
「血を食べてはならない」という聖書中の記述は、決して「血液の成分を取り入れてはならない」

などという幼稚な命令ではありません。

この記事では、これをじっくりと論じてゆきたいと思います。

「ものみの塔」は長年の間、ともかく血を一切避けるようにと指導してきましたが、近年になっ

て 「この成分は OK で、これとこれは良心の問題で、これらは絶対に NG だ」などという論議

によって、どんどんと「ボカシ」の度合いを深めています。

こうした独特の「血」に関するものみの塔の教理は、聖書的根拠から言っても、科学的、医学

的観点から言っても、何の根拠もなく、極めて稚拙極まりないもので、「ただの思いつきでこ

んな教理をでっち上げてしまって申し訳ありませんでした。」と素直に認めることのできない

人々が、無理に無理を重ねて、体面だけは保ちつつ、実質的にはその逃げ道を作り、その穴を

ちょっとづつ広げて、なし崩しにしてゆけばそのうち忘れるだろうという。という魂胆であろ

うことなどはとっくにに見抜かれていると言って良いでしょう。

この記事では主にノアに与えられた創世記 9 章の「血」に関する記述を考察します。

先ず、その部分を引用します。

「次いで神はノアとその息子たちを祝福してこう言われた。「子を生んで多くなり，地に満ちよ。

…生きている動く生き物はすべてあなた方のための食物としてよい。緑の草木の場合のように，

わたしはそれを皆あなた方に確かに与える。ただし，その魂つまりその血を伴う肉を食べては

ならない。さらにわたしは，あなた方の魂の血の返済を求める。すべての生き物の手からわた

しはその返済を求める。人の手から，その兄弟である各人の手から，わたしは人の魂の返済を

求める。だれでも人の血を流す者は，人によって自分の血を流される。神は自分の像に人を造っ

たからである。そしてあなた方は，子を生んで多くなり，地に群がってそこに多くなれ」。（創

世記 9:1‐7）

さてこの「血を食べてはならない」という命令はそもそもどういう趣旨の命令なのでしょうか。

 1 節の「子を生んで多くなり，地に満ちよ」という言葉が、最後にまとめとして 7 節でもう

一度繰り返されているように この 1 節から 7 節全体の記述が「祝福」の言葉です。

「 あなた方の魂の血の返済を求める 」という文言を含む言葉が、どうして「祝福」の言葉なの

か不思議に思われる方も多いかも知れません。

聖書の「祝福」というのは、いわゆる結婚式の時に飛び交う「おめでとう～」と言うようなも

のとは、おおよそ異なります。

「輸血拒否」という教理と聖書が本当に述べていることの比較論考　パート１



旧約聖書において「祝福」と訳されているヘブライ語の 「バラカー」 は「救済に満ちた力を付

与する」を原意としているもので、「約束」を伴うものです。

この 1 節の 「子を生んで…」という言葉は、最初の人間を造られた時の言葉と同じです。

 「…神は彼らを祝福し，神は彼らに言われた，「子を生んで多くなり，地に満ちて，それを従

わせよ。…」（創世記 1:28）

ノアとその家族はここで人類の再出発をすることになるので、同じ祝福の言葉が与えられます。

つまり、確かに、「禁じる」命令が含まれてはいますが、基本的に「祝福」であり、生まれ、

繁殖してゆくという約束です。つまり命の存続、繁栄に他なりません。

「祝福」について、もう一つ、神ご自身のお考えを見ておくことにしましょう。

「わたしは今日，天と地をあなた方に対する証人として立て，あなたの前に命と死，祝福と呪

いを置いた。あなたは命を選び，あなたもあなたの子孫も共に生きつづけるようにしなければ

ならない。」（申命記 30:19）

「命と死、祝福と呪い」。この表現からも分かるように、祝福とはすなわち「命」であり、「生

き続ける」ことを選ぶ事が神の願い、ご意志であることは明らかです。

「祝福のことば」に従う故に、やむを得ず自らの意志で「死に繋がる道」を選ぶべきという思

考や「導き」全くの本末転倒であり、そうした導きが、果たして「あなたは命を選ぶべき」と

言われるエホバから来るのでしょうか。

それともそうした考えの背後にあるのは、狡猾な敵対者からの入れ知恵なのかは、聖書をまっ

すぐに読んだことのある人の目には明らかでしょう。

ノアに対して語られた「肉を血のままに食べてはならない」と言う言葉は、「人の血を流す」

