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はじめに 

ダビデのサウルからの逃亡が続く。この章での違いは、ダビデが正しい声に

耳を傾け、神の道を歩むために正しい選択をするということである。主旨に

焦点を合わせるならば、次の通りである：暗い洞窟や砂漠の中で生存する 

ような時にも神による喜びを見出す方法。繰り返しますが、ダビデの詩篇の

頭書きの多くは、ダビデのこの特定の旅路の部分を読んでいる（詩篇５４， 

５７，６３，１４２）。詩篇 63 篇の出だしの部分は、ダビデの人生のこの

時期にふさわしい導入として働いている。「神よ、あなたはわたしの神、

わたしは切にあなたをたずね求め、わが魂はあなたをかわき望む。水な

き、かわき衰えた地にあるように、わが肉体はあなたを慕いこがれる。」

（詩篇 63 篇 1 節）ダビデの放浪、不可解、待期という試練の間、神のみが

ダビデの魂を満たすことがおできになるお方である。 

 

 

ダビデ、ケイラを救出する：２３：１－６ 

 

ダビデはサウルから逃亡中であったが、それでも彼の民であるイスラエルの

保護を務めた。ペリシテ人はケイラの南部を攻撃し、ダビデは彼らの救助を

望んだ。しかし、ダビデは主の指示を求めるまで動かなかった。 

 

そこでダビデは主に問うて言った、「わたしが行って、このペリシテびと

を撃ちましょうか」。主はダビデに言われた、「行ってペリシテびとを撃

ち、ケイラを救いなさい」。しかしダビデの従者たちは彼に言った、「わ

れわれは、ユダのここにおってさえ、恐れているのに、ましてケイラへ行

って、ペリシテびとの軍に当ることができましょうか」。ダビデが重ねて

主に問うたところ、主は彼に答えて言われた、「立って、ケイラへ下りな

さい。わたしはペリシテびとをあなたの手に渡します」。（２３：２－４） 

 

祭司のアビアタルは、ノブにおいての祭司の虐殺から逃れてきた際に「エポ

デ」を持って来た（２２：１９－２３）。「エポデ」とは、大祭司が身に着

ける特別なベストである（出エジプト 28 章）。エポでには、イスラエル 12

部族を象徴する 12 の石が付いていた。さらに、神が質問に、はい・いいえ 

で答えてくださるための特別な道具、ウリムとトンミムも付いていた（出エ

ジプト記２８：３０）。祭司が具体的にどのようにしてエポデを用いて神の

御心を確認したかは知られていないが、ダビデに神の御声が届く経路があり

その御声を聞いていたということは明確である。 

 

また、ダビデが優れたリーダーシップのあり方の模範を示していたこともわ

かる。「神から受けたみ言葉について部下に問いかけるのではなく、神に戻

り指示を再確認した。」（Moore, A Heart Like His, p.92）。ダビデは、部下た

ちの疑問に応答して、自分の霊性を守ることよりも彼らを神の御心通り導く

ことを懸念した。 

 

ときには、神によって歩むように召された道から外れた道へと、周囲が導こ

うとすることがある。ダビデの模範から学ぶことができるように、まず、神

に戻り、もう一度神の指示を聞きましょう。次に、他の誰の声よりも神の御

声を優先させ、従いましょう。あなたの生活の中で、神の指示とは違う方向

に導こうとしている人がいないでしょうか？一旦神から行進命令を受けたな

ら、直進し、他の声によって回り道することがあってはなりません。 

 

 

ダビデ、ケイラを退く： １７：７－１３ 

 

ダビデが神の指示を聞くために心を神に向けている間、サウルは神の御心を

状況を通して誤って読み取った。 

 

さてダビデのケイラにきたことがサウルに聞えたので、サウルは言った、

「神はわたしの手に彼をわたされた。彼は門と貫の木のある町にはいっ

て、自分で身を閉じこめたからである」。（２３：７） 



全ての機会が神によって送られるのではない。私たちは、喉から手が出る程

何かを欲するあまり、その機会が神から来るものであると想定してしまうこ

とがある。しかし、サウルの事例からもわかるように、必ずしも、そうであ

るとは限らない・・・機会が到来した時、あなたの動機を再確認しましょ

う。「あなたの欲望だけでなく、それが神の御心であることを確認しなけれ

ばなりません。」Life Application Study Bible, p. 477. 

