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2021年 8月 1日(日)礼拝メッセージ(雅歌⑧) 

聖書箇所：雅歌 4章 1～7節 

タイトル：「あなたのすべてが美しい」 

 

 きょうは、雅歌 4章 1～7節から学びたいと思います。タイトルは、「あなたのすべてが美

しい」です。7節に「わが愛する者よ。あなたのすべてが美しく、あなたは何の汚れもない。」

とあります。これは、花婿が花嫁に語っていることばです。結婚してエルサレムにある自分

の宮殿に招き入れた花婿、ソロモンは、花嫁を見て「あなたのすべては美しい」と言うので

す。 

この花嫁は教会のこと、すなわち、私たちクリスチャンの姿でもあります。ですから、花

婿であられるキリストが、花嫁である私たちクリスチャンを見て「あなたのすべてが美しい」

と言ってくださるということです。しかも、ここには、目とか、髪とか、歯とか、唇とか、

頬とか、首とか、乳房とか、花嫁のからだの一つ一つの部分を取り上げて具体的にほめてい

ます。これは、教会はキリストのからだとも言われていますが、そのからだを構成している

一つ一つの器官を見て「美しい」と言っておられるということです。私たち一人一人が美し

いのです。感謝ですね。いったいどのように美しいのかを、早速、見ていきたいと思います。 

 

Ⅰ．美しい花嫁パートⅠ(1-3) 

 

まず 1～3節をご覧ください。ここには花嫁の美しさの具体的な七つの描写のうち、五つ

の部分が取り上げられています。すなわち、目と、髪と、歯と、唇と、口と、頬です。まず

1 節には、「ああ、あなたは美しい。わが愛する者よ。ああ、あなたは美しい。あなたの目

は、ベールの向こうの鳩。髪は、ギルアデの山を下って来るやぎの群れのようだ。」とあり

ます。 

 

まずその目です。「あなたの目は、ベールの向こうの鳩」とあります。ベールとは、花嫁

が結婚式で身に着けるベールのことです。これは処女のしるし、また従順さを象徴していま

す。そのベールの向こうの鳩だと言われています。鳩は前にも出ていましたね。1 章 15 節

には「あなたの目は鳩」とありました。それは美しいもの、清らかであることの象徴でした。

また、平和のシンボルでもあります。ですから、あなたの目は鳩のようだというとき、それ

は最高の誉め言葉なのです。 

 

また鳩は聖霊のシンボルでもあります。ですから、あなたの目は鳩というとき、それは単

に美しいとか平和であるというだけでなく、聖霊のように聖く、何が正しく、何が間違って

いるのかを判別することができる目でもあるということです。 
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ちなみにイエス様はマタイ 10章 16節で、「蛇のように賢く、鳩のように素直でありなさ

い。」と言われました。ここでは鳩が素直な鳥であると言われています。よく公園などで鳩

にえさをやっている人を見かけることがありますが、何も疑うことなくすぐに集まってき

ます。そのように神の招きのことばに素直に集まって来る人、心に蒔かれたみことばを素直

に受け入れる人でもあります。 

 

次は髪です。ここには「髪は、ギルアデの山を下りて来るやぎの群れのようだ。」とあり

ます。ここでは黒髪の美しさがたたえられています。えっ、やぎって白いんじゃないですか

と思われるかもしれませんが、ここでは黒やぎのことを言っています。黒やぎの群れがギル

アデの山を流れ下るようななめらかでつやつやとしている美しい黒髪だというのです。ま

さにラックススーパーリッチです。あれはブロンドですが・・。それはまるでやぎの群れが

ギルアデの山を下って来るようです。ギルアデの山とは、ガリラヤとサマリヤの東側にある

高原のことですが、そこはヨルダン川の渓谷から 1000㍍も高いところにありました。その

高くて険しい崖がそびえ立つギルアデの山から群れをなしてやぎが下ってくるのです。上

空からの光景を想像してみてください。なんとも美しく、勇ましい姿です。抜け毛の心配な

どいりません。 

 

