忠実で思慮深い奴隷級
の霊的食物を吟味する

霊的食物ー教理編１
「ものみの塔」出版物から当時の一般的な教理内容を紹介

「1914 年 10 月に主の日が始まった時，地上にはなお真のクリスチャンがいました。
それから約 3 年半後の 1918 年に，エホバはご自分の「契約の使者」であるイエスを伴って，
裁きを行なうため霊的な神殿に来られたようです。（マラキ 3:1。マタイ 13:47‐50）それは，
主人が偽クリスチャンを最終的に退け，『忠実で思慮深い奴隷級を任命して自分のすべての持ち
物をつかさどらせる』時でした。」−「啓示の書」6 章 31 ページ 17 節
「奴隷級」と呼ばれる、真の神と人類との「唯一の経路」であり、神の用いられる地上の「組織」
として「エホバの証人（ものみの塔協会）」を神とキリストが選ばれたそもそもの理由は、「霊
的食物」を分配していた唯一の団体であり、伝統的な誤りの教理から唯一脱したグループであっ
たからである、という主張の是非を吟味する。

ものみの塔の正式な教理によると、1914 年に天に臨在されたキリストは、1918 年に、地上のす
べての宗教団体を精査され、ものみの塔協会だけを清い、唯一の神の組織と是認されたとしています。
*** 塔 05 10/1 24 ページ 16 節「ずっと見張っていなさい」―裁きの時は到来した ***
「確かに，神の見地からすれば，大いなるバビロンはすでに倒れました。1919 年，エホバの油そそ
がれた僕たちは，何千年にもわたってもろもろの民や国民を支配してきたバビロン的な教理や慣行
という束縛から解放されました。」（啓示 17:1，15）
例えば「十字架」について

*** 鑑 76 147‒148 ページ ***
「神のみことばの理解が深まるにつれ，クリスチャンの考え方にもさらにいくつかの調整が加えられ
ました。グラント･スーターによると，それが顕著に見られたのは 1920 年代の後期でした。彼は
こう語っています。「その数年間，聖句や手続き上の事柄に対する見方に絶えず調整が加えられたよ
うに思われます。たとえば，キリストの体の眠りについている忠実な成員は 1878 年に復活しなかっ
たこと（かつてはそう考えられていた）
・・・ひとつの見解上の変化は，1891 年 1 月から「もの
みの塔」誌の表紙に付けられていた，
「十字架と冠」の表象に関するものでした。実際のところ，聖
書研究者は長年にわたってその記章をつけていました。それがどのようなものであったかを，C･W
･バーバーは次のように書いています。
「それはバッジでした。月桂樹の葉の輪の中に冠があり，そ
の冠を十字架が斜めに貫いていました。それはとても魅力的に見えました。」。
「1928 年にミシガン州のデトロイトで開かれた聖書研究者の大会でのことを，スーター兄弟は次
のように書いています。
「その大会で，十字架と冠の表象は不必要なばかりか好ましくないことが示
されました。それでわたしたちはその装飾品のたぐいを捨てました」。それから 3 年ほどして，
1931 年 10 月 15 日号の「ものみの塔」誌から表紙に十字架と冠の表象がつかなくなりました。」
2，3 年後，エホバの民はイエスが十字架の上で死んだのではないことを初めて知りました。
1936 年 1 月 31 日に，ラザフォード兄弟は「富」と題する新しい本をブルックリンのベテル家族
に発表しました。
」
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簡単にまとめるとこういうことです。
１）1928 年のデトロイト大会において、「十字架と冠の表象は不必要かつ不適切と指摘。」
２）1931 年 10 月 15 日号の『ものみの塔』誌の表紙から、十字架が外された。
３）1936 年出版の『富』という出版物で、はじめて「イエスは十字架ではな、杭にかけられた」
ことが明らかにされた。
？素朴な疑問？
「191９年にバビロン的な教理や慣行という束縛から解放されました。」という主張は真実なのでしょ
うか？
ものみの塔出版物によく引用される「コンパニオン・バイブル」の付録には、「イエスの刑具は十
字架ではなく杭だった」と述べられています。
コンパニオン・バイブルは、1885 年、ロンドンにおいて出版されたものです。
つまり、唯一の神の組織として認められた、ものみの塔協会にエホバからの新しい光が照らされる
40 年以上も昔です。
また、協会が自説の正当性を弁護するために頻繁に引用する「バインの旧新約聖書用語解説辞典」も、
今世紀の初頭から、全５冊が順次出版されましたが、それも同様です。
これらの書籍は、いずれも、神学者などを対象としたものではなく、一般の読者が個人で聖書研
究をするための助けとして出版されたもので、特定の専門家に限らず誰でも入手できるポピュラー
なものでした。しかしながら、出版された当時、十字架に関連した記述については、各方面の学者
の中で賛同を表明する専門家はいなかったようです。
それはともかく、初期ものみの塔協会の会長であったラッセルやラザフォードが、十字架を全面
に出して、それに対する信望を表明している期間も、そのずっと以前から、（協会が「大いなるバビ
ロン」と烙印を押し、背教者であると断罪している）キリスト教世界の聖書研究者の中には、イエ
スの刑具が杭だったと主張している人たちがいた、ということです。