 

再び、ダビデはエポでを身に着けた祭司を呼び出し、2 度、主に確認した。

神の意志を識別するためのサウルとダビデの試みの違いに注意しましょう。 

 

そしてダビデは言った、「イスラエルの神、主よ、しもべはサウルがケイ

ラにきて、わたしのために、この町を滅ぼそうとしていることを確かに聞

きました。ケイラの人々はわたしを彼の手に渡すでしょうか。しもべの聞

いたように、サウルは下ってくるでしょうか。イスラエルの神、主よ、 

どうぞ、しもべに告げてください」。主は言われた、「彼は下って来

る」。ダビデは言った、「ケイラの人々はわたしと従者たちをサウルの手

にわたすでしょうか」。主は言われた、「彼らはあなたがたを渡すであろ

う」。（２３：１０－１２） 

 

ダビデは人から聞いたことに頼らなかった（10 節）。また、つい先ほど 

ペリシテ人からケイラを救出した（したがって、彼らはダビデの味方になる

のが論理的である）という事実にも依存しなかった。ダビデはひたすら主の

御声と指示を求めた。 

 

多くの声が語りかける：仲間（3 節）、論理（5 節）、状況（7 節）、情報

源（１０節）。これらすべての声が私たちに情報を提供する。しかし、 

計画的に祈りによって、それらのデータの正しい解釈を助けていただくため

に神の御前に差し出し、神の聖霊と共に歩むために必要な導きを与えてくだ

さるよう求めなければならない。ものごとを自力で把握しようとしてはいけ

けない。その代りに、「あなたがたのうち、知恵に不足している者があれ

ば、その人は、とがめもせずに惜しみなくすべての人に与える神に、願い

求めるがよい。そうすれば、与えられるであろう。（ヤコブの手紙１：５）」 

 

ケイラの住民は裏切ってダビデをサウルに渡すであろうと神に警告された 

サウルはイスラエル南部の荒野へと軍を率いて発った。 

 

ペリシテ人からケイラを救うために命を危険にさらした後、ケイラの住民は

その恩をあだで返し、サウルのためにダビデを裏切ったのです！そのときの

ダビデの気持ちを想像してみましょう。それにもかかわらず、ダビデはケイ

ラの住民に復讐することは無かった。ダビデは裏切り者を神による正義に委

託し（詩篇５４：５）前進した。あなたは誰かに裏切られたことがあります

か？痛みを加害者に向けるかわりに、神に委ねることが出来ますか？あなた

を傷つけた人々を神に対処していただくということは霊的な成熟のために主

要なステップです。 

 

 

サウルからダビデの逃走の概要： ２３：１４ 

 

サウルからの長期に渡る逃走期間中のダビデとその軍隊にとっての生活はど

のようなものであったでしょうか。次の聖句は、それを分かりやすく描写し

ている： 

 

ダビデは荒野にある要害におり、またジフの荒野の山地におった。サウル

は日々に彼を尋ね求めたが、神は彼をその手に渡されなかった。 

（２３：１４） 

 

ダビデは、イスラエルの南方の荒れ果てた地で洞窟から洞窟へと移り渡っ

た。常に捕えようとして来るサウルを警戒しなければならなかった。しかし

神は、日々、誠実にダビデを見守ってくださった。詩篇 63 篇はダビデの

「荒野の年月」によんだものである。ダビデが、神との関係の豊かさと砂漠

の渇きを対比しているところに注意しましょう。 

 

