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「ソロモン：頂点に立った者が見た光景」 
 
日本のプロ野球チーム、オリックス・バファローズの二軍監督に田口壮という方
がいます。この方はアメリカのメジャーリーグで活躍し、二つのチャンピオンリ
ングを持っています。田口選手のワイフがクリスチャンで、その後、彼も米国に
いる間にクリスチャンとなりました。アメリカのプロスポーツのチームには専属
のチャプレンがいますが、彼はそのチームのバイブルスタディーで聖書を学んで
いた時についてこう言っています。 
 
その日もバイブルスタディーをして家に帰りますと、奥さんが「今日は何を学ん
だのか」と聞きます。まだ英語に不慣れだった田口選手はどういうわけか皆が
「生鮭」のことばかり話していたというのです。そうです、彼はイスラエルの三
代目の王、ソロモンとサーモンを律法と生ものを間違えて聞いてしまいました。
冗談のような本当の話です。 
 
日本には「ソロモン流」というテレビ番組があり、「ソロモンの財宝」を探すと
いうことがテーマとなっている映画があります。そうです、このソロモンは色々
なところで有名なのです。何が有名か、テレビ番組や映画で言われているように
その比類なき「彼の知恵」と「彼の財産」です。そう、それらは全て神が彼に与
えたものだと聖書は記しています。 
 
ソロモンは先週、お話ししましたダビデとバテシバとの間に生まれた子で、彼は
ダビデの跡を継いで王となりました。彼に神は他の人は持ちえないような知恵と
莫大な財産を与え、ソロモンはそれらを用いて幾つかのことを試みました。 
 
まず彼はその人生において快楽が自分の人生にどんな意味をもち、そのことによ
り心がどれだけ満たされるのかということを試みました。そう、彼は自分が与え
られている富、名声、知恵の限りを用いてこれらを試みました。それは私達が
「ちょっと贅沢して外食しました」というようなこととは比較にならないことで、
彼には富が無尽蔵にありましたから、彼は快楽を徹底的に求めることができまし
た。そして、まずその手始めとして彼は酒をもって自分の肉体を元気づけようと
試みたのです。 
 
1 わたしは自分の心に言った、「さあ、快楽をもって、おまえを試みよう。おま
えは愉快に過ごすがよい」と。しかし、これもまた空であった。2 わたしは笑い
について言った、「これは狂気である」と。また快楽について言った、「これは何
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をするのか」と。3 わたしの心は知恵をもってわたしを導いているが、わたしは
酒をもって自分の肉体を元気づけようと試みた。 
また、人の子は天が下でその短い一生の間、どんな事をしたら良いかを、見きわ
めるまでは、愚かな事をしようと試みた。（伝道の書２章１節－３節）。 
 
きっとイスラエルの王、ソロモンの日常はこんな毎日だったのではないかと思い
ます。すなわち、王として、国に起きている諸々のことに日夜、向き合い、時に
は他国の王と膝をつき合わせて話し、重要な決断を幾つもする日々・・・。心身
ともに疲れた自分を元気づけたい、そのために彼は酒に手を伸ばしました。 
 
聖書は酒を飲むことを禁じていません。当時の酒と言えば、それはぶどう酒のこ
とで、イエス・キリストはカナの婚礼で、水をブドウ酒に変えるという奇跡を行
いました。イエス様は婚宴という喜ばしい場所からワインが失われることをよし
とされませんでした。 
 
キリスト教徒であるということは、人生の楽しみと喜びを捨てて禁欲的になるこ
とだと思われる方達が時々いますが、それは大きな間違いで、キリスト教徒にな
るということは思い描くこともなかった喜びと楽しみを人生で見出すことです。 
 
あの最後の晩餐でイエス様も弟子たちもブドウ酒を飲みました。パウロは愛弟子
テモテに健康のために「ブドウ酒を飲みなさい」と勧めています。しかし、それ
らに加えて、酒によって起こる問題というものにも聖書はさらに多く触れていま
す。 
 
