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主  題：イエスの復活の証人 

聖書箇所：ルカの福音書 ２４章３６－４９節 
 

 イエス・キリストを信じ、イエス・キリストに従った使徒たち、イエスは特別に１２人を選ばれまし

た。もちろん、ご存じのようにその中の一人はイエスを裏切りました。残った１１人の使徒たち、彼ら

がどのように人生を終えていったのか、恐らく、皆さんもご存じのことでしょう。１１人の使徒の中で

自然に死を迎えたのはたった一人でした。あのヨハネだけでした。それ以外の者たちはキリストの名の

ゆえに殉教を遂げて行きます。ペテロはローマで十字架に架けられました。兄弟のアンデレも同じよう

に十字架に架けられたと、ジョン・フォックスが記した｢フォックスの殉教の記録｣という本の中に記さ

れています。ゼべダイの子、ヤコブとヨハネ。ヤコブはヘロデ王によって殺されます。そして、もう一

人のヨハネだけが自然死を迎えるのです。ピリポはどうだったでしょう？彼は十字架に架けられました。

バルトロマイも十字架でした。トマス、そして、マタイは槍で刺し殺されました。アルパヨの子ヤコブ

は暴行を受け、石打ちの刑で亡くなっています。タダイは十字架に架けられました。熱心党員だったシ

モンも同じように十字架で。この１１人、ヨハネを除いてみなキリストの名のゆえに死を経験しました。

殉教の死を遂げたのです。後に、この１１人に加えられたマッテヤはエルサレムで石打ちにされ、後に

首を刎ねられたと記されています。このような殉教のリストを上げれば尽きません。 

 しかし、私たちが今日このイエス・キリストの復活を記念する復活祭の日にしっかり覚えておきたい

ことは、ある出来事がこの人々の人生を変えたということです。彼らは元々こんなに勇敢ではありませ

んでした。彼らは私たちと同じように、ある点では死を恐れ、いろいろなものを恐れる人たちでした。

ところが、ある出来事を境に、彼らは死を恐れない者に変わったのです。イエス・キリストのために喜

んでいのちを捨てて行く者へと変わりました。いったい何が彼らを変えたのでしょう？どの出来事が彼

らをそのように変えたのか？それは「主イエス・キリストの復活」だったのです。驚くべきことです。

皆さん！二千年前の出来事を今でも世界中で祝っているのです。世界中のクリスチャンたちが祝ってい

ること、それはイエス・キリストがよみがえったという出来事です。そして、そのために多くのクリス

チャンたちがいのちを捨てて行ったのです。 

 聖書の中の「使徒の働き」を見ると、このように殉教して行った者たち、特に、ペテロが代表ですが、

彼が語ったメッセージが幾つか記されています。それを見ると、彼らが何を信じ、どのような確信を持

ってキリストの復活を語っていたのか、そのことを私たちは見ることができるのです。ペテロはエルサ

レムにおいて最初にこのようなメッセージをしました。使徒の働き２：２４－３２に記されています。
｢:24 しかし神は、この方を死の苦しみから解き放って、よみがえらせました。この方が死につながれていること