63:1 神よ、あなたはわたしの神、わたしは切にあなたをたずね求め、 

わが魂はあなたをかわき望む。水なき、かわき衰えた地にあるように、 

わが肉体はあなたを慕いこがれる。63:2 それでわたしはあなたの力と栄え

とを見ようと、聖所にあって目をあなたに注いだ。63:3 あなたのいつくし

みは、いのちにもまさるゆえ、わがくちびるはあなたをほめたたえる。 

63:4 わたしは生きながらえる間、あなたをほめ、手をあげて、み名を呼び

まつる。63:5 63:6 わたしが床の上であなたを思いだし、夜のふけるままに

あなたを深く思うとき、わたしの魂は髄とあぶらとをもってもてなされる

ように飽き足り、わたしの口は喜びのくちびるをもってあなたをほめたた

える。63:7 あなたはわたしの助けとなられたゆえ、わたしはあなたの翼の

陰で喜び歌う。63:8 わたしの魂はあなたにすがりつき、あなたの右の手は

わたしをささえられる。63:9 しかしわたしの魂を滅ぼそうとたずね求める



者は地の深き所に行き、63:10 つるぎの力にわたされ、山犬のえじきとな

る。63:11 しかし王は神にあって喜び、神によって誓う者はみな誇ることが

できる。偽りを言う者の口はふさがれるからである。（詩篇 63 篇） 

 

喜びと満たしと保証がここにテーマを繰り返している。「神の翼の陰の内」

でのみ、ダビデは喜び歌うことが出来た。 

 

神は、常に哀れみ深く、私たちの「喜び」を状況に応じる依存から切り離し

てくださるよう働いてくださる。使徒パウロがローマの獄中で書いた一節で

は、まさにそのことを意味していた：わたしは乏しいから、こう言うので

はない。わたしは、どんな境遇にあっても、足ることを学んだ。わたしは

貧に処する道を知っており、富におる道も知っている。わたしは、飽くこ

とにも飢えることにも、富むことにも乏しいことにも、ありとあらゆる境

遇に処する秘けつを心得ている。わたしを強くして下さるかたによって、

何事でもすることができる。（ピリピへの手紙４：１１－１３）神のみか

ら来る喜びと満たしの「奥義」を神により頼みましょう。 

 

 

ヨナタン、ダビデを励ます： ２３：１５－１８ 

 

必死の闘争が長期に渡る中、最愛の友であったヨナタン以上にダビデを激励

するに相応しい人がいたでしょうか。 

 

そしてヨナタンは彼に言った、「恐れるにはおよびません。父サウルの手

はあなたに届かないでしょう。あなたはイスラエルの王となり、わたしは

あなたの次となるでしょう。このことは父サウルも知っています」。 こう

して彼らふたりは主の前で契約を結び、ダビデはホレシにとどまり、ヨナ

タンは家に帰った。（２３：１７，１８） 

 

ヨナタンがダビデに話した具体的な言葉に注意しましょう。恐れるにはお

よびません。父サウルの手はあなたに届かないでしょう。あなたはイスラ

エルの王となり、わたしはあなたの次となるでしょう。このことは父サウ

ルも知っています。ヨナタンが話した全ての言葉の中で、一行だけ成就し

なかった：わたしはあなたの次となるでしょう。イスラエルのダビデの王

位の横でいつか仕えるということはヨナタンの心からの願いであったが、神

の御心とはならなかった。それどころか、戦いの最中に、ヨナタンは父と兄

弟たちと同様に死んでしまう。ここで、ヨナタンとダビデは、三度目の兄弟

愛の契約の更新をした（参照：１８：３、２０：８，２０：１６，１７）。 

「encourage」 （励ます）という言葉は、「breath courage into」（勇気を吹き

込む）ことを意味する。ヨナタンは次のように務めた： １）友を必要としているこ

とを察した、２）ダビデを探し出し、３）ダビデの心に具体的な勇気の言葉を吹き込

んだ。今日、誰があなたの励ましを必要としているでしょうか。その人のために言葉

を選ぶとき、なるべく具体的な言葉を選びましょう。あなたがたは、今している

ように、互に慰め合い、相互の徳を高めなさい。（第一テサロニケ５：１１）

あなたの言葉が、困難な一日に直面する勇気を与えるかもしれません。 

 

 

ダビデ、かろうじでサウルの捕えから逃れる： ２３：１９－２９ 

 

