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３章　天皇家とダビデ王朝との多くの類似点

この章では、ダビデと天皇家との類似点を見てみましょう。
もし、天皇家が本当にダビデの子孫であるなら、これらの２者の間にある

程度は類似点があるはずです。その類似点があるかどうかをここでは確認し
たいと思っているのです。

ダビデの生涯を見る時、その大きな特徴は、彼が神により選ばれ、王とな
ったこと、それゆえ彼が神に仕えることにおいて非常に忠実であったことで
す。

人は自分を取り立ててくれたり、出世させてくれたりした人に対しておの
ずから感謝の念を持つものです。

ダビデに関しては、彼を一介の羊飼いの身から取り上げ、王に任じたのは
神ご自身だったので、彼は死ぬまで神に仕え、神に忠実な人生を送りました。

また、彼の人生の救いは、他でもない神ご自身でした。
以下の詩篇のダビデの歌を見てください。
彼がいかにこの神を自分の救いとし、助けとしたかが分かるでしょう。

詩篇１４２: １ー７

ダビデのマスキール。彼が洞窟にいたときに。祈り

１. 私は主に向かい、声をあげて叫びます。声をあげ、主にあわれみを請いま

す。

２. 私は御前に自分の嘆きを注ぎ出し、私の苦しみを御前に言い表わします。

３. 私の霊が私のうちで衰え果てたとき、あなたこそ、私の道を知っておられ

る方です。私が歩く、その道に、彼らは、私に、わなを仕掛けているのです。

 １. ダビデと天皇家の類似点①
    　「神に仕えることを重要視する」

４.私の右のほうに目を注いで、見てください。私を顧みる者もなく、私の逃

げる所もなくなり、私のたましいに気を配る者もいません。

５. 主よ。私はあなたに叫んで、言いました。「あなたは私の避け所、生ける

者の地で、私の分の土地です。

６. 私の叫びに耳を留めてください。私はひどく、おとしめられていますか

ら。どうか、私を迫害する者から救い出してください。彼らは私よりも強い

のです。

７. 私のたましいを、牢獄から連れ出し、私があなたの御名に感謝するよう

にしてください。正しい者たちが私の回りに集まることでしょう。あなたが

私に良くしてくださるからです。」

「彼が洞窟にいたときに。」と、この詩の題に書かれていますが、それは
彼が観光で鍾乳洞の洞窟にいたというわけではありません。

そうではなく、彼ダビデはその王位に着く前、その前の王サウルにより
妬まれ、憎まれ、その命を狙われ、追いかけられ、イスラエルの国中、逃
げ回っていたのです。

自分の住む家もなく、洞窟の中にまで逃げていました。その時に作った
のがこの歌なのです。

彼が、「私は御前に自分の嘆きを注ぎ出し、私の苦しみを御前に言い表
わします。」と歌った時、儀式として、また、劇の演目として会衆の前で
歌ったのではなく、そうでなく、逆に自分の命を救ってくださる唯一の救
いとして神に真剣に祈り求めて歌ったのです。

そのようなわけで、神に仕えることはダビデにとって普通のことであり、
もっとも大事なことでした。そしてそれゆえ、ダビデの血を引くダビデ王
朝においては、このことが大事な事柄として引き継がれていたように思わ
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れます。

前述したように、宮中には多くの祭儀があります。
祭儀とは、すなわち神に仕える儀式であり、その形、神に仕えるという

形は今に至るまで天皇家に伝わっています。

これはこの点において、天皇家がダビデの血筋を継ぐ王朝であることを
示す大きなポイントであると思われます。

宮中の祭儀 : ダビデが神に仕えたように、日本の皇室の大きな役目も神への祭儀である

このことは、もう何度も書きましたが、ダビデ王、また、ダビデ王朝の
大きな特徴は、神が特別に、その王朝が代々続くことを約束した王朝であ
るということです。神はイスラエルの最初の王、サウルにはそのような約
束を行いませんでした。逆に彼は神に逆らい、背き、結果、彼の王朝はす
みやかに滅ぼされてしまいました。

しかし、それに反して神はダビデに関しては、イスラエルのどの王とも
異なって、特別にその王朝が続くことを約束しています。以下のダビデの
ことばの通りです。

Ⅰ列王記２: ４

４. そうすれば、主は私について語られた約束を果たしてくださろう。すな

わち『もし、あなたの息子たちが彼らの道を守り、心を尽くし、精神を尽くし

て、誠実をもってわたしの前を歩むなら、あなたには、イスラエルの王座か

ら人が絶たれない。』

イスラエルの王座から人が断たれないと、ここで書かれているように、
イスラエルの全土を通して正統な王朝とは、じつは一つであり、それは南
ユダ国に伝わるダビデの王朝のことなのです。

そしてそれはここで約束されているようにダビデの家系が続く、その血
筋が延々と続くとの約束なのです。

そしてそれは日本で言う万世一系のことであり、日本の天皇家が延々と
守り続けている万世一系のそのルーツはダビデにあるのです。

 ２. ダビデと天皇家の類似点②
    　「万世一系の王族」
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日本の天皇家はご存知のように万世一系であり、このような同じ血筋が
２６００年も続いている、ということは、全世界を見渡しても似た例がま
ったく見当たりません。

そして日本では、このような由来、聖書に書かれた由来を知っているわ
けでもないのに、なぜかその歴史の中でこのことは確固として守られ、歴
代の将軍も権力者も、このことに関して干渉も妨害も行うことができませ
んでした。

武家の将軍が鎌倉に建てられた時も、また、秀吉が大阪で日本を支配し
た時も、徳川家康が江戸で全国を支配した時も、天皇家の万世一系には何
の変化もありませんでした。そしてそれは今でも同じです。

神がダビデに約束したダビデの子が王となる、との約束は、今でもこの
国で守られているのです。

かくのごとく万世一系を守り続けるとの点で、たしかにダビデと天皇家
とには、類似点があります。

今生天皇 : ダビデに約束された万世一系の約束は日本の天皇家において実現している

ダビデがその生涯で行った特徴的なことは前述のように、歌を作ったと
いうことです。その上、彼は楽器も弾きましたので、今で言えばシンガー
ソングライターみたいな人だったのです。

彼の歌は聖書の中、特に詩篇の書に沢山納められています。
その歌の一つ一つを見る時、彼が神に対して忠実に仕える人であったこ

とが分かります。たとえば、以下の歌です。

 ３. ダビデと天皇家の類似点③
    　「歌を作る」
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詩篇１４: １ー７

