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２章

聖書に記されたユダ族の特徴

聖書に記されたユダ族ならではの特徴を見ていきましょう。

る預言であり、もし日本が本当にユダの末裔なら、終わりの時である現在

以下の記述を見ていきましょう。

のこの国に成就する預言なのです。
このことを前提に、これらのことばを順に見ていきましょう。

創世記４９: ８ー１２
８. ユダよ。
兄弟たちはあなたをたたえ、
あなたの手は敵のうなじの上にあり、
あなたの父の子らはあなたを伏し拝む。
９. ユダは獅子の子。
わが子よ。
あなたは獲物によって成長する。雄獅子のよう
に、
また雌獅子のように、
彼はうずくまり、
身を伏せる。だれがこれを起こすこ
とができようか。
１０. 王権はユダを離れず、
統治者の杖はその足の間を離れることはない。つ
いにはシロが来て、
国々の民は彼に従う。
１１. 彼はそのろばをぶどうの木につなぎ、
その雌ろばの子を、良いぶどうの
木につなぐ。
彼はその着物を、
ぶどう酒で洗い、
その衣をぶどうの血で洗う。
１２. その目はぶどう酒によって曇り、
その歯は乳によって白い。
この記述は何かと言えば、先程書いたイスラエルの国の始祖、イスラエル
（元の名前ヤコブ）の語った最後のことばの一部です。
彼は亡くなる前に自分の１２人の息子たちに関して、それぞれ預言的なこ
とばを与えました。その中のユダに関することばが、上記のことばです。
これらのことばはユダ、特に終末の日のユダの国に関する預言、未来を語
るものとなっています。
それは、これらのことばの冒頭に語ったイスラエルのことばの通りです。
創世記４９: １

イスラエル１２部族の長、イスラエル（ヤコブ）

１. ヤコブはその子らを呼び寄せて言った。
「集まりなさい。私は終わりの日
に、
あなたがたに起こることを告げよう。
」
ここに書かれたことは、つまり終わりの日である現代に起きるユダに関す
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１. 聖書に記されたユダ族の特徴①
「ユダ、日本はアジアの兄弟民族の中で
卓越した存在となる」

聖書に記されたユダ族の特徴

エルから生まれた兄弟民族なので、そもそも体も顔も似ていて当然なので
す。
じつは韓国や中国などのアジアの国々にはイスラエルの１２部族の末裔
では？と思われる可能性が大いにあります。旧約聖書のイスラエルの国と

“ユダよ。
兄弟たちはあなたをたたえ、
あなたの手は敵のうなじの上にあり、
あなたの父の子らはあなたを伏し拝む。
”
ここでは、
ユダがその兄弟である他の部族からたたえられる存在である、
伏し拝まれる存在となることが書かれています。
このことは日本において、たしかに成就しています。
もし日本がユダ族であるなら、ユダ族とは１２ある部族の一つなので、

似ている特徴がいくつもあるのです。しかし話が飛んでしまいますので、
この件は別の機会に話をしたいと思います。
さて、そのように仮定して、韓国、台湾、中国などのアジアの国々にイ
スラエル１２部族の末裔が住んでいると仮定して、改めてそれらの国々と
この日本とを比べてみましょう。
日本がユダの末裔であるとして上記のことば、
「ユダよ。兄弟たちはあ

他の部族の子孫も日本の近辺のアジアの国々に住んでいる可能性がありま

なたをたたえ、あなたの父の子らはあなたを伏し拝む。
」とのことばは、

す。

この国において成就していないでしょうか？

そしてその視点で考えるなら、たしかにそのような可能性があるように
思えます。
アジアの日本近辺の国々に住む人々は、日本人とその身体的特徴が良く

このことばはイスラエルの１２人の息子、１２の部族の中でユダ部族こ
そ卓越した部族となり、他の兄弟にたたえられたり、伏し拝まれるような
存在になるとの預言なのです。

似ています。たとえば韓国や台湾の人々は日本人と良く似ていて、日本に
住んでいても、
「韓国人」だ、
「台湾人」だと言われなければ、なかなか区
別がつかないことがあります。

日本の歴史を考えるなら、このことは成就しており、日本はアジアの多
くの国々の中で、まさに卓越した存在、他の国から伏し拝まれるような存
在となっています。

見た目だけでは日本人と、そうは区分がつかないのです。
日本が電機、自動車等、多くの産業において、アジアで卓越した先進国
このことは、もしこれらの国々が、もとはイスラエル１２部族の一つで
あると考えれば何となく合点がいきます。
イスラエル１２部族の一つということは、もとは同じ一人の人、イスラ
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であることは、誰も疑う余地の無いことと思えます。
今でこそ、韓国、中国などのアジアの国々の産業も大いに発展していま
すが、それらの国々の多くの産業の基礎は、はっきり言って、日本からの

5

２章

聖書に記されたユダ族の特徴

技術援助、技術供与によりもたらされたものです。
日本が長い鎖国を経てアジアに登場する頃、アジアの国々は、みなヨー
ロッパの国々の植民地でした。産業革命を経たヨーロッパの文明にアジア
は対抗できず、彼らの技術には対抗できなかったのです。
４００年もの長い間、イギリスの植民地に甘んじていたインドを始め、
多くのアジアの国々は、白人には勝てないと思い込んでいたのです。
しかしその後、日本が世界の表舞台に登場します。
日本は白人にしか理解できない、操れないと思われていた科学技術を取
得し、自動車、家電と、あらゆる産業で白人国家のお株を奪う発展をしま
す。その後、日本に追随してアジアの国々は発展を遂げました。
アジアの多くの国の産業の発展は、日本の成功におうところが大いにあ
るのです。
日本こそがアジアで卓越した技術を得て、先駆的な発展を遂げた国であ
り、「ユダよ。兄弟たちはあなたをたたえ、
・・・あなたの父の子らはあな
たを伏し拝む。
」とのことばは、たしかにこの国において成就しています。

輸出される日本の自動車 : 明治維新以来の日本の産業進歩は、アジアにおいて卓越した
ものであった

２. 聖書に記されたユダ族の特徴②
「ユダ、
日本は軍事強国となる」
さて、ユダのもう一つの特徴、それは聖書によれば、軍事強国であるこ
とです。前述の箇所には、以下のように書かれています。
「ユダは獅子の子。
わが子よ。
あなたは獲物によって成長する。
」
ユダは動物で言えば、獅子であることが書かれているのです。
獅子、ライオンの特徴は百獣の王と言われるように戦いをし、戦いに勝
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つ動物です。
他の箇所では、
「あなたの手は敵のうなじの上にあり」と、やはり敵と

聖書に記されたユダ族の特徴

が、相手が恐竜のような戦争大国アメリカであることを思う時、その獅子
奮迅の戦いと勇気は賞賛される面もあると思われます。

の戦いにユダが勝つことが語られています。
この視点で日本を見るなら、日本の歴史の特徴は小さな島国に過ぎない
のに、大国との戦いにもおじけず勇敢に戦うこと、そして大国に打ち勝つ
ことの歴史であったことに気づきます。

と言うのは、今の世界において、この戦争大国アメリカと面と向かって
戦いを仕掛けるような国は、世界にどこにも存在しないからです。
アメリカは対ベトナム、対アフガン、対イラクの戦争において、自国の
被害など一切受けることなく、一方的な勝利を得、相手国を粉砕した恐竜

古くは鎌倉時代の元冦です。当時の世界一の大国、元からの降伏命令を
受けた時の執権、北条時宗は元の使者を切り捨て、獅子の国の心意気を表

のような世界一の戦争大国です。相手が違うのです。
たしかに日本はこの国を相手に戦い、負けたのですが、しかし、ただ、

します。怒った元は二度に渡って海路日本を攻撃しますが、日本の武士の

負けたのではなく、この大国アメリカの心胆を寒からしめるような戦いを

反撃、また、神風、台風に会い、敗北、撤退します。

行い、がっぷりと四つに組み、４年もの長きに渡って戦いを行ったのです。

小国日本が、大国元に打ち勝ったのです。

アメリカの多くの軍艦を沈め、飛行機を打ち落とし、兵隊をほふり、アメ
リカに恐れを抱かせたのです。

また、明治に入り、世界の表舞台に飛び出した日本は、また、獅子の本
領を発揮し、日清、日露の戦争に勝利します。
このような小国なのに、大国である清（中国）、さらにロシアをも打ち
破って勝利したのです。
獅子の国の面目躍如（めんもくやくじょ）です。

この戦争は、どこの国も成し得ない勇気ある戦いを行ったという意味合
いで、獅子の国の面目躍如（めんもくやくじょ）たる戦いだったのです。
アメリカは卑劣にも、日本をＡＢＣＤ包囲網で孤立させ、脅かしを行いま
したが、日本は怯むことなく、この大国に戦いを挑みました。獅子の血が
騒ぎ、大国だからといって恐れをなさなかったのです。
たしかに獅子の血が、この国に流れていることが分かります。

さらに時は下って昭和になり、日本は大東亜戦争を始めます。ヨーロッ
パの白人の植民地とさせられていたアジアの国々の解放を求め、戦争を起
こしたのです。
結果、この戦争を契機としてアジアの多くの植民地とされていた国々は
独立を果たします。日本の戦争の目的は達せられました。アジアにおける
ヨーロッパの白人支配は一掃されたのです。しかしこの戦争時、日本はア
メリカとの熾烈な４年に及ぶ戦争を行い、結果、敗北を喫します。
勝ち負けだけを気にするなら、たしかに日本はこの戦争で負けたのです
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聖書に記されたユダ族の特徴

