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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 

 

第三メッセージ － ソロモンの盛衰 

第一列王記１０－１１章  

 

はじめに 

ソロモンの生涯の要約を学ぶとき、疑問に思えてならないこ

とがある。それ程までの知恵が与えられていながら、さ迷う

心と組み合わさった男は一体どこで間違えたのであろうか、

また、私たちは何を学べばよいのでしょうか？私たちは皆、

間違った選択によって大きな可能性を浪費し、生活を破滅し

た人たちの現代的な例を見てきている。ソロモンの時代には

ソロモンほど豊かに祝福された人は存在しなかった。ソロモ

ンは戦って勝ち取る必要なく、父であるダビデによって大規

模な連合国を受け継いだ。「神の御心の男」ダビデの息子で

あることによって、ソロモンには強い霊的遺産が与えられて

いた。更に、ソロモンの統治の初期には、何でも欲しいもの

を一つ神に願ってよいという非常にまれな機会が与えられ

た。彼は、まだ、二十歳であったため、国を支配するための

知恵を願った。その願いにお応えになられた神は、ソロモン

に生活のあらゆる側面を補うために超自然的な知恵の賜物を

お与えになった。ソロモンは、その人生を通して神を賛美し

イスラエル国家が世界に向けて神の証人となるという目的を

達成するために役立つという比類のない可能性を持ってい

た。出だしは良かったのだが、悲しいかな、長年にわたり、

ソロモンの心はさ迷い、神が託されたすべてを浪費してしま

った。「油断することなく、あなたの心を守れ、命の泉は、

これから流れ出るからである。（箴言４：２３）」ソロモン

は心を守ることに怠り、その結果、偉大なる神によって与え

られた可能性を無駄にしてしまった。 

 

 

応答の心はとてつもない愛から流れ出るべきである 

ソロモンはこの事を求めたので、そのことが主のみこころに

かなった。・・・。わたしはまたあなたの求めないもの、す

なわち富と誉をもあなたに与える。・・・もしあなたが、あ

なたの父ダビデの歩んだように、わたしの道に歩んで、わた

しの定めと命令とを守るならば、わたしはあなたの日を長く

するであろう」。（第一列王記３：１０－１４） 

 

神のとてつもない愛は、信じられないほどの知恵とこの世の

名声とあらゆる種類の財産の形でソロモンに注がれた。神

は、このようにして、とてつもない愛を注いでくださり、お

返しに、私たちによって愛されることを待ち望んでおられ

る。ソロモンの成すべき感謝の表現は、常にこれらの特権の

すべてを与えてくださっていたお方を覚えることであり、ま

た、先に愛してくださった神への愛を慎重に育んでいくこと

であった（第二サムエル１２：２４，２５）。悲しいな、ソ

ロモンは、神が定められたものをはるかに超えた富と財産と

女性を獲得するために、その地位と力を用いてしまった。ソ

ロモンの人生の外側は正しいように伺えたが、神の命令と警



告を恐れ聞き学ぶのではなく、彼の心の内の他への愛が静か

に背く方向へと駆り立てていった。（参照：神がモーセを通

してお与えになった警告－申命記６：１０－１５） 

 

 

ソロモンの統治の最初の２０年間、ソロモンはイスラエルの

王のために与えられた具体的な命令を背いた（参照：申命記

１７：１６－２０）： 

１．王となる人は自分のために馬を多く獲ようとしてはなら

ない。また馬を多く獲るために民をエジプトに帰らせてはな

らない（申命記１７：１６）。 

ソロモンは戦車と騎兵とを集めたが、戦車一千四百両、騎兵

一万二千あった。・・・ソロモンが馬を輸入したのはエジプ

トとクエからであった。・・・（第一列王記１０：２６－２８） 

 

２．また、妻を多く持って心を迷わしてはならない。 

（申命記１７：１７a） 

彼には王妃としての妻七百人、そばめ三百人があった。その

妻たちが彼の心を転じたのである。（第一列王記１１：３） 

 

