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2021年 5月 16日(日)礼拝メッセージ 

聖書箇所：雅歌 1章 5～8節 

タイトル：「黒いけれども美しい」 

  

 前回から雅歌を学んでいます。きょうは、1章 5節から 8節までの箇所から「黒いけれど

も美しい」という題でお話します。「雅歌」とは「歌の中の歌」という意味です。これは花

婿と花嫁の最高の愛の歌です。2節から花婿に対する花嫁の歌が続いています。2節には「あ

の方が私に口づけしてくださったらよいのに」とあります。どうしてですか。花婿がそれほ

ど麗しい方だからです。2節の後半には「あなたの愛は、ぶどう酒にまさって麗しく」とあ

ります。主イエスが与えてくださる愛は、この世が与える喜びや楽しみよりもはるかにすば

らしいのです。 

 

3節には、「あなたの香油は香り芳しく、あなたの名は注がれた香油のよう。」とあります。

これは、神に献げられた芳しい香りです。キリストは、神でありながらご自身を虚しくし、

死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。それゆえに神は彼を高く上げ、すべ

ての名にまさる名をお与えになられました。捧げ尽くすところにいのちの祝福があります。

キリストはご自分のいのちを献げられたので、その香油は香り芳しいのです。 

 

4節には「私を引き寄せてください」とあります。この方は私たちを引き寄せてくださる

方です。私たちが神を愛したのではありません。神が私たちを愛し、私たちの罪のために、

宥めの供え物としての御子を遣わしてくださいました。ここに愛があります。神が私たちを

引き寄せてくださいました。私たちはキリストの花嫁として、花婿であられるキリストとの

関係に入れられたのです。何という恵みでしょうか。しかし、そればかりではありません。

花嫁の花婿に対する愛の歌はまだ続きます。 

 

Ⅰ．私は黒いけれども美しい(5-6) 

 

まず 5～6節をご覧ください。「エルサレムの娘たち。ケダルの天幕のように、ソロモンの

幕のように、私は黒いけれども美しい。あなたがたは私を見ないでください。私は日に焼け

て、浅黒いのです。母の息子たちが私に怒りを燃やし、私を彼らのぶどう畑の番人にしたの

です。でも、私は自分のぶどう畑の番はしませんでした。」 

 

花嫁はエルサレムの娘たちに語りかけています。「ケダルの天幕」とは、黒やぎの毛でで

きたテントのことです。「ケダル」とは、創世記 25章 13節に出てくるイシュマエルの子ど

もの一人です。イシュマエルとはアブラハムと妻サラの女奴隷ハガルとの間に生まれた子

どもです。その次男がケダルです。彼は、今日のアラブ民族の祖先となります。彼らは遊牧
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民となりましたが、黒やぎの毛で作られた天幕に住みました。それは黒く、汚れていました。

花嫁は自分の姿を見て、そのケダルの天幕のように黒いと言ったのです。しかし、ただ黒い

のではありません。ここには「黒いけれども美しい」とあります。それはソロモンの幕のよ

うです。「ソロモンの幕」とは、神殿の聖所と至聖所を仕切る垂れ幕のことです。この垂れ

幕については、出エジプト記 26章 31節にこうあります。「また青、紫、緋色の撚り糸、そ

れに撚り糸で織った亜麻布を用いて、垂れ幕を作る。これに意匠を凝らしてケルビムを織り

出す。」これはイエス・キリストご自身を表していた、最も美しい幕でした。ですからここ

で花嫁が言っていることは、自分はケダルの天幕のように黒く汚れているけれども、ソロモ

ンの幕のように美しいということです。 

 

どうして彼女はそのように言うことができたのでしょうか。それは花婿がそのように見

てくれるからです。8節を見てください。ここには「女の中で最も美しいひとよ」とありま

す。これは花婿の言葉です。確かに彼女は真昼の日照りの中で畑の見張りをさせられ、日に

焼けて浅黒くなっていたかもしれませんが、花婿にとっては最も美しく、愛すべき最高の花

嫁だったのです。だから彼女は、「私は黒いけれども美しい」と言うことができたのです。 

 