聖書の中で一番最初に飲酒について記しているのは創世記９章で、大洪水を逃れ
たノアがブドウ酒を飲んで酔っ払い、天幕に裸で眠ってしまったということがあ
りました。その姿を見た息子は父を笑い、酔いから覚めて、そのことを知ったノ
アは我が子を呪いました。かつて「ノアはその時代の人々の中で正しく、かつ全
き人であった」（創世記６章９節）と言われていたのです。その彼は飲酒によっ
て、本来の彼ではなくなりました。 

またレビ記にはこのような警告が記されています。 

レビ記１０章８節-１１節 8 主はアロンに言われた、9「あなたも、あなたの子
たちも会見の幕屋にはいる時には、死ぬことのないように、ぶどう酒と濃い酒を
飲んではならない。これはあなたがたが代々永く守るべき定めとしなければなら
ない。10 これはあなたがたが聖なるものと俗なるもの、汚れたものと清いもの
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との区別をすることができるため、11 また主がモーセによって語られたすべて
の定めを、イスラエルの人々に教えることができるためである」。 

アロンとは祭司です。すなわち神の御用にあたる者です。その彼に対して、会見
の幕屋に入る時に、すなわち神の臨在の前に出る時には、死ぬことがないように、
ぶどう酒と濃い酒を飲んではならないと主は言われたのです。なぜ「死ぬ」など
と物騒なことが書かれているのでしょうか。なぜなら、彼らが会見の幕屋に入る
ということは、その時に聖なるものと、俗なるもの、汚れたものときよいものを
しっかり区別する判断力が必要であり、その感覚が酒によってにぶり、何か過ち
を犯してしまうということは命に関わることであったからです。 

私達は週のバイブルスタディーでエステル記を学んでいます。そこにはペルシャ
の王、アハシュエロス王が出てきます。そして、彼のいる所には常に酒宴があり
ます。そのような酒宴の席で彼が考えたこと、言ったことがエステル記には随所
に書かれており、そこから色々な問題が出、彼の酒宴の席での意思決定がユダヤ
民族の滅亡にまで影響を与えるようになります。 

テモテに胃の痛みのためにぶどう酒を飲みなさいと言ったパウロの言葉も注意深
く読みますと大切なことに気がつきます「これからは、水ばかりを飲まないで、
胃のため、また、たびたびの痛みを和らげるために、少量のぶどう酒を用いなさ
い」（テモテ第一 ５章２３節）。そうです、パウロはここで「少量の」と言っ
ている。すなわち、その意味はあなたがブドウ酒を飲むのはあなたの胃のためで
あり、そのために必要なぶんだけを飲みなさいということで、憂さ晴らしにいつ
も好きなだけ飲みなさいということではありません。 

聖餐式におけるブドウ酒はイエス・キリストの流された血潮を意味するものです。
すなわち、私達、信仰者にとって、最も大切なことを思い起こすために用いられ
た飲み物は、用い方を誤りますと私達を全く違う者に変えてしまいます。パウロ
が言ったようにブドウ酒は体にいいと最近は巷で言われています。しかし、それ
も用い方如何では私達に有害となります。 

これらのことで問題を起こしてしまった者達は自分の理性、自制心を超える酒を
飲むことにより、その問題を引き起ました。これらのことを私達はしっかりと心
に刻まなければなりません。 
 
それでは私達はこの酒とどう向き合ったらいいのでしょうか。かつてソロモンの
父、ダビデが戦いに行っている間に、彼の町が襲われ、彼の家族をはじめ、町の
若者が捕虜になり敵に連れ去れてしまうという事件が起きました。その時にこの
町の人々はその責任をダビデに負わせ、彼は殺されそうになります。自分の家族
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を奪われ、人々からは孤立してしまう状況の中で、ダビデは何によって自らを元
気づけたのでしょうか。 
 

サムエル記上３０章６節にはその時のことをこう書いています。「その時、ダビ
デはひじょうに悩んだ。それは民がみなおのおのそのむすこ娘のために心を痛め
たため、ダビデを石で撃とうと言ったからである。しかしダビデはその神、主に
よって自分を力づけた」。ダビデは「主によって力づけた」。ソロモンはそのダビ
デの息子でした。しかし、彼はそのダビデのよきものを引き継がずに彼は酒をも
って自分を力づけようとしたのです。 

