
しょう）と訳している語は「ギ語：ハルパゾー」です。

この「ハルパゾー」が、いずれ死ぬまで待ち続けてから、やおら引き上げるという意味に

解釈することが許されるかどうかについて考慮してみましょう。

「ハルパゾー」が用いられている他の箇所では、どのような訳語が当てられているのか「新

世界訳」（2019 年改訂版）から見てみます。

次に挙げるのはパウロの自身の経験に関するものです。

「私はキリストと結ばれたある人を知っています。その人は 14 年前に第三の天に【連れ

去られ】ました。・・・その人はパラダイスに【連れ去られ】・・・」Ⅱコリント 12:2,4

ここでは「ハルパゾー」は「連れ去る」と訳されていますが、実際このギリシャ語のニュ

アンスは、「力でつかむ。突然、かつ決定的に強奪する。（賞金を奪うような、密かにでは

なく）あからさまな力の表明として掴む」という意味の語であると解説されています。

更に「ハルパゾー」が用いられているいくつかの聖句。

マタイ 11:12　「捉え」

マタイ 12:29　「奪う」

マタイ 13:19　「さらっていきます」

ヨハネ 10:12　「襲い」

ヨハネ 10:28　「奪う」

使徒 23:10　「連れていく」

ユダ 1:23　「つかみ出して」

啓示 12:5　「連れていかれた」

いずれも、力づくで、有無を言わさず強引な手法として用いられています。

行使までの時間的猶予などまったくない、直ちに実行する時に用いられる語です。

「寿命が来るまで気長に待ち続けて、死んだら」空中に「引き上げる」などという情景が

いかに、本来の聖句からかけ離れたものかがおわかりになるでしょう。

こんな翻訳語による「ボカシ効果」などという涙ぐましい小細工をしても、100 年以上経っ

ても未だに裁きが始まらない言い訳にすらならない、1914 年以降も次々に生まれてく

る油注がれたものが、更にそれらの人が死ぬまで、イエスを空中に延々と待たせ続けると

いう、あたかもエンドレスのシステムのようになってしまっていることを、ものみの塔は

どうするつもりなんでしょうか。

今一度、先のテサロニケの記録と啓示 14 章の記録を比較して、この「引き上げられて雲

に包まれる」ということにどれほどの時間的経過がイメージされているか見てみましょう。

「キリストと結ばれて死んだ人たちがまず生き返るからです。  その後，私たちのうち生き

ている者が雲に包まれて引き上げられ，彼らと一緒になって空中で主に会い，こうして常

に主と共にいることになり・・」-Ⅰテサロニケ 4:17

この臨在時のキリストの描画的なイメージとクリスチャンが集められて雲に包まれる、と

いう描写を次の啓示の記録と比較してみましょう。

「白い雲があり，その雲の上に人の子のような方が座っていた。その方は金の冠をかぶっ

ていて，鋭い鎌を持っていた。・・・「あなたの鎌を使って刈り取ってください。刈り取

る時が来たからです。地の作物はすっかり熟しています」。すると，雲の上に座っている

方が鎌を地に突き入れ，地の作物は刈り取られた。」- 啓示 14:14-16

「地の作物」という描写ですが、これは「小麦と雑草」の例えとリンクしており、その収

穫は、「人のような方」つまりイエスが臨在されたときにはすでに「すっかり熟して」い

るゆえに、直ちに残らず「刈り取られた」ということでしょう。

「収穫」は短期間で行うべき相応しい時期があります。

結局の所、なぜ、「神聖な奥義」である「生継空挙」なることが計画されているかと言えば、

歴史上連綿と続くクリスチャンの誕生という流れに、「それまで！」という終了の時点が

必要なわけで、当然その最終時には、まだ生きて生活しているわけですから、例外的な措

置として、瞬時に人間から霊的な存在への変化がなされることが必要となるということで

す。

ものみの塔が、キリストは天で臨在を開始され、人の目には見えないと主張して来たのは、

臨在をしるし付ける、この直接的で一目瞭然の地上での出来事が、実際には皆無であるこ

とをはぐらかすためであることは明白です。

先に何度が引用しているものみの塔誌でも、「空中」とは天であり、「雲」は「見えない」

ことの象徴的表現であると繰り返しています。

「主の臨在の期間中に生きているクリスチャンが『雲のうちに取り去られて空中で主に会

う』というパウロの言葉は，それら生き残る人々が地球の大気圏内ではなく，イエスが神

の右に座しておられる目に見えない天の領域でキリストに会うということを意味していた

のです。」- 塔 93 1/15 p. 5『取り去られて主に会う』― どのように？

これもすでに引用しましたが、改めて引用します。

「主が天から下り，天使長 + の声で号令を掛け，神のラッパが鳴り響くと，キリストと結

ばれて死んだ人たちがまず生き返るからです。」Ⅰテサロニケ 4:16

もし、天にいたまま臨在を開始したのなら、主が「天から下る」とは言われないはずです。

数多くの、嘘、ごまかしがあります。

ものみの塔ではパルーシアという語は，文字どおりには「そばにいる」という意味である

と頻繁に述べていますが、天では決して「そばにいる」とは言えないことは小学生でも分

かります。

 文字通り天と地ほどかけ離れています。

 

 むしろ、聖書は至るところで、イエスは再び地に来られると繰り返しています。

「見よ，わたしは速やかに来る・・「これらのことについて証しされる方が言われる，『し

かり，わたしは速やかに来る』」。「アーメン！ 主イエスよ，来てください」

- 啓示 22:12,20

「雲」が見えないということを表す表現であり、人間には通常では何が起きているのか何

も感知できないという主張は甚だしい欺瞞です。

「見なさい，この方は雲と共に来ます。そして，全ての目はこの方を見ます。この方を刺

し通した者たちもです。地上の全ての民族が，この方のゆえに自分の体をたたいて悲しみ

ます。これは確かです。アーメン。」啓示 1:7

むしろ上の記録を含め、聖句が明確に示しているところから言えば、キリストの臨在を確

認するために、信仰や解説／解釈などはすべて不要だということが分かります。

なぜなら、「臨在」とは「再臨」であり、「地上に再び来る」ことであり、それは一部のク

リスチャンが信仰の目で見るというようなものではなく、すべての地上の人間が知覚でき

る仕方で示されると、聖書は至るところで述べています。

「その期間の患難のすぐ後に，太陽は暗くなり，月は光らず，星は天から落ち，天の力は

揺り動かされます。その時，人の子のしるしが天に現れます。そして，地上の全ての民族

は胸をたたいて悲しみ，人の子が力と大きな栄光を帯びて天の雲に乗って来るのを見ます。

そして人の子は，大きなラッパの音と共に天使たちを遣わし，天使たちは，四方から，天

の果てから果てまで，選ばれた者たちを集めます」マタイ 24:29-31

それで、「死者の復活」は確かに誰にも気づかれないということは考えられますが、四方

から選ばれた者たちを集めるという、テサロニケの「生継空挙」という現象、世界のあち

こちで、今まで隣りにいた人が突如、空に挙げられてゆくという不可思議な出来事が起き

ることにより、紛れもなく臨在がなされたことを認識するということです。

パウロは、「主の臨在の時」と表現していますが、厳密に言うと、天から下り、地に到着

する直前の状態です。ですから、「空中」で会うと表現されているのです。

その段階で、四方から集められるわけですから、臨在された時点では、地上に油注がれた

クリスチャンは一人も存在しないということになります。

さてここからは、この記事の主題である 1914 年臨在開始説の間違いを証明する決定的

な論点を示すことになります。

ものみの塔によれば、すでに 1914 年に「キリストの臨在」は始まっていることになっ

ています。

ということは、忠実のうちに死んだ是認されたクリスチャンの死者はみな、すでに全員復

活していることになります。

どこにでしょうか。「天」にですか？　いいえ、ものみの塔によればそうではありません。

以下は、ものみの塔の解釈がすべてそのとおりであると仮定した場合に基づいての考察と

なります。

復活に続いて「その時生きていた是認されたクリスチャン」は「復活組」と「空中で一緒

に」なるとされている中で、ものみの塔的には「その時生きている人（瞬間変換組）」の

収穫は現在も継続中であるということは、キリストも、同行している大軍を成すみ使いの

軍勢も、復活組も全員、未だに「空中」で漂っているということになります。

「収穫物」は倉に納められず、100 年以上も、刈り取ったままの状態だということです。

これだけでも、この「1914 年臨在開始」という教理の胡散臭さが相当漂ってきますが、

さらなる由々しさは、次に上げる問題点です。

キリスト臨在時に、全クリスチャンの仕分けがなされる事になっています。

つまりその時、選ばれたクリスチャンと、退けられクリスチャンが地上に存在するという

ことです。

一般的な統計によれば、クリスチャン人口は全人口の 33.4% と言われています。

ものみの塔の「1919 年度の報告」ですが、それによれば「全世界の記念式で表象物に

あずかった人の数」は 17,961 人だそうです。1914 年ならそれよりずっと少数でしょう。

そして、1914 年当時の世界人口は正確には分かりませんが、だいたい 18 億人ほどです。

仮にその全人口の３０％がクリスチャンだとすると、5 億 4 千万人ほどになります。

そのうち 2 万人弱がエホバの証人ということになり、微々たるものです。

「小麦と雑草」の例え話の収穫時、「小麦」として選ばれたのは 2 万人弱のエホバの証人

のみということです。他は宗派に関係なく、キリストから「雑草」とみなされた人々が全

世界に 5 億人以上存在したということです。

聖書によればそれら「雑草」はどういう扱いになりますか？

「収穫の季節になったら，刈り取る者たちにこう言います。まず雑草を抜き，焼くために縛っ

て束にし，それから小麦を倉に集めなさい」- マタイ 13:30　新世界訳

「まず毒麦を抜き集めて、それらを焼き払うため束ねて縛れ。」岩波訳

「まず毒麦を集め、焼くために束にし」　新共同訳

「まず、毒麦を集め、焼くために束にしなさい。」新改訳

他のほとんどどの訳も同様です。

新世界訳と他の訳との決定的な違いにお気づきになりましたか。

原語にある「ギ語：スレゴー（集める）」という訳語を省いているということです。

この節には、スレゴーは 2 度使われています、「雑草」「小麦」に適用されています。

抜くのは当然ですから、「まず抜き」などと訳しては全く意味がないでしょう。

ものみの塔はどうしても雑草を「集め」られては都合が悪いようです。

実際、改定する前の（1985 年版）ではちゃんと「スレゴー」を訳出しています。

「まず雑草を集め，焼いてしまうためにそれを縛って束にし・・」「新世界訳」（1985 年版）

このことから明らかなのは、あえて意図的に訳から外した、ということでしょう。

ともかく「雑草」はそのまま放置されるのではなく「まず「ギ語：プロトン　最初に、手

始めに」集められ、縛って束にまとめられるということです。

現実問題として、世界に点在する「雑草」を「集める」という表現が、具体的にどのよう

な状況に置かれるようになるかは定かではありませんが、退けられた「雑草級」の 5 億

人以上の数のクリスチャンたちは、自分たちが「焼かれる目的で集められ、束にされ」た

ことを自覚するはずです。

そのことを示す聖句は少なくありません。

「すべてつまずきのもとになるものや不法を行なっている者を自分の王国から集め出し，

それを火の燃える炉の中に投げ込みます。そこで彼らは泣き悲しんだり歯ぎしりしたりす

るでしょう」マタイ 13:41,42

「み使いたちは出かけて行って，義人の中から邪悪な者をより分け彼らを火の燃える炉に

ほうり込むのです。そこで彼らは泣き悲しんだり歯ぎしりしたりするでしょう」マタイ

13:49,50

「招かれる者は多いが，選ばれる者は少ない」「戸口の主人から、立ち去れ」と退けられた

人々」「畑にいて残された側、臼をひいていて連れて行かれなかった女の側の人々」が黙っ

ているでしょうか。

1914 年のある時点で全世界で突然一斉に、同じ理由で「歯ぎしりして泣き叫ぶ」人々

が全世界で５億人以上いたはずです。

聖句に照らして、ものみの塔の「1914 年キリスト臨在開始説」が間違いないなら、こ

うしたことが当時全世界で認められたはずです。

事実は、こうしたことは皆無でした。

そして未だに見られていません。

明確な、聖書的根拠から断言できるのは、ものみの塔の根幹教理である「１９１４説」は

完全に間違いである。ということです。

「臨在と世の終わりのしるし」についての弟子たちの質問に、イエスは確かに「戦争や

食料不足」などの「しるし」を語られましたが、いわばそうした間接的な出来事だけで

はなく、もっと直接的な、勘違いのしようのないしるしについても語られていますが、

ものみの塔は、1914 年臨在の根拠としてそこに言及することは決してしません。

それは次の聖句です。

「人の子は，大きなラッパの音と共に天使たちを遣わし，天使たちは，四方から，天の

果てから果てまで，選ばれた者たちを集めます」マタイ 24:31

ものみの塔のオンライン・ライブラリーで、彼らの言うところの「偽りの教理」として、

例えば「三位一体」とか「地獄」などを検索すると、いくらでも記事がありますが、「携

挙」を調べても「該当するドキュメントがありません」と一つもヒットしません。

このいわゆる「携挙」に対する期待は特に最近、福音派などで熱気を帯びているようで

すが、なぜか、ものみの塔が、いっさい知らん顔なのは、実に意外なことです。

これを取り上げると、自分たちの教理に致命的な問題が、ブーメランのように降りかか

ることを懸念しているのかもしれません。

（ここで、誤解のないように断っておきますが、様々な教派の、いわゆる「携挙」説は

聖書を逸脱した教理になっているため、端的にテサロニケのこの一連の記述を表現する

ために私は、「携挙」の代わりに「生継空挙（そのまま空に挙げられる、という意味から）」

という語を創作しました。

今後目にする「生継空挙」は、何らの解釈を含まず、単なる一連の聖句のまとまりを指

すものとしてお読みください。）

一般に「ラプチャー」とか「携挙」と呼ばれる教理の出どころとされるテサロニケ第一

四章のその部分を引用しておきましょう。

（この記事は JW 関連の方を対象にしていますので、特に断りの無い限り「新世界訳」

（2019 年改訂版）から引用します）

「エホバの言葉に基づいて，皆さんに次のことを伝えます。私たちのうち，主の臨在の

時に生きている者は，死んで眠っている人たちより先に天に行くことは決してありませ

ん。主が天から下り，天使長の声で号令を掛け，神のラッパが鳴り響くと，キリストと

結ばれて死んだ人たちがまず生き返るからです。  その後，私たちのうち生きている者が

雲に包まれて引き上げられ，彼らと一緒になって空中で主に会い，こうして常に主と共

にいることになります。」Ⅰテサロニケ 4:15-17

そして、一連の流れの続く節では一貫して「朽ちるものは・・，死んでいくものは・・・

朽ちるものが・・・死んでいくものが・・・」（53,54 節）と、表現して「死者」に言

及しています。

ですから、その間にある 52 節の「ラッパが鳴ると，死人は朽ちないものによみがえら

され，【わたしたち】は変えられる」という描写の意味するところは、「死人」は変えら

れるのではなく、無の存在から朽ちない体を新たに与えられた存在（「死者の復活」は

霊的な体での「再創造」）として「蘇らされ」、【わたしたち】の方は「肉と血」である

ゆえに、一瞬に「変えられる」と述べているのです。

その時点で死んで眠っている人は（神の記憶の中にだけ存在し、実質的には生まれる前

と同様の無存在）「肉と血」という存在ではないので「変える」必要はありません。

まとめますと、「死人」＝「復活組」＝「蘇る人」

方や「生きている人」＝「挙げられる人」＝「変えられる人」ということです。

ですから、「肉と血」の人間として、「死ななければならない」故に「生継空挙」に与る

人も「復活」であるという、ものみの塔の主張は根拠がありません。

むしろ、「わたしたちはみな死の眠りにつくのではありません」とはっきりパウロが断

言しているのですから、「死なない」でそのまま、朽ちないものに変化するというのが

聖書の述べているところであり、ものみの塔の正式見解は反聖書的です。

さて、冒頭でお断りしておりました、「その時生きている人は死んだ時復活する」とい

う論議についてですが、先に挙げた「ものみの塔 93 年 1 月 15 日号 p.4-5」の中で

次のように解説されています。

「キリストの臨在期間中，霊的イスラエルの残りの者は忠実を保って死ぬ時，即座に天

的報いを受けます。「またたくまに」霊の被造物として復活させられ，「取り去られて」

イエスに会い，天の王国で共同支配者として仕えるのです。」

「復活」と訳されるギリシャ語は「アナタシス」で、字義通りの意味は「起き上がらせ

ること ; 立ち上がること」となっています。語の成り立ちとしては「上へ」を意味する

「アナ」と、「立つこと」を意味する「スタシス」からの合成語です。

ですから、「復活」という語には単に命に蘇るという意味だけでなく、上（天）に引き

上げるという意味を含んでいますので、『復活させられ，「引き上げられ（取り去られ）て」

イエスに会い・・』という表現自体、聖書的にナンセンスです。

新世界訳で「引き上げられ（4:17）」（ちなみに 1985 年版では「取り去られ」となっ

ており、この語句を新たに訳し変えているのは、この語に何らかのこだわりがあるので

ものみの塔の 1914 年臨在説の間違いを証明する意外な事実

このキリストの臨在時に、地上に生きている人も、空中に挙げられるという記録につい

て、ものみの塔の公式教理として、『取り去られて主に会う』― どのように？（塔 93 

1/15 p. 4-5）という記事の中で、これは「復活」であり、その時までに死んで眠っ

ていた人は全員復活し、まだ生きている「油注がれた者」は、その人が亡くなった後、

死の眠りにつくことなく即座に復活するとしています。とりわけその方法については「取

り去られる」のであって「天に運び去られるのではない」と強調しています。

（この、その時まだ生きている人は、その人がいずれ死んだ時に即座に復活する、とい

う解釈についてはこの記事の後半で改めて論じます。）

そしてこれが「復活」であるという根拠については（塔 93 1/15 p. 4-5）に次のよ

うに記されています。

「彼らは「取り去られて」，主イエスに会います。忠実な初期クリスチャンの場合と同様，

天でキリストと結ばれるには彼らも人間としては死ぬ必要があります。・・・

『肉と血は神の王国を受け継ぐことができず，朽ちるものが朽ちないものを受け継ぐこ

とはありません。ご覧なさい，わたしはあなた方に神聖な奥義を告げます。わたしたち

はみな死の眠りにつくのではありませんが，わたしたちはみな変えられるのです。一瞬

に，またたくまに，最後のラッパの間にです。ラッパが鳴ると，死人は朽ちないものに

よみがえらされ，わたしたちは変えられるからです』」。（コリント第一 15:50-52）」

さて、根拠として挙げられているこのコリント 15 章は、本当に死者の復活に続いて ,

挙げられる「その時生きている人々」も同様に死からの「復活」であると断定する根拠

になるのでしょうか。

パウロはここで確かに「復活」の希望について述べていますが、その文体を注意深く読

みますと、単に「死人の復活」についてだけ述べているわけではないことに気づきます。

その用いられている表現などから、明らかに、テサロニケの「生継空挙」についての自

分の論議と同様の概念、発想から記していることがわかります。

例えば、「最後のラッパ / 神のラッパ」が鳴る時に生じる、死人の復活、及び、その時

生きている人々、という異なる二種類の人々の変化について述べています。

その２者をパウロは「死人（朽ちるもの）」と「わたしたち」という表現で区別しています。

特に 51,52 節に注目しますと、「【わたしたち】はみな死の眠りにつくのではありませ

んが，【わたしたち】はみな変えられるのです。一瞬に，またたくまに，最後のラッパ

の間にです。」とあって、「死の眠り」についていない「わたしたち」はラッパの間に「み

な変えられる」としています。



しょう）と訳している語は「ギ語：ハルパゾー」です。

この「ハルパゾー」が、いずれ死ぬまで待ち続けてから、やおら引き上げるという意味に

解釈することが許されるかどうかについて考慮してみましょう。

「ハルパゾー」が用いられている他の箇所では、どのような訳語が当てられているのか「新

世界訳」（2019 年改訂版）から見てみます。

次に挙げるのはパウロの自身の経験に関するものです。

「私はキリストと結ばれたある人を知っています。その人は 14 年前に第三の天に【連れ

去られ】ました。・・・その人はパラダイスに【連れ去られ】・・・」Ⅱコリント 12:2,4

ここでは「ハルパゾー」は「連れ去る」と訳されていますが、実際このギリシャ語のニュ

アンスは、「力でつかむ。突然、かつ決定的に強奪する。（賞金を奪うような、密かにでは

なく）あからさまな力の表明として掴む」という意味の語であると解説されています。

更に「ハルパゾー」が用いられているいくつかの聖句。

マタイ 11:12　「捉え」

マタイ 12:29　「奪う」

マタイ 13:19　「さらっていきます」

ヨハネ 10:12　「襲い」

ヨハネ 10:28　「奪う」

使徒 23:10　「連れていく」

ユダ 1:23　「つかみ出して」

啓示 12:5　「連れていかれた」

いずれも、力づくで、有無を言わさず強引な手法として用いられています。

行使までの時間的猶予などまったくない、直ちに実行する時に用いられる語です。

「寿命が来るまで気長に待ち続けて、死んだら」空中に「引き上げる」などという情景が

いかに、本来の聖句からかけ離れたものかがおわかりになるでしょう。

こんな翻訳語による「ボカシ効果」などという涙ぐましい小細工をしても、100 年以上経っ

ても未だに裁きが始まらない言い訳にすらならない、1914 年以降も次々に生まれてく

る油注がれたものが、更にそれらの人が死ぬまで、イエスを空中に延々と待たせ続けると

いう、あたかもエンドレスのシステムのようになってしまっていることを、ものみの塔は

どうするつもりなんでしょうか。

今一度、先のテサロニケの記録と啓示 14 章の記録を比較して、この「引き上げられて雲

に包まれる」ということにどれほどの時間的経過がイメージされているか見てみましょう。

「キリストと結ばれて死んだ人たちがまず生き返るからです。  その後，私たちのうち生き

ている者が雲に包まれて引き上げられ，彼らと一緒になって空中で主に会い，こうして常

に主と共にいることになり・・」-Ⅰテサロニケ 4:17

この臨在時のキリストの描画的なイメージとクリスチャンが集められて雲に包まれる、と

いう描写を次の啓示の記録と比較してみましょう。

「白い雲があり，その雲の上に人の子のような方が座っていた。その方は金の冠をかぶっ

ていて，鋭い鎌を持っていた。・・・「あなたの鎌を使って刈り取ってください。刈り取

る時が来たからです。地の作物はすっかり熟しています」。すると，雲の上に座っている

方が鎌を地に突き入れ，地の作物は刈り取られた。」- 啓示 14:14-16

「地の作物」という描写ですが、これは「小麦と雑草」の例えとリンクしており、その収

穫は、「人のような方」つまりイエスが臨在されたときにはすでに「すっかり熟して」い

るゆえに、直ちに残らず「刈り取られた」ということでしょう。

「収穫」は短期間で行うべき相応しい時期があります。

結局の所、なぜ、「神聖な奥義」である「生継空挙」なることが計画されているかと言えば、

歴史上連綿と続くクリスチャンの誕生という流れに、「それまで！」という終了の時点が

必要なわけで、当然その最終時には、まだ生きて生活しているわけですから、例外的な措

置として、瞬時に人間から霊的な存在への変化がなされることが必要となるということで

す。

ものみの塔が、キリストは天で臨在を開始され、人の目には見えないと主張して来たのは、

臨在をしるし付ける、この直接的で一目瞭然の地上での出来事が、実際には皆無であるこ

とをはぐらかすためであることは明白です。

先に何度が引用しているものみの塔誌でも、「空中」とは天であり、「雲」は「見えない」

ことの象徴的表現であると繰り返しています。

「主の臨在の期間中に生きているクリスチャンが『雲のうちに取り去られて空中で主に会

う』というパウロの言葉は，それら生き残る人々が地球の大気圏内ではなく，イエスが神

の右に座しておられる目に見えない天の領域でキリストに会うということを意味していた

のです。」- 塔 93 1/15 p. 5『取り去られて主に会う』― どのように？

これもすでに引用しましたが、改めて引用します。

「主が天から下り，天使長 + の声で号令を掛け，神のラッパが鳴り響くと，キリストと結

ばれて死んだ人たちがまず生き返るからです。」Ⅰテサロニケ 4:16

もし、天にいたまま臨在を開始したのなら、主が「天から下る」とは言われないはずです。

数多くの、嘘、ごまかしがあります。

ものみの塔ではパルーシアという語は，文字どおりには「そばにいる」という意味である

と頻繁に述べていますが、天では決して「そばにいる」とは言えないことは小学生でも分

かります。

 文字通り天と地ほどかけ離れています。

 