により食料を得ます。そしてその獲物により、小さな獅子は大きな獅子へ
と成長するのです。
日本を見る時、その成長の原則もこのことば通り、獲物により成長する
国であることが分かります。
長い間、鎖国していた日本を開国させたのはアメリカのペリーです。
彼は４隻の黒船で日本を威嚇し、日本に強制的に開国を迫りました。
そのようにして、未開の野蛮国日本に対して開国を迫った文明国アメリ
カなのですが、それから百数十年を経た今、立場は逆転しています。
かつての未開国、非文明国の日本は大きく様変わりをし、世界有数の近
代国家となっています。家電、自動車、ＩＴと世界のトップを走っていま
す。どうしてそうなったのか？その理由は、日本がアメリカのお株を奪っ
たからです。家電、自動車、コンピューター、あらゆる分野で日本はアメ
リカの産業のシェアを奪いました。その結果、
アメリカの自動車産業の町、
大国ロシアを破った日露戦争

デトロイトは日本車のアメリカ攻勢により死の町と化しています。
「あな
たは獲物によって成長する。
」とのユダへの預言も、この国日本において
成就しているのです。

３. 聖書に記されたユダ族の特徴③
「ユダ、日本は相手のお株を奪い、成長する」
「ユダは獅子の子。
わが子よ。
あなたは獲物によって成長する。
」
この箇所には日本が獅子の国であり、相手の獲物により成長することが
書かれています。
獅子は草食系というより肉食系の動物であり、その獲物を獲得すること

10

11

２章

聖書に記されたユダ族の特徴

そしてそれは、また、日本の特徴でもあります。日本のアイデンティテ
ィー、ずっと変わらない日本独自の特徴とは、ころころ変わる日本の首相
ではありません。
そうではなく、それは日本ならではの王族、日本の天皇家なのです。
そしてその王権、ダビデ以来の王権こそがユダの特徴であることが、こ
の箇所でも語られています。

自動車産業が崩壊したデトロイト : 日本はアメリカ自動車産業のお株を奪った

４. 聖書に記されたユダ族の特徴④
「ユダ、日本にダビデ王朝は存続する」
さらに、また、以下のようにダビデの王権がユダを離れないことが語ら
れています。
「王権はユダを離れず、
統治者の杖はその足の間を離れることはない。」

悠仁親王様 : 万世一系の王権はユダを離れない

以前から繰り返して語っているように、このこと、王権が常にユダ国に
あり、共にダビデ王朝が存続することは、ユダのユダたる大きな特徴なの
です。

12

13

２章

５. 聖書に記されたユダ族の特徴⑤
「ユダ、
日本の首都はエルサレム
（平安の都）
である」

聖書に記されたユダ族の特徴

それは京都の都の名前、平安京に通じます。
ユダ、日本とも、その首都の名前が同じなのです。
ここにもユダと日本との偶然を超えた不思議な一致があります。
さらに日本の都の中には、明日香京という名前の都がありますが、その
「アスカ」ということばは韓国語で「平安」という意味だと聞いたことが

さて、ユダ国の首都はどこかと言うと、それはエルサレムです。

あります。ここにも平安（エルサレム）との一致があるのです。

エルサレムはイスラエル、ユダの歴史の中で登場し、聖書の中で度々登
場する都です。以下のダビデの歌も、有名なエルサレムを歌った歌です。

さらに都の構造に関する一致もあります。エルサレムには、以下のこと
ばのように１２の門がありました。

詩篇１２２: １ー９
都上りの歌。
ダビデによる

ヨハネの黙示録２１: １０ー１２

１. 人々が私に、
「さあ、
主の家に行こう。
」
と言ったとき、私は喜んだ。

１０. そして、
御使いは御霊によって私を大きな高い山に連れて行って、
聖

２. エルサレムよ。
私たちの足は、
おまえの門のうちに立っている。

なる都エルサレムが神のみもとを出て、
天から下って来るのを見せた。

３. エルサレム、
それは、
よくまとめられた町として建てられている。

１１. 都には神の栄光があった。
その輝きは高価な宝石に似ており、
透き

４. そこに、
多くの部族、
主の部族が、
上って来る。
イスラエルのあかしとし

通った碧玉のようであった。

て、
主の御名に感謝するために。

１２. 都には大きな高い城壁と十二の門があって、
それらの門には十二人の

５. そこには、
さばきの座、
ダビデの家の王座があったからだ。

御使いがおり、
イスラエルの子らの十二部族の名が書いてあった。

６. エルサレムの平和のために祈れ。
「おまえを愛する人々が栄えるように。
７. おまえの城壁のうちには、
平和があるように。
おまえの宮殿のうちには、
繁栄があるように。
」

そして日本の都、平城京や長岡京にも同じく１２の門があったことが伝
えられています。門の数一つをとっても、
偶然を超えた一致があるのです。

８. 私の兄弟、
私の友人のために、
さあ、
私は言おう。「おまえのうちに平和
があるように。
」
９. 私たちの神、
主の家のために、
私は、
おまえの繁栄を求めよう。

さらに、もう一つ、先程の詩篇の歌に「そこには、さばきの座、ダビデ
の家の王座があったからだ。
」とのことばの通り、エルサレムの都には王
家があり、王座がありました。日本も同じであり、代々天皇が京に住み、

日本の首都は、今は東京ですが、それはここしばらく、ほんの百数十年
の間のことであり、それまでは長い間、首都は京都でした。

治めていたのです。
王が首都である都に住み、治める、ここにも一致があるのです。

そして、京都とエルサレムには類似点があります。
エルサレムということばの意味合いは「平安の都」という意味ですが、
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ちなみに北朝イスラエルの国の首都は、サマリヤと言います。
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日本の多くの学者、
「日本のルーツは北イスラエル１０部族」であると
論ずる人々が言うように、もし日本が本当にイスラエル北朝の末裔なら、
この国のどこかにその首都、サマリヤの名前の名残があってもよさそうな

聖書に記されたユダ族の特徴

６. 聖書に記されたユダ族の特徴⑥
「神殿はユダにあった」

ものです。しかるに日本のどこにもそんな地名も名前もありません。逆に
上記のように、日本の昔からの首都である京都には、南朝ユダの首都エル
サレムと同じ名前、平安を意味する名前がはっきりと付けられていたので
す。

ユダ国は良くも悪くも宗教的な国であり、その国の中心は神を礼拝する
神殿にありました。そして神殿はユダ国のエルサレムにあったのです。
以下の記述の通りです。

このことは歴史的な事実なので、誰も今さら変えることも否定すること
もできないことなのです。
それでこのことから見ても、日本はたしかにイスラエルと関係はありま

Ⅱ歴代誌３: １
１. こうして、
ソロモンは、
主がその父ダビデにご自身を現わされた所、
すな

すが、その中でも特に南朝ユダの王朝と関係がある、逆に北のイスラエル

わちエルサレムのモリヤ山上で主の家の建設に取りかかった。
彼はそのた

１０部族の末裔である可能性はあまりないと語ることは正しいのです。

め、エブス人オルナンの打ち場にある、
ダビデの指定した所に、
場所を定め
た。
ユダ国の首都エルサレムに全イスラエル部族が礼拝に参上する神殿があ
りました。それでユダの国の一つの特徴は神殿がその国に存在する、とい
うことなのです。
さて、同じようなことが日本にもあります。
日本全国どこへ行っても存在する宗教施設とは神殿である、神社なので
す。天皇陛下の行われる儀式も神式であり、この日本と神社における礼拝
とが切り離せないものであることは、上記ユダの神殿における礼拝と似て
います。
そして、そもそも日本の神社とユダ、エルサレムにある神殿とは、その
構造がそっくり似ています。

平安神宮 : 平安京はエルサレム（平安の教え）と同じ名前
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エルサレムの神殿は、以下の３重構造でした。
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聖書に記されたユダ族の特徴

◇大庭

詩篇１３４: １ー３

◇聖所

都上りの歌

◇至聖所

１. さあ、
主をほめたたえよ。
主のすべてのしもべたち、
夜ごとに主の家で仕
える者たちよ。

日本の神社も、以下の３重構造です。

２. 聖所に向かってあなたがたの手を上げ、
主をほめたたえよ。
３. 天地を造られた主がシオンからあなたを祝福されるように。

◇境内
◇拝殿
◇本殿

このようにユダの民にとり、都に上り、神の宮に上ることは、楽しみだ
ったのです。
その習慣というか、ＤＮＡは日本人の血に受け継がれているように思え

それぞれの区分は、以下の通りです。

ます。
毎年、年が明けると日本中こぞって神の宮である神社に参拝します。

◇大庭 : 一般の人が入れるのはここまで

毎年何千万人もの人々が参拝するのです。

◇聖所 : 神に仕える専門的な祭司のみが入る所

そのことを考えると、この国は必ずしも無神論の国というのではないこ

◇至聖所 : 専門的な祭司であっても、
誰でも入れる所ではなく、年に一 回、
大祭司のみが入れる
日本の神社にも、同じような規定があります。

とを思わされます。
なぜだか人々は宮に詣でる、それははるか昔、ダビデの時代から行われ
ていたことなのです。

◇境内 : 一般の人が入れるのはここまで
◇拝殿 : 神職の人のみが入れる
◇本殿 : 神職の人もめったに入れない
ですから神殿のその構造、３重構造ということを見ても、日本とイスラ
エルとの間には一致があります。
ユダの国において、都であるエルサレムへ上り、その神の宮である神殿
に礼拝に行くことは、喜びの習慣でした。
以下の詩篇の歌にも、その心境が表れています。

