2015 年 4 月 19 日 礼拝メッセージ
聖書：第二サムエル記 11 章 14〜27 節
説教：主のことばをさげすむダビデ
１ 罪を隠そうとするダビデ

ていました。ところが、途中でヨアブの部下

１）ウリヤを殺す

たちはウリヤを残していなくなってしまい

ダビデは夏の昼下がり、
屋上を散歩してい

ます。
ウリヤとダビデの部下たちが取り残さ

たときに、
若い女が裸になってからだを洗っ

れ、戦死します。

ているところを目撃してしまいます。
側近に

ウリヤは何か悪いことをしたのでしょう

調べさせたところ、ウリヤの妻バテ・シェバ

か。何もしていません。いやむしろ、神を信

であることがわかりました。
ウリヤは兵士と

じる信仰者としてどこまでも忠実に歩んで

して戦いの前線にいます。
夫が留守であるこ

いました。それなのに、ウリヤは自分の妻を

とを知って、ダビデはバテ・シェバを自分の

ダビデに奪われ、
ダビデの罪を覆い隠すとい

家に招きます。
そのことからダビデの罪が始

う目的のために殺されてしまうのです。
こん

まっていきます。

なことがあってよいのか。誰もが思います。

しばらくして、バテ・シェバが妊娠したと

一つの罪を隠すために、
もっとひどい罪を重

の知らせがありました。
ダビデの子どもであ

ねて、
ついには人を殺すことさえしてしまう。

ることは明らかです。
もしこのことが世間に

それもすばらしい信仰をもっていると思わ

知られたなら大スキャンダルになります。
す

れていたダビデがそうするのです。

ぐにもみ消さなければなりません。
そこでダ
ビデは、ウリヤを戦場から呼び戻し、家に

２）ダビデの民が殺される

帰って休むようにと促します。バテ・シェバ

ダビデの罪はそれにとどまりません。
周り

のお腹の子どもがウリヤであると見せかけ

の人たちにも大きな影響を与えていきます。

るためです。
推理小説ふうに言えばアリバイ

将軍ヨアブはダビデから送られてきた手紙

工作ということです。
ところががウリヤは家

を読んで、考えたはずです。ウリヤがダビデ

に帰ろうとしません。

王のきげんを損ねたのかもしれない。
だから

最初の作戦が不調に終わったのを受け、
ダ

と言って、こんなことをしてよいのか。もし

ビデはすぐに次の手を打ちます。
ダビデは戦

この作戦を実行したら、
ウリヤひとりだけで

場で指揮を執っている将軍ヨアブにこんな

はなく、
ほかの兵士たちも巻き添えになって

手紙を書きます。15 節。
「ウリヤを激戦の真

死ぬことは避けられない。今なら、おそらく

正面に出し、彼を残してあなたがたは退き、

軍法会議にかけられるほどの大問題になる

彼が打たれて死ぬようにせよ。
」

はずです。何よりも、神の正義が曲げられて

将軍ヨアブはダビデの指示のとおりに、
強

いるのです。ヨアブは、ダビデの命令をたと

い敵が隠れているとわかっている最前線に

えそれがイスラエル王からのものであった

ウリヤを送り、戦わせます。最初は、ウリヤ

としても拒否すべきでした。
ところがヨアブ

を援護するために多くの兵士が一緒に戦っ

は拒否しない。
命令を見て疑問には思ったか
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もしれませんが、それでも従うのです。ダビ

