
０６／０４／１６ イースター礼拝メッセージ  近藤修司 牧師 

 

主  題：死後の復活はあるのか？ 

聖書箇所：コリント人への手紙第一 １５章１２－２０節 

 
15:12ところで、キリストは死者の中から復活された、と宣べ伝えられているのなら、どうして、あなたがたの中

に、死者の復活はない、と言っている人がいるのですか。 

:13 もし、死者の復活がないのなら、キリストも復活されなかったでしょう。 

:14 そして、キリストが復活されなかったのなら、私たちの宣教は実質のないものになり、あなたがたの信仰も実

質のないものになるのです。 

:15 それどころか、私たちは神について偽証をした者ということになります。なぜなら、もしもかりに、死者の復

活はないとしたら、神はキリストをよみがえらせなかったはずですが、私たちは神がキリストをよみがえらせた、

と言って神に逆らう証言をしたからです。 

:16 もし、死者がよみがえらないのなら、キリストもよみがえらなかったでしょう。 

:17 そして、もしキリストがよみがえらなかったのなら、あなたがたの信仰はむなしく、あなたがたは今もなお、

自分の罪の中にいるのです。 

:18 そうだったら、キリストにあって眠った者たちは、滅んでしまったのです。 

:19 もし、私たちがこの世にあってキリストに単なる希望を置いているだけなら、私たちは、すべての人の中で一

番哀れな者です。 

:20 しかし、今やキリストは、眠った者の初穂として死者の中からよみがえられました。 

 