これは私たちにも言えることです。私たちもケダルの幕のように黒く罪に汚れた者です

が、主はそんな私たちを見てこうおっしゃってくださる。「女の中で最も美しいひとよ」そ

れゆえ、私たちも「私は黒いけれども美しい」と言うことができるのです。大切なのは私た

ちが自分をどのように見るかではなく、主がどのように見てくださるかということです。人

がどのように見るかではなく、神さまがどのように見てくださるかということなのです。神

さまが見られるその姿こそ私たちの正確な姿であり、私たちが持つべきアイデンティティ

ーなのです。 

 

それにしても、彼女はどうしてそのように見ることができたのでしょうか。6節にはその

理由があります。「あなたがたは私を見ないでください。私は日に焼けて、浅黒いのです。

母の息子たちが私に怒りを燃やし、私を彼らのぶどう畑の番人にしたのです。でも、私は自

分のぶどう畑の番はしませんでした。」 

花嫁はここで、自分がこのように黒くなったのは生まれつきではないと言っています。日

に焼けたからだと。母の息子たち、すなわち兄弟たちが、私をぶどう畑の番人にしたので、

炎天下にさらされた結果、日焼けして浅黒くなってしまったのです。 

 

でもそうでしょうか。確かに日に焼けて黒くなったということもあるでしょうが、でも普

段生活するうえではそんなに気にならなかったでしょう。彼女が自分は黒いということを

こんなに意識しているのは、実は花婿であられる王の前に出たからなのです。彼女は透き通

るように美しく光輝いた王の前に出たとき、自分があまりにも黒いということに気付かさ
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れたのです。私たちも主の御前に立つとき、自分がいかに黒いのか、汚れているのかがはっ

きりわかります。暗闇の中にいると自分の黒さには気付きません。光の中に立たされて初め

てその黒さに気付かされるのです。 

 

あの預言者イザヤもそうでした。彼は自分が預言者としてイスラエルの民の姿を見たと

き、「わざわいだ」と何度も非難し断罪しましたが、高く上げられた御座に着いておられる

主を見たとき、そのものすごい聖さに打ちのめされてしまいました。そしてこう言ったので

す。「ああ、私は滅んでします。この私は唇の汚れた者で、唇の汚れた民の間に住んでいる。

しかも、万軍の主である王をこの目で見たのだから。」(イザヤ 6:5)彼はイスラエルの民と

自分を比較していたときには気付きませんでしたが、主の聖さに触れたとき、自分がいかに

汚れているかということに気付かされたのです。そうです、人は闇の中にいると自分汚れに

は気付きませんが、主の前に立たされたときに初めて、その黒さに気付かされるのです。 

 

あのパウロもそうでした。彼は自分のことを「罪人のかしら」(Ⅰテモテ 1:15)と言って

います。新約聖書の中の 13もの手紙を書いたパウロですら、神の聖さ、神の恵みの大きさ

が分かったとき、「罪人のかしら」であると告白せざるを得なかったのです。 

 

神に近づけば近づくほど、光に近づけば近づくほど、影は伸びるものです。ですから、ク

リスチャンとして霊的に成熟すればするほど自分の汚れ、罪深さ、醜さが示されるのは当然

のことなのです。どんなに自分が熱心に信仰に励み、信仰歴も長く、それなりに立派にやっ

てきたと思っていても、主の御前に立たされるなら、「私は黒い」と言わざるを得なくなる

のです。 

 

けれども美しい!のです。なぜ？花婿なるキリストがそのように見てくださるからです。

主はそんな私たちの汚れを、ご自身の血をもってきよめてくださいました。その血によって、

しみや、しわや、そのようなものが何一つない者としていただいたのです。 

エペソ 5章 26～27節にはこうあります。「キリストがそうされたのは、みことばにより、

水の洗いをもって、教会をきよめて聖なるものとするためであり、ご自分で、しみや、しわ

や、そのようなものが何一つない、聖なるもの、傷のないものとなった栄光の教会を、ご自

分の前に立たせるためです。」「キリストがそうされたのは」とは、キリストが教会のために

ご自分をささげられたのはということです。キリストがそうされたのは、教会をきよめて聖

なるものとするためでした。罪や汚れを洗いきよめ、しみや、しわや、傷や、そのようなも

のが何一つない栄光の教会を、ご自身の御前に立たせるためだったのです。ここに「ご自分

で」とありますね。それは私たちがすることではありません。それは主がなさることです。

私たちは自分の手で自分をきよめることなどできません。きよめてくださるのは主なので

す。 



4 

 