ジフの男たちはダビデが近くに隠れていることをサウルに告げた。サウルは

従者たちとダビデを捕えることを企んだが、丁度ダビデが敵に囲まれたとき

神がダビデを守られた。 

 

サウルは山のこちら側を行き、ダビデとその従者たちとは山のむこう側を

行った。そしてダビデは急いでサウルからのがれようとした。サウルとそ

の従者たちが、ダビデとその従者たちを囲んで捕えようとしたからであ

る。その時、サウルの所に、ひとりの使者がきて言った、「ペリシテびと

が国を侵しています。急いできてください」。そこでサウルはダビデを追

うことをやめて帰り、行ってペリシテびとに当った。それで人々は、その

所を「のがれの岩」と名づけた。（２３：２６－２８） 

 

詩篇 54 篇は、ジフ人がダビデの居場所をサウルに告げて裏切った際によん

だものである。ここでダビデは心の内を唯一の「逃れの岩」・・・神に打ち

明ける。 

 

54:1 神よ、み名によってわたしを救い、み力によってわたしをさばいてく

ださい。54:2 神よ、わたしの祈をきき、わが口の言葉に耳を傾けてくださ

い。54:3 高ぶる者がわたしに逆らって起り、あらぶる者がわたしのいのち

を求めています。彼らは神をおのが前に置くことをしません。〔セラ 

54:4 見よ、神はわが助けぬし、主はわがいのちを守られるかたです。54:5

神はわたしのあだに災をもって報いられるでしょう。あなたのまことをも

って彼らを滅ぼしてください。54:6 わたしは喜んであなたにいけにえをさ

さげます。主よ、わたしはみ名に感謝します。これはよい事だからです。 

54:7 あなたはすべての悩みからわたしを救い、わたしの目に敵の敗北を見

させられたからです。（詩篇５４篇） 

 



ダビデは多くの言葉を用いて敵対する者たちを表現した：高ぶる者、荒ぶる

もの、あだ、悩み。また、多くの言葉を用いて神を表現した：助け主、支え

てくださる方、忠実、良いお方、救ってくださる方。ダビデは厄介な状況の

上に神のご性質を高めることができた。 

 

それは神が私たち全ての人間に学んでほしいと願っておられる偉大な教訓の

一つである。いかなる困難の原因が何であれ、神は、何よりも偉大であられ

る。私たちの人生がより「容易に」、より「安全に」なるわけではない。 

ダビデはサウルの軍隊に取り囲まれ、突然のペリシテ人の侵略撃退のお陰で

呼び戻されたことを忘れないでください（２３：２７）。それは、間一髪の

困難な状況の真っただ中に、私たちも神の忠実さと備えを体験することが 

可能であるということを意味する。 

 

 

ダビデ、サウルの命を惜しむ： ２４：１－２２ 

 

ダビデが隠れ家とした洞窟の中には 3000 人以上入ることができる程大きな

ものもあった。そのような規模の洞窟の暗いくぼみで 600 人の男たちと隠

れていると、サウルが休むためにふらりと入ってきた。ダビデの従者たちは

敵を捕え排除することを説得しようと試みた。 

 

ダビデの従者たちは彼に言った、「主があなたに告げて、『わたしはあな

たの敵をあなたの手に渡す。あなたは自分の良いと思うことを彼にするこ

とができる』と言われた日がきたのです」。そこでダビデは立って、ひそ

かに、サウルの上着のすそを切った。（２４：４） 

 

ダビデは、「神が油を注がれた」王に手を伸ばすことを拒んだ。 

 

ダビデは従者たちに言った、「主が油を注がれたわが君に、わたしがこの

事をするのを主は禁じられる。彼は主が油を注がれた者であるから、彼に

敵して、わたしの手をのべるのは良くない」。ダビデはこれらの言葉をも

って従者たちを差し止め、サウルを撃つことを許さなかった。サウルは立

って、ほら穴を去り、道を進んだ。（２４：６，７） 

 