希望、これがイエスを信じるクリスチャンの特徴です。どんなに大変な状況にあろうと、絶望のどん

底にあろうと、失意の中にあろうと、私たちクリスチャンの心を励まし、勇気を与え、正しく信仰の道

を歩み続けて行こうと意志に働き、実際の歩みを後押ししてくれるもの、それが希望です。この希望は

クリスチャンの隠れた力であり、活力であり、原動力です。教会の歴史、クリスチャンの歴史を振り返

ってみると、それは迫害の連続でした。教会が誕生して以来、数え切れないほどの迫害をクリスチャン

たちは世界中至る所で経験してきました。しかし、そのような迫害の中でクリスチャンたちは希望をも

って歩み続けました。確かに、驚くべきことです。様々な迫害がありますが、その中の最たるものの一

つはローマの皇帝ネロによる迫害です。紀元６４年に始まり約２５０年間、コンスタンチヌ帝が３１３

年に寛容令を発令するまでの間、クリスチャンは大変な迫害を経験し、数百万人というクリスチャンが

殉教して行きました。ヨーロッパにはいろいろな所に地下洞窟が残っています。クリスチャンがそこで

隠れた生活をしていたと言われます。ローマにも地下墓地が現在も存在しています。カタコムと言われ

ています。１６世紀から、また、１９世紀の中ごろから、考古学者たちによって、その地下墓地の発掘

がなされて、その当時の迫害下にあった人々の様子を知ることができるようになりました。そこには、

その当時の生活の様子が壁に記されたものが残っていたのですが、その中にこのように書かれたものが

何万点と出てきたのです。「平安のうちに」とか「神にありて憩う」とか「キリストにありて永遠に生き

る」とか「神はあなたのたましいを生かす」とか「彼女は眠っているがよみがえるであろう」と、そう

いった発掘がなされて行く内に、当時のクリスチャンたちは確かに大変な困難を経験していましたが、

彼らは希望をもって生きていた、その希望は、もうまもなく私たちは神のもとに引き上げられる、パラ

ダイスにあって永遠を生きることができると、彼らは肉体の喜ばしい復活を待ち続けていたのです。大

変な迫害がありました。理不尽な扱いを受けました。しかし、その中にあってこの当時のクリスチャン

たち、そして、彼らだけでなくこれまでの歴史を振り返ったとき、多くのクリスチャンたちが困難の中

でも神をのろうことなく、永遠への希望をもって過ごしていたことを私たちは知ります。そして、彼ら

はその状況をただ耐えただけでなく、あるメッセージを語り続けたのです。彼らがいのちがけで語った

メッセージとは何だったのでしょう？それは十字架にかかって死なれたイエス・キリストは約束どおり

三日後によみがえった、キリストはよみがえったのだという、このメッセージを語り続けたのです。ク

リスチャンたちが政権を倒そうと暴動を起こしたのではありません。彼らが力づくで世の中を変えよう

としたのでもありません。彼らが捕らえられ迫害されたのは、唯一つ、彼らがこのイエス・キリストこ

そが真の神であり彼こそ死からよみがえった生ける真の神であると主張し続けたからです。このような

メッセージを語ったのは、初代教会のクリスチャンたちであり、それからイエス・キリストを信じた人々

でした。   

パウロも例外ではありませんでした。彼も至るところでキリストの復活のメッセージを伝え続けたの

です。彼もいのちがけでした。コリントはギリシャにある町で今でも私たちはそこへ行くことができま

す。遺跡が残っています。そのコリントの町の様子、コリント教会の様子を今日の聖書箇所に見ること



ができます。１２節の始めに「ところで、キリストは死者の中から復活された、と宣べ伝えられているのなら、」

とあります。キリストは「復活された」と完了形で記されています。つまり、その当時、このコリントの

町で語られていたメッセージというのは、もうすでにイエス・キリストは十字架の上で確かに死んだ、

しかし、その後彼は死からよみがえって今も生き続けていると、これが完了形が表わす意味なのです。

過去に起こった出来事、その結果が今も継続していると言うのです。そのことを人々は語り続けたので

す。キリストはよみがえった、そして、彼は今も生きていると。しかも、この後に「宣べ伝えられている」

ということばがあります。これは現在形です。ずっと人々はそのことを語り続けていたのです。これが

その当時、パウロが生きていた当時に、彼が送った手紙によって私たちがうかがい知ることのできる、

コリントという教会の様子です。このようなメッセージが語り続けられていたのです。では、なぜパウ

ロが、そして、クリスチャンたちがこの復活について熱心に語り続けたのか、なぜ、この復活のメッセ

ージを自分のいのちをかけて語り続けてきたのか、なぜ、そのために何百万という人々が自分のいのち

