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４章　ユダヤ人であると嘘をついている人々

さて、かくのごとく日本には、この国が南朝ユダ国の子孫である可能性を
示す事柄が多数あるのです。そして、また、ユダ国の子孫の人々のことをユ
ダヤ人と呼びます。

そして私はこの本で、日本の天皇家こそユダ国の王朝、ダビデ王朝の子孫
であり、また、日本人は南ユダ国の子孫である、すなわち正統なユダヤ人と
は日本人のことである、と述べているのです。

ユダヤ人という名前の定義に関して研究者の書いた本の中にも混乱、勘違
いがあるので、今一度定義したいと思います。

すべてのイスラエル人は、ユダヤ人ではありません。
繰り返すようですが、ユダヤ人とはイスラエル南朝のユダ国の人々のこと

を指すだけです。それ以外の北イスラエル１０部族の人々は、ユダヤ人では
ありません。不思議にも、この明白な区分さえおぼつかない人々が、この件
に関する本を書いたりしていますが、まったく混乱した話です。

さて、日本人こそ、その南朝ユダの子孫であるユダヤ人であると私は述べ、
その主張には今まで書いてきたように、大いに根拠も論拠もあるのですが、
一つ困ったことがあります。それはすでに、「自分はユダヤ人である」と述
べている人々が存在する、という問題です。この問題をどう考えればよいの
でしょうか？

これはたとえてみれば、いわば前もって予約した新幹線の指定席に行って
みたら、すでに他の人が座っているような状態です。

まさか、一つの席に二人は座れませんので困ります。このような場合、多
くの場合、番号の見間違えとか列車が違うとか、どちらかが間違えている可
能性が高いのですが・・・

 １. 彼らは偽ユダヤ人？「ユダヤ人であると
     嘘をついている人々」について述べる

さて、この２種類のユダ国、２種類のユダヤ人に関して、私なりに結論
を言ってしまえば、私の理解では今、「ユダヤ人である」と称している人々
が間違えており、日本人こそ聖書で言う正統なユダ族の子孫である可能性
が高い、と思っています。その論拠を少しずつ見ていきましょう。

ユダヤ人キッシンジャー : 彼らは本物のユダヤ人ではない

聖書で言うユダ族とは、黄色人種のことである

今、中東のイスラエルに住む人々、また、アメリカのニューヨークに住
む、いわゆるユダヤ人である、と自称する人々は、人種で言うなら明らか
に白人系の人々です。

ユダヤ人として有名なアンネ・フランクもキッシンジャーも、明らかに
白人系の顔だちをしています。しかし、聖書で言うイスラエル、ユダの血
筋は、セム系、すなわち黄色人種なのです。（セム語系ではなく、セム系です。
この違いは重要です。このことは後述します。）

ここで、すでに大きな矛盾があります。
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しかるになぜ、彼らはユダヤ人と自称しているのか？
その理由は今、簡単に言えば、彼らの祖先がもともとヨーロッパ、黒海

近辺に住む白人系の種族、ハザール民族に属する人々であり、そのハザー
ルの国の人々が８世紀頃、国を挙げてユダヤ教に改宗した。

その結果、人種的には白人であるが、しかし、宗教的にはユダヤ教を信
じている、という、少しややこしい民族となり、今に至っている、という
ことなのです。この件もあとで詳しく説明する予定です。

さて、これで日本人が本物のユダヤ人だと、もう分かったでしょう？と
言われても、すぐに納得できる人ばかりではないでしょうから、もう少し
説明をします。

人間にも種類があり、その種類を大きく分けるなら、白人、黒人、黄色
人種と言う区分があります。

この３つの人種の区分は明白であり、非常に大きなものです。
たとえば、黄色人種の中にも当然小さな区分があり、細かく言うなら同

じ黄色人種でも、日本人は韓国人と少しは違います。しかしその区分は、
白人とか、黒人という大きな区分に比べれば取るに足らないものです。

事実、日本に韓国の人が住んでいても特に言われなければ、あまり分か
らないものです。日本語が流暢ならほとんど分かりません。

この区分は聖書的に言うなら、ノアの時代に起因します。
大洪水で全人類が滅び、ノアの家族が助かった話が聖書、創世記にあり

ますが、そのノアには３人の息子がありました。セム、ハム、ヤペテと言
います。その３人こそ、世界の３人種の祖先であるとは、よく言われるこ
とです。すなわちセムは黄色人種の祖先であり、ハムは黒人種の祖先であ
り、また、ヤペテは白人種の祖先になったのです。

洪水の後、ノアがこの３人に関して語ったことばがありますが、それは、
また、この３人種、黄色人種、黒色人種、白色人種の未来を予表したよう
なことばとなっています。

創世記９: １８ー２７

１８. 箱舟から出て来たノアの息子たちは、セム、ハム、ヤペテであった。ハム

はカナンの父である。

１９. この三人がノアの息子で、彼らから全世界の民は分かれ出た。

２０. さて、ノアは、ぶどう畑を作り始めた農夫であった。

２１. ノアはぶどう酒を飲んで酔い、天幕の中で裸になっていた。

２２. カナンの父ハムは、父の裸を見て、外にいるふたりの兄弟に告げた。

２３. それでセムとヤペテは着物を取って、自分たちふたりの肩に掛け、う

しろ向きに歩いて行って、父の裸をおおった。彼らは顔をそむけて、父の裸

を見なかった。

２４. ノアが酔いからさめ、末の息子が自分にしたことを知って、

２５. 言った。「のろわれよ。カナン。兄弟たちのしもべらのしもべとなれ。」

２６. また言った。「ほめたたえよ。セムの神、主を。カナンは彼らのしもべ

となれ。

２７. 神がヤペテを広げ、セムの天幕に住まわせるように。カナンは彼らのし

もべとなれ。」

黒人の先祖、ハムがノアの裸を見るという親を敬わない行いをしたため
にハムの子、カナンに対して呪いを語りました。その結果、「兄弟たちの

しもべとなれ」との呪いは、黒人種に実現するようになりました。アメリ
カの黒人奴隷制度を始め、黒人にはそのような運命、しもべとなる運命が
たしかに起きるようになったからです。

さらにヤペテ、白人に関しては、「神がヤペテを広げ」との祝福通り、
大きな領土が実現するようになりました。第二次大戦前の世界においては、
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アジア、アフリカのほとんどの国は白人の植民地でした。この預言も実現
したのです。

そしてイスラエル、ユダの民族は繰り返しますが、セム族、黄色人種の
系統なのです。以下を見てください。

創世記１１: １０ー２６

１０. これはセムの歴史である。セムは百歳のとき、すなわち大洪水の二年

後にアルパクシャデを生んだ。

１１. セムはアルパクシャデを生んで後、五百年生き、息子、娘たちを生んだ。

１２. アルパクシャデは三十五年生きて、シェラフを生んだ。

１３. アルパクシャデはシェラフを生んで後、四百三年生き、息子、娘たちを

生んだ。

１４. シェラフは三十年生きて、エベルを生んだ。

１５. シェラフはエベルを生んで後、四百三年生き、息子、娘たちを生んだ。

１６. エベルは三十四年生きて、ペレグを生んだ。

１７. エベルはペレグを生んで後、四百三十年生き、息子、娘たちを生んだ。

１８. ペレグは三十年生きて、レウを生んだ。

１９. ペレグはレウを生んで後、二百九年生き、息子、娘たちを生んだ。

２０. レウは三十二年生きて、セルグを生んだ。

２１. レウはセルグを生んで後、二百七年生き、息子、娘たちを生んだ。

２２. セルグは三十年生きて、ナホルを生んだ。

２３. セルグはナホルを生んで後、二百年生き、息子、娘たちを生んだ。

２４. ナホルは二十九年生きて、テラを生んだ。

２５. ナホルはテラを生んで後、百十九年生き、息子、娘たちを生んだ。

２６. テラは七十年生きて、アブラムとナホルとハランを生んだ。

このセムの系図の終わりに出てくるテラの子、アブラム（後に改名して

アブラハム）こそ、イスラエル民族の祖先、イスラエル（ヤコブ）の祖父
なのです。すなわち祖父アブラハムの生んだ父イサクから生まれたのが息
子ヤコブ（後に改名してイスラエル）なのです。

ユダは前述したように、イスラエルの１２人の息子のうちの一人です。

日本の民族がどのような人種に属しているのか、ということは、大事な
ことだと思われますので、このことをもう少し詳しく見てみましょう。

イスラエル民族の祖、アブラハム : 彼は、日本人と同じセム族（黄色人種）に属する
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ヤペテ ( 白人 ) の分布

まず、ヤペテ、白人がどのように分布したのかということですが・・・
以下のように書かれています。

創世記１０: ２ー５

２. ヤペテの子孫はゴメル、マゴグ、マダイ、ヤワン、トバル、メシェク、ティラ

ス。

３. ゴメルの子孫はアシュケナズ、リファテ、トガルマ。

４. ヤワンの子孫はエリシャ、タルシシュ、キティム人、ドダニム人。

５. これらから海沿いの国々が分かれ出て、その地方により、氏族ごとに、そ

れぞれ国々の国語があった。

この記述を考えてみましょう。

「ヤペテ」の名は、「広い」ということば（パーター）の派生語です。
事実、ヤペテ系民族はその名の通り、非常に広い範囲に移り住みました。

ヤペテから出た諸民族は、「白人」と呼ばれる欧米人やロシア人をはじめ、
ペルシャ人、インド人などとなりました。

ヤペテ : 白人種はヨーロッパ近辺に住んだ

ハム ( 黒人 ) の分布

ハム、黒人民族の分布に関して聖書はこう書きます。

創世記１０: ６ー２０

６. ハムの子孫はクシュ、ミツライム、プテ、カナン。

７. クシュの子孫はセバ、ハビラ、サブタ、ラマ、サブテカ。ラマの子孫はシェ

バ、デダン。

８. クシュはニムロデを生んだ。ニムロデは地上で最初の権力者となった。

９. 彼は主のおかげで、力ある猟師になったので、「主のおかげで、力ある猟

師ニムロデのようだ。」と言われるようになった。

１０. 彼の王国の初めは、バベル、エレク、アカデであって、みな、シヌアルの

地にあった。
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１１. その地から彼は、アシュルに進出し、ニネベ、レホボテ・イル、ケラフ、

