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私が15年もの間エホバの証人として生活しながらも、今こうして救われたのはすべて神の恵みにのみよ

るものです。私がこれからお話することはとうてい不可能な夢物語です（人間にとっては不可能ですが、神

にとっては何事も可能なのです）。エホバの証人として私は神の真理と光を与えてくださるように祈りまし

たが、神は私が想像もしなかったような方法で私の祈りに答えてくださいました。

イエス・キリストを知り、イエス様と個人的な関係を築き上げることによって、私の人生は劇的な変化を

遂げました。私が完全に180度変ってしまったという人もいるかも知れません。私はイエス様を新世界訳聖

書（エホバの証人によって発行されている）の中で見いだしました。それはものみの塔の参考図書の助けを

借りないで読むだけというとても単純で簡単な方法だったのです。（エホバの証人たちは聖書を参考図書無

しに読むと暗闇に落ち込むと教えています。）しかしそれは全くのでたらめでした。聖書そのものを読むな

ら、ものみの塔協会でなく聖霊様が私の師となって導いてくださるということを私は自ら体験したからです。

すべては私がノ－スウェスタン・コネチカットのニュ－イングランドの小さな町で生れ育ったことから始

まりました。私はロ－マ・カトリック教徒として育ち、子供ながらに神を深く愛していました。私は変った

少年でキリスト教青年団で非常に活動的に行動しました。私は高校卒業と同時に牧師になりたかったのです

が、父は大学を卒業してからでも遅くはないと言い、私もその忠告に従いました。大学では神の真理ではな

く人間の哲学を学びました。私は疑うことなく新しい発見を受け入れていきました。1959 年に大学に行き

始めてから1974年にものみの塔が私の生活に入り込んでくるまで、私は礼拝には行かなくなっていました。

1974 年の 2 月、仕事のために私はヴァ－ジニアからシカゴへと引っ越し、エホバの証人の経営する寮に

住むことになりました。私のとなりの部屋の住人はエホバの証人で、とても明るく、つき合いやすい人でし

た。ある晩私たちは聖書について語りはじめました。私はカトリック教徒でありながら、聖書を読んではい

ませんでした。しかし、聖書が神の言葉であることは知っていました。隣の住人は自分の聖書を示し、私は

それを素直に信じました。彼が私に示した聖書の箇所はとても素晴らしいものでした。地上の楽園、地上の

平和、健康そして選ばれた者たちの救い！ そしてこれらの恵みは神の唯一のチャンネル「ものみの塔」を

通してのみ受け取ることができるというすばらしさ。私は聖書の知識をあまりもっていませんでしたので、

嘘と虚実の固まりであるものみの塔の聖書を購入してしまったのでした。

その方との学びは5年間続きましたが、その後私はニュ－ヨ－クのラガ－ディア・エアポ－トに転勤にな

りました。そこではものみの塔の長老とその方の奥さんと学習会をもち、ついに1975年にエホバの証人と

してのバプテスマを受けました。実を言いますと、私はバプテスマを受けなければならない気持ちに追い込

まれていたのです。というのはハルマゲドン（この地上最後の戦争のこと）は1975年にやってくると教え

られ、エホバの証人になれば救われると信じたからです。

1975 年にハルマゲドンが実際に起こらなかったとき私は非常に失望しました。なぜかと考えてもみまし

たが、協会でなくエホバの証人である私たちが勝手に間違えた解釈をしていたのだというものみの塔の言い

訳を素直に信じてしまいました。

ものみの塔でバプテスマを受けたとき私は自分で思考することをやめ、母である組織にすべての思考と決

断と行動を委ねようと決心しました。自分の友人を自分で選ぶということもできませんでした。投票するこ

ともできませんでした。軍隊に入ることもできませんでした。音楽も娯楽も選べず、子供を大学へやること

もできず、輸血もできず、休日を祝うこともできませんでした。それから一年して、私は奉仕の僕（カトリ

ックでいう助祭）に任じられました。さらにその8年後には、長老に選ばれました。ところが長老として初

めて集会に出席したとき、ものみの塔が本当に神の唯一の組織であるのだろうかという疑問が起こりました。

長老たちの集りでは、特に何かを達成するということはありませんでした。話しはもっぱらどうやって戸

別伝道の時間と集会への出席を増やすかに集中していました。精神的なことよりも実務的なことが話しの中

心でした。これでは友人への真の愛も気遣いも何もないではないかと私には思えました。もっと驚かされた

のは、誰が罪を犯したのか、悔い改めがなされたか、などということを決定する3人の長老によって構成さ

れている審理委員会でした。それは法を正しく運用するというより、罪を問われている人物を捕まえること

に主眼が置かれていました。

他の会衆に出向いて、公開講演をしたとき、私は何とも嫌なことに気づきました。それは他の人々に対す

る愛が実は表面上のものにすぎず、心からのものではないということでした。これはどの会衆についても言

えました。その時新世界訳聖書にあるイエス様の言葉が私に迫ってきました。

「あなたがたの間に愛があれば、それによってすべての人は、あなたがたはわたしの弟子であることを知
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るのです。」（ヨハネ13:35）

