
ダビデ・ソロモンから神武へ

天皇家はユダ族直系！

万世一系最後の超ひみつ
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第 1 章 愛子様 影武者事件

東京大学名誉教授、理学博士、科学啓蒙
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実」と「科学が証明する旧約聖書の真実」の

二冊を通じて聖書の歴史と預言の正確さを

考古学的にも科学的にも立証しました。聖

書の歴史と預言は間違いなく本物です。問

題は人が如何に正確に神様の預言を解き

明かせるかにかかっています。

最近、私も真剣に聖書を研究しているうち

に大変な事実を発見しました。それは聖書

の預言を突き詰めると、皇室の「万世一系

が終わるとき、世界の人類史も終わる」とい

う預言を発見しました。聖書の預言は歴史

中、すべて書かれた通りに確実に実現して

きましたから、そのことをよく知る牧師の私に

とっても、この預言発見は驚愕です。皆に

知らせないといけないと思いました。



実に、私たちの生きているこの時代こそ、皇

室典範改正によって男系男子という従来の

万世一系のありかたが廃止される可能性の

高い、大変危険な時代なのです。私は個人

的には皇室制度に対して、賛成も反対もし

ない無関心派でしたが、聖書の預言を悟っ

た時、これは無関心ではいられない日本国

民のみならず、世界の人類史に直接関わる

大変なことだと気付いて恐れながら本誌を

書きました。その重要な終末の時を告げる

聖書の預言とはこれです。

エレミヤ書３３:１７「まことに主はこう仰せられ

る。「ダビデには、イスラエルの家の王座に

着く人が絶えることはない。」



エレミヤ書３３:２０ー２２

「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。

２２.天の万象が数えきれず、海の砂が量れ

ないように、わたしは、わたしのしもべダビ

デの子孫と、わたしに仕えるレビ人とをふや

す。」

この意味は、人間には自然法則を変えられ

ません。日中は太陽が昇って万物が活動し



やすい明るさと温かさとなり、光合成が食物

を育て、夜はこれが沈んで代わりに月星が

柔らかく照らしながら睡眠しやすい照度に

なって万物に休息を与える。ただただ、神

様の創造の偉大さをほめたたえるばかりで

すが、もしこのような自然法則が破棄される

なら、それは世界の破壊の時です。聖書の

言葉は逆説的にも真理です。言い換えれ

ば、「自然法則が正常に続く限り、ダビデ王

の一族であるユダ族も永続する」というエレ

ミヤ書の約束の預言ですが、さらに逆説的

に言い換えれば

「ダビデ王の一族であるユダ族が続かなく

なるとき、自然法則も正常に続かなくなる、

すなわち世界の終わりが来る」という意味に



もなります！

これが、もし今から本誌で述べる「皇室がダ

ビデ王の一族であるユダ族の末裔だ！」と

仮定するなら、彼らだけに継承されている

特別な「万世一系が断たれる時、世界の人

類史も終わる時」です。天皇家に特別な霊

的力があるとか、優れた支配権や統治能力

があるという意味では決してありません。彼

らは立派な人格者ですが、普通の人間で

す。しかし、神様は皇室の彼ら、その自覚さ

えなくなったユダ族の末裔に「世界の終焉

の時を正確に告げる時計」のような役割を

与えられたのです。その自然界の法則を賭

けてまで誓われた神様の重大な契約が今も

有効で効力を有しているのです。つまり「皇



室の万世一系こそユダ族の万世一系」「皇

室の万世一系崩壊の時イコール世界の終

焉の時」なのです。

今からこれを詳細に見てみましょう。最初に

愛子様および徳仁様のすり替え、影武者説

をご紹介します。何か人目を引く利益だけ

が主目的の週刊誌やワイドショーのように捉

えないで戴きたい。他人に干渉することが

嫌いな私があえて最初の章にこの説を取り

上げて詳細に説明する目的は、現在の時

代錯誤のような皇室内における影武者登場

が、実は神様の契約を根本的にくつがえす、

実は大変危険な行為であり、優秀な国民を

あざむいてはいけないと主張したいのです。



愛子様および徳仁様の影武者に関してだ

けを言えば、ネット検索でもっと詳細にカラ

ー画像付きで解説しているサイトも多数あり

ます。しかし、このことはまず深い本題を述

べるにあたって避けて通れない第一関門の

現実として、特にネット検索などしない皇室

支持者層の高齢者の皆様にこのことを知っ

ていただきたいのです。

被害者一人目 氏名：敬宮 愛子内親王

（としのみや あいこないしんのう）

生年月日：2001 年 12 月 1 日

知る人ぞ知る愛子様すり替え問題。著名人



に多い影武者。影武者とは、古来から権力

者や武将などが、敵を欺いたり味方を掌握

するため、自分とよく似た風貌や服装の人

物を身代わりとさせること。また、その身代

わりの人物そのものを言い、古くから古今東

西を問わず、国際社会で常習的に行われ

てきましたが、近年はインターネット普及と

画像解析度の向上、お宅文化台頭で見抜

く専門家が急増し、容易には出来なくなっ

てきました。一般の賢者が本人でない影武

者を鋭く見抜きます。愛子様のケースもそう

です。そもそもまだ若い愛子様にどうして替

え玉の偽物愛子様が必要だったのか、その

真実は背景を鑑みる時、同情はできます。

皇室では万世一系、天皇は男系男子継承



と皇室典範が定める歴史の中で、雅子様を

外部の皇室外、一般人からお嫁さんに選ん

だ当時、皇太子殿下、現在、天皇の判断は

正しかったと思います。その起源は聖書に

あるのですが、（レビ 22:12、出 34:16、申

7:3、）旧約時代はユダヤ人はユダヤ人とだ

け結婚して、子孫を残すと言うしきたりがあ

りました。異邦人と呼ばれた外国の女をめと

ることは、雑婚と言われ、ユダヤ人にとって

大罪でした。

エズラ 10:10 「祭司エズラは立ち上がって、

彼らに言った。「あなたがたは、不信の罪を

犯した。外国の女をめとって、イスラエルの

罪過を増し加えた。」



そのような厳しい旧約時代の背景で、これ

をそのままユダヤ人のユダ族がであった初

代神武天皇が伝統として導入して、代々、

王位継承したため、絶対数の少ない皇室

内で近親同士の掛け合わせ結果がＩＱを下

げる悲劇を招きました。

有名な話ですが、大正天皇は病により帝国

議会の開院式で詔勅を読んだ後、その勅

書をくるくると丸め、遠めがねにして議員席

を見渡したとされる「望遠鏡事件」など隠し

きれない失態もあります。隠ぺいされた裏

話では、近年も近親交配の繰り返しで脳に

障害のある女性が生まれてしまい、皇室が

生活費も何もかも出すから結婚してくれと頼



んで嫁に出した人もいるようです。このよう

な悲しみを身近な親族に見聞きする背景で

一般人から招かれたのが、雅子様その人で

した。近親同士の掛け合わせでこれ以上Ｉ

Ｑを下げることを繰り返さないためです。皇

室の期待は当然男児出産です。しかし、天

皇の家系は不妊が多く、天皇も性が薄かっ

たと思われ、なかなか身ごもらずに国民批

判を受けた矛先はお嫁さんの雅子様でした

が、彼女を擁護して、自分のせいであると

公言できたなら立派な夫でしたが、沈黙の

うちに彼女の不満とプレッシャー、後に表面

化された心の病が始まったようです。皇室

は男児期待の元、性が薄い夫のゆえにも卵

管不妊に対する治療法として体外受精を雅

https://search.yahoo.co.jp/search?p=%E4%B8%8D%E5%A6%8A&ei=UTF-8&rkf=1&slfr=1&fr=link_direct_cbr


子様に強いたのは、やむを得ない事情があ

りました。当時の担当医のこんな言葉が漏

れています。「徳仁さん（天皇）は無精子症

に近いほど精子の数が少なく、動きも悪い

ため自然妊娠は不可能という事で人工授

精するしかない。」これが体外受精を選択し

た決定打ですが、他の理由もあります。この

技術の利点は万世一系、天皇は男児継承、

絶対男児希望の皇室に適うもので、体外受

精の方が自然による授精に比べ数倍受精

率は良く、体外受精によって誕生した赤ち

ゃんは、男の子のほうが女の子よりも圧倒的

に多いことが注目を集めています。「男の子、

希望！」そこに焦点を合わせたようですが、

体外受精療法の選択がかえって裏目に出



てしまいました。

日本産科婦人科学会の調査によると、

1978 年、イギリスで世界初の体外受精が

成功してから 30 年以上、全世界ではすで

に、600 万人を越える赤ちゃんが体外受精

によって生まれています。日本でも、1983

年に、東北大学医学部付属病院産婦人科

で初めて体外受精が行われ、2016 年まで

に体外受精、顕微授精で 536,737 人の赤

ちゃんが生まれ、最近では、日本で 18 人

に１人が体外受精（ IVF ）や顕微授精

（ICSI）で生まれた赤ちゃんと言われていま

す。

しかし、リスクも高く、ガラス容器内で受精培

https://kotobank.jp/word/%E5%9F%B9%E9%A4%8A-113165


養を行うために試験管ベビーとも呼ばれ、

その技術はまだ完璧ではないです。手順は、

麻酔下で腹腔鏡を用いて卵巣から排卵直

前の卵を採取し、この卵とすでに採取して

前培養を施した精子とを体外で受精させ、

約 48 時間培養後、ホルモン処置を施した

被実施女性の子宮腔内へ受精卵を戻して

妊娠、分娩します。しかし、あえて不妊に悩

む若い患者夫婦に否定的データー開示と

厳しい現実を突きつける産婦人科病院は

皆無で、日本ではほとんど報道されていな

い現実ですが、体外受精児の障得率は、

一般的な自然受精に比べて体外受精と顕

微授精は発達障害児が産まれる率が高い

です。これはコロンビア大学のピーター・ベ

https://kotobank.jp/word/%E5%9F%B9%E9%A4%8A-113165
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アマン教授が行なった研究で、データベー

