霊的食物ー年代編

忠実で思慮深い奴隷級
の霊的食物を吟味する

当時の一般的な内容の「ものみの塔」出版物を年代順に紹介

霊的な食物 イエスはみ父のご意志を行なうことを喜ばれ，自分にとってそれは食物である
と言われました。（ヨハ 4:32，34）そして，時に応じて弟子たちに（霊的な）食物を与
えるための「忠実で思慮深い奴隷」を任命することを予告されました。－洞‐1 1183頁

「主人が，時に応じてその召使いたちに食物を与えさせるため，彼らの上に任命した，忠
実で思慮深い奴隷はいったいだれでしょうか。主人が到着して，そうしているところを見
るならば，その奴隷は幸いです。あなた方に真実に言いますが，主人は彼を任命して自分
のすべての持ち物をつかさどらせるでしょう」（マタイ２４：４５－４７新世界訳）

「主人が到着して，そうしているところを見る」という、「そうしている」とはどうい
うことでしょうか？
それは「食物を与えている」という事に他なりません。これは誰にでも分かります。
では、「食物」を与えていさえすれば、何でも良いのでしょうか？最も重要なのは「ど
んな食物」を与えているかということではないでしょうか。
「わたしに向かって，『主よ，主よ』と言う者がみな天の王国に入るのではなく，天に
おられるわたしの父のご意志を行なう者が入るのです」（マタイ 7:21）という言葉か
らも分かるように、イエスに向かって「主よ」と言ってさえいれば良いわけではありま
せん。
たとえば、まったく食に適さない、何の栄養もないもの、或いはさらにひどいことに、
腐敗しているもの、o-157のような菌に感染しているものなどは、論外でしょう。
ともかく「食物を与え」ようとしていさえすれば、食中毒でそのために何人死者が出よ
うと、そんなことは何も問題は無いので、その者を任命すると、この主人は考えるでし
ょうか。それはあり得ないでしょう。
「わたしは決してあなた方を知らない，不法を働く者たちよ，わたしから離れ去れ」と
言われてしまうのは必至でしょう。
では、キリストは１９１８年に地を検察に来られ、１９１９年に「そうしている所を見
られた」故にキリストに唯一是認され、神の組織として「忠実で思慮深い奴隷」に任命
されたとされる「ものみの塔」は当時、そして、正式に任命されたその後も、どんな「
食物」を与えていたのか振り返って見ることにしましょう。

忠実で思慮深い奴隷級
の霊的食物を吟味する

1 霊的食物ー1889年
１９１４年にこの世は終わる

“ In this chapter we will present the Bible evidence
proving that the full end of the times of the Gentiles, i.e.,
the full end of their lease of dominion,
will be reached in A.D. 1914;
and that date will be the farthest limit
of the rule of imperfect men.”
（ Charles Taze Russell,
Millennial Dawn, Vol. 2（ Studies in the Scriptures, Series Ⅱ） :
The Time Is at Hand, 1889, pp.76,77.）

「 1914年は， 不完全な人間によ る 統治期間の限界である 。 」
（ チャ ールズ・ テ イ ズ・ ラ ッ セル著「 時は近づけり 」 （ 「 聖書研究」 第二集）
も のみの塔聖書冊子協会， 1889年。 76， 77ページ 。 ）

忠実で思慮深い奴隷級
の霊的食物を吟味する

2 霊的食物ー1889年
この世は１９１５年の終わりまでに終わる

“In view of this strong Bible evidence concerning the Times
of the Gentiles,we consider it an established truth that the
ﬁnal end of the kingdoms of this world, and the full establishment of the Kingdom of God, will be accomplished near
the end of A.D. 1915.”
（Charles Taze Russell,
Millennial Dawn, Vol. 2（Studies in the Scriptures, Series Ⅱ）:
The Time Is at Hand, 1889, p.99.）
「この「異邦人の時」に関する聖書の強力な証拠から判断して，
この世の諸王国の最終的な終わりと神の王国の完全な設立は，
1915年の終わりまでに（終わり近くに）達成されることは確かな
事実（真理）
と考えられる。」
（チャールズ・テイズ・ラッセル著「時は近づけり」
（「聖書研究」第二集）
ものみの塔聖書冊子協会，1889年。99ページ。
）

忠実で思慮深い奴隷級
の霊的食物を吟味する

3 霊的食物ー1889年
ハルマゲドンはすでに始まっている

“and that the “battle of the great day of God Almighty”(Rev. 16:14), which
will end in A.D. 1915, with the complete overthrow of earthʼs present rulership, is already commenced.”
（Charles Taze Russell,
Millennial Dawn, Vol. 2（Studies in the Scriptures, Series Ⅱ）:
The Time Is at Hand, 1889, p.101.）