 

ですから、私たちは、見た目には確かに黒いかもしれません。自分の罪深さに「これでも

か」と打ちのめされそうになることがあるのですが、主はそのような私たちをきよめてくだ

さり、「女の中で最も美しいひとよ」と言ってくださるのですから、私たちも「私は黒いけ

れども美しい」と告白することができるのです。これが私たちの姿です。あなたもイエス・

キリストを信じるなら、このように告白できるようになります。ぜひ信じていただきたいと

思います。 

 

Ⅱ．私のたましいの恋い慕う方(7) 

 

次に 7節をご覧ください。「私のたましいの恋い慕う方。どうか私に教えてください。ど

こで羊を飼っておられるのですか。昼の間は、どこでそれを休ませるのですか。なぜ、私は

あなたの仲間の羊の群れの傍らで、顔覆いをつけた女のようにしていなければならないの

でしょう。」 

 

ここで花嫁は花婿を「私のたましいの恋い慕う方」と呼んでいます。新改訳第 3 版では

「私の愛している人」と訳しています。口語訳では「わが魂の愛する者よ」となっています。

ここではただ愛している方というよりも、「私のたましいの恋い慕う方」とか「わが魂の愛

する者よ」というのが適切だと思います。というのは、ただ愛しているのではないからです。

たましいから愛しているのです。たましいから愛するとはどういうことでしょうか。それは

最も深いレベルで愛するということです。それは最大の愛の表現です。極みの愛です 

 

マタイ 22章 37～38節には、「イエスは彼に言われた。「『あなたは心を尽くし、いのちを

尽くし、知性を尽くして、あなたの神、主を愛しなさい。』これが、重要な第一の戒めです。」

とあります。これはある律法の専門家が「律法の中でどの戒めが一番重要ですか。」と尋ね

たことに対して、イエスが答えられたことです。ここで主イエスは彼に「心を尽くし、いの

ちを尽くし、知性を尽くして、あなたの神、主を愛しなさい」と言われました。この「いの

ちを尽くして」が「たましいを尽くして」ということです。それはいのちがけの愛です。い

のちがけで愛しなさいというのです。これは最大の愛の表現なのです。ですから、ここで花

嫁が花婿に対して「私のたましいの恋い慕う方」と言うとき、それは自分のたましいから恋

い慕っている方、いのちをかけて愛するほどの方だと告白しているのです。 

 

人はだれを愛するのかによって、また、何を愛するのかによって、その人生が決まります。

それによって人生観も決まるのです。もしあなたが自分自身を愛するなら、そのような人生

になります。いつも自分が願うようにならないと気が済まなくなるので、不平不満とかつぶ

やきに満たされることになります。まさに「フロイトの快楽の原則の通り」です。現代の精
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神医学や心理学の問題はここにあります。 

生きる意味を失ってしまい、迷っていたある若者が、ある日、精神病院を訪ね、医者と相

談しました。ところが、その精神科の医者は、フロイトの快楽の原則の通りに、「あなたが

願う通りに快楽を楽しんでみなさい」とアドバイスしました。そのアドバイスに従って青年

は、歓楽街へと行き、女遊びに明け暮れました。青年は二度と医者の所へは戻ってきません

でした。彼は、自分に嫌気がさして自殺したのです。 

この世の快楽だけでは、決して解決できない精神的空虚と不安のために、人々のたましい

は疲れ果てています。もしあなたが自分を愛するなら、自分の願う通りに行かない現実に嫌

気がさして、何をしても満たされることはないでしょう。 

しかし、神を愛するなら、感謝と喜びに溢れるようになります。なぜなら、神は完全であ

られるからです。この神を愛し、神に従うなら、神があなたの必要を満たし、歩むべき確か

な道を示し、あなたの思いを越えたすばらしい結果をもたらしてくださるので、あなたは平

安と喜び、感謝を得るようになります。大切なのは、自分を愛することではなく、神を愛す

ることです。イエス様は「心を尽くし、いのちを尽くし、力を尽くして、あなたの神である

主を愛しなさい」と言われました。これが第一の戒めです。 

 