指揮者のために。ダビデによる

１. 愚か者は心の中で、「神はいない。」と言っている。彼らは腐っており、忌

まわしい事を行なっている。善を行なう者はいない。

２. 主は天から人の子らを見おろして、神を尋ね求める、悟りのある者がい

るかどうかをご覧になった。

３.彼らはみな、離れて行き、だれもかれも腐り果てている。善を行なう者は

いない。ひとりもいない。

４. 不法を行なう者らはだれも知らないのか。彼らはパンを食らうように、

わたしの民を食らい、主を呼び求めようとはしない。

５. 見よ。彼らが、いかに恐れたかを。神は、正しい者の一族とともにおられ

るからだ。

６. おまえたちは、悩む者のはかりごとをはずかしめようとするだろう。し

かし、主が彼の避け所である。

７. ああ、イスラエルの救いがシオンから来るように。主が、とりこになった

御民を返されるとき、ヤコブは楽しめ。イスラエルは喜べ。

ダビデは上記の詩篇のことばで、“愚か者は心の中で、「神はいない。」
と言っている。彼らは腐っており、忌まわしい事を行なっている。善を行

なう者はいない。”と歌いました。

彼は神がいない、ということを本気で信じたり、論じたりする人々は愚
か者である、と語っているのです。

このことはたしかであり、大いに同意させられる事柄です。

聖書の他の箇所では目に見えないが、しかし、存在する神に関して以下
のように書かれています。

ローマ人への手紙１: １８ー２０

１８.というのは、不義をもって真理をはばんでいる人々のあらゆる不敬虔

と不正に対して、神の怒りが天から啓示されているからです。

１９.なぜなら、神について知りうることは、彼らに明らかであるからです。

それは神が明らかにされたのです。

２０.神の、目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は、世界の創造

された時からこのかた、被造物によって知られ、はっきりと認められるので

あって、彼らに弁解の余地はないのです。

ここでは、「神の、目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は、
世界の創造された時からこのかた、被造物によって知られ、はっきりと認

められる」、すなわち神はたしかに目に見えないが、しかし、その神が創
造した被造物 : 鳥、馬、花、虫、海、自然などを通してはっきりと神がお
られることも、どのような方であるかを知ることができるのであって、神
が目に見えないから信じられないなどとは弁解の余地がない、と語られて
いるのです。

会ったことのない人でも、その人が書いた文章や作った作品を通してそ
の人を理解できます。スティーブ・ジョブズは、マッキントッシュのコン
ピューター製作者として有名な人です。私もマッキントッシュのコンピュ
ーターを２０年以上使用しており、今、この原稿もマックで打っています。
失礼ながら、Ｗｉｎｄｏｗｓと比べると使いやすく安定していて、直感的
で分かりやすいコンピューターだといつも思っています。

彼、ジョブズには会ったことはないのですが、しかし、彼がこのコンピ
ューターを作る時、どんなことを優先していたのか、分かりやすい直感的
なコンピューターを作った彼の心遣いが理解できるような気がするので
す。
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さて、これはコンピューターのことです。ご存じのようにコンピュータ
ーは人間の脳の機能に似ており、人間の頭脳はどんなコンピューターより
も優秀です。今、優秀なコンピューターはメガならぬ、ギガ、テラ単位の
記憶容量がありますが、記憶容量一つとっても人間の頭脳にはかないませ
ん。実際、人間の脳は生まれて以来、死ぬまでの出来事のデータをみな、
この小さな頭脳の中に貯蔵できます。

文字のみならず、画像も記憶し、いつでも取り出せるのです。

コンピューターのＯＳの場合だと、バージョンアップが必須です。
ＷｉｎｄｏｗｓのＯＳだと、Ｗｉｎｄｏｗｓ ９５、 ９８、ミレニアム、 

ＸＰ、Ｖｉｓｔａ、７’と頻繁にバージョンアップしています。
フロッピーだのＣＤだのＤＶＤだの、新しい媒体や機能がアップされる

たびにＯＳのバージョンアップをしなければ対応できないからです。しか
し、我々の頭脳のコンピューターに関してはバージョンアップなどなくて
も、どのような場面でも対応できるのです。

普通に歩く時も対応できるし、科学が進歩して自動車を運転する時も、
また、飛行機に乗る時も、さらにロケットに乗る時にも、このコンピュー
ター、すなわち人間の頭脳で対応できるのです。

逆に言うと、人間の頭脳は将来を見越し、すなわち人間がいずれ自動車
や飛行機、ロケットに乗る日をも見越して設計されていることが分かるの
です。そしてそれは、神にしかできないことなのです。

私がジョブズに会ったことがないように、皆神に会ったこと、見たこと
はないのですが、しかし、神の作られたもの、創造されたものはいつも見
ています。神の作られたこの脳の機能一つ見ても、その神の能力の優秀さ、
配慮などは大いに理解できるのです。

さて、話が少しずれましたが、ダビデはかくのごとく、いくつも歌を作

りました。

さて、日本の天皇家でも歌を作る習慣が代々続いています。毎年、年の
始めには天皇家主催で歌会始めという会さえ催されます。

ウィキペディアによれば、現在の歌会始めの概要は以下の通りです。

―以下引用―

「歌会始め、現在の概要」

例年、一定の題にしたがって（兼題の歌会）国民からの詠進歌を募集してい

ます。（９月３０日頃が締め切り）応募された詠進歌の中から選者によって

選出された「選歌」の詠進者は皇居に招聘され、宮殿松の間における歌会始

の儀にて詠進歌が披講（＝読み上げること。披講は綾小路流で行われます。）

される他、官報の皇室事項欄及び新聞等にも掲載されます。選歌にならな

かった場合も、佳作として新聞等に掲載されるものもあります。

歌会始の儀では、まず、天皇皇后の御前で東宮以下の詠進歌が以下の順で披

講されます。

講師が「年の始めに、同じく、（お題）ということを仰せ事に依りて、詠める

歌」と言い、披講が始まります。

選歌（１０首、詠進者の年齢の低いものから。歌に先立ち、都道府県名と氏名

〔氏と名の間に「の」を入れる〕が呼称されます。）

選者の詠進歌（選歌を選出する選者のうち代表１人）召人（めしうど―特に

天皇から召された者、毎年１名）の詠進歌皇族（三后並びに皇太子及び皇太

子妃を除く）の詠進歌（代表１人。歌に先立ち、親王は「―のみこ」、親王妃は

「―のみこのみめ」、内親王は「―のひめみこ」と呼称される）東宮妃（ひつぎ

のみこのみめ―皇太子妃）の詠進歌東宮（ひつぎのみこ―皇太子）の詠進歌。

以上の者は自らの歌の披講の際は起立し、天皇に一礼する慣わしです。
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その後、「皇后宮御歌」（きさいのみやのみうた―皇后の歌）が２回、「御製」