１２. およびニネベとケラフとの間のレセンを建てた。それは大きな町で

あった。

１３. ミツライムはルデ人、アナミム人、レハビム人、ナフトヒム人、

１４. パテロス人、カスルヒム人♢♢これからペリシテ人が出た♢♢、カフト

ル人を生んだ。

１５. カナンは長子シドン、ヘテ、

１６. エブス人、エモリ人、ギルガシ人、

１７. ヒビ人、アルキ人、シニ人、

１８. アルワデ人、ツェマリ人、ハマテ人を生んだ。その後、カナン人の諸氏族

が分かれ出た。

１９. それでカナン人の領土は、シドンからゲラルに向かってガザに至り、ソ

ドム、ゴモラ、アデマ、ツェボイムに向かってレシャにまで及んだ。

２０. 以上が、その氏族、その国語ごとに、その地方、その国により示したハ

ムの子孫である。

この記述を見ていきましょう。ハムから出た諸民族は主にアフリカ大陸
や中近東、パレスチナやスリヤ（今のシリア）、また、小アジア地方（今
のトルコ）方面に移り住みました。

ハムの子孫の多くはアフリカ大陸に広がったのです。彼らはアフリカ北
部から次第に南下して、やがてアフリカ全土に広がったでしょう。

したがって、いわゆるニグロイド（黒人）はハムの子孫、ということに
なります。

しかし、ハムの子孫のすべてがアフリカ大陸に移り住んだ、というわけ
ではありません。また、ハムの子孫のすべてが黒人、というわけでもあり
ません。

ハム族（黒人種）

セム ( 黄色人種 ) の分布

今度はセム、黄色人種の分布を見てみましょう。
この分布は、以下のように記述されています。

創世記１０: ２１ー３１

２１.セムにも子が生まれた。セムはエベルのすべての子孫の先祖であって、

ヤペテの兄であった。

２２. セムの子孫はエラム、アシュル、アルパクシャデ、ルデ、アラム。

２３. アラムの子孫はウツ、フル、ゲテル、マシュ。

２４. アルパクシャデはシェラフを生み、シェラフはエベルを生んだ。
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２５. エベルにはふたりの男の子が生まれ、ひとりの名はペレグであった。

彼の時代に地が分けられたからである。もうひとりの兄弟の名はヨクタン

であった。

２６. ヨクタンは、アルモダデ、シェレフ、ハツァルマベテ、エラフ、

２７. ハドラム、ウザル、ディクラ、

２８. オバル、アビマエル、シェバ、

２９. オフィル、ハビラ、ヨバブを生んだ。これらはみな、ヨクタンの子孫で

あった。

３０. 彼らの定住地は、メシャからセファルに及ぶ東の高原地帯であった。

３１. 以上は、それぞれ氏族、国語、地方、国ごとに示したセムの子孫である。

この章の記述を、もう少し詳しくみましょう。

セムの子は、「エラム、アシュル、アルパクシャデ、ルデ、アラム」（創
世記１０: ２２新改訳）でした。

はじめに３番目の「アルパクシャデ」から、見てみましょう。聖書によ
ると、セムの子アルパクシャデの孫に「エベル」という人がいました（創
世記１０: ２４）。

この「エベル」は、ヘブル人の先祖です（創世記１１: １４）。すなわち
「エベル」から、イスラエル人とかユダヤ人と呼ばれる人々が出ました。

また、聖書によると、アルパクシャデの子孫の中には、「シェレフ」「ハ
ツァルマベテ」「ウザル」などの人々もいました。
「シェレフ」は、アラビア南部に定住した民族です。
「ハツァルマベテ」は、今日のアラビア半島南端のハドラマウト地方に

定住した民族です。名前が似ているのは、この地方に移り住んだのが彼ら
だったからです。
「ウザル」もアラビア半島に移り住みました。イエメン辺りに移り住ん

だのです。イエメンの首都サヌアの旧名は「ウザル」であって、これは彼
らの先祖の名に由来するものです。

このようにセムの子「アルパクシャデ」からは、ヘブル人以外にも、ア
ラビア半島に住む諸民族が出たわけです。

セム系の人々の肌は、だいたい黄色をしています。ですので、現在アジ
アに住む黄色人種の人々は、このセムの子孫が東へ移って来たと考えるこ
とがもっとも普通、妥当な考えです。

結論として言えることは、聖書で言うユダ国の人々はセム系であるとい
うこと、そして日本人もセム系、黄色人種である、ということです。

すなわちその人種の面においても、日本こそ正統なユダ国の民族の子孫
であると言うことは正しいのです。そして今まで見てきたように、それ以
外にも日本には多くの真のユダ族の子孫であることを示す証拠がありま
す。

エルサレム（平安京）、神殿（神社）、そして、天皇家の存続などです。
そしてそれらは、今、ユダヤ人であると称しているイスラエルに住む白

人系の「偽ユダヤ人」が持っているユダヤ人としての証拠より、さらに信
憑性があるもの、正しいユダヤ人としての証拠となるものなのです。
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イエス・キリスト : ユダヤ人は、日本人と同じセム族に属する

聖書は偽ユダヤ人について語る

さて、ユダヤ人とは聖書のある意味中心民族なのですが、そのユダヤ人
に関して、新約聖書ヨハネの黙示録はおどろくべきことを言っています。
　以下の通りです。

 ２. 偽ユダヤ人が生まれた経緯

ヨハネの黙示録２: ９

９.「わたしは、あなたの苦しみと貧しさとを知っている。◇◇しかしあなた

は実際は富んでいる。◇◇またユダヤ人だと自称しているが、実はそうでな

く、かえってサタンの会衆である人たちから、ののしられていることも知っ

ている。

ヨハネの黙示録３: ９

９. 見よ。サタンの会衆に属する者、すなわち、ユダヤ人だと自称しながら実

はそうでなくて、うそを言っている者たちに、わたしはこうする。見よ。彼ら

をあなたの足もとに来てひれ伏させ、わたしがあなたを愛していることを

知らせる。

上記のように黙示録は、「ユダヤ人だと自称しながら実はそうでなくて、

うそを言っている者たち」について言及しているのです。黙示録には、そ
れ以外の偽者については語られていません。すなわち偽アメリカ人にも偽
イギリス人にも言及していませんのでこのこと、偽ユダヤ人が終末の時代、
黙示録の時代には大きな意味を持つことを想像できるのです。

繰り返しますが、上記のように聖書、黙示録は２度にわたって偽ユダヤ
人について言及します。ですからそのように思えるかどうかは別として、
とりあえず偽ユダヤ人という類の人々が地上に存在するのかもしれない、
と頭の片隅に思い、その可能性があるかどうかを別途吟味、確認すること
が必要かと思います。

さて、そのような目、視点で物事を見、また、偽ユダヤ人について考え
る時、現在世の中でユダヤ人であると自他共に認められている人々が、じ
つは人種的にその出所が怪しいことに気づくと思います。

何を言っているのかと言うと、中東のイスラエルに住み、また、アメリ
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カに住み、アンネ・フランク、キッシンジャーに代表されるあの白人の「ユ
ダヤ人」たちは、果たして本物かどうか、その出所が怪しいと言いたいの
です。

このことは私の言いがかりでも何でもなくて、知る人ぞ知る事柄です。
　そもそも彼らは、その肌の色からして本物のユダヤ人とは異なります。

なぜなら聖書によれば、真のユダヤ人はセム系、黄色人種であるはずだ
からです。

白人ではないはずなのです。

前述のように聖書で言うノアの洪水後、ノアの３人の息子から世界のあ
らゆる民族が誕生します。

そして３人の息子は、それぞれ世界の３大人種、すなわち黄色人種、白
色人種、黒色人種の祖先となります。

すなわち息子セムは黄色人種の祖先となり、ハムは黒色人種、ヤペテは
白色人種の祖なのです。

そしてアブラハム、イサク、ヤコブ、すなわちイスラエル民族の先祖は
聖書の系図を辿っていくかぎり、セム族、すなわち我々と同じ黄色人種で
あるはずなのです。

しかし、我々がもし現代のイスラエル人、ユダヤ人の風貌を見るなら、
それは明らかに黄色人種というより白人系、ヤペテ系としか見えません。
　代表的なユダヤ人であるアンネ・フランクもキッシンジャーも、どう見
ても白人系の顔だちをしています。聖書的に言うならセム系ではなく、ヤ
ペテ系なのです。

ですからこの件に関してはヨハネの黙示録が正しく、彼らは偽ユダヤ人
である可能性があるのです。

ユダヤ人、アーサー・ケストラーの書いた「ユダヤ人とは誰か」（副題 :
第十三支族、カザール王国の謎）、三交社はこの主題、現在のユダヤ人が、

じつはアブラハム、イサク、ヤコブ（イスラエル）に連なるセム系の民で
はなく、ヨーロッパ黒海付近の帝国カザール（ハザール）出身の白色人種
であることを書いたものです。

この国の民が８世紀頃ユダヤ教に集団改宗したため、彼らは今でもユダ
ヤ教を信じていますが、しかし、人種的なことを言うなら、その出所は真
のユダヤ人とは無関係な白人系の民族なのです。

ハザール帝国 : 今の“ユダヤ人”は、もとは黒海近辺の白人王国ハザールの子孫

聖書は偽ユダヤ人の存在について語る

さらに以下のように、いくつもの資料がこのことを裏書きします。

●ユダヤ年鑑

１９８０年度版における“ユダヤ人（Ｊｅｗ）ということばの簡潔なる歴史”
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という項目は次のとおりである :

“そのことに関して厳密に言うならば、古代イスラエル人をユダヤ人と呼ぶ

こと、もしくは現代のユダヤ人をイスラエル人または、ヘブル人と呼ぶのは、

正しくない”（１９８０ユダヤ年鑑、３ページ） 

すなわちユダヤ人の年鑑であるユダヤ年鑑が、「現代のユダヤ人をイス

ラエル人・・・と呼ぶのは、正しくない」ことを認めているのです。
もっとはっきり言えば、聖書で言うイスラエル人、すなわちアブラハム、

イサク、ヤコブの血統の民族と現在のユダヤ人とは、民族的にも血縁的に
も無関係であることをこのユダヤ年鑑は語っているのです。

●Ｅｎｃｙｃｌｏｐｅｄｉａ　Ａｍｅｒｉｃａｎａ（アメリ
カ百科事典１９８５）

“カザール人・・・７世紀から１１世紀半ばにかけて、コーカサス山脈の北

方のステップ地帯に、巨大かつ強大な国家を統治した、いわゆる古代トルコ

語を話す人々なのだが・・・８世紀に、その政治的、宗教的指導者は、カザー

ルの貴族社会の大多数を率いて、異教を捨て、ユダヤ教に改宗した・・・（カ

ザール人は、ロシアや東欧のほとんどのユダヤ人の先祖であると信じられ

ている）” 