を捨てたのでしょう？それはこの復活のメッセージが私たちにとって大切だからです。 

☆なぜ、いのちがけで復活のメッセージを語り続けたのか？ 

１．これが神の救いのメッセージだから 

 イエス・キリストが十字架で死んだ、そして、約束どおり三日後によみがえってきた、これがあなた

をあなたの罪から救う救いのメッセージなのです。Ⅰコリント１５：１から見るとこのように記されて

います。「15:1 兄弟たち。私は今、あなたがたに福音を知らせましょう。これは、私があなたがたに宣べ伝えた

もので、あなたがたが受け入れ、また、それによって立っている福音です。」と、福音とは何か、私があなた

がたに伝えたものであり、あなたがたが信じている福音だと言います。２節には「また、もしあなたがた

がよく考えもしないで信じたのでないなら、私の宣べ伝えたこの福音のことばをしっかりと保っていれば、この福

音によって救われるのです。」と、つまり、パウロが言っているのは、この福音のメッセージを正しく理解

して正しく受け入れているのであれば、それによってあなたは罪が赦されて救いに与るのだということ

です。その救いのメッセージとは何か、３節からパウロはこのように言います。「私があなたがたに最も

大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって、次のことです。」とパウロ自身が信じていた救いの

メッセージはこれだと言います。それは「:3キリストは、聖書の示すとおりに、私たちの罪のために死なれた

こと、:4 また、葬られたこと、また、聖書に従って三日目によみがえられたこと、」、これが福音のメッセー

ジ、救いのメッセージであると。ですから、彼らはイエス・キリストはあなたの罪のために身代わりと

なって十字架で死んでくださったと語ったのみならず、そのキリストは約束どおり三日後に死からよみ

がえって、ご自分が神であり救い主であることを明らかにされた、このイエスによってあなたの罪は完

全に永遠に赦されるのだと語りました。これがメッセージなのです。だから、パウロたちはいのちをか

けてこのメッセージを語ったのです。なぜなら、このメッセージによって罪が赦されるから、永遠のい

のちが与えられるから、そのために彼らは喜んでこのメッセージを語り続けたのです。 

２．復活という出来事がクリスチャンたちの希望の源だから 

 このことを私たちは今から見て行くのですが、キリストが死からよみがえったというのは、そのこと

を私たちが正しく受け入れるなら、それは大きな希望となってあなたの心から湧き出てきます。パウロ

たちはこのイエスの復活を確信をもって語りました。どうして、彼らがそのような確信をもって語った

のでしょう？それには確固たる証拠があったからです。私たちもいろいろなことで証拠を見ることによ

って確信することがたくさんあります。ひとつの例ですが、私はあるときに友人と食事をすることにな

りました。そこにもうひとりその友人の友だちが来ていました。私の友人はオリンピックに出て２００

メートルで銀メダルを取ったような人です。私はその横にいる友だちを見てマネージャーさんかと思っ

たのです。そして、あなたも何かなさるのですかと聞きました。ええ、私も短距離を走ります、１００

メートルです。あなたのベストタイムは？と聞くと、９．８５秒ですとのこと、それはすごい記録であ

ることに気付き、あなたはだれですか？カトリンですと、カトリン…知らないなぁ、世界で一番早い人

だったのです。アテネで金メダルを取ったと聞いても知らなかった、その晩家に帰ってスポーツニュー

スをつけると、彼の特集をずっとやっているのです。新聞を見ると一面に彼の写真が出ています。ほん

とだった、彼は世界一早かったのだ、とても失礼なことを言ってしまったと…。いろいろなことを聞い

ていても私たちは事実を見ることによって確信を得ます。これは笑い話になりますが、このクリスチャ

ンたちが迫害の中いのちがけでキリストの復活を伝えてきた、それだけの行為を彼らが行なうには確固

たる確信がなければ、これが真実であるという確信がなければ、そのためにいのちなど捨てられません。

私たちはこのパウロのことばを見るとき、彼らがもっていた四つの確信を知ります。なぜ、このキリス

トの復活が事実なのか、その証拠が特にこのコリント人への手紙の中に二つ出て来ます。 

◎彼らが持っていた四つの確信 



（１）目撃者存在の事実 

 先ほど見たⅠコリント１５：４－８を見てください。「また、葬られたこと、また、聖書に従って三日目に

よみがえられたこと、:5 また、ケパに現われ、それから十二弟子に現われたことです。:6 その後、キリストは五

百人以上の兄弟たちに同時に現われました。その中の大多数の者は今なお生き残っていますが、すでに眠った者も