スはアメリカ疾病対策予防センターによる大

規模な疫学調査です。研究結果によると

「顕微授精に代表される生殖補助医療によ

って生まれた子は、そうでない子に比べ、

自閉症スペクトラム障害であるリスクが 2 倍

である」と言います。「自閉症スペクトラム障

害」とは発達障害のひとつであり、症状は

「臨機応変な対人関係が苦手で、自分の関

心に強いこだわりがある」ことが特徴で、知

的障害をともなう「自閉症」です。

皇室の場合、確かに天皇陛下の種で愛子

様は生まれたようですが、悲しいことにこの

発達障害の「自閉症スペクトラム障害」に該



当したのではないかと、巷でささやかれてい

ます。そしてそのことを隠すために、替え玉

の別人、健常者の良く似た影武者がいると

メディアから指摘を受けました。発端は「週

刊新潮」が 2006 年 3月 16 日特大号で、特

集 雅子様「追っかけ日誌」の中で愛子様

には影武者がいるのではないか？その疑

惑スクープです。噂は、破竹の勢いでイン

ターネット炎上、知る人ぞ知る影武者暴露

の現状です。私もいつまで影武者たちの演

技は続くのだろうと思って静観していました

が、最近の偽物愛子様は本物とよく似てい

ます。本物愛子様は皇室内で極秘裏に障

害治療としつけ、一般常識や習慣など教育

に専念していると思われますが、コミュニケ



ーションの徹底トレーニング完了で公の場

に再登場する日は来るのでしょうか？大問

題は替え玉として演じてきた偽物愛子様の

踏みにじられた人格と生涯です。大人たち

の都合で偽りを演じ続ける、国民を欺き続

ける、恐ろしいことです。偽物愛子様は一生

涯、巨大な秘密を握ったまま生活するしか

ないでしょうか。国民をあざむき続けた天皇、

皇后、彼ら一族の失墜した信頼、悲しい罪

だけが残ります。今から替え玉、影武者の

偽物愛子様について写真で比較検討しま

す。これに関しては海外でも指摘が多く、ネ

ットサーフィンで画像転載しますが、分かり

やすくまとめ直しました。但し、本誌の主題

はここではないし、何だか本誌が最初から



週刊誌みたい。

まずは本物愛子様。雅子様から直接育児さ

れなかったでしょうか。本物愛子様にとって

見慣れない、おばさんなのか、愛想なく、そ

っぽ向いてなつきません。

次に、成長して三角帽子をかぶって男の子

とお遊戯する本物愛子様の姿。悲しいこと

にその放心表情から分析者たちにより知恵



遅れが指摘されています。特に 6 年間の初

等科卒業の際に撮影された表情のアップ

には口元にヨダレが指摘されています。



次に足元に注目。天皇、皇后の真ん中で

手をしっかりつながれた愛子様。体クネクネ、

足は人呼んでシャネル足。一流のシャネル

メーカーのクロスしたロゴマークに似ている

上品さからだと言いますが、それはご挨拶

で一説では発達性協調運動障害と呼ばれ

る手と手、目と手、足と手などの個別の動き

を一緒に行なう運動が著しく困難な障害の

症状だと指摘する声もあります。



では手元はどうでしょうか。やはりそこにも運

動機能障害、自閉症的、アスペルガー症候

群的な症状が一貫して見られるようです。

常に左手で振り、人々の方には手の甲が向



いた逆さバイバイ。手の指が不自然にこわ

ばり、振り方も弱々しく、いつも左手の動き

がにぶいです。どうやら本物愛子様は左手

の動作が若干、不自由なようです。

やがて巷ではこんな話も浮上しました。東

京都目白の学習院創立百周年記念会館で

学習院ＯＢ管弦楽団の定期演奏会があり、

天皇がドボルザークのチェロ協奏曲を演奏

され、３曲目は客席に戻り、雅子さまと並ん

でドボルザークの交響曲「新世界より」を鑑

賞された時のこと。天皇の演奏時に奇声ら

しきものが場内に響き渡り、観客が一斉に

見ると愛子様が体をゆらゆら揺らしながら、

変な大声を上げていたそうです。愛子様が



天皇を応援する意味で発せられたので

は？と擁護されていますが、その直後に愛

子様が母雅子様に連れられて退席されたよ

うです。退席理由に関して宮内庁東宮職は

「理由は分からない」と言っています。

また、次のような証言もあります。「子供が学

習院で愛子様と一緒のクラスでした。愛子

様には護衛がついています。いじめること

なんてできません。愛子様が暴れたり暴力

を振るいはじめたので、クラスの男の子が制

止したのです。（当時、男子に苛められたか



ら不登校という報道があった）

小 6 のフラフープの演目も本来は小１の演

目です。愛子様のレベルに合わせて変わり

ました。先割れスプーンもそうです。（箸が

使えなかった愛子様に合わせて、学習院初

等科では、昼食はそれまでの “先割れスプ

ーン禁止” から一転して“箸禁止”“先割れ

スプーン使用のこと”となった）

箝口令も凄まじかったです。多くの生徒が

中学から他校に移って行きました。もちろん

私の子供もそうしました。（学習院を去って

いなかったら、こうした書き込みもできなか

ったであろう）」

本物の愛子様は、箸で上手に食べることが



できずスプーンや手づかみで食事をとるそ

うです。周りの友達の美味しそうなおかずを

手づかみで奪いとって食べてしまうこともあ

り、同級生は蓋で隠して食べていたそうで

す。小学生の頃から一人別室で、椅子の下

にビニールシートを敷いて食事することが

多かったそうです。期末テストなども別室。

再試験は受けず、テスト用紙を自宅に持ち

帰って提出。不登校が明らかになった頃か

らは、昼食後の午後のわずかな時間だけ別

室に通う登校スタイルだと報道されていまし

た。

このような証言が増え続けたため宮内庁は

火消しに必死となり、ついに「週刊現代」で



２０１３年の天皇家に近い元、皇族の談話を

さりげなく発表しました。しかし、やりすぎた

り持ち上げすぎるとかえって嘘が目立って

バレるものです。

「愛子様は、学業が大変優秀で、通信簿は

ほぼオール 5。常に学年でトップクラスの成

績だそうです。特に国語がお好きで、放っ

ておいてもご自分で本を読み、読めない漢

字は漢和辞典を引いて勉強されています。

ややもすると、午前0時を回っても本を読ん

でいることがあって、皇太子殿下が苦笑し

ながら早く寝るよう促すこともあるとおっしゃ

っていました。」

「漢字のテストは毎回ほぼ 100 点です。何

度か満点をとれなかったことがあるのです



が、読めなかった漢字、書けなかった漢字

をそれぞれノートに 100 回書くことを、自ら

に課しているようです。また英語の実力も相

当なもので、皇太子殿下が『愛子は私よりき

れいな英語を話す』とおっしゃっていました。

科目の中では算数があまりお好きではない

らしく、教えるのがお上手な雅子様が、つき

っきりで指導することもあるそうです。ただ、

好きではないだけで苦手ではなく、成績は

5 の評価。何でもできて、本当に優秀でいら

っしゃいます。」

「実は、愛子様をエスカレーターで学習院

大学に行かせるのではなく、東京大学へ進

ませるお考えを持っていらっしゃるので

す。」



折しも先日、週刊誌などで「秋篠宮紀子妃

が悠仁親王を東大へ進学させようとしてい

る」という報道がされたばかり。学習院女子

高等部でトップの成績で偏差値は７２、英語

が流暢だそうです。

「3 年後の平成 28 年度から、東大にも各科

類合わせて100名程度の推薦枠ができるの

です。これを使えば『国民を押しのけて』と

いった批判が起きることはない。推薦枠が

できることで、愛子様の東大進学の可能性

はぐっと広がったと思います」宮内庁担当

記者

しかし、２０１４年の 「週刊現代」には以下の



ような記事。

「登下校の際には 6 ー 8 人の SP が警護に

付き、皇宮警察の覆面車両が何台も学習

院の周囲をグルグル走り回る厳戒態勢です。

生徒の間にも、初等科の頃よりもきつい箝

口令が敷かれ、もちろんインターネット上で

の愛子様に関する書き込みもかたく禁じら

れています。クラスメイトの父兄の中には、

先生に『もう面倒だから、ウチの子のクラス

を替えてくれないか』と申し出る人まで出て

いる。」

最近の報道では、「学習院大学国際社会

学部にご進学」だそうです。



このような虚偽に満ちたスーパープリンセス

の建前と真実の諸事情の蓄積から２０１５年

１２月に本物愛子様は公生涯から退いて、

幽閉！偽物愛子様に完全にすり替わりまし

た。本物愛子様は一般人の入れない東宮

御所から出られないで暮らしているようです。

恐ろしいことです！海外の情報通の間では、

この幽閉こそ自由を奪う人権侵害の児童虐

待罪だと指摘されています。では、すり替わ

った影武者の偽物愛子様とはどんな役者

でしょうか？本物は一人なのに偽物愛子様



が他に二人います。

2015年 12月以降、突如と現われ、新しくす

り替わった一人目の偽物愛子様はこの人で

す。

左 2014 年撮影が本物で右 2017 年撮影が



偽物ですが、あまり似てません。この影武者

は皇后の雅子様がこの子を赤ちゃんの時

からしばし抱きかかえていた別人です。顔

に四角形と数字がついていますが、これは

目歯比率を用いて数値的に別人であること

を証明する方法です。人間の頭蓋骨は 10

才頃までに 96％がほぼ完成し、「顔認証シ

ステム」で使われる「目歯比率」は10才以降

では生涯変わらないと言われています。目

歯比率は、瞳と瞳の距離である「瞳孔間距

離」を 1 とした場合、瞳孔間を結ぶ直線と上

顎の歯列の下端線との距離との比率のこと

で、この比率はいくら年をとっても生涯変わ

りません。本物は１：１・１１。しかし偽物は１：

１・１８で科学的に明らかな別人です。



安倍総理が笑っても、おどけて長い顔して

も１：１・３１は変わりません。

目歯比率が変わらない様に歯も入れ替え

ない限り変わりません。特に耳は同一人物

か否かを見分けるうえで分かりやすいです。

この偽物愛子様は１５－１６歳の愛子様を演

じて国民を騙し、２０１７年途中まで活動しま

した。あまりに似ていないため、今は次の太

った良く似た愛子様に影武者の仕事を引き

継いで引退しましたが、その後、一生をどう



暮らすつもりでしょうか。いくら皇室関係者

の娘であったとしても世間の目は甘くない

です。一生涯、残りの人生を後ろめたく隠

れながら暮らすつもりでしょうか。ある意味、

この人の偽り人生も皇室維持のために踏み

にじられた犠牲でしょう。



目歯比率が１：１・１１がいずれの写真でも本

物愛子様で１：１・１８が偽物愛子様。



いずれも左が偽物愛子様の整形前（２０１６

年６－８月）と、右が偽物愛子様の整形後



（２０１６年１１－１２月）、同一人物の写真。

本物愛子様にいっそう近付けるためにほく

ろの位置を真似ただけでなく、この時期、鼻

の形まで大きくして整形で真似をして見栄

えが悪くなりました。この期間は整形がばれ

ないよう、腫れが引くまで登校拒否を演じて

外出時にはマスクを着用していました。

彼らはここまで国民をあざむいているので

す。ちょうどこの時期、偽物愛子様は２０１６

年９月２６日から学習院女子中等科を長期

にわたって学内いじめ騒動や様々な憶測

を巻き込みながら国民を心配させ不登校し

ています。週刊文集の取材によると当時、



東宮職の中では不登校理由を詮索しない

ようにと緘口令が敷かれたと言います。本物

愛子様と入れ替わった異変をカモフラージ

ュするために、同時期、不登校するまで悩

んで激やせしたなどという噂も拡散していま

す。



女系女子天皇を狙う偽物愛子様の野心の

目。

悲しいかな。一族揃って集団で、この偽物



愛子様を囲みニコニコ記念撮影。上皇と上

皇后、天皇と皇后、この偽物とあまり仲良く

笑わないで欲しい。きっと心では泣いてい

ると信じたい。子供たちまで巻沿いに。そし

て偽物愛子様は鼻を整形しても、本物とあ

まり似ていないので、失格、引退。更に別

人の偽物愛子様二人目に２０１７年から交

代します。その人は先代の偽物愛子様（こ

の写真の人物）よりいきなり１５キロも太った

影武者ですが、その代り幽閉されている本

物愛子様と「目歯比率」が近く一見よく似て

います。ここから二番目の偽物愛子様の写

真です。

http://search.yahoo.co.jp/r/FOR=qEQNgPxV3igy9i_5c_2byOmdL2qnrds3_cVqrHvzORAlcwsoobmUakx9T_vnTKo4fFMKPV1A6an5lxVjE1llyAHfzR5QMIlaDSS4FecorEzqLtOmtf_aNxS3XeuWbWyx5HhqHxahihWmYWFbynL0GPn4WtKaUhGDD18GF0yBnljVb.s.UVCHoI6XXSTRNv4tvdkrL7LFrGhxxuDmvlpqZ1eXSYRxC5h
http://search.yahoo.co.jp/r/FOR=qEQNgPxV3igy9i_5c_2byOmdL2qnrds3_cVqrHvzORAlcwsoobmUakx9T_vnTKo4fFMKPV1A6an5lxVjE1llyAHfzR5QMIlaDSS4FecorEzqLtOmtf_aNxS3XeuWbWyx5HhqHxahihWmYWFbynL0GPn4WtKaUhGDD18GF0yBnljVb.s.UVCHoI6XXSTRNv4tvdkrL7LFrGhxxuDmvlpqZ1eXSYRxC5h


二人目の偽物愛子様。知らない他人の雅



子様にあやされても見向きもせず、なつきま

せんが、恐らくカメラ近くで手を振る、産み

育ての代理母の存在を見つけてようやく安

心して笑いました。



偽物愛子様一人目から偽物愛子様二人目

に代替わりして１５キロ急増。



偽物愛子様一人目（右）から偽物愛子様二

人目（左）に代替わりしましたが、顔も足も明

らかに違います。

本物愛子様、「目歯比率」で縦を１とすれば、



横は０・９２。

現在、現役で暗躍中の偽物愛子様、「目歯

比率」で縦を１とすれば、横は０・９８の別人。

いくら太っても目と歯の間の比率は一生涯

同じはずなのに広がった。

本物１：０・９２と偽物１：０・９８、科学的に明

らかに別人です。



左は本物愛子様、右は現在の二人目の偽

物愛子様。「目歯比率」が違う別人で、耳も

違います。また、前歯の並び方も隙間も全

然違い、偽物には目立った長い八重歯が

飛び出ています。この年で歯並びを修正し

ても突然八重歯が長く生えたり、西洋で嫌う

ドラキュラの歯をあえて付け加える人はいな

いです。さらに偽物は非常によく似た人で

すが、彼らの失敗はこの写真撮影当時、本

物愛子様に多い幾つかのほくろが偽物の



顔にはないことです。後になってから偽物も

本物に似せてほくろを整形して付け加えま

したが、この当時はまだほくろがないです。

ほくろミスった。



2015 年 12 月から現在まで２段階スライド式

で影武者と完全に入れ替わった偽物愛子

様たち。青春賭けた悲惨な仕事。友人も恋



人もプライベートさえないでしょう。



現在に至るまでこの太った偽物愛子様の活

動期間です。



影武者利用は明確な事実ですから、彼ら宮

内庁に信用はすでにないです。これら偽物

愛子様たち二人は代わる代わる赤ちゃんの

時からしばしメディアに登場しては雅子様

に抱かれて撮影されています。雅子様もこ

のような最悪の嘘を繰り返し演じるから、い

らいらして歯の裏側が黒くなるまで喫煙した

り、精神障害を起こしたのでしょう。恐らく公

の場で撮影されなければならない公務の日



に赤ちゃんの本物愛子様の調子が悪く暴

れて泣き止まないから、穏やかな代役赤ち

ゃんを抱いて、心は泣きながら気丈にふる

まったのでしょう。この偽物愛子様二人が順

次、現在に至るまで代わる代わる世間をあ

ざむいています。偽物愛子様二人がいつ

か罪責意識から精神障害を起こさないか心

配です。

これは私見ですが、この二人の偽物愛子様

は体外受精による皇室関係者の誰か代理

母二人が別々に生んだ天皇・皇后の子孫

だと思います。理由は二人とも本物愛子様

と同時期に計画的に生まれている皇室関

係者であること。本物愛子様に似ていること



です。現実、このように影武者を立てている

皇室ですから、他にも嘘はいくらでもつけた

はずです。もし、最初から全く別人の男の

子の赤ちゃんを養子縁組で連れてきて、雅

子様が生んだと言えば、表向きは、めでたく

男系男子の万世一系は守られて面倒な影

武者を立てなくても済んだはずですが、そう

はならない不可視で不思議な神様の摂理

の力が働いたようです。聖書に定められた

神様の御言葉です。

創 49:8－10 「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。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。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。」