18

19

２章

聖書に記されたユダ族の特徴

イスラエル国の先祖イスラエル（ヤコブ）は、その死の前に１２人の息
子、１２部族に関して、それぞれ異なった預言を与えました。
その中でイッサカルはろば、ダンは蛇など、それぞれ異なったシンボル
が伝えられています。ユダには獅子とのシンボルが語られました。それで、
もし日本が本当にユダ国の末裔なら、この国には獅子のシンボルが溢れて
いるはずです。
実際のところはどうなのでしょう？
このこともよく考えれば、たしかに獅子は日本に溢れています。
たとえば正月の獅子舞です。日本の正月では、ろば舞いでもなく、蛇舞
いでもなく、獅子舞を行います。日本がたしかに、ユダの国の末裔である
証拠となりえます。
そもそもこの日本の島には、昔から獅子、ライオンなど住んでいません。
ライオンがいるのは動物園くらいです。
熊やイノシシは日本に生息していますが、獅子、ライオンなどは昔から
住んでいないのです。それでは、なぜ日本に獅子舞が伝わるのか？
それはやはり、この国の先祖が獅子、ライオンの住む所、中東あたりに
住んでいたからだと考えるのが妥当なのです。
日本の神社はユダの幕屋、神殿と同じ構造である

獅子は、また、神殿である神社にもいます。それは他ならない、神社の

７. 聖書に記されたユダ族の特徴⑦
「ユダのシンボルは、
獅子であった」

入り口に鎮座する狛犬のことです。これは狛犬と言うように犬と呼ばれて
いますが、しかしその狛犬の像をよく見るなら長い爪、たて髪など獅子、
ライオンにそっくりです。
そのようなことから結論として、この国日本には、ユダの特徴である獅

前述した、以下のことばのように、ユダ国のシンボルは獅子でした。

子がシンボルとして残っている、そのことが言えます。

「ユダは獅子の子。
わが子よ。
あなたは獲物によって成長する。」

20
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聖書に記されたユダ族の特徴

の時のことを思い起こせば分かります。
先述したように、この戦争が起きる前、アジアのどの国も、白人ヨーロ
ッパの国々の植民地として呻吟（しんぎん）していたのです。しかし、そ
のような中でアジアから日本が先頭に立ち、その独立の戦いはユダ、日本
が行いました。
日本が大東亜の理想を掲げて戦争に踏み切ろうとした時、多くのアジア
の民は共鳴しました。たとえば韓国では、日本の戦争に志願する多くの若
者がいたのです。
そして日本はいわば、アジアの期待を担ってこの戦争を行い、そしてそ
の戦争の結果、アジアの多くの植民地は独立したのです。
神社の狛犬はユダ族のシンボル獅子である

８. 聖書に記されたユダ族の特徴⑧
「ユダは、
戦いに孟き民、
戦いの
先陣を切る」

その戦争に先陣を切って戦いを始めたのはアジアのどこでもなく、この
島国日本なのです。
日本にこそ戦いの先陣を切る、ユダの血が流れている、と主張すること
は、これらの歴史を見れば、無理のある主張ではありません。

ユダ国のもう一つの特徴は、戦いが起きた時、１２部族の中で、まず、
ユダが先頭を切って戦いに出て行く、ということです。
たとえば、以下の記述です。
民数記１０: １４
１４. まず初めにユダ族の宿営の旗が、
その軍団ごとに出発した。軍団長は
アミナダブの子ナフション。
ユダ、日本が戦いの先陣を切るということは、たとえば第二次世界大戦

22
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聖書に記されたユダ族の特徴

の箱の伝統が残っている日本こそ、イスラエル１２部族の中のユダの正統
な子孫である可能性の高い国であると言うことができる、と思われます。
神の契約の箱はユダ国の都、エルサレムにある神の神殿の中に鎮座して
いました。以下のことばの通りです。
Ⅰ歴代誌２２: １７ー１９
１７. そして、
ダビデはイスラエルのすべてのつかさたちに、
その子ソロモン
を助けるよう命じた。
１８.「あなたがたの神、
主は、
あなたがたとともにおられ、
周囲の者から
守ってあなたがたに安息を与えられたではありませんか。
主はこの地の住
民を私の手に渡され、
この地は主の前とその民の前に服したからです。
１９. そこで今、
あなたがたは心を尽くし、
精神を尽くして、
あなたがたの
神、主に求めなさい。
立ち上がって、
神である主の聖所を建て上げ、
主の御名
のために建てられた宮に、
主の契約の箱と神の聖なる器具を運び入れなさ
シンガポールを陥落させる日本軍 : 日本はアジア植民地解放の戦いの先陣を受けもった

９. 聖書に記されたユダ族の特徴⑨
「契約の箱もユダにあった」
聖書から読み取れるユダ国ならではの特徴、他のイスラエルの部族と異
なる特徴は、神の契約の箱がユダにあったということです。
そして、その神の契約の箱の特徴をよく見ると、それは今、日本の祭り
で使われるお神輿（みこし）とそっくりなのです。
それでアジアの国、そこにはイスラエルの１２部族の子孫が住んでいる
と思われるのですが、その中でほぼ唯一お神輿（みこし）、すなわち契約

24

い。」
ここでダビデが神である主の聖所、すなわち神殿を建て上げることと、
また、その神殿に主の契約の箱を運び入れるよう命じているように神の契
約の箱、日本で言うお神輿（みこし）は、ユダの都エルサレムに位置する
神殿の中にあったのです。
すなわち神の契約の箱とは、北朝であるイスラエル国、そこに属する
１０部族の間には、あまりポピュラーなことではありません。
また、契約の箱そのものが北のイスラエル国には存在していなかったの
で、祭りの中で契約の箱、すなわちお神輿（みこし）をかつぐような習慣
は、北イスラエルの１０部族の子孫の間には残されていないはずです。
私の理解では北イスラエル国の子孫、北の１０部族の子孫は中国を始め

25
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としたアジアの国々に住んでいると思われます。
中国には日本と同じように、イスラエルの子孫かと思われるような習慣
や風俗が残っています。たとえば中国の漢字には、聖書の創世記由来とし
か思われない意味合いが残っています。
その点では、中国にはイスラエルの１２部族のどれかの子孫が住んでい
る可能性があります。しかし一方、中国の祭りに日本で行われているよう
に、お神輿（みこし）をかつぐ習慣があるとは聞いていません。
ということは、中国にはイスラエル１２部族のどこかの子孫、恐らく北
イスラエルの１０部族の子孫が住んでいるのでしょうが、しかし、ユダ国
ではない可能性があるのです。なぜなら前述したように、契約の箱はユダ
のエルサレムの神殿に存在しており、契約の箱、すなわちお神輿（みこし）
をかつぐ習慣は、ユダ国において行われていた習慣だからです。聖書によ
れば、北イスラエルにも神殿があったようですが、それは神に認められた

日本の神輿（みこし）は、ユダにあった契約の箱と同じ構造

神殿でも礼拝でもありませんでした。もとより契約の箱も、そこにはあり
ませんでした。
神の契約の箱は一つしか存在せず、それはユダ国の都、エルサレムに建
設された神殿の中にあったのです。

忘れないうちに書いておきますが、中国の漢字の意味の由来は聖書の創
世記ではないか、とは知る人ぞ知る有名な話です。
例を挙げると、たとえば、
「船」という漢字です。
「船」と言う漢字は３つの部分から構成されています。
左側の舟という部分の意味合いは、要するに舟、海に浮かぶ乗り物を意
味します。そして右側の上には八、すなわち数字の８があります。
そしてその下に口、という文字があります。口は昔、人を意味する文字
として使われました。ですので八口とは、すなわち８人の人間を表す文字
となります。
ですから結論として、
「船」ということばの意味合いは、
「船」とは、す
なわち舟に８人の人間が乗ったものである、ということになります。
聖書、創世記を見ると、８人の人間の乗った有名な「船」の記述があります。
以下の記述です。

26
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聖書に記されたユダ族の特徴

創世記６: ５ー１４

のであることを告げます。９人でも７人でもなく、８人が乗ることを告げ

５. 主は、
地上に人の悪が増大し、
その心に計ることがみな、いつも悪いこと

ます。そしてそれは、聖書の中でもっとも有名な船、ノアの箱舟の記述と

だけに傾くのをご覧になった。

ぴったり重なるのです。

６. それで主は、
地上に人を造ったことを悔やみ、
心を痛められた。

中国に伝わる漢字が聖書由来のものであり、中国の文化、伝統は、じつ

７. そして主は仰せられた。
「わたしが創造した人を地の面から消し去ろう。

は聖書に基づいたもの、また、中国の先祖は、じつは北イスラエル１０族

人をはじめ、
家畜やはうもの、
空の鳥に至るまで。
わたしは、これらを造った

である可能性が高いことが伺われるのです。

ことを残念に思うからだ。
」
８. しかし、
ノアは、
主の心にかなっていた。

船＝
「舟」
＋
「八」
＋
「口」

９. これはノアの歴史である。
ノアは、
正しい人であって、その時代にあって
も、
全き人であった。
ノアは神とともに歩んだ。
１０. ノアは三人の息子、
セム、
ハム、
ヤペテを生んだ。

もう一つ、漢字の話をしましょう。漢字が創世記の記述と大いに関係す
る、という話です。

１１. 地は、
神の前に堕落し、
地は、
暴虐で満ちていた。
１２. 神が地をご覧になると、
実に、
それは、
堕落していた。すべての肉なる

漢字の中に「禁」という漢字があります。この漢字は禁止、禁断のよう

ものが、
地上でその道を乱していたからである。

な用法から分かるように、禁止やとどめることを意味する漢字です。この

１３. そこで、
神はノアに仰せられた。
「すべての肉なるものの終わりが、わ

漢字は２つの部分に分かれます。上部に２つの「木」という文字、そして

たしの前に来ている。
地は、
彼らのゆえに、
暴虐で満ちているからだ。それで

下部に「示」すという文字があります。

今わたしは、
彼らを地とともに滅ぼそうとしている。
１４. あなたは自分のために、
ゴフェルの木の箱舟を造りなさい。箱舟に部

すなわち、
「禁」じるという漢字とは、２本の木を示すことから成り立
っているのです。２本の木を示すことが、すなわち禁じることなのです。

屋を作り、
内と外とを木のやにで塗りなさい。
さて、聖書、創世記の中に有名な２本の木の話が出てきます。
上記は、有名なノアの箱舟の記述です。誰でも名前くらい聞いたことが

