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はじめに 

サムエルは、ダビデが 15－16 歳の頃、油を注いだ。実際ダビデは 30 歳

頃、王として君臨した。その間 14－15 年の間命がけでサウルの殺害計画か

ら逃げ回った。その時期からダビデの異なる側面を知ることが出来る。ダビ

デは巨人を倒した勇敢な男であり、神の御心の男でもあるが、また、恐れや

恐怖を抱く人間でもあった。ダビデは、神の概念に長けていたかもしれない

が、神がもっておられる彼の人生のご計画に対して、大きな不信感に陥る可

能性も秘めていた。信仰の男であったにもかかわらず、繰り返し身を守るた

めに人間的手段（まやかし、偽り、逃亡）に頼った。ダビデの数々の詩篇の

頭書きは、その逃亡中に書かれていることを示唆している（詩篇３４，５

２，５６，５９）。それらの黙想は、ダビデ自身が命のためにも神の議題の枠

内に位置付けることに苦闘していた様子が伺える。 

 

 

ヨナタン、ダビデとサウルを和解させる： １９：１－７ 

 

ダビデがゴリアテを倒し、繰り返し軍事的勝利を治めた後、サウルのダビデ

への嫉妬は更に上昇した（18 章）。サウルは、息子のヨナタンとその家来

たちにまでダビデを殺すよう命じた（１９：１）。しかし、ヨナタンは拒否

し、そのことをダビデに忠告し、ダビデのために取り成した。ヨナタンの言

い分は単純明快であった：ダビデはあなたに罪を犯していないが、あなたは

ダビデに罪を犯している： 

ヨナタンは父サウルにダビデのことをほめて言った、「王よ、どうか家来

ダビデに対して罪を犯さないでください。彼は、あなたに罪を犯さず、 

また彼のしたことは、あなたのためになることでした。 彼は命をかけて、

あのペリシテびとを殺し、主はイスラエルの人々に大いなる勝利を与えら

れたのです。あなたはそれを見て喜ばれました。それであるのに、どうし

てゆえなくダビデを殺し、罪なき者の血を流して罪を犯そうとされるので

すか」。（９：４，５） 

 

ヨナタンは父親に勇気と真実をもって挑んだ。恐れを表に出さなかった。 

しかし、サウルの仇討ちへの欲望は、今まで放置されて来た深く根づく問題

の「実」であった。したがって、サウルは二度とダビデを殺そうとしないと

いうことをその場では誓った。けれども、「水面下の氷山」の問題の如く－

恐れ、プライド、嫉妬、不安、自己愛、神に対する不従順は、彼の誓いを破

らせ、ダビデを破滅させたいという欲望が再び顔を出すことになる。 

 

悪く振る舞う人に「やめなさい！」と言うことは容易い。しかし、その行動

を起こさせている根本的な問題を表に出し、光にあてない限り、その効力は

期待できない。最も頻繁に「水面上の氷山」の行いは「水面下の氷山」に私

たちが抱えている痛みを緩和するために用いている戦略であることが多い。

ですから自己認識（奥深く考えること）が重要となる。物事に対する反応や

否定的な行動に走ってしまう根底まで見つめない限り、私たちはそのパター

ンを繰り返すだけである。オークポイント教会の Inner Healing Prayer Ministry

は、あなたの心の奥深い領域に、聖霊による洞察と神の深い癒しが得られる

よう導くためにデザインされています。 

 

サウル、再びダビデを殺そうとする： １９：８－１０ 

 

ダビデは、引き続きペリシテ人に対する軍事的勝利を治め続けたのでペリシ

テ人は退散した（１９：８）。しかし、ダビデの成功はサウルの心の根底に

放置してある問題を再び表面化させた。嫉妬と霊的不従順の組み合わせ 

（１９：９）は、突発的にサウルに誓いを破らせ、再びダビデを殺そうと行

動させた。これまで、常にペリシテ人によって恐れられ退散させて来たダビ

デが、今度はサウルを敵に恐怖から逃亡する立場となった。 

 

