2017 年 2 月 26 日 礼拝メッセージ
聖書：第二サムエル記 22 章 1〜30 節
説教：あなたは私のともしび
はじめに

が沢山あったけれど神はダビデを救ってく

イスラエルに立てられた最初の王がサウ

ださった。よかったよかった。そんなふうに

ルと呼ばれる人でした。
その後を継いで二代

読めなくもありません。
でも本当にそうなの

目の王となったのがダビデですが、
彼がどの

か。考えていきます。

ようにして王となったのか、
短く紹介してお
きます。彼は、あるとき一発の石でゴリアテ

１ サウルの手から救い出された日とはい

という敵を倒したことでサウル王に召し抱

つのことか

えられ、頭角を現していきます。戦いに出れ

１）殺されそうになったとき

ば連戦連勝。おまけにハンサムでしたから、

22 章 1 節に「特にサウルの手から彼を救

世の女性たちが流行歌を歌って追いかける

い出された日に」とあります。それが具体的

ほどの大スターになっていきます。
サウルは、

にいつのことなのかは、わかっていません。

自分よりもダビデばかりが注目されるのが

それでもこのことばからいくつか思いつく

おもしろくありません。
今で言うパワーハラ

ことがあります。
ダビデがサウルに仕えてい

スメントでダビデをいじめ、
殺そうといたし

たときのことです。サウルが、ダビデを殺そ

ます。
ダビデはたまらず逃げるのですが指名

うとして自宅に殺し屋を差し向けてきたこ

手配されてしまいます。
イスラエルの国には

とがありました。
このことにいち早く気がつ

安全な所はなくなり、
敵の地に亡命してしま

いた妻のミカルは、
ダビデの代わりに人形を

います。
やがてイスラエルに大きな戦争が起

ベッドに置いて時間稼ぎをします。
その間に

こり、
サウルとその息子であるヨナタンが戦

ダビデは寝室の窓から逃げて難を逃れたと

場で倒れてしまいます。
王と世継ぎを同時に

いう事件がありました。
「サウルの手から彼

失ったわけですから、
イスラエルは大混乱状

を救い出された日」とは、このことかもしれ

態になります。これを見たダビデは、祖国を

ません。

救うためにイスラエルに戻り、
イスラエルの

あるいは、こういうこともありました。ダ

王に迎えられました。ところが、ほっとする

ビデが全国に指命手配され、
このままでは殺

間もなく今度は息子のアブシャロムが父に

されるのは時間の問題、
そこで思い切って敵

公然と刃向かうということも起きました。
そ

の所へ逃げ込んで身を隠そうと計画します。

の騒ぎもアブシャロムが死んだことで一件

でも、
つい先日まで戦っていた相手の所です。

落着となり、
イスラエルはやっと一つの国に

かなり危険な賭です。当時、写真はありませ

まとまります。これが 21 章までのあらすじ

ん。
ダビデを直接見た者も多くはなかったの

です。

で、見つからない可能性は確かにあった。と

その続きが今日開いている 22 章です。こ

ころが、
検問所に行くと係員がおまえはダビ

こにはダビデの歌が出てきます。
大変なこと

デではないかと疑い出します。
そこでどうし
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たか。ダビデは、みなの見ている前でよだれ

