
十字架から王位へ 

ヨハネ20章：1節～9節 

  

皆様、イースターおめでとうございます！ 今日、私たちは世界中のキリストの兄弟・姉

妹と共に祝っています。 この特別な場所は、イスラエルのエルサレム、聖墳墓(せいふん

ぼ)教会です。 スクリーンを見て下さい。 ローマのコンスタンティンヌ1世は300年頃

に、たぶんイエスが葬られて甦えられた場所の上に教会を建てました。 それが正確な場

所であるかは、実はわかりません、しかし、これは人々が特別な場所として復活を祝う所

です。 教会の外や内部と墓自体を見ることができます。建物は崩壊の危険にさらされて

いたので、近年改修されました。 既存の赤大理石の板も修復されました。 観光客が墓の

区域の中を見ることができるように、壁に窓が作られました。 

  

ところで、ＡＰ通信（主流な米報道機関）は、「キリスト信仰は、イエスがこの場所で再

び生き返りこの場所から天国へ行ったと教える」という誤報を書きました。 マスコミの

キリスト信仰に関する明らかに間違った情報でした。 例えば、ニューヨークタイムズ

は、「キリスト教徒は、イエスがまだ聖墳墓教会に葬られていると思っている」と、少し

前に書きました。 今日は、我々がキリストの中にある事実と信仰のために、再び復活の

話を聞く、とても良い機会です。 

  

さあ、今年もイエスの空っぽの墓の前に再び立っています。 驚きです。 素晴らしいで

す。 我々が信じている聖書の教えが真実であるならば、これは人間の歴史で中心となる

出来事です。 これは、言葉で言い表されないほどの、善い知らせ（素晴らしい知らせ）

です。 

  

しかし、最初にそれを聞く人々は、そのように思いません。 何よりも始めから話が示唆

するよりも大げさに感じています。 話されても、彼らは復活のメッセージを受け入れる

ことができません。 復活のメッセージが彼らの耳に届いてもそれを「善い知らせ」と認

めることができないし、変えられることも、高められることも、出来ない。今でも世界で

多くの人々はそうだと言います。説明できますか？  

  



結局、イエスの弟子がぶつかっていた問題は、悪の問題でした。今日、全く我々がそうで

あるように、なぜ、愛する者の死とか、各々の死とか、病気や不公平や崩壊した関係のよ

うに、悪いものがこの世に存在しているのですか？ どのように、神は主の人々がテロリ

スト（先週シュロの日曜日の週、エジプトで起こりました）によって教会で殺されるのを

許すことができますか？  

  

 悪の存在する三角形は、深い問題を示しますね： (1) 神は素晴らしい、(2)、神は善

い、 

(3)、悪は現実。 どのように、それらの三つは、同時に真実でありえますか？  

  

そして、弟子がそうであったように、喪失、悲しみ、恥辱と冷たい不当、難しい現実に直

面しなければならないとき、我々はどんな望みにしがみつくことができますか？ 答えを

求めるために、聖書の復活について、より詳しく見ましょう。 

  

マグダラのマリアは自身の目で空っぽの墓を見ます、しかし、彼女は、少なくともその瞬

間の他に何かより、彼女に意味のある説明をはじき出します。 彼女は報告し、（v. 

2b）。「だれかが墓から主を取って行きました！」墓荒らし。 彼女が2人の天使とイエス

に会っていても何が起こったか言い続けて、（vv. 12-15）。マルコの箇所でも、彼女と

一部の他の女性が空っぽの墓と天使に会った瞬間でも彼女らは「驚いた」（16：5-6）、

それから、墓から逃げて、誰（16:8）にも何も言わないで、彼女らは「震えていて、混乱

していた」。 ルカの箇所は、彼女らが空っぽの墓を見たとき、（v. 24:4）を「怪しんで

いた」と言います。 彼女らは、少なくとも後で、知らせを使徒に報告しに行きました

が、これらの男性は女性を信じませんでした。 「この話はたわごと」（24:11）。 マル

コ（16:11）でも信じなく、その後2人の他の弟子が直接イエスに会って、それを報告した

時でさえも、他の弟子が彼らを信じることができないのです。これは、信頼（キリストの

ために世界を変えに行く準備ができている）であふれているはずの使徒らでしょうか。 

  