サウルはそのやりをもってダビデを壁に刺し通そうとした。しかし彼は 

サウルの前に身をかわしたので、やりは壁につきささった。そしてダビデ

は逃げ去った。（１９：１０） 



ミカル、ダビデのサウルからの逃亡を助ける： １９：１１－１７ 

 

ダビデは、サウルの娘、ミカルと結婚していた。今度は、ミカルがダビデを

殺害しようとしている父親から救った。サウルは翌朝、ダビデ殺害を目的に

前の晩、ダビデを見張るために男たちを遣わした。ミカルが夫のダビデに死

の警告を与えたので、ダビデはサウルの企み計画の流れを変えた： 

 

ダビデの妻ミカルはダビデに言った、「もし今夜のうちに、あなたが自分

の命を救わないならば、あすは殺されるでしょう」。（１９：１１） 

 

ミカルは、ダビデの逃亡を家の中の偶像を用いて支援した！ダビデはその晩

家を逃げ出し・・・二度と戻らなかった。 

 

そしてミカルがダビデを窓からつりおろしたので、彼は逃げ去った。ミカ

ルは一つの像をとって、寝床の上に横たえ、その頭にやぎの毛の網をか

け、着物をもってそれをおおった。（１９：１２，１３） 

 

サウルは自分を裏切った娘を非難した（１９：７）。助けなければミカルを

殺すとダビデが脅迫したという偽りの証言をした。 

 

詩篇 59 篇には、その晩、サウルの家来に囲まれている中、ダビデが家の中

で座り込んでいた出来事が記されている。下記の箇所からダビデがどれほど

必死に神の保護を求めていたかが伺える。 

 

わが神よ、どうかわたしをわが敵から助け出し、わたしに逆らって起りた

つ者からお守りください。悪を行う者からわたしを助け出し、血を流す人

からわたしをお救いください。見よ、彼らはひそみかくれて、わたしの命

をうかがい、力ある人々が共に集まってわたしを攻めます。主よ、わたし

にとがも罪もなく、わたしにあやまちもないのに、彼らは走りまわって備

えをします。わたしを助けるために目をさまして、ごらんください（詩篇

５９：１－４）。彼らは夕ごとに帰ってきて、犬のようにほえて町をあさ

りまわる。見よ、彼らはその口をもってほえ叫び、そのくちびるをもって

うなり、「だれが聞くものか」と言う（詩篇５９：６－７）。しかし、わ

たしはあなたのみ力をうたい、朝には声をあげてみいつくしみを歌いま

す。あなたはわたしの悩みの日にわが高きやぐらとなり、わたしの避け所

となられたからです。わが力よ、わたしはあなたにむかってほめうたいま

す。神よ、あなたはわが高きやぐら、わたしにいつくしみを賜わる神であ

られるからです（詩篇５９：１６－１７）。 

 

ダビデの祈りから、敵を見るとき異なるレンズを通してみていることが明ら

かである。以前に置かれた危機の際、ゴリアテは「神の敵」であり、神によ

って強められるダビデを相手に勝てるチャンスは無かった（１７：２６，４３

－４６）。ところが、今回サウルの家来たちが日の出を待ち、ダビデを殺そ

うと待期している事実は、ダビデに危険と恐怖感で襲った。デビでは、神が

誰であり、神が誰の味方であるか知っていたはずである。それでも頻繁に、

ゴリアテに無敵で立ち向かった時と同じ信仰をもって、他の敵に立ち向かう

ことに苦労した。彼の信仰と勇気にも、私たちと同様に浮き沈みがあった。 

 

危機状況に置かれている際の信仰による戦いは、神が約束してくださったと

おりの方であるということを信じることである・・・たとえ状況が取り消そ

うと働きかける時でも。詩篇 59 篇は、ダビデが信仰と恐怖の間で揺れ動い

ている様子を明らかにしている。詩篇の半分は、ダビデを殺害する態勢を整

えようとする激しい敵についてである。ダビデは、「自分に過ちがない」の

で混乱している。もう半分は、彼の避けどころであり、力であり、尽きるこ

とのない愛の源である神についてである。人間は堕落した性質をもっている

ので、常に信仰と恐怖の間で揺れ動いてしまうのです。私たちは、簡単に恐

怖に支配されないために、定期的に溢れる恐怖の最も深い腐敗を明らかにす

るよう努めるべきである。同時に、神についての真実にしがみつくことを学

ばなければない。嵐のど真ん中においても、私たちの危機的状況をはるかに

上回る偉大な方をしっかりと見つめなければならないのです。 

 