事と基本的に同じ理由で禁じられています。それらは全て次の 1 つの理由に基づいています。

それは「神は自分の像に人を造ったから」というものです。

このことと、「血を食べる」「血を流す」こととどのような関係があるのでしょうか。

アダムとノアに対して使われた「神の像」と訳されている「像」という語は、ヘ語：ツェーレ

ム※の訳語であり、それは人間の場合にも使われています。

（※脚注：ヘブライ語聖書にこの「ツェーレム」という語は 17 回使用されていますが、「神の像」と言う創世記

１章に、「神の像」としてアダムに対して３回、創世記９章でノアに対して１回。セツに関して１回。それ以外は

全て「バアルの像」のように全て文字通りの偶像を表すのに用いられています。）



ヘブライ語「ツェーレム」が唯一、人間に対して用いられている部分に注目してみましょう。

これは、長男カインがアベルを殺してしまったため「神はその代わりの別の胤を立て」られた

として生まれた「セツ」に関する描写です。

「…アダムは百三十年のあいだ生き，そののち自分に似た，自分の像（ツェーレム）どおりの

子の父となり，その名をセツと呼んだ。」（創世記 5:3）

この「セツはアダムの像」という表現から、現代の用語で分かり易く表現すれば「遺伝」とい

うが一番ぴったり来るように思います。

ですから、「人間は神の像（ツェーレム」）」とは、すなわち「神は人間の父である」というこ

の表現は、単なる比喩ではなく、物理的ではないので霊的にですが、どこか文字通りに遺伝子

を受け継いだ（霊的な血の繋がった）親子であると言えるのでしょう。

ですから、「血を食べる、血を流す」ことが禁じられている理由を、「人が神の像に造られたか

らである」としているのは、人は、神と「霊的に血の繋がった存在」である故に。と言うこと

でしょう。

そこには「人間の生命の尊さ」以上のものが関係しています。

血は命を象徴するものであり、その命は神に由来する神聖なものである故に人間には、どうこ

うする権利がない事を示しているということでしょう。

さて、ものみの塔には、ひんぱんに「命の与え主」という表現が出てきますが、そもそもこの

認識が間違いなのです。

「エホバ神は創造者であり，命の与え主であるがゆえに…」ー洞‐1 1083 ページ

「神は命の与え主ではない」と私がここで言う理由は、命の所有権は移っていないに違いない

ということです。

人が死ぬと霊つまり生命は、なんと律儀なことに、もれなく神の元に帰ってゆくことになって

います。（詩編 146:4；伝道の書 12:7）

「神の元に帰る」ということは「命」は神から「与えられた」ものではなく、また取得したも

のでも、親から「もらった」ものでもなく、単にシステム的に受け継がれて来たものでもなく、

「レンタル」されているものと私は考えます。

つまり「生命」は神からのものであり、神のものです。その生命力は、最初の人間アダムに「命

の息」が吹き込まれ、生きた魂となった時に、アダムに移されましたが、それは生命の言わば

「使用権」であり、「所有権」ではない。というのが、正しい見方でしょう。



だからこそ、死んだとき、その命（霊）は所有者であられる神の元に帰ります。

命は「与えられた」ものではなく、どこまでも神の所有物である故に、自分の命だからといっ

て自分で左右する事は許されない。ということです。

さらには、人間の感覚でも「自ら死ぬ」ことを「自死」と言わず「自殺」と表現するように、

それは、殺人という罪であり、自分のものだから、どうしようと自分の勝手という考えを否定

しているのも本来こうした感覚から来ているのでしょう。

「エホバは万物の作り主」という言葉が何度となく聖書中に現れますが、神が創造されなかっ

たものがあります。言うまでもありませんが、それは神ご自身です。そして、そのうちにある

「霊」あるいは「命」は創造物ではありません。

それで、あえて言うなら神は「命の分け与え主」もしくは「命の貸主」というべきでしょう。

「命」が「神からの祝福、恩恵」であるということから、神は被造物の「命」をどう見ておら

れるかが分かります。

神にとって「命」が貴重なもの、神聖なものということを示す記述は随所に見られます。

「 すずめ二羽はわずかな価の硬貨ひとつで売っているではありませんか。それでも，あなた方