 使徒らの不信心は、マルコ（16:14） 「後になってイエスは、その11人が食事してい

るところに現れ、彼ら不信仰をお責めになった。彼らが、よみがえられたイエスを見た人

たちの言うことを信じなかったからである。」 12人の使徒のトマスも、彼が彼自身の目

でイエスに会い、彼自身の手で彼にさわることができない限り、そのような話を信じるこ



とを拒否します（ヨハネ20：25）。 マタイ（28:17）は、イエスが40日後に彼が天国に戻

ったときでも、弟子の何人かがまだ彼を疑っていたと。 

  

なぜ、彼らが復活の善い知らせを受け入れることは、それほど難しかったのでしょう？ 

ヨハネの20：9に注目点があります。「彼らは、イエスが死人の中からよみがえらなけれ

ばならないという聖書を理解していなかった。」文化的な背景と世界観で、我々は色々な

理由のために復活の話を受け入れるのに苦労するかもしれません。 しかし、そこに最初

の聞き手が逃した何かがあります。毎年この時期にその話を聞いても、また我々はそれを

聞き逃しているかもしれません。 

  

 ルカ24：6b-7 天使は言う「まだガラリヤにおられたころ、お話になったことを思い出

しなさい。人の子は必ず罪人らの手に引き渡され、十字架につけられ、三日目によみがえ

らなければならない、と言われたでしょう。」 

  

そうそう、私は忘れたと思います。 あなたは、これまでに最も重要なものを忘れたこと

ありますか？ 前にも話しましたが、私が中学校バスケットボールの試合中、時間がない

と思ってうろたえて、敵のゴールにシュートしたことがあります。 バスケットボールの

試合は、いつもベンチにいた私のチームメイト・ビルについて聞かされたのを何人かの方

は憶えているかもしれません。 コーチが彼の名前を呼んで、ゲームに加わるように彼に

言ったとき、彼はびっくりして、トレパンだけでなく下着をもつかんで一緒に脱いでしい

ました。 （彼のあだ名が「“Moon” Foster」由来となった。）私の同僚で東京大学の入学

試験をした親友がいます。 彼は緊張のあまり、テストの始めにテスト小冊子を受けた時

点で、すべてを忘れ「私の頭は真っ白になりました」と、話しました。 彼は、そこで最

も基本的なものさえ覚えていることができませんでした。 幸いにも、彼はしっかり持ち

直して東大に入りました。しかし人間は時々、特にストレスの下で、最も重要なものを忘

れますね。 

  

聖書では、イエスが復活するという約束を覚えている人々がいましたが、それは使徒たち

でありませんでした。 それはイエスの敵の役目の聖職者とパリサイ人でした。マタイ

27：63-64aは、彼らピラトに「閣下。あの、人をだます男がまだ生きていたとき、『自分

は三日の後に、よみがえる。』と、言っていたのを思い出しました。ですから、三日目ま

で墓の晩をするように命じて下さい。」 



  

彼らと対照的に、弟子たちこそが生き返るというイエスの約束を言うべきなのですが、そ

うしません。 ルカはイエスが甦った日に、弟子の二人と並んで来たと書いています。弟

子らはエマオと呼ばれている村への道を歩いていました。 何かの理由で、彼らは、それ

がキリストであるということを知りませんでした。 イエスは彼らを会話に加わり、そし

て、イエスが死ぬ前に、すぐに彼らがイエスと共にいたときにあった望みをあきらめてい

たことが明白になりました。 （24：25-27）「するとイエスは言われた。『ああ、愚かな

人たち。預言者の言ったすべてを信じない、心の鈍い人たち。キリストは、必ず、そのよ

うな苦しみを受けて、それから、彼の栄光に入るはずではなかったのですか。』」「イエ

スは、モーゼおよびすべての預言者から始めて、聖書全体の中で、ご自分について書いて

ある事がらを彼らに解き明かされた。」 

  

 この同じことはその日再び起こります、神が強調のためにそれを繰り返すことによって

我々に重要な何かを聖書を通して話しています。 イエスは主の弟子のより多数のグルー

プに現れて、彼が再び生きていることを明らかにします。さらにイエスは、復活が何を意

味するかについて彼らが理解することを望みます。  

  