以下の箇所です。

あるでしょう。
創世記２: １５ー１７
ノアの箱舟に乗った人の数を数えると、それは８人であることが分かり
ます。
すなわちノアとその妻、さらにノアの３人の息子たちと、その妻たちで
す。合計８人になります。
中国の漢字は、船とはすなわち舟、入れ物の中に８人の人々が乗ったも

28

１５. 神である主は、
人を取り、
エデンの園に置き、
そこを耕させ、
またそこ
を守らせた。
１６. 神である主は、
人に命じて仰せられた。
「あなたは、
園のどの木からで
も思いのまま食べてよい。
１７. しかし、
善悪の知識の木からは取って食べてはならない。
それを取っ

29
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て食べるその時、
あなたは必ず死ぬ。
」

聖書に記されたユダ族の特徴

世記の記述と一致しています。
なぜなら神は、まさに善悪を知る木、及びいのちの木という２本の木を

これは有名なエデンの園における会話です。最初の人間、アダムに対し

示し、その上で善悪を知る木の実から食べることを「禁」じたからです。

て神が、「善悪の知識の木からは取って食べてはならない。」と、木から実

３本の木でも４本の木でもなく、しかし、２本の木なのです。

を取って食べることを禁じているところです。

このことは偶然とは思えず、しかし、中国の文化、習慣の中に根付く聖

いわば禁断の木の実に関する命令の箇所です。

書の影響をあらわすものと思われます。

しかし残念ながら、のちに彼、アダムの妻、エバがサタンにだまされて、
この実を２人して食べることになり、結果アダム以来、人間は誰も彼も、

禁＝
「木」
＋
「木」
＋
「示」

死を経験するようになったのです。
結果、彼はいのちの木から切り離され、永遠に生きる道からは閉ざされ
るようになりました。以下の記述の通りです。

このような例はいくつもあり、このこと、中国の漢字が聖書由来である
ことを語った本もありますので、少なくとも私はこのことを偶然であると
は思っていません。

創世記３: ２２ー２４
２２. 神である主は仰せられた。
「見よ。
人はわれわれのひとりのようにな

もう一つだけ、例を挙げましょう。

り、
善悪を知るようになった。
今、
彼が、
手を伸ばし、いのちの木からも取っ

漢字の中に、
「義」という漢字があります。この漢字の意味合いは正義、

て食べ、
永遠に生きないように。
」

義人という用法から分かりますように、正しいこと、正義であることをあ

２３. そこで神である主は、
人をエデンの園から追い出されたので、人は自

らわします。

分がそこから取り出された土を耕すようになった。
２４. こうして、
神は人を追放して、
いのちの木への道を守るために、エデン

この、「義」という漢字の構成を見てみます。

の園の東に、
ケルビムと輪を描いて回る炎の剣を置かれた。

その時、この漢字の構成は２つの部分から成ることが分かります。
上の部分には、羊という文字があります。下の部分には、
「我」という

もう１本の木の名前は、いのちの木です。その木の実を食べるなら、永

文字があります。すなわち聖書で言う「義」
、正しいこと、義人であるこ

遠に生きることができたはずなのですが、しかし、神が禁じた木の実を食

との意味合いは、その人、我の上に羊を乗せることであると分かるのです。

べたアダムもエバもその木から遠ざけられ、エデンの園から追い出されて

芸人のかぶりものじゃあるまいし、羊を乗せるなんておかしな話だと思

しまったのです。

われてしまうかもしれませんが、しかし、これは聖書に詳しい人にはピン
と来る話です。

そのようなわけで、中国の漢字、
「禁」という漢字の意味合い、すなわ
ち禁じることは、２本の木を示すことであるとの説明は、まさに聖書、創
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と言うのは、聖書的な意味合いで人が義人になる、正しい人になること
と羊は大いに関係するからです。
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以下のことばを見てください。
レビ記５: ５, ６

聖書に記されたユダ族の特徴

わされ、象徴される罪のための犠牲であることがあらわされています。
このことを通してキリスト教でよく言われるキリストの十字架の死の意

５. これらの一つについて罪に定められたときは、それを犯した罪を告白し

味合いがはっきり分かります。キリスト教の教会のシンボルは十字架です

なさい。

し、十字架のネックレスをかけているクリスチャンも多いです。

６. 自分が犯した罪のために、
罪過のためのいけにえとして、羊の群れの子
羊でも、
やぎでも、
雌一頭を、
主のもとに連れて来て、罪のためのいけにえと

しかし、そもそも十字架とは何かと言えば、キリストの受難の絵を見て
も分かりますように、死刑の道具です。

しなさい。
祭司はその人のために、
その人の罪の贖いをしなさい。
なぜ、キリストが死刑になったかと言えば、直接的には弟子ユダの裏切

義＝「羊」
＋
「我」

りやキリストの人気を妬んだ当時の宗教指導者による計略、謀殺です。
しかし、それは人間的な側面に過ぎず、キリストの死、十字架の死は、

ここに書かれているように、聖書はその人が「義」、すなわち正しい人

前もってキリスト誕生以前から預言者によって預言されていた、
ある意味、

と見なされるためには罪が赦される必要がある、そのためには羊をいけに

神の計画の一部だったのです。キリストご自身も知らないでだまされたわ

えとして殺し、その血が流される必要がある、ということを述べます。

けでもなく、不本意に十字架に付けられたわけでもありません。逆に誰が
裏切るのか、自分がどのように死ぬのかをよく知っていました。以下のこ

そして、それが聖書全般を流れる教えなのです。神の前に罪が赦されて

とばの通りです。

義となることと、羊が犠牲になることとが聖書の中では、繰り返し、繰り
返し、書かれているのです。

マルコの福音書１４: １７ー２１
１７. 夕方になって、
イエスは十二弟子といっしょにそこに来られた。

そしてその延長線上に、イエス・キリストの十字架の死もあります。
以下のことばの通りです。

１８. そして、
みなが席に着いて、
食事をしているとき、
イエスは言われた。
「まことに、
あなたがたに告げます。
あなたがたのうちのひとりで、
わたしと
いっしょに食事をしている者が、
わたしを裏切ります。
」

Ⅰコリント人への手紙５: ７

１９. 弟子たちは悲しくなって、
「まさか私ではないでしょう。
」
とかわるが

７. 新しい粉のかたまりのままでいるために、
古いパン種を取り除きなさ

わるイエスに言いだした。

い。
あなたがたはパン種のないものだからです。
私たちの過越の小羊キリス

２０. イエスは言われた。
「この十二人の中のひとりで、
わたしといっしょ

トが、
すでにほふられたからです。

に、同じ鉢にパンを浸している者です。
２１. 確かに、
人の子は、
自分について書いてあるとおりに、
去って行きま

ここではイエス・キリストこそが過越の小羊である、すなわち羊であら

32

す。しかし、
人の子を裏切るような人間はのろわれます。
そういう人は生ま
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れなかったほうがよかったのです。
」

聖書に記されたユダ族の特徴

言い方を変えると、聖書やキリスト教のもっとも中心的なメッセージが
中国の漢字の中に含まれているのです。

キリストは上記のように、自分が裏切られることを前もって知っていま
した。

そうではあっても、中国、そして日本とも、どちらの国民とも、まさか
自分たちがかつての聖書の民の末裔である、などとは夢にも思わないでし

マタイの福音書１６: ２０, ２１

ょうが、しかし今の例のように、その中国人の使っている漢字の中に聖書

２０. そのとき、
イエスは、
ご自分がキリストであることをだれにも言っては

のメッセージがあり、また、日本で用いられるお神輿（みこし）は、また、

ならない、
と弟子たちを戒められた。

聖書由来のものなのです。

２１. その時から、
イエス・キリストは、
ご自分がエルサレムに行って、長老、
祭司長、
律法学者たちから多くの苦しみを受け、
殺され、そして三日目によ
みがえらなければならないことを弟子たちに示し始められた。
上記のように、キリストは自分の身にいずれどのようなことが起きるの
か、具体的には十字架の死が迫っていることを知っていたのです。

たとえ日本や中国のすべての人々が、その過去をすべて忘れ去っていた
としても、漢字は今に至るも、その中国の真のルーツを語り、日本の神輿
（みこし）も、その真のルーツについて語るのです。
さて、大分話が飛んでしまったようですが、もう一度本来の話題、契約
の箱の話に戻ります。

しかしそれなら、自分の死が迫っているなら、なぜ逃げなかったのか、
それが私たち凡人の疑問ですが、その理由は、キリストがそもそも地上に
来られたその大きな目的は、小羊として多くの人の罪が赦されるために自
分の命を犠牲として捧げる、という意味合いがあったからなのです。

契約の箱と日本のお神輿（みこし）が似ているということを書きましょ
う。
そもそも契約の箱とは何かと言うと、神の存在そのもの、神ご自身が存
在されている箱なのです。

キリストは自分の使命を理解し、そして実際に十字架の上で命を犠牲に
し、神の小羊としての使命を果たしたのです。それでキリスト教会では、

以下のように書かれています。

その死を記念して、十字架をシンボルとして用いるのです。
聖書の言う、人が義となる、正しい者となる、と言う時、それは善行や
修身ではなく、しかし羊であるキリストの死を強調します。
そしておどろくべきことは、中国の漢字にはこのことに関するメッセー