すなわち現在のロシアや東欧のほとんどのユダヤ人の先祖は、アブラハ
ムでもイサクでもなく、逆にユダヤ教に改宗した白人系のカザール人種で
あることを権威ある“Ｅｎｃｙｃｌｏｐｅｄｉａ　Ａｍｅｒｉｃａｎａ”
は認めているのです。

●Ｅｎｃｙｃｌｏｐｅｄｉａ　Ｂｒｉｔａｎｎｉｃａ（ブリ
タニカ百科事典１５ｔｈ　ｅｄｉｔｉｏｎ）

“カザール人・・・６世紀後半、現代のヨーロッパ＝ロシアの南東部一帯に、

巨大な商業帝国を築き上げたトルコとイラン系部族の連合で、８世紀半ば、

その支配階級は、彼らの宗教としてユダヤ教を受け入れた。” 

権威あるブリタニカ百科辞典も、カザール人がユダヤ教を受け入れたこ
とを語ります。アブラハムとは無縁の彼ら白人カザール人こそが、今のユ
ダヤ人の先祖なのです。

●Ｔｈｅ　Ｊｅｗｉｓｈ　Ｅｎｃｙｃｌｏｐｅｄｉａ（ユダ
ヤ百科事典）

“カザール : セム系ではない、アジア系でもない、約１世紀に東欧に移住し

たモンゴル系部族国家で、拡大しつつあったロシアが、カザールの人口を吸

収しようかというとき、７世紀に国家を挙げてユダヤ教に改宗し、よって、

そのことが、現在ロシア、ポーランド、リトアニア、ガラティア、ベッサラビア、

ルーマニアなど東欧において、イディッシュを話すユダヤ人が多く存在する

理由である。” 

今の「ユダヤ人」の先祖であるカザール人がセム系でもなく、アジア系
でもない、すなわちセム系であるアブラハムとは何の関係もない人種であ
ることを、ユダヤ人の百科事典である“Ｔｈｅ　Ｊｅｗｉｓｈ　Ｅｎｃｙ
ｃｌｏｐｅｄｉａ”が認めているのです。

さて、今度はユダヤ人自身の百科事典が、ユダヤ人はアブラハムとは無
縁のアシュケナジー人種であることを認めている記事を見てみましょう。
　それは以下の通りです。
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●Ｔｈｅ Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｊｅｗｉｓｈ Ｅｎｃｙｃｌ
ｏｐｅｄｉａ（ユニバーサルユダヤ百科事典）

“ヘブル人の中でアシュケナジーのもっとも重要なポイントは、ドイツとドイ

ツ人である。このことは、ドイツ人の元々の先祖の出身は古代メディヤ王国

にあるという事実であって、メディヤは聖書のアシュケナジーであり、クラ

ウスは中世初期において、カザールは時々アシュケナジーとして語られてお

り、すべてのユダヤ人の約９２パーセントもしくは、おおよそ１千４５０万

人はアシュケナジーであるという学説がある。”

このように、ユダヤ人の百科辞典でさえ、わざわざ、ほぼすべてのユダ
ヤ人が（アブラハムとは無縁の）アシュケナジー人種に属することを書い
ています。

わざわざ百科事典に書くということは、それが無視できない、もしくは
歴史上の変更することのできない事実であることを彼ら自身が認めている
からなのでしょう。さて、上記アシュケナジーとは、どのような民族かと
いうことは聖書に記載されています。

それは、以下の通りです。

創世記１０: １ー３

１. これはノアの息子、セム、ハム、ヤペテの歴史である。大洪水の後に、

彼らに子どもが生まれた。

２. ヤペテの子孫はゴメル、マゴグ、マダイ、ヤワン、トバル、メシェク、

ティラス。

３. ゴメルの子孫はアシュケナズ、リファテ、トガルマ。

上記箇所から分かるように、今のユダヤ人の先祖であるアシュケナズ、
すなわちアシュケナジーはヤペテ、すなわち白人系の人種なのです。すな

わち聖書はアシュケナジー＝ユダヤ（カザール）は、アブラハムが属した
セムの子孫ではないし、セム族であり得ないということをはっきりと証明
しているのです。 

かくのごとく多くの文書が彼ら、ユダヤ人であると称する白人系の人々
が、じつはアブラハムとは無縁のヤペテ系の人々であり、彼らの「自分た
ちは本物のユダヤ人である」との主張は嘘であることを証明しているので
す。

ここでのとりあえずの結論は何かと言うと、この点、すなわち「偽ユダ
ヤ人」がまさに現代において存在する、という点において聖書の主張、黙
示録の主張は正しかったということが確認できたということです。

ブリタニカ百科事典 : この辞典にも、“ユダヤ人”がハザール出身であることが記され
ている

日本人こそ、真のユダ族であることを証拠付ける資料は多く、その証拠
はいくつもあるのですが、しかし、この作業、日本にこそ、真のユダ族の
子孫が住んでいる、と語ることに関しては、いくつかの高い壁や妨害があ
ります。

 ３. 日本人こそ、真のユダ族であることを
      証明することへのいくつかの妨害、壁
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そのうちの一つは、肝心の日本人がまるで記憶喪失にでもかかったかの
ように、まったく自分たちの過去のルーツに関しての認識も知識も無いこ
とです。

よく小説やマンガに記憶喪失にかかった人の話が出てきます。その記憶
喪失にかかった人は、自分の身近な親や兄弟に会っても何も思い出せませ
ん。ここはどこ？私は誰？の状態で、何も覚えていません。

今の日本人の状況もそのようであり、自分たちのルーツに関して、一体
自分はどこから出て、どういう歴史を辿ってきて、この国日本に辿り着い
たのか、誰も分からないのです。別の言い方をすれば、たとえば、幼いこ
どもが迷子になり、警官に保護されて、「住所は？電話番号は？」なんて
聞かれても、何も答えられないような、なんともおぼつかない状況なので
す。

そして、もう一つの障害があります。それは前述のように、もうすでに
自分たちがユダヤ人である、ユダ族の子孫である、と称している人々が現
に存在している、という事実です。

彼らは聖書によれば偽ユダヤ人であり、後述するようにそうである可能
性が大いに高いのですが、しかし、何はともあれ、もし、日本人が自分た
ちこそ真のユダヤ人であると論ずるためには彼らがじつは偽者であり、偽
ユダヤ人である、という証明をしなければならない、そのような追加作業
まで必要になるのです。

このことは障害です。

たとえば、道路に自分の財布を落として交番に探しに行ったら、幸い届
けられていた。良かったひと安心と思ったら、他にも自分が落とし主だ、
と主張する人がいる、しかも、もっともらしい語り口で交番の警官に説明
するので困った状態だ、場合によっては本物の落とし主である自分が偽者

と思われそうだ、そんな状態なのです。今の日本人の状況は。

さらにこのことに関して加えて言うなら、その追加の作業、彼ら白人系
のユダヤ人は偽者である、と証明する作業には、多くの困難があることが
言えます。

なぜならはっきり言って、相手が悪いからです。偏見を恐れずに言うな
ら、彼ら偽ユダヤ人と聖書で名指されている人々は、昔から嘘つきで有名
です。

プロテスタントの祖である、あのマルチン・ルターも彼らの嘘に辟易し
て、「ユダヤ人と彼らの嘘」という本を書いているほどです。

その彼らが、「自分たちこそ、本物のユダヤ人だ」と、あらゆる論法を
もって語ろうとしているわけです。

それをみな、ひっくり返して真のユダヤ人は日本人である、と語ること
は、いかに正しい証拠がある、としても、なかなか骨の折れる一筋縄では
いかない作業なのです。

後述しますが、彼らの一部は、わざわざ日本にまで来て、日本の研究者
を誤導すべく、偽の結論、「日本人は失われたイスラエル北１０部族の一
部である」などとの嘘までばらまいています。

日本にこそ、真のユダ族の子孫が住んでいるとの論拠を進めることには、
これらの嘘をつく人々への反論、さらに惑わされ、誤導された日本人研究
者の結論を訂正する作業まで含まれているのです。なかなか大変なことで
あることは、想像していただけるでしょうか？

さらにさらに追加して言うなら、相手が悪いというより、出版妨害さえ
平気で行う名うての妨害民族を相手にしなければならない、という困難が
あります。
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偽ユダヤ人が出版妨害を行うとは、日本においても知る人ぞ知る事実で
す。有名なところでは、マルコ・ポーロ事件という出版妨害事件が日本で
はあります。

アウシュビッツに関する記事を掲載しようとした文芸春秋社の雑誌、マ
ルコ・ポーロの出版への妨害が偽ユダヤ人により行われ、雑誌が廃刊して
しまったという強力な出版妨害事件です。

イスラエルどころか、遠い日本の雑誌にさえ出版妨害を行い、廃刊に追
い込むこともできる民族を我々は相手にしなければならないのです。

なんともはや、大変な仕事であることは、ご理解いただけるでしょうか？

ユダヤ人の圧力により、廃刊にされた雑誌マルコ・ポーロ

ユダ族が本来住んでいた国は中東であり、イスラエルの国でした。それ
は聖書に書かれていることです。その中東のイスラエルに住んでいたユダ
族の民は、紀元前６世紀頃異国バビロンに捕囚となってしまいました。以
下の箇所の通りです。

Ⅱ列王記２４: １１ー１６

１１. バビロンの王ネブカデネザルが町にやって来たときに、家来たちは町

を包囲していた。

１２. ユダの王エホヤキンは、その母や、家来たちや、高官たち、宦官たちと

いっしょにバビロンの王に降伏したので、バビロンの王は彼を捕虜にした。

これはネブカデネザルの治世の第八年であった。

１３. 彼は主の宮の財宝と王宮の財宝をことごとく運び出し、イスラエルの

王ソロモンが造った主の本堂の中のすべての金の用具を断ち切った。主の

告げられたとおりであった。

１４. 彼はエルサレムのすべて、つまり、すべての高官、すべての有力者一万

人、それに職人や、鍛冶屋もみな、捕囚として捕え移した。貧しい民衆のほか

は残されなかった。

１５. 彼はさらに、エホヤキンをバビロンへ引いて行き、王の母、王の妻たち、

その宦官たち、この国のおもだった人々を、捕囚としてエルサレムからバビ

ロンへ連れて行った。

１６. バビロンの王は、すべての兵士七千人、職人と鍛冶屋千人、勇敢な戦士

を、すべて、捕囚としてバビロンへ連れて行った。

 ４. なぜ、日本に真のユダ族の子孫が
      住んでいるのか？バビロン捕囚の歴史
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上記箇所を見ると、ユダの王一族さらにその家来、高官たちはバビロン
王に降伏し、そしてバビロンに捕らえ移されたことが書かれています。