ダビデはサウルの着物の端を切り取り、サウルが洞窟から出るのを待った。

しばらく離れたところまでサウルが進んだのち、ダビデは殺すことが出来た

ことを証明する着物の切れ端を掲げ、サウルの後方から叫んだ。サウルは、

ダビデが自分よりも正しいことを認めた。また、ダビデがいつかイスラエル

の王になることも認めた。 

 

今わたしは、あなたがかならず王となることを知りました。またイスラエ

ルの王国が、あなたの手によって堅く立つことを知りました。それゆえ、

あなたはわたしのあとに、わたしの子孫を断たず、またわたしの父の家か

ら、わたしの名を滅ぼし去らないと、いま主をさして、わたしに誓ってく

ださい」。そこでダビデはサウルに、そのように誓った。そしてサウルは

家に帰り、ダビデとその従者たちは要害にのぼって行った。 

（２４：２０－２２） 

 

詩篇 142 篇は、ある日、ダビデが洞窟に隠れていた際のことをよんだもの

である。 

 

142:1 わたしは声を出して主に呼ばわり、声を出して主に願い求めます。 

142:2 わたしはみ前にわが嘆きを注ぎ出し、み前にわが悩みをあらわしま

す。142:3 わが霊のわがうちに消えうせようとする時も、あなたはわが道を

知られます。彼らはわたしを捕えようとわたしの行く道にわなを隠しまし

た。142:4 わたしは右の方に目を注いで見回したが、わたしに心をとめる者

はひとりもありません。わたしには避け所がなく、わたしをかえりみる人

はありません。142:5 主よ、わたしはあなたに呼ばわります。わたしは言い

ます、「あなたはわが避け所、生ける者の地でわたしの受くべき分です。 

142:6 どうか、わが叫びにみこころをとめてください。わたしは、はなはだ

しく低くされています。わたしを責める者から助け出してください。彼ら

はわたしにまさって強いのです。142:7 わたしをひとやから出し、み名に感

謝させてください。あなたが豊かにわたしをあしらわれるので、正しい

人々はわたしのまわりに集まるでしょう」。 

 

 

「どうか、わが叫びに御心を留めてください。わたしは、はなはだしく低く

されています。」あなたが低くされているとき、どこに目を向けますか。私

たちは頻繁に、何らかの転換、もしくは痛みを麻痺させる何かによる救済を

求めてしまう。または、慰めと共感を求めて、他の誰かにはけ口を吐きま

す。痛みを理解し、私たちに必要な慰めと保証を与えてくださる神に叫ぶ訓

育を学ばなければなりません。使徒パウロは次のように記しています：ほ

むべきかな、わたしたちの主イエス・キリストの父なる神、あわれみ深き

父、慰めに満ちたる神。神は、いかなる患難の中にいる時でもわたしたち

を慰めて下さり、また、わたしたち自身も、神に慰めていただくその慰め



をもって、あらゆる患難の中にある人々を慰めることができるようにして

下さるのである。（第二コリント１：３，４）だれにも気に留めてもらえ

ないと思えるときであっても、神のあなたへの思いは測り知れないというこ

とを覚えてください。（詩篇１３９：１７，１８） 

 

 

サムエルの死： ２５：１ 

 

サムエルの死を記している箇所は、ごく短い一節のみであった。サムエルは

ダビデの王権の約束に接続していたので、ダビデにとって、その死は感情的

影響を与えたに違いありません。 

 

 

ダビデとアビガイル： ２５：２－４４ 

 

サウルから逃れるための長きにわたるダビデの苦難の只中、後にダビデの妻

となる高貴な女性アビガイルとの出会いの物語が記されている。アビガイル

の夫、ナバルは非情に裕福であるとともに、愚かでもあった。 

 

その人の名はナバルといい、妻の名はアビガイルといった。アビガイルは

賢くて美しかったが、その夫は剛情で、粗暴であった。彼はカレブびとで

あった。（２５：３） 

 