いくらかいます。:7 その後、キリストはヤコブに現われ、それから使徒たち全部に現われました。:8 そして、最

後に、月足らずで生まれた者と同様な私にも、現われてくださいました。」、つまり、パウロが言っているこ

とは死からよみがえってきたイエスは５００人以上の人々の前に現われたし、１２使徒の前にも現われ

たし、そして、この私の前にも実際に現われてくださった、私は見たのだと。６節にあるように大多数

の者は今も生き残っているけれど、もうすでに亡くなった人たちもいると言います。しかし、この手紙

が書かれているときに、実際に私はイエスがよみがえったことを見たのだということを証言できる人た

ちが存在していたということです。確かに、イエスの弟子でも、人が死からよみがえってくるという、

この復活について受け入れることはなかなかできませんでした。あのトマスというひとりの弟子もその

ことを疑いました。彼は他の弟子たちが私たちは主を見たと言ったときも、「…「私は、その手に釘の跡を

見、私の指を釘のところに差し入れ、また私の手をそのわきに差し入れてみなければ、決して信じません。」（ヨ

ハネ２０：２５）と言うのです。聖書はそのときにあったことを忠実に記しているがゆえに、弟子のひ

とりがイエスがよみがえったことを聞いても、いや、私は信じない…、実際にそれを確かめてから…と

言います。すると、イエス・キリストが彼らの前に立ち、実際には八日後ですが、トマスに対して「あな

たの指をここにつけて、わたしの手を見なさい。手を伸ばして、わたしのわきに差し入れなさい。信じない者にな

らないで、信じる者になりなさい。」（２０：２７）と言われたのです。トマスは実際に自分が言ったよう

に自分の指をそのイエスの傷跡に差し入れることによって、イエスは肉体をもってよみがえったという

確信に至ったのです。そのようなことが聖書の中に繰り返し記されています。 

ルカの福音書２４章を見てください。キリストがよみがえったということを聞いても人々はなかなか

そのことを信じなかったこと、１１節にはこのように記されています。「ところが使徒たちにはこの話はた

わごとと思われたので、彼らは女たちを信用しなかった。」、使徒たちもそんなことは信じられないと言いま

す。また、同じように１３節から二人の弟子がエマオに向かうときの様子が記されています。イエスが

彼らといっしょに道を歩いて行かれたと。彼らもキリストの復活という話になると信じられないと言い

ます。そこでイエス・キリストは「:25 ああ、愚かな人たち。預言者たちの言ったすべてを信じない、心の鈍

い人たち。:26 キリストは、必ず、そのような苦しみを受けて、それから、彼の栄光にはいるはずではなかったの

ですか。」と、つまり、イエス・キリストは復活の話をもうすでにして来られた、その話を聞いていなが

ら実際に起こったときに信じないというのです。何を聞いていたのかと…。その後、３６節から見ると

弟子たちの間にイエス・キリストが立たれたときのことが出て来ます。「これらのことを話している間に、

イエスご自身が彼らの真中に立たれた。:37 彼らは驚き恐れて、霊を見ているのだと思った。:38 すると、イエス

は言われた。「なぜ取り乱しているのですか。どうして心に疑いを起こすのですか。:39 わたしの手やわたしの足

を見なさい。まさしくわたしです。わたしにさわって、よく見なさい。霊ならこんな肉や骨はありません。わたし

は持っています。」:41 それでも、彼らは、うれしさのあまりまだ信じられず、不思議がっているので、イエスは、

「ここに何か食べ物がありますか。」と言われた。:42 それで、焼いた魚を一切れ差し上げると、:43 イエスは、

彼らの前で、それを取って召し上がった。:44 さて、そこでイエスは言われた。「わたしがまだあなたがたといっ

しょにいたころ、あなたがたに話したことばはこうです。わたしについてモーセの律法と預言者と詩篇とに書いて

あることは、必ず全部成就するということでした。」:45 そこで、イエスは、聖書を悟らせるために彼らの心を開

いて、:46 こう言われた。「次のように書いてあります。キリストは苦しみを受け、三日目に死人の中からよみが

えり、:47 その名によって、罪の赦しを得させる悔い改めが、エルサレムから始まってあらゆる国の人々に宣べ伝

えられる。:48 あなたがたは、これらのことの証人です。」と、見て分かるようにイエス・キリストが肉体を

もってよみがえったということを何度も人々の前で証されました。というのは、人々がなかなかそれを

受け入れることができなかったからです。神は私たちの弱さを知っておられます。あの弟子たちでさえ

も復活を受け入れることができなかった、そこでイエスは自分のからだをもって、食事をすることによ

って、実際に触らせることによって、自分が肉体をもってよみがえったこと、聖書が預言していたよう

