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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 

知恵とさ迷い－第一列王記１－１１章 

 

第二メッセージ － ソロモンの神殿建設 

第一列王記５－９章 （及び、第二歴代志２－８） 

 

 

はじめに 

ダビデ王は、エルサレムに神の神殿を築きたいと切望したが

多くの戦争で戦ったために神殿建設を禁じられた。神はダビ

デに神殿建設の設計（第一歴代志２８：１９）及び、そのプロ

ジェクトのため材料及び供え物の蓄積を許され、建設作業は

ソロモンの手に渡された。王として統治した初期の七年間、

ソロモンは最優先としてこのプロジェクトに取り組んだ。 

 

 

ソロモンの意図： 第二歴代志２：４－６ 

 

タイレの王であるヒラムへの手紙の中で、ソロモンは神殿建

設プロジェクトに関する懸念の心の内を明らかにした： 

 

またわたしの建てる家は大きな家です。われらの神はすべて

の神よりも大いなる神だからです。 しかし、天も、諸天の天

も彼を入れることができないのに、だれが彼のために家を建

てることができましょうか。わたしは何者ですか、彼のため

に家を建てるというのも、ただ彼の前に香をたく所に、ほか

ならないのです。（第二歴代志２：５，６） 

 

ソロモンは、神について次の二つのことを心得ていた： 

１）神は他のどの偶像の神々よりも偉大であることと、２）

偉大過ぎる神に適した神殿を築くことは不可能である。ソロ

モンの神殿建設の尽力は世界に神のご性質と見解を反映する

ための誠実な試みであった。 

 

あなたの日々の生活においての全ての行いが神のご栄光を反

映するものであるという認識があるでしょうか？使徒パウロ

は次のように言っている：何をするにも、人に対してではな

く、主に対してするように、心から働きなさい。 あなたがた

が知っているとおり、あなたがたは御国をつぐことを、報い

として主から受けるであろう。あなたがたは、主キリストに

仕えているのである。（コロサイ人への手紙３：２３，２４）

あなたがどのように向き合っているかは重要な事柄である：

ビジネス、研究、関係、教会、キャリア、コミュニティへの

関与、家事、人の世話、今日、あなたが関与している「建

設」の尽力の全てはあなたの神の見解を反映している。何を

する時もあなたは最終的にキリストに仕えているのです。 

神はあなたの最善の尽力に相応しいお方です。 

 

ダビデ王はタイレの王であるヒラムと友好な関係にあった。 

ソロモンは神殿を構築のための助けを確保するために、その

友好関係に導いた。ソロモンはヒラム王に品質の高い建材や

熟練職人の助を求めた。ソロモンは大幅な援助が受けられる

よう部外者の能力を確約した。 



主が父ダビデに『おまえに代って、おまえの位に、わたしが

つかせるおまえの子、その人がわが名のために宮を建てるで

あろう』と言われたように、わが神、主の名のために宮を建

てようと思います。それゆえ、あなたは命令を下して、レバ

ノンの香柏をわたしのために切り出させてください。わたし

のしもべたちをあなたのしもべたちと一緒に働かせます。ま

たわたしはすべてあなたのおっしゃるとおり、あなたのしも

べたちの賃銀をあなたに払います。あなたの知られるとお

り、わたしたちのうちにはシドンびとのように木を切るに巧

みな人がないからです」。（第一列王記５：５，６） 

 

ヒラムは貴重な木材とプロジェクトの建設管理者として仕え

るために非常に才能のある熟練職人を提供した。 

 

いまわたしは達人ヒラムという知恵のある工人をつかわしま

す。 彼はダンの子孫である女を母とし、ツロの人を父とし、

金銀、青銅、鉄、石、木の細工および紫糸、青糸、亜麻糸、

緋糸の織物にくわしく、またよくもろもろの彫刻をし、意匠

を凝らしてもろもろの工作をします。彼を用いてあなたの工

人およびあなたの父、わが主ダビデの工人と一緒に働かせな

さい。（第二歴代志２：１３，１４） 

 