（おほみうた―天皇の歌）が３回、繰り返して講ぜられる（皇太后が健在時に

は、皇后宮御歌に先立って「皇太后宮御歌」（おほきさいのみやのみうた）が

講ぜられます。

なお、皇太后宮御歌、皇后宮御歌、御製が講ぜられる直前には、まず、講師が

その年のお題を読み上げ、「…ということを詠ませ賜える御製（おおみう

た）」などと講師が言うと、天皇以外の出席者が全員起立して御製を拝聴す

るのが慣わしとなっています。

これらの歌を講ずる披講所役は、司会にあたる読師（どくし・１人）、最初に

節を付けずに全ての句を読み上げる講師（こうし・１人）、講師に続いて第

１句から節を付けて吟誦する発声（はっせい・１人）、第２句以下を発声に

合わせて吟誦する講頌（こうしょう・４人）からなる。これらの所役は「披講

会」という団体に属する旧華族の弟子が宮内庁式部職の嘱託として務めま

す。

歌会始の模様は、ＮＨＫの総合テレビ［６］で全国に生中継され、当日の

ニュースでもその模様や御製・皇后宮御歌・詠進歌が紹介されます。

披講所役による朗詠そのものの持つ「質的な魅力」に加え、各地の国民の詠

進歌が披露されるという全国大会のような興味、また、天皇・皇后をはじめ

皇族の詠進歌には、心情・近況が示唆されることもあり、注目を浴びる宮中

行事の一つです。

―引用終わり―

この記事から分かることは、皇族はみな、その年の題にならって歌を作
られること、さらに国民一般からも歌を募集する、ということです。

ダビデは歌の人であり、その子孫と思われる日本の皇族の方々もみな、
歌を作る人々なのです。ここにも不思議な一致があります。

さて、さらに一般の国民から歌を募集する、というスタイルですが、こ
のスタイルは日本においては、古くは万葉集の昔から守られています。

万葉集には天皇から庶民まで、５００人もの人が歌を歌っています。
同じパターン、王も庶民も同じ歌集に歌を掲載されるというパターンは、

じつは聖書にもあり、それは聖書、詩篇の中で行われています。というよ
り、この習慣は恐らく聖書が原形なのでしょうが。

詩篇には、主に王であるダビデの歌、さらにソロモンの歌、それと共に
それ以外の人々の歌も含まれています。

ですからダビデも歌の人であり、また、日本の天皇家においても歌を作
る習慣が延々と続けられている、さらに歌の選集には一般の人の歌も含ま
れる、これらの点においてもこれらの両者には類似点があるのです。

歌会始め : ダビデは歌の人であり、それは天皇家にも引き継がれている
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ダビデのもう一つの特徴は音楽、楽器を奏でる人ということでしょうか。

このことは前述の歌とも関連します。楽器を奏でて歌を歌うわけですか
ら。

聖書には、彼が琴を弾く人であったことが書かれています。以下の通り
です。

Ⅰサムエル記１６: ２３

２３. 神からの悪い霊がサウルに臨むたびに、ダビデは立琴を手に取って、

ひき、サウルは元気を回復して、良くなり、悪い霊は彼から離れた。

この当時、まだ若かったダビデは当時の王であるサウルから召し抱えら
れ、そのもとで竪琴を弾いていました。

サウル王のもとに悪い霊が下るのですが、ダビデが竪琴を弾くたびに、
その悪い霊が王から離れることが書かれています。この記述のように、音
楽とはたしかに霊的なものなのです。

神の霊からの音楽や演奏は悪い霊からの解放を与えるでしょうが、しか
し、反面、悪い霊からの音楽は人を霊的に悪くさせます。

例としては、ロック音楽を見れば分かります。

ロックを好きな人もいるでしょうから悪く言うと語弊があるかもしれま
せんが、牧師としては語らないわけにはいきません。

医者が患者に嫌われても、体に悪いたばこ、酒は悪いと言うように、牧

 ４. ダビデと天皇家の類似点④
    　「音楽」

師は霊的に悪いものは、悪いと言う義務があると思っているのです。

ロックはサタン礼拝やら不道徳、暴動などを奨励しますが、こんな音楽
にかかわり、このようなロックの霊にかかわると、ろくなことなど起きる
はずがありません。

そもそもロックスターは、早死にします。
ロックスターの「早すぎる死」は、珍しいことではないのです。ジミ・

ヘンドリックス、ジャニス・ジョプリン、ジム・モリソンら「３Ｊ」しか
り、シド・ヴィシャスしかり、ジョニー・サンダースしかり、ブライアン・
ジョーンズ、マーヴィン・ゲイ、フレディ・マーキュリー、ジョン・レノ
ン、そしてマイケル・ジャクソン・・・と枚挙に暇がないのです。

ジョン・レノンのように他人に殺される人もいるし、自分で絶望して死
んでしまう人もいます。たとえば、カート・コバーンです。

―以下、ウェブサイト『カート・コバーンの遺書を詠む』より引用―

“衝撃的なデビュー・アルバムと、エキセントリックな言動で大衆的成功を

収めたカート・コバーン。しかし、それは自分がもっとも忌み嫌う＜スター＞

＜偶像＞への階段だった・・・。とは言うものの、９２年には女優で歌手で

もあるコートニー・ラブと結婚し、「９０年代のシド・アンド・ナンシー」と

称され注目される。こういう騒がれることが分かり切っている、確信的な行

動をしておきながら、彼はプライバシーの欠如やマスコミが報道する無数の

ゴシップに怒り狂った。その怒りと苦悩は９３年発表のセカンド・アルバム

「イン・ユーテロ」に詰め込まれた。これが前作よりも過激で、内向的で絶望

的で、本人いわく「売れないように作った」というほどの怒りに満ち満ちた

問題作だったにも拘わらず、又もや全米ナンバー・ワンを獲得。ますますス
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ター街道一直線。

売れたくないのに、スターにはなりたくないのに、世間は騒がしたい、注目

されたい・・・自己矛盾とジレンマに陥った彼はドラッグに溺れ出し、そ

の行動も痛々しいくらい不可解になっていった。

　