の父の知ることなくしては，その一羽も地面に落ちません」（マタイ 10:29）

「イスラエルの家よ，どうしてあなた方は死んでよいだろうか』。 『わたしは死んでゆく者の死

を少しも喜ばないからである』と，主権者なる主エホバはお告げになる。『それゆえ，あなた

方は自分を立ち返らせて，生きつづけよ』」。（エゼキエル 18:31‐32）

こうした例からも分かるように、ノアに与えられた「肉をその血のままに食べてはならない」

という神の言葉の意味は、「命を軽んずるべきではない」という命令以外の何物でもないこと

は明らかです。

血は命を象徴しており、すべての命は神のものである。という儼然たる事実のもとに、生命の

象徴としての血液は神の所有物もしくは神に帰属するものである。という理由で、動物の血液

は地に注ぐ事によって神にお返した後、残りの肉を食物として良いということを意味します。

さて、では、そもそもなぜこの命令が発せられることになったのかという理由を改めて考えて

みましょう。

人は肉を食べなくても、ベジタリアンとして生きてゆくことができます。

そもそも、「肉を食べる」という発想がなければ、「血のままに食してはならない」という命令



も日の目を見る事はなかったと言う事です。

それを提案されたのは神です。目的は、生きてゆくために不可欠だったからではなく、長く生

きる。寿命を延ばすために、わざわざ提案されたものなのです。

寿命を長く保つために与えられた言葉のために、やむを得ず命を終える選択をすると言う馬鹿

げた適用などあろうはずがありません。

神が「肉を食べる」事に言及された理由とは

この命令はどういうシチュエーションで与えられたのかを考えると、その趣旨も理解できるよ

うになります。

箱船から出た後、神は、これまで食物として与えていた植物に加えて「生きている動く生き物

はすべてあなたがたの食物として良い。わたしは、それを皆あなた方に確かに与える」

と言い出され、ただし、それは、植物の場合と違って、一つの条件付きの許可でした。

「だだし、その魂、つまりその血を伴う肉を食べてはならない」というものでした。

「肉を食べても良い」という許可を与えられた訳ですが、どこにも、「野菜だけじゃヤダ！肉が

食べたい」と人間が要求したという記録はありません。

走り回っている豚や牛をみても「それが食物として良く、目に慕わしいもの」として映るとは

考えにくいでしょう。

「この日以降、動物を食べてもよい」、と言われても、いくら許可が出たとしても、スキヤキの

ごちそうが出たときの子供のように、「ワーイ」と歓んで即、食べようという気にはなれない

でしょう。神がそう言われるのだから、食べられるものなのだろうと思いつつ、おそるおそる

食べてみた　というのが、最初のリアクションだったのではなかろうかと思います。

なぜ神は、洪水の後、いきなりこんな不可解な許可を与えられたのでしょうか。

それは神が、人間と、宇宙の創造者であり、全てをご存じであるからこその提案であったとい

えるでしょう。

洪水の前と後とでは、地球環境は激変していました。

それは、40 日間降り続いた雨で、全地球の陸地がすべて水に下に没した程の水の量を考える

と分かります。

それだけの水はどこからやってきたのでしょうか。それは、地球創世に関する記述の中で明ら

かにされています。



そもそも、この地球は、創造の過程で完全に水に覆われていました。

「…次いで神は言われた，「水の間に大空が生じ，水と水との間に区分ができるように」。そう

して神は大空を造り，大空の下に来る水と大空の上方に来る水とを区分してゆかれた。そして

そのようになった。そして神は大空を“天”と呼ぶことにされた。こうして夕となり，朝となっ

た。二日目である。 次いで神は言われた，「天の下の水は一つの場所に集められて乾いた陸地

が現われるように」。するとそのようになった。」（創世記 1:6‐9）

「大空」というのがいわゆる「大気圏」です。「空」は何と水と水の中間に造られたのです。

つまり外側から順番に書くと、宇宙空間、水、空、水、そして地殻です。

そして、隆起による高山や、海溝などができるにつれ、この地殻を覆っていた水が集まり、乾

いた陸地が現れました。

洪水を起こした水はこの宇宙空間と空の間にあった外側の「水」が全部地に落ちてきた結果で

した。