など、ありえないからです。:25 ダビデはこの方について、こう言っています。『私はいつも、自分の目の前に主

を見ていた。主は、私が動かされないように、私の右におられるからである。:26 それゆえ、私の心は楽しみ、私

の舌は大いに喜んだ。さらに私の肉体も望みの中に安らう。:27 あなたは私のたましいをハデスに捨てて置かず、

あなたの聖者が朽ち果てるのをお許しにならないからである。:28 あなたは、私にいのちの道を知らせ、御顔を示

して、私を喜びで満たしてくださる。』 :29 兄弟たち。先祖ダビデについては、私はあなたがたに、確信をもっ

て言うことができます。彼は死んで葬られ、その墓は今日まで私たちのところにあります。:30 彼は預言者でした

から、神が彼の子孫のひとりを彼の王位に着かせると誓って言われたことを知っていたのです。:31 それで後のこ

とを予見して、キリストの復活について、『彼はハデスに捨てて置かれず、その肉体は朽ち果てない。』と語った

のです。:32 神はこのイエスをよみがえらせました。私たちはみな、そのことの証人です。｣、３２節に「神はこ

のイエスをよみがえらせました。私たちはみな、そのことの証人です。｣とあります。イエス・キリストがよみ

がえって来た、私たちはそれを見た、私たちはそのことの証人だと言います。３：１５にもエルサレム

の美しの門で足の不自由な人を癒したこのペテロたちは、そこでこのようなメッセージを語るのです。「い

のちの君を殺しました。しかし、神はこのイエスを死者の中からよみがえらせました。私たちはそのことの証人で

す。」。同じように、４：１９－２０でもペテロはヨハネとともにこのように言っています。「神に聞き従

うより、あなたがたに聞き従うほうが、神の前に正しいかどうか、判断してください。:20 私たちは、自分の見た

こと、また聞いたことを、話さないわけにはいきません。」と、イエス・キリストの名によってメッセージを

語ってはならないと厳しく戒められた彼らはこのように言うのです。彼らはイエス・キリストの復活を

目撃したゆえに、自分たちの目でイエスの復活を見たゆえに、このメッセージを語らなくてはならない

と、彼らはこのメッセージを語り続けたのです。なぜなら、彼らは実際に主イエス・キリストにお会い

したからです。復活の主に出会ったからです。 
 新約聖書だけを見ると、１０箇所に、イエス・キリストが復活後に人々と出会ったという記事が記さ



れています。新約聖書の中に出て来ます。 

◎復活後昇天までの４０日間に、主がご自身を現わされたケース 

（１）エマオ途上の二人の弟子たちに  ルカ２４：１３－３２ 

（２）ペテロに  ２４：３４ 

（３）トマスを除いた１０人の使徒たちと弟子たちに  ２４：３６－４３、マルコ１６：１４、 

ヨハネ２０：１９－２５ 

（４）墓でマグダラのマリヤに  マルコ１６：９、ヨハネ２０：１１－１８ 

（５）墓に来た女性たちに  マタイ２８：９－１０ 

（６）トマスを入れた１１人の使徒たちと弟子たちに  ヨハネ２０：２６－３１ 

（７）ガリラヤ湖畔で７人の弟子たちに（ペテロ、トマス、ナタナエル、ゼべダイの子たち、他に二人

の弟子たち）  ヨハネ２１：１－２５ 

（８）５００人以上の弟子たちに  Ⅰコリント１５：６ 

（９）ヤコブに  Ⅰコリント１５：７ 

（１０）昇天前に弟子たちに  使徒１：３－１１ 

今、その一つ一つを見ませんが、イエス・キリストは様々な機会に、ご自分が肉体をもってよみがえ

ったことを人々の前に明らかにされました。５００人以上の人々がイエス・キリストの復活を目撃し、

その人たちが人々の前で確かにイエスはよみがえったと、そのことをいのちがけで語り始めたのです。

この復活が彼らをこのように変えました。この復活が彼らをこのように勇敢にしました。 

☆復活の意義について  ルカ２４：３６－４９から 

 今、私たちがルカの福音書２４章から学んで行きたいことは「復活の意義」についてです。２４章に

戻ってください。聖書は起こった出来事をそのまま記しています。ですから、２４章を見るとあの弟子

たちにとってもイエスの復活がどれ程信じ難いことであったのかが分かります。イエスと３年以上もと

もに過ごした弟子たちにとっても、イエスが肉体をもってよみがえるということは信じ難かったのです。 

ですから、２４：１－４を見ると天使たちが現われたとありますが、そのことを聞いても信じられなか

ったし、墓に行った女性たちは復活の主に会うのですが、使徒たちはそのことを聞いても信じられなか

ったのです。９－１１節「そして、墓から戻って、十一弟子とそのほかの人たち全部に、一部始終を報告した。:10 

この女たちは、マグダラのマリヤとヨハンナとヤコブの母マリヤとであった。彼女たちといっしょにいたほかの女

たちも、このことを使徒たちに話した。:11 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。」。ペテロ自身もイエス・キリストに出会っています。それでも信じられなかった。 
エマオ途上の二人の弟子が復活の主に出会いました。その話を聞いても信じられない。そのような状況