34

民数記１０: ３５, ３６
３５. 契約の箱が出発するときには、
モーセはこう言っていた。
「主よ。
立ち
上がってください。
あなたの敵は散らされ、
あなたを憎む者は、
御前から逃

ジがあり、人が義とされるためには、どうしても羊の犠牲が必要であるこ

げ去りますように。
」

とを漢字は語り、義という漢字は我の上に羊を乗せる文字となっているの

３６. またそれがとどまるときに、
彼は言っていた。
「主よ。
お帰りください。

です。

イスラエルの幾千万の民のもとに。
」
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聖書に記されたユダ族の特徴

契約の箱は移動式の神殿、神が存在する箱なのです。

の真中の場所に安置した。
それから、
ダビデは主の前に、
全焼のいけにえと

その外形は長さ１１３ｃｍ幅、高さはそれぞれ６８ｃｍほどです。

和解のいけにえをささげた。

２本の棒でかつぐようになっています。日本のお神輿（みこし）も同じ

１８. ダビデは、
全焼のいけにえと和解のいけにえをささげ終えてから、
万

ような外形で、棒でかつぐようになっています。
契約の箱のその上部には、ケルビムという天的な存在が羽を広げていま
した。
日本のお神輿（みこし）も、その上部には、鳳凰（ほうおう）という金
の鳥の像が羽を広げています。

軍の主の御名によって民を祝福した。
１９. そして民全部、
イスラエルの群集全部に、
男にも女にも、
それぞれ、
輪
型のパン一個、
なつめやしの菓子一個、
干しぶどうの菓子一個を分け与え
た。こうして民はみな、
それぞれ自分の家に帰った。
２０. ダビデが自分の家族を祝福するために戻ると、
サウルの娘ミカルがダ

この面でも似ています。契約の箱は、
その全体が金で覆われていました。

ビデを迎えに出て来て言った。
「イスラエルの王は、
きょう、
ほんとうに威厳

日本のお神輿（みこし）も要所、要所、金で覆われています。

がございましたね。
ごろつきが恥ずかしげもなく裸になるように、
きょう、

これらは非常によく似ています。

あなたは自分の家来のはしための目の前で裸におなりになって。
」

ダビデと契約の箱との関係を見てみましょう。

２１. ダビデはミカルに言った。
「あなたの父よりも、
その全家よりも、
むし

以下のように書かれています。

ろ私を選んで主の民イスラエルの君主に任じられた主の前なのだ。
私はそ
の主の前で喜び踊るのだ。

Ⅱサムエル記６: １２ー２３

２２. 私はこれより、
もっと卑しめられよう。
あなたの目に卑しく見えても、

１２. 主が神の箱のことで、
オベデ・エドムの家と彼に属するすべてのも

あなたの言うそのはしためたちに、
敬われたいのだ。
」

のを祝福された、
ということがダビデ王に知らされた。そこでダビデは行っ

２３. サウルの娘ミカルには死ぬまで子どもがなかった。

て、
喜びをもって神の箱をオベデ・エドムの家からダビデの町へ運び上った。
１３. 主の箱をかつぐ者たちが六歩進んだとき、
ダビデは肥えた牛をいけに
えとしてささげた。
１４. ダビデは、
主の前で、
力の限り踊った。
ダビデは亜麻布のエポデをま
とっていた。

ここに書かれているように、神の契約の箱が上って来る時、イスラエル
の民は皆大喜びでそれを迎えました。
「ダビデとイスラエルの全家は、歓声をあげ、角笛を鳴らして、主の箱
を運び上った。
」と書かれている通りです。

１５. ダビデとイスラエルの全家は、
歓声をあげ、
角笛を鳴らして、主の箱を
運び上った。

このような姿は日本の祭りでお神輿（みこし）が運ばれている時の光景

１６. 主の箱はダビデの町にはいった。
サウルの娘ミカルは窓から見おろし、

と似ています。日本の祭りでは笛や太鼓の音や囃し（はやし）と共に、に

ダビデ王が主の前ではねたり踊ったりしているのを見て、心の中で彼をさ

ぎやかにお神輿（みこし）を運びます。

げすんだ。
１７. こうして彼らは、
主の箱を運び込み、
ダビデがそのために張った天幕

36

また、ダビデが、
「そして民全部、
イスラエルの群集全部に、
男にも女にも、
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聖書に記されたユダ族の特徴

それぞれ、輪型のパン一個、なつめやしの菓子一個、干しぶどうの菓子一

りで用いられ、存続していること、これは日本こそがユダ族の子孫である

個を分け与えた。
」との記述も、日本の祭りに似ています。

ことの大きな証拠なのです。

日本でも祭りの時に、たとえば山車を引っ張った人にお菓子や果物を分
け与える習慣があります。
この時ダビデはこの神の契約の箱の前で力のかぎり踊ったので、少し衣
服がはだけてしまったようです。

１０. 聖書に記されたユダの特徴⑩
「獅子は身を伏せる」

それを妻にとがめられているのですが、しかし明らかに力のかぎり踊っ
たダビデのほうが正しいと聖書は語っているように思えます。

創世記４９: ９
９. ユダは獅子の子。
わが子よ。
あなたは獲物によって成長する。
雄獅子のよ

その記述のあとにさりげなく書かれたことば、そのように神の前に力一
杯踊ったダビデを非難した妻ミカルには、
「死ぬ迄子供がなかった」こと

うに、また雌獅子のように、
彼はうずくまり、
身を伏せる。
だれがこれを起こ
すことができようか。

が書かれているからです。
さて、百獣の王ライオン、獅子になぞらえられるユダですが、しかし世
ダビデがこのような先例、神の契約の箱、日本で言うお神輿（みこし）

の終わりの時、身を伏せ、うずくまることが預言されています。
「雄獅子

の前で力のかぎり踊る、たとえ荒っぽく、衣服が多少はだけても踊る、と

のように、また雌獅子のように、彼はうずくまり、身を伏せる。
」と書か

いう先例を付けたので、日本の祭りにも、代々そのような習慣が根付いて

れている通りです。

いるように思えます。
日本のお神輿（みこし）をかつぐ男たちも胸をはだけたり、ふんどし姿
だったり、裸に近い格好をしていますし、そもそも上品にお神輿（みこし）
をかついでいません。ですから日本のお神輿（みこし）はその外形といい、
それを運ぶ人たちの様子まで含めてあらゆる形で契約の箱と似ているので
す。

うずくまり、身を伏せるとは、どういう意味合いなのでしょうか？
うずくまれば、小さく低くなります。身を伏せれば、高い位置から人を
見下ろしたりできなくなります。
ですのでここで言われていること、預言されていることは、ユダ、日本
が人から賞賛されたり見上げられ、尊敬されるような位置から一転、低い
位置や、人から同情されたり見下げられたりするような経験をする、そん

繰り返すようですが、この契約の箱が存在していること、それがユダ国

な預言ではないか、と思われます。

のエルサレムの神殿に存在していること、それこそがユダの大きな特徴で
す。
そして日本の隅々まで、その契約の箱に基づいたお神輿（みこし）が祭

38

そういう視点で今の日本を見るなら、当たっている部分もあるかと思い
ます。２０１１年３月１１日に起きた地震、津波、原発事故で日本は大変
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な被害を受け、それこそ外国から同情される存在となってしまいました。
かつての他国からうらやましがられる存在から、逆に他国から同情され
たり、遠ざけられたり、忌避されるような存在となってしまったのです。

