、

神の御霊から御力を受けることが人生を生きるための鍵であ

る。聖霊のいない知恵は敗北に繋がる。知恵のない魂は混乱

へと繋がる。しかし、神の聖霊と神の知恵が共に働くとき、

「神を恐れ、神の戒めを守る」旅を歩み進むことが出来る。 

 聖霊様の力の内に歩み、罪に対し、より多くの勝利を達成

する方法についての更なる学びのために下記の本をお勧めす

る。 

The Wonderful Spirit-filled Life by Charles Stanley. 

Emotionally Healthy Spiritually by Pete Scazzero. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



ソロモン： 振り返って 

（以下 6 つのポイントは、ソロモンの最終メッセージのまとめである。） 

 

１．ソロモンには、明確で厳粛な責任が与えられていたが、

それを果たすことは出来なかった。（参照：第一列王記２：１－４） 

 あなたは、神に与えられた責任を果たしておられますか？ 

 

２．ソロモンは、戦って勝ち取る必要なく国家が与えられて

いたが、それを破壊した。（参照：第一列王記２：１０， 

１２；５：４；８：５６） 

 あなたに与えて下さっている特権を用いて何を果たされま

したか？神が信頼してお任せになっている事柄に対して、 

よい執事であられますか？ 

 

３．ソロモンには、愛する対象に女が与えられたが、その女

を上手に愛することを学ぶことはなかった。（参照： 第一

列王記３：１；１１：１；ソロモンの雅歌６：８） 

 あなたは上手に愛することを学んでおられますか？一人の

配偶者に忠実でおられますか？結婚の神のご計画を尊重して

おられますか？ 

 

４．ソロモンは、神から比類のない知恵が与えられていた

が、それを活用して生きることに失敗した。（参照：第一 

列王記３：７－９；１２－１４） 

 あなたに与えて下さっている知識を用いて、何をしておら

れますか？ 

 

５．ソロモンは、神の神殿を建設したが、それを冒瀆した。

（参照： 第一列王記６：１，１１－１３；１１：１－６；９－１１） 

 神が、あなたの保護の下においてくださった神聖なことを

冒涜している感覚はありませんか？あなたの自己愛が、人生

で神のみ業を台無しにしてしまいませんか？ 

 

６．ソロモンは、人生の多くの時間を目的探しに費やした

が、見つけることは出来なかった。（伝道の書１２：１－８

と使徒の働き１３：３６と比較しましょう。） 

 あなたは、ソロモンの様に、今でも人生の目的を求めるこ

とに尽力しておられませんか？それとも、ダビデのように、 

あなたの人生のために神が備えてくださっている特異な目的

のために生きておられますか？ 