 

ダビデ、サムエルのもとへ逃げる： １９：１８－２４ 

 

ダビデは、まず、彼に次期王として油を注いだサムエルの所に逃げ込んだ

（１６：１，１２，１３）。ダビデは間違いなくサムエルが彼に言った事が

本当であり、確かに、いつかサウルを受け継ぐという約束の保証を必要とし

た。同時に、どう進むべきか預言者の指導を受けることが出来た。サウルは

ダビデを捕えるために家来を使わしたが、「ダビデを捕える代りに、彼らの

方が神の御霊に捕えられた」（Matthew Henry）。サウルの家来たちは、神

のご臨在に圧倒されて、神を礼拝し賛美し始めた。何人かの古代ユダヤ人の

評論家は、サウルの家来たちが、ダビデはイスラエルの次の王としてサウル

を追い越すだろうと予言し始めたと考えた！ 



家来たちが、ダビデを捕えずに戻ったとき、サウルは自らダビデを捕えに出

る決心をした。しかし、ナヨテの町に近づいたたとき、サウルもまた、神の

御霊に圧倒され奇妙な結果へと導いた。 

 

そこでサウルはそこからラマのナヨテに行ったが、神の霊はまた彼にも臨

んで、彼はラマのナヨテに着くまで歩きながら預言した。 そして彼もまた

着物を脱いで、同じようにサムエルの前で預言し、一日一夜、裸で倒れ伏

していた。人々が「サウルもまた預言者たちのうちにいるのか」というの

はこのためである。（１９：２３，２４） 

 

サウルとその家来たちの上に働かれた神の力を見た後でも、ダビデは激しい

ストレスから退散するには至らなかった。サウルがナヨテに居たので、ダビ

デはそこから発ち、ヨナタンのもとへ逃げ帰り、サウルが殺そうとしている

理由を要求した。 

 

 

ヨナタン、誓いを貫く： ２０：１－４２ 

 

以前、ヨナタンは、ダビデと契約関係を結んだ（１８：１－４）。今度は、そ

の契約の更新をダビデと交わし（２０：１２－１７）、親密な友に愛と献身

を証明するための具体的な行動の一歩を踏み出した。 

 

ダビデはラマのナヨテから逃げてきて、ヨナタンに言った、「わたしが何

をし、どのような悪いことがあり、あなたの父の前にどんな罪を犯したの

で、わたしを殺そうとされるのでしょうか」。（２０：１） 

 

「私が何をしたというのですか？」これは、ダビデの最年長の兄エリアブが

ゴリアテの事件の際に、ダビデに向かって自惚れと邪悪を厳しい言動をもっ

て激しく非難したときのダビデの反応であった（１７：２９）。そのときと

同じ抗議が詩篇 59 篇 4 節にも見られる－「わたしにあやまちもないのに、

彼らは走りまわって備えをします。わたしを助けるために目をさまして、

ごらんください。」ここでのダビデのヨナタンに対する質問は同じであっ

た：「わたしが何をし、どのような悪いことがあり、あなたの父の前にど

んな罪を犯したので、わたしを殺そうとされるのでしょうか」。ダビデは

不当な攻撃に深く傷ついていたあまり、攻撃者の真の表情を見抜き、状況か

ら抜け出す能力を曇らせてしまった。彼らの告発は、ダビデの問題よりも何

よりも、彼ら自身の不安（サウルの嫉妬； エリアブの悲痛；etc.） を物語

っていた。実際ダビデは、他人の心の奥底に根ずく問題を負わせられたエス

ケープゴート（逃れるやぎ・他人の罪を負う、または、不当な問題のために

非難されるやぎ・レビ記より）であった。おそらく、あなたも不当な非難の

対象となっておられるかもしれません。そうであるなら、あなたを告発する

者たちが、何を根拠に動かされているかについての洞察へと神に導いていた

だくようにより頼んでください。 

 

