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見えるもの、見えないもの
ルカ24:1〜 12/李 正雨師
今日、私たちに与えられた福音書の箇所は、ルカによる福音書が伝えてくれる復活の言葉です。先週の主
日と水曜日、私たちは説教と聖書の分かち合いを通して、イエス様のエルサレムの入城について分かち合い
ました。特 に水曜 日の聖書 の分 かち合 いの時間には、4つ の福音書を比較 しなが ら、各福音書 の持 ってい る特
徴 について話 し合 いま した。一般 に、共観福音書 と呼ばれてい るマ タイ、マル コ、ル カの福音書は、書かれ
てい る内容が似 ています。 マル コよりはマ タイ の福音書が、マ タイ よりはルカの福音書 の方 が もつ と詳 しく
書かれていますЭそれで、共観、共通 の観 ′
くの福音書だ とい うのです。 ところで、 ヨハネによる福音書には、
この三つの福音書に書かれていないことが書かれています。多分、す でに書かれた内容 を再び書 く必要はな
かつたか らだ と思います。 しか しこの ヨハネによる福音書 も、イエス様 のエル サ レムの入城か らは、共観福
音書 と様 々な箇所が重な ります。重 なる理 由は、イエ ス様 の苦難 と死、十字架 と復活 が、私たちキリス ト教
にとっては、最 も大切なものだか らです。今 日は、 この四つの福音書 の中で、ル カによる福音書 に書かれて
い る復活 の話をもって、皆様 と御言葉を分 かち合 いたい と思います。
今 日の福 音書は、婦人たちが明け方早 く、準備 しておいた香料を持 ってイエ ス様 のお墓に行 く話 か ら始ま
りますcこ の話は 4つ の福音書に書かれていますが、共通点が一つ あ ります。それ は、復活 に関 した初 の人
物 が皆、女性 であるとい うことです。イエ ス様 の遺体 がお墓に入 つて行 くまで、一緒にいた人 も女性たちで
したcそ れでは、12弟 子たちは何をしていたので しょ うか。皮肉な ことに12弟 子は、皆、男性です。男性 は
何をしていたので しょ うか。 ヨハネによると、イエス様 が死ぬ と、一部 の弟子 たちは、ユ ダヤ人を恐れ、 自
分たちがいる家 の戸に鍵をかけていま した。そ して、残 りの弟子 たちは、元 々の 自分 の仕事 に戻 つていま し
たcそ の中の一人は、イエス様 を裏切 りました。や は り男性はだめです よね。
イエ ス様 の復活 を迎えた初 の人物 がみんな女性だつた とい うこ と。 これには、意味があると思 いますcこ
れは当時の女性 たちの人権 と関係 があ りますが、当時の女性 たちは尊重 されていませんで した。私たちの過
去のことだ けを思い出 して も、過去 の女性 の人権は、男性 に及ばない レベルで したcそ してユ ダヤの一部 の
地域では、必要によって、家 の中の女性 が売 られることもあつたそ うです。そんなわけで、女性 の言葉は、
当然に証言 としても認 められませんで した。 ところが、神様 はこれを反対 にお使 いにな りま したc婦 人たち、
女性 たちが復活 の最初 の証人になるようになさったのです。 これは、当時の一般的な考 え方をひっくり返す
こ とで したGこ れについて、イザヤ書55章 8節 はこ う語 ります。 「わた しの思いは、あなたたちの思い と異
な り、わた しの道はあなたたちの道 と異なると、主 は言われる。」
このよ うな神様 の御 旨は、イエス様 の復活 だ けでな く、誕生 の時にも現れま した。 イエ ス様 の誕生を目撃
した人 は誰 で しょ うか。羊飼 い と東か ら来た占星術者たちです。羊飼 いは、社会的 に低 い職業 の人々であ り、
東 か ら来た占星術者 もユ ダヤ人たちに無視 されていた異邦人で した。 しか し、神様 はこの ような人々にイエ
ス様 の誕生を知 らせ 、彼 らによってメシアがこの世 に来 られたことを証言す るよ うになさいま した。 このよ
うなイエス様 の誕生 と復活 の出来事は、神様 が誰 の神様なのか、 どんな神様なのか を教えて くれ ることだ と
思います。つま り、私たちは復活 の出来事を通 して神様 の御 旨を見ることがで きるとい うのです。
福音書 の本文 に戻 りま しょ う。婦人 たちが明け方早 く行 つて初 めて見たのは、石 が墓 のわ きに転が してあ
ったことで したcそ して墓の 中に入 ると、イエス様 の遺体 が見当た りませんで した。彼 らが見たのは、空 の
墓だったのですc空 の墓を見た彼 らは、途方に暮れていま した。確 かに見 えるはず のイエ ス様 の遺体が見 え
なかったか らです。私たちもこ うい う時があるで しょ う。確信 していたことが崩れ る時があ ります。そ うな

ると、私たちの 自信 も、信念 も揺れます。先 に申 し上 げた12弟 子たちの状況 もそ うだったと思います。彼 ら