「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。」

この御言葉に動かされて、ユダ族の末裔で

ある天皇家は男系男子の万世一系が代々、

不思議と絶えなく続くのです。ユダ族は万

世一系が絶えない統治者として代々、王が

王を産むという王族特有の使命が与えられ

ているのです。



ですから、代理母二人も雅子様同様、女の

子たちを産んだので、やむなく一番近い雅

子様の産んだ愛子様を公けに立てたと思

います。もし、代理母の一人でも男の子を

産んでいたなら、間違いなくその子を雅子

様が産んだと偽って発表し、将来の天皇に

選ばれたと思います。その時点で２６００年、

１２６代続いた男系男子の万世一系は内部

崩壊でした。しかし、神様の御言葉が実現

するためには、代理母が男の子を産んで偽

物天皇が立てられるという工作は通用しま

せん。

今では出産前に性別判別できる時代です。

当初の宮内庁と代理母たちが交わした密

約は、きっとこのようでなかったでしょうか。



「もし雅子様が男の子を懐妊し、代理母た

ちの子供たちも男の子なら大アタリ！雅子

様の繰返しの流産に備えた保険で影武者

たちを生かす。」

「もし雅子様が男の子を懐妊し、代理母た

ちの子供たちが女の子なら中アタリ！不要

だけど雅子様の繰返しの流産に備えた保

険で影武者たちを生かす。」

「もし、雅子様が女の子を懐妊し、代理母た

ちが男の子を懐妊したら、小アタリ！そのま

ま産ませてすり替え、雅子様が男の子を産

んだと発表して将来は男系男子の影武者

たち、うち一人が偽物天皇デビュー！」



ところが現実は、

「雅子様が女の子を懐妊！代理母たちも女

の子を懐妊！これは大ハズレ！」

急遽、代理母たちは雅子様の繰返しの流

産に備えた保険として影武者たちの「女の

子を出産決定。」こんな感じでないでしょう

か？

本来ならば男の子を産ませる確率を高める

ためにも代理母たちは多い方が安全でした

が、２年前の１９９９年に稽留流産の手術を

受けたばかりの３７歳という高齢出産のため、

雅子様の残り僅かな卵細胞と元々、性の薄

い天皇の関係で体外受精での着床、出産



は雅子様を含めて３人が限界だったのでし

ょう。

あるいは他にも二人以外に体外受精でチャ

レンジしたけれど妊娠できなかった懐妊失

敗の代理母たちがいたとしてもおかしくない

です。

こうして産まれたのが雅子様を通じて本物

愛子様一人。二人の代理母を通じて偽物

愛子様たち二人でした。ですから、偽物愛

子様たちは現在、国民をあざむく影武者と

して忌まわしい仕事をしていますが、本当

は皇室に大いに関係ある悲しい運命を背

負って保険目的で計画的に産まれた人た

ち、期待外れ女の子たちです。もし、本物

愛子様が男や健常者であったならば、彼ら



偽物愛子様たちも影武者に変身する必要

もなく、代理母の元で静かに目立たず暮ら

していたことでしょう。代理母たちには、代

理母と偽物愛子様たちの生涯を保証する

高額な謝礼を宮内庁から秘密裏に支給さ

れたと思います。それゆえ偽物愛子様たち

には本当の父親や実の兄弟姉妹たちが他

にいてもおかしくないです。あるいは初産の

シングルマザーでもできる犯罪です。偽物

愛子様同士は幼い頃から秘密を共有でき

る腹違いの姉妹で親戚として唯一の親友か

もしれません。本物愛子様だけは雅子様の

胎から天皇の種を体外受精で受けて産ま

れたのでしょう。

代理母契約と血縁に関しては私の勝手な



想像です。

宮内庁費

宮内庁の運営のための必要な人件

費・事務費などの費用。

2019年は123億2652万円。

皇室費

『内廷費』

天皇・内廷にある皇族の日常の費用

その他内廷諸費に充てるもので、法

律により定額が定められています。

2019年は3億2400万円。

『宮廷費』

儀式、国賓・公賓等の接遇、行幸

啓、外国ご訪問など皇室の公的ご活

動等に必要な経費や皇室用財産の



管理に必要な経費、皇居等の施設

の整備に必要な経費。

『皇族費』

皇族としての品位保持の資に充てる

ためのもので、各宮家の皇族に対し

年額により支出されます。

2019年は3050万円。

【2019年】

秋篠宮家 合計：1億2807万円

・秋篠宮さま（9150万円）

・紀子さま（1525万円）

・眞子さま（915万円）

・佳子さま（915万円）



・悠仁さま（305万円）

常陸宮家 合計：4575万円

・常陸宮さま（3050万円）

・華子さま（1525万円）

三笠宮家 合計：5856万円

・百合子さま（3050万円

・信子さま（1525万円）

・彬子さま（640.5万円）

・瑶子さま（640.5万円）

高円宮家 合計：3690万円

・久子さま（3050万円）

・承子さま（640.5万円）





第二章 これって何のサイン？似て非な

るもの「I LOVE YOU」と「悪魔崇拝」











日本では、メロイックサインと呼ぶのが一般

的ですが、正式名称はコルナとかコルナサ

イン。元々は、イタリアで魔除けのジェスチ

ャーとして使われていたのが、芸能人やロッ

カー中心に広がり、親指を中指と薬指の下

にして握ると、「悪魔崇拝者」の意味で、親

指を出すと英語の手話で「I LOVE YOU」の

意味です。

もう一度良く見ると、天皇や小泉元総理、ち

ょっと気味悪いローマ教皇の親指は外に出

ているため、この意味は「I LOVE YOU」。そ

の他の全員は親指隠して「悪魔崇拝者」た

ちの親睦深める内輪の挨拶と同じです。公

の場で堂々と挨拶を交わす「悪魔崇拝者」

たちが現実にいるのですね。



「I LOVE YOU」 「悪魔崇拝者」仲間

の合図

神武天皇の血を父親系統、男系男子で引

き継いだ万世一系。男性はXY、女性はXX

の性染色体を持ち、このうち Y 染色体は男

性からしか遺伝しないので、初代の神武天

皇の Y 染色体は男系でなければ継承され

ず、どんなに直系から遠くなってもY染色体

は男系の男性の中で継承されます。かつて



男系が途切れそうになったとき血縁関係か

ら遠い六等親の男子が天皇に即位して男

系の皇統を守った事もあります。しかし、平

成１６年１１月、小泉元首相は女性天皇出

現について、国民も賛成だろうと皇室典範

第一条の改正を視野に入れた国体の危機

となる迷走発言をしました。悪魔崇拝者た

ちの闇勢力は世界的にも唯一、類い稀なる

万世一系をねたんで、これは元来、神様の

聖書預言の実現だから、何とかして反抗し

て解体しようと迫害しています。



被害者二人目 氏名：三笠宮寛仁親王（み

かさのみや ともひとしんのう）

1946年1月5日－2012年6月6日（66歳）

ヒゲの殿下の愛称で親しまれ、皇族の中で

は型破りの人生を歩んだ三笠宮寛仁親王

は、博学で聖書知識にも精通した人物でし

た。寛仁親王は生前こう言われました。「天

https://ja.wikipedia.org/wiki/1946%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/1%E6%9C%885%E6%97%A5
https://ja.wikipedia.org/wiki/2012%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/6%E6%9C%886%E6%97%A5


皇様というご存在は、神代の神武天皇から

百二十五代、連綿として万世一系で続いて

きた日本最古のファミリーであり、また神道

の祭官長とでも言うべき伝統、さらに和歌な

どの文化的なものなど、さまざまなものが天

皇様を通じて継承されてきたわけです。世

界に類を見ない日本固有の伝統、それがま

さに天皇の存在です。」

「会議の構成について私が口を挟むわけに

はいきませんが、二千六百六十五年間も続

いてきた世界でも類を見ない、まことに稀有

な伝統と歴史を、一年、わずか十七回、三

十数時間の会議で大改革してしまうというこ

とが、果たして認められるのでしょうか、あま



りに拙速にすぎませんか、ということは強く

申し上げたい。それから、憲法の第一条に

は「天皇は、日本国の象徴であり日本国民

統合の象徴であって、この地位は、主権の

存する日本国民の総意に基く」と書いてあ

るわけですから、国民にじっくり考えてもら

わなくてはなりませんが、考えるだけの情報

があるのかというと、必ずしもそうではない。

百二十五代の天子様のうち、何方をご存知

でしょうか。たとえば、かつて十代八方の女

帝がいらしたことが、女帝論議に火をつけ

ているような部分があります。あの方たちは

たしかに存在なさいましたが、そのほとんど

は皇女、つまりお父様が天皇でいらした男

系の女子です。また、もともと皇后でいらし



て、天皇が亡くなられたため即位された方も

多く、ほとんどが御家系の中の適齢期の方

が即位されるまでの中継ぎ役、ピンチヒッタ

ーとしての即位でした。また、独身で即位さ

れた方は終生、配偶者を求められていませ

ん。つまり結婚なさいませんでした。これら

の女帝と、今、認められようとしている女系

の天皇というのはまったく意味合いが違い、

これからやろうとしていることは二千六百六

十五年間つながってきた天皇家の系図を

吹き飛ばしてしまうことだという事実を、国民

にきちんと認識してもらいたい。」

「皇室の伝統を破壊するような女系天皇と

いう結論をひねり出さなくても、皇統を絶や



さない方法はあると思うのです。たとえば、

継体天皇、後花園天皇、それから光格天皇

のお三方は、それぞれ十親等、八親等、七

親等という、もはや親戚とは言えないような

遠い傍系から天皇となられています。光格

天皇の場合は、前の天皇の内親王様のとこ

ろに婿入りされて、内親王様は皇后となら

れている。そんなに古い時代のことではあり

ません。光格天皇という方は孝明天皇のお

祖父様ですから、明治天皇から見ると曾祖

父様で、我々からもすごく近いところにいら

っしゃる方です。また、宇多天皇という方は

一度、臣籍降下なさって、臣下でいらっしゃ

った間にお子様も儲けられているのに、そ

の後、皇室に適格者がいなくなったのか、



皇族に復帰されて、皇太子になられ、天皇

に即位されています。お子様も一緒に皇族

になられて、その後、醍醐天皇になられて

います。こういった事実はいくつもあり、選

択肢もたくさんあることをメディアはもっと発

表すべきです。そうすることで国民が事実を

よく理解し、選択肢の中のどれかをやって

みて、それでもどうしようもなくなった時、初

めて女性、女系の議論に入るという方法も

あるではないですか。「有識者会議」では、

そういった議論をしていなかったように思い

ます。」

「戦後、ＧＨＱの圧力で皇室弱体化のため

に皇籍を離脱させられた十一の宮家もあり



ます。その後、後継者がなく絶家になってし

まったところもありますが、今でも少なくとも

八つの旧宮家には男系男子がいるのです

から、宇多天皇のようにその方々にカムバッ

クしていただくという手もあります。」

まことに的を得た博学な正論だと思います。

皇籍を離脱させられた十一の宮家まで行か

なくても、現在では天皇の弟の長男である

秋篠宮文仁親王と同妃紀子の第1皇男子、

悠仁親王が生まれたので、この継承問題は

解決を見ます。

https://search.yahoo.co.jp/search?aq=-1&ai=nWsaUryvTnmxSm_kIIS3qA&ts=8494&ei=UTF-8&fr=top_ga1_sa&p=%E7%A7%8B%E7%AF%A0%E5%AE%AE%E6%96%87%E4%BB%81%E8%A6%AA%E7%8E%8B&rkf=1&koyan=0&apbeeid=OgORMozVJ7c4WZrzxB0-
http://search.yahoo.co.jp/r/_ylt=A2RA0lkzisNdvWoAqkqDTwx.;_ylu=X3oDMTFsam80b2p2BHBhdHQDcmljaARwb3MDcgRwcm9wA3ZyBHFwAwRzYwNTWi1XSUtJBHNlYwNzYwRzbGsDdHRs/SIG=18t5dl3ru/EXP=1573196787/**https://search.yahoo.co.jp/search?aq=-1&ai=nWsaUryvTnmxSm_kIIS3qA&ts=849
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A7%8B%E7%AF%A0%E5%AE%AE%E6%96%87%E4%BB%81%E8%A6%AA%E7%8E%8B
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%87%E4%BB%81%E8%A6%AA%E7%8E%8B%E5%A6%83%E7%B4%80%E5%AD%90