私たちの主は、たましいを尽くして愛するのにふさわしい方です。なぜなら、主は私たち

のためにご自身のいのちを与えてくださったからです。ヨハネ 15 章 13 節を開いてくださ

い。ここには、「人が自分の友のためにいのちを捨てること、これよりも大きな愛はだれも

持っていません。」とあります。主はそのような愛で私たちを愛してくださいました。これ

以上の愛はありません。私たちはこの愛で愛されているのです。それゆえ、この方をたまし

いの愛で、いのちがけの愛で愛するのは当然のことなのです。あなたはどうでしょうか。あ

なたはだれを愛していますか。何を愛しているでしょうか。そのことによってあなたの価値

観が決まります。あなたの人生が決まるのです。 

 

花嫁はここで自分がこのように黒いのは家族のせいだとずっと恨んでいました。母の息

子たちが私に怒りを燃やし、私を彼らのぶどう畑の番人したので、私はこんなに浅黒くなっ

たんだと苦々しい思いでいました。しかし、花婿に目を留め、花婿をたましいからの愛で愛

したとき、そうした恨み辛みから解放されました。そしてこう尋ねているのです。「どうか

私に教えてください。どこで羊を飼っているのですか。」 

 

ここで花嫁は、花婿である王が羊飼いであることを示唆しています。ある人はここから、

主な登場人物が 3人いると考えます。すなわち、王である花婿と羊飼い、そして花嫁です。

このように考える人は、羊飼いのような身分の低い人が高貴な王であるはずがないと考え

ます。常識的にはそうかもしれません。しかし、王でありながら、同時に羊飼いであられる

方がいます。だれでしょうか？イエス・キリストです。イエス・キリストは王の王、主の主
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でありながら、同時に羊飼いであられます。黙示録 19章 16節にはこうあります。「その衣

と、もものところには、「王の王、主の主」という名が記されていた。」「その衣」とは、白

い馬に乗っておられる方で、「確かで真実」と呼ばれ、義をもってさばかれる方です。その

方は血に染まった衣をまとい、「神のことば」という名で呼ばれていた方とありますから、

この方はイエス・キリストです。イエス様は「王の王、主の主」と呼ばれる方なのです。 

 

しかし、同時にこの方は羊飼いでもあられます。ヨハネ 10章 11節をご覧ください。ここ

には「わたしは良い牧者です。良い牧者は羊たちのためにいのちを捨てます。」とあります。

これはイエス様のことばです。イエス様は「わたしは良い牧者です」と言われました。イエ

ス様は羊飼いでもあられるのです。また、また、ヨハネ 10章 14節には「わたしは良い牧者

です。わたしはわたしのものを知っており、わたしのものは、わたしを知っています。」と

あります。これもイエス様のことばです。イエス様は「わたしは良い牧者です」と言われま

した。 

ですから、イエス様は王の王、主の主であられますが、同時に羊飼いでもあられるのです。

その羊飼いである花婿に対して花嫁はここで、私のたましいの恋い慕う方よ、あなたはどこ

におられるのですかと尋ねています。どこで羊を飼っているのですか、教えてください、と

言っているのです。彼女は羊飼いであられる花婿と一緒にいたいのです。片時も離れること

ができません。離れたくないのです。花婿が一緒にいなければ満足することができません。

羊の群れと一緒にいるだけでは満足することができません。彼女にとっては花婿が必要で

あり、いつも花婿と一緒にいたいといのです。 

 

