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はじめに 

ダビデがバテシバとの罪を犯し、その夫、ウリヤを殺害した後、神は数々の

深刻な結果が生じるということを告げられた。一つ目は、ダビデの身内の対

立と混乱であった（１２：１０）。実際、この先、ダビデの人生において生

じるほとんどの悩みや悲しみは、家族内の争いから生じた。ダビデはバテシ

バとウリヤに対する罪を神に告白したけれども、ダビデの犯した性的な罪が

他の者たちに及ぼした影響に関して心を開いて話すことは無かった。特に、

バテシバとの罪に限らず、神の禁止に反して（申命記１７：１７）、大勢の

妻を持ったこと、自信の抑制の足りなさから生じた残骸について、大勢の 

息子たちに心を開いて正直に話すべきであった。ダビデは、家族の中で父親

としての影響の概念はほとんど持っていなかったように伺える。ダビデが自

分自身のみの振舞を正して来てさえいれば、大部族の父親としての威厳を持

つことが出来たのかもしれない。 

 

 

アムノンのタマルへの好色： １３：１－７ 

 

さてダビデの子アブサロムには名をタマルという美しい妹があったが、そ

の後ダビデの子アムノンはこれを恋した。アムノンは妹タマルのために悩

んでついにわずらった。それはタマルが処女であって、アムノンは彼女に

何事もすることができないと思ったからである。（１３：１，２） 

アムノンが半分血のつながった妹と結婚することは、ユダヤの律法で禁じら

れていた（レビ記２０：１７）。しかし、アムノンはタマルに恋するあま

り、病になった。同じように、かつてダビデも、恋に落ちたために、「禁じ

られた」女性にてを出した（バテシバ）。それだけでなく、ダビデは大勢の

妻と妾を持った。ダビデが知性をもって自制する模範を示していたなら、 

息子にも指導することが出来たはずである。逆に、ダビデの悪い手本はアム

ノンに罪な欲望を満たすように強めた。「父親、ダビデの罪な振る舞いを 

幼い子供たちが目にしながら育ち、その間ダビデがどのようなメッセージを

与えて来たか想像することができるでしょうか？」彼らには兄弟姉妹、半分

血の繋がった兄弟姉妹、また、妾の子供たちがいた。彼らは、親の拘束のい

かなる例も欠けており、性的過剰な家庭環境の中で育った。決して、私たち

はアムノンの弁解をしてはならないが、その説明がつく（Beth Moore, A 

Heart Like His, p. 198）。 

 

ヨナダブ（ダビデの息子の兄弟、アムノンのいとこ）は、アムノンがタマル

に近づくことを可能とするための悪い企てを思いついた。アムノンに病気の

振りをさせ、父親、ダビデに妹のタマルを看護に送るよう頼んだ。ダビデ

は、息子の心の状態に全く気付いていない様子である。ダビデがタマルを 

アムノンの家に行くように命令した。 

 

ダビデはタマルの家に人をつかわして言わせた、「あなたの兄アムノンの

家へ行って、彼のために食物をととのえなさい」。（１３：７） 

 

悲しいかな、タマルは、3 人の危険な男たちの備えた罠にかかろうとしてい

た：貪欲な兄のアムノン、悪賢いいとこのヨナダブ、そして、不在の父親 

ダビデ。 

 

ヨナダブは、まるで悪魔のように伺える。ヨナダブは「禁断の果実に触れ

る」ようアムノンを誘惑した。真の友は、タマルに手を出してはならないこ

とを警告し、欲望は正しく結婚によって満たすようアドバイスをしたはずで

ある。その代りに、ヨナダブは、アムノンの好色の対象物に向かって前進す

るように励ました。あなたが誰のアドバイスを取り入れるか気を付けましょ

う。私たちの周りには、様々な助言者がいます。神を敬い神の御心に従うよ

うに励ます代わりに、様々な声が「あなたの思い通りにするように。」と励

ましてきます。ヨナダブのような 「友達」の助言は、後にアムノンの命も

含めて、全てを失わせることになる。 

 

 



アムノン、タマルを強姦する１３：８－１４ 

 

この物語は大変悲しい物語である。タマルは神に従順な美しいダビデの娘で

あった。父ダビデの命令に従い、「病んでいる」アムノンのために、彼の死

線の中、ケーキを焼き、病何処の兄にケーキを持って来た。タマルは尊厳、

美しさ純真さと善意に満ちていた。一方、兄のアムノンは悪と貪欲な思いに

満ちていた。「アムノン」という名は「信頼に相応しい」という意味であっ

たがこのアムノンに限っては決してそうではなかった。 

 