この子が生まれるまでは当時、女系女子天

皇への道は秒読み段階で国会では大論争

でした。その渦中に亡くなられたのが、ヒゲ

の殿下の三笠宮寛仁親王です。

陰謀あるこのご時世に三笠宮寛仁親王、多

臓器不全のため薨去とされていますが、巷



では万世一系を阻止しようとする闇勢力に

よる口封じの暗殺だったと囁かれています。

主な理由が、小泉元総理をはじめ、女系天

皇導入で皇室の伝統を破壊しようとする反

対勢力との意見衝突があったこと。そして亡

くなられた当時の状況が、闇勢力がやりが

ちなサインがここかしこに見られるからです。

悪魔は本当に実在して、皇室内に現われる

不思議な万世一系、すなわちユダ族の繁

栄、国の安泰に神様の力と介入を認めて恐

れ、これをなんとか破壊しようと攻撃しました。

その矢面に立たされた被害者、殉教者が三

笠宮寛仁親王、薨去だったと言われます。

三笠宮寛仁親王はヘブライ語堪能で聖書



と皇室のルーツやユダヤの歴史にも精通し

ていました。博学ゆえに男系男子の天皇こ

そ万世一系であるという正論の元、皇室へ

の反対勢力から狙われたようですが、他に

も八咫鏡（やたのかがみ）にまつわる話があ

ります。八咫鏡の本物は、伊勢神宮に安置

されている三種の神器の一つですが、皇居

内には、そのレプリカもあります。一般人も

伊勢神宮の神官も、見ることは許されず、天

皇さえも見られません。その神聖不可侵とさ

れる「八咫鏡」の裏面に、ヘブライ文字が記

されているという噂が昔からありました。この

真理探究に勢い余って積極関与したことが

自らの暗殺脅威を高めたと言われています。

すなわち天皇＝ユダヤ人。こんなことが国



民に暴露されれば宮内庁は立ち行きませ

んから。

まず、明治時代の文部大臣・森有礼が伊勢

神宮の八咫鏡の裏面に、へブライ文字で

אֶהְיֶה אֲׁשֶר エヘイェ・アシェル・エヘイ」אֶהְיֶה

ェ」（我は在りて有る者）と刻まれているのを

見たと証言しています。この言葉は、神様

がモーセに語られた言葉ですが、口語訳聖

書では「わたしは、有って有る者」。新改訳

聖書では「わたしは、『わたしはある』という

者である。」と書かれ、永遠の過去から永遠

の未来までいつもおられる神様を意味しま

す。英語では "I Am Who I Am'."

イエス様は御自身を差してこう言われました。



ヨハネ8:24『「わたしはある」ということを信じ

ないならば、あなたたちは自分のうちに死

ぬことになる。』

黙示録でも 黙22:12-13「見よ。わたしはす

ぐに来る。わたしはそれぞれのしわざに応じ

て報いるために、わたしの報いを携えて来

る。わたしはアルファであり、オメガである。

最初であり、最後である。初めであり、終わ

りである。」

ギリシャ語の「アルファ」と「オメガ」は英語の

「Ａ」と「Ｚ」に位置しますが、イエス様は永遠

の過去から永遠の未来までいつもおられる

神様だと言われました。



また、昭和23年5月10日にホーリネス教会

の機関誌に、同教会の生田目俊造牧師が、

「神秘日本」と題する一文を載せました。「そ

の日、中田重治監督未亡人が、いつになく

厳かに語られた。まず、『今から語ることは、

口にも筆にもしてはいけない』と堅くことわっ

て言われるには、きのう青山学院の友近義

弼博士が、突然わが聖書学院に来訪され

て、非常に厳かなことを語られたという。宮

中の神聖な場所に、古くからご神体と仰が

れている鏡（八咫鏡）があった。その鏡の裏

にあらわされてあったものが、はじめは模様

と見られていたが、それは模様でなく、驚く

べきことにヘブル語である事が明らかにな



った」と。

宮原忠牧師は、中田重治監督より直接この

話を聞いたとも述べています。

さらに昭和27年頃、元海軍大佐の犬塚惟

重を会長として、「日猶懇和話会」という団

体が結成された翌年、例会が港区のミハイ

ル・コーガンというユダヤ人の邸宅で開かれ

ました。この例会には、皇族の三笠宮寛仁

親王も臨席され、この席上、尾崎喬一牧師

が、宮中の八咫鏡にまつわる話をしました。

すると、三笠宮寛仁親王が、真相を調査し

てみようと語りました。このことは、東京イブ

ニングニュースの「神鏡のヘブライ出所説を

三笠宮氏が調査！」という記事になりました。



新聞記事によると、三笠宮寛仁親王はこう

語りました。

「自分で、問題の鏡を見ることはできない。

なぜならば今日でも、鏡と玉と剣の三種の

神器は、皇居内の奥深い聖所から取り出す

にはあまりに恐れおおいと考えられている。

天皇すらも鏡を見たことがあるとは思われぬ

ので、宮内庁の記述か、口述か、いずれか

の報告を基礎にして、自分が調査書を作成

することになろう…」。

しかし、その後、三笠宮寛仁親王が調査結

果を発表したという話は出ません。一説に

は、三笠宮寛仁親王は、噂が本当だったの

で、恐れおののいて公表をはばかったので



はないかと言われます。

また、元海軍のエリート将校、矢野祐太郎も、

当時の伊勢神宮の宮司から、極秘裡に許

しを得て八咫鏡の裏面の模様を見せてもら

い、自分の手で丁寧に書き写したそうです。

さらに、キリスト教の雑誌『HAZAH（ハーザ

ー）』というのがありまして、私も依頼されて 4

年間連載しましたが、その中で2001年 2月

号で小林隆利牧師のインタービューが載り

ました。私の知り合いクリスチャンがこの月

刊誌に小林牧師を紹介しましたが、彼は当

https://tocana.jp/tag/%E3%82%AD%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%88%E6%95%99
https://tocana.jp/tag/%E9%9B%91%E8%AA%8C


時、小林牧師のカバン持ちをしていて、イン

タービュー記事同様の話を聞いています。

それは小林牧師の母親は「仁（しのぶ）内

親王」という女性で、その父が明治天皇。小

林牧師の母は明治天皇から次のように聞か

されたそうです。

「仁、私は天皇の権限で日本という国を調

べた結果、日本は、神道である。しかし神道

は、本来はユダヤ教である。そしてキリスト

教はユダヤ教を完成させるものだ。」「仁、

おまえが結婚して男の子が与えられたなら

ば、キリスト教の牧師にするのだよ。きっと役

に立つ時がくるぞ。」これに応えて小林牧師

の母は明治天皇の遺言通りに、彼を牧師に

させたそうです。

https://tocana.jp/tag/%E6%AF%8D%E8%A6%AA
https://tocana.jp/tag/%E3%83%A6%E3%83%80%E3%83%A4%E6%95%99
https://tocana.jp/tag/%E7%B5%90%E5%A9%9A
https://tocana.jp/tag/%E7%89%A7%E5%B8%AB


さて、八咫鏡と皇室ルーツの秘密を握った

まま三笠宮寛仁親王は亡くなられましたが、

癌発見から治療は計 16 回を数え、16 の 6

だけでなく不思議と6の怪が続きます。特に

食道がんや舌の付け根・首のリンパ節・喉

などは、6 回のガン手術を行っておりました。

しかし、2012 年 6 月 6 日、多臓器不全のた

め薨去。66 歳没。薨去時の皇位継承順位

は、第 6 位でした。

その二年後の 2014 年 6 月 8 日には、弟の

宜仁親王も薨去。66 歳没。二人とも皇位継

承順位は、第 6 位でした。驚愕は宜仁親

王が亡くなられたときの霊柩車の葬送ルー

トで、わざわざ遠回りしながら走行し、逆さ

https://www.weblio.jp/content/2012%E5%B9%B4
https://www.weblio.jp/content/6%E6%9C%886%E6%97%A5
https://www.weblio.jp/content/%E5%A4%9A%E8%87%93%E5%99%A8%E4%B8%8D%E5%85%A8
https://www.weblio.jp/content/%E5%B4%A9%E5%BE%A1
https://www.weblio.jp/content/%E7%9A%87%E4%BD%8D%E7%B6%99%E6%89%BF%E9%A0%86%E4%BD%8D
https://www.weblio.jp/content/%E7%9A%87%E4%BD%8D%E7%B6%99%E6%89%BF%E9%A0%86%E4%BD%8D
https://www.weblio.jp/content/%E5%B4%A9%E5%BE%A1


になった 6 が三つ描かれています。冗談か

こじつけのようですが、まぎれもなく 666 の

数字をむさぼる闇勢力の足跡、暗殺を暗示

しています。こんなに簡単にも口封じ目的

で人の尊い命に手をかける闇勢力の性質

を考えると、今や用済みで、その存在さえ

邪魔者となった一番目の痩せた鼻を整形し

た偽物愛子様、今後は皇室の秘密厳守の

為、少しでも目立てば暗殺の脅威があるの

ではないでしょうか？幽閉された本物の愛

子様もまだ生きているのかさえ分からない

死亡説まであります。



平成には佞臣たちが将来にわたって皇位

継承を愛子様・眞子様・佳子様という三人

の孫に限定させようと皇室典範改正を企み

ましたが、悠仁親王の誕生でとりあえず阻

止されました。当時、女系女子天皇を望み、

皇室典範改正を企みた小泉元首相は国会

開催中に側近がメモを渡して秋篠宮文仁

親王と同妃紀子の夫婦が男児を懐妊した

https://search.yahoo.co.jp/search?aq=-1&ai=nWsaUryvTnmxSm_kIIS3qA&ts=8494&ei=UTF-8&fr=top_ga1_sa&p=%E7%A7%8B%E7%AF%A0%E5%AE%AE%E6%96%87%E4%BB%81%E8%A6%AA%E7%8E%8B&rkf=1&koyan=0&apbeeid=OgORMozVJ7c4WZrzxB0-
http://search.yahoo.co.jp/r/_ylt=A2RA0lkzisNdvWoAqkqDTwx.;_ylu=X3oDMTFsam80b2p2BHBhdHQDcmljaARwb3MDcgRwcm9wA3ZyBHFwAwRzYwNTWi1XSUtJBHNlYwNzYwRzbGsDdHRs/SIG=18t5dl3ru/EXP=1573196787/**https://search.yahoo.co.jp/search?aq=-1&ai=nWsaUryvTnmxSm_kIIS3qA&ts=849
http://search.yahoo.co.jp/r/_ylt=A2RA0lkzisNdvWoAqkqDTwx.;_ylu=X3oDMTFsam80b2p2BHBhdHQDcmljaARwb3MDcgRwcm9wA3ZyBHFwAwRzYwNTWi1XSUtJBHNlYwNzYwRzbGsDdHRs/SIG=18t5dl3ru/EXP=1573196787/**https://search.yahoo.co.jp/search?aq=-1&ai=nWsaUryvTnmxSm_kIIS3qA&ts=849
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A7%8B%E7%AF%A0%E5%AE%AE%E6%96%87%E4%BB%81%E8%A6%AA%E7%8E%8B
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知らせを受けて、その場で大変驚いていた

のが中継されていました。まさに闇勢力の

思惑が崩された瞬間映像でした。

ところで、こうして絶妙なタイミングで秋篠宮

文仁親王と同妃紀子の第 1 皇男子、悠仁

親王殿下は将来天皇になるべく可能性が

一番高くなった人物ですが、本当に彼は今

も本人なのでしょうか？愛子様同様、ここに

も護身目的の影武者説が浮上しています。

噂の理由、

一つ目は、悠仁様が 1 歳になるころ、すで
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に歩き始める子も多い中、まだつかまり立ち

をしていたそうで、成長が遅れているのでは

ないかという疑惑です。

二つ目は、体格が小柄だったことやおしゃ

べりを始めるのが遅かったということから、発

達障害の噂が広がったようです。

三つ目は、顔つきに関して、幼い頃から現

在の写真を比較するとかなり雰囲気も変わ

ったようです。

眉も目も下がり気味で、たれ眉、たれ目の

可愛らしい顔立ちが、突如、切れ長な、つり

目に変わっています。発達障害の方は「目

つきが細くキリっとしている」「表情が乏し

い」などの特徴があるようです。悠仁様も当

てはまる要素です。



そして影武者を必要とした要因四つ目は、

お茶の水女子大学附属中学校のナイフ事

件です。皇室のありかたに不満を抱く男が

教室の悠仁様の机に加工したナイフ二丁を

置いた事件で犯人は逮捕済みですが（皇

室内の警備体制は古来ユダヤ人の伝統的

スタイルと同じスタイルです）、必然的に護

衛が硬くなったわけです。

ただでも秋篠宮文仁親王には批判がある

のに、皇位継承順位第一位となる将来の天

皇候補ですから暗殺リスクは高いです。秋

篠宮文仁親王への批判が高まった原因は

宮邸の自宅リフォームが決まり、その総費

用が 44 億円もかかることです。天皇陛下の
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即位礼は、お金をかけずに執り行うと言っ