あなたはどうでしょうか。あなたは花婿なる主と一緒にいたいという切なる願いがある

でしょうか。そのことを求めているでしょうか。教会に行ける時には行きますとか、時間が

あれば聖書を読みます、祈ります、ということはないでしょうか。そのような思いでは行く

ことはできません。読めません。祈れません。人は何を愛するかによってその行動が決まる

からです。ダビデは、このように言いました。「私は一つのことを主に願った。私はそれを

求めている。私のいのちの日の限り、主の家に住むことを。主の麗しさを仰ぎ見、その宮で、

思いにふける、そのために。」(詩篇 27:4) 

私たちも一つのことを主に願いましょう。私のいのちの日の限り、主の家に住むことを。

主の麗しさを仰ぎ見、その宮でふける、そのために。心を尽くし、たましいを尽くし、力を

尽くして主を愛しましょう。いつも主と一緒にいることを切に求めたいと思います。 

 

Ⅲ.羊の群れの足跡を追って出て行き(8) 

 

そのような花嫁の願い、叫びに対して、王である花婿は何と答えているでしょうか。8節

をご覧ください。「女の中で最も美しいひとよ。あなたが知らないのなら、羊の群れの足跡
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を追って出て行き、羊飼いたちの住まいの傍らで、あなたの子やぎを飼いなさい。」 

 

「女の中で最も美しいひとよ。」これは先ほども述べたように、花嫁である教会、私たち

クリスチャンのことです。私たちは確かに黒くて醜い者ですが、花婿であられるキリストの

目には最も美しいものと映っているのです。たとえ自分が黒い者だと思っていても、たとえ

自分が同じ罪を繰り返すような情けない者であっても、あなたはイエス様にとってかけが

えのない存在なのです。「わたしの目には、あなたは高価で尊い。わたしはあなたを愛して

いる。」(イザヤ 43:4)と言ってくださるのです。そのお方がどこにいるのかあなたが知らな

いのなら、わたしがどこにいるのかを本当に知りたいと思うなら、どうすれば良いかを教え

ています。それは、「羊の群れの足跡を追って出て行き、羊飼いたちの住まいの傍らで、あ

なたの子やぎを飼いなさい。」ということです。どういうことでしょうか。 

 

ここでは二つのことが言われています。第一に、「羊の群れの足跡を追って出て行きなさ

い」ということです。これは、いわゆる 1匹狼のようなクリスチャンは存在しないというこ

とです。クリスチャンはみな羊です。羊は群れで行動します。もし単独で行動するとどうな

るでしょうか。あの 1匹の迷える子羊のたとえにあるように、どこかに迷子になってしまい

ます。聖書には教会はキリストのからだにたとえられていますが、からだはバラバラでは存

在しません。キリストを頭として、からだ全体が一つとなってこそ機能します。それと同じ

です。私は群れが苦手だから自分で信仰を守りますとか、礼拝に行かなくても大丈夫です、

どこでも礼拝できますから。自分で聖書を読んで祈りますと言われる方がおられますが、本

当にできるでしょうか。もうそんなことは何年もやってきたので卒業しました。イエス・キ

リストだけでいいんです。こういうのは、聞こえはいいですがこれほど非聖書的なことはあ

りません。なぜなら、聖書はそのようには教えていないからです。もしあなたがイエス様を

知らないと思うなら、羊の群れの足跡を追って行かなければなりません。羊の群れとは何で

しょうか。それは、キリストの教会のことです。もしあなたが、花婿がどこにいるのかを知

りたいなら、羊の群れである教会の足跡に着いて行かなければなりません。 

 

へブル 10章 25節には、「ある人々のように、いっしょに集まることをやめたりしないで、

かえって励まし合い、かの日が近づいているのを見て、ますますそうしようではありません

か。」とあります。私たちはある人たちのようにいっしょに集まることをやめたりしないで、

かえって励まし合うことが必要です。かの日とはキリストの再臨の日のことですが、その日

が近づいています。それを見てますますそうしなければなりません。私たちはみな群れにつ

いて行く必要があります。群れの一員として行動することが求められているのです。そうす

れば花婿がどこにいるかがわかります。花婿がどのようなお方なのかがわかるのです。それ

がキリストのご計画なのです。 
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Ⅰペテロ 2章 5節にも同じことが言われています。「あなたがた自身も生ける石として霊

