
GOD WITH US 
 Part 8: JESUS  

Message 25– VICTOR:  

The Post-Resurrection Appearance of Jesus 

神は我らと共に 
パート８：イエス様 

第２５メッセージ－勝者： 

復活後のイエスの出現 

 

はじめに 

 復活後４０日間、イエスは多くの場所で個人や人々の集り

に幾度もお現れになったが、４つの福音書には、その内のほ

んの一部しか記録されていない。 そのことを使徒パウロが明

らかにしている： 

 わたしが最も大事なこととしてあなたがたに伝えたのは、

わたし自身も受けたことであった。すなわちキリストが、聖

書に書いてあるとおり、わたしたちの罪のために死んだこ

と、そして葬られたこと、聖書に書いてあるとおり、三日目

によみがえったこと、ケパに現れ、次に、十二人に現れたこ

とである。そののち、五百人以上の兄弟たちに、同時に現れ

た。その中にはすでに眠った者たちもいるが、大多数はいま

なお生存している。そののち、ヤコブに現れ、次に、すべて

の使徒たちに現れ、そして最後に、いわば、月足らずに生れ

たようなわたしにも、現れたのである。 

（第一コリント１５：３－８） 

 パウロが言った様に、空の墓は、復活後のイエスの幾度も

の出現と、それらが信者に与えた影響と相まって、イエスが

死に打ち勝ったことを証明する証拠を構成している。 それら

の出現を順に調べていきましょう。 

エマオへの道：ルカ２４：１３－３５ 

 

 日曜日の午後に、二人の弟子たちがエルサレムからエマオ

の村まで歩いているときにイエスに出会った。 イエスは、彼

らに何を話し合っているのか尋ねられながら、共に歩かれ

た。 二人はそれがイエスであることに気が付かなかった。 

 イエスは彼らに言われた、「歩きながら互に語り合ってい

るその話は、なんのことなのか」。彼らは悲しそうな顔をし

て立ちどまった。そのひとりのクレオパという者が、答えて

言った、「あなたはエルサレムに泊まっていながら、あなた

だけが、この都でこのごろ起ったことをご存じないのです

か」。（ルカ２４：１７，１８） 

 彼らはイエスに起きたこと、そして彼らの希望がイエスの

死によって断ち切られたことを説明した。 しかし、また、天

使たちがイエスが生きておられると女たちに告げたことに困

惑していることを話した。それからイエスは、彼らに直接話

し始められた： 

 そこでイエスが言われた、「ああ、愚かで心のにぶいた

め、預言者たちが説いたすべての事を信じられない者たち

よ。キリストは必ず、これらの苦難を受けて、その栄光に入

るはずではなかったのか」。こう言って、モーセやすべての

預言者からはじめて、聖書全体にわたり、ご自身についてし

るしてある事どもを、説きあかされた。（ルカ２４：２５－２７） 

 夕食の際に、彼が感謝をしてパンを割ったとき、「彼らの

目は開かれ、彼がイエスであったことを認めた」（ルカ２４： 

３１）、その後、イエスは姿を消された。 彼らはエルサレムに

戻り、他の弟子たちに、主を見たこと、そして「彼はシモン

（ペテロ）に現れた」と言った（ルカ２４：３４）。 パウロもまたそ

れを第一コリント１５：５に記している。 



イエス、弟子たちに現れる： 

ルカ２４：３６－４９＆ヨハネ２０：１９－２３ 

 

 イエスが弟子たちの前に最初の日曜日の夕方に出現された

ことについて２つの説明がある。 路上でイエスに出会った 

２人の男たちについてのルカの説明は、彼らが他の弟子たち

に出会いを報告している間も続いている。 イエスは突然部屋

に現れられた。 

 

