2017 年 3 月 26 日 礼拝メッセージ
聖書：第二サムエル記 23 章 18〜39 節
説教：神がご覧になっているもの
はじめに

１ なぜ名前を載せるのか

前回、
ダビデがまだイスラエルの王となっ

今日の箇所ではたくさんの名前が載せら

たばかりで、
敵であるペリシテ人を迎え撃つ

れています。
ここにどんな恵みがあるのかと

ためにアドラムのほら穴に隠れていたとき

ととまどいます。こういうことでしょうか。

のことを見ました。
彼はこんなことをつぶや

兵士たちは王の命令により戦いに出向かな

きます。
「だれか、ベツレヘムの門にある井

ければなりません。
いのちを落とす者もいま

戸の水を飲ませてくれたらなあ。
」ダビデが

す。それがもし、戦死しても国が何も報いる

生まれ育った町ベツレヘムが今は敵に囲ま

ことがないとしたならどうなるか。
いのちを

れて危機に瀕しています。
そのベツレヘムの

かけて国のために尽くそうと思う者はいな

水が飲みたいと言うのは、
喉が渇いたからと

くなります。
ですから戦場でいのちを落とし

いうのではありません。
一刻も早くベツレヘ

た者たちの名誉は大切に守らなければなり

ムを敵の手から解放してやりたい。
そんなダ

ません。多くの国ではそのために、国が戦没

ビデの願いがこのようなことばとなったの

者を埋葬して追悼する施設をつくるくらい

です。

気を配ります。

でも敵は優れた武器を手に持っています。

それと同じようにダビデも、
国のために一

簡単に攻め落とすことができないことはダ

生懸命尽くした人たちの栄誉をたたえるた

ビデ自身がよくわかっています。
まさかだれ

めにここに名前を記したのか。
もしそうであ

も行くはずはないと思っていました。
ところ

るなら、
この箇所は私たちにほとんど関係が

が、三人の勇士たち、はいのちをかけて敵の

ないことになります。

陣営を突破して水を汲んでダビデのところ

毎回言いますが、
聖書は罪人の救いのため

に持ち帰ります。
これを見て一番驚いたのは

に書かれたものです。
どこを開いても救いの

ダビデです。
彼らがいのちをかけて運んで来

ことが書かれているはずです。
ここにもある

たこの水は、血そのものである。自分は絶対

なずです。
でもいったいここのどこに救いの

にこれを飲むことができない。
主だけがこの

恵みがあるのか。

水を飲むことができると語って、
主にささげ

手がかりとして、24 節にあるヨアブの兄

ました。

弟アサエルと 39 節のヘテ人ウリヤを取り上

やがてこのことから主イエス・キリストが

げます。
というのはこのふたりにはある一つ

浮かび上がりました。
この方がご自分の血を

の共通点があるからです。それはなにか。詳

ささげていのちの水を私たちのために汲ん

しく見ていきます。

でくださった。そのこととつながっていた。
それが前回のあらすじです。

２ ヨアブの兄弟アサエル（2 章 18 節以降）
１）アサエルの業績
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サウル家の将軍アブネル ダビデ家の将