アルコールはいつまでも私達の体の緊張を取り去ってくれるものではなく、数時
間たてば、飲む前と同じ現実が私達の前にあるということ、ソロモンは飲み干し
た杯の数だけ、そのことを何度も体験し、悟ったに違いありません。それでは私
達はどうしたらいいのか。 
 
私達は自らを元気づけるということに対して酒に頼るのではなく、私達はまず、
主によって力をうけようではありませんか。エペソ５章１８節、１９節が言って
おります「酒に酔ってはいけない。それは乱行のものである。むしろ御霊に満た
されて、詩とさんびと霊の歌とをもって語り合い、主に向かって心から賛美の歌
を歌いなさい」（エペソ５章１８節、１９節）。 
 
そして、パウロが書いたこの御言葉が究極的な私達の飲酒に対する判断の基準に
なるでしょう。 
 
「こういうわけで、あなたがたは、食べるにも、飲むにも、何をするにも、ただ
神の栄光を現すためにしなさい」（コリント第一の手紙１０章３１節）。 
 
もう一つ、ソロモンが試みたことを見てまいりましょう。そう、彼は大きな事業
をしたと書いています。そう、彼は稀に見る優秀なビジネスマンでした。彼はビ
ジネスを大きくするところに自らの生きがいを見つけようとしたのです。 
 
4 わたしは大きな事業をした。わたしは自分のために家を建て、ぶどう畑を設け、
5 園と庭をつくり、またすべて実のなる木をそこに植え、6 池をつくって、木の
おい茂る林に、そこから水を注がせた。7 わたしは男女の奴隷を買った。またわ
たしの家で生れた奴隷を持っていた。わたしはまた、わたしより先にエルサレム
にいただれよりも多くの牛や羊の財産を持っていた。8 わたしはまた銀と金を集
め、王たちと国々の財宝を集めた（伝道の書２章４節－８節）。 
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ソロモンの大きな事業とは何でしょうか。まず考えられるのは貿易です。海外貿
易です。現在、海外貿易は当たり前となりましたが、今から３０００年前に海外
と貿易をするということはとてつもなくスケールの大きなことでした。神様がソ
ロモンに与えられた才覚にはそのような海外との商業取引というものもあったの
でしょう。 
 
そして、そこから得た莫大な利益によって彼は家を建てました。ブドウ畑を作り
ました。お金持ちの人が地下にワイン貯蔵庫を作るなんていうことを私達は聞き
ますが、ソロモンは自分が飲む酒のためにブドウ酒を造りました。敷地内には庭
をつくり、池をつくり、林を造りました。私達が知らなければならないのは、彼
が住んでいた場所は雨が少ない地域であり、そこに木を植え、それが育ち実を結
ぶためには、当然、水が大量に必要であり、そのための灌漑施設が出来、その側
には人口の池までも造ったということです。そして、おびただしい数の男女の奴
隷を所有し、その中には自分の家で生まれた者達もいたというのです。彼はエル
サレム史上、最も多くの牛や羊の財産を持っており、各国の王達から財宝を集め
たのです。 
 
神様は私達一人一人に賜物（ギフト）を与えていてくださいます。ですから会社
を経営する賜物が与えられている人は、その賜物を用いてそのビジネスに力を注
ぐべきでしょう。そして、その時にその事業が祝福され、売り上げが伸び、会社
が大きくなっていく時、その時に私達がしかと心の中にとどめておかなければな
らないことは、そのビジネスの成長は誰のためであるかということです。 
 
なぜなら、私達がこの箇所を注意深く読む時に一つのことに気がつかされるから
です。それはこの４節から７節において彼は６度も「わたし」と言っており、４
節においては「わたしは自分のために家を建て」と言い、７節では「わたしより
先にエルサレムにいた誰よりも、多くの牛や羊の財産を持っていた」ということ
です。これらの彼の言葉から分かることは、彼の事業は自分のためであったとい
うことです。 
 