例えば「誕生日やクリスマス」

１９２６年 ブルックリンベテルでの
盛大なクリスマスパーティの様子
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*** 鑑 76 146‒147 ページ ***
「初期の時代には，献身したクリスチャンたちは誕生日を祝っていました。そうであれば，イエスの
誕生日とされている日を祝っても不思議はないのではありませんか。彼らは長年の間その祝いも行
なったのです。ラッセル師の時代，ペンシルバニア州アレゲーニーの古い聖書の家ではクリスマス
が祝われました。・・・メーブル･P･M･フィルブリックは，「今では絶対に行なわれないことですが，
ベテルの食堂にクリスマス･ツリーを飾ってクリスマスを祝う習慣がありました。いつもは，『みな
さん，おはよう』と言うラッセル兄弟が，『みなさん，クリスマスおめでとう』と言いました」と述
べています。
聖書研究者がクリスマスを祝うのをやめたのはなぜですか。リチャード･H･バーバーが次のように
答えてくれました。「わたしは，（ラジオの）中継放送を通してクリスマスに関する 1 時間の話をす
るよう頼まれました。その放送は 1928 年 12 月 12 日に行なわれ，『黄金時代』の 241 号に掲
載されました。また，1 年後に同誌の 268 号にも掲載されました。その話は，クリスマスが異教
に起源を持っていることを指摘していました。その後，ベテルの兄弟たちは決してクリスマスを祝
いませんでした」。
チャールズ･ジョン･ブランドラインは，「わたしたちは，そうした異教のものを捨てることに反対し
たでしょうか」と問いかけ，「そういうことは全くありませんでした。新しく学んだ事柄に従うこと
にすぎなかったからです。わたしたちは，それらが異教のものだということを知りませんでした。ちょ
うど，汚れた上着を脱いで捨てるようなものでした」と語っています。続いて廃止されたのは，被
造物崇拝の色がさらに濃い，誕生日の祝いと母の日でした。」
１９２９年『黄金時代』誌に「クリスマスが異教に起源を持っていることを指摘」して以来、それ
らは廃止されました。
？素朴な疑問？
「191９年にバビロン的な教理や慣行という束縛から解放されました。」という主張は真実なのでしょ
うか？

例えば「民主的な取り決め」
*** 塔 72 2/15 117‒118 ページ 19 節 神権組織内の任命された役員たち ***
「会衆の選挙によって長老たち（監督たち）および執事たちを職につけるという方法は，1932 年
10 月 5 日に至るまで続けられました。
・・・この変更を加えられたエホバの証人の会衆の取り決めは，
1932 年 10 月から 1938 年にいたるまで存続しました。その年つまり 1938 年・・・以後，会
衆のすべての役員は，本部の統治体によって任命されました。」
例えば「たばこ」
たばこがクリスチャンに相応しくないとして禁止されたのは１９７３年です。
それまでは、エホバの証人もごく普通に、当たり前にたばこを吸っていました。
こうして数例を挙げただけでも「191９年にバビロン的な教理や慣行という束縛から解放されまし
た。」という主張はあからさまな虚偽であることは明らかです。
であれば、それを根拠として「忠実で思慮深い奴隷」として任命されたという主張にはどれほどの
裏付けがあるでしょうか。
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忠実で思慮深い奴隷級
の霊的食物を吟味する