 むしろ、聖書は至るところで、イエスは再び地に来られると繰り返しています。

「見よ，わたしは速やかに来る・・「これらのことについて証しされる方が言われる，『し

かり，わたしは速やかに来る』」。「アーメン！ 主イエスよ，来てください」

- 啓示 22:12,20

「雲」が見えないということを表す表現であり、人間には通常では何が起きているのか何

も感知できないという主張は甚だしい欺瞞です。

「見なさい，この方は雲と共に来ます。そして，全ての目はこの方を見ます。この方を刺

し通した者たちもです。地上の全ての民族が，この方のゆえに自分の体をたたいて悲しみ

ます。これは確かです。アーメン。」啓示 1:7

むしろ上の記録を含め、聖句が明確に示しているところから言えば、キリストの臨在を確

認するために、信仰や解説／解釈などはすべて不要だということが分かります。

なぜなら、「臨在」とは「再臨」であり、「地上に再び来る」ことであり、それは一部のク

リスチャンが信仰の目で見るというようなものではなく、すべての地上の人間が知覚でき

る仕方で示されると、聖書は至るところで述べています。

「その期間の患難のすぐ後に，太陽は暗くなり，月は光らず，星は天から落ち，天の力は

揺り動かされます。その時，人の子のしるしが天に現れます。そして，地上の全ての民族

は胸をたたいて悲しみ，人の子が力と大きな栄光を帯びて天の雲に乗って来るのを見ます。

そして人の子は，大きなラッパの音と共に天使たちを遣わし，天使たちは，四方から，天

の果てから果てまで，選ばれた者たちを集めます」マタイ 24:29-31

それで、「死者の復活」は確かに誰にも気づかれないということは考えられますが、四方

から選ばれた者たちを集めるという、テサロニケの「生継空挙」という現象、世界のあち

こちで、今まで隣りにいた人が突如、空に挙げられてゆくという不可思議な出来事が起き

ることにより、紛れもなく臨在がなされたことを認識するということです。

パウロは、「主の臨在の時」と表現していますが、厳密に言うと、天から下り、地に到着

する直前の状態です。ですから、「空中」で会うと表現されているのです。

その段階で、四方から集められるわけですから、臨在された時点では、地上に油注がれた

クリスチャンは一人も存在しないということになります。

さてここからは、この記事の主題である 1914 年臨在開始説の間違いを証明する決定的

な論点を示すことになります。

ものみの塔によれば、すでに 1914 年に「キリストの臨在」は始まっていることになっ

ています。

ということは、忠実のうちに死んだ是認されたクリスチャンの死者はみな、すでに全員復

活していることになります。

どこにでしょうか。「天」にですか？　いいえ、ものみの塔によればそうではありません。

以下は、ものみの塔の解釈がすべてそのとおりであると仮定した場合に基づいての考察と

なります。

復活に続いて「その時生きていた是認されたクリスチャン」は「復活組」と「空中で一緒

に」なるとされている中で、ものみの塔的には「その時生きている人（瞬間変換組）」の

収穫は現在も継続中であるということは、キリストも、同行している大軍を成すみ使いの

軍勢も、復活組も全員、未だに「空中」で漂っているということになります。

「収穫物」は倉に納められず、100 年以上も、刈り取ったままの状態だということです。

これだけでも、この「1914 年臨在開始」という教理の胡散臭さが相当漂ってきますが、

さらなる由々しさは、次に上げる問題点です。

キリスト臨在時に、全クリスチャンの仕分けがなされる事になっています。

つまりその時、選ばれたクリスチャンと、退けられクリスチャンが地上に存在するという

ことです。

一般的な統計によれば、クリスチャン人口は全人口の 33.4% と言われています。

ものみの塔の「1919 年度の報告」ですが、それによれば「全世界の記念式で表象物に

あずかった人の数」は 17,961 人だそうです。1914 年ならそれよりずっと少数でしょう。

そして、1914 年当時の世界人口は正確には分かりませんが、だいたい 18 億人ほどです。

仮にその全人口の３０％がクリスチャンだとすると、5 億 4 千万人ほどになります。

そのうち 2 万人弱がエホバの証人ということになり、微々たるものです。

「小麦と雑草」の例え話の収穫時、「小麦」として選ばれたのは 2 万人弱のエホバの証人

のみということです。他は宗派に関係なく、キリストから「雑草」とみなされた人々が全

世界に 5 億人以上存在したということです。

聖書によればそれら「雑草」はどういう扱いになりますか？

「収穫の季節になったら，刈り取る者たちにこう言います。まず雑草を抜き，焼くために縛っ

て束にし，それから小麦を倉に集めなさい」- マタイ 13:30　新世界訳

「まず毒麦を抜き集めて、それらを焼き払うため束ねて縛れ。」岩波訳

「まず毒麦を集め、焼くために束にし」　新共同訳

「まず、毒麦を集め、焼くために束にしなさい。」新改訳

他のほとんどどの訳も同様です。

新世界訳と他の訳との決定的な違いにお気づきになりましたか。

原語にある「ギ語：スレゴー（集める）」という訳語を省いているということです。

この節には、スレゴーは 2 度使われています、「雑草」「小麦」に適用されています。

抜くのは当然ですから、「まず抜き」などと訳しては全く意味がないでしょう。

ものみの塔はどうしても雑草を「集め」られては都合が悪いようです。

実際、改定する前の（1985 年版）ではちゃんと「スレゴー」を訳出しています。

「まず雑草を集め，焼いてしまうためにそれを縛って束にし・・」「新世界訳」（1985 年版）

このことから明らかなのは、あえて意図的に訳から外した、ということでしょう。

ともかく「雑草」はそのまま放置されるのではなく「まず「ギ語：プロトン　最初に、手

始めに」集められ、縛って束にまとめられるということです。

現実問題として、世界に点在する「雑草」を「集める」という表現が、具体的にどのよう

な状況に置かれるようになるかは定かではありませんが、退けられた「雑草級」の 5 億

人以上の数のクリスチャンたちは、自分たちが「焼かれる目的で集められ、束にされ」た

ことを自覚するはずです。

そのことを示す聖句は少なくありません。

「すべてつまずきのもとになるものや不法を行なっている者を自分の王国から集め出し，

それを火の燃える炉の中に投げ込みます。そこで彼らは泣き悲しんだり歯ぎしりしたりす

るでしょう」マタイ 13:41,42

「み使いたちは出かけて行って，義人の中から邪悪な者をより分け彼らを火の燃える炉に

ほうり込むのです。そこで彼らは泣き悲しんだり歯ぎしりしたりするでしょう」マタイ

13:49,50

「招かれる者は多いが，選ばれる者は少ない」「戸口の主人から、立ち去れ」と退けられた

人々」「畑にいて残された側、臼をひいていて連れて行かれなかった女の側の人々」が黙っ

ているでしょうか。

1914 年のある時点で全世界で突然一斉に、同じ理由で「歯ぎしりして泣き叫ぶ」人々

が全世界で５億人以上いたはずです。

聖句に照らして、ものみの塔の「1914 年キリスト臨在開始説」が間違いないなら、こ

うしたことが当時全世界で認められたはずです。

事実は、こうしたことは皆無でした。

そして未だに見られていません。

明確な、聖書的根拠から断言できるのは、ものみの塔の根幹教理である「１９１４説」は

完全に間違いである。ということです。

「臨在と世の終わりのしるし」についての弟子たちの質問に、イエスは確かに「戦争や

食料不足」などの「しるし」を語られましたが、いわばそうした間接的な出来事だけで

はなく、もっと直接的な、勘違いのしようのないしるしについても語られていますが、

ものみの塔は、1914 年臨在の根拠としてそこに言及することは決してしません。

それは次の聖句です。

「人の子は，大きなラッパの音と共に天使たちを遣わし，天使たちは，四方から，天の

果てから果てまで，選ばれた者たちを集めます」マタイ 24:31

ものみの塔のオンライン・ライブラリーで、彼らの言うところの「偽りの教理」として、

例えば「三位一体」とか「地獄」などを検索すると、いくらでも記事がありますが、「携

挙」を調べても「該当するドキュメントがありません」と一つもヒットしません。

このいわゆる「携挙」に対する期待は特に最近、福音派などで熱気を帯びているようで

すが、なぜか、ものみの塔が、いっさい知らん顔なのは、実に意外なことです。

これを取り上げると、自分たちの教理に致命的な問題が、ブーメランのように降りかか

ることを懸念しているのかもしれません。

（ここで、誤解のないように断っておきますが、様々な教派の、いわゆる「携挙」説は

聖書を逸脱した教理になっているため、端的にテサロニケのこの一連の記述を表現する

ために私は、「携挙」の代わりに「生継空挙（そのまま空に挙げられる、という意味から）」

という語を創作しました。

今後目にする「生継空挙」は、何らの解釈を含まず、単なる一連の聖句のまとまりを指

すものとしてお読みください。）

一般に「ラプチャー」とか「携挙」と呼ばれる教理の出どころとされるテサロニケ第一

四章のその部分を引用しておきましょう。

（この記事は JW 関連の方を対象にしていますので、特に断りの無い限り「新世界訳」

（2019 年改訂版）から引用します）

「エホバの言葉に基づいて，皆さんに次のことを伝えます。私たちのうち，主の臨在の

時に生きている者は，死んで眠っている人たちより先に天に行くことは決してありませ

ん。主が天から下り，天使長の声で号令を掛け，神のラッパが鳴り響くと，キリストと

結ばれて死んだ人たちがまず生き返るからです。  その後，私たちのうち生きている者が

雲に包まれて引き上げられ，彼らと一緒になって空中で主に会い，こうして常に主と共

にいることになります。」Ⅰテサロニケ 4:15-17

そして、一連の流れの続く節では一貫して「朽ちるものは・・，死んでいくものは・・・

朽ちるものが・・・死んでいくものが・・・」（53,54 節）と、表現して「死者」に言

及しています。

ですから、その間にある 52 節の「ラッパが鳴ると，死人は朽ちないものによみがえら

され，【わたしたち】は変えられる」という描写の意味するところは、「死人」は変えら

れるのではなく、無の存在から朽ちない体を新たに与えられた存在（「死者の復活」は

霊的な体での「再創造」）として「蘇らされ」、【わたしたち】の方は「肉と血」である

ゆえに、一瞬に「変えられる」と述べているのです。

その時点で死んで眠っている人は（神の記憶の中にだけ存在し、実質的には生まれる前

と同様の無存在）「肉と血」という存在ではないので「変える」必要はありません。

まとめますと、「死人」＝「復活組」＝「蘇る人」

方や「生きている人」＝「挙げられる人」＝「変えられる人」ということです。

ですから、「肉と血」の人間として、「死ななければならない」故に「生継空挙」に与る

人も「復活」であるという、ものみの塔の主張は根拠がありません。

むしろ、「わたしたちはみな死の眠りにつくのではありません」とはっきりパウロが断

言しているのですから、「死なない」でそのまま、朽ちないものに変化するというのが

聖書の述べているところであり、ものみの塔の正式見解は反聖書的です。

さて、冒頭でお断りしておりました、「その時生きている人は死んだ時復活する」とい

う論議についてですが、先に挙げた「ものみの塔 93 年 1 月 15 日号 p.4-5」の中で

次のように解説されています。

「キリストの臨在期間中，霊的イスラエルの残りの者は忠実を保って死ぬ時，即座に天

的報いを受けます。「またたくまに」霊の被造物として復活させられ，「取り去られて」

イエスに会い，天の王国で共同支配者として仕えるのです。」

「復活」と訳されるギリシャ語は「アナタシス」で、字義通りの意味は「起き上がらせ

ること ; 立ち上がること」となっています。語の成り立ちとしては「上へ」を意味する

「アナ」と、「立つこと」を意味する「スタシス」からの合成語です。

ですから、「復活」という語には単に命に蘇るという意味だけでなく、上（天）に引き

上げるという意味を含んでいますので、『復活させられ，「引き上げられ（取り去られ）て」

イエスに会い・・』という表現自体、聖書的にナンセンスです。

新世界訳で「引き上げられ（4:17）」（ちなみに 1985 年版では「取り去られ」となっ

ており、この語句を新たに訳し変えているのは、この語に何らかのこだわりがあるので

このキリストの臨在時に、地上に生きている人も、空中に挙げられるという記録につい

て、ものみの塔の公式教理として、『取り去られて主に会う』― どのように？（塔 93 

1/15 p. 4-5）という記事の中で、これは「復活」であり、その時までに死んで眠っ

ていた人は全員復活し、まだ生きている「油注がれた者」は、その人が亡くなった後、

死の眠りにつくことなく即座に復活するとしています。とりわけその方法については「取

り去られる」のであって「天に運び去られるのではない」と強調しています。

（この、その時まだ生きている人は、その人がいずれ死んだ時に即座に復活する、とい

う解釈についてはこの記事の後半で改めて論じます。）

そしてこれが「復活」であるという根拠については（塔 93 1/15 p. 4-5）に次のよ

うに記されています。

「彼らは「取り去られて」，主イエスに会います。忠実な初期クリスチャンの場合と同様，

天でキリストと結ばれるには彼らも人間としては死ぬ必要があります。・・・

『肉と血は神の王国を受け継ぐことができず，朽ちるものが朽ちないものを受け継ぐこ

とはありません。ご覧なさい，わたしはあなた方に神聖な奥義を告げます。わたしたち

はみな死の眠りにつくのではありませんが，わたしたちはみな変えられるのです。一瞬

に，またたくまに，最後のラッパの間にです。ラッパが鳴ると，死人は朽ちないものに

よみがえらされ，わたしたちは変えられるからです』」。（コリント第一 15:50-52）」

さて、根拠として挙げられているこのコリント 15 章は、本当に死者の復活に続いて ,

挙げられる「その時生きている人々」も同様に死からの「復活」であると断定する根拠

になるのでしょうか。

パウロはここで確かに「復活」の希望について述べていますが、その文体を注意深く読

みますと、単に「死人の復活」についてだけ述べているわけではないことに気づきます。

その用いられている表現などから、明らかに、テサロニケの「生継空挙」についての自

分の論議と同様の概念、発想から記していることがわかります。

例えば、「最後のラッパ / 神のラッパ」が鳴る時に生じる、死人の復活、及び、その時

生きている人々、という異なる二種類の人々の変化について述べています。

その２者をパウロは「死人（朽ちるもの）」と「わたしたち」という表現で区別しています。

特に 51,52 節に注目しますと、「【わたしたち】はみな死の眠りにつくのではありませ

んが，【わたしたち】はみな変えられるのです。一瞬に，またたくまに，最後のラッパ

の間にです。」とあって、「死の眠り」についていない「わたしたち」はラッパの間に「み

な変えられる」としています。



しょう）と訳している語は「ギ語：ハルパゾー」です。

この「ハルパゾー」が、いずれ死ぬまで待ち続けてから、やおら引き上げるという意味に

解釈することが許されるかどうかについて考慮してみましょう。

「ハルパゾー」が用いられている他の箇所では、どのような訳語が当てられているのか「新

世界訳」（2019 年改訂版）から見てみます。

次に挙げるのはパウロの自身の経験に関するものです。

「私はキリストと結ばれたある人を知っています。その人は 14 年前に第三の天に【連れ

去られ】ました。・・・その人はパラダイスに【連れ去られ】・・・」Ⅱコリント 12:2,4

ここでは「ハルパゾー」は「連れ去る」と訳されていますが、実際このギリシャ語のニュ

アンスは、「力でつかむ。突然、かつ決定的に強奪する。（賞金を奪うような、密かにでは

なく）あからさまな力の表明として掴む」という意味の語であると解説されています。

更に「ハルパゾー」が用いられているいくつかの聖句。

マタイ 11:12　「捉え」

マタイ 12:29　「奪う」

マタイ 13:19　「さらっていきます」

ヨハネ 10:12　「襲い」

ヨハネ 10:28　「奪う」

使徒 23:10　「連れていく」

ユダ 1:23　「つかみ出して」

啓示 12:5　「連れていかれた」

いずれも、力づくで、有無を言わさず強引な手法として用いられています。

行使までの時間的猶予などまったくない、直ちに実行する時に用いられる語です。

「寿命が来るまで気長に待ち続けて、死んだら」空中に「引き上げる」などという情景が

いかに、本来の聖句からかけ離れたものかがおわかりになるでしょう。

こんな翻訳語による「ボカシ効果」などという涙ぐましい小細工をしても、100 年以上経っ

ても未だに裁きが始まらない言い訳にすらならない、1914 年以降も次々に生まれてく

る油注がれたものが、更にそれらの人が死ぬまで、イエスを空中に延々と待たせ続けると

いう、あたかもエンドレスのシステムのようになってしまっていることを、ものみの塔は

どうするつもりなんでしょうか。

今一度、先のテサロニケの記録と啓示 14 章の記録を比較して、この「引き上げられて雲

に包まれる」ということにどれほどの時間的経過がイメージされているか見てみましょう。

「キリストと結ばれて死んだ人たちがまず生き返るからです。  その後，私たちのうち生き

ている者が雲に包まれて引き上げられ，彼らと一緒になって空中で主に会い，こうして常

に主と共にいることになり・・」-Ⅰテサロニケ 4:17

この臨在時のキリストの描画的なイメージとクリスチャンが集められて雲に包まれる、と

いう描写を次の啓示の記録と比較してみましょう。

「白い雲があり，その雲の上に人の子のような方が座っていた。その方は金の冠をかぶっ

ていて，鋭い鎌を持っていた。・・・「あなたの鎌を使って刈り取ってください。刈り取

る時が来たからです。地の作物はすっかり熟しています」。すると，雲の上に座っている

方が鎌を地に突き入れ，地の作物は刈り取られた。」- 啓示 14:14-16

「地の作物」という描写ですが、これは「小麦と雑草」の例えとリンクしており、その収

穫は、「人のような方」つまりイエスが臨在されたときにはすでに「すっかり熟して」い

るゆえに、直ちに残らず「刈り取られた」ということでしょう。

「収穫」は短期間で行うべき相応しい時期があります。

結局の所、なぜ、「神聖な奥義」である「生継空挙」なることが計画されているかと言えば、

歴史上連綿と続くクリスチャンの誕生という流れに、「それまで！」という終了の時点が

必要なわけで、当然その最終時には、まだ生きて生活しているわけですから、例外的な措

置として、瞬時に人間から霊的な存在への変化がなされることが必要となるということで

す。

ものみの塔が、キリストは天で臨在を開始され、人の目には見えないと主張して来たのは、

臨在をしるし付ける、この直接的で一目瞭然の地上での出来事が、実際には皆無であるこ

とをはぐらかすためであることは明白です。

先に何度が引用しているものみの塔誌でも、「空中」とは天であり、「雲」は「見えない」

ことの象徴的表現であると繰り返しています。

「主の臨在の期間中に生きているクリスチャンが『雲のうちに取り去られて空中で主に会

う』というパウロの言葉は，それら生き残る人々が地球の大気圏内ではなく，イエスが神

の右に座しておられる目に見えない天の領域でキリストに会うということを意味していた

のです。」- 塔 93 1/15 p. 5『取り去られて主に会う』― どのように？

これもすでに引用しましたが、改めて引用します。

「主が天から下り，天使長 + の声で号令を掛け，神のラッパが鳴り響くと，キリストと結

ばれて死んだ人たちがまず生き返るからです。」Ⅰテサロニケ 4:16

もし、天にいたまま臨在を開始したのなら、主が「天から下る」とは言われないはずです。

数多くの、嘘、ごまかしがあります。

ものみの塔ではパルーシアという語は，文字どおりには「そばにいる」という意味である

と頻繁に述べていますが、天では決して「そばにいる」とは言えないことは小学生でも分

かります。

 文字通り天と地ほどかけ離れています。

 