 

ダビデの殺害計画については、ヨナタンに知らされていなかった（２０：

２，３）ので、ダビデがそれ程まで父（サウル）を恐れている理由がヨナタ

ンには理解できなかった。ダビデは真実を確かめるために、ヨナタンに父で

あるを試すよう頼んだ。 

 

ダビデはヨナタンに言った、「あすは、ついたちですから、わたしは王と

一緒に食事をしなければなりません。しかしわたしを行かせて三日目の夕

方まで、野原に隠れることを許してください。もしあなたの父がわたしの

ことを尋ねられるならば、その時、言ってください、『ダビデはふるさと

の町ベツレヘムへ急いで行くことを許してくださいと、しきりにわたしに

求めました。そこで全家の年祭があるからです』。もし彼が「良し」と言

われるなら、しもべは安全ですが、怒られるなら、わたしに害を加える決

心でおられるのを知ってください。（２０：５－７） 

 

ダビデの所在についてヨナタンに嘘をつくよう頼んだ。ここで、ダビデに自

分の身の安全確保のために、物事を自力で解決させようとする兆候が見られ

る。ヨナタンは、ダビデの頼み通りに行った。サウルがダビデの所在を尋ね

たとき、ダビデがベツレヘムへ行く許可をを求めたと偽った。その時点で、 

サウルは息子のヨナタンに向かって怒りを発し、虐待的暴言を吐いた。 

 

その時サウルはヨナタンにむかって怒りを発し、彼に言った、「あなたは

心の曲った、そむく女の産んだ子だ。あなたがエッサイの子を選んで、自

分の身をはずかしめ、また母の身をはずかしめていることをわたしが知ら

ないと思うのか。 エッサイの子がこの世に生きながらえている間は、あな

たも、あなたの王国も堅く立っていくことはできない。それゆえ今、人を

つかわして、彼をわたしのもとに連れてこさせなさい。彼は必ず死ななけ

ればならない」。（２０：３０，３１） 

 



ヨナタンは父の爆発的暴言に唖然とした。しかし、そこで治まらなかった：

サウルは槍をヨナタンめがけて投げ、自分の息子を殺そうとした！そのとき

「ヨナタンは、自分の父がダビデの殺害を決心していることを悟った。」 

 

ヨナタンは激しく怒って席を立ち、その月のふつかには食事をしなかっ

た。父がダビデをはずかしめたので、ダビデのために憂えたからである。

（２０：３４） 

 

翌朝、ヨナタンはダビデの隠れ家に行き、サウルの殺害計画を告げダビデに

逃げるよう伝えた。二人が離れ離れになったとき、彼らは、共に神に仕える

ことが出来なくなったことをひどく悲しんだ。 

 

ふたりは互に口づけし、互に泣いた。やがてダビデは心が落ち着いた。

（２０：４１） 

 

「契約関係」とは、二人の人間が非常に特殊な方法で一つに結ばれる関係で

ある。関わる典型的な三つの要素は：１）契約の印。２）それぞれが、お互

いのために払う犠牲。３）契約の条項に関する口述による約束（べス・モー

ア ”A Heart like His″, 10 章） 。ヨナタンがこの契約を交わした発起人で

ある。ダビデよりも約 10 年も年上であったヨナタンがこの契約関係の発起

人であるということは、実に興味深いところである。ダビデのサウルからの

逃亡生活の初期は、ヨナタンが主に「契約の役割を果たした。」ヨナタンの

死後、残された子孫の世話をすることによって、ダビデは二人の契約の役割

を果たした（第二サムエル記 9 章）。 

 