「ものみの塔」出版物から当時の一般的な教理内容を紹介

「西暦 1914 年，「諸国民の定められた時」の終了にさいして，主イエス･キリストは天のメシ
ヤの王国で就任し，その後，地上にいる「奴隷」または「家令」級の検閲に取りかかりました。
そして，第一次世界大戦および迫害その他の難事にもめげず，エホバのメシヤの王国の関心事
に仕えようと努力していた，献身してバプテスマを受けた油そそがれた弟子たちを地上に確か
に見いだされました。彼らは，今や統治しておられる主また主人イエス･キリストの忠実な「し
もべたち」つまり「従者たちの一団」を霊的な仕方で養うべく努力していたのです。」
ー塔 72 3/15 174 ページ 9 節
ここでは「忠実な家令，思慮深い者はいったいだれか」ということはともかく、その分配して
いた「食物」はどんな類のものであったかを、実際の当時の出版物から紹介します。

「彼らがわたしを崇拝しつづけるのは無駄なことである。彼らは，教理として人間の命令を教える
からである。あなた方は神のおきてを捨て置いて，人間の伝統を堅く守っているのです」。
（マルコ 7:7‐8）
この言葉から言えば、神の言葉よりも人間の考えを教理として教えているのでは無駄であると言う
ことですから、たとえ、「迫害や難事にもめげず、養うべく努力」をしていたとしても、その食物が
「人間の考え」に過ぎないのであれば、無駄であるばかりか、当然にキリストの不興を買うことは避
けられないでしょう。まして、「検閲」にパスすることなどあり得ないでしょう。
さて、誰が「忠実で思慮深い」奴隷でしょうか。
と問うその前に、どうして「忠実」であるだけではだめで、「思慮深」くなければならないのかを考
えてみたいと思います。
「忠実さ」があれば、常にどんな時も務めを果たしているわけで、つまりそういう意味で「常に用意
ができている」のですから、いつ、思いがけなく主人が戻られても、必ず、そうしている所を見ら
れることになるはずです。
この例えの目的と意味する所からして、彼らに必要な特質は「忠実」だけで十分なはずです。
ではどうして、思慮深い（ギ語：フロニーモス）「思慮深さ」「賢さ」「用心深さ」「道理をわきまえ
ていること」などの特質も必要だったのでしょうか。
このことを考えると、この仕事には、食物を与える仕事そのものの継続性や勤勉さ以外にも、必要
な要素が関係していたことを暗示しているに違いありません。
それは、やはり、食物の管理でしょう。この例えは、与える事になっている食物は、単に食材なの
か調理されたものなのか、どこから調達するのか、どのように調理するのか、などといったことは
何も触れていません。
確かに、それらはこの例えの目的から言って余計な事柄です。
しかし、自分自身、聖書からこの言葉を読み、主人に忠実な奴隷でありたいと望むクリスチャンにとっ
て、私としては、どうすれば、実際にそれを示せるだろうかと考えた場合、個人的にそうした事も
思いに上るかもしれません。
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もちろん、何も書かれていないので、自らその答えを出すしか無いのですが、ここで、やはり気に
にかかるのは、どんな食物を分かち合うべきだろうかということでしょう。
何でも良いから、自分の目の前にある、食物とされるものを、分かち与えればそれで良いのでしょ
うか。
文字通りの場合、「食物を扱う資格」が問われます。鮮度や栄養素、汚染の有無など、分かち与える
に相応しい食物かを吟味できる素質や知識などが要求されます。食物、食材の管理に無頓着では、
いかに、ひたすら配って来ましたといっても、主人から是認されることはないでしょう。
ここに、「忠実さ」だけではない「思慮深さ」「賢さ」の特質の重要性が関係していると思えます。
つまり福音の純正さ、「聖書」にしっかりと根ざした「主の言葉」かどうかを絶えず吟味する態度は
極めて重要な要素です。
そうです、単に主人が戻った時「食物を分配しているところを見られる」だけで無く、それ以上に
肝要なのは、どんな食物で養っていたかということではないでしょうか。
彼らに「思慮深さ」が求められたのは、とりわけ、次の聖句に示されるような、食物を与える業が
任されたその初期の時代から、「食物」の純正さが危機に瀕していたからでしょう。
「あなた方自身と群れのすべてに注意を払いなさい。神がご自身のみ子の血をもって買い取られた神
の会衆を牧させるため，聖霊があなた方をその群れの中に監督として任命したのです。わたしが去っ
た後に，圧制的なおおかみがあなた方の中に入って群れを優しく扱わないことを，わたしは知って
います。そして，あなた方自身の中からも，弟子たちを引き離して自分につかせようとして曲がっ
た事柄を言う者たちが起こるでしょう。」（使徒 20:28‐30）
「霊感のことばは，後の時代にある人たちが信仰から離れ去り，人を惑わす霊感のことばや悪霊の教
えに注意を寄せるようになることを明確に述べています。」（テモテ第一 4:1）
「人々が健全な教えに堪えられなくなり，自分たちの欲望にしたがって，耳をくすぐるような話をし
てもらうため，自分たちのために教え手を寄せ集める時期が来るからです。彼らは耳を真理から背け，
一方では作り話にそれて行くでしょう。」（テモテ第二 4:3‐4）
「思慮深さ」の特質がさらに強調されているのが、「奴隷の例え」の次に語られている、マタイ２５：
１からの「１０人のおとめのたとえ」です。そこでは、花婿が到着するのが「真夜中」であるとさ
れています。この時、花婿を迎えることができるのは霊的な光を自らの内に持っている「賢い」（思
慮深い）クリスチャンだけと言うことでしょう。
臨在は大患難後ですが、臨在の印が見られる直前が、それまでのどの時代、時点に比べても、最も
暗い時期で、暗黒の時だと言うことを、多くの預言書が繰り返し示しています。正に真夜中です。
「見よ、主の日が来る

