2014 年 3 月 23 日 礼拝メッセージ
聖書：第二サムエル記 2 章 8〜17 節
説教：剣が人を滅ぼしてよいものか
１ 登場人物

シュ・ボシェテを支持し、イスラエルの王と

１）全イスラエル（イシュ・ボシェテ王、将

認めます。

軍アブネル）
イスラエルの最初の王であったサウルが

２）ユダ部族（ダビデ王、将軍ヨアブ）

戦いの最前線で倒れました。
その知らせを聞

一方、
ダビデの側についたのはユダ部族だ

いたダビデは、
祖国イスラエルを救うために

けです。
ダビデは片田舎の小さな政治家に過

亡命先から帰国します。しかし、ダビデを王

ぎません。
そんなダビデを後ろから支え続け

として迎えたのはユダ部族だけで、
ほかの部

たのが将軍ヨアブでした。
彼がどんな人物で

族は彼を拒みます。
ダビデが戻ってきたこと

あったのか、
彼の生涯をたどっていくとかな

により、
イスラエルに混乱をもたらす結果と

り複雑なところがあるようです。
彼はダビデ

なってしまいます。

の有力な側近でしたが、
いっぽうでヨアブの

今日の箇所に入る前に、
ここに何人かの人

起こした大きな事件でダビデは生涯苦々し

物の名前が挙がっていますので、
少し整理し

められることにもなります。
そんな面はあり

ておきます。

ますが、今日の箇所を見てもわかるように、

まず
「サウルの子イシュ・ボシェテ」
から。

彼はサウル軍を相手に優勢な戦いをしてい

サウルには四人の息子がいて、
そのうち上の

ますから、
軍人として有能な人物であったよ

三人は戦いで父サウルとともに倒れてしま

うです。

います。王位継承権があるのは、生き残った
末の息子イシュ・ボシェテです。とは言え、

２ イスラエルの現実

彼ひとりでイスラエル軍をコントロールす

１）ヤベシュ・ギルアデの人々の態度

る力はありません。後ろ盾が必要です。それ

ダビデは、
サウルの家と衝突することを避

がサウルの将軍であったアブネルという人

けるために、あらゆる手立てを尽くします。

でした。アブネルは、サウル家を立て直すた

その一環として、ヤベシュ・ギルアデにメッ

めにイシュ・ボシェテをマハナイムという町

セージを送りました。前回も触れましたが、

に連れて行き、
そこで全イスラエルの王とし

サウルが戦場で倒れたとき、
そのなきがらを

ます。

危険を顧みずに敵の手から取り戻し、
丁寧に

イスラエルは、
ヨシュアの時代から十二の

葬ったのがヤベシュ・ギルアデの人たちです。

部族ごとに、
あるいは大きな町であれば町ご

そのような人たちにダビデは、
「あたがたに

とに独立して治めていく、
そのような政治体

主の祝福があるように」
と語ります。
つまり、

制を取ってきました。サウル亡き後、ユダ部

「自分はあなたがたの敵ではない。
仲間であ

族を除いた他のすべての部族や町はこのイ

るから安心してください」という政治的な
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メッセージです。

