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はじめに 

 神を信頼することは人生最大のチャレンジである。特に困

難や試練に直面している時は難しい。エデンの園のアダムと

イブの罪の根源は、神の愛に信頼することが出来なかったこ

とである。神が二人の味方であられるということに信頼を置

くことをやめて、自力で人生を管理し始めた。私たちが試練

に直面するとき、二通りに反応する傾向がある。一つは、恐

れである。恐れといっても軽度の不安である場合もあり、ま

た、パニック発作である場合もある。しかし、ある程度の恐

怖は、私たちを脅かす何かに対する自然な反応の一つである。

２つ目の反応は、その脅威に自力で対処しなければならない

と感じることである。もし、誰か（神の様なお方）に助けていただ

けることに信頼を置くことが出来ないとき、自力で解決しよ

うと行動してしまう。 

 信頼の詩篇（５、１１、１６、２３、４６、５７、６１、６２、６３、７１、

９１、１２１、１２５、１３１）は、多くの著者たちが試練に直面し、

神に対する信仰を強める必要性を感じていた時期に書かれた。

恐怖の要素を持つ仮の信望の側面で学ぶ者もいれば（例：５，

５７）、神への揺るぎない信頼の側面で学ぶ者もいる（例：４６，

９１）。詩篇は神学論文ではないことを忘れないで下さい。実

在した人々が人生の試練について神と格闘した、実際に起こ

った物語である。信頼の詩篇は、私たちの試練が神よりも大

きいように思える人生の季節に、神に対する信仰（信頼）をど

のように処理するかを教えている。（例：サウル王に追われていたダビ

デは、神が保護してくださらないと疑ったが、神に油を注がれた王はダビデであるこ

とをヨナタンが保証した。－第一サムエル１６：１２を第一サムエル２３：１６と比

較しましょう。） 

 

「ただ」の詩篇－62 篇 

 詩篇 62 篇は、敵どもに脅かされている時期にダビデが記し

たものである。敵が攻撃を続けている間でさえ、神への信頼

を表す歌である。ダビデは神が自分の盾と守護者になって下

さることを確信していた。 

  特異な文学的な特徴がこの詩篇にあります。へブライ語の

AK－通常「唯一」や「単独で」と訳される－（元のヘブライ語の原

文では）ヘブライ語の AK は、6 つの異なる行の最初の語として

用いられている。それは、読者（聞き手）にこの詩篇のメッセー

ジを思い出しやすくさせるためのダビデの技法であった：人

生の試練と誘惑から私たちを救うために、信頼出来るお方は

ただ神のみである。 

 ＊英語の説教ノートの以下の聖句は、New American Standard 

Bible の訳を用い、へブライ語の AK を含む文学的構造を紹介して

いますが、下記は口語訳聖書を用いています。ご了承ください。 

 わが魂はもだしてただ神をまつ。わが救は神から来る。

（１節） 



 神こそわが岩、わが救、わが高きやぐらである。わたしは

いたく動かされることはない。（２節） 

 

 あなたがたは、いつまで人に押し迫るのか。あなたがたは

皆、傾いた石がきのように、揺り動くまがきのように人を倒

そうとするのか。（３節） 

 

 彼らは人を尊い地位から落そうとのみはかり、偽りを喜

び、その口では祝福し、心のうちではのろうのである。 

（４節） 

 

 わが魂はもだしてただ神をまつ。わが望みは神から来るか

らである。（５節） 

 

 神こそわが岩、わが救、わが高きやぐらである。 

わたしは動かされることはない。（６節） 

 

 わが救とわが誉とは神にある。神はわが力の岩、わが避け

所である。（７節） 

 

 民よ、いかなる時にも神に信頼せよ。そのみ前にあなたが

たの心を注ぎ出せ。神はわれらの避け所である。（８節） 

 

 低い人はむなしく、高い人は偽りである。彼らをはかりに

おけば、彼らは共に息よりも軽い。あなたがたは、しえたげ

にたよってはならない。かすめ奪うことに、むなしい望みを

おいてはならない。富の増し加わるとき、これに心をかけて

はならない。（９，１０節） 

 神はひとたび言われた、わたしはふたたびこれを聞いた、 

力は神に属することを。主よ、いつくしみもまたあなたに属

することを。あなたは人おのおののわざにしたがって報いら

れるからである。（１１，１２節） 

 

 ダビデの全体的なメッセージは明確である：唯一神のみ（ま

たは、神のみ）が試練に置かれている季節の中で信頼を託すに値

するお方である。詩篇は 5 つの部分に分けられ、それぞれの

信頼関係におけるテーマは微妙に異なる。 

 