残忍な、怒りと憤りの日が。大地を荒廃させ

天のもろもろの星とその星座は光を放たず

そこから罪人を絶つために。

太陽は昇っても闇に閉ざされ

月も光を輝かさない」

（イザヤ 13:9‐10）
「地はおののき、天は震える。太陽も月も暗くなり、星も光を失う。主はその軍勢の前で声をとどろ
かされる。その陣営は甚だ大きく

御言葉を実現される方は力強い。主の日は大いなる日で、甚だ

恐ろしい。誰がその日に耐ええよう。
」（ヨエル 2:10,11）
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「鎌を入れよ、刈り入れの時は熟した。来て踏みつぶせ

酒ぶねは満ち、搾り場は溢れている。彼ら

の悪は大きい。裁きの谷には、おびただしい群衆がいる。主の日が裁きの谷に近づく。太陽も月も
暗くなり、星もその光を失う。」（ヨエル 4:13-15

[3:13‐15]）

「その苦難の日々の後、たちまち太陽は暗くなり、月は光を放たず、星は空から落ち、天体は揺り
動かされる。そのとき、人の子の徴が天に現れる。
（マタイ 24:29‐30）
「それから、太陽と月と星に徴が現れる。地上では海がどよめき荒れ狂うので、諸国の民は、なすす
べを知らず、不安に陥る。人々は、この世界に何が起こるのかとおびえ、恐ろしさのあまり気を失
うだろう。天体が揺り動かされるからである。
（ルカ 21:25‐26）
「小羊が第六の封印を開いた。そのとき、大地震が起きて、太陽は毛の粗い布地のように暗くなり、
月は全体が血のようになって、天の星は地上に落ちた。まるで、いちじくの青い実が、大風に揺さ
ぶられて振り落とされるようだった。天は巻物が巻き取られるように消え去り、山も島も、みなそ
の場所から移された。」（啓示 6:12‐14）
「第四の天使がラッパを吹いた。すると、太陽の三分の一、月の三分の一、星という星の三分の一が
損なわれたので、それぞれ三分の一が暗くなって、昼はその光の三分の一を失い、夜も同じようになっ
た。」（啓示 8:12）
この「闇」はどれほど文字通りかは分かりませんが、大バビロンが倒れる時と同タイミングであり、
預言にしっかりと目を留めてきた、真の信仰を持つ人以外の、
「諸国の民は、なすすべを知らず、不
安に陥り、この世界に何が起こるのかとおびえ、恐ろしさのあまり気を失う」程であり、アモス
8:11 で預言されている、「 見よ、その日が来ればと主なる神は言われる。わたしは大地に飢えを送
る。それはパンに飢えることでもなく、水に渇くことでもなく、主の言葉を聞くことのできぬ飢え
と渇きだ。」と表現されていることが、この「闇」の実際に意味するするところであろうと考えられ
ます。
大バビロンの滅びに関して、
「彼女の災厄は一日のうちに来る。それは死と嘆きと飢きんである」
（啓
示 18:8）
と記されています。
「一日のうち」と言うほど短期間に滅ぼされるのに、
「死と嘆き」は分かりますが、
「飢饉」は今さら、と言う感があります。しかし、敢えてこの言葉が含まれているのは、大バビロン
の裁きの時点は、すぐ後にキリストの臨在が控えているにも関わらず、実際には、彼らには希望の
光の一筋も見えない暗闇で、「途方にくれる」事態を示しているように思えます。
以上の事から、忠実に思慮深く「食物」を分け与える務めを果たす上で、「定めの食料」そのものに
注意を向けるとき、実際相応しく純正な「食物」はいつでも豊富にあるワケではなく、むしろ、そ
の初期から「腐敗した食材」が大量に混ぜられ、終わりの時に至ってさらに窮乏する状況が見られ
るのですから、「奴隷」には「食料飢饉」の時に采配を振るえるような知恵と思慮深さが求められて
いると言えるでしょう。
それはちょうど、エジプトの飢饉の時に見いだされたヨセフのような人材と言えるでしょう。
「この地のかつての豊作は後に来るその飢きんのために知られなくなります。それは必ず非常に厳し