聖書に記されたユダ族の特徴

アモス書３: ６
６. 町で角笛が鳴ったら、
民は驚かないだろうか。
町にわざわいが起これば、
それは主が下されるのではないだろうか。

高い所から低い所へ移され、
身を低くするようになってしまったのです。
そういう意味では、このことばの通りです。

ここに、
「町にわざわいが起これば、それは主が下されるのではないだ
ろうか。」と書かれているように、災い、それは神から来るのです。

しかし、このままで良いのではなく、起きること、低い位置から立ち上

まして今回の２０１１年３月１１日の大災害のように、何万人もの命が

がることを神は語られているようです。
「だれがこれを起こすことができ

失われるような災いは、ある意味、神の深い意図と意志がなければ起きえ

ようか。
」とのことばが、このことを語ります。

ないものなのです。

この国をあるべき位置に戻すことが大事なのです。

かつての日、エルサレムの民は神への背信のゆえに、大きな災いに会い
ました。

この国のあるべき姿は何かと言うと、天皇家の最初の祖先であるダビデ

エレミヤ書には以下のように書かれています。

の位置に戻る時、見えてくると思います。
そもそも一介の羊飼いに過ぎなかったダビデが王として選ばれ、建てら

エレミヤ書５: １ー３１

れ、しかもそのダビデの王座が約束通り、３０００年後の現代まで存続し

１. エルサレムのちまたを行き巡り、
さあ、
見て知るがよい。
その広場で捜し

ている、ということのその理由、ダビデが他の人より優れていたことは、

て、だれか公義を行ない、
真実を求める者を見つけたら、
わたしはエルサレ

彼のその神への忠実さだったのです。

ムを赦そう。
２. たとい彼らが、
「主は生きておられる。
」
と言っても、
実は、
彼らは偽って

しかるにそのダビデの血を継いでいるはずの日本の皇族においては、そ

誓っているのだ。

もそも自分たちがどの神を拝しているのか、その神の名前もよく分からな

３. 主よ。
あなたの目は、
真実に向けられていないのでしょうか。
あなたが彼

いという状態ではないでしょうか。

らを打たれたのに、
彼らは痛みもしませんでした。
彼らを絶ち滅ぼそうとさ
れたのに、
彼らは懲らしめを受けようともしませんでした。
彼らは顔を岩よ

２０１１年３月１１日の災害は、その神からのこの国、かつてのユダへ

りも堅くし、
悔い改めようともしませんでした。

の悔い改めを促す懲らしめのむちのように、私には思えるのです。どのよ

４. そこで、
私は思いました。
「彼らは、
実に卑しい愚か者だ。
主の道も、
神の

うな災いも、神の許しがなければ起きないものです。

さばきも知りもしない。

以下のように書かれています。

５. だから、
身分の高い者たちのところへ行って、
彼らと語ろう。
彼らなら、
主の道も、
神のさばきも知っているから。
」
ところが、
彼らもみな、
くびきを

40
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聖書に記されたユダ族の特徴

砕き、
なわめを断ち切っていました。

子、娘を食らい、
あなたの羊の群れと牛の群れを食らい、
あなたのぶどうと、

６. それゆえ、
森の獅子が彼らを殺し、
荒れた地の狼が彼らを荒らす。ひょう

いちじくを食らい、
あなたの拠り頼む城壁のある町々を、
剣で打ち破る。

が彼らの町々をうかがう。
町から出る者をみな、
引き裂こう。彼らが多くの

１８. しかし、
その日にも、
♢♢主の御告げ。
♢♢わたしはあなたがたを、
こ

罪を犯し、
その背信がはなはだしかったからだ。

とごとくは滅ぼさない。
」

７. これでは、
どうして、
わたしがあなたを赦せよう。あなたの子らはわたし

１９.「あなたがたが、
『何のために、
私たちの神、
主は、
これらすべての事を

を捨て、
神でないものによって誓っていた。
わたしが彼らを満ち足らせたと

私たちにしたのか。
』
と尋ねるときは、
あなたは彼らにこう言え。
『あなたが

きも、
彼らは姦通をし、
遊女の家で身を傷つけた。

たが、わたしを捨て、
あなたがたの国内で、
外国の神々に仕えたように、
あな

８. 彼らは、
肥え太ってさかりのついた馬のように、おのおの隣の妻を慕っ

たがたの国ではない地で、
他国人に仕えるようになる。
』

ていななく。

２０. ヤコブの家にこう告げ、
ユダに言い聞かせよ。

９. これらに対して、
わたしが罰しないだろうか。
♢♢主の御告げ。♢♢この

２１. さあ、
これを聞け。
愚かで思慮のない民よ。
彼らは、
目があっても見え

ような国に、
わたしが復讐しないだろうか。

ず、耳があっても聞こえない。

１０. ぶどう畑の石垣に上って滅ぼせ。
しかし、
ことごとく滅ぼしてはなら

２２. あなたがたは、
わたしを恐れないのか。
♢♢主の御告げ。
♢♢それと

ない。
そのつるを除け。
それらは主のものではないからだ。

も、わたしの前でおののかないのか。
わたしは砂を、
海の境とした。
越えられ

１１. イスラエルの家とユダの家とは、
大いにわたしを裏切ったからだ。♢♢

ない永遠の境界として。
波が逆巻いても勝てず、
鳴りとどろいても越えられ

主の御告げ。
♢♢

ない。

１２. 彼らは主を否んでこう言った。
「主が何だ。
わざわいは私たちを襲わ

２３. ところが、
この民には、
かたくなで、
逆らう心があり、
彼らは、
そむいて

ない。
剣もききんも、
私たちは、
見はしない。

去って行った。

１３. 預言者たちは風になり、
みことばは彼らのうちにない。彼らはこのよ

２４. 彼らは心の中でも、
こう言わなかった。
『さあ、
私たちの神、
主を恐れ

うになる。
」

よう。主は大雨を、
先の雨と後の雨を、
季節にしたがって与え、
刈り入れのた

１４. それゆえ、
万軍の神、
主は、
こう仰せられる。
「あなたがたが、このよう

めに定められた数週を私たちのために守ってくださる。
』
と。

なことを言ったので、
見よ、
わたしは、
あなたの口にあるわたしのことばを

２５. あなたがたの咎が、
これを追い払い、
あなたがたの罪が、
この良い物を

火とし、
この民をたきぎとする。
火は彼らを焼き尽くす。

拒んだのだ。

１５. イスラエルの家よ。
見よ。
わたしはあなたがたを攻めに、遠くの地から

２６. それは、
わたしの民のうちに、
悪者たちがいるからだ。
彼らは、
待ち伏

一つの国民を連れて来る。
♢♢主の御告げ。
♢♢それは古くからある国、昔

せして鳥を取る者のように、
わなをしかけて人々を捕える。

からある国、
そのことばをあなたは知らず、
何を話しているのか聞き取れな

２７. 鳥でいっぱいの鳥かごのように、
彼らの家は欺きでいっぱいだ。
だか

い国。

ら、彼らは偉い者となって富む。

１６. その矢筒は開いた墓のようだ。
彼らはみなつわもの。

２８. 彼らは、
肥えて、
つややかになり、
悪事に進み、
さばきについては、
みな

１７. 彼らはあなたの刈り入れたものとあなたのパンを食らい、あなたの息

しごのためにさばいて幸いを見させず、
貧しい者たちの権利を弁護しない。
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２９. これらに対して、
わたしが罰しないだろうか。◇◇主の御告げ。◇◇こ
のような国に、
わたしが復讐しないだろうか。
３０. 恐怖と、
戦慄が、
この国のうちにある。

聖書に記されたユダ族の特徴

す。
天皇家を始めとするこの国の民が、この方、真の神を正しく拝するよう
になるなら、これらの災いを神は思い返すでしょう。

３１. 預言者は偽りの預言をし、
祭司は自分かってに治め、わたしの民はそ
れを愛している。
その末には、
あなたがたは、
どうするつもりだ。」

日本の国へ、神がその悔い改めを促すために手を伸べられたことは、今
に始まったことではありません。

この箇所には、「これらに対して、わたしが罰しないだろうか。◇◇主

４００年も昔、スペインやポルトガルの宣教師たちは神の声を聞き、こ

の御告げ。◇◇このような国に、わたしが復讐しないだろうか。恐怖と、

の極東の国にも聖書の福音、神のことばを伝えに、遠路はるばるやってき

戦慄が、この国のうちにある。
」と書かれています。

ました。しかしこの国は、それらの神のことばを宣べ伝えた人々をどのよ
うに遇したでしょうか。秀吉、家康を始めとしたこの国の指導者はこれら

かつての日、イスラエル、ユダの国はその背信のゆえに、神からの恐怖
と戦慄がその国を覆いました。それらの災いは、神から来たのです。

の宣教師を捕らえ、また、信じたキリシタンをも捕らえ、拷問を行い、見
せしめにし、火であぶり、槍（やり）で突き刺し、惨殺したのです。
これらのことを彼らはただ、異国の宣教師を迫害しただけだ、と思って

それは今から２０００年以上前のことですが、今も神の方法に変わりが
あるはずはありません。

いるのでしょうが、しかし、
「最も小さい者たちのひとりにしたのは、わ
たしにしたのです。
」
（マタイの福音書２５: ４０）とのことば通り、彼ら
は神に対してこのことを行ったのであり、
キリストに対して行ったのです。

ダビデに約束した神の約束が３０００年経た今でもこの国において守ら
れ、今でもこの国の王座にダビデの子孫が着いているように、神がかつて、
その預言者たちを通して語ったことばが、それから２０００年以上経たか
らといって変わるわけではないのです。

徳川３００年の歴史の中で、この国のあちこちで聖書の神を信じるキリ
シタンへの迫害が行われました。
彼らキリシタンは辱められ、軽蔑され、疎外され、捕らえられ、命を失
ったのです。
「えた」とか「非人」とさえ呼ばれました。
「非人」なのです

神はこの国、民に対して変わらないのですが、しかしこの民は変わり、

から、人間ではない、とされたのです。

もうこの神を拝することも心に留めることもなくなったので、それで悔い
改めを促すために大きな災いがこの国に下ったのです。

これらのことをこの国を治める徳川政府も、また、国民も、彼ら頑強な
キリシタンに行ったと思っていたのでしょうが、しかし、それは神に対し
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それで私たち、この神のことばに仕えることを生業（なりわい）とする

て行われたものであり、聖書の神、今もこの国を真に治める神に対して行

者たちの勧めは、この国の民はこれらの災いを真摯に受け止め、この国を

われたことなのです。彼らキリシタンの誰一人、その理不尽な行いに関し

かねてから守ってこられた方に目を留め、その方の前にへりくだることで

て、復讐も仕返しもしなかったでしょうが、しかし、その復讐は神から来

45

２章

ます。以下のことばの通りです。

聖書に記されたユダ族の特徴

阪神大震災は、この国がその歩みを神の前に悔い改めるチャンスだった
のかもしれませんが、しかし、この国にその罪を知らしめる人がいません。

ローマ人への手紙１２: １９

そして２０１１年３月１１日の大震災も、この国にその歩みを糺す（た

１９. 愛する人たち。
自分で復讐してはいけません。神の怒りに任せなさい。

だす）ために神から与えられたチャンスだと思われたのですが、やはりこ

それは、
こう書いてあるからです。
「復讐はわたしのすることである。わた

の国にその罪を知らしめる人がいません。

しが報いをする、
と主は言われる。
」
この国はかつてのユダ国であり、神に仕えていた国だったのですが、久
長い鎖国時代を経たこの国は明治の時代に入り、富国強兵の掛け声と共
に、大いに、軍事に産業に発展しました。日清日露の戦争にも勝ち、飛ぶ
鳥を落とす勢いだったのです。おごりにおごった国民は昭和に入り、アメ
リカを相手に戦争をも始めました。
結果、日本はアメリカに負け、日本の１００以上の都市は空襲により焼
けてしまいました。また、２つの原子爆弾さえ落されてしまいました。