私はこのような愛をエホバの証人の間に認めることができませんでした。愛がないと気づいたことが、愛

の神を探すきっかけになりました。

私は、もう一人のエホバの証人とともに、ものみの塔の文献や資料を使わずに聖書を読みはじめました。

彼は私よりもずっと早く学び、正しい知識を得るようになりました。ものみの塔協会の不正義を口にするこ

とすらいとわなくなりました。その結果彼は最終的に排斥されてしまいました。このような厳しい処置を目

のあたりにしても、私はまだものみの塔が神に選ばれた唯一の組織なのだと信じていました。それからの2

年間、私は朝の4時半から6時まで聖書（新世界訳）だけを用いて学びを続けました。

それからしばらくすると、私のよく知っているもう一人のエホバの証人が排斥されました。その方の奥さ

んはものみの塔協会が自分の夫をそのように処罰したことは間違っていると批判しました。その結果、その

こと以外は何の罪も犯していたわけではないのに、彼女もまた脱会を迫られました。こうしたことや他の理

由も重なり、ついにものみの塔は神の政府ではないという結論に達しました。

しかしそこから離れることは思った以上に困難なことでした。自分が考えていた以上にものみの塔にどっ

ぷり浸かっている自分を発見しました。そこで私は、私の心を開いてくださるようにと、さらに神の光と真

理に導いてくださるようにと、祈りはじめました。

ある日、2番目に排斥された元エホバの証人が私の仕事場にやって来ました。長老が組織に宛てて書いた

手紙のことで、お話したいというのです。その手紙とは、彼の奥さんに関するものでした。ものみの塔の判

断によれば彼は悪しき人間です。しかし私は、心から彼を迎えることにしました。話の半ばで、エホバの証

人に関するビデオがあるから家に見に来ないかと誘ってくれました。今考えるとどうしてだか分らないので

すが、とにかく私は彼の誘いを受け入れてしまいました。そのビデオを観、さらに他のものみの塔に関する

記事をいくつか読んだ結果、私はものみの塔が私をだましているのだと感じさせられました。

その事実を知らされてもなお、私は自分をものみの塔から切り離すことができませんでした。彼らのマイ

ンドコントロ－ルは信じられないほど強く、そこから脱出することはとうてい不可能のように思われました。

それから3日後のことです。朝の5時、聖書を読んでいますと突然膝まずいて祈りたいという衝動にから

れました。私は逆らわずそのとおりにしました。私はエホバに赦しを求めました。以前には考えたことのな

いようなことさえ祈りました。私はイエス・キリストが私の主であり救い主だと告白し、私の心の内に入っ

てくださるようお願いしました。

エホバの証人時代、そのようなことを勧められたことは一度もありませんでした。そのような祈りをささ

げたとき、不思議なことに誰かが私の背後にまわって暖かい毛布をかけ、抱き締めてくれたような感じがし

ました。その瞬間私は分りました。ものみの塔の教理はすべて嘘であり、イエス・キリストが誰であるかと

いうことを。

そうです、イエス様は神なのです。主は私の心に語りかけてきました。「ものみの塔協会から抜け出なさ

い」と。

私はすぐにでもものみの塔から抜け出さねばならない、主に私の服従を示さねばならない、と思いました。

その朝、私は脱会の手紙を書き、日曜日に奉仕の僕に、その手紙を渡しました。王国会館を去ったとき、私

を縛っていたものみの塔の鎖は完全に解かれ、ついに私は自分自身を取り戻すことができました。

今私は、主イエス・キリストに従い、聖霊によって導かれています。ものみの塔を去ってはじめて、私は

キリストにある神の真の愛を見いだしました。すべての栄光と賛美とを、私を救ってくださった主なるイエ

ス様に、私を導いてくださった聖霊様に、そして父なる神様にお返しいたします。

主をほめよ！ あなたもキリストを受け入れることがおできになります。あなたの罪は赦され、たった今

永遠の命を手にすることができるのです。

ヨハネの福音書を読むことからはじめてください。そうすれば、イエス・キリストがあなたの罪のために

死なれたこと、よみがえられたこと、救いという無償の贈物を与えてくださったことがお分りになります。

自分には罪があると告白し（ローマ3:23、Ⅰヨハネ1:9）、神様が贖いの代価として無償で与えてくださ

った御子イエスを受け入れ（ヨハネ3:16、ヘブル10:10）さえすれば、神様はあなたを神の子供にしてくだ

さいます（黙示録3:20、ヨハネ1:12）。今すぐにでもそうしてください。人間を信ずるのでなく、神の御子

を信じてください。イエス・キリストはあなたを正しい方向へ導いてくださいます（ヨハネ 14:6、黙示録

7:16、17）。

このパンフレットの著者ビル・ブラッツにコンタクトをとりたい方は

P.O.Box 1042

Port Ewen, NY 12466-1042
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皆さまへ:

私はロ－ラといいます。

今27才ですが、私は26年間エホバの証人でした。この一年、私は様々なことを経験しました。私は両親、

兄弟、祖父母とほかの親戚30人ほど、そして無二の親友をも失いました。

私が組織を去ったのは本当のエホバの証人ではなかったからだと何人もの人に言われました。彼らの教え

によれば本当のエホバの証人は何があろうとも、ものみの塔を離れないということなのでしょう。しかしそ

れは本当ではありません。私は高校生のときには準パイオニアでしたし、教えられたことはすべてエホバか

らの直接の教えであると信じていました。私は「真理」の中にいると確信していましたので、悪い仲間だと

いわれている人とは交際を断つこともいとわなかったのです。でも私の愛する弟もその悪い仲間の部類には

いっていたのです。その事実はどうしようもなく辛いことでしたが、彼を助けに手をさしのべることも間違

ったことのように思われました。エホバ神がそれを意図していないように思われたからです。弟は悲しみや

さみしさから自殺をするのではないかとも思い、悲しみは日々私を苛みました。それでも私はエホバがそう

望んでおられるのなら、とその事実を進んで受け入れました。私やほかの人々が教えられたことが全くの嘘

であったと知ったのは一年半前のことです。それに気づいたのは弟に関するある偶然がきっかけでした。

まず、長老達は弟の問題について一致した意見もなければそれについての解決法さえ導き出すことが出来

ません。それゆえ私はその問題に対する決定を下しているのはエホバではなく、単なる人間のグル－プにす

ぎないのではないのかと気づき始めたのです。 悲しみにうちひしがれて私は神に祈りました。

「エホバよ。私はヨハネの手紙第一4章8節に書いてある通り、あなたが神であり、愛であることも知って

います。あなたがおられるところには、愛のある決断が下されるでしょう。この問題はまだ小さな男の子の

ことなのです。」長老達の下した決断は非常に愛のないものでした。彼はまだ16才なのに、助けてくれる家

族も友達もいませんでした。私は当時既に結婚しており、2人の子供もいましたが、弟を救うことは出来ま

せんでした。私は組織の規則に従いましたが、心の中では何かが間違っているという気持ちで一杯でした。

ほぼ6ヶ月後、私が両親の家を訪ねると弟がたった一人座っていました。私は悲しみで泣き、震えながら

「あなたのこと愛してるわ。」と言いました。

間もなく私の夫はものみの塔の法的規律だけでなく他の分野でも間違いを見つけるようになりました。ち

ょうど彼は新聞で、情報が必要なエホバの証人は電話するようにとある電話番号を見つけました。夫は私に

最終的に告白する前に3、4度も電話をしていました。それは私がそのことを理由自分から離れていってし

まうのではないかと心配したからです。しかしある時電話をして受け取ったメッセ－ジがあまりにもショッ

キングだったため、彼は私にもそれを伝えなければならないと差し迫って考えたようです。新聞に載ってい

た疑問は「イエスは死人に話しをしたか」というものでした。電話のメッセ－ジはヨハネの黙示録124ペ－

ジを参照するようにいいました。そこには天国にいる144、000人（死人）は「神の神聖な真理を地上に伝

えることに携わるであろう」と書いてあると言っていました。

夫は自分の本に書いてあることが信じられませんでした。火曜の夜に行なわれていた聖書研究会で、その

箇所を2回丹念に調べたはずでした。しかしその聖句には一度も気づかなかったのです。私は決して忘れる

ことは出来ませんが、彼はこう言ったのです。

「ロ－ラ。君には信じられないだろうが、僕達は死人から真理を得ているんだよ。それは心霊主義だよ。そ

れはいけないことじゃないか。」

夫は私と喧嘩をすることになるんじゃないかと考えていたようでしたが、このことは私がかねてから思っ

ていたことを核心に導いたのでした。もしかするとこの組織を支配しているのはただの人間であって、エホ

バ神ではまったくないのかも知れない。もしかするとこうした人間の支配などなくてもエホバに仕え、エホ

バを愛することが出来るのかも知れない。そう考えると気持ちが落ち着きました。そうなると事は早く、私

と夫は様々なことを調べ始めました。間違った日付や嘘や隠ぺい、わざと間違った引用や情報を使ったり、

医療の面を含んだ教義を何度も都合良く変えたりと言ったことが目につき始めました。これらの教えが間違

っているというのなら彼らを信頼することも、子供の命を彼らにあずけることさえどうやって出来るという

のでしょう。

私たちは電話にメッセ－ジを残すことにしました。すると私たちは毎日本当のクリスチャン達から手紙を

受け取るようになりました。その中にはもとエホバの証人だった人もそうでなかった人もはいっていました。

私たちは本当に多くの愛をこれらの人達から与えられました。夫と私は毎日郵便受けに急ぎました。それら

の手紙を通して私たちが学んだことは本当にショックなことばかりでした。今日驚くべき事実を知るとまた

次の日にはさらに驚くべきことが明らかになるのです。これ以上何も学ぶことがないと思ったとき真理がや

ってきました。次にどんな行動に出るべきだというのでしょう。私たちが今までやってきたことをほかのエ
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ホバの証人は誰一人として知りませんでした。まだ私たちは「安全」だったのです。しかし家族をすべて失