てましたが、自宅リフォームに 44 億円。バッ

シングされますね。

影武者というのは、そもそも古来イスラエル

にもありますが、聖書にこうあります。

Ⅰ列王 22:29－30 「イスラエルの王とユダ

の王ヨシャパテは、ラモテ・ギルアデに攻め

上った。そのとき、イスラエルの王はヨシャ

パテに言った。「私は変装して戦いに行こう。

でも、あなたは、自分の王服を着ていてくだ

さい。」こうして、イスラエルの王は変装して

戦いに行った。」



この戦争では結局、戦車隊長たちがユダの

王ヨシャパテを見つけたとき、「確かにあれ

はイスラエルの王に違いない」と思ったので、

彼のほうに向かって行って戦おうとすると、

影武者を演じていたヨシャパテ王は助けを

叫び求め、その悲鳴の声で、戦車隊長たち

は、彼がイスラエルの王ではないことを知っ

たと書かれています。どんなにうまく化けて

も影武者は追い詰められたら最後には必ず

バレるということを聖書は教えています。さ

て、疑惑の悠仁親王殿下、比較。



右が本物で耳が丸い、左が偽物で耳が長

いつり目。



右が本物で、左が偽物。耳の形と目が違う。

右が本物で、左が偽物。

右が本物で、左が偽物。



右が本物で、左が偽物。

二枚は 2019 年 3 月と 4 月に撮影。わずか

ひと月で変化。似ているけど、耳の高さと形、

あごの形と長さが違う。ここまでが影武者一

人目。さらにもう一人影武者がいます。



影武者二人目登場。右が一人目の偽物で、

左が二人目の偽物

2019 年 8 月

ブータンはさすがに幸福度世界一と国民に

事前訪問で言わせるよう指導が行き届いた

徹底した国ですから、悠仁親王殿下も良い



御影響をお受けになって細いつり目も大き

く開かれ、少しハンサムに癒されたようです。

そんなわけないよ！

二人目の偽物。ＢＥＦＯＲＥも目の吊り上っ

た偽物でブータン以降、登場したＡＦＴＥＲ

も別人。本物含めて三人いることになります。

悠仁親王殿下の場合は今後どのように本

物と偽物の二人を使い分けるのか不明で

すが、偽物が将来、本物に取って代わられ

たまま天皇即位なら万世一系の終焉であり、

大変なことになります。

エレミヤ書３３:２０ー２２

「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、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。天の

万象が数えきれず、海の砂が量れないよう

に、わたしは、わたしのしもべダビデの子孫

と、わたしに仕えるレビ人とをふやす。」

神様がダビデと結んだ契約とは、昼と夜が

正常に来る限り、「ダビデには、イスラエル

の家の王座に着く人が絶えることはない。」

こと、すなわち日本でいう、同じ血筋の王が



継続する「万世一系」の約束です。ダビデ

の子が王になり、その子がまた王になると

代々、王の血筋が絶えなく続く約束です。

南ユダのダビデ王朝の血筋とは無縁な北イ

スラエルの初代王ヤロブアムを例に考えて

も、この約束は至難の業を神様ご自身が公

約したものです。

ヤロブアム王の家系は時代の流れの中で、

やがて別の家系の人物バシャに王座を奪

われ、バシャの家系も他人に王座を奪わて

います。権力闘争の激しい戦国時代、たっ

た一つだけの王族が途切れることなく代々

続くことの方が至難の業です。しかし、南ユ

ダのダビデ王朝は同じ血筋の王が継続す

る「万世一系」が聖書で判明されただけでも



４００年間も続いているのです。

ダビデ王 → ソロモン王（ダビデ王の子）→

レハベアム王（ソロモン王の子）→ アビヤム

王（レハベアム王の子）→ アサ王（アビヤム

王の子）→ ヨシャパテ王（アサ王の子）→

ヨラム王（ヨシャパテ王の子）→ アハズヤ王

（ヨラム王の子）→ ヨアシュ王（アハズヤ王

の子）→ アマツヤ王（ヨアシュ王の子）→

ウジヤ王（アマツヤ王の子）→ ヨタム王（ウ

ジヤ王の子）→ アハズ王（ヨタム王の子）→

ヒゼキヤ王（アハズ王の子）→ マナセ王（ヒ

ゼキヤ王の子）→ アモン王（マナセ王の

子）→ ヨシヤ王（アモン王の子）→ エホア

ハズ王（ヨシヤ王の子）→ エホヤキム王（ヨ



シヤ王の子）→ エホヤキン王（エホヤキム

王の子）→ ゼデキヤ王（ヨシヤ王の子）

しかし、その後の南ユダはバビロン捕囚で４

００年の歴史が途絶えてしまい、「万世一

系」は終焉を迎えたのでしょうか？

聖書ではこの系図の最後のゼデキヤ王に

ついてこうあります。

Ⅱ列王25:7 「彼らはゼデキヤの子らを彼の

目の前で虐殺した。王はゼデキヤの目をつ

ぶし、彼を青銅の足かせにつないで、バビ

ロンへ連れて行った。」

ゼデキヤの子らは全滅です。ユダ族滅亡で

しょうか？いいえ、そんなことは絶対ありま



せん。聖書に神様が「ダビデには、イスラエ

ルの家の王座に着く人が絶えることはな

い。」と公約されたからです。聖書の歴史に

書かれていないだけで、南ユダが失われた

イスラエルの部族として不明になっただけ

で、「万世一系」は場所を変えて海外の日

本で今に至るまで脈々と続いていたのです。

それはゼデキヤ王より 7 代さかのぼる先代

のヒゼキヤ王の時代に、ユダ族はバビロン

捕囚に備えて場所を変え、ダビデ王朝の王

位継承をしていたのです。

ヒゼキヤ王（アハズ王の子）→ インマヌエ

ル王（神武天皇）（ヒゼキヤ王の子）→ 歴代

天皇 125 代 → 現在 126 代目 今上天皇



神様は自然法則を賭けてまで、ダビデ王朝

は絶えないと書かれているではありません

か。もし、ダビデ王朝の「万世一系」が破ら

れる時が来れば、その日は、「昼と夜とが定

まった時に来ない」ような究極の天体異常

の時で、それは世界の終わりの時ではない

でしょうか！聖書に世界の終わりの記述が

あります。

黙 6:12‐14 「私は見た。小羊が第六の封印

を解いたとき、大きな地震が起こった。そし

て、太陽は毛の荒布のように黒くなり、月の

全面が血のようになった。そして天の星が

地上に落ちた。それは、いちじくが、大風に



揺られて、青い実を振り落とすようであった。

天は、巻き物が巻かれるように消えてなくな

り、すべての山や島がその場所から移され

た。」

ダビデ王朝の末裔である皇室の天皇による

「男系男子」の「万世一系」が破られる時、

世界の終わりの時ではないでしょうか！天

皇制度こそ世界の終わりを告げる「終末時

計」であり、世の終わりの鍵を持たされてい

る特別な王族なのです！

神様は御自身の契約に忠実なお方ですか

ら、「わたしのしもべダビデと結んだわたしの

契約」であるユダ族の「万世一系」が太陽の



軌道が変わらない限り継続するように、見え

ざる御手で今も昔もいつの時代も支えてお

られるのです！天皇家が優れているからで

はありません。彼らの行ないや人格などとは

無関係に、3000 年前の神様とダビデ王との

間に誓って結ばれた契約に忠実な神様ゆ

えにそうなのです。

詩篇１３２: １１,１２「主はダビデに誓われた。

それは、主が取り消すことのない真理であ

る。「あなたの身から出る子をあなたの位に

着かせよう。もし、あなたの子らが、わたしの

契約と、わたしの教えるさとしを守るなら、彼

らの子らもまた、とこしえにあなたの位に着く

であろう。」



Ⅱ歴代誌７:１７,１８「あなたが、あなたの父

ダビデが歩んだように、わたしの前に歩み、

わたしがあなたに命じたことをすべてそのま

ま実行し、わたしのおきてと定めとを守るな

ら、わたしが、あなたの父ダビデに、『あなた

には、イスラエルを支配する者となる人が絶

えることはない。』と言って契約を結んだ通り、

あなたの王座を確立しよう。」



北イスラエルにおいて 19 人の王たちすべ

ての歴史が背教史でした。南ユダも21人の

王たちの中でダビデ王のような神様に忠実

な「主の目にかなうことを行なった」王たちも

数人いましたが（列王記第二 12:2、14:3）、

大半は背教史でした。しかし、不忠実な悪

王たちが統治しても南ユダの「万世一系」が

崩壊しなかったのは、神様がいつもこらえて



「ダビデに免じて」赦されたからでした。悪

王アビヤムの場合もそのようです。

Ⅰ列王記１５:３ー５「彼（アビヤム）は父がか

つて犯したすべての罪を行ない、彼の心は

父ダビデの心のようには、彼の神、主と全く

一つにはなっていなかった。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。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。」



アビヤムのような悪王たちが統治しても、王

家は継承されて「万世一系」を奇蹟的に死

守できたのは、「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。」からです。罪犯

すアビヤムが立派だからではなく、ダビデが

立派だったから、神様がダビデと契約を結

ばれたから、「ダビデに免じて」守られた、た

だそれだけの理由です。

現在の日本の天皇制度が長く続くのも、歴

代天皇たちが優れて立派だったからではな

いです。先述の第一章の通り、偽物愛子様

を囲んでニコニコしながらちゃんと座って集



合写真を撮ってるような人たちです。私たち

と変わらない、神様の御前ではみんな弱さ

ある罪人です。しかし今まで滅ぼされない

で２６００年来１２６代も続いたのは、ユダ族

の血を引くダビデ王の末裔だったからなの

です。「ダビデに免じて」赦され、守られてき

たのです。しかし、その幸いは「万世一系」

が続く限りのことです。この男系男子の制度

大崩壊の時、世界の終わりが来るのではな

いでしょうか！今の令和の時代がまさに影

武者ばかりを起用して、自ら栄えあるユダ王

族の血筋を断とうとしている大変危険な時

なのです。

Ⅱ歴代誌２３:３「こうして、全集団が神の宮



で王と契約を結んだ。そのとき、彼はこう言

った。「ご覧のとおり、主がダビデの子孫に

ついて約束されたように、王の子が王となる

のです。」

アビヤム王の孫ヨシャパテ王が南ユダ王国

に即位した時代、Ⅰ列王 22 章によると、北

イスラエルのアハブ王はヨシャパテ王に「私

は変装して戦いに行こう。でも、あなたは、

自分の王服を着ていてください。」とアハブ

王の影武者になることを願い、ヨシャパテ王

は愚かにもこれを受け入れました。

すると戦地で敵国アラムの王は、自分の配

下の戦車隊長たち三十二人に命じて「兵や

将校とは戦うな。ただイスラエルの王アハブ



を目ざして戦え。」と命じていたので戦車隊

長たちは王服を着たヨシャパテ王を見つけ

たとき、「確かにあれはイスラエルの王に違

いない」と思い、彼のほうに一斉に向かって

来ました。絶体絶命のヨシャパテ王は助け

を叫び求めました。すると戦車隊長たちは、

彼がイスラエルの王ではない影武者である

ことを知って、彼を追うことをやめ、引き返し

ました。戦車隊長たち三十二人の攻撃を受

けずに済んだヨシャパテ王ですが、九死に

一生を得たことも神様がダビデと契約され

た通りにユダ王族の血筋を守るため他あり

ません。ヨシャパテ王が奇蹟的に生き延び

られたから、後にはその子ヨラムが南ユダの

王となり、万世一系はここでも保たれました。



ダビデ王朝存続の危機は、その後、ヨラム

王の息子アハズヤが死んだ時にも訪れまし

た。アハズヤ王の母アタルヤが王権を盗っ

て 7 年間、あわや「万世一系」崩壊の絶体

絶命、ダビデの家系滅亡の大ピンチでした。

Ⅱ列王 11:1‐3 「アハズヤの母アタルヤは、

自分の子が死んだと知ると、ただちに王の

一族をことごとく滅ぼした。しかし、ヨラム王

の娘で、アハズヤの姉妹のエホシェバが、

殺される王の子たちの中から、アハズヤの

子ヨアシュを盗み出し、彼とそのうばとを寝

具をしまう小部屋に入れて、彼をアタルヤか

ら隠した。それで、彼は殺されなかった。こう



して、彼はうばとともに、主の宮に六年間、

身を隠していた。その間、アタルヤがこの国

の王であった。」

ユダの悪王、アハズヤ王が死んだあと、そ

の母アタルヤがただちに王位継承順位の

高い「王の一族をことごとく滅ぼして」、「男

系男子」の血筋に背く女性の王として自ら

が即位しました。アタルヤはダビデの血族

ではない部外者なのに、「万世一系」を 7年

間暴虐で奪いました。しかしその治世の 7

年目にこれではいけないと、内乱革命が起

きました。部外者で女系女子のダビデ契約

外の女帝であるアタルヤは王宮で剣にかけ

て殺され、代わりに正規のユダ族のダビデ



王の血筋である男系男子、ヨアシュが七歳

で王となり、ダビデ契約の「万世一系」は見

事に回復しました。同じ一世代の中で王位

を正規継承者に原状回復する動きは、ちょ

うど明治天皇すり替え事件と同じことで、こ

の時代にも起きていたのです。ヨアシュ王

はアタルヤが不正に王権を盗った大混乱

の時、ユダ王族の王子たちが大虐殺される

最中にまだ生まれたばかりの赤子だったの

で、小さく目立たずにこっそりうばによって

救い出され、主の宮に六年間、身を隠して

いたその子でした。こうして血統のヨアシュ

王は 7 歳で王になりました。

Ⅰ列王記１１:３６ 「彼の子には一つの部族



を与える。それはわたしの名を置くために選

んだ町、エルサレムで、わたしのしもべダビ

デがわたしの前にいつも一つのともしびを

保つためである。」

その後、南ユダ王国はＢＣ586 年にバビロン

帝国に滅ぼされましたが、その直前に国外

脱出した大量のユダヤ人難民が日本に集

団移住しました。それは 74 年前のＢＣ660

年に日本で神武天皇が即位してすでに成

功を収めている第二のユダヤ王国の噂を知

っていたからでしょう。

古文書では15代目、応神天皇の時も19万

人のユダヤ人が来日帰化しました。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BF%9C%E7%A5%9E%E5%A4%A9%E7%9A%87