ルカ24：44-49 

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ゼの律法と預言者と詩編とに

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。 

49：さあ、わたしは、わたしの父が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。」 



  

わかりましたか？ 実は、イエスの死と復活は起こるずっと前から聖書にありました。 ず

っと旧約聖書にあり、天使が墓で女性たちに思い出させたように、キリストも何度も何度

も彼らに話しました。 聖書のあらゆる箇所でその言葉は読むことが出来ます。例えば、

マタイだけでも（12:40; 16:21; 17：22-23;、そして、20：18-19）。 しかし、それ以前

からも神は主の人々に救世主（世界の人々を救う偉大なリーダー）を送る計画について、

何年も話していました。 

  

イエスの弟子は、最初はこれを理解しません。 そして、復活の教えを覚えていないとい

う彼らを 我々はあまり攻めてはいけないでしょう。 結局、彼らは心からの悲しみにあ

ります。そして、喪失の後にとてつもなく辛くなっている人々に理性的に行動することを

期待することは、現実的でありません。 しかし、彼らが復活を覚えていないので暗くて

絶望の中にいると信じているが、実際は、喜びと神がしていることに対する斬新な新しい

ビジョンを得る大きな理由があったのです。 

  

イエスが生きているのを見に来たあと、彼らは聖書に立ち返って、キリストをそこで見つ

ける作業を始めます。 イエスが天国に戻ったあとも続けられ、それは後で新約聖書を書

くかなめとなる理由の1つになります。 このように、主の使徒は、イエスがこの世の彼ら

と一緒の人間であったときに彼らが持っていた思いより、深くイエスを知ろうとしまし

た。 

  

聖書はイエスの教えを、「ナザレのイエスは、紀元前3年に生まれて、死んで、西暦30年

にエルサレムで生き返ります。」と直接の言葉でなく、神は話を通して象徴や想像でより

話すほうを選びます。 十字架に繋ぐ言葉の例は、  

  

(1) 創世記3:15 初の男と女を罪に導いたヘビに仰せられた。「わたしは、おまえと女と

の間に、また、おまえの子孫と女の子孫との間に、敵意を置く。彼は、おまえの頭を踏み

砕き、おまえは、彼のかかとにかみつく。」キリスト教徒は、ヘビのものとしての十字が

ヘビの頭を押しつぶしている主のものとしてメシアのかかとと復活を押しつぶしている

か、悪と死を破っているのを見に来ました。  

(2) 創世記22章 父なる神の唯一の息子の人生を捧げた強力なイメージは、アブラハムが



イサクを生贄として捧げる準備をするのを見ます。  

(3) 民数記21：4-9 モーセの話で、彼が青銅のヘビを持ち上げ、それに来る人々は救わ

れることができます。 イエスは、ヨハネ12:32で不正なご自身の死について、「わたしが

地球から上げられるなら、わたしはすべての人を自分のところに引き寄せます。」  

(4)詩編22（5）詩編69 今読むには時間が無いですが、慎重に詩篇22章と69章を読み通す

ためにはかなりの時間がかかります。 十字架（例えばイエスの服を分けるために賭博を

している人々）の視覚映像と人々がそこで言う言葉は、これらの讃歌の中で著しく明白で

す。  

(6) イザヤ53：1-12の忘れられない「苦難のしもべ」歌があります。クリスチャンは、

「十字架のキリスト」と解釈します。  

(7) ダニエル9:1以降のダニエルの幻（26節）に「油を注がられた者は断たれ、彼には何

も残らない。」とあります。十字架の予言としてクリスチャンに解釈されています。 

  

旧約聖書の筆者らもキリストの復活の前に至るまでを見ているようです。  

(1) 詩編16：10‐11「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なりません。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。  

(2) マタイ12:40 ヨナが大きな魚の腹でいるとき、神は死の近くから彼を生き返らせる

ために特別な何かをします。イエスは、旧約聖書にある神の仕事のこのパターンについ

て、「ヨナは三日三晩大魚の腹の中にいましたが、同様に、人の子も三日三晩、地の中に

いるからです。」 

  

(3)最後に、ホセア6：2 「主は二日の後、私たちを生き返らせ、三日目に私たちを立ち

上がらせる。私たちは御前に生きるのだ。」 

  