 むしろ、聖書は至るところで、イエスは再び地に来られると繰り返しています。

「見よ，わたしは速やかに来る・・「これらのことについて証しされる方が言われる，『し

かり，わたしは速やかに来る』」。「アーメン！ 主イエスよ，来てください」

- 啓示 22:12,20

「雲」が見えないということを表す表現であり、人間には通常では何が起きているのか何

も感知できないという主張は甚だしい欺瞞です。

「見なさい，この方は雲と共に来ます。そして，全ての目はこの方を見ます。この方を刺

し通した者たちもです。地上の全ての民族が，この方のゆえに自分の体をたたいて悲しみ

ます。これは確かです。アーメン。」啓示 1:7

むしろ上の記録を含め、聖句が明確に示しているところから言えば、キリストの臨在を確

認するために、信仰や解説／解釈などはすべて不要だということが分かります。

なぜなら、「臨在」とは「再臨」であり、「地上に再び来る」ことであり、それは一部のク

リスチャンが信仰の目で見るというようなものではなく、すべての地上の人間が知覚でき

る仕方で示されると、聖書は至るところで述べています。

「その期間の患難のすぐ後に，太陽は暗くなり，月は光らず，星は天から落ち，天の力は

揺り動かされます。その時，人の子のしるしが天に現れます。そして，地上の全ての民族

は胸をたたいて悲しみ，人の子が力と大きな栄光を帯びて天の雲に乗って来るのを見ます。

そして人の子は，大きなラッパの音と共に天使たちを遣わし，天使たちは，四方から，天

の果てから果てまで，選ばれた者たちを集めます」マタイ 24:29-31

それで、「死者の復活」は確かに誰にも気づかれないということは考えられますが、四方

から選ばれた者たちを集めるという、テサロニケの「生継空挙」という現象、世界のあち

こちで、今まで隣りにいた人が突如、空に挙げられてゆくという不可思議な出来事が起き

ることにより、紛れもなく臨在がなされたことを認識するということです。

パウロは、「主の臨在の時」と表現していますが、厳密に言うと、天から下り、地に到着

する直前の状態です。ですから、「空中」で会うと表現されているのです。

その段階で、四方から集められるわけですから、臨在された時点では、地上に油注がれた

クリスチャンは一人も存在しないということになります。

さてここからは、この記事の主題である 1914 年臨在開始説の間違いを証明する決定的

な論点を示すことになります。

ものみの塔によれば、すでに 1914 年に「キリストの臨在」は始まっていることになっ

ています。

ということは、忠実のうちに死んだ是認されたクリスチャンの死者はみな、すでに全員復

活していることになります。

どこにでしょうか。「天」にですか？　いいえ、ものみの塔によればそうではありません。

以下は、ものみの塔の解釈がすべてそのとおりであると仮定した場合に基づいての考察と

なります。

復活に続いて「その時生きていた是認されたクリスチャン」は「復活組」と「空中で一緒

に」なるとされている中で、ものみの塔的には「その時生きている人（瞬間変換組）」の

収穫は現在も継続中であるということは、キリストも、同行している大軍を成すみ使いの

軍勢も、復活組も全員、未だに「空中」で漂っているということになります。

「収穫物」は倉に納められず、100 年以上も、刈り取ったままの状態だということです。

これだけでも、この「1914 年臨在開始」という教理の胡散臭さが相当漂ってきますが、

さらなる由々しさは、次に上げる問題点です。

キリスト臨在時に、全クリスチャンの仕分けがなされる事になっています。

つまりその時、選ばれたクリスチャンと、退けられクリスチャンが地上に存在するという

ことです。

一般的な統計によれば、クリスチャン人口は全人口の 33.4% と言われています。

ものみの塔の「1919 年度の報告」ですが、それによれば「全世界の記念式で表象物に

あずかった人の数」は 17,961 人だそうです。1914 年ならそれよりずっと少数でしょう。

そして、1914 年当時の世界人口は正確には分かりませんが、だいたい 18 億人ほどです。

仮にその全人口の３０％がクリスチャンだとすると、5 億 4 千万人ほどになります。

そのうち 2 万人弱がエホバの証人ということになり、微々たるものです。

「小麦と雑草」の例え話の収穫時、「小麦」として選ばれたのは 2 万人弱のエホバの証人

のみということです。他は宗派に関係なく、キリストから「雑草」とみなされた人々が全

世界に 5 億人以上存在したということです。

聖書によればそれら「雑草」はどういう扱いになりますか？

「収穫の季節になったら，刈り取る者たちにこう言います。まず雑草を抜き，焼くために縛っ

て束にし，それから小麦を倉に集めなさい」- マタイ 13:30　新世界訳

「まず毒麦を抜き集めて、それらを焼き払うため束ねて縛れ。」岩波訳

「まず毒麦を集め、焼くために束にし」　新共同訳

「まず、毒麦を集め、焼くために束にしなさい。」新改訳

他のほとんどどの訳も同様です。

新世界訳と他の訳との決定的な違いにお気づきになりましたか。

原語にある「ギ語：スレゴー（集める）」という訳語を省いているということです。

この節には、スレゴーは 2 度使われています、「雑草」「小麦」に適用されています。

抜くのは当然ですから、「まず抜き」などと訳しては全く意味がないでしょう。

ものみの塔はどうしても雑草を「集め」られては都合が悪いようです。

実際、改定する前の（1985 年版）ではちゃんと「スレゴー」を訳出しています。

「まず雑草を集め，焼いてしまうためにそれを縛って束にし・・」「新世界訳」（1985 年版）

このことから明らかなのは、あえて意図的に訳から外した、ということでしょう。

ともかく「雑草」はそのまま放置されるのではなく「まず「ギ語：プロトン　最初に、手

始めに」集められ、縛って束にまとめられるということです。

現実問題として、世界に点在する「雑草」を「集める」という表現が、具体的にどのよう

な状況に置かれるようになるかは定かではありませんが、退けられた「雑草級」の 5 億

人以上の数のクリスチャンたちは、自分たちが「焼かれる目的で集められ、束にされ」た

ことを自覚するはずです。

そのことを示す聖句は少なくありません。

「すべてつまずきのもとになるものや不法を行なっている者を自分の王国から集め出し，

それを火の燃える炉の中に投げ込みます。そこで彼らは泣き悲しんだり歯ぎしりしたりす

るでしょう」マタイ 13:41,42

「み使いたちは出かけて行って，義人の中から邪悪な者をより分け彼らを火の燃える炉に

ほうり込むのです。そこで彼らは泣き悲しんだり歯ぎしりしたりするでしょう」マタイ

13:49,50

「招かれる者は多いが，選ばれる者は少ない」「戸口の主人から、立ち去れ」と退けられた

人々」「畑にいて残された側、臼をひいていて連れて行かれなかった女の側の人々」が黙っ

ているでしょうか。

1914 年のある時点で全世界で突然一斉に、同じ理由で「歯ぎしりして泣き叫ぶ」人々

が全世界で５億人以上いたはずです。

聖句に照らして、ものみの塔の「1914 年キリスト臨在開始説」が間違いないなら、こ

うしたことが当時全世界で認められたはずです。

事実は、こうしたことは皆無でした。

そして未だに見られていません。

明確な、聖書的根拠から断言できるのは、ものみの塔の根幹教理である「１９１４説」は

完全に間違いである。ということです。

「臨在と世の終わりのしるし」についての弟子たちの質問に、イエスは確かに「戦争や

食料不足」などの「しるし」を語られましたが、いわばそうした間接的な出来事だけで

はなく、もっと直接的な、勘違いのしようのないしるしについても語られていますが、

ものみの塔は、1914 年臨在の根拠としてそこに言及することは決してしません。

それは次の聖句です。

「人の子は，大きなラッパの音と共に天使たちを遣わし，天使たちは，四方から，天の

果てから果てまで，選ばれた者たちを集めます」マタイ 24:31

ものみの塔のオンライン・ライブラリーで、彼らの言うところの「偽りの教理」として、

例えば「三位一体」とか「地獄」などを検索すると、いくらでも記事がありますが、「携

挙」を調べても「該当するドキュメントがありません」と一つもヒットしません。

このいわゆる「携挙」に対する期待は特に最近、福音派などで熱気を帯びているようで

すが、なぜか、ものみの塔が、いっさい知らん顔なのは、実に意外なことです。

これを取り上げると、自分たちの教理に致命的な問題が、ブーメランのように降りかか

ることを懸念しているのかもしれません。

（ここで、誤解のないように断っておきますが、様々な教派の、いわゆる「携挙」説は

聖書を逸脱した教理になっているため、端的にテサロニケのこの一連の記述を表現する

ために私は、「携挙」の代わりに「生継空挙（そのまま空に挙げられる、という意味から）」

という語を創作しました。

今後目にする「生継空挙」は、何らの解釈を含まず、単なる一連の聖句のまとまりを指

すものとしてお読みください。）

一般に「ラプチャー」とか「携挙」と呼ばれる教理の出どころとされるテサロニケ第一

四章のその部分を引用しておきましょう。

（この記事は JW 関連の方を対象にしていますので、特に断りの無い限り「新世界訳」

（2019 年改訂版）から引用します）

「エホバの言葉に基づいて，皆さんに次のことを伝えます。私たちのうち，主の臨在の

時に生きている者は，死んで眠っている人たちより先に天に行くことは決してありませ

ん。主が天から下り，天使長の声で号令を掛け，神のラッパが鳴り響くと，キリストと

結ばれて死んだ人たちがまず生き返るからです。  その後，私たちのうち生きている者が

雲に包まれて引き上げられ，彼らと一緒になって空中で主に会い，こうして常に主と共

にいることになります。」Ⅰテサロニケ 4:15-17

そして、一連の流れの続く節では一貫して「朽ちるものは・・，死んでいくものは・・・

朽ちるものが・・・死んでいくものが・・・」（53,54 節）と、表現して「死者」に言

及しています。

ですから、その間にある 52 節の「ラッパが鳴ると，死人は朽ちないものによみがえら

され，【わたしたち】は変えられる」という描写の意味するところは、「死人」は変えら

れるのではなく、無の存在から朽ちない体を新たに与えられた存在（「死者の復活」は

霊的な体での「再創造」）として「蘇らされ」、【わたしたち】の方は「肉と血」である

ゆえに、一瞬に「変えられる」と述べているのです。

その時点で死んで眠っている人は（神の記憶の中にだけ存在し、実質的には生まれる前

と同様の無存在）「肉と血」という存在ではないので「変える」必要はありません。

まとめますと、「死人」＝「復活組」＝「蘇る人」

方や「生きている人」＝「挙げられる人」＝「変えられる人」ということです。

ですから、「肉と血」の人間として、「死ななければならない」故に「生継空挙」に与る

人も「復活」であるという、ものみの塔の主張は根拠がありません。

むしろ、「わたしたちはみな死の眠りにつくのではありません」とはっきりパウロが断

言しているのですから、「死なない」でそのまま、朽ちないものに変化するというのが

聖書の述べているところであり、ものみの塔の正式見解は反聖書的です。

さて、冒頭でお断りしておりました、「その時生きている人は死んだ時復活する」とい

う論議についてですが、先に挙げた「ものみの塔 93 年 1 月 15 日号 p.4-5」の中で

次のように解説されています。

「キリストの臨在期間中，霊的イスラエルの残りの者は忠実を保って死ぬ時，即座に天

的報いを受けます。「またたくまに」霊の被造物として復活させられ，「取り去られて」

イエスに会い，天の王国で共同支配者として仕えるのです。」

「復活」と訳されるギリシャ語は「アナタシス」で、字義通りの意味は「起き上がらせ

ること ; 立ち上がること」となっています。語の成り立ちとしては「上へ」を意味する

「アナ」と、「立つこと」を意味する「スタシス」からの合成語です。

ですから、「復活」という語には単に命に蘇るという意味だけでなく、上（天）に引き

上げるという意味を含んでいますので、『復活させられ，「引き上げられ（取り去られ）て」

イエスに会い・・』という表現自体、聖書的にナンセンスです。

新世界訳で「引き上げられ（4:17）」（ちなみに 1985 年版では「取り去られ」となっ

ており、この語句を新たに訳し変えているのは、この語に何らかのこだわりがあるので

このキリストの臨在時に、地上に生きている人も、空中に挙げられるという記録につい

て、ものみの塔の公式教理として、『取り去られて主に会う』― どのように？（塔 93 

1/15 p. 4-5）という記事の中で、これは「復活」であり、その時までに死んで眠っ

ていた人は全員復活し、まだ生きている「油注がれた者」は、その人が亡くなった後、

死の眠りにつくことなく即座に復活するとしています。とりわけその方法については「取

り去られる」のであって「天に運び去られるのではない」と強調しています。

（この、その時まだ生きている人は、その人がいずれ死んだ時に即座に復活する、とい

う解釈についてはこの記事の後半で改めて論じます。）

そしてこれが「復活」であるという根拠については（塔 93 1/15 p. 4-5）に次のよ

うに記されています。

「彼らは「取り去られて」，主イエスに会います。忠実な初期クリスチャンの場合と同様，

天でキリストと結ばれるには彼らも人間としては死ぬ必要があります。・・・

『肉と血は神の王国を受け継ぐことができず，朽ちるものが朽ちないものを受け継ぐこ

とはありません。ご覧なさい，わたしはあなた方に神聖な奥義を告げます。わたしたち

はみな死の眠りにつくのではありませんが，わたしたちはみな変えられるのです。一瞬

に，またたくまに，最後のラッパの間にです。ラッパが鳴ると，死人は朽ちないものに

よみがえらされ，わたしたちは変えられるからです』」。（コリント第一 15:50-52）」

さて、根拠として挙げられているこのコリント 15 章は、本当に死者の復活に続いて ,

挙げられる「その時生きている人々」も同様に死からの「復活」であると断定する根拠

になるのでしょうか。

パウロはここで確かに「復活」の希望について述べていますが、その文体を注意深く読

みますと、単に「死人の復活」についてだけ述べているわけではないことに気づきます。

その用いられている表現などから、明らかに、テサロニケの「生継空挙」についての自

分の論議と同様の概念、発想から記していることがわかります。

例えば、「最後のラッパ / 神のラッパ」が鳴る時に生じる、死人の復活、及び、その時

生きている人々、という異なる二種類の人々の変化について述べています。

その２者をパウロは「死人（朽ちるもの）」と「わたしたち」という表現で区別しています。

特に 51,52 節に注目しますと、「【わたしたち】はみな死の眠りにつくのではありませ

んが，【わたしたち】はみな変えられるのです。一瞬に，またたくまに，最後のラッパ

の間にです。」とあって、「死の眠り」についていない「わたしたち」はラッパの間に「み

な変えられる」としています。



しょう）と訳している語は「ギ語：ハルパゾー」です。

この「ハルパゾー」が、いずれ死ぬまで待ち続けてから、やおら引き上げるという意味に

解釈することが許されるかどうかについて考慮してみましょう。

「ハルパゾー」が用いられている他の箇所では、どのような訳語が当てられているのか「新

世界訳」（2019 年改訂版）から見てみます。

次に挙げるのはパウロの自身の経験に関するものです。

「私はキリストと結ばれたある人を知っています。その人は 14 年前に第三の天に【連れ

去られ】ました。・・・その人はパラダイスに【連れ去られ】・・・」Ⅱコリント 12:2,4

ここでは「ハルパゾー」は「連れ去る」と訳されていますが、実際このギリシャ語のニュ

アンスは、「力でつかむ。突然、かつ決定的に強奪する。（賞金を奪うような、密かにでは

なく）あからさまな力の表明として掴む」という意味の語であると解説されています。

更に「ハルパゾー」が用いられているいくつかの聖句。

マタイ 11:12　「捉え」

マタイ 12:29　「奪う」

マタイ 13:19　「さらっていきます」

ヨハネ 10:12　「襲い」

ヨハネ 10:28　「奪う」

使徒 23:10　「連れていく」

ユダ 1:23　「つかみ出して」

啓示 12:5　「連れていかれた」

いずれも、力づくで、有無を言わさず強引な手法として用いられています。

行使までの時間的猶予などまったくない、直ちに実行する時に用いられる語です。

「寿命が来るまで気長に待ち続けて、死んだら」空中に「引き上げる」などという情景が

いかに、本来の聖句からかけ離れたものかがおわかりになるでしょう。

こんな翻訳語による「ボカシ効果」などという涙ぐましい小細工をしても、100 年以上経っ

ても未だに裁きが始まらない言い訳にすらならない、1914 年以降も次々に生まれてく

る油注がれたものが、更にそれらの人が死ぬまで、イエスを空中に延々と待たせ続けると

いう、あたかもエンドレスのシステムのようになってしまっていることを、ものみの塔は

どうするつもりなんでしょうか。

今一度、先のテサロニケの記録と啓示 14 章の記録を比較して、この「引き上げられて雲

に包まれる」ということにどれほどの時間的経過がイメージされているか見てみましょう。

「キリストと結ばれて死んだ人たちがまず生き返るからです。  その後，私たちのうち生き

ている者が雲に包まれて引き上げられ，彼らと一緒になって空中で主に会い，こうして常

に主と共にいることになり・・」-Ⅰテサロニケ 4:17

この臨在時のキリストの描画的なイメージとクリスチャンが集められて雲に包まれる、と

いう描写を次の啓示の記録と比較してみましょう。

「白い雲があり，その雲の上に人の子のような方が座っていた。その方は金の冠をかぶっ

ていて，鋭い鎌を持っていた。・・・「あなたの鎌を使って刈り取ってください。刈り取

る時が来たからです。地の作物はすっかり熟しています」。すると，雲の上に座っている

方が鎌を地に突き入れ，地の作物は刈り取られた。」- 啓示 14:14-16

「地の作物」という描写ですが、これは「小麦と雑草」の例えとリンクしており、その収

穫は、「人のような方」つまりイエスが臨在されたときにはすでに「すっかり熟して」い

るゆえに、直ちに残らず「刈り取られた」ということでしょう。

「収穫」は短期間で行うべき相応しい時期があります。

結局の所、なぜ、「神聖な奥義」である「生継空挙」なることが計画されているかと言えば、

歴史上連綿と続くクリスチャンの誕生という流れに、「それまで！」という終了の時点が

必要なわけで、当然その最終時には、まだ生きて生活しているわけですから、例外的な措

置として、瞬時に人間から霊的な存在への変化がなされることが必要となるということで

す。

ものみの塔が、キリストは天で臨在を開始され、人の目には見えないと主張して来たのは、

臨在をしるし付ける、この直接的で一目瞭然の地上での出来事が、実際には皆無であるこ

とをはぐらかすためであることは明白です。

先に何度が引用しているものみの塔誌でも、「空中」とは天であり、「雲」は「見えない」

ことの象徴的表現であると繰り返しています。

「主の臨在の期間中に生きているクリスチャンが『雲のうちに取り去られて空中で主に会

う』というパウロの言葉は，それら生き残る人々が地球の大気圏内ではなく，イエスが神

の右に座しておられる目に見えない天の領域でキリストに会うということを意味していた

のです。」- 塔 93 1/15 p. 5『取り去られて主に会う』― どのように？

これもすでに引用しましたが、改めて引用します。

「主が天から下り，天使長 + の声で号令を掛け，神のラッパが鳴り響くと，キリストと結

ばれて死んだ人たちがまず生き返るからです。」Ⅰテサロニケ 4:16

もし、天にいたまま臨在を開始したのなら、主が「天から下る」とは言われないはずです。

数多くの、嘘、ごまかしがあります。

ものみの塔ではパルーシアという語は，文字どおりには「そばにいる」という意味である

と頻繁に述べていますが、天では決して「そばにいる」とは言えないことは小学生でも分

かります。

 文字通り天と地ほどかけ離れています。

 