１９８０年代、元フォード社社長、クライスラー社社長兼最高経営責任者のアイ
アコッカは時代の寵児でした。世界中に彼の信奉者がおり、その著書や自叙伝が
飛ぶように売れたといいます。その自叙伝の中に彼はこう記しています。 「私
は人生の夕暮れ時を迎えているが、今だに人生とは何かを模索している。名声や
富を手に入れても、それらは鳥の餌ほどの意味しかない」。もし、自分のための
名声や富であるなら、私達にとってそれらは鳥の餌のように空しいものです。し
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かし、わたしたちの働きを主の栄光のためになされていくのなら、それはどんな
に小さな働きであっても、大きなやりがいのあるものとなるのです。 
 
最後にソロモンの父、ダビデが陥ったことでありますが、その息子、ソロモンも
陥ったことについてお話しします。そう、それは異性の問題です。  
 
またわたしは歌うたう男、歌うたう女を得た。また人の子の楽しみとするそばめ
を多く得た。9 こうして、わたしは大いなる者となり、わたしより先にエルサレ
ムにいたすべての者よりも、大いなる者となった。わたしの知恵もまた、わたし
を離れなかった。10 なんでもわたしの目の好むものは遠慮せず、わたしの心の
喜ぶものは拒まなかった。わたしの心がわたしのすべての労苦によって、快楽を
得たからである。そしてこれはわたしのすべての労苦によって得た報いであった。 

ソロモンには１０００人にもおよぶ妻と妾がいました。ソロモンとこの女性達の
間に生じた問題が後々、イスラエルという国を亡国へと導いていくことになりま
す。思えば、彼の父ダビデも同じ問題に陥りました。そもそもソロモンは父ダビ
デの不倫相手、自分の部下の妻、バテシバとの間に生まれた子です。彼がしたこ
のことは後の彼の人生にぬぐうことができない暗い影を落とすことになります。 

聖書の中にはサムソンという男が出てきます。何百人もの男と対峙して戦っても
勝ちを得るような怪力を与えられた彼を止めうるものはいませんでした。しかし、
彼は自分の愛人、デリラ（その名の意味はヘブル語で「弱くする」）には借りて
きた猫のように弱かったのです。その女が自分をだまそうとしているということ
が分かっておりながら、彼はその女との関係を解消することができずに、最後に
彼はその女ゆえに目がえぐりとられてしまうのです。いつの時代でも男は同じこ
とを繰り返します。 
 
ソロモンは比類なき賢者でありました。当初ソロモンは父ダビデの言葉に従い主
をおそれ歩みますが、富や名声が高まり、彼の王としての立場が確立するにつれ
て、霊的には徐々に衰退していきます。その一つの大きな要因は彼が抱えこんだ
１０００人にもおよぶ妻や妾でありました（列王記上１０章）。これらの女性達
はイスラエルのみならず、色々な国々から連れてこられてきた異教の女でした。 
 
この異教の女達との関係について列王記上１１章１節から６節にはこう書かれて
います 1 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。2 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



2017 年 3 月 26 日 「ソロモン：頂点に立った者が見た光景」 

 7 

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。3 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。4 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。5 これはソロモンがシドンびとの女神アシ
タロテに従い、アンモンびとの神である憎むべき者ミルコムに従ったからである。
6 このようにソロモンは主の目の前に悪を行い、父ダビデのように全くは主に従
わなかった。 
 
ソロモンは彼女たちがそれぞれの神々を礼拝することを黙認したのです。そのこ
とによりＢＣ９３１年彼の死によって王国は分裂し、ソロモンの子レハブアムは
南ユダ王国を、ヤロブアムは北イスラエル王国を受け継ぐことになるのです。そ
の後のそれぞれの王国は霊的にアップダウンを繰り返しつつ、しかし完全に主に
立ち返ることのないまま、それぞれバビロンとアッシリアに滅ぼされる運命に陥
るのです。 
 
