2017 年 4 月 9 日 礼拝メッセージ
聖書：第二サムエル記 24 章 10〜17 節
説教：罪を犯したのは、この私です
あらすじ

でのあらすじです。

サムエル記には、
さながらイスラエルの歴
史絵巻を見るように神がダビデをどのよう

１ ダビデの告白

に取り扱っていったかが描かれています。
そ

１）大きな罪を犯しました

の最後の章の所を開いています。
普通であれ

まず 10 節。
「ダビデは、民を数えて後、良

ば、
イスラエル統一を成し遂げたダビデの業

心のとがめを感じた。そこで、ダビデは主に

績をほめたたえて終わるところでしょう。
と

言った。
『私は、このようなことをして、大

ころが、
これまでのダビデの業績を台無しに

きな罪を犯しました。主よ。今、あなたのし

させるような終わり方です。
いったいここに

もべの咎を見のがしてください。
私は本当に

どんな恵みがあるのか。先週に引き続き、見

愚かなことをしました。
』
」

て参ります。

ダビデはさすがに自分のしたことで心が

問題の発端は、
ダビデがイスラエルの人口

うずいたようです。信仰者であるダビデは、

調査をしようとした所から始まります。
今の

すぐに罪の告白をいたします。第一ヨハネ 1

時代なら、
国の活動計画や予算を算出するた

章 9 節にもこのようなみことばがあります。

めに人口調査をします。
ところが聖書におい

「もし、私たちが自分の罪を言い表すなら、

ては、
神の救いに与っている者を数えるのが

神は真実で正しい方ですから、
その罪を赦し、

調査の目的であると、
はっきりと定められて

すべての悪から私たちをきよめてください

いました。
もし罪ある者が何もせずに戸籍に

ます。
」

登録されたならわざわいが民に及ぶので、
調

ふり返ればあのバテシェバ事件のときも

査するときは必ずひとりひとり罪のための

そうでした。姦淫の罪を犯し、ウリヤを殺し

贖い金を支払わなければならない、
とさえ書

ました。ずっとその罪を隠していました。預

かれていました。ところがダビデは、神が定

言者ナタンに責められてやっと、
「私は主に

めた手順を守らず無理矢理に調査を行わせ

対して罪を犯した」と告白しました。産まれ

てしまいます。
部下のヨアブは疑問に思うの

てきた子どもが死ぬという苦しみは通され

ですが、
ダビデに押し切られて九ヶ月と二十

ましたが、罪は赦されました。そのような経

日をかけてイスラエル中を巡り、
民を数えて

験をしています。
今回は少なくとも人を殺し

戻り、ダビデに報告しました。9 節です。
「イ

ていません。
この罪の告白によって罪は赦さ

スラエルには剣を使う兵士が八十万、
ユダの

れるだろう。
そんなふうに予想していました。

兵士は五十万であった。
」
ダビデが知りたかったのは、
神の救いに入

２）主の手に陥ることにしましょう

れられた者の人数ではありません。
兵力でし

ところが事態は思わぬ方向に向かってい

た。自分の力を誇りたかった。それが前回ま

きます。神は、預言者ガドを通してダビデに
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語ります。七年間のききん。三ヶ月間ダビデ