ちなみに応神天皇の諡号「誉田天皇広幡

八幡麿」（ホムタノスメラミコト・ヒロハタ・ヤハ

タマロ）とは、ヘブライ語で「ユダ族が豊かに

住む王国の丘陵にて、都を立ち上げ、栄光

の神を奉れ!」という信仰を宣言し、人々を

激励する言葉です。名前の中に「ユダ族」

が含まれています。天皇家は代々、ユダ族

です。

聖書を学ぶと良く分かりますが、ユダヤ人は

最初のアダムが動物にそれぞれ出自の起

源にふさわしい名前を付けた聖書記録から、

人にも出自にふさわしい名前を付ける習慣

があります。応神天皇の場合も「ユダ族」と

告白しています。



その後、日本に舞台を移してもユダ族への

「万世一系」破壊工作は執拗に続きました。

なぜなら悪魔はいつも神様の御言葉と御計

画に反対して、その実現を見ないよう邪魔

する敵対者だからです。その具体的な働き

かけが人を通じて起きます。天平神護２（７６

６）年、48 代目、女帝・称徳（しょうとく）天皇

の愛人として力を伸ばしてきた道鏡（どうき

ょう）の台頭もそうです。副天皇という、これ

までになかった位で、皇族しか継げない聖

域に、宮廷の誰もが道鏡が次期天皇かと疑

念と不安を抱いていました。日本三大悪人

の一人と言われる道鏡はユダ族の血筋で

はないどころか一介の僧という部外者です。

九州・大宰府から「道鏡を天皇にすべし」と



する宇佐八幡の神託が届き、喜ぶ女帝に

反対の声をあげる臣下ら。あわや国家を乗

っ取りかけた大騒動の顛末は、女帝が占い

師に相談すると神の言葉は「国が始まって

以来、主君と臣下は定まっている」。すなわ

ち道鏡の即位は否定され、そうこうしている

うちに女帝・称徳天皇は病死。道鏡は左遷

されて一件落着しました。

Ⅱ列王記８:１９「主は、そのしもべダビデに

免じて、ユダを滅ぼすことを望まれなかった。

主はダビデとその子孫にいつまでもともしび

を与えようと、彼に約束されたからである。」

ここで 10 人の女性天皇が過去にいたでは



ないか、という意見に関しましては、髭の殿

下の言葉をもう一度お借りします。

33 代 推古天皇

35 代 皇極天皇

37 代 斉明天皇

41 代 持統天皇

43 代 元明天皇

44 代 元正天皇

46 代 孝謙天皇

48 代 称徳天皇

109 代 明正天皇

117 代 後桜町天皇

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%89%E6%98%8E%E5%A4%A9%E7%9A%87
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%89%E6%98%8E%E5%A4%A9%E7%9A%87
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8C%81%E7%B5%B1%E5%A4%A9%E7%9A%87
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%83%E6%98%8E%E5%A4%A9%E7%9A%87
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%83%E6%AD%A3%E5%A4%A9%E7%9A%87
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AD%9D%E8%AC%99%E5%A4%A9%E7%9A%87
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AD%9D%E8%AC%99%E5%A4%A9%E7%9A%87
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%98%8E%E6%AD%A3%E5%A4%A9%E7%9A%87
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%8C%E6%A1%9C%E7%94%BA%E5%A4%A9%E7%9A%87


「たとえば、かつて十代八方の女帝がいらし

たことが、女帝論議に火をつけているような

部分があります。あの方たちはたしかに存

在なさいましたが、そのほとんどは皇女、つ

まりお父様が天皇でいらした男系の女子で

す。また、もともと皇后でいらして、天皇が亡

くなられたため即位された方も多く、ほとん

どが御家系の中の適齢期の方が即位され

るまでの中継ぎ役、ピンチヒッターとしての

即位でした。また、独身で即位された方は

終生、配偶者を求められていません。つまり

結婚なさいませんでした。これらの女帝と、

今、認められようとしている女系の天皇とい

うのはまったく意味合いが違い、これからや

ろうとしていることは二千六百六十五年間



つながってきた天皇家の系図を吹き飛ばし

てしまうことだという事実を、国民にきちんと

認識してもらいたい。」

つまり、現在までもユダ族の「万世一系」は

奇蹟的にイスラエル国内でユダ族 21代（約

400 年）、日本国内で皇室 126 代（約 2600

年）、合計 147 代、約 3000 年来も保たれて

いるのです！

歴代天皇が優れていたからでもなく、日本

が優れていたからでもないです。

ダビデとの間に「万世一系」契約を交わされ

た神様が、御自身の契約に忠実だったから

そうなっているのです。

この奇蹟を悟るだけでも人類史介入の神様



の摂理と存在を感じます。

皇室の歴史では、現在、問題進行中の愛

子様や悠仁様のような替え玉入れ替わりが

しばし行われていますが、その闇深い歴史

は明治天皇すり替え事件でも良く知られて

います。以前から、長州藩に住んでいた南

朝の末裔である大室寅之祐が、江戸時代

最後の天皇であった孝明天皇の息子であり、

本来なら明治天皇になる筈であった睦仁親

王とすり替えられて明治天皇になったという

説です。

大室寅之祐が孝明天皇の息子と入れ替わ

って明治天皇になった経緯を明治天皇の

実の孫、中丸薫さんから列記すると以下の

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AD%9D%E6%98%8E%E5%A4%A9%E7%9A%87


とおりです。

鎌倉時代に、後醍醐天皇が幕府から統治

権力を奪って建武の新政を敷いたが、結局

は幕府勢力に破れて吉野の山に落ち、南

朝を興した。以降、京都に残った天皇（北

朝）との対立が続く南北朝時代に入るが、

その後、北朝側では足利義満が、自分の

娘を皇室に嫁がせたり、さらには自分が北

朝の女性との間に子を作り天皇にしてしま

ったため、その時点で、神武天皇以来続い

て来た男系の皇統が途切れてしまった。幕

末になり、長州藩にいた後北条家の末裔の

志士や吉田松陰が、やはり天皇家は本来

の神武天皇の系統に戻すべきだと藩に進

言し、長州藩により、天皇家の南朝への回



帰作戦が開始された。大室寅之祐は、南朝

（後醍醐天皇）の末裔であるが、大室家は

毛利家に保護されて長州に住み着いてい

た。伊藤博文、岩倉具視らが、大室寅之祐

に帝王学を徹底的に教え込み、最終的に

孝明天皇の息子とすり替えて大室寅之祐を

明治天皇として担ぎ上げたということです。

ですから、皇室は北朝から南朝に戻り、結

果、「男系男子」の「万世一系」は奇蹟的に

今も続いているというのです。

エレミヤ書３３:１７「まことに主はこう仰せられ

る。「ダビデには、イスラエルの家の王座に

着く人が絶えることはない。」



さらに終戦直後にも「万世一系」への重大

な挑戦がありました。戦後６０年にあたる平

成１７年、外務省の秘密文書の存在が明か

になりました。それは、昭和２３年１０月に作

成された『皇室に関する諸制度の民主化』

です。占領下の日本でＧＨＱ（連合国軍総

司令部）が、いかに皇室の弱体化に腐心し

たのか、詳細に記されていました。当時ＧＨ

Ｑ内では、皇位継承を男子に限っているの

は、男女平等に照らして疑問だ、との声が

上がっていたそうです。ただ文書には、「日

本の歴史上女帝に弊害の伴った事例等を

説明した結果、司令部側はこれを固執しな

かった」とあり、「万世一系」あわや壊滅の危

機でした。



Ⅱ歴代誌２１:７「主は、ダビデと結ばれた契

約のゆえに、ダビデの家を滅ぼすことを望

まれなかった。主はダビデとその子孫にい

つまでもともしびを与えようと、約束されたか

らである。」

こうして近年、今上天皇の性が薄い、皇后も

流産と高齢出産という危機が訪れました。

産まれた子は愛子、女子。これで万世一系

は断たれたかと思われる、皇室典範第一条

改正が国会で議論される最中に奇蹟的に

絶妙なタイミングで今上天皇の弟である秋

篠宮文仁親王の夫婦が悠仁親王殿下を懐

妊・出産したのです。しかも男系男児ゆえ

https://search.yahoo.co.jp/search?aq=-1&ai=nWsaUryvTnmxSm_kIIS3qA&ts=8494&ei=UTF-8&fr=top_ga1_sa&p=%E7%A7%8B%E7%AF%A0%E5%AE%AE%E6%96%87%E4%BB%81%E8%A6%AA%E7%8E%8B&rkf=1&koyan=0&apbeeid=OgORMozVJ7c4WZrzxB0-
http://search.yahoo.co.jp/r/_ylt=A2RA0lkzisNdvWoAqkqDTwx.;_ylu=X3oDMTFsam80b2p2BHBhdHQDcmljaARwb3MDcgRwcm9wA3ZyBHFwAwRzYwNTWi1XSUtJBHNlYwNzYwRzbGsDdHRs/SIG=18t5dl3ru/EXP=1573196787/**https://search.yahoo.co.jp/search?aq=-1&ai=nWsaUryvTnmxSm_kIIS3qA&ts=849
http://search.yahoo.co.jp/r/_ylt=A2RA0lkzisNdvWoAqkqDTwx.;_ylu=X3oDMTFsam80b2p2BHBhdHQDcmljaARwb3MDcgRwcm9wA3ZyBHFwAwRzYwNTWi1XSUtJBHNlYwNzYwRzbGsDdHRs/SIG=18t5dl3ru/EXP=1573196787/**https://search.yahoo.co.jp/search?aq=-1&ai=nWsaUryvTnmxSm_kIIS3qA&ts=849