自分はもうずっと長いこと、音楽を聴くことにも、曲を作ることにも、何か

を書くことにも、喜びを感じなくなってしまった。たとえば、ステージ裏に

戻って、ライトがすべて消えたあと、熱狂的な聴衆の絶叫も、聴衆の愛と崇

拝を喜び楽しんでいたフレディ・マーキュリーが感じたように喜び楽しむ

ことはできなかった。フレディ・マーキュリーみたいにできるのは、本当に

立派だし羨ましいと思う。

自分だってみんなに嘘をつくのは嫌だ。ただの一人も騙したくない。自分が

考えるもっとも重い罪とは、１００％楽しいのだと嘘をつき、ふりをして、

人を騙すこと。そう、時々ステージに出て行く前にタイムカードでも押して

いるかのような気分にかられていたんだ。そして９４年の３月、鎮静剤の過

剰摂取で入院するが、脱走。　　

同年４月、自宅で猟銃自殺を遂げる。”

―引用終わり―

かくのごとく音楽は霊的なものであり、そしてそれが、神や道徳に反旗
を翻すロックの音楽だったりすると、それを用いる人にも影響を与え、ろ
くでもない結果になるのです。

さて、話を戻しますが、このようにダビデは音楽の人、楽器の人でした。
下記の聖書、詩篇の中には、ダビデと関連して歌や楽器の記述が出てき

ます。
たとえば、以下です。

詩篇４: ０
０. 指揮者のために。弦楽器に合わせて。ダビデの賛歌

詩篇５: ０
０. 指揮者のために。フルートに合わせて。ダビデの賛歌

詩篇６: ０
０. 指揮者のために。八弦の立琴に合わせて。ダビデの賛歌

さて、日本の皇室、宮中にも音楽が雅楽として長年用いられてきました。
以下の記述を見てください。
ウェブサイト「雅楽的音楽研究書」より、引用。

―以下引用―

平安時代の貴族たちは儀式や行事に明け暮れていましたが、節会（せち
え）・宴（うたげ）・といった行事を行うたびに、雅楽が演奏されていまし
た。楽曲のほとんどは、その曲自体の意味を持たないにもかかわらず、そ
れぞれの節会にはこの曲、宴にはこの曲と定められている場合が多かった
ようです。それらを少し紹介します。

一月（睦月）のみ紹介します。

「宮中行事と雅楽」

●元正（がんしょう）・・・元旦節会とも言います。楽の調子は双調です。曲

は「胡飲酒破」（こんじゅのは）・「酒胡子」（しゅこうし）の二曲を立楽（た

ちがく・節会の時、楽人が庭に立ったまま演奏すること）を必ず奏していま
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した。

●白馬節会（あおうまのせちえ）・・・正月七日、天皇が左右馬寮（さうめりょ

う）の引く「あおうま」を見る儀式。嵯峨天皇の時から儀式として、整うよう

になったようです。平安末期より儀式は衰退してゆき、応仁の乱以降は途絶

えて、代わって七草の節会が盛んになりました。

調子は平調で、曲は「三台塩急」（さんだいえんのきゅう）と「鶏徳」（けいと

く）を毎年奏していました。

●上元（じょうげん）・・・中元、下元と共に三元の一つで正月十五日を指

します。いわゆる七種粥の日ですが、昔は草ではなく、米や大豆など、七種類

の穀物だったようです。 「平調の中から四・五曲を用いる」とあって特定

の曲はありません。

●踏歌節会（とうかのせちえ）・・・天皇が紫寝殿（ししんでん）で踏歌を観

て、そのあと五位以上の群臣（いわゆる貴族）に宴をたまわった行事。立楽と

舞楽の両方あり、 立楽は「賀殿急」（かでんのきゅう）・「酒胡子」（しゅこ

うし）又は「胡飲酒」（こんじゅ）。舞楽は、「振鉾」（えんぶ）・「万歳楽」（ま

んざいらく）・「延喜楽」（えんぎらく）・「桃李花」（とうりか）・「登殿楽」（と

うてんらく）・「陵王」（りおう）・「納曽利」（なそり）の七曲で、退出音声（ま

かでおんじょう・舞人が退出するときに奏する曲）には、「長慶子」（ちょう

げいし）を奏していました。

●賭弓（のりゆみ）・・・朝廷で正月十八日に、近衛（このえ）・兵衛（ひょうぶ）

の舎人の弓射を試みる（競う）儀式です。儀式が終わったあと、勝った方の大

将の邸で行われる饗宴を、賭弓の還饗（のりゆみのかえりあるじ）と言いま

す。舞楽だけで、「陵王」（りおう）・「納曽利」（なそり）を奏していました。

―引用終わり―

上記のように、宮中の行事と共に雅楽が用いられてきたようです。

このことは、ダビデが神への礼拝と共に楽器を用いていたことに似てい
ます。そういうわけでかくのごとく、音楽、楽器を礼拝に用いるという点
においても、ダビデ、天皇家には類似点があることが分かるのです。

雅楽 : 竪琴を弾くダビデの音楽の習慣は皇室にも雅楽として残っている
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ダビデの生涯でさらに特徴的なことは、彼が勇士であり、戦いの人であ
ったことです。前述のゴリヤテとの一騎討ちのように、ダビデの経歴は華
麗な戦績、勝利の歴史に満ちています。

彼がサウル王の娘と結婚し、王の婿となる、という時です。
持参金として敵軍、ペリシテ人の陽の皮１００人分を要求された彼は、

あっさりと２００人分の皮を用意します。以下の記述を見て下さい。

Ⅰサムエル記１８: ２０ー２７	

２０. サウルの娘ミカルはダビデを愛していた。そのことがサウルに知らさ

れたとき、サウルはそれはちょうどよいと思った。

２１. サウルは、「ミカルを彼にやろう。ミカルは彼にとって落とし穴となり、

ペリシテ人の手が彼に下るだろう。」と思った。そこでサウルはもう一度ダビ

デに言った。「きょう、あなたは私の婿になるのだ。」

２２. そしてサウルは家来たちに命じた。「ダビデにひそかにこう告げなさ

い。『聞いてください。王はあなたが気に入り、家来たちもみな、あなたを愛

しています。今、王の婿になってください。』」

２３. それでサウルの家来たちは、このことばをダビデの耳に入れた。する

とダビデは言った。「王の婿になるのがたやすいことだと思っているのか。

私は貧しく、身分の低い者だ。」

２４.サウルの家来たちは、ダビデがこのように言っています、と言ってサウ

ルに報告した。

２５. それでサウルは言った。「ダビデにこう言うがよい。王は花嫁料を望

んではいない。ただ王の敵に復讐するため、ペリシテ人の陽の皮百だけを望

 ５. ダビデと天皇家の類似点⑤
    　「戦いの人」

んでいる、と。」サウルは、ダビデをペリシテ人の手で倒そうと考えていた。

２６. サウルの家来たちが、このことばをダビデに告げると、ダビデは、王の

婿になるために、それはちょうどよいと思った。そこで、期限が過ぎる前に、

２７. ダビデは立って、彼と部下とで、出て行き、ペリシテ人二百人を打ち殺

し、その陽の皮を持ち帰り、王の婿になるためのことを、王に果たした。そこ

でサウルは娘ミカルを妻としてダビデに与えた。

注 : 陽の皮とは、男性器の包茎の皮のこと。

ダビデを嫉妬し、疑いの目で見るサウル王は、敵であるペリシテ人の陽
の皮を要求することで彼を殺そうとしたのですが、ダビデはあっさりと敵
の陽の皮を持ち帰り、それも２倍の数を持ち帰り、王の娘をもらうにふさ
わしい勇者であることを自ら示しました。