の中で何が起こったのか？それが今日私たちが学ぼうとしている３６節から記されていることです。い

ろいろな人の証を聞いても、話を聞いてもイエスの弟子たちは信じられなかったのです。なぜなら、彼

らはあの十字架の上で釘付けにされ血を流して息絶えたイエスの姿を目撃していたからです。イエスは

完全に死んだのです。それを見ていた彼らは、この方がよみがえられたとはどうしても信じられなかっ

たのです。どういう状況だったのか３６節から見ましょう。 

「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。」、説明を加えると、ユダヤ人た

ちを非常に恐れた弟子たちは、ひっそりと自分たちの部屋に集まって、扉にカギをして、そして、誰も

入って来られない状態にして集まっていました。その集まりに主イエス・キリストが現われて「彼らの真

中に立たれた。」のです。だから、３７節「彼らは驚き恐れて、霊を見ているのだと思った」のです。非常な

恐れが起こったのです。というのは、扉が閉まっていて誰も入って来ることができないのです。そこに

自分たち以外の者がいるのです。それはビックリしたでしょう。よく見ると、それはイエス・キリスト

だと。だから、最初に彼らが思ったことは私たちと同じです。霊を見ている、幽霊ではないか？と…。

その気持ちはよく分かります。なぜなら、三日前にあれだけ血を流して死んだ人が、ここに元気に立っ

ているなんて普通には考えられないことだからです。しかも、誰も入って来ていないはずなのに、自分

たちの真ん中に主イエス・キリストが立っている様子を見た彼らは、驚きと恐れの声を上げるのです。

そして、そこでイエスはこのように言われています。３８－３９節｢すると、イエスはこう言われた。「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 わたしの手や私の足を見なさい。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。｣、イ

エス・キリストがここで何をされたのでしょう？説明は要りません。イエス・キリストは、本当に自分

が肉体をもってよみがえったこと、ただ霊的に霊においてよみがえったのではなく、肉体をもってよみ

がえったことを人々の前に明らかにするのです。 

◎イエス・キリストが明らかにされたこと 

Ａ．復活の証明  ３８－４３節 



１．手足を見せた  ３９節   

彼はまず最初に自分の手と足を見せます。「わたしにさわってみなさい」とは言わないで、イエスはご

自分の手と足を見せたのです。なぜでしょう？そこには釘の跡があるからです。弟子たちは十字架に釘

付けにされたイエスを見ていました。そこでイエスはご自分の手とご自分の足を示されたのです。恐ら

く、手首だろうと言われていますが、それをお見せになって、十字架で死んだわたしが今肉体をもって

あなたの前に立っていますと、そのことを明らかにされたのです。 

２．魚を召し上がって見せた  ４１－４３節 

 それでもなかなか信じられませんでした。「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。」、手と足のその傷を見せても信じら