自ら書いた箴言３１章３節の言葉はソロモンにとって、まさしく苦い経験を込め
た戒めの言葉だったのでしょう。あなたの力を女についやすな、王をも滅ぼすも
のに、あなたの道を任せるな。（箴言３１章３節） 

ガラテヤ５章１６節、１７節は言います。「御霊によって歩みなさい。そうすれ
ば、決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。 なぜなら、肉の願
うことは御霊に逆らい、御霊は肉に逆らうからです。 

この二つは互いに対立していて、そのためあなたがたは、自分のしたいと思うこ
とをすることができないのです（ガラテヤ５章１６節、１７節）。 

異性との問題というのは、時に理性や知性を超えてしまう肉欲です。このガリラ
ヤ書は私達の内にはこの肉なる欲と霊なる思いがあるというのです。そして、こ
れらは互いに対立しており、時に自分がすべきことを知っていながら、それをす
ることができないほどに、その対立は激しいというのです。ですから、自らの力
に頼ることなく、御霊と共に歩みなさいというのです。周りを注意して、しっか
りと自らを強めて歩みなさいとはここに書かれていません。そうではなく御霊に
よって歩むようにというのです。 
主にある兄弟姉妹、今日お話ししました酒、事業、異性に関しての結論です。こ
れらのことは伝道の書の２章にこの順番で書かれています。ソロモンはその三つ
のことを続けざまに書き記し、その一番最後にこの三つに対して、このような結
論を書いています。 
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すなわち、11 そこで、わたしはわが手のなしたすべての事、およびそれをなす
に要した労苦を顧みたとき、見よ、皆、空であって、風を捕えるようなものであ
った。日の下には益となるものはないのである（伝道の書２章１１節）。 
 
ソロモンは快楽、富、異性、これらを徹底的に求めました。彼にはそれらを徹底
的に試みる財力がありました。そのような意味で彼はこれらのことにおいて山頂
に立ったのです。その山頂に立てばきっと自分の心は満たされると思ったのです。
しかし、その山頂から見えた風景は彼が期待したものではありませんでした。彼
はそこで何を見ましたか。彼はそこでそこにいたるまでの過去を、すなわち後ろ
を振り返ったのです。彼は言っているではありませんか「そこで、わたしはわが
手のなしたすべての事、およびそれをなすに要した労苦を顧みた」と。そして、
あらためて自分以外に誰もいない、そう自分以外に快楽、富、異性にこれほどに
投資した者はいない、そんな一人として山頂で回りを見回したのです。その時に
彼の心を支配したものは何ですか。見よ、皆、空であって、風を捕えるようなも
のであった。心に空しさだけが残ったというのです。それらは皆、空であり風を
とらえるようなものだとソロモンは言うのです。 
 
今日、私達の多くもこの山頂を目指しています。まだ到達していないところです
から夢を希望があります。しかし、私達は悟らなければなりません。そこに既に
立った者の声を聴かねばなりません。そこから私達が悟りをえるのなら、私達は
ルートを変えることができるからです。ある者は新しい道を歩み始めることがで
きるのです。 

ブドウという食物は神が与えたもの。それを加工してブドウ酒としたことも神が
人に与えた知恵でありましょう。それは人の喜びとなり、時に人の体に健 康を
もたらします。不正をせず、神から与えられている天職に力を注ぐことは神の御
心にかなったことです。その労働に対する対価にも神の祝福が注がれることでし
ょう。神の前に一人の男と一人の女が結ばれるということ、これは神の御心にか
なったことです。これらは主の前に正しく用いれば大きな祝福となり、喜びとな
ります。そう、それらは神の祝福です。しかし、用い方を間違えますとそれは大
きな問題となります。ソロモンはこれらのことを自分のために徹底的にしました。
そして、その試みの後に彼の心に残ったものはつかみどころのない空しさだった
のです。 

今朝、私達はここから知恵を得ましょう。神の祝福を正しく用いることができま
すように。主は祝福としてこれらのものを私達に与えてくださっているのです。
そして、私達が御霊に満たされ、御霊と共に歩み、この一度の人生を最も価値あ
るもののために生きることができますように。お祈りしましょう。 