３．また自分のために金銀を多くたくわえてはならない。

（申命記１７：１７b） 

さて一年の間にソロモンのところに、はいってきた金の目方

は六百六十六タラントであった。そのほかに貿易商および商

人の取引、ならびにアラビヤの諸王と国の代官たちからも、

はいってきた。ソロモン王は延金の大盾二百を造った。その

大盾にはおのおの六百シケルの金を用いた。また延金の小盾

三百を造った。その小盾にはおのおの三ミナの金を用いた。

王はこれらをレバノンの森の家に置いた。王はまた大きな象

牙の玉座を造り、純金をもってこれをおおった。 

（第一列王記１０：１４－１８） 

王はエルサレムで、銀を石のように用い、香柏を平地にある

いちじく桑のように多く用いた。（第一列王記１０：２７） 

ソロモンは、また、神殿建設の任務を果たす際、そのために

必要な材料や熟練した職人の多くを惜しみなく提供したヒラ

ムの王を軽視し、値打ちのない街々を与えた。 

ソロモンは二十年を経て二つの家すなわち主の宮と王の宮殿

とを建て終った時、 ツロの王ヒラムがソロモンの望みに任せ

て香柏と、いとすぎと、金とを供給したので、ソロモン王は

ガリラヤの地の町二十をヒラムに与えた。しかしヒラムがツ

ロから来て、ソロモンが彼に与えた町々を見たとき、それら

は彼の気にいらなかったので、彼は、「兄弟よ、あなたがく

ださったこれらの町々は、いったいなんですか」と言った。

それで、そこは今日までカブルの地と呼ばれている。ヒラム

はかつて金百二十タラントを王に贈った。 

（第一列王記９：１０－１４） 

誰かが、とてつもない愛を表してくれた時のあなたの反応は

何でしょうか？当然の権利の如く受け取りますか？それと

も、愛し、尊敬し、義務的にでは無く、惜しみなく愛を与え

てくれた寄贈者に感謝の意を示すでしょうか？そうでなけれ

ば、相手を侮辱することになります。 神の愛は無償でありと

てつもない愛である。しかし、私たちの心は勝手に祝福は所

有しているかのごとく感じる傾向がある。また、頻繁に結果

を決定し、境界線を拡げる権利があると感じる。あなたに個

人的に愛情を込めて注がれてきた恵みを乱用していないでし



ょうか？正直な答えが知りたいなら、あなたの最も身近な人

に聞いてみてください。 

 

 

シバの王女、ソロモンを訪問する： １０：１－１３ 

以前、エジプトに勝る賢明なソロモン王の知恵を聞くために

世界中の王たちが群がったということを学んだ： 

ソロモンの知恵は東の人々の知恵とエジプトのすべての知恵

にまさった。（４：３０） 

地のすべての王は神がソロモンの心に授けられた知恵を聞こ

うとしてソロモンに謁見を求めた。（第二歴代志９:２３;  