皇位継承順位一位。全世界は日本で起き

ているこのような神様の奇蹟的な見えざる

手の動きを悟って欲しいです。神様の奇蹟

が現代も不思議に働いています。水面下で

は宮内庁への個人伝道、キリスト教の聖書

の真実を広めようと名もなきクリスチャンたち

が立派に活動しています。詳細は絶対言え

ませんが、皇室関係者たちにも福音は確実

に浸透して、隠れクリスチャンたちも大勢い

ます。

彼らが聖書の約束、神様がダビデと結んだ、

とこしえの変わらない愛の契約を悟って、つ

まらないプライドや世間体から影武者を安

易に導入するような愚策は早期に辞めて、

正常な血族のみに戻すことを願います。今



ならまだ間に合います。国民はそんなに愚

鈍ではありません。民度の高さから安易な

暴動は起こさない静かな国民性ですが、賢

く静かに悟る者は悟っています。少なくとも

本誌を読まれるような真理を探究することに

熱心な優れた精鋭たちが大勢いることを忘

れてはならないです。出来れば、パソコン

検索が得意な若い世代より、パソコンが出

来ない高齢者の皆様に本誌を届けて欲し

い。なぜなら、高齢者にこそ皇室への支持

層が圧倒的に多く、しかし愛子影武者説な

ど検索することが出来ない人たちだからで

す。

詩 40:10 「私は、あなたの義を心の中に隠



しませんでした。あなたの真実とあなたの救

いを告げました。私は、あなたの恵みとあな

たのまことを大いなる会衆に隠しませんでし

た。」

神様がダビデ王とその末裔なるユダ族に対

して契約された御言葉は、天体が正常に続

く限り、現代でも揺るがずに有効です。

詩 19:5－6 「太陽は、部屋から出て来る花

婿のようだ。勇士のように、その走路を喜び

走る。その上るのは、天の果てから、行き巡

るのは、天の果て果てまで。その熱を、免れ

るものは何もない。」



皇室典範、このたった一枚の紙きれが書き

換えられる時、世界の終焉が来る！？

2019 年に新天皇陛下は５９歳２か月で即位

されました。生年月日の記録が残る８世紀

後半以降の天皇では、２番目に高齢での即

位です。皇居御所は東京都千代田区千代

田 1-1 です。その父である上皇は 1933 年

（昭和 8 年）12 月 23 日生まれで 85 歳で天

皇陛下を引退されました。ですから新天皇

陛下が同じく 85 歳まで就任されると仮定す



ると、あと 26年間です。あくまで単純計算で

すが、天皇継承順位第一位の悠仁親王は

2006 年生まれで現在 13 歳。26 年後は 39

歳で天皇就任なるかです？2019 ブラス 26

年で 2045 年に世代交代して万世一系が断

ち切られて世界の終わりとなるか？地球滅

亡まであと26年。という風には単純にならな

いと思いますが、今の影武者である偽物の

悠仁親王がそのまま続いて天皇になったら、

隠れユダ族なる日本と世界の将来は風前

の灯です。仮にそうなっても、明治天皇すり

替え事件の時の様に、偽物から本物への

すり替え工作を誰か勇士たちによって成さ

れると期待しますが、それは聖書のダビデ

契約を知る皇室内のクリスチャンかもしれま



せん。現代はあの明治天皇すり替えの頃と

は大分事情が違って、映像解析が発達した

ので国民をあざむく偽装工作は至難の業

であり、ましてや 26年後の未来なら、すり替

えなんて子供騙しは、まず通用しないです。

早期に皇室はそれを悟って、安易な愚策、

影武者導入制度を一切廃止して元の血族

に戻さないと未来はいよいよ取り返しがつ

かなくなります。その場合、悠仁親王が新

天皇となって即位してから死ぬまでのこの

世代に、太陽が光を失う世界の終わりが来

るでしょう。

イザ 11:10 「その日、エッサイの根（ルーツ）

は、国々の民の旗として立ち、国々は彼を



求め、彼のいこう所は栄光に輝く。」

日本の初代「神武天皇」の正式な名前は

「神日本磐余彦天皇」（カム・ヤマト・イワレ・

ビコ・スメラ・ミコト）」です。ユダヤ人言語学

者ヨセフ・アイデルバーク氏によると、これは

ヘブル・アラム語で｢カム・ヤマトウ・イベリ・

ペコ・シュメロン・マクト｣と聞こえるとの指摘

が今日、混乱を招いています。

これは「サマリアの王、ヤハウエ神のヘブラ

イ民族の高尚な創設者」を意味し、サマリア

は北イスラエル王国のことで、サマリアの王

とはエフライム族の王家なので、神武天皇

は北イスラエル王国エフライム族であると言

います。



しかし、それは違います。この「神日本磐余

彦天皇」の名前は聞き方次第で全く違う意

味にもなり、その場合、「サマリアの王」は名

前に入りません。イスラエル大使館に行っ

てユダヤ人に聞いてみて下さい。ユダヤ人

言語学者ヨセフ・アイデルバーク氏にはそう

聞こえても、皆の耳がそうではないです。古

代のヘブライ語と今のヘブライ語の発音の

違いも大きいですから、聞き違いは理解出

来ますが、この間違いは大きいです。正確

には、古代西アジア言語のヘブライ語とア

ラム語で、

「カム・ヤマト・イワレ・ビコ・ノミコト」その真相

は「神の民であるユダヤ人が建国して生ん



だ最初の栄光ある主」、「神の選民によるユ

ダヤ国家の栄誉ある初代国王」、「栄光在

主」の方がヘブライ語の流れもすっきりとし

ます。

「カム」＝「クム」＝「群れを大量に集める」

「ヤマト」＝「ヤ・ウマト」＝「ヤハウェ」＝「神

の民であるユダヤ人」

「イワレ」＝「イワラ」＝「イフディ」（セム語派

のアラム語）＝「南ユダ王国の民」

「ビコ」＝「最初に生まれた子供・初子」



「ノミコト」＝「スメラミコトの略語」＝「栄光が

主にあれ」

「ミコト」＝「栄光」

ですから、「カム・ヤマト・イワレ・ビコ・ノミコ

ト」は、直訳で

「群れを大量に集める」「神の民であるユダ

ヤ人」「南ユダ王国の民」「最初に生まれた

子供・初子」「栄光が主にあれ」。

ヘブライ語は右から左に読みますから、翻

訳すると

「栄光ある主、長子、南ユダ王国の民、選民

ユダヤ人の王国」です。「サマリヤの王」とは



絶対なりません。「神武天皇」は「応神天皇」

同様に「南ユダ王国の民」と告白しています。

「神武天皇は神様に選ばれたユダヤ人の

南ユダ王国の民の最初の主権者です。」

恐らくヨセフ・アイデルバーク氏は大きなアミ

シャーブ組織には逆らえないから、当たり障

りのない定説の範囲内でサマリヤ説を選ん

だのでしょう。しかし、事実は「神武天皇は

南ユダ王国、ユダ族」出自です。

渡来した南ユダ族のインマヌエル王子こそ

ダビデ王族の血を引く後の神武天皇です。

注意しないと混乱することは、古事記の系

図も聖書に合わせて書かれています。誤訳

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BF%9C%E7%A5%9E%E5%A4%A9%E7%9A%87


が生じていますが、ユダヤ人の聖典原本は

古事記でなく聖書です。インターネットでは

神武天皇はエフライム族だという間違った

系図とヨセフ・アイデルバーク氏の聞き違い

情報がコピペで氾濫して定説になっていま

す。

聖書ではこのような間違いに惑わされない

よう警告しています。大事なのは聖書で、後

からできた古事記も系図も聖書を原本に創

作したものです。

テトス3:9 「愚かな議論、系図、口論、律法

についての論争などを避けなさい。それら

は無益で、むだなものです。」



Ⅰテモ 1:4 「果てしのない空想話と系図と

に心を奪われたりしないように命じてくださ

い。そのようなものは、論議を引き起こすだ

けで、信仰による神の救いのご計画の実現

をもたらすものではありません。」

この聖書と古事記の間違った系図比較で

すが、全体の人物は多分いいでしょう。しか



し、最後の大事な一人が全く違うあてつけ

の別人です！この系図では聖書の「べリア」

（第一歴代誌 7 章 23 節）が古事記の「イハ

レ」に該当した「神武天皇」になっています。

大変な間違いです！この系図を作った人

は、神武天皇エフライム説を信じて比較す

るから最後がそうなる訳で、大間違いです。

聖書のべリアとは、

Ⅰ歴代7:23 「その後、エフライムは、妻のと

ころに入った。彼女はみごもって男の子を

産んだ。彼はその子をベリアと名づけた。そ

の家がわざわいのさなかにあったからであ

る」



神武天皇が生まれたのは、イザヤが父祖で

父がヒゼキヤ王ＢＣ711 年 2 月 13 日です。

神武天皇はゼキヤ王の息子です。この次の

系図を見て下さい。べリアとヒゼキヤはこん

なに家系も時代も離れています。べリアはヨ

セフから数えて 3代目の末なるエフライムの

子供です。一方、神武天皇はヨセフの兄ユ

ダから数えて 21 代目にあたるヒゼキヤ王の

子供。22 代目のインマヌエル王子です。べ

リアとは時代が違います。



聖書のべリア＝古事記のイハレまではいい

ですが、その後の、＝神武天皇。これは違

います。神武天皇はヒゼキヤ王の子供イン

マヌエル王子です。では、べリアは誰です

か？べリアは古事記で言うイハレはエフライ

ムの子孫で日本に渡来した北イスラエルの

リーダーだった人でしょう。しかし、先に北イ

スラエルが滅亡したから、先に北イスラエル

の一行が逃げ出して来日したとしても、必



ず全員が日本で王になる訳ではありません。

あくまで北イスラエルの民を国難から救い

日本まで導いた実力者のリーダーです。し

かし、その後、沖縄経由で渡来していた南

ユダのインマヌエル王子と奈良県で合流し

て、南北が統一するような劇的な同族の和

解と一致の中で、12部族から選ばれた日本

国、最初の王が南ユダのインマヌエル王子、

すなわち神武天皇なのです。

もちろん北イスラエルのエフライム族を中心

とした 10 部族もこれに同意して心から歴史

的なイスラエル第二王国の建国を日本で共

に喜び祝ったことでしょう。この聖書と古事

記の系図比較は最後のべリアを天皇エフラ



イム説の先入観から神武天皇に勝手に想

像であてはめただけであり、根拠がないで

す。

現実は聖書のべリア＝古事記のイハレ＝北

イスラエル、エフライム族のリーダーです。

恐らく神武天皇のもとで協力関係に入り、そ

の後、このリーダーも重要な日本の国政を

つかさどる大臣となったことでしょう。

北イスラエルのエフライム族が日本の最初

の統治者、天皇その人ではない証拠があり

ます。

ヘブライ語の研究者として、日本に残る民

謡の中にヘブライ語のことばが残っている

ことを指摘した川守田英二博士の書いた



「日本ヘブル詩歌の研究」上巻、八幡書店

にはこう記載しています。

「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。」

川守田博士は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

末裔であると述べ、日本にはユダの国名が

地域に多数残っていることも指摘していま

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



「エローヒイム」が一度も出てこない。」

「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。」

川守田英二博士は間違いなく、各種の証

拠分析から天皇は南ユダ族だと指摘してい

るのです。

以下の東北地方一帯に歌い継がれた日本

最古の盆踊り「ナギャド・ヤラ」では、はっきり

単純にこの事実を民間伝承しています。そ



こでは聖書の言葉を受け継いで替え歌交じ

りに歌われていますが、「神武天皇＝ダビ

デ王族＝ユダ族」と告白しています。

聖書 イザヤ 11:1 「エッサイ（ダビデの父）

の根株から新芽が生え、その根から若枝が

出て実を結ぶ。」

東北地方一帯に歌い継がれた「ナギャド・

ヤラ」の一節に「磐余彦（いわれひこ）」なる

「神武天皇」をたたえるヘブライ語の歌詞が

あります。

「ナギャッアド イハーアレ」

意味：「永遠の主権者は 磐余彦（いわれひ



こ＝神武天皇）なり」

「ナギャド ナツサー レダヰデ」

意味：「主権者はダビデの若枝（若枝とは聖

書で子孫・血筋のこと）なり」

「ナギャッアド イハーレー」

意味：「永遠の主（神様）はほむべきかな」

要約すれば、このヘブライ語のはやし意味

は、「永遠の主権者は神武天皇だ！主権

者の神武天皇はダビデの子孫・血筋だ！

永遠の主なる神様はほむべきかな！」となり

ます。日本文化の深さに驚きました！

東北の人々は聖書も、神様からダビデ王族



への「万世一系」契約も、何も知らずに昔か

らユダ族の「万世一系」を純粋に歌って民

間伝承していたのですね。

「ナギャド・ヤラ」の唄は、青森県南部から岩

手県北部にかけての地域及び秋田県鹿角

地方の旧南部藩領内に伝わる盆踊りでの

「はやしことば」の歌詞からとられた名称で

す。お盆のとき、日本人は「盆踊り」をしま

す。これはじつは、仏教の踊りではなく、古

代から日本で行なわれていた「歌垣」と呼ば

れる踊りです。歌垣は、大和時代から行な

われていたもので、奈良朝時代に至って特

に盛んになり、全国の男女間に流行し、男

女はそこで歌い、踊り、見合いなどをして結



婚を約束したのです。踊りの仕方は、男女

が交差し、円形の輪をつくり、一人の音頭

取りの唄につれて拍子をとりながら踊り、人

数の増加するに従って二重、三重の輪をつ

くるというものでした。こうした風習は、古代

イスラエルのものと全く同様です。古代イス

ラエルにおいては7月15日の夏祭り（北王

国では8月15日）に、男女混合の踊り会があ

り、未婚の娘たちや男子たちは、その夜の

喜び笑う踊りの輪と出会いの時を楽しみに

していたそうです。

エレ 31:3－4 「主は遠くから、私に現れた。

「永遠の愛をもって、わたしはあなたを愛し

た。それゆえ、わたしはあなたに、誠実を尽



くし続けた。おとめイスラエルよ。わたしは再

びあなたを建て直し、あなたは建て直される。

再びあなたはタンバリンで身を飾り、喜び笑

う者たちの踊りの輪に出て行こう。」

「ナギャド・ヤラ」＝「ナニャド・ヤラ」唄は、地

域によって呼び方も歌詞も異なります。「ナ



ニャド・ヤラ」がヘブライ語であると最初に唱

えた神学者の川守田 英二氏によると「ナニ

ャド・ヤラ」の北奥羽地域バージョンは、ヘ

ブライ語で次のような聖書を舞台にしたイス

ラエルの進軍マーチになるとの事です。

「ナギャド ナサレ ヘテ」

意味：「行く手に 我ら追い払わんとす ヘ

テ人を」

「ナギャド ヤド ヤーリヤ」

意味：「その領土に向かって 進撃し給え

神よ」

「ナギャド ナサレ ヒイヤ」

意味：「行く手に 我ら追い払わんとす ヒビ



人を」

「ナギャド ヤーレヤー」

意味：「神よ 進撃し給え」

「ナギャド ナサレ アダ」

意味：「彼方へ ユダ族は退却したり」

「ナギャド ヤーラヤ」

意味：「前方へ 神よ 進み給わんことを」

「ナギャド ハヤラド ヤーレ」

意味：「ヨルダン川に向かって 神よ 進み

給わんことを」

おまけ：小学校で無理やり男女混合で踊ら



された記憶ある「マイム・マイム」

普通にそのままヘブライ語の歌詞と日本語

訳。

ウシャヴテム マイムベッサンソン 「あなた

方は喜びのうちに」

ミィマイエネハイエシュア 「救いの泉の水

を汲む」

マイム・マイム・マイム・マイム 「水、水、水

を」

ミィマイムベッサンソン 「水を汲むだろう」

ヘイ・ヘイ・ヘイ・ヘイ

マイム・マイム・マイム・マイム 「水、水、水

を」

マイム・マイムベッサンソン 「救いの水を汲



む」

出典：ヨハネ 4:13－14 「イエスは答えて言

われた。「この水を飲む者はだれでも、また

渇きます。しかし、わたしが与える水を飲む

者はだれでも、決して渇くことがありません。

わたしが与える水は、その人のうちで泉とな

り、永遠のいのちへの水がわき出ます。」

ユダ族の特徴

創世記49:1「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。」

ユダヤ12部族長の父ヤコブは最後に預言

的な遺言を子供たちに語りました。これはヤ

コブが「終わりの日に、あなたがたに起こる

こと」と言ったように終末時代の現代に起こ

る聖書預言です。なかでも天皇家のユダ族

に関しては以下の様に預言しました。

創世記49:8-12「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。

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。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。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。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。」