に、また、自分がそのことを告げていたように復活が起こったことを明かにされたのです。だから、人々

はいのちがけでそれを語ろうとしたのです。実際に自分たちが目で見、手で触れて、イエスがよみがえ

られたことを確信したからです。そういう目撃者が実際に存在していたのです。 

（２）空（から）の墓の事実 

 マタイの福音書２８章だけはおもしろい記事を載せています。２８：１１から見ると、キリストがよ

みがえったときに、祭司長たちはイエスのからだをだれもが盗むことがないように番兵を付けてくださ

いとローマに依頼するのです。そして、墓の周りはローマの兵隊たちによって取り囲まれていました。

そして、何が起こったのか、キリストはその墓から出て来られたのです。ですから、番兵たちは余りの



恐ろしさに「…御使いを見て恐ろしさのあまり震え上がり、死人のようになった。」と４節にあります。そし

て、彼らは１１節から見ると「女たちが行き着かないうちに、もう、数人の番兵が都に来て、起こった事を全部、

祭司長たちに報告した。」と自分たちの見たことを報告したのです。「:12 そこで、祭司長たちは民の長老た

ちとともに集まって協議し、兵士たちに多額の金を与えて、:13 こう言った。「『夜、私たちが眠っている間に、

弟子たちがやって来て、イエスを盗んで行った。』と言うのだ。:14 もし、このことが総督の耳にはいっても、私

たちがうまく説得して、あなたがたには心配をかけないようにするから。」:15 そこで、彼らは金をもらって、指

図されたとおりにした。それで、この話が広くユダヤ人の間に広まって今日に及んでいる。」と、おもしろいと

思いませんか？なぜ、彼らはそのようなことを言ったのでしょう？もしだれかがイエスのからだを盗ん

だとしたら、その人物を見つけてキリストのからだを捜せばよかった、そうすると、クリスチャンたち

がその出来事を見て、キリストはよみがえったと語り続けているその彼らの前にキリストのからだを持

って来て、復活など起こっていなかったと証明することができたはずです。しかし、祭司長たちがした

ことは、イエスの弟子たちが盗んでいったと、そのように言いなさいと金を渡したのです。実は、この

話は２世紀の中頃の殉教者、ユスチノスの時代にも存在していたという記録が残っています。ですから、

キリストが十字架で死なれて約束通り三日後によみがえってこういう出来事が起こった、そのうわさは

ずっと人々の間に広まって行ったのです。簡単です、キリストの復活が事実でなかったことを証明する

ことは…。キリストのからだがあればそれは偽りだったと証明できるのです。では、どうしてだれもイ

エス・キリストのからだを持ってくることが出来なかったのでしょう？なぜ人々は、クリスチャンたち

が喜びに溢れてキリストはよみがえったのだと叫んでいるときに、それは大きな間違いだと言ってキリ

ストのからだを持って来なかったのでしょう？だれもキリストのからだを持ち込んで反論することがで

きなかったのです。ということは、何を意味しているのでしょう？キリストの墓は空だったのです。キ

リストのからだが無くなったのです。そして、彼らはその当時のクリスチャンたちが叫んだように、よ

みがえったことを信じたくない、認めたくないがゆえにこのような偽りのうわさを流したのです。これ

が彼らの確信の基になった事実です。実際に見た、確かにキリストの墓は確かに空だったと、これが彼

らに確信をもたらしたのです。同時に、今私たちはその時代から約２０００年経って、もっといろいろ

なことを知っています。あとふたつ、本当にキリストがよみがえったという証拠を見たいと思います。 

（３）教会が誕生してきたという事実 

 イエス・キリストの復活以降、キリスト教会が誕生しました。そのことが記されているのが「使徒の

働き」です。Ⅰ，２，３，４，５，１０，１３，１７，２６章にも繰り返してこの教会がどのようなメ

ッセージを人々に語り続けたのかが記されています。教会はキリストが復活され天に凱旋された後、何

を語り続けて行ったのでしょう？教会のメッセージというのは「イエス・キリストは十字架で死なれた

が約束通り三日後に死からよみがえった」です。キリストはよみがえったのだという復活のメッセージ

を教会は語り続けたのです。１９世紀になって、２０世紀になって語り始めたのではないのです。キリ

スト教会の歴史を見てその誕生からメッセージは一貫していたのです。しかも、初代教会の人々がいる

ときに語られたメッセージ、キリストはよみがえったということが事実でないなら人々は否定したはず

です。しかし、だれも否定することはなかった、そして、２０００年経っても同じメッセージが語られ

ているのです。 

（４）日曜礼拝の現実 

 初代教会を振り返ってみると、かなりのユダヤ人が含まれていました。ユダヤ人たちはずっと週の初

