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主  題：あなたの人生の色は？ 

聖書箇所：詩篇 １６篇 
 

 最近、私がいろいろなところで考えることですが、典型的な日本人がいなくなったと思います。皆さ

んが思い浮かべる典型的な日本人はどのようなものでしょう？間違いなく、３０～４０年前のそれと今

生きている人たちの姿はずい分変わったのではないかと思います。「背が低く足が短い」というのも最近

の若者は背も高いしウェストラインも高い位置にあります。日本人は黄色人種のはずですが、特に、東

京では顔の黒い人たちがいます。また、町に出ると黒い髪の毛の人のほうが少ないと思うほどです。そ

のような中で特に若い世代にあっては、何が典型的であるのか分からなかったりします。ある意味、私

たちが生きているこの社会はアイデンティティに危機感をもっている、問題のある、自己認識の危機と

いうものを抱えている、そのような社会ではないかと思ったりします。人々は混乱の中でいったい自分

はどのようであるべきかが分からないがゆえに、自分の思うままに自分を表現すればいいと考える、そ

のようなことが多いのではないでしょうか？実は、それと同じ混乱がキリスト教会の中でも見受けるこ

とができます。教会もまた、自己認識の危機に陥っています。人々はクリスチャンとしてどのようなも

のでなければならないのかという、その姿を見失ってしまい、それゆえに自分たちでこれで十分だ、こ

れがクリスチャンあると勝手に想像するものになることで満足を覚えていたりします。でも、聖書は私

たちにはっきりと、私たちがどんなものにならなければいけないのか、どんな存在であるべきなのかと

いうことを教えています。確かに、髪の毛の色や肌の色はそんなに大した問題ではありません。皆さん

が何色の髪の毛をしていようとそれは私たちにとって大きな問題ではないでしょう。しかし、もし私た

ちが霊的におかしな色をしていたらそれは大きな問題です。皆さん、周りを見渡してみてください。そ

して、ご自身に尋ねてみてください。こここに神の前に敬虔な人がいるかな…と。皆さん、ご存じです

か？敬虔な人とはどのような人物か…。私たちはよく「神の前に敬虔な生き方をして行きましょう」と

か「あぁ、あの人は敬虔な人だ」と言うかもしれません。でも、その敬虔な人とはどのような人物でし

ょう？神の前に正しく歩んでいるその姿とはどのような姿でしょう？その人は毎週教会に来ているから

敬虔なのですか？ゆっくりできる日曜の朝なのにわざわざ第一礼拝から来ている皆さんは、第二礼拝に

来る人たちより敬虔でしょうか？そんなことはありません。働きをたくさんしているからでしょうか？

いったい敬虔な人とはどのような人物でしょう？私たちはそのことをしっかり認識していなければいけ

ません。キリストにある信徒として、私たちは敬虔な人物になりたいと願っているはずです。それゆえ

に、私たちが生きて行くこの人生の色というのは「敬虔な色」をしていなければいけません。どこから

見ても、私たちを遠くから見て人々が「あぁ、あの人は神の前に敬虔な人だ」という特徴をもって生き

ていなければいけないのです。 

 今朝、私たちは詩篇１６篇を学び始めます。一回で終わりません。何回かに分けて、敬虔な人がどの

ような人物かをごいっしょに考えて行きたいと思います。詩篇１６篇でダビデが教える「敬虔な人物」

の姿を私たちが学ぶことによって私が何よりも心から願い祈ることは、皆さんが「敬虔な人とはどのよ

うな人物か」を知るだけでなく、そのような者へ変わって行くことです。詩篇１６篇を読みましょう。 
  1 神よ。私をお守りください。私は、あなたに身を避けます。 