ブネルはアサエルを殺すことになってしま

軍ヨアブ

います。
これがアサエルの身に起きたことで

まずアサエルから。おそらくアサエルと

した。
アサエルはりっぱな戦果を上げたので

言ってもこの人が何者であるのか覚えてい

しょうか。確かに勇敢だったかもしれない。

る人はほとんどいないでしょう。
アサエルの

でもサウル軍の大将アブネルを倒せず、
逆に

ことは 2 章 18 節以降に詳しく出てきます。

殺された。
それなのにどうして三十人の優れ

その頃というのは、
ちょうどイスラエルの王

た兵士の中に名前が挙げられていくので

であるサウルが倒れて大混乱状態にあった

しょう。

ときです。だれが次の王となるのか。跡目争
いが始まります。
亡命先から帰国したばかり

２）死なずにすんだはずなのに

のダビデは、人々の支持を受けて、二代目の

その後何が起きたのかを見ます。
ヨアブた

イスラエルの王となります。いっぽう、サウ

ちは、
殺されたアサエルのかたきを打とうと

ル家も黙っていません。
自分たちの一族から

アブネルを探し、追いつきました。そのとき

次の王様を出すべきであると考え、
将軍アブ

アブネルはヨアブにこう語るのです。
「いつ

ネルを中心にして立て直しを図ろうとしま

までも剣が人を滅ぼしてよいものか。
その果

す。
一方ダビデ家はヨアブが将軍として立っ

ては、ひどいことになるのを知らないのか。

ています。当然そこで衝突が起きます。ある

いつになったら、兵士たちに、自分の兄弟た

とき、
ヨアブとアブネルの間で激しい戦いと

ちを追うのをやめて帰れ、と命じるつもり

なったときがありました。
そのうちにアブネ

か。
」
（2 章 26 節）

ルの形勢が不利になり、
逃げることにします。

どこかで私たちは人の罪を赦さなければ

ヨアブは後を追っていきます。
ヨアブといっ

ならない。そうでなければ、いつまでも剣が

しょに追っていたのが、ヨアブの兄弟で 18

剣を呼び、人が死んでいくことになる。アブ

節に出て来るアビシャイ、そして 24 節のア

ネルはそう呼びかけました。
後にこれを聞い

サエル。
そのなかでもアサエルが足が速かっ

たダビデは、
アブネルの信仰を高く評価した

たので、アブネルに追いつきます。アブネル

と聖書の別の箇所に書かれています。

は後ろを振り向き、
アサエルにこう言います。

もしヨアブが、
アブネルを追うのをもっと

「私を追うのをやめて、ほかへ行け。なんで

早く止めさせていたなら、
アサエルは死なず

おまえを地に打ち倒すことができよう。
どう

に済んだことになります。アサエルは、本来

しておまえの兄弟ヨアブに顔向けできよ

は死ぬ必要がなかったのです。
そのアサエル

う。
」

の名前が、
三十人の兵士の筆頭として掲げら

ふたりの力の差は歴然としていました。
ア

れています。

ブネルが強い。
戦えばアサエルを殺してしま
うことがわかります。
でもアブネルはアサエ

３ ヘテ人ウリヤ（11 章 6 節以降）

ルを殺したくありません。それで、もう追う

１）ウリヤの業績

のをやめなさいと勧める。
ところがアサエル

それがどんな意味なのかは後で見ること

は若い。引き下がろうとしません。結局、ア

にして、次にウリヤについて見ます。このウ

2

リヤのことについては 11 章 6 節に出てきま

まさかそんなはずはない。
さきほどアサエ

す。
ダビデが不倫事件を起こした相手である

ルがどんな死に方をしたかを見ました。
ウリ

バテ・シェバの夫がウリヤです。ある日の昼

ヤと比べてください。
ふたりには共通点があ

下がり、ダビデが屋上に出たとき、たまたま

ります。アサエルの上司ヨアブは、怒りにま

向こうの屋上でバテ・シェバが裸で水浴びを

かせて追跡命令を取り下げようとしません

しているのを見てしまいます。
その日以来欲

でした。その結果アサエルは殺されました。

望を抑えきれずにずるずるとバテ・シェバの

ダビデは自分の罪を覆い隠すために、
理不尽

元に通い続けます。
ダビデはこのことが明る

な命令を出します。その結果、ウリヤは死ぬ

みになるのを恐れ、
ウリヤを激しい戦いの最

ことになりました。

前線に送るように命令を出し、
死ぬように仕

このふたりはどのようにして報いられる

向けます。
結局このダビデの策略によってウ

のでしょう。
世の人たちから見るならのろわ

リヤは死んでしまいます。

れたような死に方です。
正しい者が人の罪の

そのウリヤの名前がこのリストの最後に

わなにはめられて、
苦しんだり死ぬようなこ

書かれています。なぜ書かれるのでしょう。

とがあっていいのか。誰もが思う疑問です。

ウリヤの名前は、
イスラエルの王の耳をふさ

なぜあの人は死ななければならなかったの

ぎたくなるような大スキャンダルを思い起

か。
なぜ私はこんなひどい目に遭わなければ

こさせてしまいます。
普通ならそんな名前は

ならないのか。
自分が悪かったというのなら

絶対に載せません。
なかったかのようにする

受け入れられるかもしれない。でも、どう考

でしょう。しかし聖書は載せます。なぜ載せ

えても自分は被害者だとしか思えない、
そん

るのか。
ウリヤが華々しい戦いの成果を上げ

な理不尽な苦しみの中にある方もいるで

たからか。
確かに彼は部下思いの非常に優れ

しょう。

た軍人であったようです。
でも大きな成果を
上げたとは一つも書いていない。

２）十字架の死とよみがえり
神は何をご覧になっているのでしょう。
こ

２）理不尽な殺され方をする

のふたりの名前がここに載っている意味を

誰がどう見てもウリヤは死ぬ必要がな

確認したいと思います。
かわいそうな死に方

かった人です。
死ななければならなかったの

をしたので、
せめてもの慰めとなるようにと

はむしろダビデのほうでした。
しかしダビデ

いって載せたのではありません。

はその罪を赦され、生き延びます。そんなウ

神は、
このふたりに報いを与えてくださる。

リヤの名がここにあるのはなぜか。
理不尽な

その約束として載せているのではないです

死に方をしたウリヤの名誉を回復するため

か。
死んだ者にどうやって報いるのでしょう。

なのでしょうか。
せめてもの償いということ

もう手遅れだと言いますか。

でしょうか。

もしそう思うのなら十字架を見てくださ
い。十字架は、この世でもっとも不公平なこ

４ 神からの報い

とが行われた場所と言っていいでしょう。
罪

１）ふたりの共通点

のない方が、それも神である方が、罪ある者
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として処刑されていく。
これ以上の理不尽な
ことはありません。それなのに主イエス・キ
リストは拒みません。
ご自分のいのちを捨て
られました。そこで終わったのなら、なんの
希望もありません。
でもこの方は三日目に墓
の中からよみがえられました。
それは何を意
味しますか。理不尽な苦しみに会う者にも、
無意味な殺され方をした者であっても、
かな
らず名誉は回復される。主のよみがえりは、
そのことを示すことになりませんか。
たとえ、
罪ある者の手にかかって理不尽な死に方を
したとしても、
あなたの名誉は必ず回復され
ていく。あの三人の勇士が、いのちをかけて
ベツレヘムの井戸の水を汲んできたように、
主は、いのちを捨てて、よみにまで下ってく
ださり、
私たちが飲みたいと願っていたいの
ちの水を汲んでくださる。アサエルも、ウリ
ヤもその水を飲むことになる。
だから名前が
ここに記されている。
私たちの名前もいのち
の書にしるされていると言われます。
このように今日聖書は主の救いの約束を
語ってくださいます。
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