う危険を冒してまで自分の良心に忠実であり、神を捜し出すことなどどうして出来たでしょう。神がものみ

の塔の組織という理不尽窮まり無いところにいらっしゃらないことは確実でした。神は無秩序ではなく平和

の神であり、エホバの証人である間私は平和を得ることが出来ませんでした。神が私に決断を迫っていると

感じました。私は2人の主人に同時に仕えることは出来ないという聖句を何度も思いおこしました。私が確

実に知っていたことはイエスは決して私に嘘はつかず、すべての人間が嘘つきであっても神は真理であると

言うことも確信していました。 私が属していた組織は自分自身を真理と呼んでいるだけだと分りました。

しかし聖書にはイエスが真理であると書いてあります。私はものみの塔の参考書の助けを借りずに今までと

は違った方向から聖書を読み始めました。イエスの言葉はとても力強く、しかし心休まるものでした。私は

自分がサマリヤの井戸の女であるように感じました。私は自分で送っている生活が間違っていると知ってい

ましたが、どのようにそれを変えたらいいのか分りませんでした。私は罪を犯していることも知っていまし

たがそれをどのように犯さないでおくかを知りませんでした。私は生ける水が必要だったのです。そしてイ

エスはそれを与えてくれていたのです。私にも与えていてくれたのでしょうか。以前はこの聖句は私にはた

だの言葉に過ぎませんでした。理解することも出来ませんでした。しかし今やイエスは私を引き寄せていま

した。私は祈りました。

「イエス様、私はあなたが神なのかどうか分りません。あなたは神の御子であり、私のために死んでくださ

ったことを知っています。あなたは命を天にお渡しになったとき、私の顔を見、私の罪を取り去ってくださ

いました。今まで私が行なった間違いを許してください。聖霊様を送ってください。私の人生の主であって

ください。」

私は一人、暗闇に座っていました。イエス様が私を見ているような感覚がしました。私はこの時ほどこん

なにも愛されていると感じたことはありませんでした。私はついに許され心の平和を与えられたのです。私

は夫が既にイエスを受け入れていたことは知りませんでしたが、彼がそう告白したとき私はこのうえなく幸

福でした。

夫と私は何が起ころうとも人ではなく神に従わなくてはならないと悟りました。私たちは組織を去り、神

に従っています。私たちは家族にそのことを知らせた時、彼らは怒り狂いましたし今でも同じ状態です。彼

らには今は理解できませんが、いつか理解してくれるようにと祈っています。しかし私と私の家族は神に仕

えると決断したのです。

子供達も以前よりもずっと幸福です。何かを失ってしまったという喪失感はありますが、それに対処する

のも今ではずっと楽です。そしておかしな事に私は弟を取り戻したのです。

ＩＳ ＪＥＳＵＳ ＣＯＭＩＮＧ ＡＧＡＩＮ？

キリストの来臨は何万人もの人々が何世紀もの間、首を長くして待ちこがれていたものでしょう。クリスチ

ャン達はイエスの来臨は平和と喜びをこの世にもたらしてくれると信じています。自分をクリスチャンだと

見なしている人々はキリストは文字通り目に見える形で肉体をもってやってくると信じています。しかしエ

ホバの証人の上層部によって発行されている『ものみの塔』誌は全く異なることを教えています。彼らはイ

エスは既に1914年に目に見えない形でやってきたと言っています。彼らはこう言っているのです。「間違い

なく1914年が神の王国が始まったと年だという証拠があります。そしてその出来事のために多くの事柄が

この地上で起こっているのです。」（『永遠の生命に導く真理』ｐ93）このように主の来臨に関しては大きな

解釈の違いがあります。

イエスは私たちに愛し合いなさいと言っています。それはお互いの健康だけでなく精神面も気づかいなさ

いと言っているのです。エホバの証人が言っているようにキリストが既に来臨なさったのか、それともまだ

待ち望まなければならないのかを知ることは我々の精神が安定するのにも必要なことです。パウロの言葉を

思い出してみてください。

「すべてのものを見分けて、本当に良いものを堅く守りなさい。」（Ⅰテサロニケ5:21）

この冊子はものみの塔の刊行物から多くの引用をしていますがそれらの情報に基ずいて一つの疑問を呈

したいと思います。それは「イエスは1914年に来臨したのか」ということです。

『ものみの塔』誌のタイトルを見ると彼等がキリストの来臨にいかに重点をおいているのかがよく分りま

す。1879年発行のタイトルは「シオンのものみの塔とキリスト存在の布告」とあり今日では「ものみの塔:

エホバの王国の布告」となっています。もちろんものみの塔が教えているようにキリストが目に見えない状

態で存在しているなど全くのデタラメです。それならば彼らの重要なメッセージも間違いであり、神の導き
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を受けていないということになります。もしキリストが1914年に来臨しなかったのなら、エホバの証人は

彼らの言っている天の王国によっては支配されていないことになります。

なぜエホバの証人は『ものみの塔』誌の教えと解釈をあんなにも堅く信じているのだろうと思う人も大勢

いることでしょう。それはものみの塔の組織がエホバの証人の生活の中で果たしている役割をごらんになれ

ば良くお分りになります。ものみの塔の指導者はエホバが彼の教えを人々に伝えるように使わした神の奴隷

と信じられています。ものみの塔はそれぞれのエホバの証人の果たすべき義務を強調して教えています。そ

れは「それゆえ実際に存在する神の組織を認める者は忠実で思慮深いしもべの約束を受け入れ、服従しなさ

い。」（『ものみの塔』誌1967年10月1日ｐ590）エホバの証人となったならばものみの塔の指導者の意見と

は決して公けには異なる意見を持ってはいけないのです。

ものみの塔は機関誌の中でキリストの来臨と世界の終り（ハルマゲドン）に関して多くの予告をしていま

す。（黙示録16:14）ものみの塔は「神の啓示を受けた預言者ではない」（ものみの塔誌73年12月15日ｐ

738）が、しかし預言は聖書に基づいており信頼に値するものである、なぜならそれは聖書の預言と照合す

ることができるからである、と言っています。しかし我々はものみの塔にあえて挑戦したい。「ものみの塔

は預言者となるように求められたのだろうか」と。

この答えは次の引用文が明らかにしています。

「エホバが紀元前613年にエゼキエルに託したように彼の御名によって「預言者」としての任務を与えられ

たグル－プが今まであっただろうか。」（『ものみの塔』誌72年3月15日ｐ189）この疑問には彼等自身がこ

う答えています。

「古代においては神は預言者を特別なメッセンジャ－として遣わしました。預言者たちはこういう事が起

こると預言をする一方、神のご意志を伝えたり危険や災難を忠告することによって人々に仕えていました。

そうなるとエホバは人々を助け危険を警告し、物事が起こると宣告する預言者を携えているのでしょうか。

これらの答えはすべてそうであると言えるのです。この「預言者」とは一人の人間を指すのではなく、男と

女のひと固まりを指すのです。それはイエス・キリストの足跡をたどった当時「国際聖書学生」と知られた

小さなグル－プでありました。今日そのグループ－はエホバのキリスト証人として知られています。「もの

みの塔誌72年4月1日ｐ197）

ものみの塔は「我々は今日のエゼキエルであり神の救世主の王国という良い知らせを宣告し、キリスト教

世界に警告を与える預言者としての役割を神から与えられている」と主張しています。（同上ｐ199）さらに

彼らは「エホバは全能の神であり彼の言葉やわざは決して失敗に終ることがない。それゆえすべての国民は

天から直接示されたエホバの証人の預言が成就するのを見るだろう。」（同上ｐ200）と言っています。

もしものみの塔が預言者であるなら彼らはなお自分たちは啓示を受けた預言者でないと主張するのでし

ょうか。次に挙げる『聖書理解への助け』からの引用文はその答えを探す手がかりとなるでしょう。1347

ペ－ジの預言者という項目の下にはこうあります。「真の預言者とは普通の告げ知らせる人ではなく、神の

啓示を受けたメッセージを持つ神の人間すなわち神のスポ－クスマンであった。」

それゆえものみの塔は自分たちは「預言者として話すように命を受けた」と断言しています。（『ものみの

塔』誌72年3月15日ｐ189）真の預言者であるエゼキエルが自分たちのあるべき姿だと主張していること

に注意してください。そして彼らの言葉は「天から導かれている」（72年4月1日ｐ200）ようです。神の

預言者が「人々に危険を知らせ」「物事が起こると宣告」することに全身全霊を傾けたように、ものみの塔

も「ことが起こると預言し」「人々に危険を警告する」ことが使命である（同上ｐ197）と言っています。

『聖書理解への助け』の預言者という項目（ｐ1344）の下には「啓示されたメッセ－ジとは神のご意志と

目的が啓示されることまたは布告であり・・・すべての真の預言者の源はエホバ神である。神は聖霊によっ

てか時には霊に導かれた天使のようなメッセンジャ－によって預言を伝える。」ものみの塔の預言者は預言

をこのように受け取るというのでしょうか。彼らはそうだと言うでしょう。1914 年に終ると言われた「異

邦人のとき」の預言については「神のみが聖霊によってこれを」初期の聖書学生達に前もって「現したであ

ろう」（『ものみの塔』誌73年7月1日ｐ402）と言ってます。

またこうも述べています。「エホバの証人は今日天使の導きと助けによって王国の良い知らせを宣言するも

のである。」（同上ｐ200）ものみの塔は一方では自分たちは「啓示を受けた預言者」ではないと言い、もう

一方では彼らは啓示を受けた預言者の条件をすべて満たしていると言っているのです。これが矛盾していな

いと言えるのでしょうか。判断はあなたがたにお任せしましょう。

皆さん。あなたがものみの塔の預言の正当性を試すことはもはや避けられないという私たちの判断を支持

してくれていると思いたい。ものみの塔自身もこう言っているのです。「このグループが神の預言者として

の役割を果たしていると言うことはたやすい。そう言うこととそれを証明することは別問題だ。それを証明

する唯一の方法は記録を見直すことだ。そこにはなんと書いてあるだろう。」（同上ｐ197）
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この預言者が預言をした中で最も重要なものを吟味してみようではありませんか。それはイエス・キリス