第一列王記４：３４；１０：２４） 

シバの女王の訪問は、ソロモンの知恵が外国の君主たちにま

で非常に大きな影響を及ぼしていたことを示す一例である。 

シバの女王は主の名にかかわるソロモンの名声を聞いたの

で、難問をもってソロモンを試みようとたずねてきた。彼女

は多くの従者を連れ、香料と、たくさんの金と宝石とをらく

だに負わせてエルサレムにきた。彼女はソロモンのもとにき

て、その心にあることをことごとく彼に告げたが、 

（第一列王記１０：１，２） 

シバの女王はソロモンの知恵について聞いていただけでな

く、宮殿の雄大さ、宮殿内の働き人の作法や運営振り、更

に、「主の宮の所へ上る階段」、これらの全てを目にして、

「女王は圧倒された」。（１０：５－NIV） 

彼女は王に言った、「わたしが国であなたの事と、あなたの

知恵について聞いたことは真実でありました。しかしわたし

がきて、目に見るまでは、その言葉を信じませんでしたが、

今見るとその半分もわたしは知らされていなかったのです。

あなたの知恵と繁栄はわたしが聞いたうわさにまさっていま

す。あなたの奥方たちはさいわいです。常にあなたの前に立

って、あなたの知恵を聞く家来たちはさいわいです。あなた

の神、主はほむべきかな。主はあなたを喜び、あなたをイス

ラエルの位にのぼらせられました。主は永久にイスラエルを

愛せられるゆえ、あなたを王として公道と正義とを行わせら

れるのです」。（１０：６－９） 

訪問中の女王は、ソロモンのあらゆる成功において神のご栄

光を表した。女王は、ソロモンの祝福と成功がどこから来る

のか見極める洞察力を持っていた（第一列王記１０：９）。

ソロモンの神が祝福してくださった。外国の指導者から発さ

れたそのような言葉がソロモンの心に影響を及ぼしたのかと

疑問に思われるかもしれない。ソロモンの即位から２０年以

上経ち、神は、外国の指導者をお用いになり、なぜソロモン

がこれほどまでに豊かに祝福されているかを思い出させよう

とされた。 

１．神はソロモンをお喜びになった。 

２．神はソロモンをイスラエルの王位に着かせた。 

３．神はイスラエルへの永遠の愛からソロモンを王位におかれた。 

４．ソロモンは義を維持することが求められていた。 

神は頻繁に思いもよらない使者を用いて、私たちの人生の神

の働きや祝福が神から授かったものであるということを思い

出させてくださる。私たちは、いとも簡単にそのことを忘れ

てしまい、当たり前と考えがちである（または、神の祝福が

足りないと怨んだりしてしまう）。神が、意外な使者をお用

いになって、神の偉大なる愛を思い出させてくださったこと

がなかったでしょうか？逆に、あなたが、神と神の愛を見失

った誰かのために予想外の使者となる事は可能でしょうか？ 



多くの王や王女たちのソロモン訪問は、ヤハウェ（神）のご

性質を世に表すというイスラエル国家が存在する目的に見事

に当てはまった（出エジプト１９：５，６）。ソロモンの栄

光の日々に起きていたことである。神はソロモンに対する夢

の中での約束を果たされたのである（第一列王記３：５－１５）。

この世の人々は、ソロモンとその民の知恵とあり方の内に、

神のご性質が現されるのを見たのです。 

女王とソロモンは異常な量の贈り物を交換し国へ帰った。 

特権には責任が伴う。イエス様は次のように言われた：主人

のこころを知っていながら、それに従って用意もせず勤めも

しなかった僕は、多くむち打たれるであろう。（ルカの福音書

１２：４７）私たちには、与えられているものすべての上に責

任が問われている。神は、私たちが与えられている特権をも

ちいて神を褒めたたえ、また、他の人の利益のためにも用い

ることを期待しておられる。あなたはどのような特権を与え

られているでしょうか？教育、体力、音楽、芸術、リーダー

シップ、富、旅行の機会、霊的賜物、そして、天性の才能、

等。人に褒められたとき、次のように答えるよう努めましょ

う「ありがとうございます。でも、この賜物を与えそれを育

む機会を与えてくださった神にご栄光をお与えします。神無

しに、今の私は存在しないということを私はよく知っている