「完全に現在の支配権が覆されると共に，1915年に終わることになっている
『全能の神の大いなる日の戦い』 （黙示録16：14）は，すでに始まっている。」
（チャールズ・テイズ・ラッセル著「時は近づけり」
（「聖書研究」第二集）
ものみの塔聖書冊子協会，1889年。101ページ。
）

忠実で思慮深い奴隷級
の霊的食物を吟味する

4 霊的食物ー1891年
１９１４年の終わりまでに「大いなるバビロン」は滅び去る

“And, with the end of A.D. 1914,
what God calls Babylon, and what men call Christendom,
will have passed away, as already shown from prophecy.”
（Charles Taze Russell,
Millennial Dawn, Vol. 3（Studies in the Scriptures, Series Ⅲ）:
Thy?Kingdom?Come, 1891, p.153.）

「そして，1914年の終わりまでには，神が『バビロン』と呼び，
人々が『キリスト教世界』と言っているものが，すでに預言の書から
示しているように，滅び去る。」
（チャールズ・テイズ・ラッセル著「御国の来たらんことを」
（「聖書研究」第三集）
ものみの塔聖書冊子協会，1891年。153ページ。）
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5 霊的食物ー1892年
ハルマゲドンは1874年10月に始まっており1914年に終わる

“The date of the close of that ‘battle’ is definitely
marked in Scripture as October, 1914.
It is already in progress,
its beginning dating from October, 1874.”
（Zion's Watchtower, January 15, 1892, p.22.）
（The Watchtower Reprints, January 15, 1892, p.1355.）

「その『戦い』の終結の時日(じじつ)は，
聖書の中で明白に記されており，1914年の10月である。
それはもうすでに1874年の10月から始まっている。」
（「シオンのものみの塔」誌1892年1月15日号22ページ。）
（「復刻版」1355ページ。）

忠実で思慮深い奴隷級
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6 霊的食物ー1916年
ハルマゲドンは今進行中である

“In the meantime,
our eyes of understanding should discern clearly
the Battle of the Great Day of God Almighty
now in progress;”
（The Watchtower, September 1, 1916, p.265.）
（Reprints, p.5951.）

「私たちは，理解の目をもって，
今，全能の神の大いなる日の戦いが進行中
であることをはっきりと悟るべきである。」
（「ものみの塔」誌1916年9月1日号265ページ。）
（「復刻版」5951ページ。）

忠実で思慮深い奴隷級
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7 霊的食物ー1917年
当時の一般的な内容の「ものみの塔」出版物を年代順に紹介
「千年王国」は１８７４年に始まった

“The Millennium (Rev.20:3, 4, 7) began in 1874,
with the Return of Christ.”
（Studies in the Scriptures, Series Ⅶ:
The Finished Mystery, 1917, p.386.）
「ミレニアム（千年期）
（黙示録20：3，4，7）は，
キリストの再臨と共に，1874年に始まった。」
（「終了した秘義」
（「聖書研究」第七集）
ものみの塔聖書冊子協会，1917年。386ページ。
）
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8 霊的食物ー1917年
当時の一般的な内容の「ものみの塔」出版物を年代順に紹介
1918年に教会と何百万の教会員は神に滅ぼされる

“Also, in the year 1918, when God destroys the churches wholesale
and the church members by millions, it shall be that any that
escape shall come to the works of Pastor Russell to learn the meaning of the downfall of ʻChristianity.ʼ”
（Studies in the Scriptures, Series Ⅶ: The Finished Mystery, 1917,
p.485.）

「1918年に，神がすべての教会を，
その何百万人もの会員と共に滅ぼす時，
生き残った者は，
「キリスト教」の滅亡の意味を知るために，
ラッセル牧師
の著作に立ち返るであろう。」
（「終了した秘義」
（「聖書研究」第七集）
ものみの塔聖書冊子協会，1917年。485ページ。
）

忠実で思慮深い奴隷級
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9 霊的食物ー1920年
当時の一般的な内容の「ものみの塔」出版物を年代順に紹介
1925年にアブラハム、イサク、ヤコブなどは地上に復活する

“Therefore we may conﬁdently expect that 1925will mark the return of
Abraham, Isaac, Jacob and the faithful prophets of old,particularly those
named by the Apostle in Hebrews chapter eleven,to the condition of
human perfection.”
（Joseph F. Rutherford,
Millions Now Living Will Never Die, 1920, pp.89,90.）