ダビデにとってヨナタンは、実の兄であったエリアブに欠けた部分を満たす

存在であり、ダビデを援助し、激励し、守った。聖書全体を通してヨナタン

は「親友」としての最高の模範であった！あなたの人生であなたが契約関係

にある人はいるでしょうか？結婚の契約関係が今日、最も身近な契約関係で

あると言えるでしょう。しかし、あなたが決断するならば、その他の契約関

係を結ぶことも可能である。あなたにとって誰が真の兄弟、又は、姉妹にあ

るでしょうか？ 

 

ダビデ、ノブの祭司のもとに逃亡： ２１：１－９ 

 

ダビデは、逃亡の身となり、サウルの死までその状況は続く。彼の最初（ま

た、最も悲劇的な）滞在は、大祭司、アヒメレクと全祭司一族の故郷であ

る、ノブであった。アヒメレクがダビデ訪問の理由を尋ねたとき、サウルの

「極秘任務」で来たという偽りを言った。 

 

ビデは祭司アヒメレクに言った、「王がわたしに一つの事を命じて、『わ

たしがおまえをつかわしてさせる事、またわたしが命じたことについて

は、何をも人に知らせてはならない』と言われました。そこでわたしは、

ある場所に若者たちを待たせてあります。（２１：２） 

 

ダビデとその軍隊は、アヒメレクから食料とダビデがゴリアテを倒した際に

入手したゴリアテの刀を受け取った。ダビデのアヒメレク訪問の物語の途中

で、サウルのしもべのひとりが全て厳密に見張っていたという不吉な記録が

ある。 

 

その日、その所に、サウルのしもべのひとりが、主の前に留め置かれてい

た。その名はドエグといい、エドムびとであって、サウルの牧者の長であ

った。（２１：７） 

 

このドエグは、物語が展開するにつれ、中心的人物となる。 

 

 

ダビデ、ガトに逃亡： ２１：１０－１５ 

 

驚くことに、ダビデの逃亡期間中、二度もペリシテ人領土に避難した（後に

２７章で明確になる）。ペリシテ人はイスラエルの敵であったことを思い出

しましょう。更に、ガトとは、ゴリアテをもてはやした町であった。そし

て、ダビデは、ゴリアテの故郷で避難所を求めていた！ところが、間もな

く、ガトの王、アキシの役員はその王に、イスラエル人がダビデについて歌

った曲を思い出させた：「サウルは 1000 人を殺害し、ダビデは 10000 人を

殺害した。」そのとき、ダビデはペリシテ人たちに殺されることを恐れた。

逃れるために、頭の狂った人を演じた。 

 

ダビデは、これらの言葉を心におき、ガテの王アキシを、ひじょうに恐れ

たので、 人々の前で、わざと挙動を変え、捕えられて気違いのふりをし、

門のとびらを打ちたたき、よだれを流して、ひげに伝わらせた。（２１：

１２，１３） 

 

ガトの王は、狂人は町に必要ないと嘲った。このようにして、ダビデはかろ

うじでその苦境から逃れた。 



詩篇３４、５６篇はどちらもダビデのガトにおいてかろうじでペリシテ人か

ら逃れた際の話で関連している。ダビデが狂人を演じている間、内心では、

自分の見当違いの行動からの救出のために祈った。ダビデは生きてガトから

脱出するために表向きには演技力を発揮していたが、心の内は“絶望感に圧

倒されていた”！下記の聖句箇所は詩篇からの抜粋である。 

 

34:4 わたしが主に求めたとき、主はわたしに答え、すべての恐れからわた

しを助け出された。34:6 この苦しむ者が呼ばわったとき、主は聞いて、す

べての悩みから救い出された。（詩篇３４：４，６） 

 

34:18 主は心の砕けた者に近く、たましいの悔いくずおれた者を救われる。

34:19 正しい者には災が多い。しかし、主はすべてその中から彼を助け出さ

れる。（詩篇３４：１８，１９） 

 

56:1 神よ、どうかわたしをあわれんでください。人々がわたしを踏みつ

け、あだする人々がひねもすわたしをしえたげます。56:2 わたしの敵はひ

ねもすわたしを踏みつけ、誇りたかぶって、わたしと戦う者が多いので

す。56:3 わたしが恐れるときは、あなたに寄り頼みます。56:4 わたしは神

によって、そのみ言葉をほめたたえます。 

わたしは神に信頼するゆえ、恐れることはありません。肉なる者はわたし

に何をなし得ましょうか。（詩篇５６：１－４） 

 

