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５章　ダビデ以来３０００年もの間、万世一系が存続した理由

神は、聖書の神は、ご自分が言われたことばを守られる方です。
それで聖書に書かれた神の約束、預言はどれもこれも実現します。
日本人には聖書は馴染みの少ない本かもしれませんが、聖書とは、そうい

う本なのです。
有言実行ということばがあります。言うことは簡単ですが、そのことばを

実行するのはとても難しいのです。選挙の公約、マニフェストを見ても、な
かなか当初の予定や以前のことば通りに物事は進まないものです。

自分の生きている間でさえ言った通りに物事は進まないので、まして何百
年、何千年先のことなど、我々が語った通りにはならないものです。

しかし、聖書はそうではありません。
聖書こそ、有言実行の書なのです。
聖書に書かれた事柄は、それが何百年、何千年先であろうと実現します。
たとえば、イエス・キリストに関する預言です。
キリストの誕生前何百年も前から、聖書はキリストについていくつもの預

言を語っていました。
いわくベツレヘムで生まれる、いわく処女から生まれる、いわく友に裏切

られる、いわく人の罪を負ってあがないとして死を迎える、あらゆる前もっ
て語られたことばがキリストの生涯において成就したのです。イエス・キリ
ストの誕生の７００年も前に、イスラエルの預言者ミカは以下のように預言
しています。

ミカ書５: ２

２.ベツレヘム・エフラテよ。あなたはユダの氏族の中で最も小さいものだが、

 １. 神はダビデのゆえに、その子孫、
      天皇家の王位をこの国で守られる

あなたのうちから、わたしのために、イスラエルの支配者になる者が出る。

その出ることは、昔から、永遠の昔からの定めである。

これは神が預言者を通して語られたことばなので、そのことばは成就し、
キリストはベツレヘムで生まれました。このように聖書の神は単にことば
を発するだけでなく、その自分のことばを実現させ、成就する方なのです。
いわば有言実行の人（神）なのです。

そしてその神が、他でもないダビデの子孫が代々、王の座に着くこと、
すなわち万世一系を約束してくださっているのです。

エレミヤ書３３: ２０, ２１

２０.「主はこう仰せられる。もし、あなたがたが、昼と結んだわたしの契約

と、夜と結んだわたしの契約とを破ることができ、昼と夜とが定まった時に

来ないようにすることができるなら、

２１. わたしのしもべダビデと結んだわたしの契約も破られ、彼には、その

王座に着く子がいなくなり、わたしに仕えるレビ人の祭司たちとのわたし

の契約も破られよう。

ですので日本において天皇制が続いていること、その万世一系が保たれ
ていることに関しては、他でもないこの有言実行の方、神の後ろ盾があり、
約束があるのです。

日本の長い歴史の中では天皇制、また、その万世一系に関していくたび
か危機がありました。先述の道鏡の時もそうです。

天皇家とまったく血筋が異なる道鏡が、自分が天皇となろうと野心を起
こしたのです。しかし、和気清麻呂の勇気により、その野望は退けられま
した。



4 5 

５章　ダビデ以来３０００年もの間、万世一系が存続した理由

他にもたとえば、天皇が退位させられた承久の乱、さらに自分の子を天
皇にしようとした足利義満の時など、大いに天皇制が不安定な時期はあっ
たのですが、しかし、不思議な守りがありました。

かくのごとく、いくつかの危機を乗り越えながら、しかし、世界に類例
のない日本の天皇制、万世一系の天皇制は守られてきました。

そのことの裏には人間的な理由もあるでしょうが、しかし、私の理解で
は他でもない、神の確約、昼と夜が定まった時に来ることと比べてまで、
ダビデ直系の皇族の存続を約束する神のことばに起因すると思えます。

そして裏返した言い方をするなら、今でもすなわちダビデ以来３０００
年も経った現在でも、この日本の国でダビデ王朝の直系としか思えない王
族が継続しているということは他でもない、この国日本、さらに日本の皇
族は聖書の神の守りの中にあった、こう言えると思うのです。