いものとなるからです。「それで今，ファラオは思慮深くて知恵のある人を見つけ，その人をエジプ
トの地の上にお立てになりますように。…そして，それらの人にこれから来る良い年のすべての食
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料を集めさせ，ファラオの手の下に穀物を食料としてそれぞれの都市に蓄えさせられますように。
そして彼らはそれを安全に守らなければなりません。… さて，これはファラオおよびそのすべての
僕たちの目に良いことに見えた。「神の霊が宿るこのような人をほかに見いだすことができようか」。
その後ファラオはヨセフに言った，「神があなたにこのすべてを知らせられたのであるから，あなた
のように思慮深くて知恵のある人はいない」
。（創世記 41:29‐39）
それで、貴重な食物は「慎重に吟味」して、管理されなければならないのと同様、霊的食物も、聖
書の著者に対する敬意と恐れの内に、慎重に考慮すべきであり、手当たり次第、思いつくままに人
間の考えを教理とするようなものであってはならないでしょう。
さて、では、ものみの塔が、「忠実」で「思慮深い」と認められた時の「食物」を当時の実際の出版
物のコピーから吟味してみましょう。
続く５ページからなる 1918 年発行の「聖書研究

第７巻、[ 終了した秘儀 ]」からの資料は、現

物のコピーからの証拠がないならば、「ただの冗談」や「悪ふざけ」にしか見えないような内容ばか
りです。しかし、当然の事ながら決して冗談で 850,000 部も発行されたわけではありません。
ここに挙げたのは、ほんの数例ですが、私の手許にはこの書籍の全ページのコピーがありますが、
全編どこを読んでも、ほとんどこの調子です。
奇々怪々というか、荒唐無稽というか、どう形容して良いか分かりません。
ある方は、「理解は斬新的に導かれるので、１００年も昔のものだから、無理もない」と言われるか
も知れません。もちろん何事も、人間のやることは漸進的です。
しかし、これが深刻で、ゆゆしい問題であるのは、誤りや稚拙さそのものではなく、これらは
1918 年の最新知識であり、熱心に分配されていた「霊的食物」の現実だということです。
これらの食物で人々を養っているところを見られた故に、あらゆる宗教団体の , グループの中で、
唯一、ものみの塔協会が、神の言葉を扱う事を任され「忠実で思慮深い奴隷」に任命されることを
もたらした理由であるという事です。
「『子は父を敬い，僕はその大主人を敬う。それで，もしわたしが父であるのなら，わたしに対する
敬意はどこにあるのか。また，もしわたしが大主人であるのなら，わたしに対する恐れはどこにあ
るのか』と，万軍のエホバはあなた方に言った。わたしの名を軽んじている祭司たちよ。
「『すると
あなた方は言った，「わたしたちはあなたの名をどのように軽んじたか」と』
。
「『わたしの祭壇の上
に汚れたパンを差し出すことによってである』
。
「『するとあなた方は言った，「わたしたちはどのよ
うにあなたを汚したか」と』。
「『「エホバの食卓は軽んずべきもの」と述べることによってである。
また，盲の動物を犠牲のために差し出しながら，
「何も悪いところはない」と言っている。また，足
なえの動物や病気のものを差し出しながら，
「何も悪いところはない」と言っている』」。
「それを，
どうか，あなたの総督のもとに持って行くように。彼はあなたのことを喜ぶであろうか。あなたを
親切に迎えるであろうか」と，万軍のエホバは言われた。
（マラキ 1:6‐8）
自分たちの捧げた犠牲だけを神は受け入れられたと言う主張は、
「何も悪い所はない」どころか、
「こ
れで、あなたは十分に満足された。あなたには、こうした犠牲が相応しい、
」と神に対してのべてい
るのと同じです。神とキリストに対する、これ以上の侮蔑が他にあるでしょうか。