悩んでいたはずです。そんなことは忘れ、た

をたらし、きたない格好をして、気が違った

だ自分は救われて感謝しますと言っている

かのようなふるまいをして危機一髪難を逃

とはとても思えません。

れました。これも「サウルの手から救い出さ
れた日」と言っていいでしょう。

２ サウルを殺そうとした日

ほかにもたくさんのエピソードがありま

１）油注がれた者を殺してはならない

す。いずれも私たちが思い浮かべるのは、ダ

ではどうしたらよいのか。強い敵、私を憎

ビデが殺されるそうになったけれど助かっ

む者をもっと広く捉えてみたらどうでしょ

たこと、それが「サウルの手から救い出され

う。
ダビデを殺そうとする者を指すのはもち

た日」であると考えます。

ろんですが、ダビデ自身のうちにあって、ダ
ビデを死に追いやるものと考えるてみるの

２）祭司アヒメレク事件

です。いったいそれはなにのことか。これも

でも、それだけなのでしょうか。そんなに

具体例を見てきます。

単純ではないように思います。というのは、

ダビデはいつも追われる側でしたが、
それ

祭司アヒメレク事件のことがあるからです。

でもサウルを殺すチャンスが奇蹟のように

ダビデが全国に指名手配されたとき、
食べ

巡ってきたことがありました。
サウルは目の

る物も武器もないという状態になったこと

前にいてダビデがいることはまったく気が

がありました。
だれかの家に行って頼むこと

ついていません。ダビデはこれを見たとき、

はできません。
そんなことをすれば自分の居

いままでこの男に散々に苦しめられてきた

場所を知らせることになり、
相手もダビデを

ことが走馬燈のように思い出されたでしょ

助けたという嫌疑がかけられ、
迷惑をかける

う。
自分はいつも王に忠実に仕えようと一生

ことにもなります。
悩んだ末に向かったのは、

懸命働いてきたのです。
でも一生懸命働けば

昔からよく知っていて信頼できるアヒメレ

働くほど、憎まれ、ねたまれ、いのちまで狙

クという人の所でした。
そこでパンと剣を受

われる。その結果、財産も名誉も家族も失い

け取り、ダビデは姿を隠します。ところがそ

ました。こんな理不尽な話はありません。こ

こにスパイが隠れていて、
すぐにこのことが

んな男を殺したい。今がチャンスです。あと

サウルに知らされ、
アヒメレクとその一族は

は剣に手をかけ、
それを振り下ろすだけです。

全員殺されてしまいます。

しかし、
ダビデはそこで大切なことを思い

18 節に、
「主は、私の強い敵と、私を憎む

出してしまいます。ダビデはこう言います。

者とから私を救い出された」
とあります。
「強

「私が、主に逆らって、主に油注がれた方、

い敵、
憎む者は自分を殺そうと狙ってきたけ

私の主君に対して、そのようなことをして、

れど、
、救われた。助かった。感謝します。
」

手を下すなど、
主の前に絶対にできないこと

と読むことができるでしょう。
でももしそれ

だ。彼は主に油注がれた方だから。
」
（第一サ

だけだというのなら、
アヒメレクのことはど

ムエル記 24 章 6 節）

うなるのでしょう。ダビデは、自分がアヒメ
レクを殺したようなものだ。
生涯そのことで

２）死のわなが私に立ち向かった
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人の目にはまたとない千載一遇のチャン