「1925年には，
アブラハム，イサク，ヤコブや昔の忠実な預言者たち，
特に，ヘブライ11章で名前があげられている人々が，人間としての
完全な状態に戻って来ることを確信をもって期待できる。
」
（ジョセフ･F･ラザフォード著「現存する万民は決して死することなし」
ものみの塔聖書冊子協会，1920年。89，90ページ。
）

忠実で思慮深い奴隷級
の霊的食物を吟味する

10 霊的食物ー1920年
当時の一般的な内容の「ものみの塔」出版物を年代順に紹介
1925年にイスラエルの忠実な人々が地上に復活する

“and since other Scriptures deﬁnitely ﬁx the fact that there will be a
resurrection of Abraham, Isaac, Jacob and other faithful ones of old,
and that these will have the ﬁrst favor, we may expect 1925 to
witness the return of these faithful men of Israel from the condition
of death, being resurrected and fully restored to perfect humanity
and made the visible, legal representatives of the new order of
things on earth.”
（Joseph F. Rutherford,
Millions Now Living Will Never Die, 1920, p.88.）
「アブラハム，イサク，ヤコブなど，昔の忠実な者たちがよみがえり，
最初の恵みにあずかると聖書にはっきりと書かれているので，
1925年にイスラエルの忠実な者たちが死んだ状態から生き返り，
完全な人間に回復させられ，地上の新秩序の目に見える，
しかも，
法律上の代表者となることを，我々は期待することができる。
」
（ジョセフ･F･ラザフォード著「現存する万民は決して死することなし」
ものみの塔聖書冊子協会，1920年。88ページ。）

忠実で思慮深い奴隷級
の霊的食物を吟味する

11 霊的食物ー1924年
当時の一般的な内容の「ものみの塔」出版物を年代順に紹介
主イエスの1874年からの臨在は疑う余地なし

“Surely there is not the slightest room for doubt in
the mind of a truly consecrated child of God that
the Lord Jesus is present and has been since 1874;”
（The Watchtower, January 1, 1924, p.5.）
「主イエスが1874年から臨在しておられるということは，・・・
疑う余地のない事柄である。」
（「ものみの塔」誌1924年1月1日号5ページ。）

忠実で思慮深い奴隷級
の霊的食物を吟味する

12 霊的食物ー1924年
当時の一般的な内容の「ものみの塔」出版物を年代順に紹介
1925年に証人達が天に挙げられるのは1914年以上に確かである

“The year 1925 is a date definitely
and clearly marked in the Scriptures,
even more clearly than that of 1914.”
（The Watch Tower, July 15, 1924, p.211.）

「1925年という年は，1914年よりも，
聖書の中で明確に示されている年である。」
（「ものみの塔」誌1924年7月15日号211ページ。）

忠実で思慮深い奴隷級
の霊的食物を吟味する

霊的食物ー年代編
13
霊的食物ー1925年
当時の一般的な内容の「ものみの塔」出版物を年代順に紹介
「終わりの時」は１７９９年以降である

「『終末(おわり)の時』に来(きた)るべき知識増進と交通通信機関の発達は預言者を通じて与
へられた預言を斯(か)くの如(ごと)く完全に成就しているのであって此(こ)の我等(われら)の眼
前(がんぜん)の事実は即(すなわ)ち一七九九年以後の『終末(おわり)の時』に実現され来たり
しことを何人(なんびと)も拒否し得ぬのである。」
（ジョセフ･F･ラザフォード著「神の立琴」
万国聖書研究団，1925年（大正14年）。268ページ408節。
）

（他の注目点： この「神の立琴」日本語版の「409節」を見ると，「そして以上示す如
く一八七四年以後此の地上に主イエスは臨在されてゐるのである」。とあり、この時は
まだ「天で」臨在しておられる，という理解ではなかったことに注目。）

忠実で思慮深い奴隷級
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14
霊的食物ー1941年
当時の一般的な内容の「ものみの塔」出版物を年代順に紹介
ハルマゲドンまであと数ヶ月

“Receiving the gift, the marching children clasped it to them,
not a toy or plaything for idle pleasure,
but the Lord's provided instrument for most effective work
in the remaining months before Armageddon.”
（The Watchtower, September 15, 1941, p.288.）

「贈り物（「子供たち」という出版物）を受け取り，
行進する子供たちはそれを胸に抱きかかえた。
それは，遊ぶためとか楽しむためのものではなく，
ハルマゲドンまでの数ヶ月の間，最も有効的に働くために，
主が備えてくださった道具である。」
（「ものみの塔」誌1941年9月15日号288ページ。）