あるべき天皇制のあり方とは、どんなものなのでしょうか？

このようなことは、私のように下々の者が考えることでもないのですが、
しかし、聖書を読む者としてこのことを少し考えてみたいと思うのです。

あり得べき、理想的な天皇のあり方は、その万世一系の最初の始祖であ
るダビデの歩みの上にあります。

彼こそが理想的な王であることは、聖書の中で度々語られています。
たとえばソロモンが王となる時、神は以下のように語りました。

 ２. ダビデは神への忠実のゆえに、
      イスラエルの王位に着いた

Ⅰ列王記３: １４

１４. また、あなたの父ダビデが歩んだように、あなたもわたしのおきて

と命令を守って、わたしの道を歩むなら、あなたの日を長くしよう。」

ここではダビデの歩みこそが、王として理想的な歩みであることが描か
れています。

さらに正しく神の前に歩まなかった北イスラエルにおける初代王である
ヤロブアムに対して、ダビデと比べて以下のように語られています。

Ⅰ列王記１４: ７ー９

７. 帰って行ってヤロブアムに言いなさい。イスラエルの神、主は、こう

仰せられます。『わたしは民の中からあなたを高くあげ、わたしの民イス

ラエルを治める君主とし、

８. ダビデの家から王国を引き裂いてあなたに与えた。あなたは、わたし

のしもべダビデのようではなかった。ダビデは、わたしの命令を守り、心

を尽くしてわたしに従い、ただ、わたしの見る目にかなったことだけを行

なった。

９. ところが、あなたはこれまでのだれよりも悪いことをし、行って、自

分のためにほかの神々と、鋳物の像を造り、わたしの怒りを引き起こし、

わたしをあなたのうしろに捨て去った。

ヤロブアム王に対しても、ダビデのように歩まず、神の命令を守らなか
ったことを非難しているのです。

ですので、ダビデ以来の王族である天皇家に関しても、同じ規範が用い
られると考えたほうが正しいように思えます。

分かりやすく言えば、もし日本の天皇家が、ダビデが歩んだように、こ
の神の前に、その教えの前に正しく歩むなら、祝福を得、逆にヤロブアム
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のように歩みからずれるなら、呪いを受けるということです。

イスラエル、ユダの王朝において何代もの王がその座に着きましたが、
それぞれの王の歩みの状況、もっとはっきり言えば、明暗、幸不幸、祝福、
呪いはそれぞれの王により異なります。