2 私は、主に申し上げました。「あなたこそ、私の主。私の幸いは、あなたのほかにはありません。」 

  3 地にある聖徒たちには威厳があり、私の喜びはすべて、彼らの中にあります。 

  4 ほかの神へ走った者の痛みは増し加わりましょう。私は、彼らの注ぐ血の酒を注がず、その名を口に唱えま 

せん。 

  5 主は、私へのゆずりの地所、また私への杯です。あなたは、私の受ける分を、堅く保っていてくださいます。 

  6 測り綱は、私の好む所に落ちた。まことに、私への、すばらしいゆずりの地だ。 

  7 私は助言を下さった主をほめたたえる。まことに、夜になると、私の心が私に教える。 

  8 私はいつも、私の前に主を置いた。主が私の右におられるので、私はゆるぐことがない。 

  9 それゆえ、私の心は喜び、私のたましいは楽しんでいる。私の身もまた安らかに住まおう。 

  10 まことに、あなたは、私のたましいをよみに捨ておかず、あなたの聖徒に墓の穴をお見せにはなりません。 

  11 あなたは私に、いのちの道を知らせてくださいます。あなたの御前には喜びが満ち、あなたの右には、楽し

みがとこしえにあります。 

 この詩篇を記すとき、ダビデは非常に危険な状況にあったことを伺い知ることができます。彼の詩篇

の中には死の危険を感じさせることばがいくつかあります。このダビデの歌の中で、祈りの中で、彼は

実際に迫ってくる危険に対して、また、置かれている状況が彼にとって余り良いものではないというこ



とを理解した上でこれを歌っているのです。そのような困難な中でダビデは、いったいなぜ彼は神の心

を追い求める者と呼ばれるような人物であったのかを私たちにはっきり示してくれます。最初の５節を

見て行こうとしていますが、そこで私たちは神の前に敬虔な人物、神の人と呼ばれたダビデが持ってい

た五つの特徴を見ることができます。敬虔な人とはどんな人物か、どのような特徴をもってその人生を

歩んでいるのか、そのことをダビデのことばを通して学び、そして、その模範に倣って私たちが生きる

ことができるなら、それほどすばらしいことはありません。 

☆敬虔な人がもっている特徴 
１．神に頼っている  

 まず、一番目の特徴は敬虔な人物は神に頼る者だということです。先ほど言ったように、ダビデはこ

の詩篇を書くに当たって、何らかの危険の中に置かれていたのではないかと考えられます。置かれてい

たのは実際に死が迫っているような状況だったと言っても過言ではないでしょう。死が彼の目の前に迫

ってくるような状況の中で、彼はいったい何をしたのでしょう？皆さんならどうされますか？もし、私

たちがそのような状況の中で何かを神に言うとするなら、私たちは「祈り、祈り…」ばかりかと思いま

すが、非常に興味深いのは、この１６篇の中でダビデが神に何かを祈っている、願っているところは一

個所だけです。それが最初の１節に出て来ます。私たちはこの１節に敬虔な人物の特徴として、神に頼

る姿を見ることができます。それは二つの事柄から知ることができます。ダビデの願いが、彼がいかに

神に頼っていたのかを私たちに教えます。ダビデはこのように言いました。「神よ。私をお守りください。」

と。ダビデは原文で最初に使うことばは「守ってください」です。ここで使われていることばの意味は

「どうぞ、私に注意深く配慮してください」ということです。それゆえに、このことばは「どうぞ、世

話をしてください、気を付けてください、私を見守ってください」という意味で使われます。実際に、

このことばは創世記２：１５で神がアダムに被造物をしっかり世話をしなさいという命令で使われるこ

とばです。「神である主は、人を取り、エデンの園に置き、そこを耕させ、またそこを守らせた。」。また、羊