忠実で思慮深い奴隷級
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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

「1914 年 10 月に主の日が始まった時，地上にはなお真のクリスチャンがいました。
それから約 3 年半後の 1918 年に，エホバはご自分の「契約の使者」であるイエスを伴って，
裁きを行なうため霊的な神殿に来られたようです。（マラキ 3:1。マタイ 13:47‐50）それは，
主人が偽クリスチャンを最終的に退け，『忠実で思慮深い奴隷級を任命して自分のすべての持ち
物をつかさどらせる』時でした。」−「啓示の書」6 章 31 ページ 17 節
ものみの塔協会発行の
紹介、検証します。

１９１８年版「聖書研究

第７巻

[ 終了した秘儀 ] からのコピーを

本のタイトルは、この書籍により、すでに解明されたので、もはや秘儀

では、なくなったということを意味しています。

啓示 12:6,7 の [1260 日 ]
天での戦争、ミカエルなどの解説

「終了した秘儀」 １８８ページ
啓示 12:6 の「１２６０日」は A.D.539 年から A.D.1799
年までの 1260 年間である。
啓示 12:7「天でおきた戦争」は「ローマ教皇とローマの異
教徒との戦争のことである。
「ミカエル」とは 「ローマ法王」である。
「その使いたち」とは 「僧職者たち」である

「そして，第六のみ使いがラッパ
を吹いた。すると，神の前にある
黄金の祭壇の角の間から出る一つ
の声が，ラッパを持つ第六のみ使
いにこう言うのが聞こえた。」
（啓示 9:13‐14）

「終了した秘儀」 １６３ページ
啓示 9:13-14 の「祭壇の角の間から出る一つの声」は
ウィリアム・ミラーである※
※「朝の先触れ」発行者
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啓
啓示２－３章
「七つの会衆の使い」

「終了した秘儀」 ２３ページ
「エフェソスにある会衆の使い」は
「聖パウロ」である

「終了した秘儀」 ２７ページ
「スミルナにある会衆の使い」は
「聖ヨハネ」である
「終了した秘儀」 ３０ページ
「ペルガモンにある会衆の使い」は
「アリウス」である

「終了した秘儀」 ３７ページ
「テアテラにある会衆の使い」は
「ピーター ワルド」である

「終了した秘儀」 ４５ページ
「サルデスにある会衆の使い」は
「ジョン ウィクリフ」である

「終了した秘儀」 ４８ページ
「フィラデルフィアにある会衆の使い」
は「マルティン ルター」である

「終了した秘儀」 ５３ページ
「ラオデキアにある会衆の使い」は
「チャールズ・T・ラッセル」である
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汝は釣針（自動連結器）でレビヤタン（機関車）を釣り上げる
ことができるか。輪縄（連結ピン）でその舌（連結器）を押さえ
つけることができるか。あなたは葦（ピストン）をその鼻（シリ
ンダー）に通すことができるか。かぎ（ピストン棒）をそのあご