ところで、この髪の毛ですが、これはどんなに年老いても伸び続けることから、聖書では

いのちと力の源と言われています。聖書には、髪は二つのシンボルとして用いられています。

一つは聖別と献身です。そしてもう一つは服従です。 

 

聖別と献身ということで有名なのはサムソンです。彼は一生涯髪の毛を切りませんでし

た。なぜなら、彼は神にささげられた者、聖別された者であったからです。それをナジル人

と言います。彼はナジル人として生まれてきました。その特徴の一つは髪を切らないという

ことです。それはいのちと力を象徴していたからです。いったいサムソンはどうしてそんな

に強いのかと、その強さの秘密を探ろうと、敵のペリシテ人はひそかにデリラという女性を

送り込み、その出生の秘密を知ります。それで彼の髪の毛が切られてしまいました。すると

神(髪)が彼から離れて行きました。このように私たちクリスチャンの美しさとは、神に自分

をささげている姿です。美しい髪は、その姿を表しています。 

 

それから、髪のもう一つのシンボルである「服従」ですが、Ⅰコリント 11章 15節にあり

ます。「女が長い髪をしていたら、それは彼女にとっては栄誉なのです。なぜなら、髪はか

ぶり物として女に与えられているからです。」 

ここでは、女が長い髪をしていたら、それは彼女にとって栄誉だと言われています。別に

髪が長ければいいと言っているのではなく、その髪が意味しているところの権威に従うこ

とがすばらしいということです。なぜなら、髪はかぶり物として女性に与えられているから
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です。かぶり物とは、自分が夫の権威の下にあることを表すものでした。それが創造の秩序

です。男が女から出たのではなく、女が男から出たからです。それは男女に優劣があるとい

うことではありません。どちらが上でどちらが下かということではなく、男が神のかたちに

造られ、女はその男から造られたという創造の秩序から、妻は夫に従うことが求められてい

るのです。そのしるしがかぶり物だったのです。女性の長い髪はその服従のしるしでした。

したがって、もし女性が髪を切るなら、頭にかぶり物を付けるべきです。もちろんこれは実

際に頭にかぶり物をつけなければならないということではなく、キリストの権威に従うこ

と、夫の権威に従わなければならないということです。そのような女性は美しいということ

です。それはギルアデの山を下っ来るやぎの群れのようなのです。 

 

ところで、髪は自分では数えられません。しかし、イエス様はマタイ 10章 30節でこのよ

うに言われました。「あなたがたの髪の毛さえも、すべて数えられています。」主はあなたの

すべてを知っておられるということです。自分でも自分のことがわからないことがありま

す。でも主はあなた以上にあなたのことを知っておられます。それゆえ、安心してこの方に

従うことができるのです。このように従う人は、ギルアデの山から下ってくるやぎの群れの

ように美しいのです。 

 

次に 2節をご覧ください。「歯は、洗い場から上って来た、毛を刈られた雌羊の群れのよ

う。それはみな双子で、一方を失ったものはそれらの中にはいない。」 

次は歯です。それは洗い場から上って来た、毛を刈られた雌羊の群れのようです。どうい

うことでしょうか。「洗い場から上って来た羊」とは、毛を刈られる前に、毛の汚れを洗い

場で洗い落としてもらった羊のことです。その羊の毛は真っ白です。1節にはやぎの毛のよ

うな黒髪について語られましたが、ここでは羊の毛のような白さが強調されています。 

 

「それはみな双子で、一方を失ったものはそれらの中にはいない」というのは、これは歯

の話です。上の歯と下の歯で一対になるわけですが、それをかみ合わせたとき欠けた歯がな

いということです。想像しみてください。ニヤッと笑ったとき前歯が 1本欠けていると折角

のきれいな歯が台無しです。しかし、花嫁の歯は完璧です。それはみな双子で、一方を失っ

たものはありません。きれいな歯並びをしています。よく「あの人の歯だけはきれいだ！」

と言うのを聞くことがありますが、そういう歯です。他のところは大したことありませんが、

歯だけはきれいなのです。「私はあの人の歯にほれて結婚した」という人さえいます。そん

な歯並びです。現代人の歯は上下合わせて 28本あると言われていますが、それが全部揃っ

ているのです。花婿は、花嫁のそんなに歯の美しさかに圧倒されているのです。 

 