からです。」 

シバの女王が正確にどこに存在していたかの位置付けは不明

である。イエス様は、その女のことを「南の女王」と表現し

ている（マタイの福音書１２：４２）。多くの、その他の聖

書的根源は、シバの女王は、エチオピアの女王であったとい

う説を支持しています。長年にわたるエチオピア伝説は、女

王はソロモンの子供を宿した結果、エチオピアの王朝全体は

「ソロモンの子」であり、神の祝福を相続する子孫であると

述べることによって、シバの女王のソロモン訪問に関する聖

書の物語をはるかに超えている。また、神聖な神の箱は、あ

る時、エチオピアに持ち込まれて以来、今日もエチオピアの

どこかに存在していると信じている。エチオピアの多くの教

会は「箱」の象徴が教会の指導者たちによって捧げられ、 

そうすることによって真に神聖な礼拝の場を設けている。 

エチオピアの伝説と対照的に、何人かの聖書学者たちは、 

シバの女王はアラビアの南西部にいた可能性が極めて高いと

考えている。シバの正確な位置は未だにミステリーである

が、それは聖書的に女王の訪問の物語を私たちが適用するに

あたり重要な問題ではない。 

 

 

ソロモンの比類なき名声と栄光： １０：２３－２９ 

このようにソロモン王は富も知恵も、地のすべての王にまさ

っていたので、全地の人々は神がソロモンの心に授けられた

知恵を聞こうとしてソロモンに謁見を求めた。人々はおのお

の贈り物を携えてきた。すなわち銀の器、金の器、衣服、没

薬、香料、馬、騾馬など年々定まっていた。（１０：２３－２５） 

神は常に世にご自分を現されることを求めておられる。また

そのために神が用いられる方法は、人をお用いになって神の

メッセージを他の人々に伝えられるという方法である。その

ためにイエス様は、従者たちを次のように表現された「地の

塩」、「世の光」。似たように、使徒パウロは、初期のキリ

スト教信者を「キリストの使者」であり「この世で輝く星」

と表現している。神は、あなたの影響を受ける人々の間にも

神を現されるためにあなたを用いたいと思っておられる。あ

なたが望むならば、神は、あなたの人生の全て－行い、価値

観、反応、言葉、人間関係、性格、作品...あなたの全てを介し



て、あなたを輝かせてくださる。今、あなたの人生とあなた

に影響される人々の輪を思い浮かべてください。その中で、

神を指し、神のご栄光を表す知恵ある言葉と行動を見極める

ことができる人がいないでしょうか？ 

 

 

ソロモンの降下： １１：１－８ 

第一列王記１１章は、ソロモンについて驚くばかりの悲しい

言葉によって始まる： 

ソロモン王は多くの外国の女を愛した。すなわちパロの娘、

モアブびと、アンモンびと、エドムびと、シドンびと、ヘテ

びとの女を愛した。主はかつてこれらの国民について、イス

ラエルの人々に言われた、「あなたがたは彼らと交わっては

ならない。彼らもまたあなたがたと交わってはならない。彼

らは必ずあなたがたの心を転じて彼らの神々に従わせるから

である」。しかしソロモンは彼らを愛して離れなかった。

（１１：１，２） 

ソロモンは知恵と富を収集しただけでなく、いつからか各国

の女性も集めるようになっていた。聖書は、具体的に７００

人の妻と王女に加え３００人の妾がいたことを具体的に記し

ている。一番明確であるのは最後の節である：ソロモンは彼

女らを愛して離れなかった。外国の女がソロモンの心のを占

める一番の愛であった（エジプトのパロの娘をはじめとし－

第一列王記３：１）。彼女たちを喜ばせることが彼の主な関

心事であった。 

ソロモンが年老いた時、その妻たちが彼の心を転じて他の

神々に従わせたので、彼の心は父ダビデの心のようには、 

その神、主に真実でなかった。（１１：４） 

ソロモンは、外国の女たちを愛しただけでなく、彼女らが望

むままに妥協し、数々の偶像をエルサレムの中やその周囲で

礼拝できるようにした。更に、ソロモン自身も妻たちと共に

偶像を拝んだ。ソロモンは、神に忠実を守らなかった。むし

ろ、他の神々のための礼拝の場を建設し、その後、異教の崇

拝の儀式に加わるようになった。 

 

 