「書研究第７巻『終了した秘義』
85－87
ページの翻訳
85
87 ペ
ジの翻訳

（ピストンエンド）に突き通すことができるか。これがあなたに
しきりに
しきりに哀願し（線路を出るように）、優しいことばで、あなた

（ヨブ記 41 章全体の解説です）

に語りか
に語りかけるだろうか（汽笛の声を響かせたとき）。これがあな
たと契約を結び、あなたはこれを捕えていつまでも奴隷とするこ
たと契約
とができようか（予備品も持たずに）。あなたは鳥と戯れるよう
とができ

レビヤタン

蒸気機関車

にこれと戯れ（思い通りに汽笛にする）あなたの娘たちのために
にこれと
これをつなぐことができるか（奴隷にする）。（そして大会やピク
これをつ
ニックに彼らを連れ出す）漁師仲間（株主の）はこれ（収入）を
ニックに
売りに出し、商人たちの間でこれを分けるだろうか。（詩篇７４：
売りに出
１４）あなたはもり（ボルト）でその皮を、やすでその頭（漁船
１４）あ
の船室と同じ機関手室）を十分に突くことができようか。その上
の船室と
にあなたの手を置いてみよ。その戦い（ボイラーの猛烈な火炎）
にあなた
を思い出して、二度と手を出すな。見よ。その望み（ボイラ－）
を思い出
は裏切られる（適切に水を供給されない）。それを見ただけで投
は裏切ら
げ倒される（爆発によって）ではないか。これを起こすほどの狂っ
げ倒され
た（最高速度で走ること）者はいない。だから、だれがいったい、
た（最高
わたしの前に立つことができよう（走り去られる）
。だれがわ
わたし
たしにささげたのか。わたしが報いなければならないほどに（操
たしにさ
車場に通させる）
。天の下にあるものはみな、わたしのものだ。
車場に通
わたしは彼のおしゃべりと、雄弁と、美辞麗句に黙っていること
わたしは
はできない。だれがその外套をはぎ取ることができるか。だれが
はできな
その胸当ての折り目の間（ボイラー板の重複部）に、
はいれるか。
その胸当
だれがその顔の戸（ボイラーの先端）をあけることができるか。
だれがそ
その歯（リベットの列）のまわりはおそろしい。その背（鋼板部）
その歯（
は並んだ楯（カルケド）
、封印したように堅く閉ざしている。一
は並んだ
つ一つぴったりついて、風（蒸気）もその間を通らない。
つ一つぴ
互いにくっつき合い、堅くついて離せない。そのくしゃみ（シリ
互いにく
ンダ−からの一吹き）は稲妻を放ち、その目（ヘッドライト）は
ンダ−か
暁（旭日の光線）のまぶたのようだ。その口（機関車の扉）から
暁（旭日
は、たいまつが燃え出し、
（煙から立ち上る）火花を散らす。そ
は、たい
の鼻（シリンダ−）からは煙が出て、煮え立つかまや、燃える葦
の鼻（シ
のようだ。

この「聖書研究第七巻」は一体、執筆者のＪ・Ｆ・ラザフォードが元判事であったと言うのが信じがたいほど
稚拙で、何ともコメントもしようもないほどの内容です。敢えて言うなら小学校高学年の生徒が夏休みの「自
由研究」の宿題で作った作文に匹敵する稚拙さです。今後エホバの証人と「家庭聖書研究」を始めようとす
るする人には、先ずこれを読んで頂いて、これに感心する人だけにお勧めするように提案したいと思います。
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（以下 86 ページ）
その息（力強い牽引）は炭火をおこし、その口から炎が出る。
出る。
その首には力が宿り、その前には恐れが踊る（繁栄する社
る社
会となる）。その肉のひだはくっつき合い、その身にしっか
っか
りついて、動かない。その心臓は石のように堅く、臼の下
の下
石のように堅い。それが起き上がると（あるいは、たけり
けり
狂うと訳す）、力ある者はおじけづき、ぎょっとしてとまど
まど
う。それを剣で襲っても、ききめがなく、槍や投げ槍も矢
も矢
じりもききめがない。それは鉄をわらのように、青銅を腐っ
を腐っ
た木のようにみなす。矢もそれを逃げさせることができず、
きず、
石投げの石（戦争の）も、それにはわらのようになる。（１
ストロークの）こん棒をわらのようにみなし、‥‥‥機関
機関
夫の一かきを喜ぶ投げ槍のうなる音をあざ笑う。その下腹
下腹
は鋭い土器のかけら、それは打穀機のように泥の上に身を
身を
伸ばす。それは（船外機のように）深みをかまのように沸
に沸
き立たせ（プロペラのまわりを）海を香油をかき混ぜるな
るな
べのようにする。その通ったあとは輝き、深い淵は白髪の
髪の
ように思われる。（詩篇１０４：２６、イザヤ２７：１）地
）地
の上には、これと似たものはなく、恐れを知らないものと
のと
して造られた。それは、すべて高いものを見おろし、それは、
れは、
すべての誇り高い獣の王である。