アムノンが強姦を実行に移した時、タマルは彼の正義の感性に訴えたが、 

アムノンの好色を止めることは出来なかった： 

 

タマルが彼に食べさせようとして近くに持って行った時、彼はタマルを捕

えて彼女に言った、「妹よ、来て、わたしと寝なさい」。タマルは言っ

た、「いいえ、兄上よ、わたしをはずかしめてはなりません。このような

ことはイスラエルでは行われません。この愚かなことをしてはなりませ

ん。わたしの恥をわたしはどこへ持って行くことができましょう。あなた

はイスラエルの愚か者のひとりとなるでしょう。それゆえ、どうぞ王に話

してください。王がわたしをあなたに与えないことはないでしょう」。 し

かしアムノンは彼女の言うことを聞こうともせず、タマルよりも強かった

ので、タマルをはずかしめてこれと共に寝た。（１３：１１－１４） 

 

 

強姦はアメリカ中で伝染病のように流行している。研究の統計によると、 

5 人中一人が強姦の被害者であることを示している。また、4 人中一人の少

女が 18 歳までに性的虐待を受けている。私たちはどうすればよいのでしょ

うか？１）私たちは皆、女性と子供たちのための活発な保護者でなければ

ならない。特に男たちは非常に警戒しながら、保護に努めなければならな

い。２）女性は常に、誰と時間を過ごすか細心の注意を払わなければなら

ない。デート中のレイプや薬物レイプは増加している。見知らぬ人と二人っ

きりになるような状況を許してはなりません。３）如何なる性的虐待の 

行為も警察に届け出ましょう。６３％の性的暴行は警察に届けられておら

ず、届けられている児童性的暴行は全体の１２％のみである。４）性的虐

待による損傷からの癒されましょう。感情的、心理的、霊的な治癒を促進す

るカウンセリングを求めましょう。他人の罪によって、あなたの生涯の重荷

になるようなことを許してはなりません。 

 

 

アムノン、タマルを憎む：１３：１５－１９ 

 

それからアムノンは、ひじょうに深くタマルを憎むようになった。彼女を

憎む憎しみは、彼女を恋した恋よりも大きかった。アムノンは彼女に言っ

た、「立って、行きなさい」。タマルはアムノンに言った、「いいえ、兄

上よ、わたしを返すことは、あなたがさきにわたしになさった事よりも大

きい悪です」。しかしアムノンは彼女の言うことを聞こうともせず、彼に

仕えている若者を呼んで言った、「この女をわたしの所から外におくり出

し、そのあとに戸を閉ざすがよい」。（１３：１５－１７） 

 

聖書の物語の中に、欲望と愛の違いが描写された、この箇所より優れた箇所

は存在しません。アムノンの性的欲望が満たされた瞬間、彼はタマルを

「憎」み、それ以上の彼女との関わりを強く拒んだ。なぜでしょう？ 

それは、欲望は決して満たされることは無いからです。明日になると、アム

ノンは汚らわしい性的欲望を満たすために他の誰かを求めるのです。 使徒

パウロは次のように記している：「自ら無感覚になって、ほしいままにあ

らゆる不潔な行いをして、放縦に身をゆだねている。（エペソ人への手紙

４：１９）」欲望は常に、少しづつより多くあなたの心を捕えて行きま

す。 

 

Judith Orloff, M.D. は、欲望と愛の違いを次のように描写してい（Psychology 

Today, Aug. 15,2011）。欲望：完全に人の容姿と体のみに焦点を当ててい

る。肉体関係を持つことには興味があるが、会話には無関心である。お互い

に感情を表現し合うのではなく、むしろ、関係を幻想レベルで維持したいと

思う。肉体関係の後、抱きしめるより、すぐ離れたくなる。愛人同士ではあ

るが友達同士ではない。愛：肉体関係以外に、一緒に充実した時を確保し

たいと願う。話に夢中になり、時の経過を忘れてしまう。相手を幸せにする

ために、お互いの感情を心から知りたいと願う。お互いの存在がより良い 

人間となるように動機づける関係。相手の家族や友達に会いたいと願う。 

Joshua Harris 著書の 「Sex is not the Problem (Lust is)」は、愛と欲望について

取り扱う優れ本である。この本は、あらゆる年齢のための非常に実用的な本

である。是非お勧めしたい！ 

 

