2015 年 10 月 4 日 礼拝メッセージ
聖書：第二サムエル記 16 章 15〜23 節
説教：私は誰に仕えるべきでしょうか
あらすじ

たアブシャロムはこう言います。
「これが、

ダビデの息子であるアブシャロムは、
父に

あなたの友への忠誠のあらわれなのか。
なぜ、

背きイスラエルの王になろうと企てます。

あなたは、あなたの友といっしょに行かな

人々は次々とダビデを裏切り、
アブシャロム

かったのか。
」

の側につきました。
今日の箇所に登場するア

アブシャロムも、
フシャイがダビデの友で

ヒトフェルもそうです。彼については 23 節

あることを知っています。当然彼は、父ダビ

にこう書かれています。
「当時、アヒトフェ

デといっしょに逃げたものと考えていまし

ルの進言する助言は、
人が神のことばを伺っ

た。そのフシャイが、ダビデとは行動をとも

て得ることばのようであった。
アヒトフェル

にせず、
アブシャロムに仕えるのだと言うの

の助言はみな、
ダビデにもアブシャロムにも

を聞き、
当然のことですが疑問をいだきます。

そのように思われた。
」アヒトフェルはかつ
てダビデの参謀でした。
その彼がアブシャロ

２）高慢になっていくアブシャロム

ムの側に寝返ります。
優秀な頭脳が敵の手に

もちろんフシャイも、
疑われることは十分

握られてしまいました。
イスラエルの重要機

に予想していました。
そこで彼はこう説明し

密も敵の手に渡ってしまいます。
ダビデは大

ます。18，19 節「いいえ、主と、この民、

きな衝撃を受けます。

イスラエルのすべての人々が選んだ方に私

ダビデは、
もはや神に祈るほかなにもでき

はつき、その方といっしょにいたいのです。

ません。そんなとき、ダビデの友と言われて

また、私は誰に仕えるべきでしょう。私の友

いたフシャイが訪ねてきました。彼は最初、

の子に仕えるべきではありませんか。
私はあ

ダビデと行動をともにするつもりでいまし

なたの父上に仕えたように、
あなたにもお仕

たが、ダビデから、
「あなたはアブシャロム

えいたします。
」

ところに行って彼に仕えなさい」
と命令を受

フシャイのことばは非常に巧みです。フ

け、エルサレムに戻ることになりました。そ

シャイはアブシャロムに仕えると言い切っ

れが今日の箇所の背景となっています。

ています。普通、それはダビデを裏切るとい
うことも意味することになります。
ところが

１ ダビデの友フシャイ

フシャイは、
ダビデを裏切ったとはひとこと

１）アブシャロムのしもべとなる

も言っていません。
その代わりこう言うので

フシャイがエルサレムに戻った後、
間もな

す。
「主と、この民、イスラエルのすべての

くアブシャロムとアヒトフェルもエルサレ

人々が選んだ方に私はつき、その方といっ

ムに入ってきました。
フシャイはすぐにアブ

しょにいたいのです。
」
「その方」とはいった

シャロムを迎えに出て、
「王さま。
ばんざい。

い誰のことなのか。
もちろんフシャイはダビ

王さま。ばんざい」と言います。これを聞い

デのことを指して語っています。
けれどもア
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ブシャロムはこのことばをそのようにはと