れなかった弟子たちに対して「何か食べ物がありますか。」と言われ、そして、持ってきた焼いた魚をイエ

スは食べられたのです。霊ではない、確実にからだをもっていることを明らかに示されたのです。 

こうしてイエスは復活の証明をなさったのです。本当によみがえったことを明らかにされたのです。

次に進む前に、ここで少し覚えていただきたいことは、私たちも死を迎えた後、聖書の約束によって栄

光のからだをいただきます。私たちはそのことを待っています。そのことはこの後でクリスチャンの希

望のところに出てきます。私たちはこの罪のからだから解放されて栄光のからだをいただく、そのこと

を待っていますが、この時イエス・キリストは栄光のからだをもっておられるのです。ですから、私た

ちがいただく栄光のからだがどんなものか、少し垣間見ることができるわけです。もちろん、私たちが

分かっているように、私たちの栄光のからだは、今のからだとは違って罪を犯すことがない、神を悲し

ませることのない聖いからだです。そして、もう少し言えることは、イエスがこの部屋に入って来られ

たとき、ノックをしてドアを開けて入ったのではありません。つまり、物質を通って行く、そのような

からだであることが推測できます。同時に、イエス・キリストが手足をお見せになって、しかも、人々

がイエスの顔を見たときにそれがイエスだと分かったということは、栄光のからだをいただいた後も、

私たちは誰であるのかが判別できるわけです。イエスはこの魚を食べなければ飢えて死んでしまうので

はありません。しかし、そのように食べることもできるのです。 

少なくとも、私たちがここを見る限り、このようなことを知ることができます。私たちに約束されて

いる栄光のからだとは、このような部分を含んでいます。それ以上のことは記されていないからここま

でにしておきますが、このようなからだが約束されているのです。クリスチャンの皆さん、それがあな

たに約束されているものです。さて、復活の証明をしたイエスは、今度はその「復活の重要さ」を私た

ちに教えようとします。 

Ｂ．復活の重要さ  ３８－４３節 

 もちろん、これはイエスがお語りになっていたことであり、イエスを信じる者たちがそのことをこの

聖書を通して私たちに教えてくれることです。イエスの復活は私たちにとって非常に大切な出来事です。

もし、イエス・キリストが死んで今も墓の中にいるのなら、私たちの信仰はすべて虚しいものです。私

たちが信じているもの、そのすべての土台が崩れます。今イスラエルに行って、イエス・キリストの墓

のところにはこのように書かれています。「彼はここにはいない。よみがえられた。」と。イエス・キリ

ストの墓は、そこに花が飾られているのでもない、そこには何もない、空っぽです。なぜなら、私たち

が信じている神は、確かに、私たちのために十字架で死んでくださった、しかし、約束通り三日後によ

みがえり今も生きておられる神だからです。このイエス・キリストの復活の大切さ、重要さ、それはま

ず、このイエスの復活がイエスがだれであるかを明らかにしたからです。復活を見る時に、私たちはこ

のイエスがいったいだれなのか、だれであったのか、そのことを知ることができるのです。 

１．よみがえりによる証明：イエスがだれであるかを明らかにした 

（１）イエスは神である 

 イエス・キリストの復活は彼が神であることを明らかに証明したのです。ローマ１：４にこのように

記されています。「聖い御霊によれば、死者の中からの復活により、大能によって公に神の御子として示された方、

私たちの主イエス・キリストです。」、つまり、パウロはここで、復活によって主イエス・キリストの本当

の姿が明らかにされたのだと言っているのです。これまで隠れてよく分からなかったけれども、復活を

通して、イエスがどういうお方であるかが人々の前にはっきりと明らかにされたと言うのです。「大能に

よって公に神の御子として示された」、つまり、このよみがえられたイエス・キリストは全能の力を持った

神であるということが明らかにされたと言うのです。詳しいことは、もうすでに私たちが学んだローマ

書のテキストを読んでください。少なくとも、この１：４でパウロが教えたことはそういうことです。

イエスの復活はイエスが全能の力をもつ真の神であるということが明らかにされたのです。 

（２）イエスはキリストである 