 むしろ、聖書は至るところで、イエスは再び地に来られると繰り返しています。

「見よ，わたしは速やかに来る・・「これらのことについて証しされる方が言われる，『し

かり，わたしは速やかに来る』」。「アーメン！ 主イエスよ，来てください」

- 啓示 22:12,20

「雲」が見えないということを表す表現であり、人間には通常では何が起きているのか何

も感知できないという主張は甚だしい欺瞞です。

「見なさい，この方は雲と共に来ます。そして，全ての目はこの方を見ます。この方を刺

し通した者たちもです。地上の全ての民族が，この方のゆえに自分の体をたたいて悲しみ

ます。これは確かです。アーメン。」啓示 1:7

むしろ上の記録を含め、聖句が明確に示しているところから言えば、キリストの臨在を確

認するために、信仰や解説／解釈などはすべて不要だということが分かります。

なぜなら、「臨在」とは「再臨」であり、「地上に再び来る」ことであり、それは一部のク

リスチャンが信仰の目で見るというようなものではなく、すべての地上の人間が知覚でき

る仕方で示されると、聖書は至るところで述べています。

「その期間の患難のすぐ後に，太陽は暗くなり，月は光らず，星は天から落ち，天の力は

揺り動かされます。その時，人の子のしるしが天に現れます。そして，地上の全ての民族

は胸をたたいて悲しみ，人の子が力と大きな栄光を帯びて天の雲に乗って来るのを見ます。

そして人の子は，大きなラッパの音と共に天使たちを遣わし，天使たちは，四方から，天

の果てから果てまで，選ばれた者たちを集めます」マタイ 24:29-31

それで、「死者の復活」は確かに誰にも気づかれないということは考えられますが、四方

から選ばれた者たちを集めるという、テサロニケの「生継空挙」という現象、世界のあち

こちで、今まで隣りにいた人が突如、空に挙げられてゆくという不可思議な出来事が起き

ることにより、紛れもなく臨在がなされたことを認識するということです。

パウロは、「主の臨在の時」と表現していますが、厳密に言うと、天から下り、地に到着

する直前の状態です。ですから、「空中」で会うと表現されているのです。

その段階で、四方から集められるわけですから、臨在された時点では、地上に油注がれた

クリスチャンは一人も存在しないということになります。

さてここからは、この記事の主題である 1914 年臨在開始説の間違いを証明する決定的

な論点を示すことになります。

ものみの塔によれば、すでに 1914 年に「キリストの臨在」は始まっていることになっ

ています。

ということは、忠実のうちに死んだ是認されたクリスチャンの死者はみな、すでに全員復

活していることになります。

どこにでしょうか。「天」にですか？　いいえ、ものみの塔によればそうではありません。

以下は、ものみの塔の解釈がすべてそのとおりであると仮定した場合に基づいての考察と

なります。

復活に続いて「その時生きていた是認されたクリスチャン」は「復活組」と「空中で一緒

に」なるとされている中で、ものみの塔的には「その時生きている人（瞬間変換組）」の

収穫は現在も継続中であるということは、キリストも、同行している大軍を成すみ使いの

軍勢も、復活組も全員、未だに「空中」で漂っているということになります。

「収穫物」は倉に納められず、100 年以上も、刈り取ったままの状態だということです。

これだけでも、この「1914 年臨在開始」という教理の胡散臭さが相当漂ってきますが、

さらなる由々しさは、次に上げる問題点です。

キリスト臨在時に、全クリスチャンの仕分けがなされる事になっています。

つまりその時、選ばれたクリスチャンと、退けられクリスチャンが地上に存在するという

ことです。

一般的な統計によれば、クリスチャン人口は全人口の 33.4% と言われています。

ものみの塔の「1919 年度の報告」ですが、それによれば「全世界の記念式で表象物に

あずかった人の数」は 17,961 人だそうです。1914 年ならそれよりずっと少数でしょう。

そして、1914 年当時の世界人口は正確には分かりませんが、だいたい 18 億人ほどです。

仮にその全人口の３０％がクリスチャンだとすると、5 億 4 千万人ほどになります。

そのうち 2 万人弱がエホバの証人ということになり、微々たるものです。

「小麦と雑草」の例え話の収穫時、「小麦」として選ばれたのは 2 万人弱のエホバの証人

のみということです。他は宗派に関係なく、キリストから「雑草」とみなされた人々が全

世界に 5 億人以上存在したということです。

聖書によればそれら「雑草」はどういう扱いになりますか？

「収穫の季節になったら，刈り取る者たちにこう言います。まず雑草を抜き，焼くために縛っ

て束にし，それから小麦を倉に集めなさい」- マタイ 13:30　新世界訳

「まず毒麦を抜き集めて、それらを焼き払うため束ねて縛れ。」岩波訳

「まず毒麦を集め、焼くために束にし」　新共同訳

「まず、毒麦を集め、焼くために束にしなさい。」新改訳

他のほとんどどの訳も同様です。

新世界訳と他の訳との決定的な違いにお気づきになりましたか。

原語にある「ギ語：スレゴー（集める）」という訳語を省いているということです。

この節には、スレゴーは 2 度使われています、「雑草」「小麦」に適用されています。

抜くのは当然ですから、「まず抜き」などと訳しては全く意味がないでしょう。

ものみの塔はどうしても雑草を「集め」られては都合が悪いようです。

実際、改定する前の（1985 年版）ではちゃんと「スレゴー」を訳出しています。

「まず雑草を集め，焼いてしまうためにそれを縛って束にし・・」「新世界訳」（1985 年版）

このことから明らかなのは、あえて意図的に訳から外した、ということでしょう。

ともかく「雑草」はそのまま放置されるのではなく「まず「ギ語：プロトン　最初に、手

始めに」集められ、縛って束にまとめられるということです。

現実問題として、世界に点在する「雑草」を「集める」という表現が、具体的にどのよう

な状況に置かれるようになるかは定かではありませんが、退けられた「雑草級」の 5 億

人以上の数のクリスチャンたちは、自分たちが「焼かれる目的で集められ、束にされ」た

ことを自覚するはずです。

そのことを示す聖句は少なくありません。

「すべてつまずきのもとになるものや不法を行なっている者を自分の王国から集め出し，

それを火の燃える炉の中に投げ込みます。そこで彼らは泣き悲しんだり歯ぎしりしたりす

るでしょう」マタイ 13:41,42

「み使いたちは出かけて行って，義人の中から邪悪な者をより分け彼らを火の燃える炉に

ほうり込むのです。そこで彼らは泣き悲しんだり歯ぎしりしたりするでしょう」マタイ

13:49,50

「招かれる者は多いが，選ばれる者は少ない」「戸口の主人から、立ち去れ」と退けられた

人々」「畑にいて残された側、臼をひいていて連れて行かれなかった女の側の人々」が黙っ

ているでしょうか。

1914 年のある時点で全世界で突然一斉に、同じ理由で「歯ぎしりして泣き叫ぶ」人々

が全世界で５億人以上いたはずです。

聖句に照らして、ものみの塔の「1914 年キリスト臨在開始説」が間違いないなら、こ

うしたことが当時全世界で認められたはずです。

事実は、こうしたことは皆無でした。

そして未だに見られていません。

明確な、聖書的根拠から断言できるのは、ものみの塔の根幹教理である「１９１４説」は

完全に間違いである。ということです。

「臨在と世の終わりのしるし」についての弟子たちの質問に、イエスは確かに「戦争や

食料不足」などの「しるし」を語られましたが、いわばそうした間接的な出来事だけで

はなく、もっと直接的な、勘違いのしようのないしるしについても語られていますが、

ものみの塔は、1914 年臨在の根拠としてそこに言及することは決してしません。

それは次の聖句です。

「人の子は，大きなラッパの音と共に天使たちを遣わし，天使たちは，四方から，天の

果てから果てまで，選ばれた者たちを集めます」マタイ 24:31

ものみの塔のオンライン・ライブラリーで、彼らの言うところの「偽りの教理」として、

例えば「三位一体」とか「地獄」などを検索すると、いくらでも記事がありますが、「携

挙」を調べても「該当するドキュメントがありません」と一つもヒットしません。

このいわゆる「携挙」に対する期待は特に最近、福音派などで熱気を帯びているようで

すが、なぜか、ものみの塔が、いっさい知らん顔なのは、実に意外なことです。

これを取り上げると、自分たちの教理に致命的な問題が、ブーメランのように降りかか

ることを懸念しているのかもしれません。

（ここで、誤解のないように断っておきますが、様々な教派の、いわゆる「携挙」説は

聖書を逸脱した教理になっているため、端的にテサロニケのこの一連の記述を表現する

ために私は、「携挙」の代わりに「生継空挙（そのまま空に挙げられる、という意味から）」

という語を創作しました。

今後目にする「生継空挙」は、何らの解釈を含まず、単なる一連の聖句のまとまりを指

すものとしてお読みください。）

一般に「ラプチャー」とか「携挙」と呼ばれる教理の出どころとされるテサロニケ第一

四章のその部分を引用しておきましょう。

（この記事は JW 関連の方を対象にしていますので、特に断りの無い限り「新世界訳」

（2019 年改訂版）から引用します）

「エホバの言葉に基づいて，皆さんに次のことを伝えます。私たちのうち，主の臨在の

時に生きている者は，死んで眠っている人たちより先に天に行くことは決してありませ

ん。主が天から下り，天使長の声で号令を掛け，神のラッパが鳴り響くと，キリストと

結ばれて死んだ人たちがまず生き返るからです。  その後，私たちのうち生きている者が

雲に包まれて引き上げられ，彼らと一緒になって空中で主に会い，こうして常に主と共

にいることになります。」Ⅰテサロニケ 4:15-17

そして、一連の流れの続く節では一貫して「朽ちるものは・・，死んでいくものは・・・

朽ちるものが・・・死んでいくものが・・・」（53,54 節）と、表現して「死者」に言

及しています。

ですから、その間にある 52 節の「ラッパが鳴ると，死人は朽ちないものによみがえら

され，【わたしたち】は変えられる」という描写の意味するところは、「死人」は変えら

れるのではなく、無の存在から朽ちない体を新たに与えられた存在（「死者の復活」は

霊的な体での「再創造」）として「蘇らされ」、【わたしたち】の方は「肉と血」である

ゆえに、一瞬に「変えられる」と述べているのです。

その時点で死んで眠っている人は（神の記憶の中にだけ存在し、実質的には生まれる前

と同様の無存在）「肉と血」という存在ではないので「変える」必要はありません。

まとめますと、「死人」＝「復活組」＝「蘇る人」

方や「生きている人」＝「挙げられる人」＝「変えられる人」ということです。

ですから、「肉と血」の人間として、「死ななければならない」故に「生継空挙」に与る

人も「復活」であるという、ものみの塔の主張は根拠がありません。

むしろ、「わたしたちはみな死の眠りにつくのではありません」とはっきりパウロが断

言しているのですから、「死なない」でそのまま、朽ちないものに変化するというのが

聖書の述べているところであり、ものみの塔の正式見解は反聖書的です。

さて、冒頭でお断りしておりました、「その時生きている人は死んだ時復活する」とい

う論議についてですが、先に挙げた「ものみの塔 93 年 1 月 15 日号 p.4-5」の中で

次のように解説されています。

「キリストの臨在期間中，霊的イスラエルの残りの者は忠実を保って死ぬ時，即座に天

的報いを受けます。「またたくまに」霊の被造物として復活させられ，「取り去られて」

イエスに会い，天の王国で共同支配者として仕えるのです。」

「復活」と訳されるギリシャ語は「アナタシス」で、字義通りの意味は「起き上がらせ

ること ; 立ち上がること」となっています。語の成り立ちとしては「上へ」を意味する

「アナ」と、「立つこと」を意味する「スタシス」からの合成語です。

ですから、「復活」という語には単に命に蘇るという意味だけでなく、上（天）に引き

上げるという意味を含んでいますので、『復活させられ，「引き上げられ（取り去られ）て」

イエスに会い・・』という表現自体、聖書的にナンセンスです。

新世界訳で「引き上げられ（4:17）」（ちなみに 1985 年版では「取り去られ」となっ

ており、この語句を新たに訳し変えているのは、この語に何らかのこだわりがあるので

このキリストの臨在時に、地上に生きている人も、空中に挙げられるという記録につい

て、ものみの塔の公式教理として、『取り去られて主に会う』― どのように？（塔 93 

1/15 p. 4-5）という記事の中で、これは「復活」であり、その時までに死んで眠っ

ていた人は全員復活し、まだ生きている「油注がれた者」は、その人が亡くなった後、

死の眠りにつくことなく即座に復活するとしています。とりわけその方法については「取

り去られる」のであって「天に運び去られるのではない」と強調しています。

（この、その時まだ生きている人は、その人がいずれ死んだ時に即座に復活する、とい

う解釈についてはこの記事の後半で改めて論じます。）

そしてこれが「復活」であるという根拠については（塔 93 1/15 p. 4-5）に次のよ

うに記されています。

「彼らは「取り去られて」，主イエスに会います。忠実な初期クリスチャンの場合と同様，

天でキリストと結ばれるには彼らも人間としては死ぬ必要があります。・・・

『肉と血は神の王国を受け継ぐことができず，朽ちるものが朽ちないものを受け継ぐこ

とはありません。ご覧なさい，わたしはあなた方に神聖な奥義を告げます。わたしたち

はみな死の眠りにつくのではありませんが，わたしたちはみな変えられるのです。一瞬

に，またたくまに，最後のラッパの間にです。ラッパが鳴ると，死人は朽ちないものに

よみがえらされ，わたしたちは変えられるからです』」。（コリント第一 15:50-52）」

さて、根拠として挙げられているこのコリント 15 章は、本当に死者の復活に続いて ,

挙げられる「その時生きている人々」も同様に死からの「復活」であると断定する根拠

になるのでしょうか。

パウロはここで確かに「復活」の希望について述べていますが、その文体を注意深く読

みますと、単に「死人の復活」についてだけ述べているわけではないことに気づきます。

その用いられている表現などから、明らかに、テサロニケの「生継空挙」についての自

分の論議と同様の概念、発想から記していることがわかります。

例えば、「最後のラッパ / 神のラッパ」が鳴る時に生じる、死人の復活、及び、その時

生きている人々、という異なる二種類の人々の変化について述べています。

その２者をパウロは「死人（朽ちるもの）」と「わたしたち」という表現で区別しています。

特に 51,52 節に注目しますと、「【わたしたち】はみな死の眠りにつくのではありませ

んが，【わたしたち】はみな変えられるのです。一瞬に，またたくまに，最後のラッパ

の間にです。」とあって、「死の眠り」についていない「わたしたち」はラッパの間に「み

な変えられる」としています。



しょう）と訳している語は「ギ語：ハルパゾー」です。

この「ハルパゾー」が、いずれ死ぬまで待ち続けてから、やおら引き上げるという意味に

解釈することが許されるかどうかについて考慮してみましょう。

「ハルパゾー」が用いられている他の箇所では、どのような訳語が当てられているのか「新

世界訳」（2019 年改訂版）から見てみます。

次に挙げるのはパウロの自身の経験に関するものです。

「私はキリストと結ばれたある人を知っています。その人は 14 年前に第三の天に【連れ

去られ】ました。・・・その人はパラダイスに【連れ去られ】・・・」Ⅱコリント 12:2,4

ここでは「ハルパゾー」は「連れ去る」と訳されていますが、実際このギリシャ語のニュ

アンスは、「力でつかむ。突然、かつ決定的に強奪する。（賞金を奪うような、密かにでは

なく）あからさまな力の表明として掴む」という意味の語であると解説されています。

更に「ハルパゾー」が用いられているいくつかの聖句。

マタイ 11:12　「捉え」

マタイ 12:29　「奪う」

マタイ 13:19　「さらっていきます」

ヨハネ 10:12　「襲い」

ヨハネ 10:28　「奪う」

使徒 23:10　「連れていく」

ユダ 1:23　「つかみ出して」

啓示 12:5　「連れていかれた」

いずれも、力づくで、有無を言わさず強引な手法として用いられています。

行使までの時間的猶予などまったくない、直ちに実行する時に用いられる語です。

「寿命が来るまで気長に待ち続けて、死んだら」空中に「引き上げる」などという情景が

いかに、本来の聖句からかけ離れたものかがおわかりになるでしょう。

こんな翻訳語による「ボカシ効果」などという涙ぐましい小細工をしても、100 年以上経っ

ても未だに裁きが始まらない言い訳にすらならない、1914 年以降も次々に生まれてく

る油注がれたものが、更にそれらの人が死ぬまで、イエスを空中に延々と待たせ続けると

いう、あたかもエンドレスのシステムのようになってしまっていることを、ものみの塔は

どうするつもりなんでしょうか。

今一度、先のテサロニケの記録と啓示 14 章の記録を比較して、この「引き上げられて雲

に包まれる」ということにどれほどの時間的経過がイメージされているか見てみましょう。

「キリストと結ばれて死んだ人たちがまず生き返るからです。  その後，私たちのうち生き

ている者が雲に包まれて引き上げられ，彼らと一緒になって空中で主に会い，こうして常

に主と共にいることになり・・」-Ⅰテサロニケ 4:17

この臨在時のキリストの描画的なイメージとクリスチャンが集められて雲に包まれる、と

いう描写を次の啓示の記録と比較してみましょう。

「白い雲があり，その雲の上に人の子のような方が座っていた。その方は金の冠をかぶっ

ていて，鋭い鎌を持っていた。・・・「あなたの鎌を使って刈り取ってください。刈り取

る時が来たからです。地の作物はすっかり熟しています」。すると，雲の上に座っている

方が鎌を地に突き入れ，地の作物は刈り取られた。」- 啓示 14:14-16

「地の作物」という描写ですが、これは「小麦と雑草」の例えとリンクしており、その収

穫は、「人のような方」つまりイエスが臨在されたときにはすでに「すっかり熟して」い

るゆえに、直ちに残らず「刈り取られた」ということでしょう。

「収穫」は短期間で行うべき相応しい時期があります。

結局の所、なぜ、「神聖な奥義」である「生継空挙」なることが計画されているかと言えば、

歴史上連綿と続くクリスチャンの誕生という流れに、「それまで！」という終了の時点が

必要なわけで、当然その最終時には、まだ生きて生活しているわけですから、例外的な措

置として、瞬時に人間から霊的な存在への変化がなされることが必要となるということで

す。

ものみの塔が、キリストは天で臨在を開始され、人の目には見えないと主張して来たのは、

臨在をしるし付ける、この直接的で一目瞭然の地上での出来事が、実際には皆無であるこ

とをはぐらかすためであることは明白です。

先に何度が引用しているものみの塔誌でも、「空中」とは天であり、「雲」は「見えない」

ことの象徴的表現であると繰り返しています。

「主の臨在の期間中に生きているクリスチャンが『雲のうちに取り去られて空中で主に会

う』というパウロの言葉は，それら生き残る人々が地球の大気圏内ではなく，イエスが神

の右に座しておられる目に見えない天の領域でキリストに会うということを意味していた

のです。」- 塔 93 1/15 p. 5『取り去られて主に会う』― どのように？

これもすでに引用しましたが、改めて引用します。

「主が天から下り，天使長 + の声で号令を掛け，神のラッパが鳴り響くと，キリストと結

ばれて死んだ人たちがまず生き返るからです。」Ⅰテサロニケ 4:16

もし、天にいたまま臨在を開始したのなら、主が「天から下る」とは言われないはずです。

数多くの、嘘、ごまかしがあります。

ものみの塔ではパルーシアという語は，文字どおりには「そばにいる」という意味である

と頻繁に述べていますが、天では決して「そばにいる」とは言えないことは小学生でも分

かります。

 文字通り天と地ほどかけ離れています。

 