挟んで二つの軍隊が対峙しました。
互いに十

ヤベシュ・ギルアデの人々がこのメッセー

二人の兵士を出して、
一対一で戦わせました。

ジにどのように応じたかは、
直接にはなにも

両者一つに組み合って倒れました。
勝敗が決

記されていません。
けれども間接的なヒント

まりません。結局、全軍が真正面からぶつか

は記されています。8，9 節です。
「一方、サ

り合う激しい戦いにエスカレートしてしま

ウルの将軍であったネルの子アブネルは、
サ

います。

ウルの子イシュ・ボシェテをマナハイムに連
れて行き、彼をギルアデ、アシュル人、イズ

３ 御心が天で行われるように地でも行わ

レエル人、エフライム、ベニヤミン、全イス

れますように

ラエルの王とした。
」ここにギルアデという

１）
神の国の実現のために多少の犠牲はやむ

地名があります。ヤベシュ・ギルアデの人々

を得ない？

は、
そのままサウル派に留まったことがこれ

ダビデが最もおそれていた最悪の事態が

でわかります。
ダビデのメッセージを拒否し

起きてしまいました。
彼がこのことをどのよ

たということです。
理由は推測するしかあり

うに考えていたのかについては、
聖書になに

ませんが、
ひとつには地理的な事情もあった

も記されていません。ダビデは、若いときに

ようです。
ダビデがいるヘブロンと自分たち

主に油注がれ、
将来イスラエルの王となるこ

が住んでいるギルアデは遠く離れています。

とが約束されていた人でした。信仰の友で

一方、イシュ・ボシェテがいるマナハイムは

あった親友ヨナタンも、
ダビデがサウルの次

目と先にあります。
わざわざ遠くにいるダビ

の王となることを確信し、
ダビデが弱気にな

デを王様とすることはむずかしかったのか

るようなときにいつも励ましてくれていま

もしれません。

した。なので、ダビデはこう思っていたので

ダビデが争いを避けようとした努力は無

しょうか。
「自分がイスラエルの次の王とな

駄に終わりました。
サウルの家との衝突は決

ることは、
神の計画としてすでに定められて

定的になります。

いる。神の御旨がなされるためには、多少の
犠牲者が出てもやむを得ない。
」

２）争いが激しくなる

確かにこのあとダビデはイスラエルの王

今日開いている箇所が、
その最初の衝突の

となり、神の御旨は実現します。その裏で多

場面です。
将軍アブネルが率いるサウルの軍

くの兵士が死に、
残された家族は悲しみにく

と将軍ヨアブが率いるダビデの軍はギブオ

れたはずです。人が死ぬことよりも、イスラ

ンの池に集結し、向かい合いました。
「池」

エルという神の国が一つの国となってまと

と聞くと、
ちょっとした広さの水たまりを想

まっていくことがそれほど大切なのでしょ

像するでしょう。
ところが実際に写真で見る

うか。でも、神の国は私たちを救うためにあ

とそのようなものとはだいぶ違います。
水を

るのではなかったのではないか。
これではま

くみ出すために人が掘った、直径 11 メート

るで話が逆さまです。

ル、深さ二十メートルの穴です。穴の周囲に

イエスは、
地上に神の国をもたらすために

は螺旋状の階段もあります。
この巨大な穴を

来られました。
その神の国はどのようにして
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来たのでしょう。強い軍隊によってですか。

も働かれない。
神はいないのだと言う方さえ

反対です。
天の軍勢を呼ぶことさえできる方

います。

が、すべての力を捨てて、弱い者となられま

聖書は、
私たちが置かれている現実からか

した。神の国がこの地上に来たとき、誰が倒

け離れた理想の世界を描いているのではあ

れましたか。人が死にましたか。人が犠牲に

りません。
私たちが置かれている現実から目

なりましたか。人ではありません。神が死な

をそらさずにそのまま描いている。
それが聖

れました。
神のひとり子が犠牲となられまし

書です。

た。

ですから私はこのように言いたい。
神がい

こうしてみると、
神の国が実現されるため

ないのではない。神は、私たちの置かれてい

に、多生の犠牲者が出てもかまわない。その

るこの現実に目を留めていておられる。
人が

ような考えは聖書の世界とまったく相容れ

死んでいくことが神にとって本当につらい

ないとわかります。では、今日の箇所のこと

のです。だから聖書は、人が争い死んでいく

はいったいどのように考えたらよいので

こと、
殺されていくことをそのまま書くので

しょう。

す。
ダビデは争いを止めようと祈り、
自分にで

２）
いつまでも剣が人を滅ぼしてよいのもの

きる事を精一杯の努力をしました。
けれども

か

戦争は起きてしまいます。ダビデは、このよ

旧約聖書を読んでいて、
皆さんはすでに気

うにして人が殺し合うという現実に投げ込

がついておられると思うのですが、
聖書には

まれ、苦しんでいきます。主も神でありなが

実にたくさんの生々しい事件が記されてい

ら罪の世に来てくださり、
そこで苦しまれま

ます。殺人はもちろん、近親相姦もあれば、

した。

人が人の肉を食べることも書かれています。

私たちも同じです。信仰をもって祈り、

どうしてこのようなことまで赤裸々に書く

願っても、
望まないことが起きてしまいます。

のか、とまどう方も多いはずです。今日の所

あるときは災害に巻き込まれます。
突然の病

も同じです。
これが信仰とどんな関係がある

に倒れます。
自分の口から出たことばが人を

のか。とまどいます。

傷つけることがあります。
罪だと知りながら、

ダビデをとおして見えてくる主イエスの

同じ過ちをことを繰り返しています。
どんな

姿に目を留めたいと思います。
旧約であろう

にすばらしい信仰があろうとも、
罪によるわ

が新約であろうが神の御心が変わることは

ざわいから逃れることはできません。
パウロ

ありません。
人のいのちが失われてはならな

が苦しんだのと同じように、
聖書が教える救

いのです。
人の血が流されてはならないので

いの約束と、罪の狭間で苦しんでいいます。

す。それが変わることのない神の御心です。

これが私たちの現実です。

ではどうして神は、
この世界から戦争をなく

神はこの現実をどうされるのでしょうか。

そうとされないのか。どうして神は、悲惨な

神は、
アブネルの口を通してこう言わせます。

事故や災害を留めようとはなさらないのか。

26 節。
「いつまでも剣が人を滅ぼしてよいの

昔から人々は問いかけてきました。
神はなに

ものか。その果ては、ひどいことになるのを
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知らないのか。
」同じことを、主も言われま
す。
「剣をもとに納めなさい。剣を取る者は
みな剣で滅びます。
」
（マタイ 26 章 52 節）
私たちは、口で「この地に御心がなされま
すように」と祈ります。でも心のなかに何が
あるでしょう。自分を憎む者を憎み、人を赦
さず、呪いのことばを投げつけていく。挙げ
句の果てには、
「あんな者は死んだほうがよ
いのだ」と叫んでいるのではないか。心の中
で、剣を振りかざし、人を滅ぼしているので
はないですか。
戦争がなくならないのは神のせいだ言う
前に、
まず自分の心を見つめてみたらどうで
しょう。
人を赦さないままでいるのは誰です
か。
赦さなければいつまでも争いは続いてい
く。それは結局、誰の責任なのでしょうか。
「いつまでも剣が人を滅ぼしてよいもの
か。
」これが神の御心です。けれども私たち
は人を赦すことができず、
争いを繰り返して
います。
赦さなければならいことは頭で分か
ります。でも、むずかしい。そこで苦しんで
います。そのことを思えば思うほど、主が与
えてくださった赦しがどれほどに深いもの
であったのかが迫ってきます。
十字架の赦し
の恵みに感謝します。
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