その捕囚は、その後７０年程続いたのですが、その捕囚のあとはどうな
ったのでしょうか？

バビロン捕囚後の歴史を書くエズラ、ネヘミヤ記などを見ると、ユダの
一部の住民はユダ、エルサレムへ戻って来たようです。

しかし、それは文字通り一部であり、ユダ族の中心を成す王の一族や高
官たちがみな、帰って来たようには思えません。

なぜ、そう言うか、と言うと、上記エズラ、ネヘミヤ記には、ユダ族の
王の記述や、その王がユダ、エルサレムに帰還したとの記述は皆無だから
です。

それらの書にエルサレムに帰還した人の名前が記載されていますが、そ
の中にユダの王の名前もその子の名前もありません。

すなわち王を始めとしたユダ族の王族は、バビロン捕囚を機にどこか別
の地方へ移ってしまった可能性が高いのです。

ですので、この紀元前６世紀頃起きたバビロン捕囚を契機にユダ族の民
は、その住む地によって分けられ、少なくとも２種類の地に住むことにな
ったと言えるのです。

一つは、ユダ、エルサレムへ戻った人々です。
もう一つは、バビロン捕囚後、ユダ以外の地へ移ってしまった人々です。
その中にはダビデ王朝の血筋を受け継ぐ王族及びその家来、高官などが

含まれます。

そして、その王族を始めとしたユダの中心グループが東へ東へと移動し、
最後に東の島国、日本にまで辿り着いたと考えることは、あり得ないこと

ではありません、否、大いにあり得ることです。
と言うのは、ダビデに神が約束した万世一系の王族、天皇家が日本にあ

る以上、この国日本こそ、そのユダ族の終（つい）の住みかとなった国で
ある可能性がもっとも高い国なのです。

繰り返しますが、ユダ族の民族のうち、もっともコアな部分の人々、ダ
ビデ以来の王族関連の人々はバビロン捕囚以降ユダには帰還していない、
したがって（恐らく）東のどこかの国に移住した可能性が高いのです。

そして、そのバビロン捕囚が起きたのは紀元前６世紀、今から２６００
年程前ですが、日本の皇室の起源も２６００年程前であり、年代的にも大
いに一致するのです。

これらはとても偶然とは思えません。ですので日本の皇室がダビデ王朝
の末裔であるという、一見とんでもないような主張はこれらのユダ族の捕
囚の歴史やその時期を考える時、大いに整合性があり、信憑性のある主張
なのだ、ということをご理解ください。

バビロン捕囚
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日本人が真のユダ族の子孫であり、真のユダヤ人である、逆に今、ユダ
ヤ人である、と称している人々は偽者である、と言う時、どちらに分があ
るように思うでしょうか？

普通に考えれば世界中の人々が、彼ら中東のイスラエル国に住む人々こ
そユダヤ人である、と考えているので、日本人＝真のユダヤ人説は、分が
悪いように思えます。しかし、よく見ていくとそうでもない、日本には真
のユダヤ人が持つべき決定的な証拠が存在することが分かります。

そして逆に彼ら、ユダヤ人である、と称している人々にはその証拠が存
在していません。

それはいくつかあるのですが、その筆頭は繰り返して言うようですが、
何と言ってもユダ族のもっとも中心的な存在、ダビデ以来の王族の存在で
す。

今、ユダヤ人であると称している人々には、そのダビデにさかのぼれる
ような王族はまったく存在していません。ダビデにさかのぼれるどころか、
彼らの大部分は血筋的にはユダヤ人でもありませんので論外です。

もっとも大事な証拠、神が度々その王座が後々まで続く、存続すること
を約束しているダビデ以来の王族が存在していない、この点で今、ユダヤ
人であると称している人々の信憑性には大いに欠落があり、疑問があるの
です。

もう一つの彼らの弱点、ユダヤ人であると言い張るためには決定的に大
きなウィークポイント、彼らが真のユダヤ人、ダビデに連なる民と主張す
るには妨害となるポイントは、彼らがセム族、黄色人種ではなく、明らか
に白色人種の系統の人種だということです。このことはどのように反論し
ても言いつくろってもぬぐいきれない疑問であり、隠しきれない彼らの嘘

 ５. 日本にはあり、偽ユダヤ人にはないもの
なのです。

考えてもみて下さい。たとえば、有名なユダヤ人であるアンネ・フラン
クみたいな白人系の女の子がいきなり日本の小学校に入って来て、「私は
生粋の日本人です。父も母も何十代も続く日本の血筋です。」なんて言っ
ても、やはり無理があるのです。どこから見ても、西洋系の顔立ちだから
です。

このような場合、調べてみると、本人の言うことは正しくはなく、じつ
は父親が白人だったりするわけです。

そのようなわけで、「白人系の容貌を持つ人はその親や先祖も白人系で
ある」という人間の常識、基本はしっかりと持っていてください。何でそ
んな決まりきったことを強調するのか、と言うと、そのあたりの常識を失
い、偽ユダヤ人の嘘の主張である遺伝子がこうだとか、ＤＮＡがああで、
こうでなんていう嘘にだまされて、すっかり白人系の彼らが黄色人種であ
るセム系の子孫であるとまじめに信じ込んでいる頼り無い「研究者」がこ
の国には多いからです。

ついでにもう一つ、セム系ということばとセム語族ということばは、異
なることばであるということを知っておいてください。

具体的に言うと、彼ら偽ユダヤ人はたしかにセム語を操り、ユダヤ人の
ことばであるヘブル語を操るのですが、それとまた、彼らの血筋は別だと
いうことです。

前述したように、彼ら偽ユダヤ人の先祖は８世紀頃ユダヤ教に集団改宗
したヨーロッパ、白色人種のハザール人の子孫です。

彼らがユダヤ教に改宗し、また、どうもその言語や習慣も取り入れたよ
うなので彼らにはユダヤの習慣があり、また、彼らは自由にヘブル語を操
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ります。
しかし、だからといって、いくらヘブル語がうまくなり、彼らがセム語

系のことばを語っているからといって、それによって肌の色が変わるわけ
でも、白が黄色の肌に変わるわけではないのです。

そんなことは当たり前と思うでしょうが、例を挙げます。
たとえば、初期の日本のサッカー J リーグで活躍した人に、南米のラモ

ス選手がいます。
彼は日本語もうまいし、日本の文化や精神に通じていて、場合によって

はよっぽど日本人よりも日本的なところもあるようです。
しかし、そうだといって彼が、いくら日本語がうまいからといって、彼

の持って生まれた肌や瞳の色が変わるわけではないのです。
日本人よりも日本人ぽい彼ですが、しかし、やはり生まれてくるこども

は彼の血をひいて、南米系の肌や瞳を持つ可能性が高いのです。

今、彼ら、ユダヤ人であると称する白人系の彼らも同じであり、その言
語といい、風習といい、真のユダヤ人のように思えるのですが、しかし、
かといって、それらをもって血筋までは変えられないのです。

彼らが人種的には真のユダヤ人ではない証拠はいくつもあるのですが、
その一つを挙げれば、彼らがユダヤ人の定義として、「母親がユダヤ人なら、
その人はユダヤ人」であると定義していることです。

このような母方の家系による定義は血筋や系図を語る聖書の定義とは異
なり、また、日本の定義とも異なる、少し異常な定義です。

何を言っているのか、と言うと、聖書では、そのユダヤ、イスラエルの
血統を語る時、原則男系、男の家系、すなわち父方の家系を記載するから
です。たとえば、イエス・キリストの系図です。

以下の系図を見てください。

マタイの福音書１: １ー１７

１. アブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図。

２. アブラハムにイサクが生まれ、イサクにヤコブが生まれ、ヤコブにユダと

その兄弟たちが生まれ、

３. ユダに、タマルによってパレスとザラが生まれ、パレスにエスロンが生ま

れ、エスロンにアラムが生まれ、

４. アラムにアミナダブが生まれ、アミナダブにナアソンが生まれ、ナアソンに

サルモンが生まれ、

５. サルモンに、ラハブによってボアズが生まれ、ボアズに、ルツによってオベ

デが 生まれ、オベデにエッサイが生まれ、

６. エッサイにダビデ王が生まれた。ダビデに、ウリヤの妻によってソロモン

が生まれ、

７. ソロモンにレハベアムが生まれ、レハベアムにアビヤが生まれ、アビヤにア

サが生まれ、

８. アサにヨサパテが生まれ、ヨサパテにヨラムが生まれ、ヨラムにウジヤが

生まれ、

９. ウジヤにヨタムが生まれ、ヨタムにアハズが生まれ、アハズにヒゼキヤが

生まれ、

１０. ヒゼキヤにマナセが生まれ、マナセにアモンが生まれ、アモンにヨシヤ

が生まれ、

１１. ヨシヤに、バビロン移住のころエコニヤとその兄弟たちが生まれた。

１２. バビロン移住の後、エコニヤにサラテルが生まれ、サラテルにゾロバベル

が生まれ、

１３. ゾロバベルにアビウデが生まれ、アビウデにエリヤキムが生まれ、エリヤ

キムにアゾルが生まれ、

１４. アゾルにサドクが生まれ、サドクにアキムが生まれ、アキムにエリウデ
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が生まれ、

１５. エリウデにエレアザルが生まれ、エレアザルにマタンが生まれ、マタンに

ヤコブが生まれ、

１６. ヤコブにマリヤの夫ヨセフが生まれた。キリストと呼ばれるイエスはこ

のマリヤからお生まれになった。

１７. それで、アブラハムからダビデまでの代が全部で十四代、ダビデからバ

ビロン移住までが十四代、バビロン移住からキリストまでが十四代になる。

以下の系図は男系の系図であり、系図に記載されているのはほとんど男
性です。

例外的にタマル、ラハブ、ルツ、バテ・シェバ、マリヤなどの女性が記
載されていますが、それはあくまで男系を補助する意味合いでの記載です。

すなわち日本で言えば、天皇陛下にその皇后である美智子様を通して皇
太子殿下がお生まれになり、といった説明する意味合いでの女性の登場な
のです。

そしてこれはイエス・キリストだけでなく、聖書の系図の書き方は、み
な、このような男系を語る書き方なのです。

しかるに聖書の民であり、その正統なルーツを主張するはずの人々、セ
ム族、黄色人種系であると主張するには、やけに色の白い人々は、なぜ、
自分たちのルーツに関して聖書の方法に従わず、逆に女系を主張し、「母
親がユダヤ人なら、ユダヤ人であると認める」などと言うのでしょうか？