降りてくださった主はどこに立たれたの

スと見えたその瞬間でした。ところが、そこ

でしょう。10 節後半。
「暗やみをその足の下

には神に対して逆らうという大きな罪が待

にして。
」主の回りには何があったのでしょ

ち構えている瞬間でもあったのです。
ダビデ

う。12 節。
「主は、やみを回りに置かれた。
」

はそこで苦しみます。
八つ裂きにしたいくら

足の下も、身の回りもやみだらけです。いっ

い憎い。アヒメレクを殺した相手です。でも

たいどうしてやみばかりなのでしょう。
私た

もし殺したなら、
神に逆らうことになります。

ちがこうだからです。主の目から見るなら、

自分も死ぬことになります。
その狭間に立た

私たちは全員罪というやみを抱え込んでい

されたときの苦しみ。
それが 5 節に書かれて

ます。

いるのではないでしょうか。
「死の波は私を

ダビデもそうでした。
主に従わなければな

取り巻き、滅びの川は、私を恐れさせた。よ

らないことは頭で知っています。しかし、サ

みの綱は私を取り囲み、
死のわなは私に立ち

ウルを憎む思いがダビデを圧倒します。
手が

向かった。
」

剣をつかみ、
それをサウルの頭めがけて振り

ダビデも主に油注がれた者であったこと

下ろしたい思いで一杯です。
どんな理由であ

を思いだしてください。皮肉なことですが、

れ、もしそれをしたら、主への反逆となりま

サウルを殺すことは、
そっくりそのまま自分

す。

を殺すことになってしまうのです。18 節の

それでダビデは主に助けを呼び求めます。

「強い敵」
、
「私を憎む者」
。だれかほかの人

その結果、
なんとか剣を振り下ろすことなく、

のことではありません。
主に油注がれた方で

大きな罪は犯さずに済みました。ところが、

あるサウルを憎み、殺そうという思い。全部

話はそれで終わりません。
主は私たちの本当

自分の中にあって、
それが全部強い敵だった

の姿をあらわにします。
海の底があらわれる

のです。ダビデはそれらと必死に戦います。

ようなことが起きました。

でも言うのです。
「彼らは私より強かった。
」
強い敵であったのに、
いったいどのようにし

３ 海の底が現れる

てダビデは、
サウルを殺さずにとどまること

１）サウルの衣の裾を切り取る

ができたのでしょうか。

ダビデは、我慢ができなくて、一つだけし
てしまったことがありました。
サウルの衣の

３）主がわが巌

裾をこっそりと切り取り、
自分がすぐそばに

1 節で、
「主がわが巌」と言っています。

隠れていたという証拠を残します。
サウルの

主が自分を守ってくれたと言っています。
そ

いのちがダビデの手の中にあることを見せ

の主はどこから来られたか。10 節。
「主は天

つけるためです。最初は、それくらいのこと

を押し曲げて降りて」来られました。押し曲

をしてもいいだろうと思っていました。
でも、

げるというのですから、
無理矢理にというこ

それをやった後でダビデは心に痛みを感じ

とです。降りてくる必要がなかったのに、主

ます。そのとき、ダビデが立っている地は揺

はどうしても降りていかなければならない

るぎ、海の底が現れました。いったい何が起

と思ってくださいました。

きたのでしょう。
サウルを殺してはならない。
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ぎりぎりの決断でした。
でもやっぱりどこか

架につるされている主の貧しいお姿が、
私た

に無理がありました。
どうしてもサウルに仕

ちの道を照らしてくださいます。

返しをしたい。
その思いを止められなかった。
そのときダビデの本当のやみがあらわれま

歩むべき道を見失うようなとき、
私たちは
再び主の十字架を仰ぎ見たいと思います。

した。高ぶる者とは自分のこと。そのことを
知らされます。28 節後半。
「あなたは、高ぶ
る者に目を向けて、これを低くされます。
」
２）低くされるダビデ
そのダビデはどのようにして低くされた
のか。そのことを最後に見ていきます。岩の
陰に身を隠していたダビデは、
サウルの前に
出て行きます。
そして今自分がしたことをそ
のまま正直に告げていきます。
簡単にできた
ことではないでしょう。
どうして自分がサウ
ルに頭を下げなければならないのか。
最初は
そう思っていました。
でも、やがて知らされました。主は何をし
てくださったのか。やみを足の下にして、や
みを回りに置かれた。この方は、なにも文句
も言わず、
むしろ私たちよりも低くなられて、
私たちの罪を引き受けてくださったではな
いか。
まるでこの方が罪人であったかのよう
なお姿を十字架で示してくださったではな
いか。
そんな貧しい姿となられた主のお姿を
見たとき、ダビデは低くされます。低くされ
たときこのように告白します。29 節。
「主よ。
あなたは私のともしび。
」
まるで突然海の底が現れるかのようにし
て、
自分の中にあるひどいやみや罪が立ち現
れました。そのとき、初めてこの方が私たち
のともしびであることに気がつきます。
この方は、
どのようにして私たちの歩む道
を照らすのでしょう。力でしょうか。能力で
しょうか。
私たちの誇りでしょうか。
いいえ。
すべてのものをうち捨てて弱くなられ、
十字
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