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はじめに 

ダビデは人生の中で数々の勝利を得た。少年羊飼いのとき、ライオンとくま

を倒した。十代の若者のとき、ゴリアテを倒した。二十代のとき、サウルの

殺意の企みの数々を克服した。王として、ペリシテ人、モアブ人、シリア人

アモン人をはじめ、多くの敵を倒した。しかし、これほどまでの勝利を勝ち

取りながらも、ダビデ自身の内の弱さに落ち、最大の、また、最も高価な 

敗北に苦しんだ。神の言葉に不従順に、妻やめかけを乗じた（５：１３） 

ダビデの道徳的失敗の種は、すでに以前に植えられていた。しかし、今、 

一瞬の弱さの故、ダビデの家族と王位に生涯影響を及ぼす道徳的な境界線を

越えてしまった。 

 

 

ダビデのベテシバとの罪： １１：１－５ 

 

春になって、王たちが戦いに出るに及んで、ダビデはヨアブおよび自分と

共にいる家来たち、並びにイスラエルの全軍をつかわした。彼らはアンモ

ンの人々を滅ぼし、ラバを包囲した。しかしダビデはエルサレムにとどま

っていた。 （１１：１） 

 

ダビデの時代、重い動物や供給貨車を含む軍の移動に天候が貢献したので、

春には王たちも戦争に出て行った。もし、軍隊が戦車を持っていた場合、 

堅い地を移動することがより不可欠であった。 

この春、ダビデは軍隊をアモン人との戦いを続行するための遠征に送り出し

た（１０章）。ところが、ダビデは、彼の軍隊が戦いに出ている間、家に残

ることを選択した。このようにして、全ての男たちが任務に従事していると

き、ダビデは遊休し、時間を持て余していた。更に、ダビデは、普段彼の 

行動の責任者たちからも離れていた。 

 

さて、ある日の夕暮、ダビデは床から起き出て、王の家の屋上を歩いてい

たが、屋上から、ひとりの女がからだを洗っているのを見た。その女は非

常に美しかった。 （１１：２） 

 

「ある日の夕暮れに」、ダビデは床から起き出たというところに注意しまし

ょう。ダビデが一日中くつろぎ何もしなかった印象をが与えている。他の男

たちは、一日の重労働の後、床に就く時間に、ダビデは床を出ていた。この

状況は、何かが間違っている。ダビデは規律のない怠惰な生活を送っていた

ように伺える。怠慢は悪魔の作業場である（箴言１６：２７）。 

 

行きずりの夜に、宮殿の屋上に散歩に出て、バテシバが入浴しているところ

を見る。バテシバの軽率さはどこにも記されていない。この問題について

は、ダビデの宮殿の見晴らしの良さによって、近所の家々の中庭の必要異常

な光景が見えてしまうようになったのである。 

 

誘惑について、マルティン・ルターは次のように言っている： 「鳥が頭上

を飛ぶことを妨げることは出来ない。しかし、鳥があなたの頭に巣をつくる

ことを妨げることは出来る。」。誘惑は、必然的にあらゆる方法で私たちに

訪れる。問題は、私たちは、それらが訪れるとき、守る準備ができているか

どうかである。または、ダビデのように、既に私たちの行いを妥協してしま

った誘惑の格好の標的となっているでしょうか？ナイーブに、自分は決して

つまづくことはないと想定してはなりません。どの領域の誘惑にあなたは最

も影響を受けやすいでしょうか？ 

 

ダビデは人をつかわしてその女のことを探らせたが、ある人は言った、

「これはエリアムの娘で、ヘテびとウリヤの妻バテシバではありません

か」。（１１：３） 

 

ウリヤは、ダビデの戦士であっただけでなく、ダビデの「30 人の勇士」の

うちの一人でもあった（サムエル第二２３：３９）。バテシバが既婚であっ

たという事実だけでも、十分にダビデの罪を止めることが出来たはずであ

る。さらに、バテシバはダビデの最も勇敢な信頼できる戦士の妻であった 



事実はなおさら自制する理由となったはずである。ダビデの道徳的規準（性

的欲望）はかなり妥協されており、何も、ダビデがこの女を手に入れること

から止めることは出来なかった。 

 