聖書では、歯は食物を嚙み砕いて消化する働きがあるものとして用いられています。へブ

ル 5章 12～14節には「あなたがたは、年数からすれば教師になっていなければならないに
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もかかわらず、神が告げたことばの初歩を、もう一度だれかに教えてもらう必要があります。

あなたがたは固い食物ではなく、乳が必要になっています。乳を飲んでいる者はみな、義の

教えに通じてはいません。幼子なのです。固い食物は、善と悪を見分ける感覚を経験によっ

て訓練された大人のものです。」とあります。乳歯
にゅうし

だと柔らかいので、固い物を噛み砕くこ

とができません。それで乳ばかり飲まなければならないのです。乳ばかり飲んでいる人は、

義の教えに通じていません。幼子なのです。しかし、大人の歯は固い物を噛み砕くことがで

きます。それは霊的に成熟した者の歯です。そのような歯は真理をより深くかみしめ、理解

し、自分のものとすることができます。 

 

あなたの歯はどうですか。年数からすれば教師になっていなければならないにもかかわ

らず、神が告げたみことばの初歩を、もう一度だれかに教えてもらう必要がある状態でしょ

うか。花婿なるキリストは、花嫁の白くてきれいな歯、固くて食べ物を噛み砕くことができ

るような強い歯を見て、美しいと言ってくださいます。私たちもそのような歯を持ちましょ

う。神のみことばによって養っていただこうではありませんか。 

 

3節をご覧ください。ここには「唇は紅の糸のようで、口は愛らしい。頬はベールの向こ

うで、ざくろの片割れのようだ。」とあります。 

次は唇です。ここには「唇は紅の糸のよう」とあります。イザヤ 1章 18節には、「紅のよ

うに赤くても」とありますが、これは真っ赤であるということです。それは同時に高貴な色

を表していました。女性の美しさを飾るものの一つに口紅がありますが、紅のように赤い唇

は魅力的ですよね。ここで花婿は、そんな花嫁の唇を称賛しています。 

 

ところで、この「唇」はヘブル語では「サーファー」と言います。意味は「終結」、「末端」、

「行き着く先」です。つまり、唇は内面の思いとか考え、感情が溢れて出てくる所のことを

指しています。イエス様はマタイ 15章 18～19節でこのように言われました。「しかし、口

から出るものは心から出て来ます。それが人を汚すのです。悪い考え、殺人、姦淫、淫らな

行い、盗み、偽証、ののしりは、心から出て来るからです。」口から出るもの、唇から出る

もの、それが人を汚します。すなわち、悪い考え、殺人、姦淫、淫らな行い、盗み、ののし

りといったものは、心から出てくるのです。その行き着くところ、その末端が唇であるとい

うことです。ですから、その唇が美しいというのは、そうした悪い考えとか、淫らな思い、

偽りの心といったことのない純真な心を持つ人のことなのです。 

 

詩篇 45 篇 2 節には、「あなたは人の子らにまさって麗しい。あなたの唇からは優しさが

流れ出る。神がとこしえにあなたを祝福しておられるからだ。」とあります。いいですね、

あなたの唇からはやさしさが流れ出るのは。あなたの唇からは毒が飛び散るとなったら大

変です。実はこれはメシヤ詩篇と言ってイエス様のことを預言して歌われた歌です。イエス
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様の唇はどのようなものだったでしょうか。ここには、「あなたの唇からはやさしさが流れ

出る。」とあります。イエス様の唇からはやさしさが流れ出ていました。そういう唇です。

そのような唇は美しいのです。それは紅の糸のように、高貴で美しい。かつては紅のように

汚れていたものでも、雪のように白くきよめられて美しくされるのです。 

 

そして、次は口です。「口は愛らしい」とあります。口が愛らしいとはどういうことでし

ょうか。口が小さくてかわいいということですか、それとも、口の形がかっこいいというこ

とでしょうか。そういうことではありません。「口」はヘブル語で「ミルバーブ」と言いま

すが、それは「語ること」を意味しています。ですから、口が愛らしいというのはその口の

大きさとか、形よりも、むしろその口から出てくることばのことです。それが美しいのです。 

 