つまり、罪の赦しを与えることが出来る方だということです。罪人のすべての罪、過去も現在も未来

も完全に赦すことができるお方です。使徒の働き１０：４３にペテロはこのように語っています。「イエ

スについては、預言者たちもみな、この方を信じる者はだれでも、その名によって罪の赦しが受けられる、とあか

ししています。」、イエス・キリストを信じる信仰によって信じた人のすべての罪が赦されると、これが

イエス・キリストが語ったメッセージであり、このメッセージが真実であることをキリストの復活が証

明したのです。キリストは救世主です。旧約の時代、人々はメシヤを持っていました。先ほど、私たち

はヘンデルのメサイヤを聴きました。救世主が来てくれると人々は待っていました。イエスは言われま

した。｢救世主が来ました。｣と。だから、救世主はあなたの身代わりに十字架に架かったのです。それ

はあなたを罪から救うため、そして、その死から敢然とよみがえって来たこの復活は、この方が本当の

救世主であることを明らかにするのです。ちょうど、この使徒の働き２章でイエス・キリストの復活に

ついて語ったペテロ、彼のメッセージがあります。イエス・キリストの復活について話し、特に、ダビ

デのことを引用してキリストの復活を語って来たペテロは、２章３６節でこのように言っています。「で

すから、イスラエルのすべての人々は、このことをはっきりと知らなければなりません。すなわち、神が、今や主

ともキリストともされたこのイエスを、あなたがたは十字架につけたのです。」、ここには二つのことば「主」

と｢キリスト｣があります。この二つとも主イエス・キリストに対するものです。つまり、ペテロが言いた

かったことは、イエス・キリストの復活によって神はイエスが主、つまり、神であること、キリスト、

救い主であることを明らかにされたと言うのです。ですから、今私たちが見て来たように、イエス・キ

リストの復活は、イエスが神であること、そして、イエスが救世主であることを明らかにしたのです。 

 皆さん、この国において神と名の付くものがたくさんあります。でも、いったいどの神があなたのた

めにいのちを捨てて、そして、その死から敢然とよみがえって来ましたか？私たちの信仰は、何かの必

要があってその必要を満たしてくれるために何かを信じるのです。でも、聖書が教えることは、あなた

を造った神が存在することであり、そして、あなたが神に逆らっている事実を明らかにし、そして、神

は何と逆らっているあなたをその罪から救おうとして救い主を送ってくださったのです。彼が救い主で

あることは、この十字架が、亡くなったイエスが三日後にその死から肉体をもってよみがえって来た、

この復活によって明らかにしたと言うのです。 

（３）イエスはさばき主である 

使徒の働き１０：４２に「イエスは私たちに命じて、このイエスこそ生きている者と死んだ者とのさばき主と

して、神によって定められた方であることを人々に宣べ伝え、そのあかしをするように、言われたのです。」、ペ

テロが何を言わんとしたのか、その前の４１節では「しかし、それはすべての人々にではなく、神によって前

もって選ばれた証人である私たちにです。私たちは、イエスが死者の中からよみがえられて後、ごいっしょに食事

をしました。」と言って、そのイエスが私たちにこのように言ったということです。復活されたイエスは

「わたしがすべての人間をさばくさばき主である。」と、そのことを明らかにしたのです。聖書は私たち

に教えています。例外なく、すべての人間は創造主なる神の前に立ちます。罪が赦されていない人はそ

の罪のさばきを自らが受けます。それをさばくのは主イエス・キリストです。罪赦されている人は罪の

さばきを受ける必要はありません。赦されているからです。赦された人は赦されてから主の前に立つの

です。この地上の生活を終えるまで主のために歩んだその歩みに対する褒美をいただくのです。確かに、

主はさばくのです。でも、全く異なる二つのさばきがあるのです。罪赦された人に対するさばき、つま

り、褒美と、罪赦されていない人に対するさばき、永遠の地獄です。そのさばきを下す方はイエス・キ

リストです。それを証明したのが、イエス・キリストのこのよみがえりであるとペテロが言うのです。 

主イエス・キリストのよみがえりが証明したことは、イエスがいったいだれであるかということでした。