飼いがその羊を世話し見守るようにという意味で使われることばです。ダビデの願い、祈りは非常にシ

ンプルなものでした。それは、神が私のことを見守ってください、どうぞ、私を守り維持してください、

迫ってくる危険の中にあって私が大丈夫であるようにしてください、とそのような願いでした。 

 でも、いったいだれがそのような危険の中にあるダビデを助けることができたのでしょう？だれが彼

のいのちを守ることができたのでしょう？ダビデは言います。「神よ」と。ダビデは知っていました。そ

れは神しかいないと。この「神」を表わすのに、様々なことばを使うことができたのですが、ダビデはこ

こでヘブル語で「エル」ということばを使います。このことばは神のタイトルの一つですが、特に、こ

こで言い表わされるのは、神が究極の神であり、それゆえに、強く力のある方であるという意味です。

別の言い方をするなら、ダビデはここで「全能の神よ」と呼んでいるといっても過言ではありません。

究極の神、だれよりも強くだれよりも力のある神よ、どうぞ、私をお助けください、私をお守りくださ

いと願ったのです。このような表現はダビデの歌の中に多く記されています。たとえば、詩篇１８：２

－３ではこのように言います。「主はわが巌、わがとりで、わが救い主、身を避けるわが岩、わが神。わが盾、

わが救いの角、わがやぐら。:3 ほめたたえられる方、この主を呼び求めると、私は、敵から救われる。」と。ま

た、詩篇６２：７－８には「私の救いと、私の栄光は、神にかかっている。私の力の岩と避け所は、神のうちに

ある。:8 民よ。どんなときにも、神に信頼せよ。あなたがたの心を神の御前に注ぎ出せ。神は、われらの避け所

である。」とあります。ダビデがもっていた神に対する確信は余りにもはっきりと彼のことばの中に記さ

れています。ダビデにとって神とは巌、岩でした。神はイスラエルの民に対してもう何世紀も前からこ

のことをずっと教えておられました。申命記３２：４でこのようなことばが使われています。「主は岩。

主のみわざは完全。まことに、主の道はみな正しい。主は真実の神で、偽りがなく、正しい方、直ぐな方である。」、

「主は岩」だと言います。この「岩」「巌」といわれることばは、そこにある確固さ、永続性を表わしま

す。確かなものであり、ずっと変わることなくそこにでーんと存在すると。神は岩であると言うことに

よって、聖書は私たちに神が非常に巨大な決して揺るがされることのない土台であり、私たちの保護の

基であるということを教えているのです。 

ダビデの祈り、それは彼がこの神がどのような方であるのかを理解しているかということをはっきり

表わしています。ダビデは神が全能な方であると知っていましたから、どのような危険が迫っていたと

しても彼は神に守ってくださいということができたのです。なぜなら、この神は究極の神であり、この

方は全能の神であり、この方は彼にとって岩だったのです。それゆえに、ダビデはこのような困難な中

にあって、この神に叫びを上げるのです。「神よ。私をお守りください。」と。彼の願いがこの神に対する

信頼を表わしています。同時に、この願いの理由が彼の信頼をもっと明らかにします。それが１節の後

半に記されています。「私は、あなたに身を避けます。」と。いったい、なぜ彼は神に叫び声を上げたので

しょう？神に向かって「私を守ってください」と祈ったのでしょう？その理由がここに記されているの



です。残念ながら、日本語の聖書にはそれが明確に記されていないのですが、原文を見ると、また、英

語の聖書にも明らかですが、そこには理由を表わすことばが加えられています。「神よ。私をお守りくだ