トは1914年に来臨したという主張です。この預言と関連づけてものみの塔は神の天の王国は1914年に建て

られたと言っています。『失われた楽園から取り戻した楽園へ』という本の中で、エホバの証人は1914年は

世界中で重要な年にあたる（ｐ170）としています。1880年3月の『ものみの塔』誌には「異邦人のときは

1914 年まで続く。そして天の王国はその時まで完全に支配をすることはない。すべての人間のうちエホバ

の証人が指摘した1914年のみが神の王国が天で完全に建てられるときなのである。」と書いてあります。

これは説得力がある説明でしょうか。もう少し突っ込んで見てみることにしましょう。1880 年 3 月のも

のみの塔誌をもう少し詳しく見てみると、ものみの塔が言ったことには大きな食い違いがあることに気づき

ます。それは原文を見てみると明らかです「異邦人のときは1914年までである。そして天の王国はその時

まで完全に支配することはない。しかし「石」として神の王国は「これらの「10 人の異邦人の」王達の時

代に建てられる。そしてその時代をすっかり破壊したのちに不変の王国となるのだ。偉大なる山となりすべ

ての地を埋める。」

すべての原文を引用してみると、ものみの塔は神の王国は1914年に天に建てられるとは預言していなか

ったことがわかります。なぜまだ文が続いているところを文の終りと切ってしまっているのか。この 1880

年3月の記事はものみの塔再発行インデックス（1919）の「王国」欄に載っています。そして副題は「地上

の」となっています。ものみの塔が「地上に1914年に王国が建てられる」と預言したことを証明するため

に最後に『聖句の研究Ⅱ』からの抜粋を挙げたいと思います。「初めに我らの主が「王国がやって来る」と

言われ、またそのために祈りなさいと言われた神の王国は完全で不変の支配を手にし、そして地上に現在あ

る建物の廃墟の上にその年（1914年）に建立される。」（Ｐ77）なぜ今になってものみの塔は1914年には天

の王国が建てられると預言されたと主張するのでしょうか。

1874年に何が起きたのか。

1874年という年は今のエホバの証人にとっては重要な期日ではありません。しかしその年は1927年まで

はものみの塔の「聖書学生」にとっては最も重要な年だったのです。今日ものみの塔がキリストは1914年

に地上に来臨したと教えているように

彼等は1874年がキリストの来臨の年だと唱えていたからです。ものみの塔は1874年の預言に非常に自信を

持っていました。1921年に発行された『神の竪琴』という本の238ペ－ジには「これは40年以上にわたっ

てキリストの第2の存在をしらせた唯一の書物です。」と書かれ、ものみの塔誌を褒めちぎっています。も

のみの塔側は証拠を寄せ集めてこの年の正当性を主張しました。前記した『神の竪琴』には「世界で初めて

労働者の組織が作られたことが主が第2にいらしたのが1874年であるという証拠です。その年を始まりと

してその他の証拠として主の存在を知らせるものに計算機や飛行機やアルミニウム、消毒を使った手術など

が挙げられます。（ｐ234－235）

1914 年よりずっと以前の「終りのとき」に認められたこうした証拠は山のようにものみの塔の文献に列

挙されています。このようにものみの塔の預言者によって選ばれた「聖書的」な時代の中の一つに1799年

があります。『神の竪琴』によれば「これらの目に見える証拠を1799年から続く終りの時代にあって決して

反論することはできないし、どんなに論理的な思考を持った人をも確信させるに十分なものである。」（ｐ

234）あなたは1799年が本当に預言によって与えられた年なのかと論争できますか。もしできるというなら

ばあなたはものみの塔が言っている反論することの不可能な目に見える証拠を無視し、さらに悪いことに理

性を欠いた思考を使っているということになります。

次のように言っているエホバの証人もいます。「私たちは過去に何が起こったかということにはとらわれ

ないのです。大切なのは協会が今日何を教えているかということです。」つまりものみの塔の今の教えに追

従するなら過去に行なわれた発表は大切でないのです。またものみの塔の著述家たちは不完全であるので

我々は彼らが人間的な間違いを犯すことも考慮しておかなくてはならない、という意見も耳にはさんでいま

す。

しかしものみの塔はエゼキエルの後を引き継ぐ現代の神の預言者だとしているのです。彼らは1879年以

来神の預言者であると主張していますから、2500 年前のエゼキエルの預言も今日重要であるように何年か

前のものみの塔の預言も考慮されるべきだと思うのです。過去において真実なら、現在においても真実であ

るべきです。皆さん私たちは彼らの間違いには目を止めていないのです。私たちが注目しているのは彼らの

偽り預言です。もちろんモ－セやペテロやパウロなどの預言者たちは完全ではありませんでしたし、間違い

も犯しました。しかし彼らは決して偽りの預言はしなかったのです。エホバは決して偽りの預言はしません

でしたし彼に遣わされた神の人もそうでした。神の人と自らを呼ばわる人達よ。エホバの何よってなされる

預言には責任があるのです。
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ものみの塔は第一次世界大戦を預言したのか。