「ノアの生涯の六百年目，第二の月，その月の十七日，その日に広大な水の深みのすべての泉

が破られ，天の水門が開かれた。そして，地に注ぐ豪雨は四十日四十夜続いた。」（創世記 7:12）

この外の水の層は温室効果を発揮していたので、それがなくなってしまったことによって地球

は太陽の光が強く当たる赤道と、軸にあたる、北極、南極などの極端な温度変化を経験する事

になりました。

しかし、問題は気候の急変だけではなく、さらに重大な影響を及ぼしました。

つまり、それまで地球のバリアの機能を果たしていたものが取り除かれた結果、紫外線を含め、

至る所から降り注ぐ宇宙線（アルファ線、ガンマ線など）が直に地表まで達することになり、

地球の環境は洪水前と後とでは恐ろしく異なるものとなった。ということです。

（ここから、しばらくこの宇宙線の影響についてのやや専門的な話しになりますが、「神がなぜ

この時点で「肉を食べる」ことに言及されたかを考える上で、興味深い情報だと思えるので、知っ

ておいて損はないと思いますが、幾分難しく感じられるところろもあるかも知れませんので、

目で追いながら何となくイメージをくみ取って頂ければ十分だと思います）

太陽も含め、宇宙で光輝いているすべての天体（恒星）は、水素、ヘリウムなどの核融合エネ

ルギーで輝き、熱を発散しています。

つまり太陽は巨大な原子炉であり、しかも、裸の状態にあります。ですから宇宙には放射線（放

射能物質）が充満しています。



宇宙線 (cosmic ray) というのは宇宙空間から、非常に速い速度で地球にむかって飛来してく

る放射線のことです。

その高いエネルギーを持つ荷電粒子（主成分は陽子で、プラスの電気を帯びており原子核を構

成する粒子）で一般的にはイオン化した原子や、電荷を持った素粒子などで、例えば

核崩壊によって生じるアルファ線（ヘリウムの原子核）やベータ線（電子）などは、荷電粒子

から成る放射線です。それらを「一次宇宙線」といいます。

そしてその「一次宇宙線」が大気に衝突して生じたものを「二次宇宙線」といいます。

二次宇宙線は中間子、電子、γ線などです。

人は地上で年間平均約 0.4mSv（ミリシーベルト）の宇宙線を浴びています。

「一次宇宙線」のほとんどは、地球大気に遮られて地表面に到達できずに完全に消滅します。

つまり地球は大気という厚い宇宙服で守られています。

しかし，特に高エネルギーの「一次宇宙線」の陽子は、十分に減速しないうちに、大気を構成

する分子中にある原子の原子核に派手に衝突を起こすことがあります。

高速の陽子が原子核にまともに当たるとその原子核は破砕され、陽子や中性子や原子核の破片

が激しく飛び散ります。

その結果生まれるのが、「二次宇宙線」の主成分であるμ粒子（ミューりゅうし）は人体など

簡単に貫通します。地上に達したμ粒子の多くは、地面に突き刺さり、地下数十メートルある

いは数百メートルまで潜り込んだところでエネルギーを失って停止します。

μ粒子は１平方メートルあたり１分間に約１万個降り注いでいます。それが人体の遺伝子など

の分子を壊したり、人体に悪影響を与えているといわれています。

他にも、X 線γ線、陽子線、中性子線などは貫通能力が小さく、人体に当たると体内で止まっ

てしまう場合が多く、止まる際にエネルギーを放出するので人体に与える影響は大きく、放射

線障害を引き起こすことがあると言われています。

（X 線については、誰でもレントゲン撮影をしたことがあると思いますので、その貫通能力は

良く分かると思います。その適度な貫通能力を利用して、X 線が透過した部分は黒く感光し、

通りにくかった所は白く残ると言う原理です。）

今この宇宙線の話をしているのは、それらが、ノアの時に外の水が洪水の際に失われたので、

大気圏だけでは防ぎきれず、地表面に達し、動物の細胞を破壊し、老化を早める原因になって

いるということです。

事実、洪水前の人の寿命は 1000 年未満でしたが、洪水後急激に減衰してゆきます。



そうした地球環境の変化に対応するために採られた処置が、「動物性タンパク質の摂取」です。

次に掲げる「動物性タンパク質摂取と寿命の相関関係」を示すグラフをご覧下さい。
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（柴田博「生涯現役スーパー老人の秘密」技術評論社  2006より） 