その理由は私が察するに、彼らのルーツにあります。
彼らが言わんとしていることは、こういうことです。

「もし、父親のルーツを辿っていけば、それは白色ハザールに至る。ヤ
ペテ、白色人種のアシュケナジーに至る。結果、黄色人種である、セム系

とは異なる人種ではないか、との疑問に至る。しかし、母親のルーツを考
えるなら、白色人種であるハザール人と結婚したユダヤ女性のルーツに至
る。だからユダヤ人の定義は母親がユダヤ人であることと定義しよう」

そんな考えがあったと理解できます。

逆に言うと、彼らが母系、女系にこだわる、ということ自体、じつは彼
らの男系、父親系を調べたら、白色人種であるハザールに至ることを彼ら
自身がよくよく知っているからと理解できるのです。

そういうわけで、彼らにはその出自やルーツ、血筋に関してぬぐっても
ぬぐいきれない疑惑がある、それは彼らが大手を振って我々こそ真のユダ
ヤ人であると述べるには、大きな妨害となる致命的な欠点であることを知
ってください。

逆に日本人はまぎれもなく、セム、黄色人種であり、この面においても
日本のほうに大きな得点ポイントがあります。

ユダヤ人 : 彼らの父方のルーツはユダヤには至らない
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彼らが、果たして本物のユダヤ人であるのか、果たして偽ユダヤ人なの
かを考える時、彼らの過去や評判について一考することは有益であると思
います。

私の主張、今、イスラエルに住む人々、色の白いユダヤ人は、じつは偽
者であり、本物のユダヤ人ではない、という主張は聞きようによってはと
んでもない主張なのですが、しかし、落ち着いて冷静な耳を持ち、この色
の白い人々の過去を見ていくなら、彼らならそういう嘘もあり得るな、と
いう結論に入っていくと思われます。

ルターの偽ユダヤ人に関する説明

ルターは彼ら、ユダヤ人であると称する色の白い人々に関して、どう言
っているでしょうか？彼は前述の「ユダヤ人と彼らの嘘」という本の中で、
以下のように述べています。

―以下引用―

彼らの宗派は、悪魔の巣くつである

それゆえあなた方はユダヤ人たちに対して警護を固め、次のことを知るべ

きである。すなわち、彼らが集いを持つ場所は悪魔の巣くつ以外の何者でも

なく、そこでは自分たちをみずから讃美し、虚栄、嘘、冒涜を語り、神と人間

に恥辱をもたらすといったことが、悪魔がなすのと同様に、もっとも強烈に

 ６. 偽ユダヤ人の歴史、また、行い して、もっとも有害なやりかたで実行されているのだということをである。

ユダヤ人たちが説教しているところで聞くということは、それがどこでも、

「一にらみで人々を傷つけ殺害した、危険なバシリスク（中世の伝説）」が話

すのを聞いているのと同じことであると、あなた方は考えねばならない。

神の怒りをとおして彼らは自分たちを自慢すること、虚栄、神に偽りを言う

こと、すべての異邦人を呪うことなどのすべてが正しく、そうしたことが神

への偉大な奉仕であり、このような高貴な父親の血筋と割礼した聖人にふ

さわしいことなのだと信じるよう教えられてきた（たとえ彼らが、はなはだ

しい悪徳の中にあって、他のところでどんなに自分たちをいやしいと思っ

たとしても）彼らはこうしたことによって神の加護が与えられてきたと考

えているのである。彼らを監視せよ！

―引用終わり―

かくのごとく、プロテスタントの祖であるルターは、ユダヤ人の宗派は
悪魔の巣くつである、と述べているのです。

恐るべきタルムード

ユダヤ教の教典はタルムードですが、そのタルムードは聖書とは無関係
の恐るべき人間中心の書です。以下、「阿修羅」ＨＰより、少し引用します。

―以下引用―

●神はユダヤ人にすべての方法を用い、詐欺、強力、高利貸、窃盗によってキ
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リスト教徒の財産を奪取することを命ずる。（オルディン１、トラクト一、

ディスト四）

●われわれはタルムードがモーセの律法書に対して絶対的優越性を有する

ことを認むるものなり。（イスラエル文庫、一八六四年）

●律法（聖書）は多少とも重要ではあるが、長老方が聖典に記されたことば

は常に重要である。

●タルムードの決定は、生ける神のことばである。エホバも天国で問題が起

きたときは、現世のラビに意見を聞き給う。（ラビ・メナヘン、第五書の注解）

●神は夜の間にタルムードを学び給う。＜メナヘム・ベン・シラ法師＞

●なんじらは人類であるが、世界の他の国民は人類にあらずして獣類であ

る。（ババ・メチア、一四六の六）

●なんじらイスラエル人は人間なれど、他の民族は人間に非ず。彼らの魂汚

れし霊より出でたればなり。＜メナヘム・ベン・シラ法師＞

●イスラエル人は人間と呼ばる。しかれども偶像礼拝者は汚れし霊より出

でしものなれば、豚と呼ばるるなり。＜ロイベン法師＞

●悪魔と世界の諸民族とは、畜獣に数えらるべきなり。＜ナフタリ法師＞

●犬は異邦人より勝れたるものなり。＜アシ法師＞

●なんじ殺すなかれ、とのおきては、イスラエル人を殺すなかれ、との意な

り。ゴイ、ノアの子ら、異教徒はイスラエル人にあらず。＜モシェー・バル・

マエモン＞

●ゴイに金を貸す時は必ず高利を以てすべし。＜モシェー・バル・マエモ

ン＞

●拾得物を紛失者に返却すべしとの戒は、ユダヤ人に対してのみ守らるべ

きものにして、ゴイに対しては然らず。このことに就き亡きわれらの教法師

たちの言えるあり。すなわち、「遺失物とはすべてなんじの兄弟の失いしと

ころの物を指すものにして、ゴイの失える物は然らず。その理由は、ゴイは

神に属する者に非ずして、地の邪神に属する者なるゆえなり。ゆえにゴイの

失えるすべての物は、この世にては再び見つけらるることなき遺失物にし

て、その所有者にかえるべきにあらず。財宝は唯一イスラエル人にふさわし

く、他の民はこれに値いせざるものなればなり。これ預言者イザヤ（二六ノ

一九）の言えるがごとし」と。＜ゲルソン法師＞

●他民族の有する所有物はすべてユダヤ民族に属すべきものである。ゆえ

になんらの遠慮なくこれをユダヤ民族の手に収むること差し支えなし。

（シュルハンアルクのショッツェン・ハミッバッド三百四十八）

●ゴイがゴイまたはユダヤ人を殺した場合には、その責任を負うべきであ

るが、ユダヤ人がゴイを殺した場合には責任を負うべきものでない。（トセ

フタ、アブダ・ザラ八の五）

●「盗賊」ということばの解釈。ゴイは、ゴイからであろうとユダヤ人からで

あろうと、盗むこと奪うこと女奴隷を使うことは禁じられる。だが彼（ユダ

ヤ人）はゴイに禁じられているこれらのすべてのことをなしても禁じられ

ない。（トセフタ、アボダ・ザラの五）
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●偶像礼拝に帰依せる非ユダヤ人及び、いやしき牧人はこれを殺すことを

許さず。されど彼らが危険に面し、また死に瀕せりとて彼らを救うことは許

されず。例えば彼らの一人が水に落ちたるとき、報酬ある場合と雖も彼を救

い上ぐべからず。また彼らを瀕死の病よりも、いやすべからず。報酬ある場

合と雖も。しかれども、われらと彼らの間に敵意の生ずるを防止するためな

らば、報酬無き場合にも彼らを救出し、また、いやすことをゆるさる。しかれ

ども偶像を拝む者、罪を犯す者、おきてと預言者を否む者は、これを殺すべ

し。而して公然と殺すを得ば、そのごとくなせ。しかするを得ざる場合には、

彼らの死を促進せよ。たとえば彼らの一人井戸に落ちたるとき、その井戸

に、はしごあらば、これを取去り、直ちに再び持来るべしとの遁辞を用い、か

くすることにより落ちたる者の身を救い得べき道を奪うべし。（シュルハ

ン・アルフ、第二巻智慧の教）

●ユダヤ人はゴイから奪ってよい。ユダヤ人はゴイから金をだまし取ってよ

い。ゴイは金を持つべきではなく、持てば神の名において不名誉となるだろ

う。（シュルハン・アルフ、コーゼン・ハミズパットの三四八）

●ゴイに向って誓いを立てた者は、盗賊であれ税吏であれ、責任を取らなく

てよい。（トセフタ・スゼブノットの一一）

●ゴイにわれらの信教を教える者は、ユダヤ人を殺すに等しい。もしもゴイ

がわれらの教説を知ったならば、かれらは公然とわれらを殺すだろう。（リ

ブル・デヴィッドの書の三七）

●ユダヤ人がラビの書物のどこかを説明してくれと頼まれたなら、ただた

だ、うその説明をするべきであり、本当のことを教えてこの指示を裏切る共

犯者となってはならない。この律法を破る者は生かしておいてはならない。

（リブル・デイヴィドの三七）

●ゴイがわれらの書物には何かゴイを害することが書いてあるのではない

かと聞いたら、偽りの誓いを立てなければならない。そして、そのようなこ

とは誓って書いてないと言わなければならない。（ザーロット・ウザボット、

ジュル・ダの書の一七）

●タルムードを学ぶゴイ、それを助けるユダヤ人はことごとく生かしてお

いてはならない。（サンヘドリン、五九、ア・アボダ・ゾラ、八の六。ザギガの

一三） 

―引用終わり―

これらのいくつかのタルムードからの引用を見ても分かるように、ユダ
ヤ教とは、とんでもない悪魔的な教えであり、また、そのタルムードを信じ、
実行する偽ユダヤ人とは、とんでもない人々である、と想像できるのです。

それはこういう論理です。
人はその読む本によって、その人の性向や趣味ということが分かります。
愛読書が料理の本、家事の本、家計のやりくりの本という女性は良い奥

さんになるだろうな、と予想します。
逆に愛読書が競馬やパチンコ、競輪など、ギャンブル関係ばかりの男性

に関しては一獲千金を狙う、刹那主義的な男か、と類推できるのです。
読む本と読む人とは、無関係ではいられないのです。

タルムードはユダヤ人には必須の宗教書ですが、しかし、「ユダヤ人は

ゴイから奪ってよい。ユダヤ人はゴイから金をだまし取ってよい。」など
と公然とゴイ（ユダヤ人以外の異邦人）からの金の強奪、だまし取ること
を勧める、泥棒教本みたいな本を一生懸命読み、記憶し、育つユダヤ人た
ちが、ろくな人間に育たないだろうな、ということは想像できます。
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事実、歴史を振り返るなら、彼らはあちこちの国から追放令を受け、ヨ
ーロッパのあらゆる国から追い出されてきました。イギリス、フランス、
ドイツ、スペイン、ロシア、あらゆる国が彼らを追い出しました。