さい。」なぜなら、「私は、あなたに身を避け」ているからですと。この「身を避ける」ということばは「信

頼を置く」「だれかに頼る」という意味をもつことばです。それゆえに、ある聖書の翻訳を見ると、そ

こには「信頼を置く」と実際に訳されています。なぜ、ダビデはこの祈りを神に向かって祈ったのか、

どうして守ってくださいと祈ったのかと言えば、彼がこの神に信頼し、頼りすがっていたからです。こ

の祈りは、神に向かって常に走り続けている、神のもとに助けを求めて行くその人物の姿を表わしてい

ます。なぜ、彼は神のもとに助けを求めようとするのか、彼はよく分かっているのです。神以外には彼

に助けを与えることができるものはいないということを。ですから、彼は完全な信頼をもって神のもと

に走って行くのです。ダビデは神だけが全能な方であり、神こそが彼を守る方であるということを知っ

ていました。ダビデにとって神は岩であり彼にとっての避け所であり、彼にとっての砦であったのです。

人生が彼自身を押しつぶしてしまいそうになるそのときに、ダビデにとってこの神というのは、唯一安

らぐことができる場所であり、助けを求めに行くことができる信頼の場だったのです。 

ダビデは神に信頼して頼りました。なぜなら、彼は神だけが完全に信頼できる方であるということを

分かっていたからです。これが敬虔な人物の姿です。これが私たちがもっていなければならない姿です。

ダビデはこのことを私たちにそうするようにと言います。あなたも神に信頼しなさいと。詩篇６２：８

ではこのように記されています。「民よ。どんなときにも、神に信頼せよ。あなたがたの心を神の御前に注ぎ

出せ。神は、われらの避け所である。」と。ダビデの息子ソロモンはこのように言いました。箴言３：５「心

を尽くして主に拠り頼め。自分の悟りにたよるな。」。別の詩篇の著者はこのように言いました。１２５：

１「主に信頼する人々はシオンの山のようだ。ゆるぐことなく、とこしえにながらえる。」、神を砦とし神を岩

とし、神が避け所となっている人はどんなことがやって来ても決して揺るぐことがないのです。先日、

台風が来ました。この辺りは大丈夫でしたが、被害を受けた所では強風にあおられていろいろなものが

飛ばされて行きました。また、先日は地震がありました。地が揺らいで多くのものが倒壊し様々な被害

をもたらしました。私たちの人生にもこのような風が吹きこのように地が揺れることがあります。けれ

ども、神が私たちに教えることは「わたしはそこにあってしっかり立ち続ける、決して揺らぐことのな

いものであるから、わたしに信頼を置きなさい」ということです。そして、先ほどの詩篇の著者が言っ

たように、この神に信頼する人は山のように決して揺らぐことがないのです。私たちは神に信頼しなさ

いと命じられています。詩篇１１５：１１ではこのように言われています。「主を恐れる者たちよ。主に信

頼せよ。…」、主に信頼しなければいけないのです。もし、皆さんが神は私の神であるというなら、皆さ

んは神に信頼を置く生き方をしなければいけません。「…この方こそ、彼らの助け、また盾である。」と、

神以外に私たちが信頼を置くべき方はいないのです。どのような困難がやって来ても神はあなたを守る

ことができ、助けることができるからです。それゆえに、私たちが自らに問いかけなければいけない疑

問は明らかです。あなたは神に信頼を置いていますか？神にすがって生きていますか？神だけが唯一の

助け主であると考えていますか？神は全能であるという知識に基づいて行動しておられますか？あなた

は詩篇の著者が言ったように「私は主に申し上げよう。『わが避け所、わがとりで、私の信頼するわが神。』と。」 
（詩篇９１：２）と言えますか？私たちはそのように言わなければいけないのです。 