ヤコブ 3章 2節には、「私たちはみな、多くの点で過ちを犯すからです。もし、ことばで

過ちを犯さない人がいたら、その人はからだ全体も制御できる完全な人です。」とあります。

もし、ことばで過ちを犯さない人がいたら、からだ全体を制御できる完全な人です。私たち

は口でよく失敗するものです。言わなくてもいいようなことを言って相手を傷つけてみた

り、言わなければならないことを言えない弱さがあります。そんな舌をヤコブは火にたとえ

て、「あのように小さな火が、あのように大きな森を燃やします。」と言っています。 

 

へブル 3章 15節には、「それなら、私たちはイエスを通して、賛美のいけにえ、御名をた

たえる唇の果実を、絶えず髪にささげようではありませんか。」とあります。「それなら」と

は、イエスの血によって、聖なるものとされたのですからという意味です。ですから、私た

ちはイエスを通して、賛美のいけにえ、御名をたたえる唇の果実を絶えず神にささげようで

はありませんかというのです。そのような唇は、そのような口は美しいのです。 

 

詩篇 63 篇 3 節には、「あなたの恵みはいのちにもまさるゆえ私の唇はあなたを賛美しま

す。」とあります。このような口こそ、美しい口です。そのような口は愛らしいと、そのよ

うな花嫁の口を花婿は称賛しているのです。 

 

次は「頬」です。「頬はベールの向こうで、ざくろの片割れのようだ。」どういうことでし

ょうか。「頬」はヘブル語では「ラー」という言葉ですが、「こめかみ」とも訳せます。です

から、新共同訳聖書ではこれを「こめかみ」と訳しています。その頬がざくろの片割れのよ

うだというのです。ざくろはイスラエルの七つの果実の一つとして、聖書には豊かさとか繁

栄、生命の象徴して用いられています。祭司がエポデの下に着る長服の裾周りにも付けられ

ました(出エジプト記 28:33)。それはざくろがキリストの生命の豊かさを表していたからで

す。ここで花嫁の頬がそのざくろの片割れのようだというのです。つまり、ざくろのように

豊かな実を持っているということです。ですから、この「頬」とか「こめかみ」というのは、
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心の思いの源を表しているのです。心にどんな思いを抱くかによって結果が決まります。心

に肉の思いを持つなら死という実を結びますが、御霊の思いを持つなら、いのちと平安の実

を結びます。ざくろのように。それゆえ、聖書はこのように勧めているのです。「力の限り、

見張って、あなたの心を見守れ。いのちの泉はこれからわく。」(箴言 4:23)  

あなたの心にはどんな思いを宿していますか。いのちの泉はここからわきます。ざくろの

片割れのような豊かな実を結ぶために、あなたの心を見守りましょう。 

 

Ⅱ．美しい花嫁パートⅡ(4-6) 

 

花嫁の美しさの称賛が続きます。4～6節をご覧ください。4節には「首は、兵器倉として

建てられたダビデのやぐらのよう。その上には千の盾が掛けられ、すべて勇士の丸い小盾

だ。」とあります。 

今度は首です。ここには、その首が、兵器倉として建てられたダビデのやぐらのようとあ

ります。どういうことでしょうか。当時、ダビデのやぐらには盾が立て掛けてありました。

盾が立て掛けられていないということは戦っていることを表していました。ですから、盾が

立て掛けられているということは戦っていないということ、平和な状態であることを意味

していました。ここには、花嫁の首は、その兵器倉として建てられたダビデのやぐらのよう

だとあります。そこには千の盾が掛けられていました。全く戦いがない平和な状態であった

ということです。 

 

「首」は女性の美しさの象徴でもあります。京都の舞子さんとか着物姿の女性のうなじは

きれいですね。あまりもきれいなのでお顔を見るとそうでもなくてがっかりすることがあ

りますが、うなじがきれいだとうっとりして見入ってしまいます。ここでは花嫁の首が、う

なじがきれいなのです。それは単に見た目がきれいであるというよりも、花嫁のその心の態

度がきれいであったということです。 

 