しく神を忘れ、かえりみようとはしません。そしてそれゆえに、恥と不名
誉はこの国を覆います。
日本は隣の中国や北朝鮮からは脅かされ、韓国からは理不尽な目に会わ
されています。
「彼はうずくまり、身を伏せる。
」とのことば通り、身を低くさせられ、
行いたくもない謝罪やら、要求に屈する屈辱的な日が続いているのです。

数百万人もの日本人の命がこの戦争で失われたのです。
何もかも失い、
完全な敗戦を迎えたのです。かつての日に吹いた神風は、
この国に吹かなかったのです。
なぜ神風は吹かず、この国は理不尽な戦争に負けたのか？
その理由は私の理解では、この国でかつて流された無実な人々、キリシ
タンの血にあると思います。
神はその無実の人々の流された血のゆえにこの国に裁きを行い、そのキ
リシタンの殺害に関して復讐を行われたのです。

しかし、神の聖書にこのことば、「彼はうずくまり、身を伏せる。
」との
ことばが記されているように、それは神から来たことなのです。
この国の天皇の先祖は神に忠実に従ったダビデであるのに、この国は、
この方に背を向け、それどころか海外からわざわざこの神に関する教えを
伝えに来た宣教師を歓迎するどころか、その命を奪い、また、この神を信
じるキリシタンを一人も逃すまいと捕らえ、命を奪いました。
それらの非道な行いを今に至るまで悔い改めようとしません。
それでそのような神の前に身を低くせず、傲慢不遜な歩みを続けるがゆ

しかしこの国は、その神の前にその罪を悔い改めようとはしません。

えに、その代わりに周りの国々に頭が上がらないようになり、理不尽な扱

世界のどこの国にも落ちたことのない原爆が２発もこの国に落ちたこと

いを受けるようになったのです。日本を代表するはずの首相があちこちの

は、尋常なことではないと思われるのですが、しかしこの国にその罪を認

国に謝罪をしたり、頭を下げたり、身を低くしたり、この国の国民である

めさせる人はなく、悔い改める人もいません。

私たちも、なんだか情けないような気持ちに度々させられるのは、皆意味
なく起きていることではないのです。
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それは神から来ていることなのです。

聖書に記されたユダ族の特徴

は欺きにすがりつき、
帰って来ようとしない。
６. わたしは注意して聞いたが、
彼らは正しくないことを語り、
『私はなん

それはこの国が、その罪を悔い改めるべき方に対して今も傲慢であり、

ということをしたのか。
』
と言って、
自分の悪行を悔いる者は、
ひとりもいな

かつての殺害も、迫害も悔い改めようとしないその罪のゆえ、それゆえこ

い。彼らはみな、
戦いに突入する馬のように、
自分の走路に走り去る。

の国は、この民は身を伏せ、低い位置に置かれるようになったのです。

７. 空のこうのとりも、
自分の季節を知っており、
山鳩、
つばめ、
つるも、
自分
の帰る時を守るのに、
わたしの民は主の定めを知らない。

さて、ユダへの預言には、「彼はうずくまり、身を伏せる。だれがこれ
を起こすことができようか。
」と、誰がこれを起こすことができようか、

たとえ背信の時があっても、
神の元に返ることを神は語っているのです。

このうずくまった獅子を起こすことができるのは誰か？と言うことが書か

そうです、それがどれほど長い背信であっても、この国が何千年もの間、

れています。

神を忘れ去ってきたとしても、神から正しく神の元に立ち返ることが語ら
れているのです。このことばに耳を傾けることに、ポイントがあると思い

うずくまった獅子が起きるためには、そのうずくまった原因を取り除く

ます。

ことが大事です。
足に釘が刺さってうずくまったなら、その釘を取り除くべきですし、荷
物が重くてうずくまったのなら、その荷物を取り除くべきです。
先程から見ているように、この獅子である日本がその意志に反してうず
くまっており、威張ろうとしても威張れず、誇ろうとしても誇れず、逆に
今日はあの国、明日はこの国と謝罪をしたり、身を低くしたりすることが
続くのは、神から来ているのです。ですのでこの獅子を起こすことができ
る人は、このことを獅子である国、ユダ、日本に告げる人であると思いま
す。前述のエレミヤはかつての日、背信の民に対して神のことばを告げて
こう語りました。
エレミヤ８: ４ー７

２０１１年３月１１日の災害 : 日本、ユダは、身を伏せる

４. あなたは、
彼らに言え。
主はこう仰せられる。
「倒れたら、起き上がらな
いのだろうか。
背信者となったら、
悔い改めないのだろうか。
５. なぜ、
この民エルサレムは、
背信者となり、
背信を続けているのか。彼ら
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１１. 日本がダビデの血統を保つユダ国
である証拠 : ユダで使われる神名
さて、日本こそイスラエル南朝、ユダ国であることを語っているのです
が、もう一つの証拠を見てみましょう。

聖書に記されたユダ族の特徴

す。
「日本ヘブル詩歌の研究」
で有名な川守田英二博士は、
こう述べています。
“日本に残るたくさんのヘブル詩歌を研究するとき、
その中には神の名前、
「ヤー」「ヨー」
「ヤーウ」
「ヤーエ」
のエホバの４種の別名、
及び
「エル」
「エ
ローイ」の普通名詞が使われている。
しかし、
イスラエル北朝の神名
「エロー

それは神の名前です。聖書を見ると、神に関してその原語であるヘブル

ヒイム」が一度も出てこない。
”

語で、エローヒイム、ヤーウェ、エルシャダイなど、複数の呼び方があり
ます。
その中で、北イスラエルでよく用いられた神の名前と、南のユダで用い

ですから神の名前という点から見ても、日本は北のイスラエル１０部族
の子孫というより、南朝ユダの子孫と言うほうが正しいのです。

られた神の名前とがあります。
ユダで用いられた神の名前が日本のあちこちに残っており、逆に北のイ

さらに神の名前だけでなく、国の名前があります。もし日本が本当に南

スラエルで用いられた神の名前が日本のどこにも残っていないなら、日本

朝ユダ国の子孫であるなら、そのユダ国の名前がこの国には多く残ってい

はやはり、ユダの子孫と言えることになります。

るはずです。
逆に北イスラエルの国の子孫なら、イスラエルの国名が残っているはず

こんな例で分かるでしょうか。同じこどもでも、小学校では児童と呼ば

なのです。事実はどうでしょうか？

れます。小学１年生も６年生も小学校では、みな児童なのです。
しかし同じこどもでも、中学校では生徒と呼ばれます。中学１年生も２

同じく川守田博士によれば、以下の通りです。

年生も、みな生徒なのです。
それで区分ができます。先生がクラスの子を児童と呼ぶなら、それは小

“南朝ユダの国名は、
日本には
「ヤワダ」
（八幡）
として多く存在する。
同じ南

学校の教室、また、同じく先生がクラスの子を生徒と呼ぶなら、それは中

朝ユダの名前は、
日本ヘブル詩歌にも
「ヤーウド」
「ヨーウド」
となり何度も

学校の教室であると区分ができるのです。

登場する。
しかるに、
北朝イスラエルの国名は、
ただの一度も出現しない。
”

さて、このような視点で見る時、日本に残る神の名前は、みなユダ族で

これらは日本こそ北朝イスラエルの子孫ではなく、真のユダ族の子孫で

用いられたものであり、北のイスラエルで用いられた神の名前は皆無なの

あることを示す決定的な証拠となると思います。しかるに日本とイスラエ

です。

ルの関係を語る多くの本は、このような明白な証拠に目をつむって、強い

このことからも、明らかに日本は南朝ユダ族の子孫ということができま
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て日本は北イスラエルの子孫であると誤導させるかのような論調になって
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います。このことは問題です。

聖書に記されたユダ族の特徴

１２. 中国の王朝こそ、北朝イスラエルの
王朝に近い
前にも少し書きましたが、たしかに北イスラエルの１０部族も歴史の闇
に消えており、その行方が分からなくなっています。その末裔が、たとえ
日本ではないにしても、アジアのどこかの国に移住して来ている可能性は
あると思います。
そして南北に分裂したイスラエル２国のうち、北のイスラエルの国の王
朝の特徴は万世一系ではないこと、また、ダビデ王の血筋は継いではいな
いことです。万世一系ではなく、逆に下克上を繰り返し、絶えず、別の王
朝へと変わる歴史を繰り返しています。
このような視点で中国を見るなら、私たちの知っているだけでも、中国
の国は、秦、漢、随、唐、遼、宗、元、明、清など、多くの国によって治
められましたが、
これらは、
みな違う王朝であり、
違う血筋の王朝なのです。
そういう意味では、アジアにイスラエル北朝の子孫が移り住んでいる、
また、アジアのどこかで北イスラエルの王朝が続いているのでは、と考え
るなら、中国の王朝がそうである可能性があります。

川守田博士 : 博士は、日本にはユダの国名が残っていることを述べた

先程見たように、中国の漢字には、明らかに聖書の創世記の影響があり
ますのでそれらを総合すると、中国の王朝は北イスラエル王朝の末裔でな
いか、と考えることは荒唐無稽（こうとうむけい）な考えでもありません。
しかし繰り返すようですが、中国の王朝はユダ国のダビデ王朝、万世一
系を神から堅く約束された王朝とは、まったく異なります。万世一系、神
から堅く約束されたダビデの子が王となる、その子孫が代々王となる、と
いう王朝に近いのは、日本の天皇家のみなのです。
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聖書に記されたユダ族の特徴