 

タマルの破滅： １３：１８－２２ 

 

タマルは兄の内のいかなる善良さの欠片に訴えようと試みたが、アムノンは

絶望的な自己中心な男であった。アムノンは強制的にタマルを部屋から追い



出し,鍵をかけた。タマルは処女の衣服を裂き、頭に灰をかぶり、号泣しな

がら去った。早速、タマルの血縁の兄弟アブサロムはタマルに尋ねた。その

質問はこのようなことが起こることを疑っていたように聞こえる： 

 

兄アブサロムは彼女に言った、「兄アムノンがあなたと一緒にいたのか。

しかし妹よ、今は黙っていなさい。彼はあなたの兄です。この事を心にと

めなくてよろしい」。こうしてタマルは兄アブサロムの家に寂しく住んで

いた。（１３：２０） 

 

アブサロムは表面的には、姉妹を保護しようとしている兄弟のように伺え

る。しかし、１）アムノンがタマルを脅迫したことを疑ったが、そのこと

について何もしなかった。２）タマルに強姦について「黙って」いるよう

に言った。３）タマルではなく、アムノンの味方のように伺える－「彼は

あなたの兄です。」４）このことを心に留めなくてよいと言った（冗談で

しょう？）。５）同じ屋根の下に住みながら、タマルが「荒れ果てたまま

放った」。６）妹の癒しよりも彼自身の復讐をより心配した。 

 

真の癒し主は、苦しみの只中にある人のために、個人的な必要を後回しにし

ます。そして、苦しんでいる人の心と魂の苦しみの叫びに耳を傾けます。私

たちは手っ取り早い解決策や助言をしたくなる誘惑を拒む必要がある。共感

は人の苦しみの中に入り、その人の痛みを処理するための支援となる。苦し

んでいる人は、聞いてもらった、理解してもらったと感じる必要がある。 

オークポイント教会の「Listening Well」のコースをお勧めします。 

 

 

 

ダビデの怒り・アブサロムの憎しみ： １３：２１，２２ 

 

ダビデ王はこれらの事をことごとく聞いて、ひじょうに怒った。 アブサロ

ムはアムノンに良いことも悪いことも語ることをしなかった。それはアム

ノンがアブサロムの妹タマルをはずかしめたので、アブサロムが彼を憎ん

でいたからである。（１３：２１，２２） 

 

ダビデとアブサロムは両者とも、この悲劇的事件について沈黙を保った。 

ダビデは怒りを表したがそのことについて何もしなかった。この残虐な行為

について討論するために長男を呼び出すこともなかった。おそらく、偽善者

のように感じたからであろう（ダビデ自身が犯した姦淫と殺人は更に残虐で

あったからである）。息子たちに対するダビデの父親としての能力は、彼自

身の過去の行動によって妥協させられたのであろう（言うまでもないが、 

この時点でも、ダビデは妻と妾を増やし続けていた）。一方、アブサロムが

沈黙を保ったのには別の理由があった。この一件以来、アムノンを殺す方法

を密かに探していたのである。その殺害は、まる二年実行されなかったが、

殺意は心の中に潜み続けて来た。イエス様は、怒りが殺人を引き起こす基盤

で根拠地であると言われている（マタイの福音書５：２１，２２）。 

 

私たちの生活において状況な状況による因果関係はさておき、指導力という

ものは、その人の罪によって妥協されるものである。私たちの人生が妥協し

ている中、他の人たちの信頼を得て指導することは難しい。このことは特に

性的領域妥協に言える。親やその他の模範となるべく立場の者が夢中になる

物事に息子や娘も同じ様に夢中になるものである。ダビデは父親として妥協

していただけではなく、大民族の子供たちの上に立つ父親として振る舞う能

力修復のために矯正の手順を踏むことに怠った。そのために、家族内の混乱

は時が経つにつれ悪化し続けることになる。 

 

 

アブサロム、アムノンを殺害する： １３：２３－３９ 

 

まる二年かかったが、最終的にアブサロムはアムノンを祝宴に誘い出すこと

が出来、そこでアムノンは暗殺された。皮肉なことに：まず、ダビデが家来

たちにウリヤを殺すよう指示した。そして、今度は、アブサロムが家来たち

にアムノンを殺すよう指示した。父が父なら子も子である。最初、ダビデは

息子全員がアブサロムに殺されたと告げられた。皮肉なことに、ダビデにア

ムノンだけが殺されたことをダビデに告げたのはヨナダブ（そもそもアムノ

ンに悪を計る助言をした発起人）であった： 

 