神は富を持つことを罪に定められない。実際、神は勤勉さと生産性を促され

る（わたしの父は今に至るまで働いておられる。わたしも働くのである。

－ヨハネの福音書５：１７）。しかし、神は裕福な者たちに寛大であり、

富を分かち合うようにとも命じられている（マタイの福音書５：４２、テモテ

への手紙６：１７－１９）。また、全ての人間は、天国の主に解き明かさなく

てはならないので、この地の「主たちに」正しく平等であることも命じられ

ている（コロサイ人への手紙４：１）。ナバルはその下で従う者たち、働く

人たち、その領域の逃亡者たちを尊重しなかった。成功をおさめていたが、

貪欲であり、自己中心的な男であった。あなたは部下に対してどのように扱

っておられるでしょうか。共に生き、働く人たちに対してどのように接して

おられるでしょうか。あなたは富を用いて神を賛美し、他の人々を祝福して

おられるでしょうか。 

 

ダビデとその従者たちがナバルの羊飼いの領域に滞在したとき、その土地の

人々を保護した（彼らは夜も昼もわれわれのかきとなってくれました。16

節）。ダビデはナバルに友好の言葉を表し、親切な行いと引き換えに、特別

な日に彼の従者たちのための食糧を求めた。しかし、ナバルは、ダビデの使

いを軽蔑し、ダビデに対しても重要でない身元から来た従順でない男として

嘲笑した。ダビデは激怒し、400 人の戦士に剣を身に着け復讐の準備を整え

るよう命じた（２５：１３）。 

 

さて、ダビデはさきにこう言った、「わたしはこの人が荒野で持っている

物をみな守って、その人に属する物を何ひとつなくならないようにした

が、それは全くむだであった。彼はわたしのした親切に悪をもって報い

た。もしわたしがあすの朝まで、ナバルに属するすべての者のうち、ひと

りの男でも残しておくならば、神が幾重にもダビデを罰してくださるよう

に」。（２５：２１，２２） 

 

ダビデは、ナバルの無礼によって促された。このことは、常に軽視され下に

置かれてきた（最年長の兄、エリアブを思い出しましょう。）ダビデの過去

からくるのでしょう。ダビデは幾度も機会があったにもかかわらず、 

サウルに復讐をすることはなかったが、ラバルに対しては即座に復讐を強要

する準備が出来たというところが興味深い。神は、私たちが自分たちの手で

復讐をしてはならないと教えておられる（参照：ローマ人の手紙１２：１７

－１９、第一ペテロ３：９）。あなたはいかがでしょうか。あなたは、この

状況を神の御手に委ね、神のその人に対する御心を行なっていただくことが

できるでしょうか。 

 

アビガイルの機転の良い介入のお陰で、ダビデは後に後悔することを行なわ

ずに済んだ。アビガイルは、迅速に、ダビデが求めた通りの食糧の贈り物を

捧げ、また、ダビデにとってより良い判断を下す知恵を訴えた。アビガイル

の訴えは、その知恵と言葉遣いが非常に素晴らしく魅力的であった。 

 

たとい人が立ってあなたを追い、あなたの命を求めても、わが君の命は、

生きている者の束にたばねられて、あなたの神、主のもとに守られるでし

ょう。しかし主はあなたの敵の命を、石投げの中から投げるように、投げ

捨てられるでしょう。（２５：２９） 

 

アビガイルが、投石機に抜きん出て得意であったダビデに、その特定の武器

の類比を用いたことに注意しましょう。（アビガイルの演説全体を読み、如何

に、彼女が言葉巧みであったことか参照しましょう。）ダビデは、アビガイルの



賢明な介入に感謝しただけでなく、夫を亡くした 10 日後に、結婚を申し込

んだのです！ 

 

ダビデはアビガイルに言った、「きょう、あなたをつかわして、わたしを

迎えさせられたイスラエルの神、主はほむべきかな。あなたの知恵はほむ

べきかな。またあなたはほむべきかな。あなたは、きょう、わたしがきて

血を流し、手ずからあだを報いることをとどめられたのです。 

（２５：３２、３３） 

 

アビゲイルは、私たちがより多くを学ぶことができる非常に賢く知恵のある

女性であった： 

 