ある王は祝福と恵みと賞賛の中で歩みましたが、しかし、逆に神からの
怒りと叱責を受け、他国からの攻撃を受けたり、王自身が命を失ったりし
たこともあったのです。

たとえば、前述の北イスラエルの最初の王、ヤロブアムに関しては、以
下のように書かれています。

Ⅰ列王記１３: ３３, ３４

３３. このことがあって後も、ヤロブアムは悪い道から立ち返ることもせ

ず、引き続いて、一般の民の中から高き所の祭司たちを任命し、だれでも

志願する者を任職して高き所の祭司にした。

３４. このことによって、ヤロブアムの家が罪を犯すこととなり、ついには、

地の面から根絶やしにされるようになった。

ここでは北イスラエルの王であるヤロブアムの家が、その罪のゆえに地
の表から根絶やし、すなわち絶滅することが描かれています。

神の言われた歩みから外れることに関する厳しい神の手を見ます。

 ３. 神への不忠実のゆえに、敵に破れ、
      王位を追われる王族

また、ユダ国の王、マナセに関しては、以下のように書かれています。

Ⅱ列王記２１: １１ー１３ 

１１.「ユダの王マナセは、これらの忌みきらうべきことを、彼以前にい

たエモリ人が行なったすべてのことよりもさらに悪いことを行ない、その

偶像でユダにまで罪を犯させた。

１２. それゆえ、イスラエルの神、主は、こう仰せられる。見よ。わたし

はエルサレムとユダにわざわいをもたらす。だれでもそれを聞く者は、二

つの耳が鳴るであろう。

１３. わたしは、サマリヤに使った測りなわと、アハブの家に使ったおも

りとをエルサレムの上に伸ばし、人が皿をぬぐい、それをぬぐって伏せる

ように、わたしはエルサレムをぬぐい去ろう。

ダビデの直系であるマナセ王ですが、しかし、彼が偶像崇拝に陥り、神
の前に罪を犯すようになると災いに会い、その都エルサレムがぬぐい去ら
れることが描かれています。

これらの記述から理解できることは、神により建てられたダビデ王朝、
また、その直系の王たちの歩みの基準は、あくまでも神の前に正しく歩む
か、また、その教えを正しく行うかであり、もし、その歩みが正しくない
なら、たとえダビデ以来の王族であろうと、災いや敗北に入ることが分か
るのです。

分かりやすく言うなら、ダビデ以来の万世一系の王の歩みの基準は人で
はなく、しかし、神にある、そのように語られているのです。
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マナセ王 : 神に対する不忠実な歩みのゆえ、裁かれる

さて、私が書くのはおこがましいようにも思えるのですが、もし、日本
の天皇家がダビデ以来の王朝の子孫であり、末裔であるなら（そうである
可能性は大いにあるのですが）、ダビデを導き、祝福を与えられた同じ神が、
この国の天皇家への祝福、または呪いを与えていると考えられます。

そして今まで見てきたように、日本の言語、習慣、風俗、歴史は、大い
に聖書の民と似ていますので、この国は聖書の神により導かれ、また、こ
の国の王族である天皇家は聖書の神によって立てられ、導かれている可能
性が大いにあるのです。

 ４. 日本の天皇家に関しても
      同じはかり、同じ重りが使われる

もし、そうであるなら、この国、また、この国の王である天皇家の祝福
も呪いも聖書の神から来ており、また、今までも来ていたと考えるほうが
妥当だと思われます。

このことは、突然そう言われても、すぐには受け入れがたい考えかもし
れません。しかし、日本の天皇家のルーツが本当にダビデ王朝に由来する
なら（そうである可能性は大いにあるのですが）、そのように考えるほう
が妥当です。私たちはこの国の歩み、また、皇室の歩みの正しさを考える
時、かつての日、その万世一系の最初の王、ダビデを王に立て、また、彼
の人生、歩みに祝福を与えた聖書の神に目を向けるべきであることを覚え
てください。

なぜなら、もし、皇室がダビデの末裔なら、かつてのダビデ王、また、
それに続く王たちへ与えられたのと同じはかり、規範、錘（おもり）をも
って、この国の皇室は神に裁かれる可能性があるからです。

このことはたとえて言えば、こういうことでしょうか。
日本には日本の交通ルールがあり、たとえば車は左側通行です。
しかし、同じ日本人である我々でも、一旦他の国、たとえばアメリカで

車を運転するなら、その運転はアメリカの交通規則に従って行われるべき
なのです。アメリカにおいては、車は右側通行ですから私たちもアメリカ
では、車で右側を走るべきなのです。

国が違えば交通ルールも違うのです。

同じように日本の私たちも、また、皇室も、もし、今この時代、この国
の真のルーツを初めて知り、また、万世一系の王族の真のルーツを初めて
悟るなら、その王族を導くルール、法則、教えを尊重すべきです。

その法則、教えとは聖書に明言されており、それは聖書の神の教えを尊
重することなのです。
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私が見たかぎり、この国の歴史、また、天皇家の歴史には明らかに聖書
の神の手が臨んでおり、この国の歴史は聖書の神によって導かれ、裁かれ
ているように思えます。

もっと分かりやすく言うと、天皇家の歴史はダビデに与えられたのと同
じはかり、重りで量られ、判断されているように思われます。

おそれ多いことですが、天皇家の歴史を客観的に振り返り、考えてみた
いと思います。

正直に率直に言わせていただくなら、その歴史は必ずしも理想的なもの
でも、また、天皇の思惑、願い通りに進んだものばかりでもありませんで
した。

日本の歴史の初期においては、天皇家は実際に国の権力を持ち、軍事力
を持ち、政治を動かす権力者、王として歩んできました。

このことはダビデ以来の王族も、みな、そうであり、ダビデ王朝の王は、
みな、実質的な国の権力者であり、国の政治も軍事も王が掌握し、権威を
振るっていたのです。日本の古い歴史を見るかぎり、当初はそうだったよ
うに見えます。