はイエ ス様がエルサ レムを征服なさると確信 していま したが、その ようにな りませんで した。弟子たちが見
たのは、十字架につ けられたイエ ス様であ り、それによって弟子たちは隠れた り、 自分 の職業に戻 つた りし
ま した。迷子 の よ うになって、途方に暮れていたか らです。今 日の福音書 の婦人たちも同様だ ったで しょ う。
婦人たちも十字架 につ けられ たイエス様 を見て、大きく失望 しただろ うと思 います。 しか し、婦人たちは香
料 も塗 らず、葬 られたイエス様 のために、明け方早 くお墓 の前に来ま した。 しか し彼 らは、空の墓以外に￨ま 、
何 も見ることがで きませんで した。
今 の私たちにとっての空 の墓は、復活 の象徴 にな りま したが、当時には、遺体を盗まれることもあったの
で、婦人 たちは大いに心配 した と思います。 自分たちの希望 が殺 され、盗まれた とい うこと￨ま 、彼 らをもつ
と途方に暮れ させたで しょ う。 しか しこれは、すべての終わ りではあ りませんで した。輝 く衣 を着た二人 の
人が婦人 のそばに現れ、 この二人は驚 くべ き話をします。5〜 6節 の御言葉です。 「婦人たちが恐れて地に顔
を伏せ ると、二人は言 つた。『 なぜ、生きてお られ る方 を死者 の中に捜す のか。 あの方は、 ここにはお られ
ない。復活なさったのだ。 まだガ リラヤにお られたころ、お話 しになったことを思い出 しなさい。』J「 死
者 の中か ら復活す ること」、イエ ス様は十字架につ けられ る前、 この話 を何度 も弟子 たちに強 く言われま し
た。 しか し、弟子 たちはこの言葉を理解す ることができませんで した。当時のユ ダヤ人たちの霊的な世界で
は、復活 とい うものは、神様 が終末の時になさるこ とであったか らです。 さらにサ ドカイ派 の人 々は、 この
復活 とい うものは信 じていませんで した。 です か ら、イエス様は引き続 き、弟子たちに復活 のこ とを言 われ
ましたが、12弟 子たちも他 の弟子たちも分か らなかったのです。
しか し、空の墓 の前 でこの話 を聞いた婦人 たちは、すべてのことを理解す ることがで きま したcな ぜイエ
ス様 の遺体が見 えなかったのか、ガ リラヤでの話がなんだったのかが分か りま したc8節 には 「そ こで、婦人
たちはイエスの言葉 を思い出 した」 と書 かれています。イエ ス様 の復活 の言葉 が実現 されたのです。婦人た
ちは墓か ら帰 り、11人 の弟子たちと他 の人 々に復活 のことを知 らせま した。 イエ ス様 の復活 のニュースが 当
時 の無視 されて、社会的弱者だ った女性 たちを通 して証言 されたのです。 しか し、 この話 を信 じなかった
人 々がいま した。驚 くべ きことに、彼 らは、使徒 と呼ばれていた人々で した。 11節 の言葉です。 「使徒たち
は、 この話 がたわ言 の ように思われたので、婦人 たちを信 じなかった。」
使徒 たちが信 じなかったことには、い ろい ろな理由があるで しょ う。常識的にも、霊的 に も、復活 とい う
ことはあ り得ないこ とだ と思 ったかもしれません。それ とも、イエス様 が復活な さった ら、当然 自分たちの
前に現れ て くだ さるのだ と思ったか も しれません。あるいは、この証言 が女性 たちの証言だつたので信 じな
かつた可能性 もあるで しょう。 しか し、イエス様は このよ うな固定観念を破 つて復活 され、この世のすべ て
の弟子 たちの救い主になって くだ さいま した。復活 の力、復活 の信仰 とい うことはこ うい うことだ と思いま
す。すべての常識 と理性 、固定観念な どを乗 り越えること。 この世では絶対に見ることがで きないこと。 こ
れが私たちの復活だ と思います。
私は教会に来るとき、いつ も聖望学園の方 の道に歩いてきます。聖望学園の塀 のそばには、先週には桜が
とてもきれ いに咲いていて、今 は青葉 が出始めま した。 1、 2ヶ 月前 も、木 の枝には何 も出ませんで した。天
気は寒 くて、桜がもう咲 くとは思えませんで した。 しか し4月 になると、桜は満開 とな り、今は青葉 が出てき
ま したcま もなく青葉は、鳥 の時にな り、暑い夏 に私たちの陰になって くれ るで しょ うc復 活 を信 じるとい
うのは、 これ と同 じだ と思います。今は 目に見えませんが、もうす ぐ花が咲き、葉 っぱが出る とい うことを
信 じるのです。そ して神様は、復活を信 じる者に救 い を約束 して くだ さいま した。イエ スは弟子の使徒 トマ
スに、 「見ないのに信 じる人は幸いであるJと 言われま した。見 えない復活 の信仰を大切に して くださる皆
「名によって祈 ります。ァーメン
様にな りますように。私たちの信仰 に花が咲き、葉 っぱが出ます よ うに、主の作