しかしダビデの兄弟シメアの子ヨナダブは言った、「わが主よ、王の子た

ちである若者たちがみな殺されたと、お考えになってはなりません。アム

ノンだけが死んだのです。これは彼がアブサロムの妹タマルをはずかしめ

た日から、アブサロムの命によって定められていたことなのです。 

（１３：３２） 

 

ヨナダブは、これまでずっと、アブサロムがアムノンを殺害しようとしてい

ることを知っていたようであるが、思い留まらせるよう働きかけることはし

なかった。ここでも再びヨナダブは悪魔的存在であった。男を罪へと誘惑し



そのことによって生じた醜い結果からその男を助けようとせず、その後、

淡々と彼の死を報告した。 

 

アムノンを殺害した後、アブサロムはゲシュルの王であり、彼の祖父であっ

たタルマイのところに逃げた（第二サムエル３：３）。父親からもイスラエ

ル王国からも疎外されたアブサロムはそこに３年間留まった。このように、

ダビデは息子二人と娘一人を失って５年が経過した：アムノンは死に、アブ

サロムは逃亡し、タマルは荒れ果ててしまった。神の言う通り、ダビデの 

家系に剣が生じ（１２：１０）、ダビデが犯した罪な選択の数々の結果苦い

果実を実らせたのであった。 

 

高校生の時、ドライバー教育の授業で、「Death on the Highway・ハイウエ

イでの事故死」と題した映画を観せられた。その映画は、警察官が遺体袋に

遺体を入れる事故現場の様子を鮮明に示すことによって、私たちに恐怖心を

抱かせ、飲酒運転追の恐ろしさを思い知らせることを意図したものであっ

た。メッセージは明確であり脳裏に鮮明に焼き付いている：飲酒運転をする

なら、あなたもこのような結果を招きかねない。同じように、聖書もダビデ

の罪の数々が原因となって家族に及ぼしてしまった悪い結果を鮮明に不穏な

描写を用いて表している。それは、私たちに警告するためである：あなたも

ダビデのように欲望にふけるなら、このような結果を招くのです。恐ろしい

写真をしっかりと私たちの脳裏と心に焼き付けておくことは大切である！ 

 

 

ヨアブ、アブサロムを連れ戻すようダビデの心を動かす： １４：１－２０ 

 

ヨアブは、ダビデの心がアブサロムに向いていたが、和解のために何も行動

に移していなかったことを知った（１４：１）ヨアブは、他の町のある女を

用いて、賢くアムノンとアブサロムの状況に非常によく似た「事例」をダビ

デに差し出させた。その女は、息子の一人がもう一人の息子を殺したと告

げ、そのために、今、身内は、私に残るたたった一人の息子を殺そうとして

いる。このように、家族の名を受け継ぐ後継者の希望が絶たれようとしてい

るのです。ダビデは、残ったたった一人の息子が殺されることは許さない。

その息子の命を保護するとをその女に約束した。 

 

そのとき、女はダビデに、それでは、なぜあなたは実の息子の命を保護しよ

うとせず、遠い地に追放されたままにされているのかと言葉を返した（死刑

宣告ににあった）。ただちにダビデは、ヨアブがこの会話全体の発信者であ

ることに気が付き、女はそのことを素直に認めた。 

王は言った、「このすべての事において、ヨアブの手があなたと共にあり

ますか」。女は答えた、「あなたはたしかに生きておられます。王、わが

主よ、すべて王、わが主の言われた事から人は右にも左にも曲ることはで

きません。わたしに命じたのは、あなたのしもべヨアブです。彼がつかえ

めの口に、これらの言葉をことごとく授けたのです。 事のなりゆきを変え

るため、あなたのしもべヨアブがこの事をしたのです。わが君には神の使

の知恵のような知恵があって、地の上のすべてのことを知っておられま

す」。（１４：１９，２０） 

 

ヨアブ、アブサロムをエルサレムに連れ戻す： １４：２１－２４ 

 