聖書には、「うなじがこわい」という表現が使われています。「こわい」とは強情であると

か頑固であるということです。本来は、牛がくびきをかけられるのを嫌って抵抗する様を表

現したものですが、それがイスラエルの民に対して使われています。イザヤ書 48章 4節で

す。「あなたが頑なであり、首筋は鉄の腱、額は青銅だと知っているので」彼らは、神のこ

とばに耳を傾けず、聞くこともせず、訓戒を受け入れることもしようとしませんでした。ま

さに反抗的な民であったのです。そのような者のうなじは美しくありません。 

 

でもイエス様はどうでしょう。イエス様はこう言われました。「すべて疲れた人、重荷を

負っている人はわたしのもとに来なさい。わたしがあなたがたを休ませてあげます。わたし

は心が柔和でへりくだっているから、あなたがたもわたしのくびきを負って、わたしから学
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びなさい。そうすれば、たましいに安らぎを得ます。わたしのくびきは負いやすく、わたし

の荷は軽いからです。」(マタイ 11:28) 

イエス様は心優しく、へりくだっています。ですから、私たちもイエス様のくびきを負う

ことができます。そうすれば、たましいに安らぎを得ます。イエス様を見るならうなだれる

ことはありません。イエス様に従うなら、あなたの首はまっすぐになります。美しい首にな

るのです。 

 

次に、5 節と 6 節をご覧ください。「二つの乳房は、ゆりの花の間で草を食べている双子

のかもしか、二匹の子鹿のようだ。そよ風が吹き始め、影が逃げ去るまでに、私は没薬の山、

乳香の丘に行こう。」 

ここに「二つの乳房」とあります。「二つの乳房は、ゆりの花の間で草を食べている双子

のかもしか、二匹の子鹿のようだ。」と。乳房の話なんて、ちょっとエロティックじゃない

かと思われるかもしれませんが、ここで花婿と花嫁は既に結婚しているのです。結婚してい

る夫婦にとってはむしろ自然なことです。箴言 5 章 19 節には、「彼女の乳房がいつもあな

たを潤すように」とあります。 

 

「乳房」はヘブル語で「シャドー」と言いますが、それは祝福と恵みを象徴しています。

イザヤ書 66章 12節には、「主はこう言われる。「見よ。わたしは川のように繁栄を彼女に与

え、あふれる流れのように国々の栄光を与える。あなたがたは乳を飲み、脇に抱かれ、膝の

上でかわいがられる。」とあります。川のような繁栄とあふれる流れのような国々の栄光が

乳を飲むようだと言われているのです。その二つの乳房が、ゆりの花の間で草を食べている

双子のかもしか、二匹の小鹿にたとえられているのです。 

 

双子とはバランスのとれた美しい乳房を表現しています。しかも小鹿です。小鹿とは若々

しさ、みずみずしさ、張りのある若い乳房のことをたとえています。垂れていません。跳び

はねるような張りのある乳房であるということです。別に乳房の美しさを言っているので

はなく、霊的にそうであるということです。つまり、花嫁の心が若々しく、みずみずしく、

張りがあって、跳びはねるように魅力的であるということです。ですから、私はもう張りが

ないという人も落ち込まないでください。あなたの心がどうであるかということですから

あなたの心はみずみずしく張りがあるでしょうか。それとも、カサカサと萎れてはいないで

しょうか。双子のかもしかとはバランスがとれているという意味だと申し上げましたが、あ

なたの心はバランスがとれているでしょうか。それとも、アンバランスでしょうか。不安定

な状態ではないでしょうか。アップダウンの激しい状態でしょうか。でも、イエス・キリス

トにあるなら、あなたの乳房は双子のかもしかのようにバランスがとれたものとなります。 

 

6節をご覧ください。ここには「そよ風が吹き始め、影が逃げ去るまでに、私は没薬の山、
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乳香の丘に行こう。」とあります。「そよ風が吹き始め、影が逃げ去るまでに」とは、日暮れ