そこでダビデは使者をつかわして、その女を連れてきた。女は彼の所にき

て、彼はその女と寝た。（女は身の汚れを清めていたのである。）こうし

て女はその家に帰った。女は妊娠したので、人をつかわしてダビデに告げ

て言った、「わたしは子をはらみました」。（１１：４、５） 

 

主にむかって罪を犯した者となり、その罪は必ず身に及ぶことを知らなけ

ればならない。（民数記３２：２３）とは、正にその通りである。しかし

自分の罪を告白し、さらなる急降下を停止するのではなく、ダビデはさらに

自分の罪を覆い隠そうとした。 

 

 

隠蔽工作の試み： １１：６－１３ 

 

ダビデはウリヤを戦線から呼び戻し、妻と寝ることを期待した。そうするこ

とによって、バテシバの妊娠をウリヤのものとすることが出来、ダビデはそ

の責任から逃れることが出来るかもしれない。ダビデは（二日連続）ウリヤ

を家へ帰らせようと試みたが、ウリヤは、神、司令官、また、軍に不忠実で

あるとを拒否した。 

 

ウリヤはダビデに言った、「神の箱も、イスラエルも、ユダも、小屋の中

に住み、わたしの主人ヨアブと、わが主君の家来たちが野のおもてに陣を

取っているのに、わたしはどうして家に帰って食い飲みし、妻と寝ること

ができましょう。あなたは生きておられます。あなたの魂は生きていま

す。わたしはこの事をいたしません」。（１１：１１） 

 

ウリヤのまっすぐな様子はダビデの愚かさとは全く対照的であった。ダビデ

は、人生のある季節に敬虔な模範となり、また、別の季節には自己中心さ、

罪深い行いの見本となった。 

 

 

ウリヤの死刑宣告： １１：１４－２５ 

 

ダビデは、ウリヤのまっすぐな姿勢に動かされることはなかった。ここで、

自分の犯した罪を告白し、結果を受け入れるべきであった。その代りに、 

ダビデは更に罪を続行した。ダビデは、自ら下したウリヤの死刑宣告の企て

実行のためにウリヤを最前線に送った。ヨアブは、ウリヤを最前線に連れて

行き、彼を残して退くようにダビデに指示された。ヨアブはその通りに行い

ダビデの望み通りウリヤは死んだ。ダビデは、ウリヤの死の知らせを確認し

た後、さらに罪の覆いのために前進した。 

 

罪は、いつも、こぼれ出し、多くの命に影響を及ぼすものである。ダビデは

多くの人々を自分の罪の行いの中に巻き込んだ：しもべ、バテシバ、ウリ

ヤ、ヨアブ。欲望に飲み込まれてしまうとき、私たちが望むもののための 

視覚のトンネルは、自分の選択によって、より広範囲の人々に及ぼす影響を

見極めることから妨げてしまう。 

 

 

ダビデ、バテシバと結婚する： １１：２６－２７ 

 

バテシバが夫の死を悲しんだ後、ダビデは彼女と結婚した。ダビデは、罪を

完全に隠ぺいすることに成功したように思えた。おそらく、人間の目に対し

てはそうであったであろう。しかし、神の目には、たとえ完全に隠ぺいした

秘密もお見通しである。 

 

その喪が過ぎた時、ダビデは人をつかわして彼女を自分の家に召し入れ

た。彼女は彼の妻となって男の子を産んだ。しかしダビデがしたこの事は

主を怒らせた。（１１：２７） 

 

 

預言者ナタン、ダビデに向き合う： １２：１－１２ 

 

預言者ナタンとガドは、ダビデの霊的顧問であった。この二人の男たちに、

ダビデの生活や仕事に関する神からの直接の啓示が与えられた。今回、ナタ

ンにダビデの犯した罪の洞察力を与えられた。したがって、ナタンはダビデ

に向き合い二人の男と子羊についての「事例」を語った。貧しい男には「娘

のように」かわいがり育てた一頭の羊以外何も持たなかった、一方、富んで

いる人は、多くの家畜を飼っていた。その貧しい旅人が富んだ男を訪ねたと

き、富んだ男は、その貧しい男に食事を振る舞うために、旅人の可愛がる羊

を殺した。その話を聞いたダビデは激怒し、正義を求めた。 

 