 むしろ、聖書は至るところで、イエスは再び地に来られると繰り返しています。

「見よ，わたしは速やかに来る・・「これらのことについて証しされる方が言われる，『し

かり，わたしは速やかに来る』」。「アーメン！ 主イエスよ，来てください」

- 啓示 22:12,20

「雲」が見えないということを表す表現であり、人間には通常では何が起きているのか何

も感知できないという主張は甚だしい欺瞞です。

「見なさい，この方は雲と共に来ます。そして，全ての目はこの方を見ます。この方を刺

し通した者たちもです。地上の全ての民族が，この方のゆえに自分の体をたたいて悲しみ

ます。これは確かです。アーメン。」啓示 1:7

むしろ上の記録を含め、聖句が明確に示しているところから言えば、キリストの臨在を確

認するために、信仰や解説／解釈などはすべて不要だということが分かります。

なぜなら、「臨在」とは「再臨」であり、「地上に再び来る」ことであり、それは一部のク

リスチャンが信仰の目で見るというようなものではなく、すべての地上の人間が知覚でき

る仕方で示されると、聖書は至るところで述べています。

「その期間の患難のすぐ後に，太陽は暗くなり，月は光らず，星は天から落ち，天の力は

揺り動かされます。その時，人の子のしるしが天に現れます。そして，地上の全ての民族

は胸をたたいて悲しみ，人の子が力と大きな栄光を帯びて天の雲に乗って来るのを見ます。

そして人の子は，大きなラッパの音と共に天使たちを遣わし，天使たちは，四方から，天

の果てから果てまで，選ばれた者たちを集めます」マタイ 24:29-31

それで、「死者の復活」は確かに誰にも気づかれないということは考えられますが、四方

から選ばれた者たちを集めるという、テサロニケの「生継空挙」という現象、世界のあち

こちで、今まで隣りにいた人が突如、空に挙げられてゆくという不可思議な出来事が起き

ることにより、紛れもなく臨在がなされたことを認識するということです。

パウロは、「主の臨在の時」と表現していますが、厳密に言うと、天から下り、地に到着

する直前の状態です。ですから、「空中」で会うと表現されているのです。

その段階で、四方から集められるわけですから、臨在された時点では、地上に油注がれた

クリスチャンは一人も存在しないということになります。

さてここからは、この記事の主題である 1914 年臨在開始説の間違いを証明する決定的

な論点を示すことになります。

ものみの塔によれば、すでに 1914 年に「キリストの臨在」は始まっていることになっ

ています。

ということは、忠実のうちに死んだ是認されたクリスチャンの死者はみな、すでに全員復

活していることになります。

どこにでしょうか。「天」にですか？　いいえ、ものみの塔によればそうではありません。

以下は、ものみの塔の解釈がすべてそのとおりであると仮定した場合に基づいての考察と

なります。

復活に続いて「その時生きていた是認されたクリスチャン」は「復活組」と「空中で一緒

に」なるとされている中で、ものみの塔的には「その時生きている人（瞬間変換組）」の

収穫は現在も継続中であるということは、キリストも、同行している大軍を成すみ使いの

軍勢も、復活組も全員、未だに「空中」で漂っているということになります。

「収穫物」は倉に納められず、100 年以上も、刈り取ったままの状態だということです。

これだけでも、この「1914 年臨在開始」という教理の胡散臭さが相当漂ってきますが、

さらなる由々しさは、次に上げる問題点です。

キリスト臨在時に、全クリスチャンの仕分けがなされる事になっています。

つまりその時、選ばれたクリスチャンと、退けられクリスチャンが地上に存在するという

ことです。

一般的な統計によれば、クリスチャン人口は全人口の 33.4% と言われています。

ものみの塔の「1919 年度の報告」ですが、それによれば「全世界の記念式で表象物に

あずかった人の数」は 17,961 人だそうです。1914 年ならそれよりずっと少数でしょう。

そして、1914 年当時の世界人口は正確には分かりませんが、だいたい 18 億人ほどです。

仮にその全人口の３０％がクリスチャンだとすると、5 億 4 千万人ほどになります。

そのうち 2 万人弱がエホバの証人ということになり、微々たるものです。

「小麦と雑草」の例え話の収穫時、「小麦」として選ばれたのは 2 万人弱のエホバの証人

のみということです。他は宗派に関係なく、キリストから「雑草」とみなされた人々が全

世界に 5 億人以上存在したということです。

聖書によればそれら「雑草」はどういう扱いになりますか？

「収穫の季節になったら，刈り取る者たちにこう言います。まず雑草を抜き，焼くために縛っ

て束にし，それから小麦を倉に集めなさい」- マタイ 13:30　新世界訳

「まず毒麦を抜き集めて、それらを焼き払うため束ねて縛れ。」岩波訳

「まず毒麦を集め、焼くために束にし」　新共同訳

「まず、毒麦を集め、焼くために束にしなさい。」新改訳

他のほとんどどの訳も同様です。

新世界訳と他の訳との決定的な違いにお気づきになりましたか。

原語にある「ギ語：スレゴー（集める）」という訳語を省いているということです。

この節には、スレゴーは 2 度使われています、「雑草」「小麦」に適用されています。

抜くのは当然ですから、「まず抜き」などと訳しては全く意味がないでしょう。

ものみの塔はどうしても雑草を「集め」られては都合が悪いようです。

実際、改定する前の（1985 年版）ではちゃんと「スレゴー」を訳出しています。

「まず雑草を集め，焼いてしまうためにそれを縛って束にし・・」「新世界訳」（1985 年版）

このことから明らかなのは、あえて意図的に訳から外した、ということでしょう。

ともかく「雑草」はそのまま放置されるのではなく「まず「ギ語：プロトン　最初に、手

始めに」集められ、縛って束にまとめられるということです。

現実問題として、世界に点在する「雑草」を「集める」という表現が、具体的にどのよう

な状況に置かれるようになるかは定かではありませんが、退けられた「雑草級」の 5 億

人以上の数のクリスチャンたちは、自分たちが「焼かれる目的で集められ、束にされ」た

ことを自覚するはずです。

そのことを示す聖句は少なくありません。

「すべてつまずきのもとになるものや不法を行なっている者を自分の王国から集め出し，

それを火の燃える炉の中に投げ込みます。そこで彼らは泣き悲しんだり歯ぎしりしたりす

るでしょう」マタイ 13:41,42

「み使いたちは出かけて行って，義人の中から邪悪な者をより分け彼らを火の燃える炉に

ほうり込むのです。そこで彼らは泣き悲しんだり歯ぎしりしたりするでしょう」マタイ

13:49,50

「招かれる者は多いが，選ばれる者は少ない」「戸口の主人から、立ち去れ」と退けられた

人々」「畑にいて残された側、臼をひいていて連れて行かれなかった女の側の人々」が黙っ

ているでしょうか。

1914 年のある時点で全世界で突然一斉に、同じ理由で「歯ぎしりして泣き叫ぶ」人々

が全世界で５億人以上いたはずです。

聖句に照らして、ものみの塔の「1914 年キリスト臨在開始説」が間違いないなら、こ

うしたことが当時全世界で認められたはずです。

事実は、こうしたことは皆無でした。

そして未だに見られていません。

明確な、聖書的根拠から断言できるのは、ものみの塔の根幹教理である「１９１４説」は

完全に間違いである。ということです。

「臨在と世の終わりのしるし」についての弟子たちの質問に、イエスは確かに「戦争や

食料不足」などの「しるし」を語られましたが、いわばそうした間接的な出来事だけで

はなく、もっと直接的な、勘違いのしようのないしるしについても語られていますが、

ものみの塔は、1914 年臨在の根拠としてそこに言及することは決してしません。

それは次の聖句です。

「人の子は，大きなラッパの音と共に天使たちを遣わし，天使たちは，四方から，天の

果てから果てまで，選ばれた者たちを集めます」マタイ 24:31

ものみの塔のオンライン・ライブラリーで、彼らの言うところの「偽りの教理」として、

例えば「三位一体」とか「地獄」などを検索すると、いくらでも記事がありますが、「携

挙」を調べても「該当するドキュメントがありません」と一つもヒットしません。

このいわゆる「携挙」に対する期待は特に最近、福音派などで熱気を帯びているようで

すが、なぜか、ものみの塔が、いっさい知らん顔なのは、実に意外なことです。

これを取り上げると、自分たちの教理に致命的な問題が、ブーメランのように降りかか

ることを懸念しているのかもしれません。

（ここで、誤解のないように断っておきますが、様々な教派の、いわゆる「携挙」説は

聖書を逸脱した教理になっているため、端的にテサロニケのこの一連の記述を表現する

ために私は、「携挙」の代わりに「生継空挙（そのまま空に挙げられる、という意味から）」

という語を創作しました。

今後目にする「生継空挙」は、何らの解釈を含まず、単なる一連の聖句のまとまりを指

すものとしてお読みください。）

一般に「ラプチャー」とか「携挙」と呼ばれる教理の出どころとされるテサロニケ第一

四章のその部分を引用しておきましょう。

（この記事は JW 関連の方を対象にしていますので、特に断りの無い限り「新世界訳」

（2019 年改訂版）から引用します）

「エホバの言葉に基づいて，皆さんに次のことを伝えます。私たちのうち，主の臨在の

時に生きている者は，死んで眠っている人たちより先に天に行くことは決してありませ

ん。主が天から下り，天使長の声で号令を掛け，神のラッパが鳴り響くと，キリストと

結ばれて死んだ人たちがまず生き返るからです。  その後，私たちのうち生きている者が

雲に包まれて引き上げられ，彼らと一緒になって空中で主に会い，こうして常に主と共

にいることになります。」Ⅰテサロニケ 4:15-17

そして、一連の流れの続く節では一貫して「朽ちるものは・・，死んでいくものは・・・

朽ちるものが・・・死んでいくものが・・・」（53,54 節）と、表現して「死者」に言

及しています。

ですから、その間にある 52 節の「ラッパが鳴ると，死人は朽ちないものによみがえら

され，【わたしたち】は変えられる」という描写の意味するところは、「死人」は変えら

れるのではなく、無の存在から朽ちない体を新たに与えられた存在（「死者の復活」は

霊的な体での「再創造」）として「蘇らされ」、【わたしたち】の方は「肉と血」である

ゆえに、一瞬に「変えられる」と述べているのです。

その時点で死んで眠っている人は（神の記憶の中にだけ存在し、実質的には生まれる前

と同様の無存在）「肉と血」という存在ではないので「変える」必要はありません。

まとめますと、「死人」＝「復活組」＝「蘇る人」

方や「生きている人」＝「挙げられる人」＝「変えられる人」ということです。

ですから、「肉と血」の人間として、「死ななければならない」故に「生継空挙」に与る

人も「復活」であるという、ものみの塔の主張は根拠がありません。

むしろ、「わたしたちはみな死の眠りにつくのではありません」とはっきりパウロが断

言しているのですから、「死なない」でそのまま、朽ちないものに変化するというのが

聖書の述べているところであり、ものみの塔の正式見解は反聖書的です。

さて、冒頭でお断りしておりました、「その時生きている人は死んだ時復活する」とい

う論議についてですが、先に挙げた「ものみの塔 93 年 1 月 15 日号 p.4-5」の中で

次のように解説されています。

「キリストの臨在期間中，霊的イスラエルの残りの者は忠実を保って死ぬ時，即座に天

的報いを受けます。「またたくまに」霊の被造物として復活させられ，「取り去られて」

イエスに会い，天の王国で共同支配者として仕えるのです。」

「復活」と訳されるギリシャ語は「アナタシス」で、字義通りの意味は「起き上がらせ

ること ; 立ち上がること」となっています。語の成り立ちとしては「上へ」を意味する

「アナ」と、「立つこと」を意味する「スタシス」からの合成語です。

ですから、「復活」という語には単に命に蘇るという意味だけでなく、上（天）に引き

上げるという意味を含んでいますので、『復活させられ，「引き上げられ（取り去られ）て」

イエスに会い・・』という表現自体、聖書的にナンセンスです。

新世界訳で「引き上げられ（4:17）」（ちなみに 1985 年版では「取り去られ」となっ

ており、この語句を新たに訳し変えているのは、この語に何らかのこだわりがあるので

このキリストの臨在時に、地上に生きている人も、空中に挙げられるという記録につい

て、ものみの塔の公式教理として、『取り去られて主に会う』― どのように？（塔 93 

1/15 p. 4-5）という記事の中で、これは「復活」であり、その時までに死んで眠っ

ていた人は全員復活し、まだ生きている「油注がれた者」は、その人が亡くなった後、

死の眠りにつくことなく即座に復活するとしています。とりわけその方法については「取

り去られる」のであって「天に運び去られるのではない」と強調しています。

（この、その時まだ生きている人は、その人がいずれ死んだ時に即座に復活する、とい

う解釈についてはこの記事の後半で改めて論じます。）

そしてこれが「復活」であるという根拠については（塔 93 1/15 p. 4-5）に次のよ

うに記されています。

「彼らは「取り去られて」，主イエスに会います。忠実な初期クリスチャンの場合と同様，

天でキリストと結ばれるには彼らも人間としては死ぬ必要があります。・・・

『肉と血は神の王国を受け継ぐことができず，朽ちるものが朽ちないものを受け継ぐこ

とはありません。ご覧なさい，わたしはあなた方に神聖な奥義を告げます。わたしたち

はみな死の眠りにつくのではありませんが，わたしたちはみな変えられるのです。一瞬

に，またたくまに，最後のラッパの間にです。ラッパが鳴ると，死人は朽ちないものに

よみがえらされ，わたしたちは変えられるからです』」。（コリント第一 15:50-52）」

さて、根拠として挙げられているこのコリント 15 章は、本当に死者の復活に続いて ,

挙げられる「その時生きている人々」も同様に死からの「復活」であると断定する根拠

になるのでしょうか。

パウロはここで確かに「復活」の希望について述べていますが、その文体を注意深く読

みますと、単に「死人の復活」についてだけ述べているわけではないことに気づきます。

その用いられている表現などから、明らかに、テサロニケの「生継空挙」についての自

分の論議と同様の概念、発想から記していることがわかります。

例えば、「最後のラッパ / 神のラッパ」が鳴る時に生じる、死人の復活、及び、その時

生きている人々、という異なる二種類の人々の変化について述べています。

その２者をパウロは「死人（朽ちるもの）」と「わたしたち」という表現で区別しています。

特に 51,52 節に注目しますと、「【わたしたち】はみな死の眠りにつくのではありませ

んが，【わたしたち】はみな変えられるのです。一瞬に，またたくまに，最後のラッパ

の間にです。」とあって、「死の眠り」についていない「わたしたち」はラッパの間に「み

な変えられる」としています。



しょう）と訳している語は「ギ語：ハルパゾー」です。

この「ハルパゾー」が、いずれ死ぬまで待ち続けてから、やおら引き上げるという意味に

解釈することが許されるかどうかについて考慮してみましょう。

「ハルパゾー」が用いられている他の箇所では、どのような訳語が当てられているのか「新

世界訳」（2019 年改訂版）から見てみます。

次に挙げるのはパウロの自身の経験に関するものです。

「私はキリストと結ばれたある人を知っています。その人は 14 年前に第三の天に【連れ

去られ】ました。・・・その人はパラダイスに【連れ去られ】・・・」Ⅱコリント 12:2,4

ここでは「ハルパゾー」は「連れ去る」と訳されていますが、実際このギリシャ語のニュ

アンスは、「力でつかむ。突然、かつ決定的に強奪する。（賞金を奪うような、密かにでは

なく）あからさまな力の表明として掴む」という意味の語であると解説されています。

更に「ハルパゾー」が用いられているいくつかの聖句。

マタイ 11:12　「捉え」

マタイ 12:29　「奪う」

マタイ 13:19　「さらっていきます」

ヨハネ 10:12　「襲い」

ヨハネ 10:28　「奪う」

使徒 23:10　「連れていく」

ユダ 1:23　「つかみ出して」

啓示 12:5　「連れていかれた」

いずれも、力づくで、有無を言わさず強引な手法として用いられています。

行使までの時間的猶予などまったくない、直ちに実行する時に用いられる語です。

「寿命が来るまで気長に待ち続けて、死んだら」空中に「引き上げる」などという情景が

いかに、本来の聖句からかけ離れたものかがおわかりになるでしょう。

こんな翻訳語による「ボカシ効果」などという涙ぐましい小細工をしても、100 年以上経っ

ても未だに裁きが始まらない言い訳にすらならない、1914 年以降も次々に生まれてく

る油注がれたものが、更にそれらの人が死ぬまで、イエスを空中に延々と待たせ続けると

いう、あたかもエンドレスのシステムのようになってしまっていることを、ものみの塔は

どうするつもりなんでしょうか。

今一度、先のテサロニケの記録と啓示 14 章の記録を比較して、この「引き上げられて雲

に包まれる」ということにどれほどの時間的経過がイメージされているか見てみましょう。

「キリストと結ばれて死んだ人たちがまず生き返るからです。  その後，私たちのうち生き

ている者が雲に包まれて引き上げられ，彼らと一緒になって空中で主に会い，こうして常

に主と共にいることになり・・」-Ⅰテサロニケ 4:17

この臨在時のキリストの描画的なイメージとクリスチャンが集められて雲に包まれる、と

いう描写を次の啓示の記録と比較してみましょう。

「白い雲があり，その雲の上に人の子のような方が座っていた。その方は金の冠をかぶっ

ていて，鋭い鎌を持っていた。・・・「あなたの鎌を使って刈り取ってください。刈り取

る時が来たからです。地の作物はすっかり熟しています」。すると，雲の上に座っている

方が鎌を地に突き入れ，地の作物は刈り取られた。」- 啓示 14:14-16

「地の作物」という描写ですが、これは「小麦と雑草」の例えとリンクしており、その収

穫は、「人のような方」つまりイエスが臨在されたときにはすでに「すっかり熟して」い

るゆえに、直ちに残らず「刈り取られた」ということでしょう。

「収穫」は短期間で行うべき相応しい時期があります。

結局の所、なぜ、「神聖な奥義」である「生継空挙」なることが計画されているかと言えば、

歴史上連綿と続くクリスチャンの誕生という流れに、「それまで！」という終了の時点が

必要なわけで、当然その最終時には、まだ生きて生活しているわけですから、例外的な措

置として、瞬時に人間から霊的な存在への変化がなされることが必要となるということで

す。

ものみの塔が、キリストは天で臨在を開始され、人の目には見えないと主張して来たのは、

臨在をしるし付ける、この直接的で一目瞭然の地上での出来事が、実際には皆無であるこ

とをはぐらかすためであることは明白です。

先に何度が引用しているものみの塔誌でも、「空中」とは天であり、「雲」は「見えない」

ことの象徴的表現であると繰り返しています。

「主の臨在の期間中に生きているクリスチャンが『雲のうちに取り去られて空中で主に会

う』というパウロの言葉は，それら生き残る人々が地球の大気圏内ではなく，イエスが神

の右に座しておられる目に見えない天の領域でキリストに会うということを意味していた

のです。」- 塔 93 1/15 p. 5『取り去られて主に会う』― どのように？

これもすでに引用しましたが、改めて引用します。

「主が天から下り，天使長 + の声で号令を掛け，神のラッパが鳴り響くと，キリストと結

ばれて死んだ人たちがまず生き返るからです。」Ⅰテサロニケ 4:16

もし、天にいたまま臨在を開始したのなら、主が「天から下る」とは言われないはずです。

数多くの、嘘、ごまかしがあります。

ものみの塔ではパルーシアという語は，文字どおりには「そばにいる」という意味である

と頻繁に述べていますが、天では決して「そばにいる」とは言えないことは小学生でも分

かります。

 文字通り天と地ほどかけ離れています。

 