神によるソロモンに対する裁き： １１：９－１３ 

それゆえ、主はソロモンに言われた、「これがあなたの本心

であり、わたしが命じた契約と定めとを守らなかったので、

わたしは必ずあなたから国を裂き離して、それをあなたの家

来に与える。 しかしあなたの父ダビデのために、あなたの世

にはそれをしないが、あなたの子の手からそれを裂き離す。 

ただし、わたしは国をことごとくは裂き離さず、わたしのし

もべダビデのために、またわたしが選んだエルサレムのため

に一つの部族をあなたの子に与えるであろう」。 

（１１：１１－１３） 

もし、何年も昔、アメリカに主の怒りを受けた大統領がいた

として、「合衆国」が永久に南北の別々の国に分けられたと

想像してみてください。更に、大部分の州は北に行き、異な

る原則に基づいて全く異なる憲法を形成したと想像してくだ

さい。まさに、その自体がソロモンの罪の結果イスラエル国

家に生じたのである。イスラエルは、永久に北の１０部族と

モーセとダビデ（小さいベニアミン部族は大規模なユダ部族

として含まれた。）の律法に忠実であった南の 2 つの部族に

永久に分割され、それぞれが政治的、経済的、霊的に独自の

道を歩んだ。イスラエルの歴史はソロモンの不信仰によって

永遠に変わってしまった。それ以降、旧約聖書の物語を通し



て、「イスラエル」は、ソロモンの後に分裂した北部の 10 部

族を指している。「ユダ」とは、ダビデの王室の血統を継ぎ

主の真の崇拝を守るよう努めた残りの南の部族（ユダ部族とベニア

ミン部族）の名称である。 

私たちは、頻繁に、神に従わないという選択の長期的な影響

を検討することに怠る。聖書の言う「罪のはかない快楽」に

陥ってしまう（へブル人への手紙１１：２５）。私たちは、目隠しをし

て目先の機会に飛躍し、その結果、その選択のために大きく

苦しむ。テープを早送りし、心の中で先を見る技術を身に着

けましょう。誘惑されたら、立ち止まり、未来－自分の人生

と他人の人生に、その罪が及ぼす影響の可能性、罪の道を歩

み続ける先に失うもの－を思い描いてみましょう。同時に、

罪を拒絶し、神の教えを肯定することによって得られるもの

を熟考してみましょう。ソロモンが二度記した箴言（しかし、ソ

ロモン自身が守ることが出来なかった。）：人が見て自ら正しいとする道

でも、その終りはついに死に至る道となるものがある。（箴

言１４:１２）人が見て自分で正しいとする道があり、その終

りはついに死にいたる道となるものがある。（箴言１６：２５） 

 

 

神、ソロモンに敵を起こす： １１：１４－４０ 

この時まで、ソロモンは、平穏な統治を満喫していた。その

後、人生の終わりに向かって、混乱が王国に入り始めた。神

は、訓育のために、北と南の様々な人や圧力によってソロモ

ンの注意を引こうとした。先ずハダデ、次にレゾン、そして

最後にヤラベアムを敵とされた。実際、ヤラベヤムには、神

の命令により、ソロモンから北の１０部族を取り上げるよう

命じられた。しかし、悲しいかな、ダビデ王を殺そうとした

イスラエルの初代王であったサウルと同様に、ソロモンは自

分の罪を悔い改めるどころか、むしろ、神によって用いられ

ていたヤラベヤムを殺そうとした。ここにソロモンとその父

ダビデとの間に鍵となる違いが見られる。ダビデが罪に定め

られたとき、壊れた卑しい人間として悔い改めた。ソロモン

が罪に定められたとき、彼は知恵を用いて、その結果を回避

し、自分の人生を支配しようとした。 

 

 

ソロモンの死： １１：４１－４３ 

最後に、ソロモンの死について記されている。イスラエル全

土を４０年間支配した偉大な栄光と可能性が悲しみと悲劇で

終わる。実に理解し難い－多くをソロモンに授けられ、惜し

みなくソロモンを愛してくださっていた神に心を向けること

は容易いはずであった。聖書のソロモンの物語は、すべての

人間に起こりうることであると注意を促しているのである。 

 