ものみの塔はニュ－ヨ－クの新聞『ワ－ルド』（1914年8月30日ｐ4、17

）を引用しています。「ヨ－ロッパでの戦争勃発は恐るべき預言を成就しています。」（『神の目的にあるエホ

バの証人』ｐ54）

面白いことに、ものみの塔が1914年の第一次世界大戦を預言したという主張には

全くの根拠がないと事実が証明しています。実際にはものみの塔は第一次大戦がハルマゲドンだと思ったの

です。戦争が進むと彼らはこう続けて言っています。「間もなく我々の識別力のある目が全能の神の戦いを

明らかに見るだろう。」翌年彼らはこう続けました。「ヨ－ロッパにおける現在の戦争は聖書の中にあるハル

マゲドンの始まりである。」

明らかにものみの塔は第一次大戦に関して識別力がなかったと言えましょう。我々はものみの塔が 1914

年以前に第一次世界大戦を預言したという組織を揚げて宣言した文書を一つでいいから公けに発表するよ

うに挑戦します。すべての証拠は明らかに彼らは1914年にはハルマゲドンを預言したのだと言っているの

ですから。

1975年？

「1975年はなぜそれほど重要なのですか。」とものみの塔に聞いてみましょう。彼らはこう言っています。

「聖書の時間の数え方によれば人類は既に地上において6千年存在していることになります。」（『ものみの

塔』1975年10月1日）およそ10年間もの間、多くの素直なエホバの証人は1975年がキリストの千年王国

の統治の始まりだと信じていました。1975年の年鑑の256ペ－ジには多くのエホバの証人にとって1975年

がどんな意味を持っていたのかが書かれてあります。「これにはもちろん疑問があるでしょう。これはバビ

ロニヤ帝国（偽の宗教）が1975年までに滅びるということなのか。その時までにハルマゲドンはサタンの

束縛と共に終るのだろうか。」同じペ－ジには副会長であったＦ・Ｗ・フランツがすべての考えが可能であ

るとエホバの証人に警告しています。「だから今から1975年までに起こる事柄について確信があると誰も述

べてはならない。」

既に1975年は過ぎ去り、キリストの千年王国は始まってもいません。ものみの塔はいつ王国が始まるの

かを知ることは不可能だと言っています。もし誰かがエバの誕生のときを知ってるならそこに6千年を足せ

ば得られた答えがキリストの千年王国が始まるときだとものみの塔は教えています。彼等はアダムが造られ

たのは紀元前4026年だとしています。また1975年10月1日の『ものみの塔』はアダムの誕生とエバの誕

生には時間の隔たりがあるとしています。それが何週間なのか、または何ヶ月なのか何年なのかは彼等には

分るよしもありません。ものみの塔が言うことには彼等はアダムの誕生のときは知っており、しかしエバの

誕生のときが分らないのでキリストの千年王国がいつ始まるのかを計算することはできない、とのことです。

それではなぜエホバの証人は1975年という年を心待ちにしていたのでしょうか。答えは至って簡単です。

1975年の年鑑256ペ－ジには1975年という年に関してこうして記述が載っています。「1966年に1975年と

いう年の重要性が私たちの心に刻み込まれた。」ではなぜ彼等の著『永遠の生命の中で:神の御子における自

由』は「信頼のおける聖書の年代史によれば6千年の人間の歴史は1975年に終るであろう。」（ｐ29）と言

っているのでしょう。そうすると10年もの間ものみの塔はキリストの千年王国は1975年までにやってくる

と読者に信じ込ませたことになります。この証拠をもう少し詳しく調べてみましょう。

1975年10月1日の『ものみの塔』がエバが生まれたのはいつか断言できないと言っていたことを覚えて

いるでしょうか。しかし『めざめよ！』（1968年10月8日）はこう言っています。「信頼できる聖書の年代

史によればアダムとエバは紀元前4

026年に造られた。」（ｐ14）この記述の後にグラフが用いられ6千年における人間の歴史は1975年に終る

と書かれています。同誌にはこうも書かれています。「アダムが動物を名付けた時と彼が自分に良く似た人

を必要とすると気づいた時は彼の創造のすぐ後です。エホバは人間を無数に増やし地を埋めるとご計画され

たので、神がアダムのすぐ後にエバを造ったと考えるのは理にかなっています。それは同じ紀元前4026年

の数週間または数ヶ月後のことだったでしょう。エバが創造された後神が休まれた7日目はすぐにやってき

たのです。」（ものみの塔誌1968年5月1日ｐ271）

ものみの塔は『聖書理解への助け』の中でこう言っています。「アダムの誕生からセツの誕生まではちょ