忠実で思慮深い奴隷級
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15 霊的食物ー1969年
当時の一般的な内容の「ものみの塔」出版物を年代順に紹介
この体制はあと数年で終わる

“If you are a young person, you also need to face the fact that you will never
grow old in this present system of things. Why not?
Because all the evidence in fulfillment of Bible prophecy indicates that
this corrupt system is due to end in a few years. ・・・
Therefore, as a young person, you will never fulfill any career that this system
offers. If you are in high school and thinking about a college education, it means at
least four, perhaps even six or eight more years to graduate into a specialized
career.
But where will this system of things be by that time?
It will be well on the way towards its finish, if not actually gone!”
（Awake!, May 22, 1969, p.15.）
「若い人々はまた，現在のこの事物の体制の下で年配に達することは決してないという事実
を直視しなければなりません。どうしてそう言えますか。
なぜなら聖書預言の成就という証拠はすべて，この腐敗した体制があと数年のうちに終わる
ことを示しているからです。・・・
ゆえに，若い人々はこの体制の差し伸べるいかなる立身出世の道をも決して全うすることが
できません。もしあなたがいま高校生で，大学教育をこころざしているとすれば，大学を卒
業して，専門的な職業に携わるには少なくとも四年，場合によっては六年もしくは八年もか
かるでしょう。
しかしこの事物の体制はその時までにどうなっているでしょうか。
もし実際に過ぎ去っていないとすればほとんどその終わりに達していることでしょう！」
「目ざめよ！」誌 1969年5月22日号15ページ
日本語版は，1969年8月8日号15ページ。

「若い人々にはどんな将来があるか」

忠実で思慮深い奴隷級
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16 霊的食物ー年代編（まとめ）

「忠実で思慮深い奴隷級は1879年に，本誌（当時は「シオンのものみの塔およびキリス
トの臨在の告知者」と呼ばれていた）の出版を開始しました（創刊号は英語版だけの
6,000部）－塔07 11/1 17ページ
「主人が，時に応じてその召使いたちに食物を与えさせるため，彼らの上に任命した，忠
実で思慮深い奴隷はいったいだれでしょうか。主人が到着して，そうしているところを見
るならば，その奴隷は幸いです。あなた方に真実に言いますが，主人は彼を任命して自分
のすべての持ち物をつかさどらせるでしょう」（マタイ２４：４５－４７新世界訳）
まずは、「年代編」として、主に終末期に関する年代の資料を掲載してみましたが、確
かに1879年以来、「ものみの塔」は様々な解説を出版、配布して来ました。
しかし主張通り１９１９年に「主人が到着した」とすると、キリストは何をご覧になっ
たでしょうか。今ではエホバの証人でさえ誰一人、認めても信じてもいない、当然聖書
にも、現実にも合致しない霊的食物を与えて来ました。 確かにそうしているところを
「見られてしまった」故に、忠実で、思慮深いとみなされたというのは本当でしょう
か。
多くの重要な内容が二転三転、四転五転して行きますが、中でも、「ハルマゲドンは
1889年の時点で、すでに始まっている」「啓示２０章の『千年期』は1874年から始
まっている」という情報は、一世紀に見られた「復活はすでに起きている」という記述
を思い起こさせます。
「自分自身を，是認された者，また真理の言葉を正しく扱う，何ら恥ずべきところのな
い働き人として神に差し出すため，力を尽くして励みなさい。また，聖なる事柄を汚す
むだ話からは遠ざかりなさい。そうした者たちはいっそうの不敬虔へと進み，その言葉
は脱疽のように広がるからです。…これらの人たちは真理からそれ，復活はすでに起き
たのだと言っています。」（テモテ第二 2:15‐18）
確かにものみの塔の霊的食物は「脱疽」のように世界中に広がりました。しかし、パウ
ロの言葉を借りると、その手の話しは「聖なる事柄を汚すムダ話」であるということで
す。
1919年（大正8年）の前後、出版物、講演、伝道活動などを通して、遠く広く分配し
ていたものは、「聖なる事柄を汚すむだ話」であったという事実を裏付け、証明してい
るのは、「ものみの塔」出版物に他ならないことは誰にでも確認できます。
これらの食物をどれほど熱心に、気持ちとしては誠実な思いで与えていたとしても、そ
れ故に「忠実で思慮深い奴隷」として任命されるなどという事は絶対にあり得ないと断
言できます。

シリーズ「忠実で思慮深い奴隷級の霊的食物を吟味する」は「教理編」に続きます。