同時に、イエス・キリストが死からよみがえられたことによって保証されたことがあります。 

２．よみがえりによる保証：よみがえりが約束すること 

（１）義認：義と認められるためによみがえられた 

イエス・キリストを信じるあなたに神は義を与えてくださる、義認を約束しました。つまり、あなた

を義とするということです。神がイエスを信じたあなたに対して「聖い」と宣言してくださるのです。 

だから、イエス・キリストのよみがえりは、あなたを義と認めるためだったと、ちょうど、ローマ４：

２５でパウロはそのことをこのように言っています。「主イエスは、私たちの罪のために死に渡され、私たち

が義と認められるために、よみがえられたからです。」、「私たちの罪のために死に渡され」、身代わりの死の

ことです。私たち、あなたのためにイエスは身代わりになって死んだと言うのです。何のためですか？

その目的が書かれています。「私たちが義と認められるために」、あなたが義とされるために、その目的の

ためにイエス・キリストはよみがえったと言うのです。 

 ですから、こういうことです。神はイエスを信じる者たちを救うと約束された。イエス・キリストを

信じる者たちのすべての罪を赦すと言われた。それが事実であることを、神はイエスを死からよみがえ



らせることによって明らかにしたのです。先ほども話したように、イエスが死んでそれで終わりなら、

イエスが言われことは全部嘘だったのです。「自分は創造主なる唯一真の神である。自分はいのちの源で

ある。すべてを造りいのちを与えた。わたしを信じる者にいのちを与える。」と言っていながら、その本

人が死んで終わりだったら、このように言っていたことはすべて嘘です。しかし、いのちの源であるゆ

えに、その死から敢然とよみがえって来られた。言われていた通りにすべてのことをなさった。あの死

でさえもイエス・キリストを留めることはできなかった。そのすべてを通して、イエスを信じる者を完

全に永遠に救うというこの神の約束が事実であることを明らかにしたのです。 

（２）勝利の生活 

 二つ目に、よみがえりが約束するものは「勝利の生活」です。神はすばらしい約束をあなたにくださ

った。それは勝利の生活です。ローマ６：４には「私たちは、キリストの死にあずかるバプテスマによって、

キリストとともに葬られたのです。それは、キリストが御父の栄光によって死者の中からよみがえられたように、

私たちも、いのちにあって新しい歩みをするためです。」と記されています。「死者の中からよみがえられたよ

うに」と、パウロはこのイエス・キリストのよみがえりが歴史的な事実であることを明らかにしています。

なぜなら、彼自身も復活の主に出会っているからです。パウロがこの４節で言ったことは、この死者の

中からよみがえらせたその力によって、私たちは新しい歩みを為すことができるということです。私た

ち人間がどうすることもできない死でさえも、死という敵に対して、主イエス・キリストは敢然と勝利

されたのです。ご自分だけではありません。イエスは死人をよみがえらせることを何回か行なっていま

す。つまり、そのような奇蹟を通して、イエスにはその力があることを明らかにしたのです。今度はパ

ウロが私たちに言うのです。その力によって私たち信仰者は信仰者として歩んで行くことが出来る、だ

から、勝利ある生活を送ることができるのです。 
私たちの力では無理なのです。でも、全能なる神の力によって神に喜んでいただける新しい生活を送

ることができる。その約束をキリストの復活は私たちに与えてくれたのです。復活という力、その力を

もって私たちは信仰者として歩んで行くことが出来るのです。 

（３）希望 

三つ目の保証は「希望」です。信じる一人一人に永遠の希望が与えられるのです。ペテロがそのこと

を教えます。Ⅰペテロ１：３「私たちの主イエス・キリストの父なる神がほめたたえられますように。神は、ご

自分の大きなあわれみのゆえに、イエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって、私たちを新しく

生まれさせて、生ける望みを持つようにしてくださいました。」、すばらしい希望を持って生きることが出来

るようにしてくれたのです。私たちは死んでも主とともに永遠をともに過ごすという希望です。私たち 
には天国が約束されていると言うのです。私たちはこの罪のからだから解放されて、罪を犯すことのな