めの日曜日に神に礼拝を捧げてきてはいません。彼らは安息日を守ったのです、土曜日です。ですから、

今でもイスラエルでは金曜日の日没から土曜日にかけて、その時間を安息日として守っているのです。

ユダヤ人たちは神が与えたおきては厳格に守ろうとします。今も守っています。しかし、初代教会のク

リスチャンたちは日曜日に礼拝を捧げました。なぜでしょう？彼らはこのキリストの復活を記念して集

まったのです。そして、彼らはともに集まり復活の主を喜び復活の主を礼拝し、そして、いっしょに聖

餐式を行なったのです。聖餐式はイエス・キリストの十字架と復活を象徴するものです。彼らは毎週、

それを行なってそのことを喜んだのです。ユダヤ人たちがあれだけ厳格に主のおきてを守ろうとしてき

た、その彼らがキリストの復活以後、教会の誕生とともに日曜日に集まり日曜日によみがえられた主を

崇めるようになったのです。ですから、こういったことを見るとき、歴史も私たちに証明してくれます。

そして、最初に話したように、その当時の人々がいのちがけで証明しようとしたこと、それはまさに、

キリストは約束どおりに死からよみがえられたということです。 

 もう一度、Ⅰコリント１５章に戻って、そのように人々は語り続けていたのですが、どうもその中に

あってもキリストの復活を信じない人たちが存在していたのです。コリントの教会の中にもそのような

人々がいました。キリストがよみがえることなどあり得ないと教える教師や哲学者たちがいたのです。

特に、代表的な三つの派に属する人々がそのような教えをしていました。一つはエピクロス派です。こ



の人たちは死後にはいかなる存在も存在しないと教えます。またストア派の人々は、死において霊魂は

吸い込まれて人格は消え失せてしまうと言います。プラトン派は霊魂の不滅を主張しましたが、肉体の

復活はあり得ないと言います。このような教えを教会の中で、また人々の間でしていたことは察しがつ

きます。パウロがアテネの町に行ったときのことを思い出します。アテネの町は偶像でいっぱいだった、

そのとき、パウロは現在はアレオパゴスの丘といわれるところに立って、アテネの人たちと話を始める

のです。パウロがキリストの話を始めてキリストの復活について話しました。使徒の働き１７：１６－

３４に出てきますが、３２節に「死者の復活のことを聞くと、ある者たちはあざ笑い、ほかの者たちは、「こ

のことについては、またいつか聞くことにしよう。」と言った。」とあります。コリントの町はギリシャに属

します、アテネもそうです。だから、このような人がいたのです。復活ということを聞くとそんなこと

は信じられない、ばかばかしい、なぜそのようなことを信じるのかと言うような人がたくさんいたので

す。教会の中にもそのような教えが入り込んできて、確かにパウロはそのように言うし、キリストの復

活を目撃した人たちはキリストは本当によみがえったと言うけれど、私は見ていないし話を聞いている

だけだ、本当なのだろうか？人が死んだらよみがえるなんて…、とこのように疑問を抱く人がいたので

す。そこで、このコリントの教会の人たちがしっかりと確信をもち希望をもって信仰の道を歩み続けて

行くために、パウロは再び復活について話をするのです。事実であるこのキリストの復活が明らかにす

る二つのことを、今日の聖書箇所である１５：１２－２０でパウロは教えて行きます。 

◎１５：１２－２０でパウロが教えること、キリストの復活が明かにすること 

（１）死者の復活の確実性  １２－１３節 

 ここでパウロが教えることは、イエス・キリストがよみがえってきたというこの事実があなたに教え

ることは、あなたも死んだ後必ずよみがえるということです。だから、もし人が死んで終わってしまう

ならキリストは絶対によみがえらなかった、キリストがよみがえって来たことはあなたにもよみがえり

があること、そのときが来るということをパウロは教えるのです。 

（２）救いの確実性  １４－１９節 

もし、イエスの復活が事実でなかったとするならと、パウロは「もし」ということばを何度も使って

いますが、これはパウロが復活を疑っていたのではありません。彼は確信していました。でも、確かに

疑いを抱くような人々がいたのです。ですから、彼は逆説的な話し方によって彼らに確信を与えようと

するのです。ここに五つのことが語られています。 

（ａ）もし、イエスの復活が事実でなかったとするなら、あなたたちの宣教はむなしいと言います。 

１４節「キリストが復活されなかったのなら、私たちの宣教は実質のないものになり」、この「実質のないもの」

ということばは、空の、中身がないという意味です。イギリスの神学者、キャンベル・モルガンは「空

虚である、価値がない、意味がない、真理がない、そういう意味をもったことばだ」と言っています。