このことにかぎらず戦いに挑み、連戦連勝の勇者の歩み、それがダビデ
の生涯の大きな特徴です。

日本の天皇はどうかと言うと、現代はいざしらず、古事記に見る天皇は
勇ましい戦いの人であり、自ら戦いに赴く勇ましい人々だったようです。

―以下ｆｆｏｒｔｕｎｅ . ｎｅｔ「崇神天皇」の項より引用―

時代の流れを追いかけていくと、崇神天皇・垂仁天皇の２代で福島県から

広島県付近まで勢力を拡大したあと、垂仁天皇の子供の景行天皇の時代に

今度はヤマトタケルが出て、九州・出雲・関東に遠征します。そしてヤマト

タケルの嫁にあたる神功皇后が朝鮮半島にまで兵を進め、その神功皇后の

子の応神天皇が畿内で安定政権の樹立に成功します。崇神天皇から応神天

皇までは大和朝廷の戦いの歴史であり、「初めて国を治めた天皇」が「和国に
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君臨する大王」に成長する記録でもあります。

―引用終わり―

ですから戦いに臨む王という点においても、ダビデと天皇家との間には、
たしかに類似点があります。

軍服の明治天皇 : ダビデは戦いの人であり、その戦いの習慣は天皇の歴史に残る

ダビデのことをさらに言うと、彼は死者のために身を汚さない、という
規定を守っていたはずです。それはダビデだから、ということではないの
ですが、彼もイスラエル、ユダの民の一人ですから当然、その民として当
時の聖書の規定を守っていたはずです。そして聖書は、死者のために自分
の身を汚さないことを以下のように規定しています。

民数記６: ６ー８

６. 主のものとして身を聖別している間は、死体に近づいてはならない。

７.父、母、兄弟、姉妹が死んだ場合でも、彼らのため身を汚してはならない。

その頭には神の聖別があるからである。

８. 彼は、ナジル人としての聖別の期間は、主に聖なるものである。

レビ記２１: １ー４

１. ついで主はモーセに仰せられた。「アロンの子である祭司たちに言え。

彼らに言え。縁者のうちで死んだ者のために、自分の身を汚してはならな

い。

２. ただし、近親の者、母や父、息子や娘、また兄弟の場合は例外である。

３. 近親の、結婚したことのない処女の姉妹の場合は、身を汚してもよい。

４. 姻戚の縁者として身を汚し、自分を冒涜することになってはならない。

民数記１９: １３

１３. すべて死んだ人の遺体に触れ、罪の身をきよめない者はだれでも、主

の幕屋を汚す。その者はイスラエルから断ち切られる。その者は、汚れをき

よめる水が振りかけられていないので、汚れており、その汚れがなお、その

 ６. ダビデと天皇家の類似点⑥
    　「死者のために身を汚さない」
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者にあるからである。

これらの規定の中には、祭司やナジル人の規定も含まれており、厳密に
は祭司でもナジル人でもないダビデには適用できないのですが、なにしろ
死者のために身を汚さない、ということが聖書の教えであることはよく分
かるでしょう。ダビデも当然このこと、死者のために身を汚さない、とい
うことを心に留めて生活していたことは大いに想像できます。

さて、一方、天皇家ですが、同じように、死者のために身を汚さないと
いう教えが今でも残っています。

近年、高円宮様、すなわち陛下の弟である三笠宮崇仁親王の三男である
宮様がご逝去された時も、天皇陛下はその葬儀に出席されなかった、とお
聞きしました。

その解説として私の記憶では、ラジオが、「昔からの習慣に従い、陛下は、
葬儀に出席されなかった」、そんなことを語っていた記憶があります。

さて、このことは普通の世間の感覚では、「近親の葬式にも出席しない
なんて」ということで非難の対象にされてしまうかもしれないことなので
すが、天皇家がダビデ王朝の末裔であり、ダビデ以来の習慣を堅く守って
いる家であるなら、当然のように起こり得ることだと、私には思えました。
その理由は、ダビデに連なるイスラエル、ユダの民に対して前述のように
聖書は、「死人により、身を汚す」ことを明確に禁じているからです。そ
ういうわけでこの場合、天皇陛下はダビデ以来の教えに忠実に従っている
のであって非難されるいわれはない、ということになります。

かくのごとく死人により身を汚さない、ということに関しても、ダビデ

と天皇家には類似点があることが分かります。

さて、もう一つの類似点ですが、服のことです。
聖書の記述によると、ダビデの時代、王の娘が着るのに特別な服があっ

たことが分かります。以下の記述を見てください。

Ⅱサムエル記１３: １８

１８.彼女は、そでつきの長服を着ていた。昔、処女である王女たちはそのよ

うな着物を着ていたからである。召使は彼女を外に追い出して、戸をしめて

しまった。

この箇所は、ダビデの娘、美少女タマルに関する記事です。
ここに書いてある、袖付の長服という着物、これこそ当時、王の未婚の

娘たちが着ていた特別な服だったのです。

さて、日本では、未婚の女性は振り袖の着物を着ます。
この振り袖を既婚の人が着れば、場違いに思う風習が残っています。
なぜなのか？その理由は上記聖書の記述、未婚の王女が袖付の長服、す

なわち振り袖を着たという記述に帰します。

この日本の振り袖こそ、上記未婚の王女、タマルが着た袖付の長服なの
です。

今は皇室といわず、庶民の娘でも着る振り袖ですが、平安時代などは皇

 ７. ダビデと天皇家の類似点⑦
    　「王女の服、振り袖」
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族、貴族などが着ていたものです。

そういうわけでダビデの王朝の習慣が日本に今でも残っていること、そ
の類似点があることが分かります。

振袖 : 振袖は王族の未婚の娘が着る衣服だった

 

聖書に記述されたダビデの特徴、そのもう一つは、彼が何人もの妻を持
ったことです。

最初の妻だったサウルの娘ミカル、さらに業突く張りな男、故ナバルの
妻だったアビガイル、さらに、これはよくないことですが、忠臣ウリヤか
ら奪った妻バテ・シェバなど、何人もの妻がいました。