－神を知っていた。敬虔であったが、また、謙虚でもあった。 

－僕を敬った。 

－夫の性質をわきまえており、扱い方を心得ていた。 

－尊敬と自信をもってダビデに近づく方法を心得ていた。 

－ダビデに、神の忠実さと約束を思い出させた。 

－他の人に敬虔な行いを奨励する方法を心得ていた。 

－ダビデの行動によって起こり得る結果を見通して考えさせた。 

－ダビデが求めた通りの食糧を提供した。 

－ダビデに対する夫ナバルによる無礼の責任をとった。 

－イスラエルにおいてのダビデの評判を守るために、ダビデを動かした。 

－ダビデの永続的な王朝の到来を肯定した。 

－ダビデの命は、神の御手の中に安全であることを保証した。 

 

アビガイルの物語は、老いも若きも、全ての女性の教訓となるために聖書に

記されている。（この物語は、危機的状況にある女性の模範的な行動が記さ

れた聖書の中でも最も長く、詳細な章である。）アビガイルは、賢く、敬虔

で、神を称える女性であったが、ダビデの復讐に燃える霊を追い払うことを

求めながらも、ダビデを辱めることはしなかった。アビガイルは、明確に、

真っ直ぐに、正直に、敬意をもって、彼女の信念を伝えたが、決して「彼女

のやり方」をダビデに強要しなかった。アビガイルは、ダビデに正しい考え

方を起こさせ、結果、行動を変えさせた。アビガイルの願いは、神がダビデ

に悟らせてくださり、彼女の知恵を聞く耳を持たせ、悔い改めの心を与えて

くださることであった。夫、僕たち、ダビデに対する、この女性の接近のし

かたに、じっくりと黙想してください。おそらく、あなた自身の危機的状況

の対処法として、アビゲイルの模範から導かれるものがあるはずです。 

ダビデ、再び、サウルの命を惜しむ： ２６：１－２５ 

 

ダビデは、ジフの近くの隠れ家の一つに戻った。以前、人々は、サウルに所

在を告げることによってダビデを裏切り、今回もまた、同じ様に裏切った。

サウルは、軍を率いてダビデを攻めた。 

 

ある晩、サウルの軍が「深い眠り」についている頃、サウルを殺す新たなチ

ャンスが訪れた。軍を率いる長であるアビシャイの助言であっても、ダビデ

は再び、サウルを倒すことを拒んだ。 

 

アビシャイはダビデに言った、「神はきょう敵をあなたの手に渡されまし

た。どうぞわたしに、彼のやりをもってひと突きで彼を地に刺しとおさせ

てください。ふたたび突くには及びません」。しかしダビデはアビシャイ

に言った、「彼を殺してはならない。主が油を注がれた者に向かって、手

をのべ、罪を得ない者があろうか」。ダビデはまた言った、「主は生きて

おられる。主が彼を撃たれるであろう。あるいは彼の死ぬ日が来るであろ

う。あるいは戦いに下って行って滅びるであろう。主が油を注がれた者に

向かって、わたしが手をのべることを主は禁じられる。しかし今、そのま

くらもとにあるやりと水のびんを取りなさい。そしてわれわれは去ろ

う」。（２６：８－１１） 

 

神にサウルを取り除くことが出来たというダビデの言い分に注意しましょ

う：主がサウルを打たれ自然の原因でで死ぬかもしれない、そうでなけれ

ば、戦いの中で死ぬであろう。神は御心であるならば、サウルを処分するた

めの手立てをたくさん持っておられることをダビデは心得ていた。サウルを

処分するために、神にダビデの助けは必要なかった！ 

 

頻繁に、私たちの生活の中で、自力でものごとを解決しようとし、神の議題

に沿って動くのを微妙に助けてしまう。しかし、神に私たちの助けの必要は

ない。神は、ものごとにおけるタイミングも、あなたと共に達成されたいと

望まれておられることの詳細についても、完全に制御されている。あなたは

自分の手段を介して、一緒に神の議題を動かそうとしておられないでしょう

か・・・それとも、あなたは全能であられる神の主権の御手の内に委ねてお

られるでしょうか。 

 

以前と同様に、ダビデはサウルを殺す機会があったことを証明する物理的な

証拠を手に入れた。今回は、槍と水のびんであった。サウルが発ったあと、



サウルの司令官であるアブネルに叫び、君主を殺すことが出来た者たちから

王を守ることに怠ったことを訴えた。 

 