ヨハネの復活の話の後半に、天使とイエスがマリアに尋ねます、「なぜ泣いているのです

か？」、彼女の答えの一部はすべての弟子と同じことです。 彼らは神の言葉を教えられ

たにもかかわらず、その完全な意味をまだ理解しなかったので、まだ復活の喜びを受ける

ことができません。 我々も同様です。 復活祭のよい知らせは神がいつも約束を守ってい



るのを見る時に素晴らしい知らせとなるのです。神はイエスの死と復活を通して私たちを

救うことをずっと前から聖書に記しています。 

  

重要なことは、十字架の恐ろしい死に方をしたイエスを、弟子たちは非常に恐れを感じて

いたが、実際は彼が救い主であるということを証明したまさにそれであったことです。 

彼らが理解出来ず、疑い、心をつぶされたままなのは、実は、神が最初から明確に計画し

たものでした。 そのひどい死を通して、神はすべての人々の永遠の生命のために復活の

可能性をもたらしていました。 イエスは、最も辛く重い任務を十字架の上で、終えなけ

ればなりませんでした。 そうするまで、彼は死ぬことが出来ず、だからこそ、彼は言う

ことができました、「完了した。」イエスの友人らは、より良い何かをイエスの処刑を通

して見ることができませんでしたが、愛する父は見ていました。 神が主の語を通して約

束したのは、キリストの十字架に払った代価によって我々の救いがもたらされたのです。 

イエスが味わった苦しみは、神がイエスの人生ためにずっと前に作った計画をくつがえし

ませんでした。 まさに正反対、十字架はそれらの計画を達成して、死そのものに対する

さらに素晴らしい勝利を可能にしました。 

  

そして、イエスにとって、墓からこの世へ戻る始めの一歩は、次に主の本当の家(天国)の

戻るためのものでした。 イエスと天の父は、何も、死さえも、イエスを引き留めておく

ことができないとずっと知っていました。 キリストは父の元に戻り、そして、我々弟子

が死に直面するとき、イエスの元に行くための道を整えました。 彼は我々の先に行き、

死に毅然と立ち向かい、征服して、我々が永遠の生命という希望で毎日を生きるようにし

て下さいました。 言い換えると、彼は十字架から王位へ歩みました。 十字架は、恥辱、

喪失と不当の場所でした。 しかし、その時間を経験して、神の昔からの計画通りに、い

つも神と主の人々が名誉、進歩、正義、美しさ、神の栄光で生きることを可能にしまし

た。 

  

そういうわけで、我々は復活祭を祝っています。 この崩壊した、罪深い世界にいる限

り、我々はどうしても避けられない方法でキリストに寄り添って過ごすでしょう。しか

し、今日再び、あなたに善い知らせを伝えることは、私の大きな喜びと名誉です：いつも

必ずしもそうとは限りません。王位の時は、我々を待っています。我々はすでにそれに進

み始めました。イエスの死と復活のおかげで、すべての力と美しさの神との永遠の家が、

天国にあります。日々、神は、永遠に天の家にいるのを心から喜ぶ人々になるように我々

を育てながら、少しずつ準備をさせています。この世に残っている我々の毎日を（わずか



であるか多くであるにせよ）、絶え間ない日々に、我々が王なるイエス、復活の君、全能

の神と過ごす善と喜びの前を行くように示された、希望の一日でありますように。これの

ために、感謝と賛美を持って神に祈りましょう。 

  

生や死をも支配する神様、私たちは今日あなたと復活祭を祝います。生きて、死ぬために

キリストを来させ、再び生き返らせ、私たちを戻すために天国への道を開いて、私たちや

全世界の人々を気にかけて下さる神様を祝福します。お父様、私たちはイエス様の人生の

贈り物が唯一で、決して繰り返されないということを知っています。 私たちの一生も繰

り返せないことを発見します。 神様の栄光の下で、時々私たちは苦難を経験します。 あ

なたの愛する御手でしっかりと私たちを捉えてください。 あなたがすでに何を話したか

覚えられるように、私たちの心を強めてください。 あなたの言葉とあなたの変わらない

愛の力を通して、私たちに毎日力と喜びと復活の希望を抱いて生きていくことを教えてく

ださい。 イエス様のお名前によって祈ります。 アーメン。 
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