さらに側室も１０人ほどはいたようです。そんなに何人もの奥さんを持
つなんて不謹慎だという考えもあるでしょうし、複数の妻を持つなど、今
ではとんでもないことなのでしょうが、しかし、良くも悪くも彼が何人も
の奥さんを持っていたのはたしかです。

私は牧師なので、沢山の妻を持つことは正しいと、ダビデの擁護はでき
ないのですが、しかし、奥さんが沢山いたり、妾（めかけ）が沢山いると、
少なくとも一つは良いことがあります。特にダビデのように万世一系、そ
の血筋が絶えないことを神から約束され、至上命令のように血筋を絶やさ
ないことを語られている人物にとっては。

何を言っているのかと言うと、子孫が絶える心配をする必要がない、と
いうことです。

奥さんがたった一人なら、その奥さんが不妊で子宝に恵まれなければ、
それだけで子孫は絶えてしまいます。しかし、奥さんが多数いて、その上、
妾（めかけ）までいれば、その女性たちとの間に何人かの男の子が生まれ
るでしょうし、その中から一番出来の良さそうな息子を王の世継ぎにすれ

 ８. ダビデと天皇家の類似点⑧
    　「何人もの妻」
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ば良いので、子孫が絶える心配をする必要がありません。

そういう意味合いで、単純に子孫の種を絶やさない、もしくは子種のセ
ーフティーネットを持つという視点から考えるなら、ダビデのような結婚
形態は、じつは子種の安定ということでは、安全な方法だと言えるかと思
います。

もちろん一人の男子が一人の女性と添い遂げるという結婚の定義から考
えると、ロマンチックのかけらもない言い方で恐縮なのですが。

このような結婚の形式、複数の妻を持ったり、側室を持ったりするとい
う形式は、じつは日本の天皇家では代々守られてきました。

昭和天皇が「皇室から、側室制度を廃止する」という英断をされた、と
いうことを聞きましたが、逆に言うと昭和以前まで、つい最近まで、この
側室制度は代々天皇家で守られてきたのです。そして道徳的なことは別と
して、その時代まで天皇の世継ぎがなくなる、などということはあまり心
配しないで良かった時代が続いたのです。

そういう意味合いで世継ぎの心配、という意味合いで言うと、今の皇室
は不安定と言えるかもしれません。

今の皇太子様、雅子様ご夫妻のように、女のお子様だけだとそのまま天
皇の子種が途絶えてしまうからです。

しかし、よくしたもので、神様はやはりダビデとの約束を守っておられ、
秋篠宮様に男のお子様、悠仁様が生まれました。

とりあえず、しばらくは安定です。
このように、しばらくは男系が絶える心配はありません。
それなのに何を間違えたのか、最近言われているように女系天皇だの、

女性宮家の創設などと、とんでもない方向に話を持っていくべきではあり

ません。

ダビデ王朝の存続とは、ダビデの血を引く男系の王が継続していくこと
であり、実際ダビデ王朝の歴代の王は、途中で割り込んで来た悪女アタル
ヤ（数年で殺され、その後、ダビデの血筋に王座は復帰）を除いて、みな
男性の王です。日本の天皇家の歴史も同じであり、天皇は、みな男性が占
め、男系が継続してきたのです。途中で女性が天皇になっても、それはあ
くまで例外、ピンチヒッターのようなものであり、天皇在位中は女性が結
婚することはせず、他の血を天皇家に入れることは決してなかったのです。

女性宮家を創設して他の男性の血を皇室に入れることは、万世一系の天
皇家の伝統を絶やすことになり、ひいては聖書の神のダビデに対する約束
に真っ向から反対する、恐るべき行為なのです。

神を敵に回すつもりなのか？
馬鹿なことを言うべきではありません。

さて、少し話が別の方向にいったようですが、複数の妻を持つという点
においてもダビデと天皇家には類似があることが分かったと思います。
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ダビデの妻バテ・シェバ : ダビデには何人もの妻がいた

ダビデの生涯の特徴、その別の点は、ダビデが神殿の建設に取り組んだ
ということです。これは前述した通りです。

しかし正確に言うと、神殿建設を実際に行い、これを実施したのはダビ
デの子、ソロモンであり、神殿が完成したのはソロモンが王を引き継いで
からのことです。ダビデと神殿建設に関しては以下の記述があります。

 ９. ダビデと天皇家の類似点⑨
    　「神殿を建設する」

Ⅰ歴代誌２８: １ー５

１. さて、ダビデはイスラエルのすべてのつかさ、すなわち、各部族のつかさ、

王に仕える各組のつかさ、千人隊の長、百人隊の長、王とその子らが所有し

ている財産、家畜全体の係長たち、宦官たち、勇士たち、つまり、すべての勇

士をエルサレムに召集した。

２. ダビデ王は立ち上がって、こう言った。「私の兄弟たち、私の民よ。私の

言うことを聞きなさい。私は主の契約の箱のため、私たちの神の足台のため

に、安息の家を建てる志を持っていた。私は建築の用意をした。

３. しかし、神は私に仰せられた。『あなたはわたしの名のために家を建て

てはならない。あなたは戦士であって、血を流してきたからである。』

４. けれども、イスラエルの神、主は、私の父の全家から私を選び、とこしえ

にイスラエルを治める王としてくださった。ユダの中から君たる者を選ばれ

たからである。私の父の家はユダの家に属している。主は私の父の子どもた

ちのうちで、私を愛し、全イスラエルを治める王としてくださった。

５. 主は私に多くの子どもを授けてくださったが、私のすべての子どもの

中から、私の子ソロモンを選び、イスラエルを治める主の王座に着けてくだ

さった。

これらの記述のように、ダビデは神の家である神殿建設を志し、その意
志を持っていたのです。

Ⅰ歴代誌２８: ９ー１２

９. わが子ソロモンよ。今あなたはあなたの父の神を知りなさい。全き心と

喜ばしい心持ちをもって神に仕えなさい。主はすべての心を探り、すべての

思いの向かうところを読み取られるからである。もし、あなたが神を求める

なら、神はあなたにご自分を現わされる。もし、あなたが神を離れるなら、神

はあなたをとこしえまでも退けられる。

１０.今、心に留めなさい。主は聖所となる宮を建てさせるため、あなたを選
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ばれた。勇気を出して実行しなさい。」