が次々と倒れていきます。
それも一部の地域

の仇に追われること。三日間、国中に疫病が

ではない。
国中のあらゆるところで同時に発

下される。
この三つの中から一つを選べと言

生しました。

うのです。ダビデは罪の告白をしたので、赦

第一歴代誌21章16節にこの時の様子が詳

されたはずだとすっかり安心していました。

しく描かれています。
「ダビデは、目を上げ

ですから次の朝、
まさかこれほどの厳しいこ

たとき、主の使いが、抜き身の剣を手に持ち

とが主から返ってくるとは予想していませ

それをエルサレムの上に差し伸べて、
地と天

ん。ダビデは 14 節で、
「それは私には非常に

の間に立っているのを見た。
ダビデと長老た

つらいことです」
と言って本音を漏らしてい

ちは、荒布で身をおおい、ひれ伏した。
」

ます。

主の使いが抜き身の剣を持って現れる場

それでダビデはどれを選択したのか。14

面は、
聖書の中では民数記とヨシュア記とこ

節後半。
「主の手に陥ることにしましょう。

の第一歴代誌の三度出てきます。その中で、

主のあわれみは深いからです。
人の手には陥

イスラエルにわざわいをもたらすのはここ

りたくありません。
」不思議なことに、ダビ

だけです。
ですからここは非常に特別な場面

デが三つの中からどれを選んだかは触れて

と言っていいでしょう。

いません。その代わりに、主の手に陥ること

あまりの恐ろしさにダビデと側近の者た

にしますとだけ語ります。
どれを選んでもつ

ちは荒布をまとってひれ伏します。
ひれ伏し

らいので、自分では選べない。主におまかせ

ながらダビデは考えます。
まさか主がここま

します。そのようなダビデの返事です。その

で厳しいさばきをなさるとは思ってもいな

ときダビデは、
「主はあわれみ深いから」と

かった。罪を告白したのに、どうして主はこ

言っています。信仰深いようにみえますが、

んな厳しいことをなさるのか。
それも自分が

私にはそうは思えません。
ダビデはまだ楽観

さばかれるのなら納得もしたでしょう。
とこ

的なのです。
間違った動機で人口調査をした

ろが、
自分とは関係のない民たちが倒れてい

くらいでまさか人が死ぬようなことまでは

くのです。

しないだろう。自分は、きちんと罪の告白を
したはずだ。あわれみ深い神は、きっとさば

２）罪を犯したのは、この私です

きを軽くしてくださるだろう。
そんなふうな

ダビデは若いときに羊飼いとして働いて

予想をしています。この時点においても、ダ

いました。
囲いの中に獣が入って来たらただ

ビデにはどこか大丈夫だという安心感が

ちに走って行って獣を倒し、
羊を守りました。

あって、
どこか緊張感が欠けているようなの

えさは十分か。水は飲んでいるか。病気の羊

です。

はいないか。けがはしていないか。そんなふ
うに常に気を配ります。
それが羊飼いの役割

２ 神のさばき

だと心得ていました。だから、他の家の羊が

１）抜き身の剣を持つ主の御使い

弱っていたり、
獣に襲われているのを見たら、

ところがそんな楽観的な予想はこなごな

他人事とは思えない。
あそこの羊飼いは何を

に吹き飛ばされてしまいます。
疫病で七万人

しているのか、怠けているのかと、腹を立て
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ることもあったでしょう。
そんなダビデがや

れです。その自分の家のことを、彼はかつて

がてイスラエルの王となると、
自分の役割は

こう言っていました。23 章 5 節です。
「まこ

羊飼いとよく似ていることに気がついてい

とにわが家は、
このように神とともにある。
」

ました。イスラエルの王は、群れの羊を守る

イスラエルを義をもって治める王であるな

ために立てられている。
それが自分の使命で

ら、その家は神とともにある。ダビデはそう

あることを自覚していきます。

告白していました。日本でも、家を守る神と

ところが今、何が起きているか。羊を守ら

いう考え方がありますが、
それと似ているか

れなければならないはずなのに、
自分の罪に

もしれません。
神がおられるのだからわざわ

よって羊が倒れていきます。
絶対にあっては

いに会うことはない。
ダビデはそう思ってい

ならないことが起きてしまいました。
そのと

ました。
神はあわれみ深い方であることを何

き、ダビデは思わずこう叫びます。17 節。
「罪

度も経験してきましたからなおさらです。

を犯したのは、この私です。私が悪いことを
したのです。
この羊の群れがいったいなにを

２）イエス・キリストのみわざを告げるダビ

したというのでしょう。どうか、あなたの御

デ

手を、私と私の一家に下してください。
」

ところが、ダビデは今こう叫びます。
「ど
うか、あなたの御手を、私と私の一家に下し

３ イエス・キリスト

てください。
」

１）まことにわが家は、このように神ととも

ダビデの家には神がともにおられます。
神

にある。
（23 章 5 節）

がおられるのでわざわいに会わない、
のでは

24 章 1 節を見ると、ダビデが人口調査を

ない。
ダビデの家はわざわいに会わなければ

しようとしたのは、
主の働きがあったと書か

ならない。
それが神がおられるという本当の

れています。
その結果なんの関係もない七万

意味だったのです。そのことをダビデは、叫

人が倒れる。どう考えても理不尽な話です。

びながら学んでいきます。

わからないことがまだあります。
ダビデは罪

なぜダビデの家はわざわいに会わなけれ

の告白をしました。それなのに、なぜダビデ

ばならないのでしょう。
ダビデが告白してい

の罪は赦されなかったのか。
そのことも大き

ます。
「この羊の群れがいったい何をしたと

な疑問です。
もし罪の告白をしても神は赦さ

いうのでしょう。
」

ないというのであるなら、
私たちは教会に来

神は、
私たちをまるで羊であるかのように

ることはできなくなります。
そうなれば深刻

ご覧になっています。
罪に苦しんでいる羊で

な問題になります。

す。
苦しみに襲われて弱り果てている羊です。

こう考えたらどうでしょうか。
主はダビデ

なぜ羊は苦しむのか。聖書によれば、アダム

をとおして主イエス・キリストのみわざにつ

の罪が私たちに受け継がれてしまっている

いて教えようとしているのではないでしょ

からだと言います。言い逃れはできません。

うか。
そのことを理解するために一つの鍵と

羊は、
罪のさばきを受けなければなりません。

なることばに注目したいと思います。
ダビデ

でも、主はダビデに叫ばせます。
「この羊

自身が語っています。
「私と私の一家」がそ

の群れがいったい何をしたというのでしょ
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う。
」罪を犯したのは羊ではない。この私で
す。自分に責任がある。自分こそ神のさばき
を受けなければならない者である、
とイスラ
エルの王に叫ばせるのです。
このダビデの叫びはどうなったのでしょ
う。
ダビデの末としてやがて救い主が来られ
ました。
この方は十字架の上で叫んでくださ
います。
「罪を犯したのは、
このわたしです。
わたしが悪いことをしたのです。どうか、あ
なたの御手を、わたしに下してください。
」
もちろん主が罪を犯すはずはありません。
私たちの罪を背負いながら、
「罪を犯したの
はわたしです」
と代わりに言ってくださるの
です。イスラエルの羊を救うために、このよ
うに罪ある者となられるのです。
そのように
して、主のさばきの御手を、わざわいを下す
主の御手を、
この方は十字架の上でお受けに
なりました。
だから私たちは罪を告白できる
のです。そこで罪が赦されます。その代わり
にダビデとダビデの一家はさばきを受けま
す。そのような流れになります。
なぜ主はダビデを動かして人口調査をさ
せたのか。すべてはわかりません。けれども
一つのことだけは言えます。
ダビデの口から、
主の救いを語らせるためにこのようなこと
をされた。すべて私たちを罪から救い、死の
わざわいから守るための主のご計画であっ
た。
そのようにしてくださった主の御名をあ
がめます。
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