 神の前に敬虔な人、その特徴は神に信頼を置くことでした。２番目の特徴な２節に記されています。 

２．主の主権に従って生きる 

 本当の神を主権者として、その主権に従って生きる者です。このことをより理解するためにもう少し

単語について説明します。最初の数節で最も特徴深いことはダビデがどれほどいろいろな形で神のこと

を呼んでいるかということです。１節で私たちは「エル」ということばを見ました。力と強さを持って

おられるお方を表わすことばでした。２節には「私は、主に申し上げました。「あなたこそ、私の主。…」と、

２回使われています。そして、日本語の聖書では一方は太字で、もう一方は普通の字で書かれています。

違うことばが使われているのです。ダビデは最初に神ご自身の名前である「ヤーウェ」ということばを

使います。そして、その後で「アドナイ」ということばを使います。これらは両方とも「主」と訳され

ていますが、その意味は大きく違います。「ヤーウェ」は先ほども言ったように、神の個人的な名前と

して紹介されるものです。この名前は神ご自身がご自身の民イスラエルと結ばれた契約の関係にあるこ

とを明確に表わすことばです。イスラエルにとって神はどのような方か、イスラエルが神をだれとして 

知っているのか、神をヤーウェと知っているのです。一方で「アドナイ」ということばは、神ご自身が

主権者であり権威をもっておられるということを表わすことばです。別の言い方をすれば、ダビデはこ

こで「あなたは私の主人です」と言っているのです。このことばは人間の上下関係の中でも表わされる

ものです。つまり、私に上司がいるならそれは私にとって「アドナイ」です。奴隷と主人の関係にも言

えます。奴隷にとって主人は「アドナイ」です。けれども、このように人間関係の中で用いられる以上



に、ここでこのことばは「主の主であり、王の王」である神の主権と権威を表わして使われています。

ダビデがここでよく分かっていたことは、神は自分と同等の存在ではないということです。確かに、彼

は神のことを個人的に知っていました。それ以上に、神はダビデのことを個人的に心にかけてくださり、

ダビデと個人的な契約まで結ばれるような関係にありました。けれども、それはダビデは神と同等の者

になったということを表わすのではなく、そのような関係を結んでいる中にあって、ダビデははっきり

とこの方は私の主権者であり、私はこの方の権威のもとに生きて行かなければいけないということをよ

く理解していたのです。確かに、ヤーウェである主なる神はこのイスラエルの民と契約を結びました。

では、契約を結んで私の民になったからイスラエルの民は神に気軽にあいさつすることができたのでし

ょうか？不従順に生きてもよかったのでしょうか？いいえ、この方は絶対的な主権者であり、絶対的な

権威者なのです。それゆえに、この方が命じるすべての命令は守らなければならず、この方が求めるこ

とを私たちは従順に行なわなければならず、その御名は私たちの口によって称えられなければならない

のです。 

 もう一つ付け加えるなら、ダビデはここで「あなたこそ、私の主。…」と言いました。個人的な関係を表

わしています。ダビデが神に従おうとしたこと、神は主人であり権威者であり、その権威の下でしっか

りと従順に歩んで行きたいと願ったのは、神が非常に厳しい主人で私はその奴隷であると考えたからで

はありません。神と個人的な関係があって、それはまるで親子のような関係です。親を愛するゆえに子

は親に従順であろうとします。それと同じように、ダビデは神を私の主と呼ぶのです。敬虔な人は神の

前に従順な生き方をして行こうとする人です。なぜなら、その人は神が主であることをよく理解してい

るからです。ここでダビデがしていることは神に対する告白です。「主よ、あなたは私の主人です、私

の愛する主人です、私の個人的な、私に最善を為してくださると知っているゆえに、私はあなたの主権

を認め権威を認め、私はあなたに従順に歩んで行きます」というその従順のことばです。ダビデにとっ

て、この主以外に自分の人生を支配するものはいません。多くの場合、人々は「私は従いたくありませ

ん」と言います。未信者と話をしていると、時々、クリスチャンとしての人生は非常に窮屈で強制され

たものでいやですということを聞くことがあります。また、クリスチャンの中でも時々そのような考え

方に同意して、あぁ私がクリスチャンでなかったらこれもできたのに、あれもできたのにと考える人た

ちがいたりします。でも、その人たちは全くこのことが分かっていないと言うことができるでしょう。

なぜ、私たちは神に従おうとするのでしょう？神が強制するからですか？ヨハネはⅠヨハネ５：３でこ

のように言います。「神を愛するとは、神の命令を守ることです。その命令は重荷とはなりません。」と。なぜ、