ダビデは、ヨアブを呼び出し、彼にゲシュルに行ってアブサロムを家に連れ

戻す許可を下した。ヨアブは、ダビデがアブサロムに再会することと思い込

み、この機会を大変喜んだ。しかし、アブサロムがエルサレムに返ってから

も、ダビデは更に不健康な親子関係を続行した。 

 

王は言った、「彼を自分の家に引きこもらせるがよい。わたしの顔を見て

はならない」。こうしてアブサロムは自分の家に引きこもり、王の顔を見

なかった。（１４：２４） 

 

疎遠な息子に対する何と酷い扱いでしょう。状況を回復するどころか、ダビ

デの行動は更に関係を悪化させた。父は物理的に近くにいても、感情的に 

放棄されていたので、アブサロムはこれまで以上に疎遠に感じた。この継続

的な疎外は更に２年続き、父と息子の悲惨な結果へとつながることになる。 

 

人間関係の破裂は、中途半端な対策によって修復しようとしｔも不可能であ

る。傷ついた魂の修復は、時間と正直なコミュニケーションと感情的癒しを

要する。あなたが中途半端な気持ちで何かをするとき、相手は、あなたが 

関係を理解し癒そうとしているのではなく、ただ、あなたに似合うことを行

なっているまでであると感じさせる。そのような対策は、ただ、傷を更に深

め、送り続けて知覚させていたメッセージを現実化させることになる。「私

は、この人にとって重要ではない。彼らは、常に、彼らにとって益となる 

方法でこの関係を制御しようと努めるであろう。」一方、あなたが、相手の

理解を求めるのではなく、相手を理解することを求めて歩み寄るとき、癒し

が始まる。ダビデ自身がアブサロムを迎えに行き、自信の罪を息子に告白し

たあとで、相手を聞き入る体制に入るべきであった：「息子よ、私の行動は

あなたにどんな影響を及ぼしたであろうか？私は、心から理解したい。」ま

た、ダビデは、タマルの義を守ろうとした欲望について敬い、彼女を食卓に



招くことが出来たはずである（ヨナタンの息子、メピボシェテにした様

に）。 

 

 

アブサロム、ダビデに合うことを強要する： １４：２５－３３ 

 

待ちに待って、更に二年が経過し、アブサロムは父のやり方にうんざりし、

ヨアブに父に合わせるよう手配するよう強要した。しかし、ヨアブはその 

要求を無視した。そのとき、アブサロムはヨアブの畑に火を放し、ことの 

深刻さを表した。最終的にヨアブはダビデにアブサロムに会ううよう働きか

けた。 

 

そこでヨアブは王のもとへ行って告げたので、王はアブサロムを召しよせ

た。彼は王のもとにきて、王の前に地にひれ伏して拝した。王はアブサロ

ムに口づけした。（１４：３３） 

 

表面的には、仲直りが出来たかのように伺えた。それどころか、長過ぎる時

が経過し、あまりにも多くの感情的損傷が入り込んでしまっていた。アブサ

ロムは父を怨んでいた。父は、アムノンがタマルを強姦したことに義を持っ

て処理することに怠った。そのため、アブサロムはその一件を自分の手で何

とかする以外なかった。そして、安全な場所へ三年間の逃亡を強いられた。

さらに、エルサレムに戻って、父親と共に暮らしながらも、３年間、父親に

疎外された。最終的に、アブサロムは父に会うことを強要しなければならな

かった。 

 

親子の間のこれほどまでの怨みつらみを蓄積してきていることから、来る章

で、以前、神がダビデに告げられた未来の宣告を実現する男がアブサロムで

あることが見えてくるが、それほど驚くほどのことではないでしょう。 

 

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』」。（１２：１１，１２） 

 

アブサロムが父の前にひれ伏し、父が頬に口づけしたとき、心の中でダビデ

は健全な父親でないばかりか、役立たずの王であると思っていた。 

 

私たちの後を引き継ぐ若者たちが、私たちの足跡をたどろうとしていること

以上に、私たちの成長を促してくれることは存在しない。わたしがキリス

トにならう者であるように、あなたがたもわたしにならう者になりなさい

（第一コリント１１：１）。あなたのリーダーシップの下にいる者たちは、どのよう

にあなたを知覚しているでしょうか？あなたの一貫性の無い行動によって、彼らに怨

みと反抗の意を抱かせてしまったことは無いでしょうか？それとも、あなたは「誠

実」さをもって生きることを求めておられるでしょうか？―あなたが教える事を行動

と言葉と振る舞いをもって模範となること。 

 