その理由について偽ユダヤ人たちは、「私たちは神の民だから、迫害を
受けた」などと、とんでもない嘘を言いますが、実際にはそんなことはあ
りません。

事実はこれらのヨーロッパの神を信じる国々は、その偽ユダヤ人たちの
悪行があまりにもひどいので、彼らを追い出したのです。
「なんじらは人類であるが、世界の他の国民は人類にあらずして獣類で

ある。」などと語り、他国の人々を獣扱いする彼らユダヤ人の悪行にうん
ざりしたヨーロッパの人々が彼らを追い出したのです。

特に我々が、彼ら偽ユダヤ人のことばを信用すべきかどうかを判断する
時に、参考にすべきなのは、「ゴイに向って誓いを立てた者は、盗賊であ

れ税吏であれ、責任を取らなくてよい。」と嘘や虚偽の誓いを積極的に勧
めているタルムードの記述です。

嘘をついてもよい、虚偽の誓いをしてよい、と神の名において勧めてい
る本を教典として信じる人々のことばを、掛け値なしに信じてよいのかど
うか？という問題があるのです。

この質問に対する答えは当然、そのような人々のことばは話半分として
むやみに信じるべきでない、ということになります。

しかるに悲しいことにこの領域、日本とイスラエルの関係を語る日本で
出された本の著書を見るかぎり、このような必須な注意事項に目を留める
人は皆無のようで、みな、誰も彼も手もなくだまされたり、誤導されたり、
という結果に至っているようです。

かくのごとく日本の真のルーツ、明らかに認められる日本と南朝ユダ国
との関係を語る時、単に学問的な面や資料の良し悪しといった問題にとど
まらず、それ以外の要素、すなわち、わざわざ間違えるような論議、結論
を提起し、さらに誤導すべく他の道を示す人がいる、という事実にも目を
留めなければならないことは、ぜひ覚えておいていただきたいものです。
これは結構、思う以上に大変なことなのです。

なお、彼ら偽ユダヤ人とタルムードの関係を語る時、一つ追加して語っ
ておきたいことがあります。それは彼らと聖書との関係です。彼らは一般
に聖書、旧約聖書を信じる民と言われています。

そして、その関係のゆえに、彼らが悪魔的なので旧約聖書も悪魔的な本、
旧約の神も悪魔的な神であるというとんでもない論議を語る人もいる、と
いうことです。具体的な名前を言えば、故太田龍氏を始めとした陰謀論者
の論理です。

しかし、これははっきり言ってとんでもない間違い、表層的な議論です。
聖書を引用した人が悪魔的だからといって、聖書そのものが悪魔的であ

るとの結論はあまりにも短絡的な結論です。彼らがおかしな人々だからと
いって、聖書がおかしな本、聖書の神がカルト的な本だとは、お門違いな
論議です。

じつは聖書を引用しておかしなことを言う、カルト的な教えのよりどこ
ろとするとは、昔からよくあるインチキな手法なのです。たとえば、キリ
スト教の異端と言われる、輸血拒否のエホバの証人、さらに集団結婚で有
名なカルト宗教統一教会、さらにカルト的な一夫多妻宗教、モルモン教、
おかしな霊界の人、スウェーデンボルグなど、みな聖書を基に、聖書を根
拠にとんでもない教えを語る人々です。
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タルムードもその類いのおかしな宗教であり、聖書を基にしていると言
いながら、そのじつ本末転倒し、聖書とまったく反対の教え、人を殺した
り嘘をついたり、といったことを教える変形したカルトの教えなのです。

それどころか自分たち、愚かなユダヤラビたちの教えは聖書の本、さら
に聖書の神よりまさるものであるとし、上記タルムードの中で、「われわ

れはタルムードが（聖書の）モーセの律法書に対して絶対的優越性を有す

ることを認むるものなり。」と述べています。

このことは彼らの妄想、傲慢を語るものです。
ここに記されたモーセの律法書とは、聖書の最初のモーセ５書のことで

あり、聖書の教えの中核を成すものです。その教えをさしおいてタルムー
ドの教え、隣人を殺せ、異邦人の物を奪え、と命じるタルムードの教えを
優先するとはまことに妄想のきわみです。

このような方策、論法をカルトの教え、カルトの宗教と言うのですが、
まさにタルムードはそのような書です。

ベニスの商人の話

ヨーロッパにおいて偽ユダヤ人はどのような行いをし、また、どのよう
な評判を得たのでしょうか？

日本でもその名前を知られているユダヤ人に関する話として、シェーク
スピア作の戯曲「ベニスの商人」の話があります。

その内容はイタリア、ベニスにいるユダヤ人高利貸し、シャイロックに
関する話です。

その話は高利貸しを営む金に汚いユダヤ人、シャイロックが、自分が憎

むキリスト教徒である商人アントニオ、無利子で金を貸し、人に好かれる
アントニオを罠にかけようとするが、裁判官の機転により、そのもくろみ
に失敗するという話です。

もちろんこれは劇であり創作話ですが、しかし、このような劇が成立し、
しかも、みなに拍手喝采で上演されていた、ということは、当時のヨーロ
ッパにおいてユダヤ人がどう思われていたかを推察させます。すなわち当
時においては彼らユダヤ人の悪行、すなわち高利貸しを行い、無慈悲に人
から取り立てることが横行して、みな反感を持ったり、辟易したりしてい
る、という背景があるからこの劇は当時成立し、成功したということに思
いをはせるべきだと思われます。

日本の劇のことを考えても分かります。
江戸時代以降、流行った忠臣蔵は、そのエピソードのすべてが事実と

はかぎらずいくつかの演出もあるのですが、しかし、だからと言って、歴
史や史実、また、庶民感情とまったくかけ離れた劇ではないのです。殿中
で刃傷沙汰が起きたことは事実ですし、その結果片方が切腹、もう片方は
おとがめなし、という不公平な裁きがあったこと、また、その主君の仇を
討った赤穂の浪人たちに当時の庶民が拍手喝采したという事実はあるので
す。

劇や芝居でも、当時の世相や庶民感情とまったく無縁では成立しない、
否、当時の劇はもっとも敏感に、その当時の庶民の感情や反応を忠実にと
らえているものであるとも言えるのです。

その伝で言えば、無慈悲な高利貸しであるユダヤ人のこと、友人のため
に借金をした人情味あふれるアントニオに対して借金のかたにその胸の肉
一ポンドをもらう、という残酷な証文を書き、その実行を迫る悪魔的なユ
ダヤ人、シャイロックの姿は劇を見る当時の人々にとって、何も違和感が
無かったことを覚えましょう。
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「ユダヤ人の金貸しなら、たしかにそんなあくどいことをする」という
当時の庶民の共通認識の上に、この劇は成り立っているのです。

なお、彼らがヨーロッパの各地であくどい高利貸し業を行っていたこと
は、前述のルターの著、「ユダヤ人と彼らの嘘」にも記述されています。

ですから、彼らはその悪行やら無慈悲、人の持ち物を奪うべく行う高利
貸しなどのゆえにヨーロッパ各地で嫌われ、追放されたのです。

ある意味、自業自得なのです。

ですので、私たちが偽ユダヤ人の主張、自分たちは正統なアブラハム、
セム族の子孫である、との主張を聞く時、これらの偽ユダヤ人の過去をも
参考にして判断すべきなのです。

なんでもかんでも彼らの主張を鵜呑みにし、愚かな結論、日本人＝北の
イスラエル１０部族の子孫説を標榜する愚かな日本の研究者の愚を犯すべ
きではありません。

ベニスの商人 : ユダヤ人の論法には、詭弁、嘘が多い

さて、これらの事柄をもとに日本人と偽ユダヤ人、どちらが本物のユダ
ヤ人の資格があるのか、ということを考えてみましょう。

いくつかの視点で考え、これらの２者を比較してみましょう。

いくつかの視点とは、すなわちその人種、ダビデ王朝の存続、さらに言
語、習慣などです。

人種

人種的なことを考えれば、日本はアブラハム、イサク、イスラエル（ヤ
コブ）と同じセム族、黄色人種に属します。以前のページで見た通りです。

逆に偽ユダヤ人に関しては、これも前述のように彼らは白人であり、彼
らの先祖はヨーロッパ黒海近辺に存在していた白人国家ハザール国民の末
裔です。

ユダヤ人の定義をイスラエル南朝ユダ国の国民という定義にして考える
なら、彼らは人種的にはセム族の子孫であるユダ部族とは、まったく無関
係な国民であり、人種なのです。

ダビデ王朝の存続

ユダヤ人、すなわちユダ族の正統な子孫である、と言う時、聖書的には、
そのユダ国の核であるダビデ以来の王朝を持っているのかどうか、という
ことは、非常に非常に大事なポイントである、ということは前述の通りで

 ７. 日本人と偽ユダヤ人の比較 : どちらが
      本物のユダヤ人か？
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す。
その王族を持たないユダ族などは、あたかも黄身の無い卵、首の抜けた

お内裏様やお雛様、ハンドルの無い自動車みたいなものであり、もっとも
大事な部分が欠けた状態となっています。

しかし、以前から書いているように、日本においては世界で唯一の万世
一系の王朝、ダビデ以来の王朝にもっとも近い立場にいる王朝である天皇
家が存続しています。

一方、今、ユダヤ人であると称している人々に関しては、ダビデ以来の
王朝などまったく存続していません。ですからこの点において、ダビデ以
来の王朝の存在という点に関しても、日本は圧倒的な得点ポイントがあり、
他方自称ユダヤ人にはそのポイントが無いのです。

地理的な面

さて、地理的な面を考えてみましょう。
ユダの国はもともと中東の地、今のイスラエルの地にありました。
ですので真のユダヤ人はその地にいるべきなのです。
そういう点から考えると、中東から遠い極東の島国に住む日本人には真

のユダヤ人としての資格があまり無いように見えます。
しかし、前述したように、もし、ユダ国の歴史をかえりみるなら、中東

から遠い極東の地に住む日本人が真のユダ族だ、と言ったとて、じつはあ
まり奇異な意見とは言えないのです。

なぜならすでに書いたように、ユダ族のほとんどの民は紀元前６世紀頃
当時の強国バビロンによりユダ国から引き抜かれ、遠いバビロンへ捕囚と
なってしまったからなのです。これらのことは聖書に明記されています。
そして捕囚以降、王族を始め、ユダ族の中心的な人々はユダ国には帰還せ
ず、どこかの地へ消えてしまったことは事実なのです。