になり、風が吹いて涼しくなるまでにということです。それまでに花婿は没薬の山、乳香の

丘に行こう、というのです。これは、没薬の山、乳香の丘で花嫁に会いに行こうということ

です。花婿は、日が暮れる前に、花嫁を迎えに来られるのです。何のことかというと、これ

は再臨のことです。新聖歌 148番に「夕べ雲焼くる 空を見れば、主の来たり給う 日のし

のばる」(新聖歌 148)とありますが、日が暮れる前に、花婿なる主は花嫁であるあなたを迎

えに来られるのです。それはもうすぐです。そよかぜが吹き始め、影が逃げ去るまでに、あ

なたを迎えに来てくださるのです。 

 

ここには「没薬の山、乳香の丘」とありますが、花婿が来られるのは没薬の山、乳香の丘

です。これは以前も見たように、イエス様ことを象徴しています。つまり、私たちの身代わ

りとして死んでくださったイエス様を信じる者のところに迎えに来られるということです。

ここではそれが妻の乳房によって表現されています。乳房は心を表していると言いました

が、そういう心の状態の人のところに来られるということです。あなたはどうでしょうか。

双子のかもしか、二匹の小鹿のような心でしょうか。キリストの花嫁として、キリストの心

を心として、キリストが迎えに来られるのを待ち望みたいと思います。 

 

Ⅲ．あなたのすべてが美しい(7) 

 

最後に、7 節をご覧ください。「わが愛する者よ。あなたのすべては美しく、あなたには

何の汚れもない。」とあります。 

 

これが花嫁の姿です。花婿の愛の告白には、花嫁の美しさが称えられているだけで、花嫁

の欠点とか、足りないところは一つもありません。花婿にとって花嫁は何の汚れもないので

す。花婿であられるキリストが十字架であなたの一切の罪、汚れを贖ってくださったからで

す。そのことをパウロはエペソ 5 章 26～27 節でこのように言っています。「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、キリストが十字架でご自分をささげられたのは、と

いうことです。それは、教会をきよめて聖なるものとするためです。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

立たせるためだったのです。 

 

これが私たちの姿です。私たちはかつては神から遠く離れ、罪と欲に汚れた者でしたが、

今はキリストのうちにあるものとされたことによって、きよめられ聖なるものとされまし
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た。確かに、罪を犯すことがあります。汚れることがある。けれども美しいのです。キリス

トがあなたの罪のためにご自身のいのちをささげてくださったからです。その血によって

あなたのすべての罪は贖われたからです。教会はそうかもしれないけれども、私は本当に罪

深い人間で聖くないと言う方がおられますが、あなたのその教会に加えられています。あな

たが目なのか、鼻なのか、髪なのか、歯なのか、頬なのか、口なのか、唇なのか、首なのか、

乳房なのかわかりませんが、あなたもこのキリストのからだである教会の一部なのです。そ

んなあなたを見てイエス様は「美しい」と言ってくださるのです。あなたの目は鳩です。髪

はやぎの群れです。歯は洗い場から上って来た羊のようです。唇は紅の糸、口は愛らしい、

頬はざくの片割れ、首はダビデのやぐらのよう、二つの乳房は双子のかもしか、二匹の小鹿

と。感謝ですね。 

 

であれば私たちは自分をどう見るかではなく、花婿であられるキリストがどう見ておら

れるのか、キリストの目、神の目で自分を見なければなりません。神さまはあなたを愛して

おられます。それはご自分の御子をお与えになったほどにです。その御子の血によってあな

たの罪、汚れはきよめられ、聖なるものとされたのです。「わが愛する者よ。あなたのすべ

ては美しく、あなたには何の汚れもない。」これが花婿の花嫁であるあなたを見る目なので

す。 

 

アメリカの伝道者で、数年前に天に召されたビリー・グラハムはこう言いました。「過去

を考えてむだな時間を過ごさずに、未来を見つめてキリストとの交わりに生きてください。

キリストが赦すことのできないほどの大きな罪はないのですから、恵みとあわれみを感謝

し、キリストを毎日賛美しましょう。」 

これが、罪赦された花嫁にふさわしい姿ではないでしょうか。「あなたには何の汚れもな

い」と言ってくださる花婿に、心からの感謝と賛美をささげましょう。 