ダビデはその人の事をひじょうに怒ってナタンに言った、「主は生きてお

られる。この事をしたその人は死ぬべきである。かつその人はこの事をし



たため、またあわれまなかったため、その小羊を四倍にして償わなければ

ならない」。 （１２：５，６） 

 

それから、ナタンはダビデの心にその怒りを跳ね返した： 

 

ナタンはダビデに言った、「あなたがその人です。」（１２；７） 

 

神はダビデをその物語の富んだ男の様に富を与えてくださった。しかし、 

ダビデはその貧しい男（ウリヤ）のたった一つの宝（バテシバ）を奪ったの

である。 

 

誰かに重要なこと（問題、個人的悩み、盲点、受け入れがたい事実）を伝え

ようとするとき、類似やその人に関連することが出来る物語を用いることは

賢明である。イエス様が霊的思想を語られた際に「たとえ話」（比較）を用

いられたのは、それが理由である。ナタンがダビデに関連付けられる羊飼い

の物語を用いたのもそのためであった。 

 

あなたがわたしを軽んじてヘテびとウリヤの妻をとり、自分の妻としたの

で、つるぎはいつまでもあなたの家を離れないであろう』。主はこう仰せ

られる、『見よ、わたしはあなたの家からあなたの上に災を起すであろ

う。わたしはあなたの目の前であなたの妻たちを取って、隣びとに与える

であろう。その人はこの太陽の前で妻たちと一緒に寝るであろう。あなた

はひそかにそれをしたが、わたしは全イスラエルの前と、太陽の前にこの

事をするのである』」。（１２：１０－１２） 

 

－ダビデの身内の対立と死 

－身内によるダビデに対する対抗 

－ダビデの妻たち、他の男たちに与えられる（王位を奪う） 

－全イスラエルの前での公の屈辱 

 

ダビデの家に続く壊滅と人間関係の痛みは、彼の人生の最大の継続的な敗北

であった。ダビデは、死ぬまで、この罪によって生じる痛みを体験し続ける

ことになる。 

 

神は、私たちの最大の罪に対しても赦しを提供してくださるお方である。 

それは私たちの罪から生じる全ての結果が消えてしまうことを意味するので

はない。生涯、重大な結果と共存して暮らしていくことにもなり得る。それ

でも、神は、たとえ私たちの罪がもたらした大混乱や残骸の真っ只中に居て

も、神のご栄光のために生きていくために助けてくださるお方である。 

 

 

ダビデの悔い改め： １２：１３－１５ 

 

ダビデはナタンに言った、「わたしは主に罪をおかしました」。ナタンは

ダビデに言った、「主もまたあなたの罪を除かれました。あなたは死ぬこ

とはないでしょう。 しかしあなたはこの行いによって大いに主を侮ったの

で、あなたに生れる子供はかならず死ぬでしょう」。 こうしてナタンは家

に帰った。さて主は、ウリヤの妻がダビデに産んだ子を撃たれたので、病

気になった。（１２：１３－１５） 

 

ダビデは否定したり、罪を最小化したり、言い訳をすることはなかった。 

責任を認めた。ダビデはウリヤとバテシバに対して罪を犯していただけでな

く、神の祝福により与えられた大きな力と高い地位を乱用し、神に対して罪

をおかしたことを認めた。ダビデは、このとき、詩篇のダビデの悔い改めを

記した（このノートの最後の注釈を参照）。 

 

 

息子の死： １２：１５－２３ 

 

バテシバの子は重い病気を持って生まれた。もしかしたら神が哀れんでくだ

さり子供を惜しんでくださるかもしれないと考えたダビデは、七日間断食し

た。7 日後に子供が死んだとき、断食を終えた。 

 