ダビデはアブネルに言った、「あなたは男ではないか。イスラエルのうち

に、あなたに及ぶ人があろうか。それであるのに、どうしてあなたは主君

である王を守らなかったのか。民のひとりが、あなたの主君である王を殺

そうとして、はいりこんだではないか。あなたがしたこの事は良くない。

主は生きておられる。あなたがたは、まさに死に値する。主が油をそそが

れた、あなたの主君を守らなかったからだ。いま王のやりがどこにある

か。その枕もとにあった水のびんがどこにあるかを見なさい」。 

（２６：１５，１６） 

 

サウルはダビデに対する罪を認め、二度と害を与えないと約束した。実際、

この会話はサウルが死ぬ前に、二人が交わした最後の機会となる。 

 

その時、サウルは言った、「わたしは罪を犯した。わが子ダビデよ、帰っ

てきてください。きょう、わたしの命があなたの目に尊く見られたゆえ、

わたしは、もはやあなたに害を加えないであろう。わたしは愚かなことを

して、非常なまちがいをした」。（２６：２１） 

 

サウルはダビデに言った、「わが子ダビデよ、あなたはほむべきかな。 

あなたは多くの事をおこなって、それをなし遂げるであろう」。こうして

ダビデはその道を行き、サウルは自分の所へ帰った。（２６：２５） 

 

彼らの関係の終わりになって、初めてサウルは、ダビデを「わが子」と呼び

始めたということは何と皮肉な（また、悲しい）ことでしょう（２４： 

１６、２６：１７，２１，２５）。常にサウルは、ダビデが自分の位置と 

意義を脅かす敵と見て来た。疑いなく最大限の忠誠心と誠実さをもってサウ

ルに仕えたであろう強い味方との生活を楽しむ機会をサウルは逃した－真の

「息子」。 

 

詩篇５７はダビデのサウルの手からのかろうじで逃れたときに読んだもの

である。 

 

57:1 神よ、わたしをあわれんでください。わたしをあわれんでください。 

わたしの魂はあなたに寄り頼みます。滅びのあらしの過ぎ去るまでは 

あなたの翼の陰をわたしの避け所とします。57:2 わたしはいと高き神に呼

ばわります。わたしのためにすべての事をなしとげられる神に呼ばわりま

す。57:3 神は天から送ってわたしを救い、わたしを踏みつける者をはずか

しめられます。すなわち神はそのいつくしみとまこととを送られるので

す。57:4 わたしは人の子らをむさぼり食らうししの中に横たわっていま

す。彼らの歯はほこ、また矢、彼らの舌は鋭いつるぎです。57:5 神よ、み

ずからを天よりも高くし、みさかえを全地の上にあげてください。57:6 彼

らはわたしの足を捕えようと網を設けました。わたしの魂はうなだれまし

た。彼らはわたしの前に穴を掘りました。しかし彼らはみずからその中に

陥ったのです。57:7 神よ、わたしの心は定まりました。わたしの心は定ま

りました。わたしは歌い、かつほめたたえます。57:8 わが魂よ、さめよ。

立琴よ、琴よ、さめよ。わたしはしののめを呼びさまします。57:9 主よ、

わたしはもろもろの民の中であなたに感謝し、もろもろの国の中であなた

をほめたたえます。57:10 あなたのいつくしみは大きく、天にまで及び、 

あなたのまことは雲にまで及びます。57:11 神よ、みずからを天よりも高く

し、みさかえを全地の上にあげてください。（詩篇５７篇） 

 

ダビデの最良の性質は、最悪の状況の中で現された。殺そうとしている荒々

しいライオンに囲まれながら、ダビデはじっと、全ての敵に反して立たれる

神に叫んだ。ダビデは人生のあらゆるところで・・・最も深い洞窟の遠隔の

くぼみから・・・天国の最も高いところに至るまで、何よりも神があがめら

れることを望んだので、「神の御心にかなう男」であった。 

 

 

 

 