 むしろ、聖書は至るところで、イエスは再び地に来られると繰り返しています。

「見よ，わたしは速やかに来る・・「これらのことについて証しされる方が言われる，『し

かり，わたしは速やかに来る』」。「アーメン！ 主イエスよ，来てください」

- 啓示 22:12,20

「雲」が見えないということを表す表現であり、人間には通常では何が起きているのか何

も感知できないという主張は甚だしい欺瞞です。

「見なさい，この方は雲と共に来ます。そして，全ての目はこの方を見ます。この方を刺

し通した者たちもです。地上の全ての民族が，この方のゆえに自分の体をたたいて悲しみ

ます。これは確かです。アーメン。」啓示 1:7

むしろ上の記録を含め、聖句が明確に示しているところから言えば、キリストの臨在を確

認するために、信仰や解説／解釈などはすべて不要だということが分かります。

なぜなら、「臨在」とは「再臨」であり、「地上に再び来る」ことであり、それは一部のク

リスチャンが信仰の目で見るというようなものではなく、すべての地上の人間が知覚でき

る仕方で示されると、聖書は至るところで述べています。

「その期間の患難のすぐ後に，太陽は暗くなり，月は光らず，星は天から落ち，天の力は

揺り動かされます。その時，人の子のしるしが天に現れます。そして，地上の全ての民族

は胸をたたいて悲しみ，人の子が力と大きな栄光を帯びて天の雲に乗って来るのを見ます。

そして人の子は，大きなラッパの音と共に天使たちを遣わし，天使たちは，四方から，天

の果てから果てまで，選ばれた者たちを集めます」マタイ 24:29-31

それで、「死者の復活」は確かに誰にも気づかれないということは考えられますが、四方

から選ばれた者たちを集めるという、テサロニケの「生継空挙」という現象、世界のあち

こちで、今まで隣りにいた人が突如、空に挙げられてゆくという不可思議な出来事が起き

ることにより、紛れもなく臨在がなされたことを認識するということです。

パウロは、「主の臨在の時」と表現していますが、厳密に言うと、天から下り、地に到着

する直前の状態です。ですから、「空中」で会うと表現されているのです。

その段階で、四方から集められるわけですから、臨在された時点では、地上に油注がれた

クリスチャンは一人も存在しないということになります。

さてここからは、この記事の主題である 1914 年臨在開始説の間違いを証明する決定的

な論点を示すことになります。

ものみの塔によれば、すでに 1914 年に「キリストの臨在」は始まっていることになっ

ています。

ということは、忠実のうちに死んだ是認されたクリスチャンの死者はみな、すでに全員復

活していることになります。

どこにでしょうか。「天」にですか？　いいえ、ものみの塔によればそうではありません。

以下は、ものみの塔の解釈がすべてそのとおりであると仮定した場合に基づいての考察と

なります。

復活に続いて「その時生きていた是認されたクリスチャン」は「復活組」と「空中で一緒

に」なるとされている中で、ものみの塔的には「その時生きている人（瞬間変換組）」の

収穫は現在も継続中であるということは、キリストも、同行している大軍を成すみ使いの

軍勢も、復活組も全員、未だに「空中」で漂っているということになります。

「収穫物」は倉に納められず、100 年以上も、刈り取ったままの状態だということです。

これだけでも、この「1914 年臨在開始」という教理の胡散臭さが相当漂ってきますが、

さらなる由々しさは、次に上げる問題点です。

キリスト臨在時に、全クリスチャンの仕分けがなされる事になっています。

つまりその時、選ばれたクリスチャンと、退けられクリスチャンが地上に存在するという

ことです。

一般的な統計によれば、クリスチャン人口は全人口の 33.4% と言われています。

ものみの塔の「1919 年度の報告」ですが、それによれば「全世界の記念式で表象物に

あずかった人の数」は 17,961 人だそうです。1914 年ならそれよりずっと少数でしょう。

そして、1914 年当時の世界人口は正確には分かりませんが、だいたい 18 億人ほどです。

仮にその全人口の３０％がクリスチャンだとすると、5 億 4 千万人ほどになります。

そのうち 2 万人弱がエホバの証人ということになり、微々たるものです。

「小麦と雑草」の例え話の収穫時、「小麦」として選ばれたのは 2 万人弱のエホバの証人

のみということです。他は宗派に関係なく、キリストから「雑草」とみなされた人々が全

世界に 5 億人以上存在したということです。

聖書によればそれら「雑草」はどういう扱いになりますか？

「収穫の季節になったら，刈り取る者たちにこう言います。まず雑草を抜き，焼くために縛っ

て束にし，それから小麦を倉に集めなさい」- マタイ 13:30　新世界訳

「まず毒麦を抜き集めて、それらを焼き払うため束ねて縛れ。」岩波訳

「まず毒麦を集め、焼くために束にし」　新共同訳

「まず、毒麦を集め、焼くために束にしなさい。」新改訳

他のほとんどどの訳も同様です。

新世界訳と他の訳との決定的な違いにお気づきになりましたか。

原語にある「ギ語：スレゴー（集める）」という訳語を省いているということです。

この節には、スレゴーは 2 度使われています、「雑草」「小麦」に適用されています。

抜くのは当然ですから、「まず抜き」などと訳しては全く意味がないでしょう。

ものみの塔はどうしても雑草を「集め」られては都合が悪いようです。

実際、改定する前の（1985 年版）ではちゃんと「スレゴー」を訳出しています。

「まず雑草を集め，焼いてしまうためにそれを縛って束にし・・」「新世界訳」（1985 年版）

このことから明らかなのは、あえて意図的に訳から外した、ということでしょう。

ともかく「雑草」はそのまま放置されるのではなく「まず「ギ語：プロトン　最初に、手

始めに」集められ、縛って束にまとめられるということです。

現実問題として、世界に点在する「雑草」を「集める」という表現が、具体的にどのよう

な状況に置かれるようになるかは定かではありませんが、退けられた「雑草級」の 5 億

人以上の数のクリスチャンたちは、自分たちが「焼かれる目的で集められ、束にされ」た

ことを自覚するはずです。

そのことを示す聖句は少なくありません。

「すべてつまずきのもとになるものや不法を行なっている者を自分の王国から集め出し，

それを火の燃える炉の中に投げ込みます。そこで彼らは泣き悲しんだり歯ぎしりしたりす

るでしょう」マタイ 13:41,42

「み使いたちは出かけて行って，義人の中から邪悪な者をより分け彼らを火の燃える炉に

ほうり込むのです。そこで彼らは泣き悲しんだり歯ぎしりしたりするでしょう」マタイ

13:49,50

「招かれる者は多いが，選ばれる者は少ない」「戸口の主人から、立ち去れ」と退けられた

人々」「畑にいて残された側、臼をひいていて連れて行かれなかった女の側の人々」が黙っ

ているでしょうか。

1914 年のある時点で全世界で突然一斉に、同じ理由で「歯ぎしりして泣き叫ぶ」人々

が全世界で５億人以上いたはずです。

聖句に照らして、ものみの塔の「1914 年キリスト臨在開始説」が間違いないなら、こ

うしたことが当時全世界で認められたはずです。

事実は、こうしたことは皆無でした。

そして未だに見られていません。

明確な、聖書的根拠から断言できるのは、ものみの塔の根幹教理である「１９１４説」は

完全に間違いである。ということです。

「臨在と世の終わりのしるし」についての弟子たちの質問に、イエスは確かに「戦争や

食料不足」などの「しるし」を語られましたが、いわばそうした間接的な出来事だけで

はなく、もっと直接的な、勘違いのしようのないしるしについても語られていますが、

ものみの塔は、1914 年臨在の根拠としてそこに言及することは決してしません。

それは次の聖句です。

「人の子は，大きなラッパの音と共に天使たちを遣わし，天使たちは，四方から，天の

果てから果てまで，選ばれた者たちを集めます」マタイ 24:31

ものみの塔のオンライン・ライブラリーで、彼らの言うところの「偽りの教理」として、

例えば「三位一体」とか「地獄」などを検索すると、いくらでも記事がありますが、「携

挙」を調べても「該当するドキュメントがありません」と一つもヒットしません。

このいわゆる「携挙」に対する期待は特に最近、福音派などで熱気を帯びているようで

すが、なぜか、ものみの塔が、いっさい知らん顔なのは、実に意外なことです。

これを取り上げると、自分たちの教理に致命的な問題が、ブーメランのように降りかか

ることを懸念しているのかもしれません。

（ここで、誤解のないように断っておきますが、様々な教派の、いわゆる「携挙」説は

聖書を逸脱した教理になっているため、端的にテサロニケのこの一連の記述を表現する

ために私は、「携挙」の代わりに「生継空挙（そのまま空に挙げられる、という意味から）」

という語を創作しました。

今後目にする「生継空挙」は、何らの解釈を含まず、単なる一連の聖句のまとまりを指

すものとしてお読みください。）

一般に「ラプチャー」とか「携挙」と呼ばれる教理の出どころとされるテサロニケ第一

四章のその部分を引用しておきましょう。

（この記事は JW 関連の方を対象にしていますので、特に断りの無い限り「新世界訳」

（2019 年改訂版）から引用します）

「エホバの言葉に基づいて，皆さんに次のことを伝えます。私たちのうち，主の臨在の

時に生きている者は，死んで眠っている人たちより先に天に行くことは決してありませ

ん。主が天から下り，天使長の声で号令を掛け，神のラッパが鳴り響くと，キリストと

結ばれて死んだ人たちがまず生き返るからです。  その後，私たちのうち生きている者が

雲に包まれて引き上げられ，彼らと一緒になって空中で主に会い，こうして常に主と共

にいることになります。」Ⅰテサロニケ 4:15-17

そして、一連の流れの続く節では一貫して「朽ちるものは・・，死んでいくものは・・・

朽ちるものが・・・死んでいくものが・・・」（53,54 節）と、表現して「死者」に言

及しています。

ですから、その間にある 52 節の「ラッパが鳴ると，死人は朽ちないものによみがえら

され，【わたしたち】は変えられる」という描写の意味するところは、「死人」は変えら

れるのではなく、無の存在から朽ちない体を新たに与えられた存在（「死者の復活」は

霊的な体での「再創造」）として「蘇らされ」、【わたしたち】の方は「肉と血」である

ゆえに、一瞬に「変えられる」と述べているのです。

その時点で死んで眠っている人は（神の記憶の中にだけ存在し、実質的には生まれる前

と同様の無存在）「肉と血」という存在ではないので「変える」必要はありません。

まとめますと、「死人」＝「復活組」＝「蘇る人」

方や「生きている人」＝「挙げられる人」＝「変えられる人」ということです。

ですから、「肉と血」の人間として、「死ななければならない」故に「生継空挙」に与る

人も「復活」であるという、ものみの塔の主張は根拠がありません。

むしろ、「わたしたちはみな死の眠りにつくのではありません」とはっきりパウロが断

言しているのですから、「死なない」でそのまま、朽ちないものに変化するというのが

聖書の述べているところであり、ものみの塔の正式見解は反聖書的です。

さて、冒頭でお断りしておりました、「その時生きている人は死んだ時復活する」とい

う論議についてですが、先に挙げた「ものみの塔 93 年 1 月 15 日号 p.4-5」の中で

次のように解説されています。

「キリストの臨在期間中，霊的イスラエルの残りの者は忠実を保って死ぬ時，即座に天

的報いを受けます。「またたくまに」霊の被造物として復活させられ，「取り去られて」

イエスに会い，天の王国で共同支配者として仕えるのです。」

「復活」と訳されるギリシャ語は「アナタシス」で、字義通りの意味は「起き上がらせ

ること ; 立ち上がること」となっています。語の成り立ちとしては「上へ」を意味する

「アナ」と、「立つこと」を意味する「スタシス」からの合成語です。

ですから、「復活」という語には単に命に蘇るという意味だけでなく、上（天）に引き

上げるという意味を含んでいますので、『復活させられ，「引き上げられ（取り去られ）て」

イエスに会い・・』という表現自体、聖書的にナンセンスです。

新世界訳で「引き上げられ（4:17）」（ちなみに 1985 年版では「取り去られ」となっ

ており、この語句を新たに訳し変えているのは、この語に何らかのこだわりがあるので

このキリストの臨在時に、地上に生きている人も、空中に挙げられるという記録につい

て、ものみの塔の公式教理として、『取り去られて主に会う』― どのように？（塔 93 

1/15 p. 4-5）という記事の中で、これは「復活」であり、その時までに死んで眠っ

ていた人は全員復活し、まだ生きている「油注がれた者」は、その人が亡くなった後、

死の眠りにつくことなく即座に復活するとしています。とりわけその方法については「取

り去られる」のであって「天に運び去られるのではない」と強調しています。

（この、その時まだ生きている人は、その人がいずれ死んだ時に即座に復活する、とい

う解釈についてはこの記事の後半で改めて論じます。）

そしてこれが「復活」であるという根拠については（塔 93 1/15 p. 4-5）に次のよ

うに記されています。

「彼らは「取り去られて」，主イエスに会います。忠実な初期クリスチャンの場合と同様，

天でキリストと結ばれるには彼らも人間としては死ぬ必要があります。・・・

『肉と血は神の王国を受け継ぐことができず，朽ちるものが朽ちないものを受け継ぐこ

とはありません。ご覧なさい，わたしはあなた方に神聖な奥義を告げます。わたしたち

はみな死の眠りにつくのではありませんが，わたしたちはみな変えられるのです。一瞬

に，またたくまに，最後のラッパの間にです。ラッパが鳴ると，死人は朽ちないものに

よみがえらされ，わたしたちは変えられるからです』」。（コリント第一 15:50-52）」

さて、根拠として挙げられているこのコリント 15 章は、本当に死者の復活に続いて ,

挙げられる「その時生きている人々」も同様に死からの「復活」であると断定する根拠

になるのでしょうか。

パウロはここで確かに「復活」の希望について述べていますが、その文体を注意深く読

みますと、単に「死人の復活」についてだけ述べているわけではないことに気づきます。

その用いられている表現などから、明らかに、テサロニケの「生継空挙」についての自

分の論議と同様の概念、発想から記していることがわかります。

例えば、「最後のラッパ / 神のラッパ」が鳴る時に生じる、死人の復活、及び、その時

生きている人々、という異なる二種類の人々の変化について述べています。

その２者をパウロは「死人（朽ちるもの）」と「わたしたち」という表現で区別しています。

特に 51,52 節に注目しますと、「【わたしたち】はみな死の眠りにつくのではありませ

んが，【わたしたち】はみな変えられるのです。一瞬に，またたくまに，最後のラッパ

の間にです。」とあって、「死の眠り」についていない「わたしたち」はラッパの間に「み

な変えられる」としています。



しょう）と訳している語は「ギ語：ハルパゾー」です。

この「ハルパゾー」が、いずれ死ぬまで待ち続けてから、やおら引き上げるという意味に

解釈することが許されるかどうかについて考慮してみましょう。

「ハルパゾー」が用いられている他の箇所では、どのような訳語が当てられているのか「新

世界訳」（2019 年改訂版）から見てみます。

次に挙げるのはパウロの自身の経験に関するものです。

「私はキリストと結ばれたある人を知っています。その人は 14 年前に第三の天に【連れ

去られ】ました。・・・その人はパラダイスに【連れ去られ】・・・」Ⅱコリント 12:2,4

ここでは「ハルパゾー」は「連れ去る」と訳されていますが、実際このギリシャ語のニュ

アンスは、「力でつかむ。突然、かつ決定的に強奪する。（賞金を奪うような、密かにでは

なく）あからさまな力の表明として掴む」という意味の語であると解説されています。

更に「ハルパゾー」が用いられているいくつかの聖句。

マタイ 11:12　「捉え」

マタイ 12:29　「奪う」

マタイ 13:19　「さらっていきます」

ヨハネ 10:12　「襲い」

ヨハネ 10:28　「奪う」

使徒 23:10　「連れていく」

ユダ 1:23　「つかみ出して」

啓示 12:5　「連れていかれた」

いずれも、力づくで、有無を言わさず強引な手法として用いられています。

行使までの時間的猶予などまったくない、直ちに実行する時に用いられる語です。

「寿命が来るまで気長に待ち続けて、死んだら」空中に「引き上げる」などという情景が

いかに、本来の聖句からかけ離れたものかがおわかりになるでしょう。

こんな翻訳語による「ボカシ効果」などという涙ぐましい小細工をしても、100 年以上経っ

ても未だに裁きが始まらない言い訳にすらならない、1914 年以降も次々に生まれてく

る油注がれたものが、更にそれらの人が死ぬまで、イエスを空中に延々と待たせ続けると

いう、あたかもエンドレスのシステムのようになってしまっていることを、ものみの塔は

どうするつもりなんでしょうか。

今一度、先のテサロニケの記録と啓示 14 章の記録を比較して、この「引き上げられて雲

に包まれる」ということにどれほどの時間的経過がイメージされているか見てみましょう。

「キリストと結ばれて死んだ人たちがまず生き返るからです。  その後，私たちのうち生き

ている者が雲に包まれて引き上げられ，彼らと一緒になって空中で主に会い，こうして常

に主と共にいることになり・・」-Ⅰテサロニケ 4:17

この臨在時のキリストの描画的なイメージとクリスチャンが集められて雲に包まれる、と

いう描写を次の啓示の記録と比較してみましょう。

「白い雲があり，その雲の上に人の子のような方が座っていた。その方は金の冠をかぶっ

ていて，鋭い鎌を持っていた。・・・「あなたの鎌を使って刈り取ってください。刈り取

る時が来たからです。地の作物はすっかり熟しています」。すると，雲の上に座っている

方が鎌を地に突き入れ，地の作物は刈り取られた。」- 啓示 14:14-16

「地の作物」という描写ですが、これは「小麦と雑草」の例えとリンクしており、その収

穫は、「人のような方」つまりイエスが臨在されたときにはすでに「すっかり熟して」い

るゆえに、直ちに残らず「刈り取られた」ということでしょう。

「収穫」は短期間で行うべき相応しい時期があります。

結局の所、なぜ、「神聖な奥義」である「生継空挙」なることが計画されているかと言えば、

歴史上連綿と続くクリスチャンの誕生という流れに、「それまで！」という終了の時点が

必要なわけで、当然その最終時には、まだ生きて生活しているわけですから、例外的な措

置として、瞬時に人間から霊的な存在への変化がなされることが必要となるということで

す。

ものみの塔が、キリストは天で臨在を開始され、人の目には見えないと主張して来たのは、

臨在をしるし付ける、この直接的で一目瞭然の地上での出来事が、実際には皆無であるこ

とをはぐらかすためであることは明白です。

先に何度が引用しているものみの塔誌でも、「空中」とは天であり、「雲」は「見えない」

ことの象徴的表現であると繰り返しています。

「主の臨在の期間中に生きているクリスチャンが『雲のうちに取り去られて空中で主に会

う』というパウロの言葉は，それら生き残る人々が地球の大気圏内ではなく，イエスが神

の右に座しておられる目に見えない天の領域でキリストに会うということを意味していた

のです。」- 塔 93 1/15 p. 5『取り去られて主に会う』― どのように？

これもすでに引用しましたが、改めて引用します。

「主が天から下り，天使長 + の声で号令を掛け，神のラッパが鳴り響くと，キリストと結

ばれて死んだ人たちがまず生き返るからです。」Ⅰテサロニケ 4:16

もし、天にいたまま臨在を開始したのなら、主が「天から下る」とは言われないはずです。

数多くの、嘘、ごまかしがあります。

ものみの塔ではパルーシアという語は，文字どおりには「そばにいる」という意味である

と頻繁に述べていますが、天では決して「そばにいる」とは言えないことは小学生でも分

かります。

 文字通り天と地ほどかけ離れています。

 