そこで、ダビデは地から起き上がり、身を洗い、油をぬり、その着物を替

えて、主の家にはいって拝した。そののち自分の家に行き、求めて自分の

ために食物を備えさせて食べた。（１２：２０） 

 

家来たちは、子供が死んだ途端にダビデが断食を終えたことに困惑した。 

家来たちが訪ねたとき、ダビデは若くしてわが子を失った何百万人の親たち

に保証を与える言葉で答えた： 

 

ダビデは言った、「子の生きている間に、わたしが断食して泣いたのは、

『主がわたしをあわれんで、この子を生かしてくださるかも知れない』と

思ったからです。 しかし今は死んだので、わたしはどうして断食しなけれ

ばならないでしょうか。わたしは再び彼をかえらせることができますか。



わたしは彼の所に行くでしょうが、彼はわたしの所に帰ってこないでしょ

う」。（１２：２２，２３） 

 

ダビデは神のご臨在の内にいる失った我が子に、いつか会いにいくことを知

っていた。この箇所から、死んだ子供たちは、即座に神のご臨在の内につれ

ていかれることの保証を得ることが出来る。子どもたちが、神を愛するため

に自分の意志の選択を行う必要があることについて「年齢の明記」が記され

ている箇所はない。このことに関しては、全ての個人個人の人生の状況と彼

らの神に関する情報に基づいた意思決定を行う能力を完全に理解しておられ

る神の哀れみと知恵に信頼しなければならない。 

 

 

ソロモン、ダビデとバテシバの間に生まれる： １２：２４－２５ 

 

ダビデは妻バテシバを慰め、彼女の所にはいって、彼女と共に寝たので、

彼女は男の子を産んだ。ダビデはその名をソロモンと名づけた。主はこれ

を愛された。そして預言者ナタンをつかわし、命じてその名をエデデアと

呼ばせられた。（１２：２４，２５） 

 

「ソロモン」という名は、へブライ語の「シャローム」－平安の意に由来す

る。「ジェディディア」は、「主の最愛」を意味する。この「主に愛され

る」子が、そのような罪だらけの組み合わせ、ダビデとバテシバから生まれ

たということが重要である。さらに、人間の感性に驚くべきことは、主が 

ダビデの王権を続行されるために、この子をお選びになったということであ

る。ソロモンは主の宮を築く特権を受け継いた。 

 

 

驚くべき恵みと呼ばれるのには理由がある。新約聖書の中で、迫害者で、 

キリストを憎む男が、神の哀れみと恵みの模範へと変えられる（使徒パウロ

参照：第一テモテ１：１２－１６）。旧約聖書には、ダビデ以上に大きな神

の驚くべき恵みの事例は存在しない。ただ、大きな罪が赦され、修復された

だけでなく、主はまた、この世に救い主をもたらす約束を運ぶために、この

罪深い組み合わせから生れた子をお選びになった。新約聖書の最初のページ

で、マタイの福音書１：６のイエスの系図に「ウリヤの妻」バテシバの名前

が記されていることに注意しましょう！神の驚くべき恵みに赦し不可能な罪

は存在しない。 

 

 

ダビデの告白詩篇： 詩篇３２篇、５１篇 

 

ダビデは、数多くの「告白詩篇」を記した（６，２５，３２，３８，５１，

１０２，１３０，１４３篇）。その中でも特に二つは、バテシバとウリアと

の罪についての告白である（詩篇３２，５１篇）。詩篇３２篇は、私たちの

生活の中で蓄積する罪をどのように対処すべきか（または、すべきでない

か）の模範例となっている。 

 

 

神の赦しの恵み： （詩篇３２：１－２） 

 

そのとががゆるされ、その罪がおおい消される者はさいわいである。 

主によって不義を負わされず、その霊に偽りのない人はさいわいである。 

 

罪が赦された罪びとは解放される。罪の重さと恥から解除されることは比べ

物にならない祝福である。隠れることを止め、清められることは素晴らしい

ことです。 

 

私たちの罪を隠そうとする愚かさ： （詩篇３２：３－４） 

 