啓示の書１４：２０のぶどう絞りか
ら流れた血の距離１６００ファーロ
ングは、この「終了された秘義」の
書かれたペンシルバニア州スクラン
トンから協会の本部のあるブルック
リンまでの距離について書いてある。
（しかもこの距離の計算はニュー
ジャージー州ホーボーケンから出る
フェリーボートに乗ることが条件と
啓示１４：２０の
1600 ファーロング
についての解説

なっている。）
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「終了した秘義」９３ページ

ナホム書 2:3
2 ー 6 の注解

「神の力ある者たちの盾は赤く染められている。その活力ある者
「神の力ある者たちの盾は赤く染められている。その活力ある者たちは深紅で装っている。神が
その戦車は鉄の装備の火を伴う。ねずの木の槍はわなないた。
街路では戦車が狂っ
備えをする日，
ねずの木の槍はわ
たように駆け巡る。公共広場を右へ左へ突き進む。その様はたいまつのようである。それらは
たように駆け巡る
公共広場を右へ左へ突き進む その様はたい
稲妻のように疾駆する。神はその威光ある者たちを思い出される。彼らは歩きながらつまずく。
彼らはその城壁に急ぐ。防柵をしっかり固めねばならない。河川の水門は必ず開けられ，宮殿
もまさに崩れ落ちる。」（ナホム 2:3‐6）

（１８）ナホムは霊的預言者の一人だった。罪の重荷
を持つ地上への、平和の神のよい便りを持つ王の来臨
についての継続の章の最後の句に預言をしている。王
国が建てられる時に、毎日、経験される興味深いこと
をつぎに述べる（ナホム２：３か

ら６）。動きのあ

る鉄道列車を述べる（誰かが考えるような自動車では
ない）。私たちが預言者の場に身を置くことが面倒な
ら、私たちは視野の中で見るもの、彼が興味深く記述
したものを知ることができる。はじめに、預言者は向
かってくるエンジンを見て立っている。「その勇士の
盾（勇士の前方にあるもの‥‥‥ヘッドライト）は赤
く（光輝いて）兵士（エンジンと火夫）は緋色の服を
まとい（炉からの炎が夜に機関手室の内部を輝かせる
とき、火夫が石炭を炉に投げ入れようと蓋を開ける）。
戦車（客車）は整えられて鉄の火のようだ（夜に現れ
る機関車によって牽引されるはずだ）。
つぎに「預言者」は列車の中に座って窓の外を見つめ、
「もみの木が恐ろしく揺れていて（線路のそばの電信
柱がダンスをしているようだ）。戦車は通りを狂い走
り（線路は純粋に科学的に構築された街路、高速道路）
それらは広場を駆け巡る（客車の騒々しさ、どすんど
すんといった音は列車旅行を象徴することばだ）。そ
のありさまはたいまつのようで（夜、列車は巨大なた
いまつのように見え、遠い野を

駆け抜け、飛ぶよう

な速さで進む）、いなずまのように走り回る。次に「預
言者」は切符を売りに来る車掌に会い、こう述べる。
「貴
人たちは呼び出され（車掌が時

間をかけて乗客を数

え上げ、調査する）、途上でつまずき倒れる（高速列
車の中を歩こうとする）。彼らはその城壁へ急ぎ（次

ナホム書の解説

の都市や町）、防柵（列車が発する駅）を設ける（赤帽、
運搬人、郵便馬車、ホテル送迎バス、予約客、入車す
る客に会う友人たちは列車を待っている）。川の水門
は開かれ（客車のドアは開けられ、人々は去る）、宮
殿（客車）は消え去る（空になる）。