 彼らは恐れ驚いて、霊を見ているのだと思った。そこで 

イエスが言われた、「なぜおじ惑っているのか。どうして心

に疑いを起すのか。わたしの手や足を見なさい。まさしくわ

たしなのだ。さわって見なさい。霊には肉や骨はないが、 

あなたがたが見るとおり、わたしにはあるのだ」。」 

（ルカ２４：３７－３９） 

 イエス様は、幽霊でないことを証明されるために、彼らと

共に魚を食べられた。 イエスの死と復活が多くの預言の成就

のために必要であったことを旧約聖書から説明された。 

 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 

言われた、「こう、しるしてある。キリストは苦しみを受け

て、三日目に死人の中からよみがえる。そして、その名によ

って罪のゆるしを得させる悔改めが、エルサレムからはじま

って、もろもろの国民に宣べ伝えられる。あなたがたは、 

これらの事の証人である。見よ、わたしの父が約束されたも

のを、あなたがたに贈る。だから、上から力を授けられるま

では、あなたがたは都にとどまっていなさい」。 

（ルカ２４：４５－４９） 

 

 ヨハネの福音書には、同じ晩の平行した説明があります。 

同様のことが強調されている。イエスが幽霊ではなかったと

いう物理的証拠、そして弟子たちの将来の使命への最初の委

任。 ヨハネはまた、霊の初期の恵みについても述べている。 

 その日、すなわち、一週の初めの日の夕方、弟子たちは 

ユダヤ人をおそれて、自分たちのおる所の戸をみなしめてい

ると、イエスがはいってきて、彼らの中に立ち、「安かれ」

と言われた。そう言って、手とわきとを、彼らにお見せにな

った。弟子たちは主を見て喜んだ。イエスはまた彼らに言わ

れた、「安かれ。父がわたしをおつかわしになったように、

わたしもまたあなたがたをつかわす」。そう言って、彼らに

息を吹きかけて仰せになった、「聖霊を受けよ。あなたがた

がゆるす罪は、だれの罪でもゆるされ、あなたがたがゆるさ

ずにおく罪は、そのまま残るであろう」。 

（ヨハネ２０：１９－２３） 

 弟子たちはイエスから聖霊の初期の恵みを受けた。 ペンテ

コステの日（使徒の働き第２章）は、イエスの弟子たちに御霊の 

完全な恵みをもたらし、「教会の誕生」へと繋がった。 

 

イエス、トマスに現れる：ヨハネ２０：２４－２９ 

 

 弟子トマスは復活の日曜日の夜に、イエスが最初に現れら

れた時にはその場にいなかった。 トマスは人々の報告を信じ

なかった（他の弟子たちが女たちの報告を信じなかった様に）。 

 ほかの弟子たちが、彼に「わたしたちは主にお目にかかっ

た」と言うと、トマスは彼らに言った、「わたしは、その手

に釘あとを見、わたしの指をその釘あとにさし入れ、また、

わたしの手をそのわきにさし入れてみなければ、決して信じ

ない」。（ヨハネ２０：２５） 

 イエスは、トマスに信じる必要がある証拠を優しく与えら

れた。 



 八日ののち、イエスの弟子たちはまた家の内におり、トマ

スも一緒にいた。戸はみな閉ざされていたが、イエスがはい

ってこられ、中に立って「安かれ」と言われた。それからト

マスに言われた、「あなたの指をここにつけて、わたしの手

を見なさい。手をのばしてわたしのわきにさし入れてみなさ

い。信じない者にならないで、信じる者になりなさい」。 

トマスはイエスに答えて言った、「わが主よ、わが神よ」。

（ヨハネ２０：２６－２８） 

 このトマスとの出会いの後のイエスのコメントをヨハネが

含んだのは、その福音の将来の読者が、イエスへの信仰をそ

の復活の主であられる個人的な出現なしに置くことが出来な

いことを知っていたからである。 

 イエスは彼に言われた、「あなたはわたしを見たので信じ

たのか。見ないで信ずる者は、さいわいである」。 

（ヨハネ２０：２９） 

 