パウロが言うことは、キリストの福音を一生懸命宣べ伝えても、もし、イエスが本当に死から復活しな

かったなら宣教自体はむなしいものになる、そのメッセージは嘘だから、嘘をどれほど熱心に語っても

それは何の価値もないものだということです。 

（ｂ）もし、イエスの復活が事実でなかったとするなら、信仰もむなしい信仰も意味がないし空虚なも

のになると言います。「あなたがたの信仰も実質のないものになるのです。」、なぜなら、救いがないからで

す。救いのないものを熱心に信じてもむなしいだけです。もし、よみがえると言っていたのにイエス・

キリストが死からよみがえらなかったなら、イエスは嘘つきだということです。もし、嘘をついたとす

るなら彼は神でないことを明らかにしたのです。神でなければ彼は救い主でもないのです。彼が言って

いたことは全部嘘になってしまいます。神はいのちの源ですから、その方が死んでよみがえることがな

ければその人はいのちの源ではなかったのです。 

（ｃ）もし、イエスの復活が事実でなかったとするなら、私たちクリスチャンは神に対して罪を犯した

ことになると言います。１５節「私たちは神について偽証をした者ということになります。」、私たちは嘘つ

きになってしまうと…。「神について偽証をした者」とは偽りの証人という意味です。どのような嘘か、二

つの解釈ができます。一つは、神の働きに関する嘘、神がしなかったことをしたと言う、また、神に関

する嘘です。神はこのようなお方だと。私たちがもしイエス・キリストがよみがえっていないのに復活

したと言うなら、私たちは嘘をついたことになります。しかも、「もしもかりに、死者の復活はないとしたら、

神はキリストをよみがえらせなかったはずですが、私たちは神がキリストをよみがえらせた、と言って神に逆らう

証言をしたからです。」とある通り、私たちは神に対しても嘘をついたことになります。 

（ｄ）もし、イエスの復活が事実でなかったとするなら、あなたは救われていないと言います。１６－

１７節「もし、死者がよみがえらないのなら、キリストもよみがえらなかったでしょう。:17 そして、もしキリス

トがよみがえらなかったのなら、あなたがたの信仰はむなしく、あなたがたは今もなお、自分の罪の中にいるので

す。」、１７節にある「信仰はむなしく」ということばは１４節の「実質のないものになり」ということば



よりも、はるかに強いことばです。言語学者のロバートソン博士はこのことばの意味は真理がないとか、 

嘘という意味があると言います。空虚な、むなしい、効果のない、無益で、価値や力のない、本当のも

のでない、愚かなもの、とそのような意味をもったことばが敢えてここでパウロによって使われている

のです。つまり、もしイエス・キリストがよみがえらなかったなら、あなたの信仰はあなたの罪を赦す

力がない、そんな効力がないとパウロは言っているのです。そして、１７節「あなたがたは今もなお、自分

の罪の中にいる」と言います。パウロが繰り返し言っていることは、イエス・キリストが死からよみがえ

ってきたこと、これが私たちの信仰であり、キリストがよみがえってきたから彼は救い主である、だか

ら、この方を信じることによって罪が赦される、その信仰の土台が全部崩れてしまう、イエス・キリス

トが死んでその死に打ち勝つ力がなければ、彼はただの人であって、その人があなたの罪を赦すことな

どできない、死んだ救い主は人を救うことなどできないのです。死からよみがえってきた救い主だから

こそあなたに死に対する勝利を与え、救いを与えることができるのです。１８節「そうだったら、キリス

トにあって眠った者たちは、滅んでしまったのです。」、私たちの信仰の先輩たちはもう滅んでしまったと言

います。彼らは永遠の滅び永遠の苦しみへと引き渡されてしまったと。もし、イエスがよみがえらなか

ったとしたら、あのノアもアブラハムもモーセもイサクもダビデもパウロもペテロも皆永遠の地獄に行

った、そこで彼らは苦しみ続けていると言うのです。もちろん、それは人間にとってふさわしいところ

ですが…。 

（ｅ）もし、イエスの復活が事実でなかったとするなら、あなたは人生を最も無駄にしたことになると

言います。１９節「もし、私たちがこの世にあってキリストに単なる希望を置いているだけなら、私たちは、す

べての人の中で一番哀れな者です。」と、みじめな、かわいそうな、あわれむべき存在だと言います。もし、

この世しかなければ、死んで終わってしまうのなら、何のために迫害を受け何のために苦難に耐えて行

くのかです。何のために人々に教えて行くのですか？何のために労して行くのですか？もし、この世だ

けで終わってしまうのなら、私たちの周りの人たちが言うように、好きに生きて人生を楽しんだ方がい