しかし、その歩みはある日からとどめられ、天皇からは実質的な権力が
取り去られ、単なるお飾りとなるようになりました。

その天皇の権力の衰退は、また、天皇がどのように真の神を拝するかと
いうことと密接につながっていたように思えます。

 ５. 天皇家の歴史はまた、受難の歴史

外国の神である仏教が皇室に広がる中で、天皇家も神の前に捨てられ、
疎外され、辱めを受けるようになります。

平氏、源氏の武士階級の台頭と共に、天皇家はその実質的な国の政治統
治権、軍事統治権を失い、実質お飾りのような存在になったのです。

その父祖ダビデが国の統治権、政治権力を掌握しており、実質的にも、
名目的にも、王の名に恥じない歩みをしていたのに比べるなら、天皇家が
単なるお飾りのような存在であることは、決して祝福でも名誉的な状態で
もないことを覚えましょう。

そして、その祝福も呪いも神から来るのです。

ダビデは自分を王として抜擢し、王として立てた方である神に忠実だっ
たのです。しかし、天皇家がこの方を捨て、他の神を拝し、アマテラスオ
オミノカミという邪神を拝し続けるなら、ダビデに与えられたような名誉
も、祝福も与えられないでしょう。

幕府を開いた源頼朝 : 武士により、天皇から政治の実権は奪われた
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今まで見てきたように、ダビデ王、そしてその王家はユダ族の中で非常
に特殊な家系でした。

神により直接立てられ，権威を受けた王族の家系だったのです。
そして、聖書の神の前には王族であろうと、一般庶民であろうと、何ら

分け隔てはありません。
聖書に、「神は人を分け隔てなさいません。」（ガラテヤ人への手紙２章

６節）と書かれている通りです。

神の前に正しく歩む者は祝福を受け、そうでない者は災いを受けるので
す。

神の目は、今の日本の皇族にも注がれているのでしょうか？きっとそう
でしょう。ダビデの歩みに目を注がれた神が、今もその子孫であるこの日
本の皇族に目を注いでおられる、と考えたほうが正しいと思われます。

口幅ったい（くちはばったい）言い方を控え、偉そうに言わず、逆に民
として謙虚な立場に立って申し上げたいのですが、しかし、この本の性質
上、どうしても考えなければならないことがあると思います。それは今の
皇族の歩みは、果たして祝福の中にあるのか、ダビデのように神の祝福の
中を歩んでいると言えるのか、それは疑問であるということです。

失礼ながら今の今上天皇も、あまり傍目からは幸せそうに見えません。
ご高齢であり、世間ならもうとっくに引退してもよいお年なのに、自ら引
退をすることはできず、ただただ、スケジュールに追われている毎日。そ
してダビデ王のような政治の権力も、軍事権も持つわけではなく、ただた

 ６. ダビデを王位につけた神は、その子孫
      である天皇家に今も目を注がれる

だ、お飾りのような存在。
天皇としての重い義務だけは終生ついて回るが、しかし、自らの意見は

何も言えない存在、そのような歩みに幸せがあるのでしょうか？
余計なお世話かもしれませんが、あまり幸せそうには見えません。
個人的な意見で恐縮ですが、天皇陛下というお方が何の発言も許可され

ていない、厳しく発言が統制されている、それこそ駕籠（かご）の中の鳥
のような存在であると私が一番びっくりしたのは、あの「女系天皇」の騒
ぎの時でした。

天皇家が男系一系の家系であることなど、当の天皇陛下ご自身がもっと
もご存知だと思われるのですが、この件に関して、肝心な天皇陛下ご自身
が何のことばも発しなかった、いや恐らく「政治的な発言は禁止」とかの
理由で、「発言することが禁じられていた」と思われるのですが、しかし、
このことは改めて正直、びっくりしたことでした。