あなたが仕事を達成する際に共に歩むよう招き入れてる熟練

者は誰でしょうか？一人で出来ると考えることは賢明ではな

く、また不健全である。あなたの人生の中で、あなたの仕事

を達成するために価値を上げることが出来る熟練した職人を

招き入れるべき領域はないでしょうか。あなたを支援するこ

とが出来る特別な誰かを識別するために、まず、祈ることか

ら始めましょう。もし、あなたが、正しい人と仕えることが

出来たなら、その過程において心の平安と喜びが増し、結果

的にはるかに優れた業績へと繋がります。 

 

 

神殿建設の場所： 第二歴代志３：１ 

 

神殿建設のための場所は、以前ダビデ王の人生で重大な失敗

（罪）を機に決定されていた。 

ソロモン王はエジプトの王パロと縁を結び、パロの娘をめと

ってダビデの町に連れてきて、自分の家と、主の宮と、エル

サレムの周囲の城壁を建て終るまでそこにおらせた。 

（第一列王記３：１） 

ダビデの生涯が終わりに近づいていた頃、誇る気持ちから、

軍隊を数えてしまった（第二サムエル２４：１－１３）。 

その結果、神はイスラエルに三日間、疫病を煩わされた。 

その疫病は、エブス人のアラウナの脱穀場の床の傍で御使い

によって止められた（第二サムエル２４：１６）。その時 

ダビデはその場所に祭壇を築いて主に捧げた。その場所は、

人間のついに対する神の裁きに神が介入してくださり、神の

慈悲を表してくださった場所であった。まさにその場所に神

が犠牲の捧げものを受け取って下さり人々の罪を赦して下さ

る神殿を築くとは何と相応しいことでしょう！ 

 

私たちの神は慈しみ深い神である！私たちが継続的に道に迷

いつ続け神の栄光に届かないでいる中、神は常に神の恵みの

内に成長し救出する道を用意してくださる。今日、イエス・

キリスト（十字架につけられ死なれ、死から復活された救い

主）は、有罪である罪人と聖なる神との間に立たれ慈悲と恵

みを提供してくださっている。使徒ヨハネは次のように言っ



ている：わたしの子たちよ。これらのことを書きおくるの

は、あなたがたが罪を犯さないようになるためである。も

し、罪を犯す者があれば、父のみもとには、わたしたちのた

めに助け主、すなわち、義なるイエス・キリストがおられ

る。彼は、わたしたちの罪のための、あがないの供え物であ

る。ただ、わたしたちの罪のためばかりではなく、全世界の

罪のためである。（第一ヨハネ２：１，２）イエス様を通して神か

らの憐み深い赦しの贈り物を受け取られたでしょうか？？？ 

 

 

神殿建設： 第一列王記６：１－３８ 

第一列王記６章には神殿建設の過程が詳細に記されている。

作業はソロモンの即位から４年目に開始し、１１年目に完成

した。その詳細な描写の中に、神の聖霊が民の間に生息して

くださるための規定に関する神からソロモンへのメッセージ

があった： 

そこで主の言葉がソロモンに臨んだ、「あなたが建てるこの

宮については、もしあなたがわたしの定めに歩み、おきてを

行い、すべての戒めを守り、それに従って歩むならば、わた

しはあなたの父ダビデに約束したことを成就する。 そしてわ

たしはイスラエルの人々のうちに住み、わたしの民イスラエ

ルを捨てることはない」。（第一列王記６：１１－１３） 

神が重視しておられたのは神殿の栄光ではなかった（神のご

栄光を増し加えるために要する物質的存在などなかった）。

神が求めておられたのは、むしろ、日常生活の中の人々の献

身であった。もし、人々が神の道を歩むなら、神は喜んで彼

らの間に住んでくださる。しかし、神の道を歩まないなら、

たとえ神のために建設された、この「栄光の神殿」であって

も、お住みになることを望まれていない。イスラエルの初代

王であったサウルが神への不従順を繰り返した際、預言者サ

ムエルがサウルに言った言葉（それから、その後、彼の人生

と統治の祝福を神に期待した際）を思い出しましょう： 

 