１１. ダビデはその子ソロモンに、玄関広間、その神殿、宝物室、屋上の間、内

部屋、贖いの間などの仕様書を授けた。

１２.御霊により彼が示されていたすべてのものの仕様書であった。すなわ

ち、主の宮の庭のこと、回りにあるすべての脇部屋のこと、神の宮の宝物倉

のこと、聖なるささげ物の宝物倉のこと、

これらの記述のように、ダビデは神殿建設のための仕様書きを用意し、
さらに資材も用意しました。ですからエルサレムに建設された宮、神の神
殿建設にはダビデの尽力が非常に大きかったのです。

さて、日本の神殿にあたる神社や神宮にも、同じくその建立や建設には
天皇が関係しています。

以下のウェブサイトＴＮＣ百科事典「伊勢神宮」に関する記述を見てく
ださい。

“『日本書紀』垂仁天皇２５年３月の条に、「倭姫命、菟田（うだ）の篠幡（ささ

はた）に祀り、さらにかえりて近江国に入りて、東の美濃を廻りて、伊勢国に

いたる。」とあり、皇女倭姫命が天照大御神を鎮座する地を求め旅をしたと

記されている。内宮起源説話である。この話は崇神天皇６年の条から続いて

おり、『古事記』には崇神天皇記と垂仁天皇記の分注に伊勢大神の宮を祀っ

たとのみ記されている。

移動中に一時的に鎮座された場所は元伊勢と呼ばれている。

なお、外宮は平安初期の『止由気神宮儀式帳』（とゆけじんぐうぎしきちょ

う）［１１］によれば、雄略天皇２２年７月に丹波国（後に丹後国として分割）

の比沼真奈井原（まないはら）から、伊勢山田原へ、せん座したことが起源で

あると伝える。”

この記述から、伊勢神宮の建立には、何人かの天皇が関係していること
が分かるのです。

さて、伊勢神宮のことが出たので、ついでにこの神宮ならではの特徴的
なこと、式年遷宮に関して述べます。

式年遷宮のＨＰには、以下のように記載されています。

―以下引用―

Ｑ . 式年遷宮って何のことですか？

Ａ . 式年遷宮の制度は今から約１３００年前に、第４０代天武（てんむ）天

皇がお定めになり、次の第４１代持統（じとう）天皇の４年（６９０）に皇大

神宮の第１回目のご遷宮が行われました。以来長い歴史の間には一時の中

断（戦国時代）はありましたが、２０年に一度繰り返されて、来る平成２５年

には第６２回目の御遷宮が行われます。

遷宮とは新しいお宮を造って大御神にお遷（うつ）りを願うことで、式年と

は定められた年を意味します。神宮には内宮・外宮ともそれぞれ東と西に

同じ広さの敷地があり、２０年ごとに同じ形の社殿を交互に新しく造り替

えます。また、神様のご装束神宝も新しくされます。

Ｑ . なぜ、２０年ごとですか？

Ａ . なぜ、２０年かという定説はありませんが、その理由はいろいろ推定

されます。まず２０年というのは人生の一つの区切りとして考えられるで

しょう。また、技術を伝承するためにも合理的な年数とされていますし、掘

立柱に萱（かや）の屋根という素木造り（しらきづくり）の神宮の社殿の尊

厳さを保つためにもふさわしいとされています。他にも中国の暦学から伝

わったという説などいろいろあります。
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しかし、神宮の式年遷宮は建築物の朽損（きゅうそん）が理由ではありませ

ん。この制度が定められた時、もう奈良の法隆寺は建てられていました。法

隆寺は現存する世界最古の木造建築です。当時の技術で立派に永久的な社

殿はできたはずです。

神宮の「唯一神明造（ゆいいつしんめいづくり）」は、いつでも新しく、いつま

でも変らぬ姿を求めて２０年ごとに造り替えることにより永遠を目指した

のです。世界中には永遠を目指した石造の古代神殿がいくつもありますが、

世界の建築家や文化学者が「伊勢は世界の建築の王座だ」と絶賛します。そ

れは、原初のスタイルがいつまでも、どの時代にも存在し、今も昔も変らぬ

まま毎日お祭りがなされているからです。

２０年ごとに生まれ変わるという発想、これは世界のどの国にも見られな

いものです。しかも神宮が新しくなることで、大御神のより新しい御光をい

ただき、日本の国の「イノチ」を新鮮にして日本全体が若返り、永遠の発展を

祈るのです。

そこには常に若々しい生命の輝きを求めて止まない日本の民族性を伺うこ

とができます。

―引用終わり―

このＨＰの記述から分かることは、日本の天皇の社である伊勢神宮には
天武天皇以来の歴史で式年遷宮という制度がある、その制度は具体的には
神宮をそっくり２０年ごとに造り変えるという制度である、ということで
す。そして、一体なぜ、その期間が２０年なのか？

その理由はよく分からない、ということのようです。

３０年でも４０年でも良さそうですし、長いほうが、費用がかからなく
て良さそうなのですが、しかし、２０年ごとと昔から決まっているのでそ
うなっている、それが関係者の偽らざる解答、そういうことのようです。

たしかにこの２０年ごとの建設ということを伊勢だけにかぎって考える
なら分からないのですが、しかし、この神宮の原形がかつてのダビデ、ソ
ロモンの建設した神殿にあると考えるなら、その理由はあっさりと理解で
きます。

以下の聖書の記述がその答えです。

Ⅱ歴代誌８: １
１. ソロモンが主の宮と自分の宮殿を二十年かかって建て終わったとき、

ここには、そのダビデ、ソロモンの建てた最初の神の神殿、その神殿の
建設期間が２０年であったことが記されています。

１８年でも１９年でも、また、３０年でも４０年でもなく、しかし、
２０年なのです。伊勢神宮の式年遷宮の年とぴったり一致します。

伊勢神宮では今現在建っている神宮と別に、次の神宮を２０年かけて建
設します。そしてその新しい宮のその次の宮も、やはり２０年かけて建設
され、古い宮と交代するのです。そんなことを延々とこの神宮は繰り返し
ており、そしてその建設期間は、なぜだか２０年であり、誰もその由来を
知らないのですが、しかし聖書に明確にその由来の答えがあるのです。

とても不思議な話です。

天武天皇がその年を２０年と命じたとのことですので、少なくともその
頃まではこの記憶、宮の建設には２０年を要するというダビデ、ソロモン
以来の記憶が残っていたのでしょう。

さて、そのようなわけでダビデ、天皇家、どちらにも神の宮の建設とい
う共通点、類似点があることが分かります。
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エルサレムの神殿