56:8 あなたはわたしのさすらいを数えられました。わたしの涙をあなたの

皮袋にたくわえてください。これは皆あなたの書にしるされているではあ

りませんか。56:9 わたしが呼び求める日に、わたしの敵は退きます。これ

によって神がわたしを守られることを知ります。56:10 わたしは神によって

そのみ言葉をほめたたえ、主によってそのみ言葉をほめたたえます。56:11

わたしは神に信頼するゆえ、恐れることはありません。人はわたしに何を

なし得ましょうか。（詩篇５６：８－１１） 

 

第一サムエル２０：１２の物語によると、ダビデはガトの王を「非常に恐れ

た」。しかし、詩篇５６篇においてダビデは、「私は神を信頼しているの

で、なぜ恐れる必要があるであろうか？」と記している。ここで再びダビデ

の心は恐れと神との間を揺れ動いているように聞こえる。この箇所は、私た

ちが闘争と苦痛の真っ只中にあるときに、神とその約束に焦点を当てること

の継続的な人間の闘争を表してる。 

 

ガトにおいて狂人を演じていた頃に、神への賛歌と祈りを記していたなどと

誰が推測出来たでしょうか？外見には惑わされることがあります。外見だけ

で判断して人の心を探検するチャンスを妨げないように気を付けましょう。

表向きには状況を「管理している」ように見えても、内面的に嘆いている方

であるかもしれないからです。真に「心を開いての会話」によってこそ、相

手の内面的状態を知ることが出来るのです。オークポイント教会の「Lisning 

Well」 のクラスは、相手の深い心を探索するスキルを学ぶのに役立ちます。 

 

 

ダビデ、アドラムの洞窟にて： ２２：１－５ 

 

イスラエルの領土に戻ったダビデは、アドラムの洞窟を隠れ家とした。そこ

には、家族と一緒に虐げられた戦士たちも加わった。 

 

こうしてダビデはその所を去り、アドラムのほら穴へのがれた。彼の兄弟

たちと父の家の者は皆、これを聞き、その所に下って彼のもとにきた。 

また、しえたげられている人々、負債のある人々、心に不満のある人々も

皆、彼のもとに集まってきて、彼はその長となった。おおよそ四百人の

人々が彼と共にあった。（２２：１，２） 

 

ダビデは両親をモアブに連れて行き、その王の保護の内に託した（２２：

３，４）。ここ、アドラムでは、まず最初に、生涯の助言者となる「預言者

ガト」のことを耳にする。もしかしたら、付き添い、助言するためにサムエ

ル（ナヨテの預言者の学校から）によって送られたのかもしれない。いかな

る場合でも、ガトは、神が」ダビデとコミュニケーションをとられる手段で

あった。 

 

さて、預言者ガドはダビデに言った、「要害にとどまっていないで、去っ

てユダの地へ行きなさい」。そこでダビデは去って、ハレテの森へ行っ

た。（２２：５） 

 

ダビデが神の御声を聞き入れる誠意は、人生のもの事がうまく運ばれたてい

るか乏しく運ばれているかにかかっていた。ダビデは戦いの際、頻繁に、神

の御声に聞き従う代わりに、自分の考えや作戦（偽り、まやかし、ペリシテ

人の領土に隠れる、等）をもって「管理」しようとした。今日、神は、私た

ちに語りかけてくださるために、神のみことばを与えてくださっている。神

の聖霊によって非常に特異的に私達ひとりひとりに適用してくださる神のみ



言葉は、神の御心へと私たちを導いてくださる。「こうして、預言の言葉

は、わたしたちにいっそう確実なものになった。あなたがたも、夜が明

け、明星がのぼって、あなたがたの心の中を照すまで、この預言の言葉を

暗やみに輝くともしびとして、それに目をとめているがよい。」 

（第二ペテロ１：１９） 

 

 