な類似を見ていきたいと思います。
イスラエルの言語であるヘブル語と日本語は、
以下のように似ています。
以下にイスラエルのことば、へブライ語と日本語の対比一覧表を記載し
ます。

１行目 : ヘブライ語またはアラム語
（読み）―その意味、
また
は、
説明
２行目 : 日本語―その意味
（説明、
解釈など）
アグム（ＡＧＵＭ）
: 悲しい、
悲嘆にくれた
あぐむ : 嫌気がする、
困る、
もてあます
バレル（ＢＡＲＥＲ）
: 見付け出す
万里の長城：中国の王朝は北イスラエル王朝の末裔か？

ばれる : 見付ける、
破れて成立しなくなる
ダベル（ＤＡＢＥＲ）
: 話をする

１３. 日本語とヘブル語の類似

だべる : おしゃべりをする、
無駄な話をする
ダハ（ＤＡＨＡ）
: 打ちのめす

この本では、天皇家の先祖がダビデ王朝に至ることを書いています。初

だは（打破）
: 打ち負かす、
打ち破る

めて聞く人には少しびっくりする内容かもしれませんが、しかし、一つ一
つ確認すると、あながち荒唐無稽（こうとうむけい）な論議でもないこと
が分かると思います。
巷間よく言われることではありますが、日本の風俗習慣は、なぜだかイ

エフオダ（ＥＰＨＯＤ）
: ヘブライ祭司長が、
昔、
着けた祭司衣裳であった、
聖
なる刻印を刻んだ胸飾りも着けていた
おふだ（御札）
: 神社の護符・お守り

スラエルのものと似ているのです。この件を細かく見ていくと、多くの資
料や事実がそのことを語ることが分かると思います。
この本ではそれらをすべて見ていくことはできませんので、少し言語的
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ゴイ（ＧＯＩ）
: 非ヘブライ人、
外人
ガイ（外）
: 非日本人、
もしくは外人につける接頭語
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聖書に記されたユダ族の特徴

ハエル
（ＨＡＥＲ）
: 輝く

カレル（ＫＡＲＥＲ）
: 風邪をひく
（通常のどの荒れと共に）

はえる
（映える）
: 照り輝く、
鮮やかに見える

かれる（嗄れる）
: のどの具合が悪く、
声がしわがれる

ハカシヤ
（ＨＡＫＡＳＨＡ）
: 拍手

コシ（ＫＯＳＨＩ）
: 障害

はくしゅ : 拍手

こしょう（故障）
: 差し支え、
さわり

ハラ
（ＨＡＲＡ）
: 怒る

モノ（ＭＯＮＯ）
: 物、
事

（腹）
腹を立てる : 怒る

もの ( 物 ): 物体、
事柄

ヒン
（ＨＩＮ）
: 品、
美

ミツ（ＭＩＴＳ）
: 果汁

ひん : 品、
優美

みつ（蜜）
: ねばねばして甘い液体、
甘露

ホレル
（ＨＯＲＥＲ）
: くりぬく

ミシゲ（ＭＩＳＨＧＥ）
: 誤り

ほる、
掘る : 地面に穴をあける、
植物の根を取り出す

みちがい（見違い）
: 見間違い、
誤り

ヘスル
（ＨＥＳＵＲ）
: 物の量を減らす

ナハク（ＮＡＨＡＫ）
: 泣く、
叫ぶ

へずる : 盗んで物の量を減らす、
削り取る、
かすめ取る

泣く : 泣くこと

カバン
（ＫＡＢＡＮ）
: 包む

ナケル（ＮＡＫＥＲ）
: 動かす、
取り出す

かばん : カバン

のける（除ける）
: 取り除く、
どける

コール
（ＫＯＲ）
: 寒さ

ナシ（ＮＡＳＩ）
: 長、
指導者

こおる
（凍る）
: 水が冷えて氷になる

ぬし（主）
: あるじ、
長

カサ
（ＫＡＳＡ）
: 覆う

ヤエ（ＹＡＥ）
: 良い、
素晴らしい

かさ
（傘）
: 雨や日光を防ぐために、
さしかざすもの

よい（良い・善い）
: 良好な様子、
素晴らしい
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ヤーン
（ＹＡＡＮ）
: ゆえん、
理由
ゆえん
（所以）
: 訳、
特別の理由

聖書に記されたユダ族の特徴

１４. ナギアド・ヤラの衝撃 : イスラエルの
国歌が日本の民謡に

ヤラ
（ＹＡＲＡ）
: 撃つ、
発射する、
投げる
いる
（射る）
（弓を引いて）
:
矢を飛ばす

日本語の中にイスラエルのヘブル語と同じ意味合いの単語が多く含まれ
ていることを述べました。

ユルシェ（ＹＵＲＳＨＥ）
:
: 許される

さらに、もうひとつのことを述べます。

ゆるし
（許し）
: 許可、
戒めを解く

古代から伝わる日本の民謡の中に、イスラエルの歌が含まれていること
です。

上記のように、イスラエル、日本、両国の言語は似ています。
この本では、イスラエルのダビデ王朝と日本の天皇家の類似を語ってい

このことを調べた前述の川守田英二博士は、東北民謡ナギアド・ヤラに
関して以下のように述べています。

ます。そしてたしかに類似点は多いのですが、しかし日本の天皇家は日本
の中で独立して存在しているのではなく、日本の文化習慣の中で存在して
います。

―以下、
「日本の中のユダヤ」
川守田英二著、
たま出版からの引
用―

それでこれらの王朝が似ていると言う時、その王朝を囲む国の文化、習
慣なども含めて類似があるはずなのです。

東北民謡
「ナギアド・ヤラ」
解釈史

そしてその視点で見る時、大きな視点、国の文化や言語の類似を見てい
く時、やはりそこにも同じような類似があることを我々は見出すのです。
ですので結論として、日本の天皇家とイスラエルダビデ王朝の類似は単
なる偶然を超えていることが分かると思います。

この民謡は西暦紀元前１４４７年、
即ち、
今より無慮３４００年前、
モーゼ
という英雄に指導されてエジプトの奴隷の境涯から脱出し、
カナンの地を征
服に向かったイスラエルの民衆の軍族の歌である。
「われエジプト人の手より救いて乳と蜜の流れる地、
即ちへテ人、
ヒビ人の
いる処に到らしめんとす」
［出エジプト記３: ８］
という神託に対して民らは
歌った。
ナニァド

ナッサレ

ナニァド

ヤドー

ナニァド

ナッサレヒヰヤー

ナニァドー
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ヘテ
ヤーリャー

ヤーレー
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行く手にわれら追い払わんとすへテ人を

のみか、さらに聖書の言語、イスラエル、ユダの言語であるヘブル語によ

その領土に向かって攻め上り給えエホバょ

る歌まで伝わっているのです。しかもその内容はいかにもかつての日、ダ

行く手にわれら追い払わんとすヒビ人を

ビデの子孫たちがこのカナンの地を征服した時に用いたような、神をたた

彼に向かって攻め上り給え

える進軍歌なのです。
不思議に思わざるを得ません。

へテ人、
ヒビ人の住むカナンの国境はヨルダン川であるので「ヤドー」
（領土）

また、この本で繰り返し語られている内容、日本の民はかつての南朝ユ

の代わりに
「ヤラド」
（ヨルダン川の古名）
を差しかえて唄うこともある。か

ダ国の子孫であり、天皇家はダビデ王朝の末裔であるとの論調を裏付ける

れらは、
昼は雲の柱、
夜は火の柱に導かれつつこう唄った。

ものであることが分かると思います。

ナアニァッハアド
ナニァッハアド

ヤーラ

ヤウ

ナサレヤエーテ

民の先頭にエホバ進み給え
ハサーイル

民の行く手にエホバ悪魔を

追い払い給う
ナーニァッハアド

ヤーラ

ヤウ

民の先頭にエホバ進み給え

この民謡は降って西暦紀元前千年のダビデ王時代になると、改作されて「ユ
ダ民族」
「ダビデ」
「イダデヤ」
（ソロモン）
その仇敵「ハダデ」「ハダデゼル」
の固有名詞が飛び出して来て多種多様な歌詞となる。更にこのイスラエル
の国歌が日本へ移植せられて日本建国の歌に転用され、蝦夷（ヒビ人）アエ
ノ族名、
エノ王族名、
神武天皇の御名であるサノ
（狭野）イハレ（伊波札、磐
余）
の固有名詞が差しかえられて唄われる。
私はこの発見と研究を発表したため、
種々の論争を展開させたがその記録
を保存するつもりでここに書きとどめたのがこの章となった。
（１９５１年１２月２５日）

ナギアド・ヤラの踊り

―引用終わり―
この記述のように、日本には多くのイスラエル、ユダと似た習慣がある
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１５. 天皇家とダビデ王朝との関係を
語った川守田博士
日本の天皇家とイスラエルダビデ王朝とが関係あるなどと言うと、荒唐
無稽（こうとうむけい）な話に聞こえるかもしれませんが、まったく根拠
のない話ではありません。また、今まで誰も語ったことのない話でもあり
ません。前述の川守田博士がこのことをすでに述べています。
博士の書いた「日本ヘブル詩歌の研究」上巻、
八幡書店の序文において、
「わが皇室はイスラエルの大王ダビデの永遠の位を踏襲している」と記載
しています。
そしてさらに、彼は当然のように、日本はイスラエルの失われた１０部
族の末裔ではなく、南朝ユダ族の末裔であることを述べています。
同博士はヘブル語の研究者として、日本に残る民謡の中にヘブル語のこ
とばが残っていることを研究しました。
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