食料需給表 
厚生省（現厚生労働省） 
国民栄養調査 

日本人の１人１日当たりの植物性たんぱく質と 
動物性たんぱく質摂取の推移 

植物性たんぱく質 

動物性たんぱく質 

動物性タンパク質を多く摂取する人

は寿命が長くなるという事はすでに

証明されています。また年を取って

も知的活動が低下しないということ

も分かっています。

こうした、宇宙や人体についての知

識は現代のおいてようやく知られる

ようになったものです。

洪水後、それまでのように植物性タ

ンパク質だけを摂って自分のからだ（肉体）とするだけでは長く生きるには十分ではなくなり

直接動物性タンパク質を摂る必要があることを創造者はご存じだったので、人が望んだ訳でも

ないのに、このとき肉を食べるよう人に勧められたのだろうとわたしは考えています。

このことは、はるか古代には知るよしもなかったことですが、洪水後、唐突に「肉を食べる」

という事が記されている聖書は、改めて、やはり「天と地と人と動植物を造られた」創造者の

言葉に違いないという思いが深められます。

どこまでいっても、「血をたべないように」という命令は、「生き続けること」「寿命を延ばすこと」

の故に与えられたものであことがこうした事からも分かります。

どんな理由があれ、神は「死を喜ぶ」ことは決してないのです。



神聖なのは「血液そのもの」ではなく命である

ものみの塔には「輸血」に関する記述には決まって「血の神聖さ」という語が使われます。

*** 塔 00 10/15 30 ページ 読者からの質問 ***

「血の神聖さに関する神の見方は変わっていません。…20 世紀には献血や輸血が一般的にな

りましたが，エホバの証人は，そうした慣行が神の言葉に反することを理解していました。」

「血」と「神聖」という語が関連して描写されている聖句は例外なくどれも、祭司が犠牲を捧

げると言う幕屋（神殿）での祭儀の際に血を振りかけることによって、そのものが「神聖な者

とされる」という場合に限定されています。一例を挙げておきましょう。

「…モーセはそれをほふり，その血を取って祭壇の周囲の角にそれを指で付け，こうして祭壇

を罪から浄めた。しかし，血の残りは祭壇の基部に注いだ。その上で贖罪を行なうために，そ

れを神聖なものとするためであった。」（レビ記 8:15）

この「…神聖なものとする」というのは、そのようにみなす、と言う事であり、「神聖なもの

とする（聖別する）」というのは「カダシュ」というヘブライ語で、頻繁に出て来ますが、本

来の意味は「取り分ける」ことで、分かりやすく言えば「別扱いとする」ということです。

「ヤギや羊の血液」を振りかける事で、何かの魔力で本質的に何かが変化するという事でもなく、

そうした儀式を執り行うことによって、実質的にはその他のものと何も変わらないが、「これ

だけ」は特別扱いする事にする、と言うのが「神聖なものとする」と訳されている聖書の元々

の意味です。

さて、「ものみの塔」の言うように、その血を振りかけたものが「神聖なものとされた」とい

うことが、「血の神聖さ」に因るものであるとすれば、夕食の準備のために一頭の羊かヤギを屠っ

た時に、たまたまその血が降りかかってしまった人や、その時に使用した短刀や器などもみな

思いがけず「神聖なもの」とされてしまうと言う事が起こるということになります。

現代で言うならば、「傷のない一歳の雄羊」がトラックにはねられて、破裂した内臓のその血

を浴びてしまった人の、靴もカバンも携帯電話もみな「神聖なもの」となってしまう事になり

ます。

「血」そのものの神聖さゆえに「聖なるもの」となるのなら、それこそ、動物を血のままに食

べた者はみな「神聖なもの」になるということです。

「血」そのものに「神聖さ」という概念があると言う事はないということです。

もちろん、「血」は聖書的には「命を意味する」極めて貴重なもので、軽々しく、あるいは無



造作に扱うべきものでないことは言うまでもありません。