心が神から離れてさ迷わないようにするには 

どうすればよいでしょうか？ 

油断することなく、あなたの心を守れ、命の泉は、これから

流れ出るからである。（ソロモン：箴言４:２３） 

 

ソロモンは正しい答えを知っていたが、自分のアドバイスを

守ることができなかった悲劇である。「心を守る」というこ

とは、心を神に近づけながら、神が惜しみなくどれほど私を

愛してくださっているかを知ることを求める日々の選択であ

る。そして、自分の人生を神に喜んでいただくために、また

神のご栄光のために生きることによって、神への愛をお返し



し、神の愛の恩恵に応えなければならない。以下は、熟考す

るためのいくつかのステップである： 

 

第一ステップ ‐ 私の心は虚偽で危険であるという神のみ

言を信じなければならない。これはまさに心が激しく「守ら

れる」必要がある理由である。心はよろずの物よりも偽るも

ので、はなはだしく悪に染まっている。だれがこれを、よく

知ることができようか。（エレミヤ書１７：９）私たちには

堕落した罪の性質を持っているので、心は常に正しい方向に

導くわけではない。定期的に、自分自身をある種の信念や愛

や行動を超えていると思うように惑わすでしょう。それは間

違った道へと自分を手招きすることになる。使徒パウロは次

のように記している：わたしの内に、すなわち、わたしの肉

の内には、善なるものが宿っていないことを、わたしは知っ

ている。なぜなら、善をしようとする意志は、自分にある

が、それをする力がないからである。すなわち、わたしの欲

している善はしないで、欲していない悪は、これを行ってい

る。（ローマ人への手紙７：１８，１９）自分の内の罪の問

題の深刻さに気付くことは賢明なことである。したがって、 

「心を守る」ための第一ステップは、自分の心の守りの深刻

さを認めるということである。 

 

第二ステップ － 神が本当に自分を愛してくださっている

ことを理解し、また、自己中心的な人生から私を救うために

神が犠牲にしてくださったことの理解を育まなければならな

い。言い換えると、神の私への愛が心に深く根付く必要があ

る。そのためには、意図的に時間を神のみ言に浸し、思考に

浸透するまで、魂と心を真実で満たさなければならない。 

使徒パウロは、友人のために次のように祈った「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、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。」（エペソ人への手紙３：１８，１９） 

もし、真に心から自分への神の愛が理解できたなら、もっと

真剣に私の魂の愛する偉大なお方を傷つける代価を数えるで

しょう。 

 

第三ステップ ‐ 神の愛の根が肥えた良い土に根付くと

き、（参照：マルコの福音書４章のたとえ話）私の心を引っ張り、神か

ら離そうとする誘惑（とげとアザミのたとえ話）から立ち去るために

日々選択しなければならない。正しい選択をするということ

は、いつも容易であるとは限らない。したがって、説明責任

があるパートナーを持つことが重要である。あなたの選択の

責任を持つ人は誰でしょうか？心が罪に引っ張られそうにな

った時、あなたは誰に助けと祈りを求められるでしょうか？ 

あなたは、いつ、どんな問題についても厳しく助言してくれ

ることを許しておられる人がいるでしょうか？ソロモン自身

も次のように記した：ふたりはひとりにまさる。彼らはその

労苦によって良い報いを得るからである。（伝道の書４：９） 

神の道に忠実でいるための戦いの中で、あなたのチームにい

るのは誰ですか？ 

 

第四ステップ ‐ 最後に、先に述べたように、冷静な長期

的思考に従事するということが最良である。テープを早送り

ししましょう。あなたの選択の影響、また、あなたの人生が

他の人に与える結果を考慮しましょう。私が箴言の初めの 9

章を言い換えるとしたら：知恵の中に歩むことを選択するこ

とは、いのちへと繋がる。愚かさに従うことは、破壊へと繋

がる。 

 