さて、このことも前述しましたが、ダビデが王として住んだのは、ユダ
国の首都エルサレムでした。

以下のように記載されています。

Ⅱサムエル記５: ４, ５

 １０. ダビデと天皇家の類似点⑩
       　「エルサレムに住む」

４. ダビデは三十歳で王となり、四十年間、王であった。

５. ヘブロンで七年六か月、ユダを治め、エルサレムで三十三年、全イスラエル

とユダを治めた。

上記の聖書箇所の記述のように、ダビデはエルサレムに住み、そこから
イスラエル、ユダを治めたのです。

Ⅰ列王記１５: ４, ５

４. しかし、ダビデに免じて、彼の神、主は、エルサレムにおいて彼に一つのと

もしびを与え、彼の跡を継ぐ子を起こし、エルサレムを堅く立てられた。

５. それはダビデが主の目にかなうことを行ない、ヘテ人ウリヤのことのほ

かは、一生の間、主が命じられたすべてのことにそむかなかったからであ

る。

この箇所ではダビデの跡を継ぐ子を起こす、すなわち万世一系を継続す
ることと共に、エルサレムという都を堅く建てることが神により約束され
ています。

そういうわけでエルサレムという都は聖書の中で、神により目をとめら
れた特別な都なのだ、ということが分かります。

それはイスラエル、ユダの民にとっても同じであり、彼らは異国の地に
おいてもこの都を思いつのっていたのです。

以下に記載する、捕囚された地バビロンにおけるユダの民の歌は、その
彼らのエルサレムへの遠い望郷の思いが溢れた歌となっています。

詩編１３７: １ー９

１. バビロンの川のほとり、そこで、私たちはすわり、シオンを思い出して泣

いた。
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２. その柳の木々に私たちは立琴を掛けた。

３. それは、私たちを捕え移した者たちが、そこで、私たちに歌を求め、私た

ちを苦しめる者たちが、興を求めて、「シオンの歌を一つ歌え。」と言ったか

らだ。

４. 私たちがどうして、異国の地にあって主の歌を歌えようか。

５. エルサレムよ。もしも、私がおまえを忘れたら、私の右手がその巧みさを

忘れるように。

６. もしも、私がおまえを思い出さず、私がエルサレムを最上の喜びにもま

さってたたえないなら、私の舌が上あごについてしまうように。

７. 主よ。エルサレムの日に、「破壊せよ、破壊せよ、その基までも。」と言った

エドムの子らを思い出してください。

８. バビロンの娘よ。荒れ果てた者よ。おまえの私たちへの仕打ちを、おまえ

に仕返しする人は、なんと幸いなことよ。

９.おまえの子どもたちを捕え、岩に打ちつける人は、なんと幸いなことよ。

上記に、「もしも、私がおまえを思い出さず、私がエルサレムを最上の
喜びにもまさってたたえないなら、私の舌が上あごについてしまうよう

に。」と記されているように、エルサレムはユダ国の民にとり、非常に特
別な都だったのです。

そしてユダの国の中心であったダビデの王座は、その生涯の終わりまで
エルサレムにありました。そしてダビデに連なるダビデの血を継ぐユダの
歴代の王たちは、みな例外なくエルサレムに居を構え、そこからユダの国
を治めたのです。

そのようなわけで、ダビデ王家とエルサレムの都は切っても切れない密
接な関係だったのです。

エルサレムが特別な都である、それは舞台が変わり、時代が変わってイ

エス・キリストの時代になった時もそうでした。
キリストの時代においてもユダの中心地は、もちろんエルサレムでした。
無名の地、ナザレから出たイエスは一路、エルサレムを目指し、そこで

神から語られた使命を果たしました。
以下のことばの通りです。

ルカの福音書９: ５１

９: ５１. さて、天に上げられる日が近づいて来たころ、イエスは、エルサレム

に行こうとして御顔をまっすぐ向けられ、

このようにして、まっすぐエルサレムに向かって進んで行ったイエス・
キリストですが、かといって、何か楽しいことがエルサレムで彼を待って
いたわけではありません。

それどころかエルサレムで彼を待っていたのは、彼を憎み、異端視する
宗教家の面々です。以下のことばの通りです。

マタイの福音書１６: ２１ー２３

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。

２２. するとペテロは、イエスを引き寄せて、いさめ始めた。「主よ。神の御

恵みがありますように。そんなことが、あなたに起こるはずはありません。」

２３. しかし、イエスは振り向いて、ペテロに言われた。「下がれ。サタン。あ

なたはわたしの邪魔をするものだ。あなたは神のことを思わないで、人のこ

とを思っている。」

彼はエルサレムで起きる自分の運命を前もって知っていたのです。「エ
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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、

殺される」ことを知っていたのです。

それどころか、「そんなことが起きるはずがない」と人間の情でいさめ
た弟子のペテロを叱責さえしています。

正直、このような事柄は、人間的な考えでは全く理解できない世界です。
自分を待っている非難、逮捕、殺害の運命から何とか逃亡したり、弁明

して逃れたりすることを考えるのが普通の人のすることですが、イエス・
キリストに関しては、エルサレムの都で自分の身に起きることを知ってい
ながら、なおかつそこに進んでいったわけですから。

キリストがそのようにされたその理由は、彼の以下のことばを読むと理
解できるでしょうか。

マタイの福音書２０: ２７, ２８

２７.あなたがたの間で人の先に立ちたいと思う者は、あなたがたのしもべ

になりなさい。

２８. 人の子が来たのが、仕えられるためではなく、かえって仕えるためで

あり、また、多くの人のための、贖いの代価として、自分のいのちを与えるた

めであるのと同じです。」

贖いとは罪の価を払うことであり、具体的には前述の羊を身替わりにし
て、自分の罪を神の前に赦してもらうことに通じます。

羊が殺され、血を流して命を失う、しかし、その羊の犠牲のゆえに、旧
約時代の人々は自分の罪を神の前に赦してもらったことは前述の通りで
す。

そしてイエス・キリストの十字架で血を流して死んだその死は、その羊
の死や血を流すことに通じ、イエス・キリストの犠牲のゆえに、我々の罪
は神の前に赦されるとは聖書が語ることです。

そしてそのことを、キリストご自身がよく知っていてそれゆえ、「多く
の人のための、贖いの代価として、自分のいのちを与える」と語っている
のです。

生まれた時からその死が語られ、そして自分の避け得ようもない運命や
使命を甘んじて受け入れ、未練なく、その死地、エルサレムに向かった人、
それが聖書で語るイエス・キリストの歩みだったのです。

さて、少し話が飛びましたが、エルサレムに関して日本のほうではどう
でしょうか？

前述したように平安時代に天皇が住み、統治した都は平安京であり、そ
の名前は他でもない、エルサレム（平安の教え）と似た名前なのです。

ですから王はエルサレムで治める、この点においてもダビデと日本の天
皇家とには類似点があることが分かるのです。

エルサレムの都 : ダビデはエルサレムに住み、国を治めた