 むしろ、聖書は至るところで、イエスは再び地に来られると繰り返しています。

「見よ，わたしは速やかに来る・・「これらのことについて証しされる方が言われる，『し

かり，わたしは速やかに来る』」。「アーメン！ 主イエスよ，来てください」

- 啓示 22:12,20

「雲」が見えないということを表す表現であり、人間には通常では何が起きているのか何

も感知できないという主張は甚だしい欺瞞です。

「見なさい，この方は雲と共に来ます。そして，全ての目はこの方を見ます。この方を刺

し通した者たちもです。地上の全ての民族が，この方のゆえに自分の体をたたいて悲しみ

ます。これは確かです。アーメン。」啓示 1:7

むしろ上の記録を含め、聖句が明確に示しているところから言えば、キリストの臨在を確

認するために、信仰や解説／解釈などはすべて不要だということが分かります。

なぜなら、「臨在」とは「再臨」であり、「地上に再び来る」ことであり、それは一部のク

リスチャンが信仰の目で見るというようなものではなく、すべての地上の人間が知覚でき

る仕方で示されると、聖書は至るところで述べています。

「その期間の患難のすぐ後に，太陽は暗くなり，月は光らず，星は天から落ち，天の力は

揺り動かされます。その時，人の子のしるしが天に現れます。そして，地上の全ての民族

は胸をたたいて悲しみ，人の子が力と大きな栄光を帯びて天の雲に乗って来るのを見ます。

そして人の子は，大きなラッパの音と共に天使たちを遣わし，天使たちは，四方から，天

の果てから果てまで，選ばれた者たちを集めます」マタイ 24:29-31

それで、「死者の復活」は確かに誰にも気づかれないということは考えられますが、四方

から選ばれた者たちを集めるという、テサロニケの「生継空挙」という現象、世界のあち

こちで、今まで隣りにいた人が突如、空に挙げられてゆくという不可思議な出来事が起き

ることにより、紛れもなく臨在がなされたことを認識するということです。

パウロは、「主の臨在の時」と表現していますが、厳密に言うと、天から下り、地に到着

する直前の状態です。ですから、「空中」で会うと表現されているのです。

その段階で、四方から集められるわけですから、臨在された時点では、地上に油注がれた

クリスチャンは一人も存在しないということになります。

さてここからは、この記事の主題である 1914 年臨在開始説の間違いを証明する決定的

な論点を示すことになります。

ものみの塔によれば、すでに 1914 年に「キリストの臨在」は始まっていることになっ

ています。

ということは、忠実のうちに死んだ是認されたクリスチャンの死者はみな、すでに全員復

活していることになります。

どこにでしょうか。「天」にですか？　いいえ、ものみの塔によればそうではありません。

以下は、ものみの塔の解釈がすべてそのとおりであると仮定した場合に基づいての考察と

なります。

復活に続いて「その時生きていた是認されたクリスチャン」は「復活組」と「空中で一緒

に」なるとされている中で、ものみの塔的には「その時生きている人（瞬間変換組）」の

収穫は現在も継続中であるということは、キリストも、同行している大軍を成すみ使いの

軍勢も、復活組も全員、未だに「空中」で漂っているということになります。

「収穫物」は倉に納められず、100 年以上も、刈り取ったままの状態だということです。

これだけでも、この「1914 年臨在開始」という教理の胡散臭さが相当漂ってきますが、

さらなる由々しさは、次に上げる問題点です。

キリスト臨在時に、全クリスチャンの仕分けがなされる事になっています。

つまりその時、選ばれたクリスチャンと、退けられクリスチャンが地上に存在するという

ことです。

一般的な統計によれば、クリスチャン人口は全人口の 33.4% と言われています。

ものみの塔の「1919 年度の報告」ですが、それによれば「全世界の記念式で表象物に

あずかった人の数」は 17,961 人だそうです。1914 年ならそれよりずっと少数でしょう。

そして、1914 年当時の世界人口は正確には分かりませんが、だいたい 18 億人ほどです。

仮にその全人口の３０％がクリスチャンだとすると、5 億 4 千万人ほどになります。

そのうち 2 万人弱がエホバの証人ということになり、微々たるものです。

「小麦と雑草」の例え話の収穫時、「小麦」として選ばれたのは 2 万人弱のエホバの証人

のみということです。他は宗派に関係なく、キリストから「雑草」とみなされた人々が全

世界に 5 億人以上存在したということです。

聖書によればそれら「雑草」はどういう扱いになりますか？

「収穫の季節になったら，刈り取る者たちにこう言います。まず雑草を抜き，焼くために縛っ

て束にし，それから小麦を倉に集めなさい」- マタイ 13:30　新世界訳

「まず毒麦を抜き集めて、それらを焼き払うため束ねて縛れ。」岩波訳

「まず毒麦を集め、焼くために束にし」　新共同訳

「まず、毒麦を集め、焼くために束にしなさい。」新改訳

他のほとんどどの訳も同様です。

新世界訳と他の訳との決定的な違いにお気づきになりましたか。

原語にある「ギ語：スレゴー（集める）」という訳語を省いているということです。

この節には、スレゴーは 2 度使われています、「雑草」「小麦」に適用されています。

抜くのは当然ですから、「まず抜き」などと訳しては全く意味がないでしょう。

ものみの塔はどうしても雑草を「集め」られては都合が悪いようです。

実際、改定する前の（1985 年版）ではちゃんと「スレゴー」を訳出しています。

「まず雑草を集め，焼いてしまうためにそれを縛って束にし・・」「新世界訳」（1985 年版）

このことから明らかなのは、あえて意図的に訳から外した、ということでしょう。

ともかく「雑草」はそのまま放置されるのではなく「まず「ギ語：プロトン　最初に、手

始めに」集められ、縛って束にまとめられるということです。

現実問題として、世界に点在する「雑草」を「集める」という表現が、具体的にどのよう

な状況に置かれるようになるかは定かではありませんが、退けられた「雑草級」の 5 億

人以上の数のクリスチャンたちは、自分たちが「焼かれる目的で集められ、束にされ」た

ことを自覚するはずです。

そのことを示す聖句は少なくありません。

「すべてつまずきのもとになるものや不法を行なっている者を自分の王国から集め出し，

それを火の燃える炉の中に投げ込みます。そこで彼らは泣き悲しんだり歯ぎしりしたりす

るでしょう」マタイ 13:41,42

「み使いたちは出かけて行って，義人の中から邪悪な者をより分け彼らを火の燃える炉に

ほうり込むのです。そこで彼らは泣き悲しんだり歯ぎしりしたりするでしょう」マタイ

13:49,50

「招かれる者は多いが，選ばれる者は少ない」「戸口の主人から、立ち去れ」と退けられた

人々」「畑にいて残された側、臼をひいていて連れて行かれなかった女の側の人々」が黙っ

ているでしょうか。

1914 年のある時点で全世界で突然一斉に、同じ理由で「歯ぎしりして泣き叫ぶ」人々

が全世界で５億人以上いたはずです。

聖句に照らして、ものみの塔の「1914 年キリスト臨在開始説」が間違いないなら、こ

うしたことが当時全世界で認められたはずです。

事実は、こうしたことは皆無でした。

そして未だに見られていません。

明確な、聖書的根拠から断言できるのは、ものみの塔の根幹教理である「１９１４説」は

完全に間違いである。ということです。

「臨在と世の終わりのしるし」についての弟子たちの質問に、イエスは確かに「戦争や

食料不足」などの「しるし」を語られましたが、いわばそうした間接的な出来事だけで

はなく、もっと直接的な、勘違いのしようのないしるしについても語られていますが、

ものみの塔は、1914 年臨在の根拠としてそこに言及することは決してしません。

それは次の聖句です。

「人の子は，大きなラッパの音と共に天使たちを遣わし，天使たちは，四方から，天の

果てから果てまで，選ばれた者たちを集めます」マタイ 24:31

ものみの塔のオンライン・ライブラリーで、彼らの言うところの「偽りの教理」として、

例えば「三位一体」とか「地獄」などを検索すると、いくらでも記事がありますが、「携

挙」を調べても「該当するドキュメントがありません」と一つもヒットしません。

このいわゆる「携挙」に対する期待は特に最近、福音派などで熱気を帯びているようで

すが、なぜか、ものみの塔が、いっさい知らん顔なのは、実に意外なことです。

これを取り上げると、自分たちの教理に致命的な問題が、ブーメランのように降りかか

ることを懸念しているのかもしれません。

（ここで、誤解のないように断っておきますが、様々な教派の、いわゆる「携挙」説は

聖書を逸脱した教理になっているため、端的にテサロニケのこの一連の記述を表現する

ために私は、「携挙」の代わりに「生継空挙（そのまま空に挙げられる、という意味から）」

という語を創作しました。

今後目にする「生継空挙」は、何らの解釈を含まず、単なる一連の聖句のまとまりを指

すものとしてお読みください。）

一般に「ラプチャー」とか「携挙」と呼ばれる教理の出どころとされるテサロニケ第一

四章のその部分を引用しておきましょう。

（この記事は JW 関連の方を対象にしていますので、特に断りの無い限り「新世界訳」

（2019 年改訂版）から引用します）

「エホバの言葉に基づいて，皆さんに次のことを伝えます。私たちのうち，主の臨在の

時に生きている者は，死んで眠っている人たちより先に天に行くことは決してありませ

ん。主が天から下り，天使長の声で号令を掛け，神のラッパが鳴り響くと，キリストと

結ばれて死んだ人たちがまず生き返るからです。  その後，私たちのうち生きている者が

雲に包まれて引き上げられ，彼らと一緒になって空中で主に会い，こうして常に主と共

にいることになります。」Ⅰテサロニケ 4:15-17

そして、一連の流れの続く節では一貫して「朽ちるものは・・，死んでいくものは・・・

朽ちるものが・・・死んでいくものが・・・」（53,54 節）と、表現して「死者」に言

及しています。

ですから、その間にある 52 節の「ラッパが鳴ると，死人は朽ちないものによみがえら

され，【わたしたち】は変えられる」という描写の意味するところは、「死人」は変えら

れるのではなく、無の存在から朽ちない体を新たに与えられた存在（「死者の復活」は

霊的な体での「再創造」）として「蘇らされ」、【わたしたち】の方は「肉と血」である

ゆえに、一瞬に「変えられる」と述べているのです。

その時点で死んで眠っている人は（神の記憶の中にだけ存在し、実質的には生まれる前

と同様の無存在）「肉と血」という存在ではないので「変える」必要はありません。

まとめますと、「死人」＝「復活組」＝「蘇る人」

方や「生きている人」＝「挙げられる人」＝「変えられる人」ということです。

ですから、「肉と血」の人間として、「死ななければならない」故に「生継空挙」に与る

人も「復活」であるという、ものみの塔の主張は根拠がありません。

むしろ、「わたしたちはみな死の眠りにつくのではありません」とはっきりパウロが断

言しているのですから、「死なない」でそのまま、朽ちないものに変化するというのが

聖書の述べているところであり、ものみの塔の正式見解は反聖書的です。

さて、冒頭でお断りしておりました、「その時生きている人は死んだ時復活する」とい

う論議についてですが、先に挙げた「ものみの塔 93 年 1 月 15 日号 p.4-5」の中で

次のように解説されています。

「キリストの臨在期間中，霊的イスラエルの残りの者は忠実を保って死ぬ時，即座に天

的報いを受けます。「またたくまに」霊の被造物として復活させられ，「取り去られて」

イエスに会い，天の王国で共同支配者として仕えるのです。」

「復活」と訳されるギリシャ語は「アナタシス」で、字義通りの意味は「起き上がらせ

ること ; 立ち上がること」となっています。語の成り立ちとしては「上へ」を意味する

「アナ」と、「立つこと」を意味する「スタシス」からの合成語です。

ですから、「復活」という語には単に命に蘇るという意味だけでなく、上（天）に引き

上げるという意味を含んでいますので、『復活させられ，「引き上げられ（取り去られ）て」

イエスに会い・・』という表現自体、聖書的にナンセンスです。

新世界訳で「引き上げられ（4:17）」（ちなみに 1985 年版では「取り去られ」となっ

ており、この語句を新たに訳し変えているのは、この語に何らかのこだわりがあるので

このキリストの臨在時に、地上に生きている人も、空中に挙げられるという記録につい

て、ものみの塔の公式教理として、『取り去られて主に会う』― どのように？（塔 93 

1/15 p. 4-5）という記事の中で、これは「復活」であり、その時までに死んで眠っ

ていた人は全員復活し、まだ生きている「油注がれた者」は、その人が亡くなった後、

死の眠りにつくことなく即座に復活するとしています。とりわけその方法については「取

り去られる」のであって「天に運び去られるのではない」と強調しています。

（この、その時まだ生きている人は、その人がいずれ死んだ時に即座に復活する、とい

う解釈についてはこの記事の後半で改めて論じます。）

そしてこれが「復活」であるという根拠については（塔 93 1/15 p. 4-5）に次のよ

うに記されています。

「彼らは「取り去られて」，主イエスに会います。忠実な初期クリスチャンの場合と同様，

天でキリストと結ばれるには彼らも人間としては死ぬ必要があります。・・・

『肉と血は神の王国を受け継ぐことができず，朽ちるものが朽ちないものを受け継ぐこ

とはありません。ご覧なさい，わたしはあなた方に神聖な奥義を告げます。わたしたち

はみな死の眠りにつくのではありませんが，わたしたちはみな変えられるのです。一瞬

に，またたくまに，最後のラッパの間にです。ラッパが鳴ると，死人は朽ちないものに

よみがえらされ，わたしたちは変えられるからです』」。（コリント第一 15:50-52）」

さて、根拠として挙げられているこのコリント 15 章は、本当に死者の復活に続いて ,

挙げられる「その時生きている人々」も同様に死からの「復活」であると断定する根拠

になるのでしょうか。

パウロはここで確かに「復活」の希望について述べていますが、その文体を注意深く読

みますと、単に「死人の復活」についてだけ述べているわけではないことに気づきます。

その用いられている表現などから、明らかに、テサロニケの「生継空挙」についての自

分の論議と同様の概念、発想から記していることがわかります。

例えば、「最後のラッパ / 神のラッパ」が鳴る時に生じる、死人の復活、及び、その時

生きている人々、という異なる二種類の人々の変化について述べています。

その２者をパウロは「死人（朽ちるもの）」と「わたしたち」という表現で区別しています。

特に 51,52 節に注目しますと、「【わたしたち】はみな死の眠りにつくのではありませ

んが，【わたしたち】はみな変えられるのです。一瞬に，またたくまに，最後のラッパ

の間にです。」とあって、「死の眠り」についていない「わたしたち」はラッパの間に「み

な変えられる」としています。



しょう）と訳している語は「ギ語：ハルパゾー」です。

この「ハルパゾー」が、いずれ死ぬまで待ち続けてから、やおら引き上げるという意味に

解釈することが許されるかどうかについて考慮してみましょう。

「ハルパゾー」が用いられている他の箇所では、どのような訳語が当てられているのか「新

世界訳」（2019 年改訂版）から見てみます。

次に挙げるのはパウロの自身の経験に関するものです。

「私はキリストと結ばれたある人を知っています。その人は 14 年前に第三の天に【連れ

去られ】ました。・・・その人はパラダイスに【連れ去られ】・・・」Ⅱコリント 12:2,4

ここでは「ハルパゾー」は「連れ去る」と訳されていますが、実際このギリシャ語のニュ

アンスは、「力でつかむ。突然、かつ決定的に強奪する。（賞金を奪うような、密かにでは

なく）あからさまな力の表明として掴む」という意味の語であると解説されています。

更に「ハルパゾー」が用いられているいくつかの聖句。

マタイ 11:12　「捉え」

マタイ 12:29　「奪う」

マタイ 13:19　「さらっていきます」

ヨハネ 10:12　「襲い」

ヨハネ 10:28　「奪う」

使徒 23:10　「連れていく」

ユダ 1:23　「つかみ出して」

啓示 12:5　「連れていかれた」

いずれも、力づくで、有無を言わさず強引な手法として用いられています。

行使までの時間的猶予などまったくない、直ちに実行する時に用いられる語です。

「寿命が来るまで気長に待ち続けて、死んだら」空中に「引き上げる」などという情景が

いかに、本来の聖句からかけ離れたものかがおわかりになるでしょう。

こんな翻訳語による「ボカシ効果」などという涙ぐましい小細工をしても、100 年以上経っ

ても未だに裁きが始まらない言い訳にすらならない、1914 年以降も次々に生まれてく

る油注がれたものが、更にそれらの人が死ぬまで、イエスを空中に延々と待たせ続けると

いう、あたかもエンドレスのシステムのようになってしまっていることを、ものみの塔は

どうするつもりなんでしょうか。

今一度、先のテサロニケの記録と啓示 14 章の記録を比較して、この「引き上げられて雲

に包まれる」ということにどれほどの時間的経過がイメージされているか見てみましょう。

「キリストと結ばれて死んだ人たちがまず生き返るからです。  その後，私たちのうち生き

ている者が雲に包まれて引き上げられ，彼らと一緒になって空中で主に会い，こうして常

に主と共にいることになり・・」-Ⅰテサロニケ 4:17

この臨在時のキリストの描画的なイメージとクリスチャンが集められて雲に包まれる、と

いう描写を次の啓示の記録と比較してみましょう。

「白い雲があり，その雲の上に人の子のような方が座っていた。その方は金の冠をかぶっ

ていて，鋭い鎌を持っていた。・・・「あなたの鎌を使って刈り取ってください。刈り取

る時が来たからです。地の作物はすっかり熟しています」。すると，雲の上に座っている

方が鎌を地に突き入れ，地の作物は刈り取られた。」- 啓示 14:14-16

「地の作物」という描写ですが、これは「小麦と雑草」の例えとリンクしており、その収

穫は、「人のような方」つまりイエスが臨在されたときにはすでに「すっかり熟して」い

るゆえに、直ちに残らず「刈り取られた」ということでしょう。

「収穫」は短期間で行うべき相応しい時期があります。

結局の所、なぜ、「神聖な奥義」である「生継空挙」なることが計画されているかと言えば、

歴史上連綿と続くクリスチャンの誕生という流れに、「それまで！」という終了の時点が

必要なわけで、当然その最終時には、まだ生きて生活しているわけですから、例外的な措

置として、瞬時に人間から霊的な存在への変化がなされることが必要となるということで

す。

ものみの塔が、キリストは天で臨在を開始され、人の目には見えないと主張して来たのは、

臨在をしるし付ける、この直接的で一目瞭然の地上での出来事が、実際には皆無であるこ

とをはぐらかすためであることは明白です。

先に何度が引用しているものみの塔誌でも、「空中」とは天であり、「雲」は「見えない」

ことの象徴的表現であると繰り返しています。

「主の臨在の期間中に生きているクリスチャンが『雲のうちに取り去られて空中で主に会

う』というパウロの言葉は，それら生き残る人々が地球の大気圏内ではなく，イエスが神

の右に座しておられる目に見えない天の領域でキリストに会うということを意味していた

のです。」- 塔 93 1/15 p. 5『取り去られて主に会う』― どのように？

これもすでに引用しましたが、改めて引用します。

「主が天から下り，天使長 + の声で号令を掛け，神のラッパが鳴り響くと，キリストと結

ばれて死んだ人たちがまず生き返るからです。」Ⅰテサロニケ 4:16

もし、天にいたまま臨在を開始したのなら、主が「天から下る」とは言われないはずです。

数多くの、嘘、ごまかしがあります。

ものみの塔ではパルーシアという語は，文字どおりには「そばにいる」という意味である

と頻繁に述べていますが、天では決して「そばにいる」とは言えないことは小学生でも分

かります。

 文字通り天と地ほどかけ離れています。

 