サムエルは言った、「主はそのみ言葉に聞き従う事を喜ばれ

るように、燔祭や犠牲を喜ばれるであろうか。見よ、従うこ

とは犠牲にまさり、聞くことは雄羊の脂肪にまさる。 

（第一サムエル記１５：２２） 

 

建物や儀式や定期的に続く一連の動作などが神の心を動かす

ことは無い。むしろ、誰の心が神に完全に捧げられているか

を求めておられる。何年も経って後に、予言者イザヤを通し

て神はこの神殿について次のように話された：主はこう言わ

れる、「天はわが位、地はわが足台である。あなたがたはわ

たしのためにどんな家を建てようとするのか。またどんな所

がわが休み所となるのか」。主は言われる、「わが手はすべ

てこれらの物を造った。これらの物はことごとくわたしのも

のである。しかし、わたしが顧みる人はこれである。すなわ

ち、へりくだって心悔い、わが言葉に恐れおののく者であ

る。牛をほふる者は、また人を殺す者、小羊を犠牲とする者

は、また犬をくびり殺す者、供え物をささげる者は、また豚

の血をささげる者、乳香を記念としてささげる者は、また偶

像をほめる者である。これはおのが道を選び、その心は憎む

べきものを楽しむ。（イザヤ書６６：１－３）神は常に、建

造物の状態よりも、宗教の外部形態よりも、私たちの心の状

態を最も気にしてこられた。次のことを自問してください：

生活の中で、神の御声（神のみことば）への深い畏敬の念を

持っているであろうか？神を愛し、神に従うように導かれて

ているであろうか？私の魂は、神からの招きや神の示される

方向に敏感であろうか？ 



ソロモン個人のための建造物： ７：１－１２ 

 

神殿建築に続いて、ソロモンは自分自身のための家とその他

様々な高貴な建物の数々を１３年間に渡って建てた（したが

って、計２０年に渡り、建造物の全てを建てた。）。エルサ

レムでの生活しながら、支配者の忙しい日常から離れ休息を

とるためにレバノンの森中の田舎にセカンドハウスを建て

た。ソロモンは、また、裁きの座に座って、人々のための裁

きのための意思決定を下すための裁判所を建てた。 

 

 

神殿における人々の働きの詳細： ７：１３－５１ 

 

建築過程における非常に詳細な描写が記されている。神殿は

華やかであった。扉のヒンジさえ黄金で造られていた（７：

５０）！大規模な鉢（全長１５フィート、深さ 7.5 フィート、

11,000 ガロンの水を保持する。）は様々な清めの儀式のため

に造られた（７：２３－２６）。祭司たちは、この大規模な

鉢の中で体を清めた。ここで行われた浸漬が、水に浸漬する

先駆者であるバプテスマのヨハネの宣教のための基礎を形成

した（マタイの福音書３：６）。ヨハネの洗礼が使徒の働き

に記されている「信者の水による洗礼」の基礎となった。こ

のように、現在、私たちが水による洗礼を行なうとき、伝統

的な水浸儀式と繋がっており、罪から清められて（しみのな

い状態で）神の御前に立つことを描写している。 

 

もう一つの興味深い特徴は、高い柱が 2 列、入り口に建てら

れていた（７：１５－２２）。それぞれの柱は高さ 22 フィー

トあり、それぞれに名前が付けられていた。右側の柱はヤキ

ン（確立する者）、そして、左の柱はボアズ（強さの象徴）。

それぞれの名前は、告白と犠牲と礼拝を通して維持される神

との正しい関係から強さも安全も育まれるということを礼拝

する者たちに思い出させた。 

 