そのユダ族の中心的な人々が東へ東へと移り、最後には極東の島国、日

本に辿り着いた、と考えることはとっぴなことではなく、大いにあり得る
ことなのです。

ですので遠い極東の地に住む日本人である我々が中東の地、イスラエル
から来た民族であるとの主張は荒唐無稽（こうとうむけい）なものではな
く、逆に可能性としては大いにあり得る論議なのです。

地理的な面から言うなら、今、自称ユダヤ人と称している人々は、かつ
てのイスラエルの地に住んでいます。

そういう意味合いでは、彼らに若干ポイントがつくかもしれません。
しかし、彼らがそのイスラエルの地に住むようになった経緯、さらにそ

の地を獲得するために行ったパレスチナの人々への土地、家の強奪、さら
に殺りくを考えるなら、そもそもユダの末裔、神の民の末裔としては少し、
いえまったく資格に欠けると言わざるを得ません。本当に神の民なら殺す
な、盗むなとの律法を守るはずだからです。彼らは神の民らしからぬふる
まいの民族です。逆にその行い、強奪、虐殺は、黙示録の言う、「ユダヤ

人であると称しているがその実、嘘をつく、悪魔礼拝者」ということばの
ほうが近いように思えます。

言語

言語に関してはどうでしょうか？
かつてのユダ国では、聖書の言語であるヘブル語を話していました。
そういった意味では、今、ユダヤ人であると称している彼らに高いポイ

ントが与えられるように一見思われます。なぜなら、彼らこそヘブル語を
話す民だからです。

対する日本のことばはヘブル語とは何の関係も無いことばなので、この
面で日本には得点が無いように思えます。しかし、それはじつは表面的な
観察であり、知る人ぞ知ることなのですが不思議にも、日本とヘブル語に
は不思議な縁があります。
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それは多くの日本のことばが、ヘブル語と一致するからです。
たとえば、以下のように、ヘブル語と日本語は一致します。
以下、前はヘブル語（もしくはアラム語）、後ろは日本語。

アガム（ａｇａｍ）: 悲しむ、疲れる
ユガム（ｙｕｇａｍｕ）: 歪む（曲がる、捻れる）
アイカ（ａｉｋａ）: 哀歌（悲しみを歌ったもの）
アキ（ａｋｉ）: 飽き（飽きること）
アケル（ａｋｅｒｕ）: 空ける（部屋を空ける）

このように、ヘブル語と同じ意味を持つ日本語が多数存在します。
ですので思いがけないことかもしれませんが、日本語の中には多数のヘ

ブル語が含まれているのです。
ですからユダ族の言語と関係があるか、という点に関しても、日本には

得点があります。

文化、風習

文化、風習のことを考えてみましょう。
今、ユダヤ人であると称している人々にはユダヤの文化、風習が受け継

がれています。
前述したように、彼らは国を挙げて白人国家ハザールからユダヤ教に改

宗したのでその文化や伝統を受け継ぐようになったのでしょう。そういう
意味合いでは、彼らはこの面に関してポイント得点が得られます。対して
日本はどうでしょうか？

日本では誰も強いてイスラエルの文化を取り入れようとなどしていない
ように思えます。少なくとも日本の政府はそんなことを奨励していません。

しかし、これも不思議なことなのですが、そうであるのに改めて見ると、

日本の文化、習慣には、実際はイスラエル、ユダで行われているのと同じ
習慣や文化が含まれているのです。我々が気づかないだけなのです。

それはあまりにも多岐にわたるので、簡単なことばでは言い尽くせない
のですが、たとえば例を一つ挙げると、日本の相撲の伝統です。

なぜだか日本においては相撲が国技となり、非常に神聖な競技であり、
神事であるとして伝えられてきました。しかし、なぜ相撲が神事なのか？
と言うと、日本に伝えられた話では今一つはっきりしません。

しかし、この件に関しても、イスラエル、ユダの歴史を見ると、その理
由が分かります。

イスラエル民族の始祖、先祖であるイスラエル（ヤコブ）の個人の歴史
を見ると、彼の人生の非常に大事な時に神と相撲をとる、という大きな契
機があるのです。

それは、以下の創世記の記録です。

創世記３２: ２４ー３２

２４. ヤコブはひとりだけ、あとに残った。すると、ある人が夜明けまで彼と

格闘した。

２５. ところが、その人は、ヤコブに勝てないのを見てとって、ヤコブのもも

のつがいを打ったので、その人と格闘しているうちに、ヤコブのもものつが

いがはずれた。

２６. するとその人は言った。「わたしを去らせよ。夜が明けるから。」しか

し、ヤコブは答えた。「私はあなたを去らせません。私を祝福してくださら

なければ。」

２７. その人は言った。「あなたの名は何というのか。」彼は答えた。「ヤコ

ブです。」

２８. その人は言った。「あなたの名は、もうヤコブとは呼ばれない。イスラ
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エルだ。あなたは神と戦い、人と戦って、勝ったからだ。」

２９. ヤコブが、「どうかあなたの名を教えてください。」と尋ねると、その人

は、「いったい、なぜ、あなたはわたしの名を尋ねるのか。」と言って、その場

で彼を祝福した。

３０. そこでヤコブは、その所の名をペヌエルと呼んだ。「私は顔と顔とを合

わせて神を見たのに、私のいのちは救われた。」という意味である。

３１. 彼がペヌエルを通り過ぎたころ、太陽は彼の上に上ったが、彼はその

もものためにびっこをひいていた。

３２. それゆえ、イスラエル人は、今日まで、もものつがいの上の腰の筋肉を

食べない。あの人がヤコブのもものつがい、腰の筋肉を打ったからである。

上記箇所はイスラエルの先祖、ヤコブ（後のイスラエル）が、これから
何十年かぶりに兄のエサウに会う前の場面です。

普通、久しぶりに兄弟に会うなら楽しい機会なのでしょうが、この時の
ヤコブにとってはそうではありませんでした。なぜならかつて彼は兄をだ
まして家督（家を継ぐ権利）を奪い、結果、兄に殺されそうになって逃げ
て来た、という経緯があるからです。

会えば、かつての恨みで殺されるかもしれない、そんな不安でいっぱい
だったのだと思います。

そんな不安の中で、彼はその前の晩、川のほとりで一人の人と会い、そ
の人と格闘（相撲）をします。そしてそれは、何と神ご自身だったと書か
れています。

そして彼、ヤコブはその経験を契機にイスラエルという名前に変わりま
す。「あなたの名は、もうヤコブとは呼ばれない。イスラエルだ。あなた

は神と戦い、人と戦って、勝ったからだ。」と、書かれている通りです。

それでイスラエル民族にとって他の格闘技と異なり、相撲は非常に神聖

なスポーツ、神と出会うスポーツとなったのです。
そして、その伝統が日本にも伝えられているのです。
日本には今、柔道、剣道、弓道など、いくつもスポーツがありますが、

神事と言われるのは相撲だけです。そういった意味では、日本は不思議に
もイスラエルの伝統を継いでいるのです。

相撲以外にも、他にも正月の習慣、また、神社とイスラエル神殿の構造
の一致、お神輿（みこし）と契約の箱の構造の一致など、いくつもあります。

思いもかけないことですが、たとえばお花見という習慣も、じつは聖書
由来の習慣である可能性があります。聖書の中で「見る」ということに関
係することばは、日本語でアーモンドの木です。この木はたとえば聖書の
中で、以下のように呼ばれています。

エレミヤ書１: １０, １１

１０. 見よ。わたしは、きょう、あなたを諸国の民と王国の上に任命し、ある

いは引き抜き、あるいは引き倒し、あるいは滅ぼし、あるいはこわし、あるい

は建て、また植えさせる。」

１１. 次のような主のことばが私にあった。「エレミヤ。あなたは何を見て

いるのか。」そこで私は言った。「アーモンドの枝を見ています。」

アーモンドということばの意味合いは、見るとか見張るという意味合い
です。

ですので、このアーモンドの木は、見るということと直結しているので
す。

そして、このアーモンドの花は、日本の桜とそっくりなのです。

聖書には色々な木や花が登場しますが、「見る」ということに関連して
語られているのは、このアーモンドだけです。アーモンドということば自
体、見ることに関係していますが、そして他でもない、このアーモンドは
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桜にそっくりなのです。

ですので日本の花見という不思議な風習も、聖書由来の風習である可能
性があります。

かつて日本に渡って来たユダ族の子孫が、アーモンド（見る）という木
の花をそのまま日本に持ち込み、アーモンドにそっくりな桜の木を見ると
いう形でその風習を今に至るまで日本に伝えた、と考えることは不思議で
はないのです。

祝福のもといとなる

イスラエル、ユダの民の一つの特徴は、全地の祝福のもととなる、とい
うことです。

このことはイスラエル、ユダの民族の先祖であるアブラハムの時、神が
語られたものです。以下を見てください。

創世記１２: １ー３

１. その後、主はアブラムに仰せられた。「あなたは、あなたの生まれ故郷、

あなたの父の家を出て、わたしが示す地へ行きなさい。

２. そうすれば、わたしはあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あな

たの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。

３. あなたを祝福する者をわたしは祝福し、あなたをのろう者をわたしはの

ろう。地上のすべての民族は、あなたによって祝福される。」

この箇所で、神はアブラハムに対して、「地上のすべての民族は、あな

たによって祝福される。」として、アブラハムの子孫により、全世界の民
族が祝福を受けることを預言しました。

アブラハムはイスラエル民族の祖であるイスラエル（ヤコブ）の祖父に

当たります。
すなわち、わかりやすく言うと、アブラハムの子孫であるイスラエル、

ユダの民族により、世界の民族が祝福を受ける、ということを預言してい
るのです。

したがって祝福に関連して以下のことが言えます。
もし、その民族が本当にアブラハムの子孫であり、真のイスラエル、ユ

ダの民族に属するなら、全世界の民にとり、祝福のもといとなる、全世界
はこの民族から祝福を受ける、ということです。

しかし、その民族が本当にアブラハムの子孫でなく、真のイスラエル、
ユダの民族に属していないなら、全世界にとり、呪いや災いのもといとな
る、あらゆる災いがその民族を通して来る、こう言えるのです。