イエスの魚の捕獲の奇跡：ヨハネ第２１章 

 イエスの３回目の出現は、ガリラヤ湖で釣りをしていた弟

子たちの前であった。 彼らは、イエスの復活後、イエスに命

じられた通り、すでにエルサレムから北のガリラヤへ移動し

た。 復活後のイエスの出現の物語りの中で最も長い。 最初

は、漁師たちは海岸のイエスに気が付かなかったた、彼が奇

跡的な大量の魚の捕獲をもたらしたとき、彼らはそれが主 

イエスであることを悟った。 

 イエスの愛しておられた弟子が、ペテロに「あれは主だ」

と言った。シモン・ペテロは主であると聞いて、裸になって

いたため、上着をまとって海にとびこんだ。しかし、ほかの

弟子たちは舟に乗ったまま、魚のはいっている網を引きなが

ら帰って行った。陸からはあまり遠くない五十間ほどの所に

いたからである。 彼らが陸に上って見ると、炭火がおこして

あって、その上に魚がのせてあり、またそこにパンがあっ

た。 （ヨハネ２１：７－９） 

 彼らは共に食事をした後、イエスはペテロのイエスへの愛

を三回宣言することをお許しになられた。 イエスの逮捕の夜

のペテロの３回の否定を挽回させられるお目的であった可能

性が高い。 

 彼らが食事をすませると、イエスはシモン・ペテロに言わ

れた、「ヨハネの子シモンよ、あなたはこの人たちが愛する

以上に、わたしを愛するか」。ペテロは言った、「主よ、そ

うです。わたしがあなたを愛することは、あなたがご存じで

す」。イエスは彼に「わたしの小羊を養いなさい」と言われ

た。またもう一度彼に言われた、「ヨハネの子シモンよ、わ

たしを愛するか」。彼はイエスに言った、「主よ、そうで

す。わたしがあなたを愛することは、あなたがご存じで

す」。イエスは彼に言われた、「わたしの羊を飼いなさ

い」。イエスは三度目に言われた、「ヨハネの子シモンよ、

わたしを愛するか」。ペテロは「わたしを愛するか」とイエ

スが三度も言われたので、心をいためてイエスに言った、

「主よ、あなたはすべてをご存じです。わたしがあなたを愛

していることは、おわかりになっています」。イエスは彼に

言われた、「わたしの羊を養いなさい。 

（ヨハネ２１：１５－１７） 

 イエスを愛していると口で告白したなら、次は、私たちの

神への愛を、神に喜ばれるために生きることよって証明する

必要がある。 その後、ペテロは、自身の具体的な任務を果た

すことによって、イエスへの愛を示す。 あなたの人生は、 

イエスへの愛をどのように示しておられるでしょうか？ あな

たのための主の任務をどの様に果たしてられるでしょうか？



一旦立ち止まり、あなたの人生に持っておられる新しい任務

が何であるかを尋ねる時でしょうか？ 

 いつかペテロは、イエスに仕えるための最終的な代償を払

うことをイエスはほのめかされた – ペテロは殉教の死を迎え

る。 そしてイエスは、ヨハネの福音書の冒頭で弟子たちと最

初に出会われたときに記録されたときと同じ言葉をかけられ

た:「わたしに従ってきなさい。」（ヨハネ１：４３）。 浜辺を歩

きながら、ペテロは、すぐ後ろを追っていたヨハネの運命に

ついての質問をイエスにした。 

 イエスは彼に言われた、「たとい、わたしの来る時まで彼

が生き残っていることを、わたしが望んだとしても、あなた

にはなんの係わりがあるか。あなたは、わたしに従ってきな

さい」。こういうわけで、この弟子は死ぬことがないという

うわさが、兄弟たちの間にひろまった。しかし、イエスは彼

が死ぬことはないと言われたのではなく、ただ「たとい、わ

たしの来る時まで彼が生き残っていることを、わたしが望ん

だとしても、あなたにはなんの係わりがあるか」と言われた

だけである。（ヨハネ２１：２２、２３） 

 「あなたには何の関わりがあるか？」の原則である。頻繁

に、生活の中で、神がなさっておられるることと他人の生活

の中で神がなさっておられることとを比較してしまうことが

ある。 しかし、神は、誰にでも全ての人に当てはまる課題や

人生の物語をお用いにならない。 一人一人に固有の召しと任

命を与えられる。 ですから、あなたの人生における神の方法