私たちは神の命令を守りたいと願うのでしょう？なぜ、私たちは神を主権者だと言うのでしょう？なぜ、

私たちは神を主として神に従順な生涯を歩もうとするのでしょう？その理由はこれです。私たちは神を

愛しているからです。それゆえに、私たちは神の求めることをしたいと願うのです。神がこうしなさい

といわれることを重荷とは思わずに、神がそのように求めておられるなら、私はあなたを主とし、あな

たを愛しているから、あなたの言われる通りに行きたいですとなるのです。完全な従順、個人的な神と

の関係に基く、愛に基く、完全な従順がカギです。従順のない愛は、聖書が教える神との正しい関係で

はありません。心半分の従順は全く従順ではありません。本当に敬虔な者は主イエス・キリストの、こ

の神の主権に従って生きる者です。皆さんはそのような人でしょうか？ダビデと同じように言えるでし

ょうか？「主よ、あなたこそ私の主です」と。 
３．神だけが最良を与えることができると知っている 

 良いことの基は神にしかないと、そのように捉えているのです。２節の後半を見てください。「私の幸

いは、あなたのほかにはありません。」と記されています。この１～５節の中で個人的に最も目が引かれた

のはこの部分です。ダビデはここで「私の幸いは、あなたのほかにはありません。」と言っていますが、実

際に原文を直訳するとこのようになります。「私の良さはあなたに加えることはできません」と少し変

な表現ですが、ダビデが言わんとしていることは、「神さま、あなただけが私の最善であり、あなた以

外に最善を与える方はいません」と。ダビデはここで自分自身を幸せにするもの、最良を備えるその場

所がどこなのかということを言っているのです。彼は私にとっての最善、私にとっての幸いは神以外に

はありませんと。このことばは詩篇１：２を私に思い浮かばせます。「まことに、その人は主のおしえを喜

びとし、昼も夜もそのおしえを口ずさむ。」と。この部分も直訳すると「主の教えだけが喜びである」とい

う意味です。喜びは他にないのです。敬虔な人物は、神だけが私にとって最善です、神のおことばだけ

が私にとっての喜びです、それと比べるなら他のあらゆるものは私には喜びでも何でもない、幸いを何

一つ与えませんと、それがダビデのことばなのです。神以外において本当の幸いを得ることはできませ

ん。神のみことばのうちに私たちは本当の喜びを見出し、神ご自身のうちに私たちは本当の最善を見受

けることができるのです。それゆえに、敬虔な人はそのことを確信しているのです。だから、詩篇の著

者はこのように言います。詩篇７３：２５－２８「天では、あなたのほかに、だれを持つことができましょう。



地上では、あなたのほかに私はだれをも望みません。:26 この身とこの心とは尽き果てましょう。しかし神はとこ

しえに私の心の岩、私の分の土地です。:27 それゆえ、見よ。あなたから遠く離れている者は滅びます。あなたは

あなたに不誠実な者をみな滅ぼされます。:28 しかし私にとっては、神の近くにいることが、しあわせなのです。

私は、神なる主を私の避け所とし、あなたのすべてのみわざを語り告げましょう。」。私たちは自分たちが最善

だと思うことに目を向けます。それに慣れ親しんでいます。私たちはこれが自分に幸せを与えるだろう

と考え想像することを追い求めて生きて行く人生を歩んで来たのです。私たちは愚かさの中にあって一

生懸命努力します。そして、この地上における様々なことがらが私に幸せをもたらす、これが最善であ

りこれさえあれば私は幸せだと、そこに目を向けるのです。何と愚かなのでしょう。地上の宝は空しい

ものであると気付いている今でも、私たちの多くは地上のことがらに目を向けてそれに思い煩いそれを

求めて一生懸命生きようとします。しかし、本当に敬虔な者はそのような願望からかけ離れたところに

生きているのです。熱心に神を追い求めます。情熱をもって神を知ろうとします。神以外には最善はど

こにもないということをしっかり確信しているゆえに、敬虔な人物の人生は神を最優先して生きて行こ

うという目的のうちにあります。パウロの証、それはまさにそのような生き方を現わしています。ピリ

ピ３：７－１１でこのように言います。「しかし、私にとって得であったこのようなものをみな、私はキリス

トのゆえに、損と思うようになりました。:8 それどころか、私の主であるキリスト・イエスを知っていることの

すばらしさのゆえに、いっさいのことを損と思っています。私はキリストのためにすべてのものを捨てて、それら

をちりあくたと思っています。それは、私には、キリストを得、また、:9 キリストの中にある者と認められ、律

法による自分の義ではなくて、キリストを信じる信仰による義、すなわち、信仰に基づいて、神から与えられる義

を持つことができる、という望みがあるからです。:10 私は、キリストとその復活の力を知り、またキリストの苦