い栄光のからだをいただくのです。そのような永遠の祝福を約束されたのです。それが私たちの希望で

す。私たちはその日を待っているのです。イエスにお会いしたときに、私たちは栄光のからだをいただ

き、イエスとともに永遠を過ごすことが出来る。そのような約束を主は私たちにくださったのです。 

そして、その約束はただの約束ではない、確実に実現するということを証明するために、イエス・キ

リストがよみがえって来られたのです。だから、よみがえりは大切なのです。そして、そのよみがえり

を見た弟子たちは、イエスが語っておられたことが本当だ、私たちは死んでも生きる、私たちは永遠を

この方とともに過ごすという、その希望によって彼らは生きていたのです。それゆえに、たとえ殉教を

経験しなければならない状況でも、彼らはその先を見たのです。その先には主が約束された永遠がある

からと。皆さん、私たち信仰者は勝利ある生活を為すことも、希望を持って生きることも可能なのです。

なぜなら、イエス・キリストは私たちの身代わりとして十字架で亡くなって、そして、葬られて三日後

によみがえった後、４０日間地上におられた後、天に昇天、凱旋されたからです。では、今イエスは何

をしておられるのでしょう？ 

◎復活し昇天されたイエス・キリストが私たちのために今してくださっていること 

（ａ）とりなしをしてくださっている 

あなたのために祈っていてくださるのです。ローマ８：３４に「罪に定めようとするのはだれですか。死

んでくださった方、いや、よみがえられた方であるキリスト・イエスが、神の右の座に着き、私たちのためにとり

なしていてくださるのです。」とあります。すごいことです。イエスは神に逆らい続けている私たちのため

に救いを与えようとこの世に来てくださり、罪のないイエスが私たちのすべての罪を負って身代わりに

十字架で死んでくださり、私たち罪人のために救いを備えてくださった。それで終わったのではないの

です。昇天された後、イエス・キリストは今もあなたや私のために祈り続けてくださっているのです。 

（ｂ）羊飼いとなられ、羊の世話をしていてくださる 

また同時に、主イエス・キリストは私たちの大祭司として、そして、私たちは彼の羊として彼の守り

の内に日々を生きることが出来るのです。この地上でも、そして、永遠にそうなのです。ヘブル人への



手紙１３：２０－２１に「永遠の契約の血による羊の大牧者、私たちの主イエスを死者の中から導き出された平

和の神が、:21 イエス・キリストにより、御前でみこころにかなうことを私たちのうちに行ない、あなたがたがみ

こころを行なうことができるために、すべての良いことについて、あなたがたを完全な者としてくださいますよう

に。どうか、キリストに栄光が世々限りなくありますように。アーメン。」とあります。｢永遠の契約の血による

羊の大牧者｣と言っています。イエス・キリストの血しおによって救われた私たちは、この方の羊となり、

この方は私たち羊の大牧者となったのです。羊飼いは羊の世話をします。羊飼いは私たちの弱さを分か

ってくれます。羊飼いは私たちの必要を満たしてくれます。そのようにして羊の世話をするのです。 

 皆さん、私たちはこの地上の生活においていろいろな問題があり、悩みばかりです。辛いことがいっ

ぱいあります。でも、私たちの大祭司は私たちの痛みや苦しみ、悲しみや喜び、そのすべてを分かって

くださって、あなたを守って導いて行ってくれるのです。羊飼いですからあなたの必要も知っています。

病気かどうか、すべてを知ってあなたのために最善を為してくださるのです。こんな環境に私たちは入

れられたのです。ですから、新しい歩みを為して行くことは不可能なことではないのです。主が祈って

くれているし、主が私の羊飼いとして導いて行ってくれる、その方が私に力を与えてくださるからです。 

そのようなすばらしい祝福の中に私たちは招かれていると、そのことをみことばは私たちに教えてくれ

るのです。 

 今日のテキストに戻ってください。私たちはこの復活の大切さ重要さを見て来ました。復活はイエス

がだれであるかを明らかにし、そして、私たちにすばらしい保証を与えてくれました。私たちは義と認

められ、私たちを変えてくださり、勝利ある生活を送れるようにしてくださり、すばらしい希望を持っ

て生きる、そんな生活を与えてくださったのです。そのすべてが事実であることがこの復活によって明

らかにされたのです。 

Ｃ．復活後の４０日間  ４４－４９節 

 ４３－４４節を見ると、これは同じ夜に起こった出来事ではありません。３６－４３節に記されてい

る出来事は、トマスがいない１０人の使徒たちが集まっている場で起こったことです。その１週間後に、 

トマスを入れた１１人のところにイエスは現われたのです。これはヨハネの福音書２０章に出て来ます。

そして、４４－４９節までは、イエスがよみがえられた後、昇天されるまでの４０日間のことです。ル

カは敢えて、このことがいつどこで起こったのかということを記していません。この詳しい説明につい

ては使徒の働き１章の初めにあります。なぜかお分かりですね？「使徒の働き」を書いたのは同じルカ

だからです。そして、使徒の働き２章で彼はもう少し詳しい説明を加えています。 

１．聖書の真実さの証明  ４４－４７節 

４４－４７節を見ると、これはルカの福音書の主題の一つですが、ルカはここでみことばが成就した

ということを教えるのです。「: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。…」、「モーセの律法と預言者と詩篇」とは、この三つの区分によって旧約聖書全体のこと

を指しているのです。ヘブル語の聖書はこの三つに分かれているからです。イエス・キリストが言われ

たことは、旧約聖書全体から、わたしはこれまであなたがたに話をして来た。そのことが今成就したと

いうことです。ですから、４６節の後半から見てください。「…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。」と続きます。イエスはここで、わたしが地上にいたと