を他の人の物語と比較しそうになるときは、この場面とイエ

スのペテロへの言葉を思い出しましょう。 私たちの召しは、

イエスに従うことである。 それが一人一人とどの様に関わる

かを判断することは、イエスの仕事である。 

偉大な使命：マタイによる福音書第２８章１８－２０節 

 ガリラヤに滞在された間に、イエスは山頂で、１１人とお

そらくもっと多くの人々の前に現れられた。 彼らに将来のた

めの彼らの行進命令を「偉大な使命」として知られている一

節で与えられた。 

 さて、十一人の弟子たちはガリラヤに行って、イエスが彼

らに行くように命じられた山に登った。そして、イエスに会

って拝した。しかし、疑う者もいた。イエスは彼らに近づい

てきて言われた、「わたしは、天においても地においても、

いっさいの権威を授けられた。それゆえに、あなたがたは行

って、すべての国民を弟子として、父と子と聖霊との名によ

って、彼らにバプテスマを施し、あなたがたに命じておいた

いっさいのことを守るように教えよ。見よ、わたしは世の終

りまで、いつもあなたがたと共にいるのである」。 

（マタイ２８：１６－２０） 

 それがイエスの従者たちに対する使命である。 時代は異な

り、文化は異なり、受容性のレベルは異なるが、偉大な使命

は、イエスの従者たちにとっては、時代を超越した職務内容

である。 この使命を果たすことに成功したということは、

「聖霊の力によって、すべての人とイエスの愛を分かち合

い、その結果を神に委ねる」ことを意味すると誰かが言っ

た。 あなたはこの使命を果たしておられるでしょうか？ 

 

イエス、天国に上げられる： 

使徒１：１、及びルカ２４：５０－５３ 

 

 ルカの福音書と使徒の働きは、ルカによる、全編後編の二

部構成である。 ルカの福音書の終わりに、弟子たちの前の最

初の日曜日の夕方のイエスの出現の物語の直後に引き続き、



非常に短い「昇天の物語」に触れている（ルカ２４：５０－５３）。

使徒の働きの最初の章で、弟子たちに最初に出現されたイエ

スを見送ったところから拾い上げていることから、ルカは出

来事をシンプルにまとめることを重視するためにその様に記

したと考えられる（使徒１：４５、ルカ２４：３６－４９と比較）。 そし

て復活の４０日後に起こった天国へのイエスの昇天に直行し

ている（ルカ２４：５０－５３と比較して使徒１：６－８）。 使徒の働きに

おいて、ルカは、イエスの昇天がいつどのようにして起こっ

たかについてより詳しく述べている。 

 

 さて、弟子たちが一緒に集まったとき、イエスに問うて言

った、「主よ、イスラエルのために国を復興なさるのは、 

この時なのですか」。彼らに言われた、「時期や場合は、父

がご自分の権威によって定めておられるのであって、あなた

がたの知る限りではない。ただ、聖霊があなたがたにくだる

時、あなたがたは力を受けて、エルサレム、ユダヤとサマリ

ヤの全土、さらに地のはてまで、わたしの証人となるであろ

う」。（使徒の働き１：６－８） 

 このイエスの最後の出現は、復活の４０日後、そしてペン

テコステの日のわずか１０日前に起こった（使徒第２章）。 彼の

最後の言葉は、またしても、その信者たちの中心的な使命に

関するものであった。 

 

  注釈：マルコの福音書「延長版の終わり」： 

マルコ１６：９－２０ 

 マルコによる福音書の原本は、１６章８節で終わる。 後の

写本には、後の編集者によって挿入された「延長された締め

くくり」の部分が含まれている。 ほとんどの学者は、その追

加の部分を「神のみことば」の一部として認めていない。

「後の社説の挿入」として受け入れている。 

 

討論のための質問 

 

１．イエスの復活の後の出現の大部分において、イエスが弟

子たちに送ったメッセージの中の「中心的な推力」は何です

か。 

 

２．イエスとペテロとの対話について、何が際立っています

か。 トマスとの対話はどうですか？ 

 

３．ルカは、エマオへの道を進んでいる２人の名の知られて

いない弟子たちに、イエスが姿を見せられたことに焦点を当

てたと思いますか？ 

 

 

 

 

 

 