しかし「神聖さ」を有しているのは「血液」そのものではなく、それが意味している「生命」

こそ、「神聖なもの」であるということです。

とりわけ、「血」に関する記述のなかで、「血を食べてはならない」という命令の根底にあるの

は、キリストの血、すなわち、人類を贖う完全な人間の命の価値　を意味する故にそれは、神

聖視されるべきものなのです。

「命の神聖さ」という概念を「血の神聖さ」という表現に置き換えることによってイメージの

ねつ造が謀られているわけですが、確かに「命の神聖さ」という表現は「血」は畏れおおいも

ので、何が何でも避けているべきであるという「輸血拒否」という教理の正当性を主張するの

には大変便利な表現ですが、それは、詭弁でありまやかしである事が、聖書から証明されました。

「血の神聖さ」という表現も概念も聖書的には何の根拠もない、ただの勘違いであることは明

白です。

余談ですが、実際のところ、血液から赤血球が漉されたものである「乳」について、ものみの

塔は「授乳拒否」とか「乳の神聖さ」などとは主張していないことを見ると、彼らが「神聖視」

しているのは主に「赤血球」であると言う事が分かってきます。

つまり、乳は神聖ではなく、しかし「血」は神聖なものだという事は、すなわちその決定的な

違いをもたらしている「赤血球」こそ、「神聖さ」の謂われということになります。

この記事の冒頭で も記しましたが、ものみの塔は近年「血」の成分の顕微鏡的な分解、細分

類するという手段によって、それまでの「絶対の教理」をごまかし始めましたが、そもそも聖

書は二千年も昔に書かれたものだということを忘れているようです。

なぜ、それを、「ごまかし」と言い切るれるかと言いますと、例えば、ハッキングやクラッキ

ング（コンピュータ用語です。分かる人にしか分からないと思いますが）など、ネットワーク

のセキュリティを突破したり、コンピュータウイルスを作成したり、他人のコンピュータに入

り込んで操作したりすることは聖書時代には行いようもありません。

しかし、そうした用語や事象に直接言及されていなくても、それらが、神が禁じている範ちゅ

うに入る事は、聖書を読んだことのある人ならすぐに分かります。

つまり神の言葉を現代用語、現代の科学知識を駆使して説明しなければ、聖句の正しい（より

厳密な）適用はできないなどということはないということです。

むしろ「幼子」こそ王国に相応しいと言われているのですから、「血しょうや白血球」「アルブ

ミン」や「免疫グルブリン」などについて知らなかったために、うっかり自分や家族の命を死

にさらしてしまったり、不要な良心の咎めを経験したりなどということなどあって良いはずが



ないのは明らかです。

どの時代のどの地域に住む人でも、聖書を読みさえすれば、そしてその理解に従って神と共に

歩みさえすれば神の是認を得られるように「聖書」は記されているはずです。

必要であれば、祈りに応じて、個人的に理解の霊を与えられるとはっきりと約束されてもいる

のです。

つまり、神はどの時代にも通用するマスターキーのような語彙で聖書が記されるように聖書筆

者に導きを与えられたはずであり、神の是認を得るためには特別な専門用語や専門的な解説、

解釈などの知識がないと救われないようになっているなら、聖書の著者としての神の全能性は

否定されることになるでしょう。

そういうわけで、現代のしかも専門的な医療に関わる人にしか分からない用語でしか「教理の

正当性」を主張できないと言うことを露呈した時点で、それは「ごまかし」以外の何物でもな

いとうことに気付いて良いはずです。

「ものみの塔」は「なし崩しにしてゆけばそのうち忘れるだろうという。という魂胆であろう

ことなどはとっくにに見抜かれていると言って良いでしょう。」と冒頭で述べましたが、恐ら

くそのうち、どうにも逃げ場を失い、最後の砦として「赤血球」だけにすがりつき、そして最

後にはお得意の「だんまり」を決め込み自分たちの体面だけはどうにか保とうとするであろう

事は目に見えています。