きに旧約聖書の中からあなたがたに話をして来た。救世主は苦しみを受ける、十字架のことです。そし

て、救世主は三日後によみがえること、そして、救世主によって信じるすべての人に罪の赦しが備えら

れるということを言われたのです。そして、この救いのメッセージが全世界へと広まって行くと言いま

す。確かに、そのことが記されている聖書の教えをイエスは教えて来られました。 

そして、その上で、今それがここで成就したと言われるのです。救い主は確かにあなたがたが見てい

る前で十字架で死んだ。救い主はあなたがたが今見ているように、敢然とその死からよみがえって来た。 

そして、この救い主を信じるすべての人を神は救ってくれると、このすばらしいメッセージがここから

出て行くのです。だから、イエスはここでご自分が語って来たことが成就したことを明らかにされるの

です。だから、私たちの信仰は「聖書に立とう」と言うのです。なぜなら、神が言われたことは必ずそ

うなるからです。もし、そうでなければ神のメッセージではないのです。時代によって変わって来ると

いうのではだめなのです。変わらないメッセージが存在しているのです。今私たちが手にしているメッ

セージです。この１００年間で書かれたものではありません。なぜなら、約２０００年前に完成をみた

ものだからです。そのメッセージはいつも同じことを私たちに教えるのです。「救世主は苦しみを受ける。

救世主はよみがえる。救世主によって救われる。」と。 



２．主からの使命  － 主の証人となる －  ４８－４９節 

 その成就を教えた後、４８－４９節には「主からの使命」が書かれています。「あなたがたは、これら

のことの証人です。:49 さあ、わたしは、わたしの父の約束してくださったものをあなたがたに送ります。あなた

がたは、いと高き所から力を着せられるまでは、都にとどまっていなさい。」、「主の証し人となる」というの

が主から与えられた使命です。イエス・キリストの証人となりなさい、イエス・キリストを証する者に

なりなさいと、そのために私たちは二つのことを覚えなければいけません。 

（１）主のメッセージを生きる 

私たちは自分の言いたいメッセージを語るのではありません。主が命じたことを語らなければいけな

いのです。なぜなら、エペソ１：２０から見ると、イエスは復活をもって教会のかしらとなったからで

す。「:20 神は、その全能の力をキリストのうちに働かせて、キリストを死者の中からよみがえらせ、天上におい

てご自分の右の座に着かせて、:21 すべての支配、権威、権力、主権の上に、また、今の世ばかりでなく、次に来

る世においてもとなえられる、すべての名の上に高く置かれました。:22 また、神は、いっさいのものをキリスト

の足の下に従わせ、いっさいのものの上に立つかしらであるキリストを、教会にお与えになりました。:23 教会は

キリストのからだであり、いっさいのものをいっさいのものによって満たす方の満ちておられるところです。」、

つまり、私たち信仰者のかしら、主人は主イエス・キリストです。教会のかしらも主イエス・キリスト

です。私たちの責任はこの方に従うことです。だから、この方が語れと言われたメッセージを語るので

す。この聖書が記していることです。私たちは主イエス・キリストがだれなのか、この方がいったい何

をしてくださったのか、そして、私たち人間はこの方に対して何をしなければならないのか、そのこと

を語るのです。私たちは「罪の赦しを得させる悔い改め」（４７節）を人々の前で語らなければいけないの

です。｢あなたは神に逆らうことを止めて、罪を悔い改めて、赦しを与えてくださる主イエス・キリスト

を信じなさい。｣と、これが神が私たちに託されたメッセージです。 

（２）主の力によって生きる 

４９節に「いと高き所から力を着せられるまでは」とあり、これは聖霊なる神のこと、使徒の働き１：８

に記されていることです。「しかし、聖霊があなたがたの上に臨まれるとき、あなたがたは力を受けます。そし

て、エルサレム、ユダヤとサマリヤの全土、および地の果てにまで、わたしの証人となります。」と。イエスは

そのことをすでにヨハネの福音書１４章で話されています。私たちには聖霊が与えられることを。つま

り、証人としてキリストの証をして行くために、そして、キリストが命じられたことを私たちが生きて

行くためには「神の助け」が必要なのです。その助けが与えられるから与えられる日まで待っていなさ

いと言っているのです。 使徒の働き１章には聖霊が降ったこと、そして、２章からはその力をもって使

徒たちはキリストの証人として生き、全世界へ出て行く、そのことが記されているのです。 

その使命は私たちもいただいているのです。「語りなさい、主イエス・キリストのすばらしさを。主イ

エス・キリストが備えてくださった救いを語って行きなさい。」と、この使命は私たちにも与えられてい

るのです。信仰者の皆さん、このキリストの復活を記念する復活祭、私たちがしっかりと覚えておきた

いことは、イエス・キリストの復活というこの事実は、私たちに力強い確信を与えてくれたということ

です。イエス・キリストの約束はただの戯言ではありません。ただ私たちを慰めようとしているのでは

ないのです。イエス・キリストの死からのよみがえりは、私たちにこんなにすばらしい確信をもたらし

てくれたのです。私たちはいつか肉体が滅びたとしても、その後、永遠を主とともに過ごすのです。こ

のイエス・キリストによって信じるすべての人の罪は赦されるのです。そして、この救いは、全世界の

すべての人に、信じるすべての人に与えられるのです。このメッセージを私たちは語らなくてはいけな

いのです。特に、イースターを覚えるこの日、信仰者の皆さん、今一度、自らの歩みを吟味して、本当

にこの使命を果たす者として生きているのかどうか、そのことを考えて見てください。そして、願わく

は、一人ひとりがその使命に真剣に向き合って、あなた一人が感謝するだけでなく、このすばらしいメ

ッセージを語る者として歩み続けてください。キリストの復活はこんなにすばらしい祝福、約束を私た

ちに与えてくれたのです。 