しみにあずかることも知って、キリストの死と同じ状態になり、:11 どうにかして、死者の中からの復活に達した

いのです。」、パウロには誇ることがたくさんありました。パウロの人生はこの地上で宝とされることに

満ちた生涯でした。けれども、キリストを知りこの神を正しく理解し敬虔な者へと変えられて行ったパ

ウロにとって、それらのことは「ちりあくた」だと言います。私が唯一追い求めるものは死者からの復活

でありキリストと同じ姿になることであり、この地上においても天にあっても私自身を通して神のすば

らしさを現わすことであると。パウロはよく分かっていました。神だけが彼の喜びであり、神だけが最

善であることを…。皆さんは神が皆さんにとって最善であると思いますか？皆さんがこれまで夢描いて

いた幸せの図、その理想よりも神を知ることのほうがすばらしいと考えていますか？皆さんの人生は神

を知りたいという願いに特徴づけられていますか？皆さんはダビデといっしょに「私の幸いは、あなたの

ほかにはありません。」と言えますか？ 

４．聖徒との交わりに喜びを見出す 

 ３節にこのように記されています。「地にある聖徒たちには威厳があり、私の喜びはすべて、彼らの中にあ

ります。」、神との関係が重要であったのと同じように、敬虔な人にとって神を愛する者との交わりは大

切なものです。ここでダビデは「聖徒」ということばを使いますが、このことばは神のために取り分けら

れた者たちのことを指します。そして、「地にある」ということばが加えられているのは、この聖徒たち

を天にある聖徒たち、つまり、天使たちと分けているのです。地上にいる神のために取り分けられた人々

です。このような神の聖徒たちというのは、この地上にあってイスラエルの民のようなものです。つま

り、神があなたたちをわたしの聖い国だと言いました。そして、この教会も同じようにそうであると言

いました。Ⅰペテロ２：９で教会を指して同じことばが使われています。「しかし、あなたがたは、選ばれ

た種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。」、「聖なる国民」と。ダビデはここでその者

たちには「威厳があり」ということばを使いました。この「威厳」ということばはそこにある卓越さ、崇

高さ、輝かしさを現わしていることばです。そして、これは神のすばらしさ、神の輝き、栄光がこの地

上において聖徒たちに反映されているから、このようなことばが使われるのです。新約聖書の中ではこ

れらの概念がより明らかにされています。たとえば、Ⅱテサロニケ２：１４「ですから神は、私たちの福音

によってあなたがたを召し、私たちの主イエス・キリストの栄光を得させてくださったのです。」と記されてい

ます。Ⅰペテロ４：１４では「もしキリストの名のために非難を受けるなら、あなたがたは幸いです。なぜなら、

栄光の御霊、すなわち神の御霊が、あなたがたの上にとどまってくださるからです。」とあります。クリスチャ

ンである皆さん、聖徒である皆さんは神の栄光のために生きています。飲むのも食べるのもあらゆるこ

とを私たちは主の栄光のためにしているのです。それゆえに、私たちがそのような生き方をすると神の

栄光が私たちに内在する聖霊によってはっきりと示され、私たちは威厳がある、輝いているというので

す。このような人物たちにダビデは喜びを見出すのだと言います。信徒たちの間には喜びというものに

特徴づけられた強い絆が生まれると言います。なぜなら、一人ひとりのクリスチャンたち、聖徒たちに

反映される神のすばらしさというのが、一人ひとりの信徒たちを近づけ、そして、そのうちに喜びに満

ちた交わりを生み出すからです。ヨハネはその手紙の中で、この愛に満ちたクリスチャンどうしの関係



について何度も繰り返しています。神の愛を私たちが知り、私たちが神を愛するがゆえに、このような

関係が生まれるのだと。「神の命令とは、私たちが御子イエス・キリストの御名を信じ、キリストが命じられた

とおりに、私たちが互いに愛し合うことです。:24 神の命令を守る者は神のうちにおり、神もまたその人のうちに

おられます。神が私たちのうちにおられるということは、神が私たちに与えてくださった御霊によって知るので

す。」（Ⅰヨハネ３：２３－２４）、同じ、Ⅰヨハネ５：１では「イエスがキリストであると信じる者はだ

れでも、神によって生まれたのです。生んでくださった方を愛する者はだれでも、その方によって生まれた者をも

愛します。」とあります。また、イエスはこのように言われました。ヨハネ１３：３５「もしあなたがたの

互いの間に愛があるなら、それによって、あなたがたがわたしの弟子であることを、すべての人が認めるのです。」 
皆さん、この教会のうちに愛がなかったなら、周りの人たちはこの教会の人たちを見てこれはクリスチ