 むしろ、聖書は至るところで、イエスは再び地に来られると繰り返しています。

「見よ，わたしは速やかに来る・・「これらのことについて証しされる方が言われる，『し

かり，わたしは速やかに来る』」。「アーメン！ 主イエスよ，来てください」

- 啓示 22:12,20

「雲」が見えないということを表す表現であり、人間には通常では何が起きているのか何

も感知できないという主張は甚だしい欺瞞です。

「見なさい，この方は雲と共に来ます。そして，全ての目はこの方を見ます。この方を刺

し通した者たちもです。地上の全ての民族が，この方のゆえに自分の体をたたいて悲しみ

ます。これは確かです。アーメン。」啓示 1:7

むしろ上の記録を含め、聖句が明確に示しているところから言えば、キリストの臨在を確

認するために、信仰や解説／解釈などはすべて不要だということが分かります。

なぜなら、「臨在」とは「再臨」であり、「地上に再び来る」ことであり、それは一部のク

リスチャンが信仰の目で見るというようなものではなく、すべての地上の人間が知覚でき

る仕方で示されると、聖書は至るところで述べています。

「その期間の患難のすぐ後に，太陽は暗くなり，月は光らず，星は天から落ち，天の力は

揺り動かされます。その時，人の子のしるしが天に現れます。そして，地上の全ての民族

は胸をたたいて悲しみ，人の子が力と大きな栄光を帯びて天の雲に乗って来るのを見ます。

そして人の子は，大きなラッパの音と共に天使たちを遣わし，天使たちは，四方から，天

の果てから果てまで，選ばれた者たちを集めます」マタイ 24:29-31

それで、「死者の復活」は確かに誰にも気づかれないということは考えられますが、四方

から選ばれた者たちを集めるという、テサロニケの「生継空挙」という現象、世界のあち

こちで、今まで隣りにいた人が突如、空に挙げられてゆくという不可思議な出来事が起き

ることにより、紛れもなく臨在がなされたことを認識するということです。

パウロは、「主の臨在の時」と表現していますが、厳密に言うと、天から下り、地に到着

する直前の状態です。ですから、「空中」で会うと表現されているのです。

その段階で、四方から集められるわけですから、臨在された時点では、地上に油注がれた

クリスチャンは一人も存在しないということになります。

さてここからは、この記事の主題である 1914 年臨在開始説の間違いを証明する決定的

な論点を示すことになります。

ものみの塔によれば、すでに 1914 年に「キリストの臨在」は始まっていることになっ

ています。

ということは、忠実のうちに死んだ是認されたクリスチャンの死者はみな、すでに全員復

活していることになります。

どこにでしょうか。「天」にですか？　いいえ、ものみの塔によればそうではありません。

以下は、ものみの塔の解釈がすべてそのとおりであると仮定した場合に基づいての考察と

なります。

復活に続いて「その時生きていた是認されたクリスチャン」は「復活組」と「空中で一緒

に」なるとされている中で、ものみの塔的には「その時生きている人（瞬間変換組）」の

収穫は現在も継続中であるということは、キリストも、同行している大軍を成すみ使いの

軍勢も、復活組も全員、未だに「空中」で漂っているということになります。

「収穫物」は倉に納められず、100 年以上も、刈り取ったままの状態だということです。

これだけでも、この「1914 年臨在開始」という教理の胡散臭さが相当漂ってきますが、

さらなる由々しさは、次に上げる問題点です。

キリスト臨在時に、全クリスチャンの仕分けがなされる事になっています。

つまりその時、選ばれたクリスチャンと、退けられクリスチャンが地上に存在するという

ことです。

一般的な統計によれば、クリスチャン人口は全人口の 33.4% と言われています。

ものみの塔の「1919 年度の報告」ですが、それによれば「全世界の記念式で表象物に

あずかった人の数」は 17,961 人だそうです。1914 年ならそれよりずっと少数でしょう。

そして、1914 年当時の世界人口は正確には分かりませんが、だいたい 18 億人ほどです。

仮にその全人口の３０％がクリスチャンだとすると、5 億 4 千万人ほどになります。

そのうち 2 万人弱がエホバの証人ということになり、微々たるものです。

「小麦と雑草」の例え話の収穫時、「小麦」として選ばれたのは 2 万人弱のエホバの証人

のみということです。他は宗派に関係なく、キリストから「雑草」とみなされた人々が全

世界に 5 億人以上存在したということです。

聖書によればそれら「雑草」はどういう扱いになりますか？

「収穫の季節になったら，刈り取る者たちにこう言います。まず雑草を抜き，焼くために縛っ

て束にし，それから小麦を倉に集めなさい」- マタイ 13:30　新世界訳

「まず毒麦を抜き集めて、それらを焼き払うため束ねて縛れ。」岩波訳

「まず毒麦を集め、焼くために束にし」　新共同訳

「まず、毒麦を集め、焼くために束にしなさい。」新改訳

他のほとんどどの訳も同様です。

新世界訳と他の訳との決定的な違いにお気づきになりましたか。

原語にある「ギ語：スレゴー（集める）」という訳語を省いているということです。

この節には、スレゴーは 2 度使われています、「雑草」「小麦」に適用されています。

抜くのは当然ですから、「まず抜き」などと訳しては全く意味がないでしょう。

ものみの塔はどうしても雑草を「集め」られては都合が悪いようです。

実際、改定する前の（1985 年版）ではちゃんと「スレゴー」を訳出しています。

「まず雑草を集め，焼いてしまうためにそれを縛って束にし・・」「新世界訳」（1985 年版）

このことから明らかなのは、あえて意図的に訳から外した、ということでしょう。

ともかく「雑草」はそのまま放置されるのではなく「まず「ギ語：プロトン　最初に、手

始めに」集められ、縛って束にまとめられるということです。

現実問題として、世界に点在する「雑草」を「集める」という表現が、具体的にどのよう

な状況に置かれるようになるかは定かではありませんが、退けられた「雑草級」の 5 億

人以上の数のクリスチャンたちは、自分たちが「焼かれる目的で集められ、束にされ」た

ことを自覚するはずです。

そのことを示す聖句は少なくありません。

「すべてつまずきのもとになるものや不法を行なっている者を自分の王国から集め出し，

それを火の燃える炉の中に投げ込みます。そこで彼らは泣き悲しんだり歯ぎしりしたりす

るでしょう」マタイ 13:41,42

「み使いたちは出かけて行って，義人の中から邪悪な者をより分け彼らを火の燃える炉に

ほうり込むのです。そこで彼らは泣き悲しんだり歯ぎしりしたりするでしょう」マタイ

13:49,50

「招かれる者は多いが，選ばれる者は少ない」「戸口の主人から、立ち去れ」と退けられた

人々」「畑にいて残された側、臼をひいていて連れて行かれなかった女の側の人々」が黙っ

ているでしょうか。

1914 年のある時点で全世界で突然一斉に、同じ理由で「歯ぎしりして泣き叫ぶ」人々

が全世界で５億人以上いたはずです。

聖句に照らして、ものみの塔の「1914 年キリスト臨在開始説」が間違いないなら、こ

うしたことが当時全世界で認められたはずです。

事実は、こうしたことは皆無でした。

そして未だに見られていません。

明確な、聖書的根拠から断言できるのは、ものみの塔の根幹教理である「１９１４説」は

完全に間違いである。ということです。

「臨在と世の終わりのしるし」についての弟子たちの質問に、イエスは確かに「戦争や

食料不足」などの「しるし」を語られましたが、いわばそうした間接的な出来事だけで

はなく、もっと直接的な、勘違いのしようのないしるしについても語られていますが、

ものみの塔は、1914 年臨在の根拠としてそこに言及することは決してしません。

それは次の聖句です。

「人の子は，大きなラッパの音と共に天使たちを遣わし，天使たちは，四方から，天の

果てから果てまで，選ばれた者たちを集めます」マタイ 24:31

ものみの塔のオンライン・ライブラリーで、彼らの言うところの「偽りの教理」として、

例えば「三位一体」とか「地獄」などを検索すると、いくらでも記事がありますが、「携

挙」を調べても「該当するドキュメントがありません」と一つもヒットしません。

このいわゆる「携挙」に対する期待は特に最近、福音派などで熱気を帯びているようで

すが、なぜか、ものみの塔が、いっさい知らん顔なのは、実に意外なことです。

これを取り上げると、自分たちの教理に致命的な問題が、ブーメランのように降りかか

ることを懸念しているのかもしれません。

（ここで、誤解のないように断っておきますが、様々な教派の、いわゆる「携挙」説は

聖書を逸脱した教理になっているため、端的にテサロニケのこの一連の記述を表現する

ために私は、「携挙」の代わりに「生継空挙（そのまま空に挙げられる、という意味から）」

という語を創作しました。

今後目にする「生継空挙」は、何らの解釈を含まず、単なる一連の聖句のまとまりを指

すものとしてお読みください。）

一般に「ラプチャー」とか「携挙」と呼ばれる教理の出どころとされるテサロニケ第一

四章のその部分を引用しておきましょう。

（この記事は JW 関連の方を対象にしていますので、特に断りの無い限り「新世界訳」

（2019 年改訂版）から引用します）

「エホバの言葉に基づいて，皆さんに次のことを伝えます。私たちのうち，主の臨在の

時に生きている者は，死んで眠っている人たちより先に天に行くことは決してありませ

ん。主が天から下り，天使長の声で号令を掛け，神のラッパが鳴り響くと，キリストと

結ばれて死んだ人たちがまず生き返るからです。  その後，私たちのうち生きている者が

雲に包まれて引き上げられ，彼らと一緒になって空中で主に会い，こうして常に主と共

にいることになります。」Ⅰテサロニケ 4:15-17

そして、一連の流れの続く節では一貫して「朽ちるものは・・，死んでいくものは・・・

朽ちるものが・・・死んでいくものが・・・」（53,54 節）と、表現して「死者」に言

及しています。

ですから、その間にある 52 節の「ラッパが鳴ると，死人は朽ちないものによみがえら

され，【わたしたち】は変えられる」という描写の意味するところは、「死人」は変えら

れるのではなく、無の存在から朽ちない体を新たに与えられた存在（「死者の復活」は

霊的な体での「再創造」）として「蘇らされ」、【わたしたち】の方は「肉と血」である

ゆえに、一瞬に「変えられる」と述べているのです。

その時点で死んで眠っている人は（神の記憶の中にだけ存在し、実質的には生まれる前

と同様の無存在）「肉と血」という存在ではないので「変える」必要はありません。

まとめますと、「死人」＝「復活組」＝「蘇る人」

方や「生きている人」＝「挙げられる人」＝「変えられる人」ということです。

ですから、「肉と血」の人間として、「死ななければならない」故に「生継空挙」に与る

人も「復活」であるという、ものみの塔の主張は根拠がありません。

むしろ、「わたしたちはみな死の眠りにつくのではありません」とはっきりパウロが断

言しているのですから、「死なない」でそのまま、朽ちないものに変化するというのが

聖書の述べているところであり、ものみの塔の正式見解は反聖書的です。

さて、冒頭でお断りしておりました、「その時生きている人は死んだ時復活する」とい

う論議についてですが、先に挙げた「ものみの塔 93 年 1 月 15 日号 p.4-5」の中で

次のように解説されています。

「キリストの臨在期間中，霊的イスラエルの残りの者は忠実を保って死ぬ時，即座に天

的報いを受けます。「またたくまに」霊の被造物として復活させられ，「取り去られて」

イエスに会い，天の王国で共同支配者として仕えるのです。」

「復活」と訳されるギリシャ語は「アナタシス」で、字義通りの意味は「起き上がらせ

ること ; 立ち上がること」となっています。語の成り立ちとしては「上へ」を意味する

「アナ」と、「立つこと」を意味する「スタシス」からの合成語です。

ですから、「復活」という語には単に命に蘇るという意味だけでなく、上（天）に引き

上げるという意味を含んでいますので、『復活させられ，「引き上げられ（取り去られ）て」

イエスに会い・・』という表現自体、聖書的にナンセンスです。

新世界訳で「引き上げられ（4:17）」（ちなみに 1985 年版では「取り去られ」となっ

ており、この語句を新たに訳し変えているのは、この語に何らかのこだわりがあるので

このキリストの臨在時に、地上に生きている人も、空中に挙げられるという記録につい

て、ものみの塔の公式教理として、『取り去られて主に会う』― どのように？（塔 93 

1/15 p. 4-5）という記事の中で、これは「復活」であり、その時までに死んで眠っ

ていた人は全員復活し、まだ生きている「油注がれた者」は、その人が亡くなった後、

死の眠りにつくことなく即座に復活するとしています。とりわけその方法については「取

り去られる」のであって「天に運び去られるのではない」と強調しています。

（この、その時まだ生きている人は、その人がいずれ死んだ時に即座に復活する、とい

う解釈についてはこの記事の後半で改めて論じます。）

そしてこれが「復活」であるという根拠については（塔 93 1/15 p. 4-5）に次のよ

うに記されています。

「彼らは「取り去られて」，主イエスに会います。忠実な初期クリスチャンの場合と同様，

天でキリストと結ばれるには彼らも人間としては死ぬ必要があります。・・・

『肉と血は神の王国を受け継ぐことができず，朽ちるものが朽ちないものを受け継ぐこ

とはありません。ご覧なさい，わたしはあなた方に神聖な奥義を告げます。わたしたち

はみな死の眠りにつくのではありませんが，わたしたちはみな変えられるのです。一瞬

に，またたくまに，最後のラッパの間にです。ラッパが鳴ると，死人は朽ちないものに

よみがえらされ，わたしたちは変えられるからです』」。（コリント第一 15:50-52）」

さて、根拠として挙げられているこのコリント 15 章は、本当に死者の復活に続いて ,

挙げられる「その時生きている人々」も同様に死からの「復活」であると断定する根拠

になるのでしょうか。

パウロはここで確かに「復活」の希望について述べていますが、その文体を注意深く読

みますと、単に「死人の復活」についてだけ述べているわけではないことに気づきます。

その用いられている表現などから、明らかに、テサロニケの「生継空挙」についての自

分の論議と同様の概念、発想から記していることがわかります。

例えば、「最後のラッパ / 神のラッパ」が鳴る時に生じる、死人の復活、及び、その時

生きている人々、という異なる二種類の人々の変化について述べています。

その２者をパウロは「死人（朽ちるもの）」と「わたしたち」という表現で区別しています。

特に 51,52 節に注目しますと、「【わたしたち】はみな死の眠りにつくのではありませ

んが，【わたしたち】はみな変えられるのです。一瞬に，またたくまに，最後のラッパ

の間にです。」とあって、「死の眠り」についていない「わたしたち」はラッパの間に「み

な変えられる」としています。



しょう）と訳している語は「ギ語：ハルパゾー」です。

この「ハルパゾー」が、いずれ死ぬまで待ち続けてから、やおら引き上げるという意味に

解釈することが許されるかどうかについて考慮してみましょう。

「ハルパゾー」が用いられている他の箇所では、どのような訳語が当てられているのか「新

世界訳」（2019 年改訂版）から見てみます。

次に挙げるのはパウロの自身の経験に関するものです。

「私はキリストと結ばれたある人を知っています。その人は 14 年前に第三の天に【連れ

去られ】ました。・・・その人はパラダイスに【連れ去られ】・・・」Ⅱコリント 12:2,4

ここでは「ハルパゾー」は「連れ去る」と訳されていますが、実際このギリシャ語のニュ

アンスは、「力でつかむ。突然、かつ決定的に強奪する。（賞金を奪うような、密かにでは

なく）あからさまな力の表明として掴む」という意味の語であると解説されています。

更に「ハルパゾー」が用いられているいくつかの聖句。

マタイ 11:12　「捉え」

マタイ 12:29　「奪う」

マタイ 13:19　「さらっていきます」

ヨハネ 10:12　「襲い」

ヨハネ 10:28　「奪う」

使徒 23:10　「連れていく」

ユダ 1:23　「つかみ出して」

啓示 12:5　「連れていかれた」

いずれも、力づくで、有無を言わさず強引な手法として用いられています。

行使までの時間的猶予などまったくない、直ちに実行する時に用いられる語です。

「寿命が来るまで気長に待ち続けて、死んだら」空中に「引き上げる」などという情景が

いかに、本来の聖句からかけ離れたものかがおわかりになるでしょう。

こんな翻訳語による「ボカシ効果」などという涙ぐましい小細工をしても、100 年以上経っ

ても未だに裁きが始まらない言い訳にすらならない、1914 年以降も次々に生まれてく

る油注がれたものが、更にそれらの人が死ぬまで、イエスを空中に延々と待たせ続けると

いう、あたかもエンドレスのシステムのようになってしまっていることを、ものみの塔は

どうするつもりなんでしょうか。

今一度、先のテサロニケの記録と啓示 14 章の記録を比較して、この「引き上げられて雲

に包まれる」ということにどれほどの時間的経過がイメージされているか見てみましょう。

「キリストと結ばれて死んだ人たちがまず生き返るからです。  その後，私たちのうち生き

ている者が雲に包まれて引き上げられ，彼らと一緒になって空中で主に会い，こうして常

に主と共にいることになり・・」-Ⅰテサロニケ 4:17

この臨在時のキリストの描画的なイメージとクリスチャンが集められて雲に包まれる、と

いう描写を次の啓示の記録と比較してみましょう。

「白い雲があり，その雲の上に人の子のような方が座っていた。その方は金の冠をかぶっ

ていて，鋭い鎌を持っていた。・・・「あなたの鎌を使って刈り取ってください。刈り取

る時が来たからです。地の作物はすっかり熟しています」。すると，雲の上に座っている

方が鎌を地に突き入れ，地の作物は刈り取られた。」- 啓示 14:14-16

「地の作物」という描写ですが、これは「小麦と雑草」の例えとリンクしており、その収

穫は、「人のような方」つまりイエスが臨在されたときにはすでに「すっかり熟して」い

るゆえに、直ちに残らず「刈り取られた」ということでしょう。

「収穫」は短期間で行うべき相応しい時期があります。

結局の所、なぜ、「神聖な奥義」である「生継空挙」なることが計画されているかと言えば、

歴史上連綿と続くクリスチャンの誕生という流れに、「それまで！」という終了の時点が

必要なわけで、当然その最終時には、まだ生きて生活しているわけですから、例外的な措

置として、瞬時に人間から霊的な存在への変化がなされることが必要となるということで

す。

ものみの塔が、キリストは天で臨在を開始され、人の目には見えないと主張して来たのは、

臨在をしるし付ける、この直接的で一目瞭然の地上での出来事が、実際には皆無であるこ

とをはぐらかすためであることは明白です。

先に何度が引用しているものみの塔誌でも、「空中」とは天であり、「雲」は「見えない」

ことの象徴的表現であると繰り返しています。

「主の臨在の期間中に生きているクリスチャンが『雲のうちに取り去られて空中で主に会

う』というパウロの言葉は，それら生き残る人々が地球の大気圏内ではなく，イエスが神

の右に座しておられる目に見えない天の領域でキリストに会うということを意味していた

のです。」- 塔 93 1/15 p. 5『取り去られて主に会う』― どのように？

これもすでに引用しましたが、改めて引用します。

「主が天から下り，天使長 + の声で号令を掛け，神のラッパが鳴り響くと，キリストと結

ばれて死んだ人たちがまず生き返るからです。」Ⅰテサロニケ 4:16

もし、天にいたまま臨在を開始したのなら、主が「天から下る」とは言われないはずです。

数多くの、嘘、ごまかしがあります。

ものみの塔ではパルーシアという語は，文字どおりには「そばにいる」という意味である

と頻繁に述べていますが、天では決して「そばにいる」とは言えないことは小学生でも分

かります。

 文字通り天と地ほどかけ離れています。

 

 むしろ、聖書は至るところで、イエスは再び地に来られると繰り返しています。

「見よ，わたしは速やかに来る・・「これらのことについて証しされる方が言われる，『し

かり，わたしは速やかに来る』」。「アーメン！ 主イエスよ，来てください」

- 啓示 22:12,20

「雲」が見えないということを表す表現であり、人間には通常では何が起きているのか何

も感知できないという主張は甚だしい欺瞞です。

「見なさい，この方は雲と共に来ます。そして，全ての目はこの方を見ます。この方を刺

し通した者たちもです。地上の全ての民族が，この方のゆえに自分の体をたたいて悲しみ

ます。これは確かです。アーメン。」啓示 1:7

むしろ上の記録を含め、聖句が明確に示しているところから言えば、キリストの臨在を確

認するために、信仰や解説／解釈などはすべて不要だということが分かります。

なぜなら、「臨在」とは「再臨」であり、「地上に再び来る」ことであり、それは一部のク

リスチャンが信仰の目で見るというようなものではなく、すべての地上の人間が知覚でき

る仕方で示されると、聖書は至るところで述べています。

「その期間の患難のすぐ後に，太陽は暗くなり，月は光らず，星は天から落ち，天の力は

揺り動かされます。その時，人の子のしるしが天に現れます。そして，地上の全ての民族

は胸をたたいて悲しみ，人の子が力と大きな栄光を帯びて天の雲に乗って来るのを見ます。

そして人の子は，大きなラッパの音と共に天使たちを遣わし，天使たちは，四方から，天

の果てから果てまで，選ばれた者たちを集めます」マタイ 24:29-31

それで、「死者の復活」は確かに誰にも気づかれないということは考えられますが、四方

から選ばれた者たちを集めるという、テサロニケの「生継空挙」という現象、世界のあち

こちで、今まで隣りにいた人が突如、空に挙げられてゆくという不可思議な出来事が起き

ることにより、紛れもなく臨在がなされたことを認識するということです。

パウロは、「主の臨在の時」と表現していますが、厳密に言うと、天から下り、地に到着

する直前の状態です。ですから、「空中」で会うと表現されているのです。

その段階で、四方から集められるわけですから、臨在された時点では、地上に油注がれた

クリスチャンは一人も存在しないということになります。

さてここからは、この記事の主題である 1914 年臨在開始説の間違いを証明する決定的

な論点を示すことになります。

ものみの塔によれば、すでに 1914 年に「キリストの臨在」は始まっていることになっ

ています。

ということは、忠実のうちに死んだ是認されたクリスチャンの死者はみな、すでに全員復

活していることになります。

どこにでしょうか。「天」にですか？　いいえ、ものみの塔によればそうではありません。

以下は、ものみの塔の解釈がすべてそのとおりであると仮定した場合に基づいての考察と

なります。

復活に続いて「その時生きていた是認されたクリスチャン」は「復活組」と「空中で一緒

に」なるとされている中で、ものみの塔的には「その時生きている人（瞬間変換組）」の

収穫は現在も継続中であるということは、キリストも、同行している大軍を成すみ使いの

軍勢も、復活組も全員、未だに「空中」で漂っているということになります。

「収穫物」は倉に納められず、100 年以上も、刈り取ったままの状態だということです。

これだけでも、この「1914 年臨在開始」という教理の胡散臭さが相当漂ってきますが、

さらなる由々しさは、次に上げる問題点です。

キリスト臨在時に、全クリスチャンの仕分けがなされる事になっています。

つまりその時、選ばれたクリスチャンと、退けられクリスチャンが地上に存在するという

ことです。

一般的な統計によれば、クリスチャン人口は全人口の 33.4% と言われています。

ものみの塔の「1919 年度の報告」ですが、それによれば「全世界の記念式で表象物に

あずかった人の数」は 17,961 人だそうです。1914 年ならそれよりずっと少数でしょう。

そして、1914 年当時の世界人口は正確には分かりませんが、だいたい 18 億人ほどです。

仮にその全人口の３０％がクリスチャンだとすると、5 億 4 千万人ほどになります。

そのうち 2 万人弱がエホバの証人ということになり、微々たるものです。

「小麦と雑草」の例え話の収穫時、「小麦」として選ばれたのは 2 万人弱のエホバの証人

のみということです。他は宗派に関係なく、キリストから「雑草」とみなされた人々が全

世界に 5 億人以上存在したということです。

聖書によればそれら「雑草」はどういう扱いになりますか？

「収穫の季節になったら，刈り取る者たちにこう言います。まず雑草を抜き，焼くために縛っ

て束にし，それから小麦を倉に集めなさい」- マタイ 13:30　新世界訳

「まず毒麦を抜き集めて、それらを焼き払うため束ねて縛れ。」岩波訳

「まず毒麦を集め、焼くために束にし」　新共同訳

「まず、毒麦を集め、焼くために束にしなさい。」新改訳

他のほとんどどの訳も同様です。

新世界訳と他の訳との決定的な違いにお気づきになりましたか。

原語にある「ギ語：スレゴー（集める）」という訳語を省いているということです。

この節には、スレゴーは 2 度使われています、「雑草」「小麦」に適用されています。

抜くのは当然ですから、「まず抜き」などと訳しては全く意味がないでしょう。

ものみの塔はどうしても雑草を「集め」られては都合が悪いようです。

実際、改定する前の（1985 年版）ではちゃんと「スレゴー」を訳出しています。

「まず雑草を集め，焼いてしまうためにそれを縛って束にし・・」「新世界訳」（1985 年版）

このことから明らかなのは、あえて意図的に訳から外した、ということでしょう。

ともかく「雑草」はそのまま放置されるのではなく「まず「ギ語：プロトン　最初に、手

始めに」集められ、縛って束にまとめられるということです。

現実問題として、世界に点在する「雑草」を「集める」という表現が、具体的にどのよう

な状況に置かれるようになるかは定かではありませんが、退けられた「雑草級」の 5 億

人以上の数のクリスチャンたちは、自分たちが「焼かれる目的で集められ、束にされ」た

ことを自覚するはずです。

そのことを示す聖句は少なくありません。

「すべてつまずきのもとになるものや不法を行なっている者を自分の王国から集め出し，

それを火の燃える炉の中に投げ込みます。そこで彼らは泣き悲しんだり歯ぎしりしたりす

るでしょう」マタイ 13:41,42

「み使いたちは出かけて行って，義人の中から邪悪な者をより分け彼らを火の燃える炉に

ほうり込むのです。そこで彼らは泣き悲しんだり歯ぎしりしたりするでしょう」マタイ

13:49,50

「招かれる者は多いが，選ばれる者は少ない」「戸口の主人から、立ち去れ」と退けられた

人々」「畑にいて残された側、臼をひいていて連れて行かれなかった女の側の人々」が黙っ

ているでしょうか。

1914 年のある時点で全世界で突然一斉に、同じ理由で「歯ぎしりして泣き叫ぶ」人々

が全世界で５億人以上いたはずです。

聖句に照らして、ものみの塔の「1914 年キリスト臨在開始説」が間違いないなら、こ

うしたことが当時全世界で認められたはずです。

事実は、こうしたことは皆無でした。

そして未だに見られていません。

明確な、聖書的根拠から断言できるのは、ものみの塔の根幹教理である「１９１４説」は

完全に間違いである。ということです。

「臨在と世の終わりのしるし」についての弟子たちの質問に、イエスは確かに「戦争や

食料不足」などの「しるし」を語られましたが、いわばそうした間接的な出来事だけで

はなく、もっと直接的な、勘違いのしようのないしるしについても語られていますが、

ものみの塔は、1914 年臨在の根拠としてそこに言及することは決してしません。

それは次の聖句です。

「人の子は，大きなラッパの音と共に天使たちを遣わし，天使たちは，四方から，天の

果てから果てまで，選ばれた者たちを集めます」マタイ 24:31

ものみの塔のオンライン・ライブラリーで、彼らの言うところの「偽りの教理」として、

例えば「三位一体」とか「地獄」などを検索すると、いくらでも記事がありますが、「携

挙」を調べても「該当するドキュメントがありません」と一つもヒットしません。

このいわゆる「携挙」に対する期待は特に最近、福音派などで熱気を帯びているようで

すが、なぜか、ものみの塔が、いっさい知らん顔なのは、実に意外なことです。

これを取り上げると、自分たちの教理に致命的な問題が、ブーメランのように降りかか

ることを懸念しているのかもしれません。

（ここで、誤解のないように断っておきますが、様々な教派の、いわゆる「携挙」説は

聖書を逸脱した教理になっているため、端的にテサロニケのこの一連の記述を表現する

ために私は、「携挙」の代わりに「生継空挙（そのまま空に挙げられる、という意味から）」

という語を創作しました。

今後目にする「生継空挙」は、何らの解釈を含まず、単なる一連の聖句のまとまりを指

すものとしてお読みください。）

一般に「ラプチャー」とか「携挙」と呼ばれる教理の出どころとされるテサロニケ第一

四章のその部分を引用しておきましょう。

（この記事は JW 関連の方を対象にしていますので、特に断りの無い限り「新世界訳」

（2019 年改訂版）から引用します）

「エホバの言葉に基づいて，皆さんに次のことを伝えます。私たちのうち，主の臨在の

時に生きている者は，死んで眠っている人たちより先に天に行くことは決してありませ

ん。主が天から下り，天使長の声で号令を掛け，神のラッパが鳴り響くと，キリストと

結ばれて死んだ人たちがまず生き返るからです。  その後，私たちのうち生きている者が

雲に包まれて引き上げられ，彼らと一緒になって空中で主に会い，こうして常に主と共

にいることになります。」Ⅰテサロニケ 4:15-17

そして、一連の流れの続く節では一貫して「朽ちるものは・・，死んでいくものは・・・

朽ちるものが・・・死んでいくものが・・・」（53,54 節）と、表現して「死者」に言

及しています。

ですから、その間にある 52 節の「ラッパが鳴ると，死人は朽ちないものによみがえら

され，【わたしたち】は変えられる」という描写の意味するところは、「死人」は変えら

れるのではなく、無の存在から朽ちない体を新たに与えられた存在（「死者の復活」は

霊的な体での「再創造」）として「蘇らされ」、【わたしたち】の方は「肉と血」である

ゆえに、一瞬に「変えられる」と述べているのです。

その時点で死んで眠っている人は（神の記憶の中にだけ存在し、実質的には生まれる前

と同様の無存在）「肉と血」という存在ではないので「変える」必要はありません。

まとめますと、「死人」＝「復活組」＝「蘇る人」

方や「生きている人」＝「挙げられる人」＝「変えられる人」ということです。

ですから、「肉と血」の人間として、「死ななければならない」故に「生継空挙」に与る

人も「復活」であるという、ものみの塔の主張は根拠がありません。

むしろ、「わたしたちはみな死の眠りにつくのではありません」とはっきりパウロが断

言しているのですから、「死なない」でそのまま、朽ちないものに変化するというのが

聖書の述べているところであり、ものみの塔の正式見解は反聖書的です。

さて、冒頭でお断りしておりました、「その時生きている人は死んだ時復活する」とい

う論議についてですが、先に挙げた「ものみの塔 93 年 1 月 15 日号 p.4-5」の中で

次のように解説されています。

「キリストの臨在期間中，霊的イスラエルの残りの者は忠実を保って死ぬ時，即座に天

的報いを受けます。「またたくまに」霊の被造物として復活させられ，「取り去られて」

イエスに会い，天の王国で共同支配者として仕えるのです。」

「復活」と訳されるギリシャ語は「アナタシス」で、字義通りの意味は「起き上がらせ

ること ; 立ち上がること」となっています。語の成り立ちとしては「上へ」を意味する

「アナ」と、「立つこと」を意味する「スタシス」からの合成語です。

ですから、「復活」という語には単に命に蘇るという意味だけでなく、上（天）に引き

上げるという意味を含んでいますので、『復活させられ，「引き上げられ（取り去られ）て」

イエスに会い・・』という表現自体、聖書的にナンセンスです。

新世界訳で「引き上げられ（4:17）」（ちなみに 1985 年版では「取り去られ」となっ

ており、この語句を新たに訳し変えているのは、この語に何らかのこだわりがあるので

このキリストの臨在時に、地上に生きている人も、空中に挙げられるという記録につい

て、ものみの塔の公式教理として、『取り去られて主に会う』― どのように？（塔 93 

1/15 p. 4-5）という記事の中で、これは「復活」であり、その時までに死んで眠っ

ていた人は全員復活し、まだ生きている「油注がれた者」は、その人が亡くなった後、

死の眠りにつくことなく即座に復活するとしています。とりわけその方法については「取

り去られる」のであって「天に運び去られるのではない」と強調しています。

（この、その時まだ生きている人は、その人がいずれ死んだ時に即座に復活する、とい

う解釈についてはこの記事の後半で改めて論じます。）

そしてこれが「復活」であるという根拠については（塔 93 1/15 p. 4-5）に次のよ

うに記されています。

「彼らは「取り去られて」，主イエスに会います。忠実な初期クリスチャンの場合と同様，

天でキリストと結ばれるには彼らも人間としては死ぬ必要があります。・・・

『肉と血は神の王国を受け継ぐことができず，朽ちるものが朽ちないものを受け継ぐこ

とはありません。ご覧なさい，わたしはあなた方に神聖な奥義を告げます。わたしたち

はみな死の眠りにつくのではありませんが，わたしたちはみな変えられるのです。一瞬

に，またたくまに，最後のラッパの間にです。ラッパが鳴ると，死人は朽ちないものに

よみがえらされ，わたしたちは変えられるからです』」。（コリント第一 15:50-52）」

さて、根拠として挙げられているこのコリント 15 章は、本当に死者の復活に続いて ,

挙げられる「その時生きている人々」も同様に死からの「復活」であると断定する根拠

になるのでしょうか。

パウロはここで確かに「復活」の希望について述べていますが、その文体を注意深く読

みますと、単に「死人の復活」についてだけ述べているわけではないことに気づきます。

その用いられている表現などから、明らかに、テサロニケの「生継空挙」についての自

分の論議と同様の概念、発想から記していることがわかります。

例えば、「最後のラッパ / 神のラッパ」が鳴る時に生じる、死人の復活、及び、その時

生きている人々、という異なる二種類の人々の変化について述べています。

その２者をパウロは「死人（朽ちるもの）」と「わたしたち」という表現で区別しています。

特に 51,52 節に注目しますと、「【わたしたち】はみな死の眠りにつくのではありませ

んが，【わたしたち】はみな変えられるのです。一瞬に，またたくまに，最後のラッパ

の間にです。」とあって、「死の眠り」についていない「わたしたち」はラッパの間に「み

な変えられる」としています。