の家に築き上げられ、神に喜ばれる霊のいけにえをイエス・キリストを通して献げる、聖な

る祭司となります。」神に喜ばれる霊のいけにえとは、神に喜ばれる礼拝のことです。どう

したら神に喜ばれる礼拝をささげることができるのでしょうか。あなたがた自身も生ける

石として霊の家に築き上げられることによってです。「霊の家」とは教会のことです。です

から、本当に神に喜ばれる礼拝をささげたいと思うなら、私たち一人ひとりが生ける石とな

って、霊の家である教会の上に築き上げられなければなりません。これが神のご計画であり、

神のみこころなのです。独立した石ではなく、組み合わされて一つとなってはじめて、神に

喜ばれる礼拝をささげることができるのです。勿論、一人で祈ることもできます。でもあな

たが本当に主との麗しい関係を求めているのなら、主と一緒にいることを願っているなら、

羊の群れである教会に集う必要があるのです。 

 

花婿なる主がどこにいるのかをあなたが知りたいならどうしたらいいのでしょうか。第

二のことは、その後にあるように、「羊飼いたちの住まいの傍らで、あなたの子やぎを飼い

なさい。」ということです。どういうことでしょうか。 

イエス様が復活された後で弟子たちにご自身の姿を現わされたとき、同じことをペテロ

に言われました。イエス様がペテロに「あなたは、この人たち以上に、わたしを愛しますか。」

と問われると、ペテロは「はい、主よ。私があなたを愛していることは、あなたがご存じで

す。」と答えました。するとイエスは彼に「わたしの子羊を飼いなさい。」と言われました。

どうしてイエス様はペテロにそのように言われたのでしょうか。 

J.C.ライルという聖書注解者はこう述べています。「他者に対して有用な者となることは、

愛を試す主要なテストであり、キリストのために奉仕することは、真にキリストを愛する立

派な証拠である。・・・それは大声で話すことでも、立派な信仰告白をすることでもなく、

がむしゃらで衝動的な熱心さや、剣を脱いで戦う用意をすることですらない。それは、この

世に散らばっているキリストの小羊たちのために、堅実で、忍耐強い、骨の折れる努力をす

ることである。そしてこれこそが、忠実な弟子であることの最善の証拠なのである。これが

キリスト者のすばらしさの本当の秘訣である。」(「ライル福音書講解ヨハネ 4」p491-492) 

ここで、ライルが言っていることは、この雅歌において花婿が言っていることにも当ては

まります。すなわち、あなたがキリストの花嫁としてキリストを本当に愛しているのなら、

この世に散らばっているキリストの小羊のために労することこそ、その愛を証明すること

になるということです。それは忍耐強い、骨の折れる努力をすることですが、それによって

より深く主を知り、主との深い主との交わりへと導かれるのです。なぜなら、花婿は羊飼い

であられるからです。 

 

私たちの人生には辛いと感じるときや、主がどこへ行ってしまったのかわからないほど

の試練に直面することがあります。そのような時私たちに必要なのは、羊の群れの足跡を追
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って行くことです。そして、あなたの子やぎに食べさせてあげることです。どんなに辛くて

も羊の群れから離れてはなりません。どんなに忙しくても教会に来ることをやめてはなら

ないのです。また主を知らない人たちに、あるいは、主を信じたばかりの若い子やぎを養わ

なければなりません。そうすれば、あなたは花婿である主を見出し、花婿であられる主との

深い交わりの中に入れられるでしょう。 

 

あなたが神の家族の一員として神の民に属するとき、あなたの本当の人生の目的が明ら

かになります。神の家族の中で、自分がどこから来て、どこへ向かっているのか、生きる意

味を知ることができます。そのときあなたは、あなたに対する主のみこころが何であるのか

を深く知るようになるのです。私は黒いけれども美しい。女の中で最も美しいひとよと言っ

てくださる花婿に、私たちのたましいの愛をささげたいと思います。 