章 11 節）

りません。
てっきり自分のことだと思い込み

いったい神は何をしているのでしょうか。

ます。なぜ思い込むのか。アブシャロムが今

ダビデはフシャイをエルサレムにわざわざ

どんな状態かを想像してください。
ダビデが

送り返し、
なんとか形勢を有利な方向に導こ

最も信頼していたアヒトフェルを味方につ

うと考えました。ところがフシャイはアブ

けました。ダビデは逃げ出し、自分はエルサ

シャロムの近くに潜入することは出来たも

レムに入城も果たしました。
イスラエルの王

のの、
この計画を押しとどめることはできま

座は目の前にぶらさがっています。
すべてが

せん。
神はどうしてこのようなことを許して

思い通りに進んでいます。
そんなときどうな

いくのでしょう。

りますか。
すべてが自分を中心にまわる世界

理由があります。12 章 11，12 節を開いて

に見えます。高慢の絶頂です。ですからフ

ください。ダビデが、かつてバテ・シェバと

シャイが「主が選んだ王」言うとき、それは

姦淫の罪を犯したときにまでさかのぼりま

自分のことなのだと考えるのです。

す。自分の罪を隠していたダビデに、預言者

フシャイの語り方はずるいと文句をつけ

ナタンがこう語って迫りました。
「主はこう

ることではありません。
アブシャロムは自分

仰せられる。
『聞け。わたしはあなたの家の

の罪によって、自らが掘った穴に落ちてし

中から、
あなたの上にわざわいを引き起こす。

まったのです。
このことが後になって大きな

あなたの妻たちをあなたの目の前で取り上

影響を与えていくことになります。

げ、あなたの友に与えよう。その人は、白昼
公然と、あなたの妻たちと寝るようになる。

２ アヒトフェル

あなたは隠れて、それをしたが、わたしはイ

１）彼が提案した作戦

スラエル全部の前で、太陽の前で、このこと

アブシャロムは、
ダビデを追いつめるため

を行おう。
』
」

に次の作戦を練るようにアヒトフェルに指

神は何もしていないのではありません。
ア

示します。
提案された作戦はここに書かれて

ブシャロムがしていることは、すでに神に

いるとおりです。
白昼堂々と屋上にテントを

よって告げられていたとおりだったのです。

張り、
王宮に残してきたダビデのそばめたち

私たちは、ここだけ読むと、父を殺そうとす

のことろに入りなさい。
なぜこんなことをす

るアブシャロムはなんと恥知らずな息子で

るのでしょう。
敵をつぶすために武器を使わ

あるかと憤るかもしれません。
でも元をたど

ない。一滴の血も流さず、心理的なダメージ

れば、
今回の事件はダビデの罪から始まって

を敵に与えていく作戦です。
さすがにアヒト

いるのです。バテ・シェバが人妻であること

フェルです。ただ者ではありません。これに

を知りながら、
欲望を満たすために力ずくで

よってアブシャロム軍の結束は強められ、
父

奪い、夫のウリヤを殺してしまう。その罪を

ダビデに対しては大きな打撃を与えること

ひた隠しに隠して、
人々の目の前では信仰深

になります。

い王さまのふりをしていた。
そんなダビデの
罪がこのような結果を招いていたというこ

２）預言者ナタンのことばが成就する（12

とを聖書は誤魔化さずに指摘します。
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うとする。なぜか。主に選ばれたダビデ、そ
３ 罪人の仕える神

のダビデの子であるから仕える。

１）私は誰に仕えるべきか

そんな理由で仕えるのかと驚くでしょう

でも疑問が残ります。
ダビデは最初隠して

か。でも、主とはそのような方なのです。主

いたとは言え、
最後には罪を告白したのです。

は私たちのところに来られたとき、
人の姿と

もうそれ以上の責任を問う必要はないはず

なられ、私たちに仕えてくださいました。な

です。
ところがダビデの罪はアブシャロムに

ぜ神である方が私たちに仕えようとするの

及んでいきます。
イスラエルの人々の心はす

でしょう。
私たちが何か良いことをしたから

さんでいきます。
罪の告白をしても意味はな

ですか。もちろんちがいます。私たちは罪人

いのでしょうか。

です。
自分の口で私は罪を犯したと告白する

ダビデの友であったフシャイに目を留め

なら、私たちはダビデの子孫となります。な

ていきます。
フシャイはダビデから自分が犯

ぜなら、
ダビデがナタンに責められたときこ

した罪のことを聞かされていたでしょう。
長

う告白したからです。
「私は主に対して罪を

男のアムノンが妹タマルを辱めたこと。
アブ

犯した。
」ナタンは言いました。
「主もまた、

シャロムがそのことでアムノンを殺したこ

あなたの罪を見過ごしてくださった。
あなた

と。
そのことから父と息子の関係がぎくしゃ

は死なない。しかし、あなたはこのことに

くしてしまい、
とうとうアブシャロムが父を

よって、
主の敵に大いに侮りの心を起こさせ

憎むようになったこと。
すべてを聞いていま

たので、あなたに生まれる子は必ず死ぬ。
」

した。

あなたに生まれる子。誰のことか。バテ・

フシャイがこれを聞いたとき、
どう思った

シェバが生んだ子どもがこのあと死にまし

でしょうか。
何とひどい人間だとさげすんだ

た。しかしそれで終わりません。アムノンが

のか。いいえ。彼は言っています。
「主と、

殺されました。
やがてアブシャロムも死んで

この民、
イスラエルのすべての人々が選んだ

いきます。主は罪を犯したダビデを選び、主

方に私はつき、
その方といっしょにいたいの

イエス・キリストはダビデのために仕えて死

です。
」ダビデがどんなにひどい罪を犯した

んでいきます。ダビデに仕えた主は、同じよ

としても、なお仕えました。それはなぜか。

うに私たちにも仕えてくださり、
十字架で死

主がダビデを選んだからです。
主はどんな男

んでくださいました。
そのような恵みを見る

を選んだか。罪を犯さない、聖い人間を選ん

ことができます。

だのか。いいえ。ひどい罪を犯したダビデを

フシャイは心からアブシャロムに仕えま

選びました。
それでも主が選んだ王であるか

す。
アブシャロムを救うために全力を尽くし

らフシャイは仕えるのだと言うのです。

ます。
アブシャロムに仕えることがダビデに
仕えることでもあると信じています。
そして、

２）あなたにも仕える

ダビデに仕えることは主に仕えることでも

それだけではない。
フシャイは同時にアブ

あると信じていきます。いのちをかけてフ

シャロムにも仕えるのだと言います。アブ

シャイは仕えます。

シャロムもひどい人間です。
それでも仕えよ

フシャイを通しても主のお姿を見ること
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ができます。
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