いです。信仰のためにいのちを落とした過去の人たちはかわいそうな人たちだ、死んでしまったら人生

をやり直すことができないからと…。 

⇒パウロはこのようにこの五つのことを言います。何とあわれなことかと…。しかし、パウロは２０

節でこのように言います。「しかし、今やキリストは、眠った者の初穂として死者の中からよみがえられました。」 

この「しかし」は強調です。つまり、パウロは「しかし、イエスは死から敢然とよみがえってきた」とそ

のことを強調するのです。彼は死んで終わったのではない、今も墓の中にいるのではない、その墓から

敢然とよみがえってきて、そして、ご自分が言われていたように、真の神であり、あなたの罪を赦すこ

とができる救い主であることを明らかにしたというのです。２０節の「…死者の中からよみがえられまし

た。」も完了形を使っています。イエス・キリストはもうよみがえって今も生きていると言うのです。こ

のすばらしい約束で始まり、約束で終わるのです。イエスはよみがえって今も生きている！と。そして、

最後にこのように言います。「眠った者の初穂として死者の中からよみがえられました。」、「眠った」とは

聖書の中では肉体的に死んだ人のことです。先ほどの１５：６でも「すでに眠った者もいくらかいます」と

ありました。「眠った」という表現を使っているのは起きるときが来るからです。復活があるからです。

「初穂」ということばは、旧約聖書レビ記の中で教えられています。２３：１０「イスラエル人に告げて

言え。わたしがあなたがたに与えようとしている地に、あなたがたがはいり、収穫を刈り入れるときは、収穫の初

穂の束を祭司のところに持って来る。」と、どのようなことを神はイスラエルの人々に命じたかというと、

全体の収穫をする前にその一部を神へのささげものとして祭司のところへもって来る、それをしてから

全体の収穫に入るということです。ですから、パウロがここで何を言いたかったのかというと、キリス

トが初穂としてよみがえったということは、最初の一部であってその後には大量の収穫が控えているの

だということです。だから、キリストが最初によみがえることによって、後に続くたくさんの人々が同

じようによみがえるということをパウロは教えているのです。 

イエス・キリストの復活というこの事実は私たち人間にとって大切なことです。イエス・キリストが

よみがえったことによって、彼は救い主だということを明かにしたのです。イエスはあなたの罪の身代

わりとなって十字架で死んでくださった、そして、よみがえることによってあなたには救いが完成した

ことを神は明かに示してくれたのです。救い主は来たのです。救いは成し遂げられたのです。その証明

がキリストの復活です。神はあなたにこのすばらしい救いを与えようとしている、このイエス・キリス

トによってあなたのすべての罪は赦されるのです。なぜなら、この方は神が送られた救世主、救い主だ

からです。そのことを知った彼らはいのちがけでそのメッセージを語ったのです。ここに救いがあると。

イエスがよみがえられた以上、イエスを宣べ伝えて行くというこの宣教は決して無意味ではないのです。

それは主が喜んでくださることです。イエスがよみがえられた以上、イエスを信じる信仰も決して無意

味ではありません。主が喜んでくださることです。イエスがよみがえられた以上、イエスの復活を伝え



ることは嘘を言っているのではなく真理を伝えることです。それも神が喜んでくださることです。イエ

スがよみがえられた以上、イエスを信じることによって本当に救われるのです。そして、そのことを神

は喜んでくださる。イエスがよみがえられた以上、イエスを信じ従うことは決して無駄な人生ではない

のです。それは主が喜んでくださることです。そして、その人に主は永遠の祝福を与えてくださるので

す。なぜ、イエスの復活が大切なのか、お分かりになりましたでしょう？イエスの復活、それはあなた

も必ずよみがえることを証明し、この方によってあなたが救われることを明かにしてくださったのです。

まだ、この救いを信じておられない方、今日、神はあなたに救いを与えようとしてくださっています。

大切なことは、あなたのために十字架で死によみがえったイエスをあなたの神と信じ従って行く決心を

することです。この神に逆らう生き方を止めることです。今日主に従う決心をして救いをいただいてく

ださい。クリスチャンである皆さん、希望をもって私たちは生きることができる、地上の生活はもうま

もなく終わるかもしれない、しかし、その後私たちは神が約束してくださった天国があるのです。それ

はすべてキリストがよみがえってきたという事実が私たちに教えてくれることです。その確信をもって

希望をもって生きてください。そのように私たちの先輩たちは生きて来たのです。私たちも同じように

生きることが出来ます。 
 