１．宣言：神は唯一の信頼の源である（６２：１，２）。 

 ダビデは、神への信頼の確信を宣言するところから始める。

たとえ騒がしい混乱に満ちた人生においても、神のために静

かに待ち望む魂を描いている。 

 わが魂はもだしてただ神をまつ。わが救は神から来る。

（１節） 

 神こそわが岩、わが救、わが高きやぐらである。わたしは

いたく動かされることはない。（２節） 

 ダビデは人生において、魂を不安定にし得る多くの試練に

直面した。イスラエルの王として、軍事的、経済的、政治的、

個人的な課題に直面した。常に完全に神に信頼を置き続ける

ことが出来たわけではなかった、また、恐怖に陥り、自己防

衛戦略に徹した時期さえあった。 

 それでも、心配事に溢れる人生のための真の療法をダビデ

は心得ていた。魂を休ませることが出来る真の唯一の場を心

得ていた。人生の嵐の中で、ダビデにとって安全な避難所は

ただ神のみであった。 

 私たちは、どのように心を静め、視点を神に向け直し、将

来への展望と自信を取り戻すことが出来るのでしょうか？



１．静粛にしましょう！騒音を消しましょう。一人になり静

粛な神のささやきを聞き取れる場所に生きましょう。 

２．神がどんなお方であるかに焦点を当てる：神の特質を描

く聖書の箇所になじんでおられない場合、「神の特質」とグ

ーグル検索してみましょう。（ 参照：「三十日間の神の御名と特質の祈

り」）３．神に尋ねる：どのように自分自身、または状況を神

の御手に委ねることが出来るでしょうか？（ダビデが神を「岩」と表

現し、自分のことを安全な岩に身を寄せて非難すると表現したことに注意しましょ

う。）４．あなたが神のみに信頼を置くことが出来る様に、神

に助けを祈り求めましょう。（神は、他の人を用いてあなたを助けて下さ

るかもしれないが、究極の信頼は神のみにある。） 

２．現実： 人生は難題の繰り返しである（６２：３，４） 

 詩篇は現実をごまかしたりしない。ダビデがヘブライ語の

AK（だけ／英：only）を用いて、非常に異なる焦点を当てて

いることに気づく。ダビデの場合、敵はダビデを破滅するま

で屈しない状況にあった。 

 あなたがたは、いつまで人に押し迫るのか。あなたがたは

皆、傾いた石がきのように、揺り動くまがきのように人を倒

そうとするのか。（３節） 

 彼らは人を尊い地位から落そうとのみはかり、偽りを喜

び、その口では祝福し、心のうちではのろうのである。 

（４節） 

 ダビデは、自分を倒す恐れのある威力に対し非常に脆弱で

あったと説明している。敵どもの目的はただ（AK）一つダビ

デを倒すことであった。ダビデを倒すためであれば、嘘をつ

き、欺く。ですから、詩篇の初めの３つの Ak（ただ）は、人

生の偉大な二分法を表している。一方の側には信頼がある〔出

だし二つの AK （ただ）〕。反対側には問題がある。実際、常に神を

信頼するか苦しみを恐れるかの狭間で揺らいだ。 

 ダビデは自分が脆弱であることを認めることを恐れなかっ

た。イエス様は言われた：あなたがたは、この世ではなやみ

がある。（ヨハネ１６：３３）自分が脆弱でないので神の手

助けは必要ないと考えることは自己欺瞞である。自分が脆弱

であることを認め、あなたが直面する試練を（ダビデがそうしたよ

うに）神に具体的に言い表しましょう。使徒パウロが言った：

キリストの力がわたしに宿るように、むしろ、喜んで自分の

弱さを誇ろう。（第二コリント１２：９）神の助けの必要を

認めることは、私たちの強力な特権である。 

３．訓戒： 神のみに安らぎを見いだす（６２：５－８） 

 そこでダビデは、神を信じるというテーマに戻る。しかし、

語彙のわずかな変化は、重要な教訓をもたらす。ダビデは、

信頼の地にとどまるように自分自身に（と私たちに）忠告してい

る。 

 わが魂はもだしてただ神をまつ。わが望みは神から来るか

らである。（５節） 

 神こそわが岩、わが救、わが高きやぐらである。 

わたしは動かされることはない。（６節） 

 

 わが救とわが誉とは神にある。神はわが力の岩、わが避け

所である。（７節） 

 

 民よ、いかなる時にも神に信頼せよ。そのみ前にあなたが

たの心を注ぎ出せ。神はわれらの避け所である。（８節） 



出だしの第一節と比較すると、「待つ」という言葉の内に文

法的に微妙な変化が見られる。 

Only (AK) my soul waits in silence for God (v.1). 

私の魂だけが静かに神を待っている。（1 節） 

Only (AK) my soul, wait in silene for God (v.5).  