メレクは女の手で倒れたことを恥じ、
部下に

デの罪はヨアブをも巻き込んでいきます。

対しこう言います。
「女が私を殺したと言わ

それだけではありません。
この作戦で誰が

ないように、
おまえの剣で私を殺してくれ。
」

死んだのか。17 節。
「その町の者が出て来て

そのような歴史上の出来事がありました。
ヨ

ヨアブと戦ったとき、
民のうちダビデの家来

アブはそのことを引用しています。

たちが倒れ、ヘテ人ウリヤも戦死した。
」ウ

何を言いたいのでしょう。
ヨアブはこの作

リヤだけではなく、
ダビデの家来たちも死に

戦についての責任を問われる可能性を考え

ました。誰が殺したのか。敵であるアモン人

ています。客観的に見るなら、ウリヤとダビ

ですか。
まさかそう考える人はいないでしょ

デの家来が死に作戦は失敗したのです。

う。ダビデが殺したのです。ダビデはウリヤ

「だってヨアブはダビデの命令どおりに動

だけではなく、自分の家来を殺したのです。

いただけだ」と思うかもしれませんが、世の

そして、
未亡人となってしまったバテシェバ

中はもっと複雑に動いています。ダビデは、

を悲しませることにもなります。
自分の犯し

ウリヤが死ぬようにせよと命じたけれど、
ダ

た罪を隠すためなら誰が死のうと誰が悲し

ビデの家来が死んでもよいとは言わなかっ

もうと、そんなことはどうでもよいのです。

たのです。
アビメレクがかつて女の手で殺さ
れてしまうほど城壁はかなり危険なところ

２ 主のことばをさげすむダビデ

です。そんなあぶないところへ、どうしてダ

１）ダビデの評価

ビデの家来を送ったのか。
ヨアブの作戦に大

ダビデの罪はヨアブにも大きな影響を与

きな問題があったのではないか。ヨアブは、

えます。
ヨアブはこの事件についての報告を

責任を問われることを恐れました。

ダビデに送ります。
そのとき使者にこう語っ

そこで、
ヨアブはダビデの口を封じるため

ています。20 節。
「もし王が怒りを発して、

にこう言わせるのです。
「あなたの家来、ヘ

おまえに『なぜ、あなたがたはそんな町に近

テ人ウリヤも死にました。
」それ以上は言い

づいて戦ったのか。
城壁の上から彼ら射かけ

ません。日本語で「腹をさぐる」ということ

てくるのを知らなかったのか。
エルベシェテ

ばがあります。ことばで言わなくても、相手

の子アビメレクを打ち殺したのはだれで

が何を考えているのかがわかる。
そんな意味

あったか。
ひとりの女が城壁の上からひき臼

です。ヨアブは、ダビデが神の前に正しくな

の上石を投げつけて、
テベツで彼を殺したの

いことをしていると見抜いています。
ダビデ

ではなかったか。なぜ、そんな城壁に近づい

が作戦の失敗について何か文句があるとい

たのか』と言われたら、
『あなたの家来、ヘ

うのなら、こちらにも言い分がある。ことば

テ人ウリヤも死にました』と言いなさい。
」

にはしていませんが、そのような脅しです。

ここで出て来るアビメレクの話は、
士師記

ダビデはヨアブからの報告を聞いて、
どの

9 章 50 節以降に出て来ます。ギデオンの子

ように反応したでしょうか。25 節。
「あなた

であったアビメレクはテベツという町を攻

はヨアブにこう言わなければならない。
『こ

めようと城壁に上ったとき、
城壁の上にいた

のことで心配するな。
』
」
直訳すればこうです。

女が投げたうす石にあたり、倒れます。アビ

「あなたの前に、
このことで何も悪いところ
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はない。
」よく見ると非常に巧妙な言い方で

主のみことばをさげすむことがどうして

す。
この事件の責任者は誰であるか何も触れ

悪なのでしょう。みことばをさげすむとき、

ていないのです。
責任の所在をあいまいにし

何が起きるか。人が殺されるのです。それも

たまま、ただ何も問題がない、悪いところは

正しい人が殺される。
正しい人の妻が嘆き悲

ない、心配しないで前に進みましょう。そう

しむことになるのです。
事実がねじ曲げられ、

言っているだけです。
ウリヤ殺害作戦に巻き

罪が闇から闇へと葬り去られ、
なかったこと

込まれて自分の部下が死んでもダビデは知

にされ、責任をとるべき者が責任をとらず、

らない振りをし、
責任をとるそぶりも見せま

イスラエルの民を支配する。
そんなことがい

せん。

つまでも続いてよいはずはありません。
神はこのあとダビデを厳しくさばいてい

２）神の評価

きます。
たとえ主に油注がれたイスラエルの

神はこのことをどのようにご覧になって

王であろうとも、
たとえ主に愛されていたダ

いたのでしょう。前回も触れましたが、神は

ビデであろうとも容赦がありません。
言い逃

ダビデが罪を繰り返して行くことをあえて

れができない方法で、
ダビデを責め立てます。

止めようとはしません。
そのままにさせます。

なぜそうするのか。人を救いたいのです。救

まるでダビデの罪がますまひどくなって深

うために責めるのです。
いったい何から救う

刻なものになっていくのを待っているかの

のですか。罪からです。罪がどれほどひどい

ようです。バテ・シェバがダビデの子を産ん

ものは今見たとおりです。
私たちを苦しめて

だとき、
初めて主がダビデをどのように評価

いる根本的な問題である罪から救われるこ

していたかが明らかにされます。27 節。
「し

とを、神は願い続けます。ではどのようにし

かし、
ダビデの行ったことは主のみこころを

て罪から救うのか。
救われるための楽な方法

そこなった。
」

があると思うでしょうか。
残念ながらありま

直訳をすれば、
「主の前に、ダビデのした

せん。
最も見たくない自分の罪に真正面から

ことはひどい悪であった。
」さきほど、ダビ

向き合うしかない。そのために、神はダビデ

デがヨアブに応えたことばを比べてみてく

がやりたい放題にさせて、
言い逃れできない

ださい。正反対です。どちらが正しいのです

ところに追い込んでいくのです。
それが神の

か。もちろん神の評価が正しい。いったいダ

方法です。

ビデの何が主のみこころをそこなったのか。

私たちの主であるイエス・キリストと私た

具体的にすぐに思いつくのは姦淫の罪、
殺人

ちはどこで結びついているのですか。
あなた

の罪、隣人の妻を欲しがったという罪、それ

はイエスを十字架につけなかったと言いま

からウリヤを殺せという偽りの命令を出し

すか。もしつけなかったというのなら、イエ

たのですから偽証の罪も挙げられるでしょ

ス・キリストと何の関係もありません。しか

う。
これらの罪を一つのことばで言い表すな

しもし反対に、
私は主を十字架につけた者で

ら、
結局ダビデは主のみことばをさげすんだ、

すと告白するなら、イエス・キリストはあな

あなどった、軽んじた、ばかにした、無視し

たとこれ以上のない強い関係が結ばれるこ

た。だからひどい悪と言われます。

とになります。
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ダビデは最初、
自分は何も悪いことはして
いないと言い張ります。
でもやがて預言者ナ
タンの口を通して罪を示され、
自分は主を十
字架につけた者であると告白していきます。
私たちもいつか自分の罪に向き合うとき
がやってきます。
一度向き合ったからもう終
わりということはありません。
生涯死ぬまで、
私たちは自分の前に自分の罪を置き、
「私は
主のみこころそこなうことしかできないの
です」と告白していきます。そのとき主は私
たちに近づいてくださり、
こう語ります。
「あ
なたが言い表してその罪の告白こそ、
わたし
にとって最上のささげ物です。
わたしは喜ん
であなたのために罪の身代わりとなり、
さば
きを受け、いのちを捨てます。
」
そのように語ってくださる主の御名をあ
がめます。
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