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はじめに
この本は、日本の天皇家が、聖書に記されているイスラエル南朝
ユダ国のダビデ王朝の正統な子孫である、という事柄を扱った本で

書かれていない大事なこととは、すなわち日本の王である皇族と
イスラエルの中心王族、
ダビデ王族との不思議な一致に関してです。
ダビデ王朝のすべての歴代の王の名前と系図は、聖書の歴代、列
王の書に記されています。

す。題名を見てトンデモ本か？と思う人もいるかもしれませんが、
著者の私としては、できる限りまじめに、真摯に、客観的な史観や

丹念にそれらの記述を読み、これらの王の系図を読み、その上で

考察を重ねて書いたつもりですので、内容を一考いただければ幸い

はっきり分かることは、ダビデ、ソロモン、レハベアムと続く歴代

です。

のダビデ王朝は、すべて「王の子が王となる」という原則を守って
いるということです。すなわち、王ダビデの子、ソロモンが次の王

日本とイスラエルの不思議な関係、類似性に関しては、多くの人
がすでにいくつかの本を出し、語っています。
いわく、日本のお神輿（みこし）は、イスラエルの契約の箱と似
ている。

となり、また、ソロモン王の子、レハベアムが、また、次の王とな
る、というように、歴史の中で、必ず王の血族の継承の保持が守ら
れ、決してダビデ王の血統が王の座から絶えないようにと守られて
きたのです。日本風に言うなら、万世一系です。

いわく、日本のお正月の餅は、聖書の種入れぬパンと同じもので
ある。
いわく、日本の神社の構造は、イスラエルの神殿の構造と同じで
ある、等々。

また、このことは聖書の神からの約束でもあり、神は以下のよう
に、ダビデにその子孫が必ず王座にとどまることを約束しておられ
ます。

これらは、たしかにそうだろうと私も思っています。
Ⅱ歴代誌２３: ３
しかし、それらのイスラエルと日本の関係を語るいくつかの本の

２３. こうして、全集団が神の宮で王と契約を結んだ。そのとき、

中で、故意なのか、ただの不注意なのか、なぜだか、忘れ去られて

彼はこう言った。
「ご覧のとおり、主がダビデの子孫について約束

いることがある、書かれていない大事な事柄があるので、私はあえ

されたように、王の子が王となるのです。
」

て、この一冊を追加として書いてみたいと思っています。
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詩篇１３２: １１

さて、ここにおどろくべきことがあります。

１１. 主はダビデに誓われた。それは、主が取り消すことのない真

極東の島国である一国に、２６００年の歴史を誇る万世一系の王

理である。
「あなたの身から出る子をあなたの位に着かせよう。」

族が存在しているのです。すなわち神のダビデへの約束通り、王の
子が王となる、という原則を延々と忠実に継承し、しかもその国の

エレミヤ書３３: ２０ー２２

国民にとって、たった一つの王族として大切に扱われている由緒正

２０.「主はこう仰せられる。もし、あなたがたが、昼と結んだわ

しい王族、すなわち皇族が存在するのです。このような万世一系の

たしの契約と、夜と結んだわたしの契約とを破ることができ、昼と

王族は世界広し、と言えど、どこの国にも存在してはいないのです。

夜とが定まった時に来ないようにすることができるなら、
２１. わたしのしもべダビデと結んだわたしの契約も破られ、彼に
は、その王座に着く子がいなくなり、わたしに仕えるレビ人の祭司
たちとのわたしの契約も破られよう。
２２. 天の万象が数えきれず、海の砂が量れないように、わたしは、

もしかすると、この国の王族こそ、神の約束されたダビデ王朝の
末裔かもしれません。
かつて神がダビデに与えた約束は、この国の中で実現しているの
かもしれません。

わたしのしもべダビデの子孫と、わたしに仕えるレビ人とをふや
す。
」

さて、その国とは一体どこの国なのか？
その王族と聖書に書かれているダビデ王朝の類似性とは？

このようにダビデ王朝が途切れないことは、神により約束されて

それらをまとめたのがこの本です。

います。しかるに、このような固い神からの約束にもかかわらず、
２１代続いたダビデ王朝は紀元前６世紀頃に起きたバビロン捕囚に

＊この本で使用されている聖書の記述は、新改訳聖書（いのちのこ

より、歴史の闇に消えてしまったのです。

とば社）からの引用です。

今から、２６００年位前のことです。
その後、ダビデ王朝はどこへ行ってしまったのでしょうか？
神のダビデへの固い約束は破られ、それは反古になってしまった
のでしょうか？
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