私の唯一の魂よ、神のために沈黙の中で待ち続けなさい。 

（5 節） 

 （＊説教ノート〔英〕の New American Standard の訳によると） 

 初めは魂は静かに待っていると表現し、次に、魂に黙って

待ち続けるように指示している。ダビデは、人生の進行中の

課題においてだけでなく、魂が揺らぐ傾向についても現実主

義であった。私たちの魂は信頼し、恐れ、問題に直面すると

き疑いが生じ始める。そして、信頼の対象に自分を置き直す

必要がある。ダビデはここで、信頼の対象に留まるように自

分自身に説教している。「自分への注意書き」というのを聞

いたことがありますか？この箇所は、ダビデの 「自分への注

意書き」であった。魂よ、信頼するところに留まっていまし

ょう！ 

 自分自身に思い出させた後、詩篇を読んでいるすべての

人々が信頼の避けどころに来ることを勧めている。 

 民よ、いかなる時にも神に信頼せよ。そのみ前にあなたが

たの心を注ぎ出せ。神はわれらの避け所である。（８節） 

 ダビデの様に、私たちも神のご性質（岩、救い、高きやぐら）を自

身に何度でも言い聞かせなければならない。ダビデは神の属

性を繰り返し、魂が安らぎの場所に留まるように最上級の賛

美（わが力の岩、わが避けどころ）を追加している。私たちの心には

絶え間なく神のご性質を思い出させることが必要である。そ

の通り表現することを恐れてはならない！あなたのトラブル

の原因が自身の間違った選択によるものであっても、他人の

選択によるものであっても、神の御前に全て注ぎ出しましょ

う。６２章５－７節の様な聖句を用いて、困難の只中に、神

が誰であるかについての見解を取り戻しましょう。 

 

４．忠告：人、虐げ、富はただの息の様なもの（６２：９，１０） 

 ダビデは、私たちが間違った物事に信頼（自身）をおくこと

について強く警告している。再び、ダビデは重点を強調する

ために、ヘブライ語の AK（ただ）を用いている。 

 

 低い人はむなしく、高い人は偽りである。彼らをはかりに

おけば、彼らは共に息よりも軽い。あなたがたは、しえたげ

にたよってはならない。かすめ奪うことに、むなしい望みを

おいてはならない。富の増し加わるとき、これに心をかけて

はならない。（６２：９，１０） 

 助けを必要とする状況に置かれているとき、過大な信頼を

人の助けに置いてしまうことが多々ある。ときには、ダビデ

もその作戦に頼り、重要な顧問や軍の援助に依存した。（参照：

詩篇５５：１２－１４；１６－１７；２０－２１）詩篇６２篇では、ダビデ

は、信頼できる特定の友人を虚しい（役に立たない、空）だけで

あると説明している。 

また、彼ら全員を計りにかけると「空気よりも軽い」とも表

現している（すなわち、無重力、無力）。ダビデは、圧政や強盗、富

を抱くことなど、私たちが信頼に陥りがちな他の自制作戦に

ついて警告を続ける。もし、富が増えたなら（その可能性は有

る）、「金銭を愛することをせず、自分の持っているもので満

足しなさい。」（よく似たテーマの箇所がある。へブル人への手紙１３：５：金



銭を愛することをしないで、自分の持っているもので満足しなさい。主は、「わたし

は、決してあなたを離れず、あなたを捨てない」と言われた。） 

 「心をつくして主に信頼せよ、自分の知識にたよってはな

らない。すべての道で主を認めよ、そうすれば、主はあなた

の道をまっすぐにされる。」（箴言３：５，６）先ず、主に

信頼を置く必要がある。そうすれば、決断と未来を神のみ手

に委ねることが出来る。生涯ダビデが神の知恵を求め、神が導

いて下さったように（第一サムエル２３：２、４；３０：８;第二サムエル

２：１；５：１９，２３；１２：１６）、私たちが主に知恵を求めるとき

も、神は導いて下さる。神に究極の信頼を置いたなら、知恵

と人間関係を用いて意思決定を行うことが出来るように導い

て下さる。 

 

５．ご性質：力と愛と義は神に属する（６２：１１，１２） 

 ダビデは、神のご性質について触れることによって締めく

くっている。結局、信頼というものは、信頼する対象と同等

の価値にまでしか至らない。 

 

 神はひとたび言われた、わたしはふたたびこれを聞いた、

力は神に属することを。主よ、いつくしみもまたあなたに属

することを。あなたは人おのおののわざにしたがって報いら

れるからである。（詩篇６２：１１，１２） 

 ダビデは神は強いお方であることを知っていた－神は問題

に対処して下さる。神は愛であられる－神は私の問題を気に

して下さる。神は完全で義であられる－神は人々の間で得点

を定める方法をご存知である。それは信頼という問題に伴う

最後の一行であり結論である。私たちは神のご性質を知る必

要がある・・・そうでなければ、神に信頼することは困難で

ある。神のご性質を知れば知る程、問題を神に委ね信頼する

ことが容易になっていく。 

 神に信頼する能力はどのように成長するのでしょうか？神

の御言の時間と、神の民との交わりの時は非常に重要である。

聖書に記されている神の御業を研究し、現代の人々の内に働

かれる神の御業に目を向けましょう。神との親密な関係は、

まず、神についての知識を得るところから始まる。人生の経

験は、それらの真理を心の中の確信に深く刻み込みながら一

生かけて成長するものである。練習がてら、是非、全信頼の

詩篇を読まれることをお勧めします。詩篇作家たちが、全能

の神に対する信頼というレンズを通して自分の人生をどのよ

うに対処して来たかを知ることが出来るでしょう。 

 