「天皇家の根幹に関することさえ、発言が禁じられている天皇」とは、
失礼ながら、まさにお飾りの究極の姿であり、王として褒められるべき存
在でも、あるべき理想的な姿でもありません。

万世一系の始祖であるダビデ王の姿、すなわち民の模範として自分の意
見を語り、民がそのことばに聞き入ったダビデ王の姿とは比べようもあり
ません。

失礼を承知でことばを続けるなら、現在の天皇家のこの不名誉は、神か
らきたものであり、神が許したものです。

そして、その理由は聖書によれば、以下のことばの通りです。

Ⅰサムエル記２: ３０

３０.「わたしは、わたしを尊ぶ者を尊ぶ。わたしをさげすむ者は軽んじ
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られる。」

現在の天皇家で行われている邪神アマテラスオオミノカミ礼拝を悔い改
め、かつてダビデが仕えた神へ正しく心を向けないなら、恐らく今のよう
なお飾りの歩みから天皇家が抜け出すことはなく、神からの祝福を受ける
ことはないでしょう。

そしてその悔い改めがないなら、この国で天皇家がかつてのダビデ王の
ように、あるべき王としての地位に戻ることは決してないでしょう。

長い間お読みいただき、ありがとうございます。
ここまでで、この本は、一応終わりにしたいと思います。

振り返って改めて言わせていただくと、この本のテーマ、主旨は難しい
ことでも、複雑なことでもないと思います。

以前このテーマで、私の教会でセミナーを開きましたが、その時に出席
した小学生のお子様でさえ理解していました。簡単な話なのです。

主旨を再度繰り返せば、それは２６００年以上の歴史を誇る日本の万世
一系の天皇家に関して、そのルーツとぴったり重なる王族がイスラエルに
存在していた、ということに尽きます。

今から３０００年前の人、イスラエルのダビデ王を起点としたユダ国の
王族は綿々と４００年程万世一系の王族の血筋を継続し、そして今から
２６００年程前、バビロン捕囚を契機に彼らは歴史の闇に消えてしまい、
その存在は不明となりました。

 ７. 結論

そしてちょうど同じ頃に、日本の天皇家の歴史は始まるのです。
分かりやすく言えば、片方の万世一系の王族が歴史から消えたその頃、

もう一方の万世一系の王族、すなわち日本の天皇家の歴史は始まるのです。
これらの２者はそれぞれ関係があるのでは、と考えることは普通の考え

であり、とっぴなことでも異常なことでもありません。
しかし、誰もこのことを言わなかったのは、ただただ、誰も今までこの

ことに気づかなかったということに過ぎません。
それこそ神の絶妙な配慮の中で、このような明々白々たる事実は隠され

てきたのです。
すべての情報が表に出ておりながらです。
日本の天皇家が万世一系であることは世界に明白な事実であり、この事

実、情報は隠れもなく公開されています。
他方、聖書の中のダビデ王朝が万世一系の血筋であることは、聖書を普

通に読む人には誰でも分かりそうな事柄であり、明白な事実であり、公開
された情報です。そもそも聖書とは、世界２０億人のクリスチャンが読む
大ベストセラーであり、これ以上ポピュラーな本はありません。

しかし、不思議にも、これらの事実には誰も気づかなかったのです。
神の手の配慮、不思議を思わざるを得ません。
しかし、今はそれらを明確にしようと神が志しておられるように感じま

す。

自分の結論を押し付けるつもりはさらさらありませんが、今の私の考え
を言うなら、たしかに日本の天皇家はダビデ王朝の末裔である、それ以外
の結論は考えられないというものです。

それは、前述の故川守田博士の結論でもありました。
このことは私の目には明々白々たる事実なので、それで私は自分の浅学

非才も省みず、書きました。聖書を信じ、聖書のことばに仕えることを仕
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事とする者、牧師としてこれらのことを日本の愛する同胞に伝えることは
義務であると信じ、非力ながら力を尽くしてこの本を書きました。これを
契機に、このことに目を留められる方が一人でもおられれば幸いです。

エレミヤ拝
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