さて、事実はどうでしょうか？
正直なことを述べ、また意図的に語らなくても、今のユダヤ人と称して

いる人々、イスラエルに住む人々は、はっきり言って世界の祝福のもとい
となっておらず、逆に呪いや災いのもといとなっています。

それは彼らの歴史を見れば分かります。
前述のように、彼らのヨーロッパにおける歴史は追放や蔑視、人々に忌

み嫌われる歴史でした。ヨーロッパのあちこちの国で、自称ユダヤ人であ
る彼らは追い出されてきたのです。その追い出された理由は彼らが神の民
であり、正しいからではなく、前に見たように、彼らがベニスの商人のシ
ャイロックのように自己中心的、他人を借金の奴隷にしても自分が富めば
よいとの考えの人々であり、また、ルターの「ユダヤ人と彼らの嘘」に書
かれているように、尊大、傲慢な人々、さらにタルムードの記述のように、
悪魔的な道徳規範の下に歩む品性下劣な人々だったからなのです。

簡単に言えば、彼ら自称ユダヤ人がそれらのヨーロッパの国々において、
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祝福のもといどころか、呪いや災いのもといだったから追い出されてきた
のです。

さらにそれどころか、彼らはその移住して行った今のイスラエルの地に
おいても呪いのもといとなっています。

もとからこの地に住んでいたパレスチナの人々は彼らのゆえに家や土地
を失い、さらにその軍隊のゆえに命さえ失っています。

彼らパレスチナ人に「ユダヤ人はあなたにとって、祝福のもといです
か？」と聞けば、決してイエスと言う人、その通りだと言う人はいないで
しょう。

彼ら隣人パレスチナ人にとり、自称ユダヤ人たちは悪魔、最悪の悪魔の
ような存在なのです。

さらにそれ以外にもユダヤ人が世界に貢献したことと言えば、ろくでも
ないことばかりです。

共産主義を発明して全世界のその共産主義の害によって１億人もの殺害
をもたらしたマルクスはユダヤ人ですし、また、もっとも呪われた兵器、
原爆もユダヤ人、アインシュタインの発明、また、実際の原爆製造もマン
ハッタン計画のユダヤ人オッペンハイマーの下で作成されました。

他にも兵器産業、メディアの独占などを述べていけば、きりがありませ
ん。

祝福どころか、みごとに全世界の呪いのもといとなっている民族、それ
が自称ユダヤ人たちなのです。

さて、それでは全世界の祝福のもとい、という意味合いで、日本の民族
はどのような立場にいるでしょうか？

日本は前述したように、戦前のアジアの国々にとり、救世主のような存
在でした。

アジアの国々は戦前欧米の植民地にされ、その下で呻吟（しんぎん）し

ていたのですが、日本の戦争を通して独立を獲得するようになりました。

さらに日本が欧米の専売特許であった自動車、テレビ、洗濯機などの電
気製品、工業製品を自力で作れるようになったことはアジアの人々の歩み
を変えました。

日本に追随して台湾、韓国、中国なども同じように工業が発展するよう
になったのです。この面においても日本は救世主のような国なのです。

また、日本は国際貢献にも怠りのない国、たとえば他国へのＯＤＡ開発
援助に関しても、その援助額は世界１、２のレベルです。

現代の日本により、多くの国は祝福を受けているのです。

結論として、アブラハムの子孫として世界の祝福のもといとなる、とい
う点に関しては、これらの２国にはまったく評価が異なる結論が出ると思
われます。

自称ユダヤ人は、祝福のもといとなるとのことばにはまったく当てはま
らず、逆に呪いのもといとなっています。逆に日本は祝福のもといとなっ
ており、このことばが当てはまるのです。

結論

今までの話をまとめてみましょう。以下のようになります。

人種

自称ユダヤ人（×）
日本人　　 　（○）
☆自称ユダヤ人は、セム、黄色人種ではなく、白人
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ダビデ王朝の存続

自称ユダヤ人（×）

日本人　　 　（○）

☆自称ユダヤ人にはダビデ以来の王朝が存続しない

地理的な面

自称ユダヤ人（○）

日本人　　 　（○）

☆どちらも優劣なし

言語

自称ユダヤ人（○）

日本人　 　　（○）

☆どちらも優劣なし

文化、風習

自称ユダヤ人（○）

日本人　　 　（○）

☆どちらも優劣なし

祝福のもといとなる

自称ユダヤ人（×）

日本人　　 　（○）

☆自称ユダヤ人は、全世界の呪いのもといとなっている

結論として、６対３で圧倒的に日本人のほうが、自称ユダヤ人の民族よ
り真のユダヤ人の資格を持っていることが判明しました。

ですので日本人こそ、聖書で言うユダヤ人であるという説は、一見トン
デモの理論に思えるのですが、よく見ると、客観的にもこちらの考え方の
ほうが真実性が高い意見なのです。

日本とユダヤの関係を考える時、よく出てくるのは日ユ同祖論という考
え方です。日本とユダヤは同じルーツを持っている、先祖は同じという考
え方です。

日本とイスラエルの関係を語る人の中に、結構な数でこの考えを持つ人
がいます。果たしてこの考え方は正しいのでしょうか？

結論から言えば、これはまったく間違えた考え方である、と言うしかあ
りません。

理由はこどもでも分かることではありますが、日本人と、今、ユダヤ人
であると称する人々との間は人種的にはまったく異なり、大きな相違があ
り、同じ祖先から出ていないのは一目瞭然、明らかです。片方は明らかに
白人系の人種であり、片や日本人は典型的なアジアの黄色人種であり、両
者が同じはずがないのです。

そして本来のイスラエル、ユダの民族は、人種的には黄色人種系であり、
その意味では、日本人こそ真のユダの血族である可能性が高いのです。

それでは今、ユダヤ人であると自称している彼らはどのような人々か、
と言うと、前述したように、本来白人種に属しているヨーロッパ、黒海近
辺の民族、ハザール民族が８世紀頃ユダヤ教に集団改宗し、自分たちは本
物であると偽って称しているのに過ぎないのです。

 ８. 日ユ同祖論という誤った考え
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過去のそのような歴史の結果、彼らはたしかにユダヤの習慣、言語、宗
教を取り入れ、まさにユダヤ人のような生活をしているのですが、だから
といって肌の色まで変わるわけでもないし、人種が変わるわけでもないの
で、今に至るまで彼らは「色の白い」ユダヤ人として生活しているのです。

いわば王子と乞食の物語のように、本来人種的にはユダヤ人でない人々
がユダヤ人として、すり変わってしまったということなのです。

そしてこの不思議な歴史の偶然の上に、さらにおどろくべき偶然が加わ
ります。

それは本来のユダヤ人、その本流であるダビデ王家やその家来たちは東
の地、島国日本で生活を始めたのですが、その長い歴史、２０００年以上
もの歴史の中で自分たちが一体どういう民族なのか、どこから来たのか、
ということを忘れてしまったのです。簡単に言えば、本物の王子は自分が
王子だったことを忘れ、一方、偽者はすっかり本物らしくなり、結果、偽
者が本物になりかわって王子の座に居座り、今に至る、という状態が続い
ているのです。冗談か小説みたいな話ですが、本当の話です。

さて、日ユ同祖論とは、このようにこどもでも分かる間違えた論議なの
ですが、しかし、どんな嘘でも本当らしく語れば信じる人もいるようです。
日本の研究者でもすっかり信じ込んでいる人が多いです。

しかし、どう見ても白人の自称ユダヤ人が、自分たちは黄色人種である
セム族であると言い張るには無理があるのですが、色々な理屈があるもの
です。最近では、日ユ同祖論を語る人々は何かと言えば、「今のユダヤ人
の遺伝子が本物のユダヤ人と同一のものであると証明された」などと、遺
伝子やらＤＮＡのことなどを持ち出して、無理な論理を重ねていることを
覚えておきましょう。

科学に弱い我々は、遺伝子の調査をしたぞ、ＤＮＡから判断されたぞ、

などと一見科学的な言い方をされるとすぐにコロッとだまされやすいので
すが、しかし、このことは覚えておきましょう。すなわち、この遺伝子だ
のＤＮＡ鑑定などのシロモノは、実際はしょっちゅう間違えが起きている、
科学的でもなんでもない不安定な方法であることは、物事を理解する人は
知っているべき事柄なのです。

論より証拠、日本でもＤＮＡ鑑定の結果は、度々間違えがあるのです。
ＤＮＡ鑑定の結果、犯人だとされた人物がじつは無罪だった、要するにＤ
ＮＡ鑑定が大間違いだった、ということも、度々新聞をにぎわすニュース
として起きているのです。

以下を参照ください。

―以下時事通信より引用―

飯塚事件で再審請求＝ＤＮＡ鑑定「判定誤り」：足利と同じ
手法・福岡地裁 

２００９年１０月２８日１６時４５分配信 時事通信

福岡県飯塚市で１９９２年、小学１年の女児２人が殺害された飯塚事件で、

死刑が執行された久間三千年元死刑囚＝当時（７０）＝の妻（６２）が２８

日、福岡地裁に再審請求した。同事件では、再審が開始された足利事件と同

じ手法で行なわれたＤＮＡ型鑑定が証拠として採用されており、鑑定結果

に対する判断が注目される。

弁護団は、「捜査段階の鑑定は血液型やＤＮＡ型の判定を誤っている」など

とする専門家の鑑定書を提出。「久間元死刑囚と犯人とは一致せず、無実は

明らか」として再審開始を求めた。

鑑定を行なったのは、足利事件の再審開始を認めた即時抗告審でＤＮＡ型

再鑑定を行なった本田克也筑波大教授。犯人の血液が付着した当時の資料

は使い切られて再鑑定ができず、弁護団は７月、元死刑囚の遺品や遺族の口
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の粘膜を本田教授に提出するとともに、鑑定手法の検証も依頼していた。

―引用終わり―

上記の記事は、ＤＮＡ鑑定の結果、死刑を行われてしまった犯人とされ
た人物の鑑定結果が、じつは再度調べたら間違いである、ということを伝
える記事です。　

悲しいことに、本人はすでに死刑を行われ、命を奪われているのです。
ＤＮＡ鑑定なるものがそうそう信用に値しない、それなのに盲目的に捜

査、逮捕を強行した警察の誤りを指摘する記事となっています。ＤＮＡ鑑
定、遺伝子情報とは、この程度のものなのです。

ですので、我々日本人のルーツに関すること、また、日ユ同祖論なるあ
り得ない論議を進めるのに遺伝子がどうだの、ＤＮＡがどうだの、と言い
出す人は、あやふやな方法や科学的でない方法を用いて論旨を惑わす人々
であり、これらの論議は到底、信用するには値しないことを覚えましょう。

ユダヤ人アンネ・フランク : 白人であるユダヤ人と日本人が同祖であるはずはない