ャンの集まりだとは思いません。イエスが言われるのはそのことです。そこには互いを愛する愛がある

のです。皆さんはそのような愛をもっておられますか？他のだれかといっしょにいる時間よりも、私は

神を愛する兄弟姉妹といっしょにいることのほうが尊い、その時間を切に追い求めて止まないと、それ

がダビデが言うことです。なぜなら、彼が関心あることは神の栄光を現わすことだからです。神の栄光

が現わされているところに私は行きたいと彼は心から願っているし、そこにのみ彼の喜びがあるのです。

皆さんは交わりを喜んでおられますか？それとも、交わりを避けておられますか？敬虔な人は聖徒との

交わりに喜びを見出すのです。そして、５番目に、 

５．偶像崇拝者たちの悪をひどく憎む 

 このように記されています。「ほかの神へ走った者の痛みは増し加わりましょう。私は、彼らの注ぐ血の酒

を注がず、その名を口に唱えません。」。３節との対比は明らかです。この人は神のうちにある聖徒たちの

間に喜びを見出すと同時に、そうでない人に憎しみを抱く、その交わりにつながることを願っていない

のです。「ほかの神へ走った者」という表現はこんな意味合いで捉えることができます。偶像に対して、

他の神に対して、私の願うことを追い求めるがゆえに、あらゆることをささげてその願っているものを

得ようとすると、まるで、婚約するときにその妻とする人物の家族にささげものをして、妻を自分のも

のとすると、そのような表現が使われているのです。つまり、この人たちはあらゆる自分のことがらを

偶像にささげることによって自分の願っているものを手に入れたいと願う人たちなのです。本当の神を

捨て去り、自分の願望をかなえるために、他のものへと走って行った、そのような者との交わりについ

て話をしているのです。詩篇１篇で幸いな人がどのような人か記されていました。その人は「悪者のはか

りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座に着かなかった、」（１：１）と言います。まさに、こ

の人物です。神からの幸いを受ける人というのは悪と関わりをもとうとしないと言うのです。ヤコブの

ことばを聞いてください。ヤコブ４：４「貞操のない人たち。世を愛することは神に敵することであることが

わからないのですか。世の友となりたいと思ったら、その人は自分を神の敵としているのです。」、私たちがこ

こで聞かなければならない質問は明らかです。私たちの忠誠はどこにあるのでしょう？私たちが交わり

を願っている場所はどこにあるのでしょう？この世でしょうか？それとも、神を愛する人たちでしょう

か？神のうちにあるのでしょうか？皆さんはだれといっしょに時間を過ごしたいと思っておられます

か？皆さんはこの世のあり方を憎んでおられますか？皆さんはそこからできるだけ遠ざかり、神に喜ば

れることを求める人たちといっしょに時間を過ごそうと考えておられますか？それともこの世の生き方

を見て羨ましそうに指をくわえていますか？いや、それ以上にそのような生き方をしたいと言ってその

ように実践しておられますか？ 

皆さんは敬虔な人物でしょうか？それとも世的な人でしょうか？駆け足で五つの特徴を見ました。敬

虔な人物はどのような人か、その人は神に信頼を置き、神の主権のうちに生き、神が究極の最善であり、

聖徒との交わりを喜び、悪に満ちた世の中を憎みます。ダビデはそのような人物でした。人生の様々な

困難は私たちの本当の特徴を現わします。物事が難しくなるとき、困難なときに、私たちはもしかする

と、世の人と同じように自分の願望を求めるがゆえに、神以外のところにささげものをもって出て行く

かもしれません。人生に様々なプレッシャーが来るとき、私たちは聖徒との交わりを捨て世の人との交

わりを求めるようになるかもしれません。困難がやって来るとき、それが私たちを押しつぶそうとする

ときに、私たちはもしかすると神のうちに最善を見出すことができなくなるかもしれません。誘惑がや

って来るとき、私たちは主が私たちの主権者であることを忘れて誘惑に走るかもしれません。私たちの

前に死が迫ってくるとき、私たちは全能なる神にすがることを忘れるかもしれません。そのようなとき

に、神が皆さんのうちに忠実さを見出してくださることを何よりも願います。このようなテストがやっ

て来るときに、私たちがそれに落第することがないように、ダビデは私たちに敬虔な人物がどんなもの

なのかを現わしてくれました。私たちが生きなければならないのは、そのような特徴を現わして行くこ

とです。皆さんにそのような人生が生まれるとき、神の栄光が皆さんのうちにしっかり現わされて、威

厳に満ちたものとしてこの地上で神の証を立てて行くのです。 