サウル、祭司たちを虐殺する： ２２：６－２３ 

 

サウルは家来たちに、ヨナタンのダビデを保護する計画を知らせなかったの

で、彼らの非協力的さを訴えた。以前、祭司アヒメレクがダビデ（２１：１

－９）を助けたことを目撃したエドム人のドエグは、ここで、サウルへの忠

誠を見せるときであると判断した。 

 

その時エドムびとドエグは、サウルの家来たちのそばに立っていたが、答

えて言った、「わたしはエッサイの子がノブにいるアヒトブの子アヒメレ

クの所にきたのを見ました。アヒメレクは彼のために主に問い、また彼に

食物を与え、ペリシテびとゴリアテのつるぎを与えました」。 

（２２：９，１０） 

 

ドエグの報告によると、まるで、アヒメレクが意図的にダビデをサウルから

逃がすために支援したかのように聞こえた。彼の偏った証言は、ノブの町の

祭司全員にとっての死刑宣告であった。サウルは、８５人の祭司全員を殺す

ように家来たちに命じた。誰も従わなかったとき、ドエグはそれは喜んで死

刑を執行した。 

 

そこで王はドエグに言った、「あなたが身をひるがえして、祭司たちを殺

しなさい」。エドムびとドエグは身をひるがえして祭司たちを撃ち、その

日亜麻布のエポデを身につけている者八十五人を殺した。彼はまた、つる

ぎをもって祭司の町ノブを撃ち、つるぎをもって男、女、幼な子、乳飲み

子、牛、ろば、羊を殺した。（２２：１８，１９） 

 

祭司たちの死は、以前神がエリの家とその親族に下された永久の罰の成就で

あった（第一サムエル２：３１、３：１３，１４）。したがって、人類の邪

悪な行いが起こした、この恐ろしい事件の中に、主権者であられる神の目的

の合併を見ることが出来る。この箇所は、イエス・キリストの死が、人間の

邪悪な行いの組み合わせと神の主権とお目的によってもたらされたことと似

ている（使徒の働き２：２３のペテロの説明を参照）。悪を行う意志を実行

する人間には、その行動の責任が問われる。また、たとえ人間の悪意に満ち

た行いであっても、同時に、神のご計画と目的もまた成就するのです。 

 

 

アビアタルの逃亡とダビデへの報告：２２：２－２３ 

 

ドエグによって虐殺された祭司たちの中で、一人だけ生き残った者がいた。

アビアタルは、大虐殺の重苦しい知らせをもって、ダビデのもとにたどり着

いた。ダビデは、ノブでアヒエレクにあの日ドエグに会ってしまったことが

発端で生じたこの問題の責任を認めた（２１：７）。ダビデは祭司たちが 

困難に陥ることを察していた。 

 

ダビデはアビヤタルに言った、「あの日、エドムびとドエグがあそこにい

たので、わたしは彼がきっとサウルに告げるであろうと思った。わたしが

あなたの父の家の人々の命を失わせるもととなったのです。 あなたはわた

しの所にとどまってください。恐れることはありません。あなたの命を求

める者は、わたしの命をも求めているのです。わたしの所におられるなら

ば、あなたは安全でしょう」。（２２：２２，２３） 

 

自分の罪と自己防御戦略の結果このような問題を起こすことになったことに

気が付かされたこの瞬間は、確実に、ダビデの人生の中の最下点であったに

違いない。 

 

サウルが死ぬまでの間、ダビデに対する攻撃は約１２年にも及んだ（第一サ

ムエル記３１）。その前半（１９－２２章）は、神を信頼し、神が明らかに

しておられる御心に従うかわりに、恐れから、自分で自分の命を管理したり

自分を守るための防御策を計ることに走る傾向にあったダビデは、いくつも

困難な教訓を学んだ。ダビデの人生において、神は明確に、イスラエルの次

世代の王となることを約束してくださっていた。それでも、「神の御心の人

間 」であったダビデでさえも、神のみことばは真実であり、約束は確かで

あるということを信じることは困難であった。それは、また、私たち全てに

当てはまることである。 

 