わたしが自分の罪を言いあらわさなかった時は、ひねもす苦しみうめいた

ので、わたしの骨はふるび衰えた。あなたのみ手が昼も夜も、わたしの上

に重かったからである。わたしの力は、夏のひでりによってかれるよう

に、かれ果てた。 

 

罪を覆うこと（神から隠すごとく）や神の御前にその罪を認めることに怠る

ことは、私たちに耐えられない重さをもたらします。罪を告白せずに放置す

るとき、神の有罪宣告の霊の重量が重く残る。私たちは生きるための活力が

が排出されるように流れ出てしまうのを感じる。 

 

 

罪の告白は赦しをもたらす：（３２：５） 

 

わたしは自分の罪をあなたに知らせ、自分の不義を隠さなかった。わたし

は言った、「わたしのとがを主に告白しよう」と。その時あなたはわたし

の犯した罪をゆるされた。 

 



私たちは、赦しを複雑化している。苦行を行う必要がある。赦しは獲得する

必要がある。悪を行なった以上の善を行なう必要がある・・・等々。それは

全て間違っています！神は、ただ、自分の罪を認めることを求めておられ、

そうすることによって、神は咎めを直ちに取り除いてくださる（参照： 

第一ヨハネ１：９）。赦しは神からの贈り物であり、ご褒美ではない。神は

壊れた心と悔いる心を求めておられる（参照：詩篇５１：１７）実際、新約

聖書の「Confession・罪の告白」のギリシャ語の意味は、「～に同意する」

である。 私たちが罪の告白をするとき、神が心配しておられる私たちの罪

の咎めに同意するということである。 

 

 

神を追い求めるここの訓戒： （詩篇３２：６－７） 

 

このゆえに、すべて神を敬う者はあなたに祈る。大水の押し寄せる悩みの

時にもその身に及ぶことはない。あなたはわたしの隠れ場であって、わた

しを守って悩みを免れさせ、救をもってわたしを囲まれる。 

 

神の赦しによって解放感を体験したダビデは、失敗し壊れたのときに、神を

求めるよう人々に訓戒している。大洪水（恥、苦難、結果）は、愛してくだ

さり、修復してくださる神の御腕の中で非難を要する者を圧倒することは無

い。 

 

 

神の応答： （詩篇３２：８、９） 

 

わたしはあなたを教え、あなたの行くべき道を示し、わたしの目をあなた

にとめて、さとすであろう。あなたはさとりのない馬のようであってはな

らない。また騾馬のようであってはならない。彼らはくつわ、たづなをも

っておさえられなければ、あなたに従わないであろう。（３２：８－９） 

 

神は、後悔する罪びとに教えてくださることを約束してくださっている。私

たちは、神の修正に「ラバのように頑固」であってはならない。神の愛の 

規律と指導に服従しなければならない。 

 

 

 

 

神と共に歩むことの素晴らしさ： （詩篇３２：１０、１１） 

 

悪しき者は悲しみが多い。しかし主に信頼する者はいつくしみで囲まれ

る。正しき者よ、主によって喜び楽しめ、すべて心の直き者よ、喜びの声

を高くあげよ。 

 

ダビデは、神と共に歩む人生は離れて歩む人生より断然に素晴らしいという

ことを私たちに思い出させることによって結んでいる。邪悪の人生は悲しみ

に悩まされる。真っ直ぐな人生は主の忠実な愛（慈しみ）によって包囲され

る。 

 

神とあなたの間の歩みの進歩に停止をもたらす、何らかの罪、何らかの 

障害、何らかの敗北は無いでしょうか？もし、あるなら、あなたを赦すため

に、ダビデの子孫、イエス様が死んでくださった十字架に、それらを持って

来ることが可能であるということを知る必要がある。イエス様はあなたの全

ての罪のために死んでくださったのです。あなたの罪は、イエス様の愛より

も大きいと主張することによって、救世主を侮辱しないでください。もし、

神にダビデを赦し、修復し、愛し、お使いになることがお出来になるなら… 

あなたにも同じようにお出来になるのです。 

 

 