うど130年です。」（ｐ333）この箇所と同書の538ペ－ジを較べてみましょう。「130才という年でエバには

子が生まれた。彼女は彼をセツと名づけた。」結論は簡単です。アダムとエバがどちらも130才でセツを授

かったとしたなら、彼等は同じ年に造られたということだろうか。何年に？『めざめよ！』（1968年10月8

日）によれば「信頼できる聖書の年代史」はその年を紀元前4026年としているそうです。（ｐ14）そうなる
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と彼等は1975年が千年王国が始まる年だと知っていたということになります。これで明らかに多くのもの

みの塔の読者達に希望を与えたことでしょう。

今ものみの塔は千年王国の始まりに関してすべての明らかな証拠はないと言っています。しかし彼等が以

前に言った言葉を思い出してみてください。「過去時代時代において世界の終りを預言した者がいるのは確

かです。明確な年を述べた者もいます。終りのときを待つために何人もの人々が一群になって丘の上に逃げ

たり家へ隠れたりしたこともありました。しかし何も起こりませんでした。終りのときは来ませんでした。

彼等は

偽りの預言をしたということで罪を犯したのでしょうか。なぜでしょうか。何が足りなかったというのでし

ょう。足りなかったのは預言を成就するために必要とされた完全に聖書を熟慮することです。預言者たちに

欠けているものは神が彼等を導き使っているという神の真理と証拠です。しかし今日（1968 年）はどうな

のでしょう。今日私たちは必要とされるすべての証拠を携えています。膨大な量です。最後のときのしるし

が証拠となる聖書の年代史とともに本当にたくさんの証拠が用意されているのです。（『めざめよ！』1968

年10月8日ｐ23）

ものみの塔は1968年の時点ですべての証拠が揃っていると言いながら、今はそうでないと言う。証拠は

どこへ言ったのでしょう。皆さん。エホバは何も示してはいないのです。ものみの塔は預言の書4章18節

を引用し「新たな光」が聖句をてらし真理を新しくし現在の「真理」を明らかにするなどと言い、偽の預言

を隠ぺいしようとしています。しかし1975年という年の理解はいっこうにハッキリしません。というのも、

ものみの塔は10年前よりも自分たちは知らない状態にあると言っているのですから。「光」はますます暗く

なるばかりのようです。実際には消えてしまったのです。ソロモンはこう言いました。「邪悪な者たちの道

は暗闇のようだ。彼等は自分が何につまずいているのか知らなかった。」（箴言4:19）

みことばはこう言っている。

エホバの証人の聖書のギリシャ語訳の以下の節を読んで質問に答えてください。

1）黙示録1:7－－彼を刺し通した者たち、彼のゆえに悲嘆して身を打ちたたく者を含むすべての目は1914

年に彼を見たのでしょうか。

2）Ⅰテサロニケ4:16、17－－1914年に誰が「彼等と共に」行ったのでしょうか。

3）Ⅰコリント15:51、52－－選ばれた「すべての」エホバの証人は1914年に「変えられた」のでしょうか。

「またたくまに」とはどのぐらいの時間なのでしょうか。

気を付けましょう

地上の平和が1914年に訪れなかったとき、ものみの塔は預言を変更して恐らく1975年までに来るだろう

と言っていました。聖書は正確な預言を行なわない預言者たちに何が起こるかを語っています。預言者ハナ

ニヤがその良い例です。イスラエルがバビロニヤの捕囚となっていたときハナニヤはイスラエルが2年後に

解放されるだろうと預言しました。（エレミヤ 28:1、4）今日イスラエルは何十年もたって解放されていま

すがハナニヤの預言は失敗しました。真の預言者であったエレミヤはハナニヤに言いました。「ハナニヤよ、

どうか聴いてください。エホバはあなたを遣わされませんでした。それなのに、あなたはこの民を偽りに頼

らせたのです。」（エレミヤ28:15）そうしてエホバはアナニヤの命を取られました。

そうです皆さん。イエスはおこしになります。彼は1874年にも1914年にもやってきませんでした。しか

し必ずおこしになるのです。弟子たちの助言に従いましょう。「そこで、子どもたちよ。キリストのうちに

とどまっていなさい。それは、キリストが現れるとき、私たちが信頼を持ち、その来臨のときに、御前で恥

じ入るということのないためです。」（ヨハネ2:28）

心配は無用です。そこには真理がありイエス様の中に真理はあるのです。「私が道であり真理であり命な

のです。誰も私を通してでなければ父のみもとに来ることはできません。」（ヨハネ14:6）