「神と関係を持つ」とは一体どういう意味でしょうか？先ず

あなたが歩む自分中心の生き方から神に向くということであ

る。神の赦しの必要性を認めます。イエス様があなたの罪の

ために死んでくださったことを心から信じ（受け入れ）ます。

その瞬間、あなたは神の子とされるのです。（神の御霊がソ

ロモンの神殿に入って来てくださったように）聖霊様があな

たの内に入って来てくださいます。しかしながら、神と関係

を持つということは、日々、一瞬一瞬、神を信頼して生きる

ということである。神はあなたの基礎であり、生きる力であ

る。全てが神の基礎の上に建てられ、神（の力）と共に成さ

れるということである。ダビデ王が言ったように：わが力な

る主よ、わたしはあなたを愛します。主はわが岩・・・ 

（詩篇１８：１、２） 

 

 

主の契約の箱、神殿に運ばれる： ８：１－１１ 

 

神殿建設が完了し、モーセの時代に建設された幕屋から神聖

なる契約の箱とその他全ての重要な備品を神殿に運び込む時

がきた。その時、契約の箱はエルサレム内の一時的な幕屋の

中におかれていた傍ら、幕屋とその他の備品はエルサレムか

ら約５マイル北西に位置するギベオンにあった（第二歴代誌１：

３、４）。イスラエルの長老たちが神聖なる備品を神殿に運ぶ祭

司たちに同行した。 

 



そして祭司たちが聖所から出たとき、雲が主の宮に満ちたの

で、 祭司たちは雲のために立って仕えることができなかっ

た。主の栄光が主の宮に満ちたからである。（８；１０，１１） 

 

再び、聖書の中心的メッセージがここに見られる： 神は私

たちと共にいたいと願っておられる－インマヌエル（神は我

らと共にという意味）。どの時代にも、神は人々に宿ること

を求めておられる。今日もそうである。あなたの心を神の宮

（家）とされたいと願っておられる。 

 

ソロモンの献身の祈り： ８：１２－６１ 

 

ソロモンはイスラエルの人々に話した後（８：１２－２１）、

主に向かい献身の祈を捧げた（８：２２－５３）。この長い

祈りの間中、一つの願いが何度も何度も繰り返されている。

次のように言い換えることが可能である：あなたの民が罪を

犯し、この場所に来て告白し悔い改めるとき、彼らの罪を赦

し彼らを修復してください。 

 

最終的に、ソロモンは人々を祝福し（８：５４－６１）、神

殿と大規模な数の犠牲を神に捧げた。人々が信じられない程

の喜びに満たされて帰宅するに至るまで、その祝いは１４日

間続いた（８：６２－６６）。神の新しい宮が開放された！ 

 

今日、私たちには、いつでも即座に神のご臨在への経路が与

えられている。定められた場所に出向いて、神に近付く必要

は無い。私たちは「哀れみを受け、恵みに預かるために（へ

ブル人への手紙４：１６）」確信をもってイエスの元に来る

ことが出来る。失敗のために敗北に座る必要は無い。誠実

で、哀れみ深い大祭司であられるイエス様の所に直接行きま

しょう。この大祭司は、わたしたちの弱さを思いやることの

できないようなかたではない。罪は犯されなかったが、すべ

てのことについて、わたしたちと同じように試錬に会われた

のである。（へブル人への手紙４：１５） 

 

神、ソロモンの祈に応えられる： ９：１－９ 

（参照：第二歴代志７：１１－２２） 

 

ソロモンの献身の祈に答えられた神は次の２つのメッセージ

を送られた。一つ目は、民の赦しを請う叫びに耳を傾けてく

ださいというソロモンの願いに対して、神は： 

 

わたしの名をもってとなえられるわたしの民が、もしへりく

だり、祈って、わたしの顔を求め、その悪い道を離れるなら

ば、わたしは天から聞いて、その罪をゆるし、その地をいや

す。 今この所にささげられる祈にわたしの目を開き、耳を傾

ける。（第二歴代志７：１４，１５） 

 

神は完璧さを求めておられるのではなく、謙虚さと弱さを求

めておられる。彼らがあなたに対して罪を犯すことがあっ

て、人は罪を犯さない者はないのです、（第一列王記８：４６） 

 

第二歴代志７章１４節は頻繁に、アメリカ国家の祈の日に用

いられる。確かにこの箇所は国家としての告白と悔い改めに

相応しい箇所である。こうして元の文脈（ソロモンの神殿献

呈と神の反応）を見ると、この有名な聖句の真意の理解をさ

らに深めることが出来る。謙虚に祈る神の民のために神はい

かなる日であっても、いかなる時であっても、例え個人的で

あっても、天から聞いて、その罪をゆるし、その地をいやす

と仰っているのです。第二歴代志７章１４節の約束を主張す

るために国家の祈の日を待つ必要は無い。それは、今日も、



神が私たちに交わしてくださっている約束である。あなたが

最後に神の御前に謙虚に罪の告白をされ、癒し、修復してい

ただくよう祈られたのはいつでしたでしょうか？ 

 

次に、神はソロモンへ具体的なメッセージを送られた： 

 

あなたがもし、あなたの父ダビデが歩んだように全き心をも

って正しくわたしの前に歩み、すべてわたしが命じたように

おこなって、わたしの定めと、おきてとを守るならば、わた

しは、あなたの父ダビデに約束して『イスラエルの王位にの

ぼる人があなたに欠けることはないであろう』と言ったよう

に、あなたのイスラエルに王たる位をながく確保するであろ

う。（第一列王記９：４－５） 

 

契約に従順でいれば、ソロモンにもダビデの家系にもイスラ

エル国家にも大いなる祝福をもたらす。一方、不従順は重大

な結果をもたらす・・・ 

 

しかし、あなたがた、またはあなたがたの子孫がそむいてわ

たしに従わず、わたしがあなたがたの前に置いた戒めと定め

とを守らず、他の神々に行って、それに仕え、それを拝むな

らば、わたしはイスラエルを、わたしが与えた地のおもてか

ら断つであろう。またわたしの名のために聖別した宮をわた

しの前から投げすてるであろう。そしてイスラエルはもろも

ろの民のうちにことわざとなり、笑い草となるであろう。 

かつ、この宮は荒塚となり、そのかたわらを過ぎる者は皆驚

き、うそぶいて『なにゆえ、主はこの地と、この宮とにこの

ようにされたのか』と言うであろう。その時人々は答えて

『彼らは自分の先祖をエジプトの地から導き出した彼らの

神、主を捨てて、他の神々につき従い、それを拝み、それに

仕えたために、主はこのすべての災を彼らの上に下したので

ある』と言うであろう」。（第一列王記９：６－９） 

 

悲しいかな、ソロモンは、神に忠実でい続けることが出来な

くなる。むしろ、最終的に神に背をむけ、多くの女性への愛

によって心を支配されることを許してしまう。建造物を完成

させるのに２０年かかった。ソロモンの統治の最後の２０年

間において神への不従順を通してそれらを破壊した。ソロモ

ンの神である神の宮は妻たちの偶像の家となってしまった。

その結果、イスラエル国家は引き裂かれ、ソロモンの統治の

初期の頃の栄光は二度と見られることは無かった。 

 

使徒パウロは一世紀のキリスト教従者に宛てて、神殿につい

て次のように記した：不品行を避けなさい。人の犯すすべて

の罪は、からだの外にある。しかし不品行をする者は、自分

のからだに対して罪を犯すのである。あなたがたは知らない

のか。自分のからだは、神から受けて自分の内に宿っている

聖霊の宮であって、あなたがたは、もはや自分自身のもので

はないのである。あなたがたは、代価を払って買いとられた

のだ。それだから、自分のからだをもって、神の栄光をあら

わしなさい。（第一コリント６：１８－２０）それ以来、栄

光ある神のご臨在は人間の手によって築かれた建物の内に宿

ることは無かった。むしろ、神を王位に就かせる人の心に宿

られるようになった。もし、あなたがイエス・キリストを救

い主として受け入れられたならば、あなたの体は聖霊の宿る

宮であるということに気づく必要がある。ですから使徒パウ

ロは初期キリスト教従者に、「神殿」（それぞれの体）の神聖を維

持するよう細心の注意を払うよう力強く訓戒したのである。

あなたは、現代の神の宮に注意しておられるでしょうか？今

日、神は喜んであなたの内に宿っておられるでしょうか？ 