天皇を国体の象徴シンボルとする日本にと

ってこれは国家の運命を占うような重要な

言葉です。エルサレム市章はユダ族の獅子

マーク。イスラエル国旗もダビデの星、すな

わちこれもユダ族のしるしです。ユダ族が一

番重要なのです。

ユダ族の特徴点と現代の日本の特徴点を

比較検討してましょう。そもそも族長のユダ

とはどんな人物だったでしょうか。聖書では

父ヤコブから偏愛されたヨセフをねたんだ

兄たちは、ヨセフを荒野の穴の中に投げ入

れてから殺そうと相談しました。その時、こ

の提案を阻止したのがユダの言葉です。

創37:26-27「すると、ユダが兄弟たちに言っ



た。「弟を殺し、その血を隠したとて、何の益

になろう。さあ、ヨセフをイシュマエル人に売

ろう。われわれが彼に手をかけてはならな

い。彼はわれわれの肉親の弟だから。」兄

弟たちは彼の言うことを聞き入れた。」

もしユダがヨセフを憐れんで救わなければ、

確実に殺されて、その後のエフライム族も

存在しなかったのです。ユダは兄弟たちの

中で際立って愛情深く兄弟愛にたけた人

物です。聖書ではイシュマエル人に銀貨20

枚で売られたヨセフがエジプトへ連行されま

した。ユダはその直後、ヨセフを完全には救

えなかった力量不足と罪悪感に悩んだ末、

思い立って大きく環境を変えます。



創38:1 「そのころのことであった。ユダは兄

弟たちから離れて下って行き、その名をヒラ

というアドラム人の近くで天幕を張った。」

兄弟たちとの決別宣言を思わせる引越しで

す。さらにそこで結婚して子供たちを3人もう

けます。ところが過去を捨てた心機一転の

新生活で長男エル、次男オナンと次々、死

別した頃、ユダはストレスが原因なのか、異

常行動に出ました。

創38:15-16「ユダは、彼女を見たとき、彼女

が顔をおおっていたので遊女だと思い、道

ばたの彼女のところに行き、「さあ、あなたの

ところに入ろう」と言った。彼はその女が自



分の嫁だとは知らなかったからである。」

ユダは事もあろうに長男エルの死後、やも

めとなった嫁のタマルを道端で見かけて、こ

れを遊女だと思いながら、代価を払って買

春しました。ユダの異常行動の根源には弟

ヨセフへの申し訳ない罪悪、子供たち二人

の急死など積もったストレス原因も理解しま

すが、弱すぎるし、性的不品行はまったくの

的外れな罪です。ですから、ユダの性格は

愛情深く兄弟思いである反面、性的不品行

の誘惑に弱い面があります。

さて、ユダから全地に広がったユダ族が現

代の天皇家と定めて、日本国民の特徴を上



げる時、同様の遺伝子の働きを感じます。

これはヤコブが「終わりの日に、あなたがた

に起こること」を預言したように、日本人の兄

弟愛、愛国心の究極の現われ、神風特攻

隊の記憶は忘却してはならない史実です。

九死一生ではなく、十死零生といわれる、

生還を想定しない特攻作戦。日本が滅びる

かどうかの瀬戸際にきて、この戦争は勝て

ぬかもしれぬ。しかし青年たちが国難に殉

じて、いかに戦ったかという歴史を記憶する

限り、日本と日本人は滅びない。国難にあ

って、４千人の若者が「絶対に死ぬ」と分か

っている特攻機に片道燃料で乗り、敵艦に

体当たりしていった。その歴史を後世の日

本人が記憶するならば、「日本を守る精神」



は再び復活すると考えていたようです。自

殺行為は反聖書的で痛ましすぎる過ちでし

たが、青年たちの純粋に日本を思う真面目

な愛国心、兄弟愛は他国に例を見ない格

別な大和魂です。ヤマトはヘブライ語でヤ・

ウマト、神様の選民の意味があります。

戦後、特攻機の設計者であった三木忠直

は激しい罪の重荷と呵責で悩み苦しみまし

た。そしてクリスチャンの母と妻の勧めで、

聖書を開きました。

マタイ 11:28-30 「すべて、疲れた人、重荷

を負っている人は、私（イエス）のところに来

なさい。私があなたがたを休ませてあげま

す。私は心優しく、へりくだっているから、あ



なたがたも私のくびきを負って、私から学び

なさい。そうすればたましいに安らぎが来ま

す。私のくびきは負いやすく、私の荷は軽

いからです。」

このことばに接し、洗礼を受け、クリスチャン

となりました。戦後の三木は考えました。「自

動車関係に行けば戦車になる。船舶関係

に行けば軍艦になる。そこで平和利用しか

できない鉄道の世界に入ろう。」

旧日本国有鉄道、現在の JR の「鉄道技術

研究所」に勤め、三木は移動手段として時

代遅れとみなされていた鉄道業界に革命を

起こしました。「飛行機の形を列車に持ち込

み、車体を流線型にし、軽量化すればスピ



ードは向上し、最高速度は２００キロを超え

る」と断言。海軍時代の同僚の協力を得て、

０系新幹線が誕生！驚くべきことは、そのフ

ォルムが三木設計の特攻機「桜花」に似て

いること、そして生還率ゼロであった「桜花」

とは対照的に、「新幹線」は死傷事故を起こ

すことなく世界で最も安全な乗り物とみなさ

れています。もし三木が神様と出会わなか

ったら、果たして「新幹線」は誕生していた

でしょうか。大日本帝国海軍軍人の航空機

技術者、大量殺人兵器開発者が戦後、鉄

道技術者に。改めて聖書のもたらす大きな

影響力を思わずにはいられないです。

さて、聖書のユダはヨセフの事件から随分



後に、弟のベニヤミンが窃盗罪でエジプト

で逮捕され、今や奴隷に成り下がろうとした

時、「自分が身代わりに奴隷になるから弟を

許して釈放して欲しい」と自ら申し出たほど

心底、悔い改めて、心を入れ替えた兄弟愛

の原点に立ち返った人物です。その犠牲

的な兄弟愛の遺伝子がユダ族に流れて、

終末のユダ族が良くも悪くも強烈な兄弟愛

の思いから、太平洋に桜散ることもあるので

す。

しかし、反面、もう一つのユダの特徴、性的

不品行の誘惑に対する妥協問題があります。

ユダは悩みの中で憂さ晴らしに買春行為の

罪を犯しましたが、終末のユダ族はどうでし



ょうか。日本の風俗業界は年間 5.7 兆円の

市場規模と言われています。旅行業界の市

場規模が年間 6.1 兆円と同レベル。化粧品

業界が年間2.5兆円で、その2倍の市場規

模です。お化粧の 2 倍も姦淫の罪に浪費さ

れているのです！聖書は警告します。

黙 21:8 「しかし、おくびょう者、不信仰の者、

憎むべき者、人を殺す者、不品行の者、魔

術を行う者、偶像を拝む者、すべて偽りを

言う者どもの受ける分は、火と硫黄との燃え

る池の中にある。これが第二の死である。」

不品行を避けなければなりません。これは

大変危険な陥りやすい罪で刑法上は有罪



にならない国家公認の大罪ですが、確実に

死後、神様からの裁きがあるのです。

ヘブル13:4「結婚がすべての人に尊ばれる

ようにしなさい。寝床を汚してはいけません。

なぜなら、神は不品行な者と姦淫を行う者と

をさばかれるからです。」

また、ユダ族の特徴点は、戦争に強くいつ

も先頭斬って最前線で戦う勇敢な部族です。

イスラエル12部族が危険な荒野を40年間、

宿営と前進を繰り返しながら旅する時、敵

に遭遇する一番危険な先頭の前方の宿営

場所はいつもユダ族でした。宿営はレビ族

の奉仕する長方形の幕屋を中心に東西南

北へ秩序正しく延び広がり、父祖の家ごと



に距離を置いて整列され、その総数はレビ

族を入れない20歳以上の登録人口だけで

60万3550人、上空から見下ろすと縦約50メ

ートル、横約25メートルの美しい十字架の

形の宿営でした。まさに荒野の40年間は巨

大な生きた十字架の大行進でした。彼らは

幕屋の上に立ち上る昼は雲の柱、夜は火

の柱を道しるべにエジプトからカナンまで旅

しました。

民2:2-3 「イスラエル人は、おのおのその旗

のもと、その父祖の家の旗じるしのもとに宿

営しなければならない。会見の天幕の回り

に、距離をおいて宿営しなければならない。

前方、すなわち東側に宿営する者は、軍団



ごとにユダの宿営の旗の者でなければなら

ない。ユダ族の族長はアミナダブの子ナフ

ションである。」



異邦人の敵が奇襲攻撃する時、東西南北

どの方角から来ても横一列にずらっと並ん

だ民の宿営スタイルは最も数が多く最強に

見えたはずです。しかも中央には巨大な煙

が幕屋から立ち昇り、夜間でも群衆の多さ

を照らし出し、にわかに奇襲攻撃しずらい

天然の守りが感じられました。現代でもイエ

ス様の十字架はあなたの守りです。

荒野でイスラエルを呪うために敵国のバラク



王に雇われた預言者バラムは三度、異なる

山上から宿営地を眺めましたが、三度も呪

いではなく、祝福の言葉だけが出ました。

三度目は宿営地全体を山上から見渡して

バラムはこう言いました。

民24:5-9 「なんと美しいことよ。ヤコブよ、あ

なたの天幕は。イスラエルよ、あなたの住ま

いは。それは、延び広がる谷間のように、川

辺の園のように、主が植えたアロエのように、

水辺の杉の木のように。その手おけからは

水があふれ、その種は豊かな水に潤う。そ

の王はアガグよりも高くなり、その王国はあ

がめられる。彼をエジプトから連れ出した神

は、彼にとっては野牛の角のようだ。彼はお



のれの敵の国々を食い尽くし、彼らの骨を

砕き、彼らの矢を粉々にする。雄獅子のよう

に、また雌獅子のように、彼はうずくまり、身

を横たえる。だれがこれを起こすことができ

よう。あなたを祝福する者は祝福され、あな

たをのろう者はのろわれる。」

バラムは「雄獅子、雌獅子」とイスラエルの

中にユダ族の強さと祝福を見たようです。ユ

ダ族は宿営する時、前方の東に位置した先

頭に位置していましたが、確かに戦争の時

も百獣の王、獅子のごとくに先頭斬って果

敢に戦う勇士でした。

士1:1-2「さて、ヨシュアの死後、イスラエル



人は主に伺って言った。「だれが私たちの

ために最初に上って行って、カナン人と戦

わなければならないでしょうか。」すると、主

は仰せられた。「ユダが上って行かなけれ

ばならない。見よ。わたしは、その地を彼の

手に渡した。」

士20:17-18 「イスラエル人は、ベニヤミンを

除いて、剣を使う者四十万人を召集した。

彼らはみな、戦士であった。イスラエル人は

立ち上がって、ベテルに上り、神に伺って

言った。「私たちのため、だれが最初に上っ

て行って、ベニヤミン族と戦うのでしょう

か。」すると、主は仰せられた。「ユダが最初

だ。」



対カナン人、対ベニヤミン族。いつも神様

はユダ族を大国相手に最初に戦う勇士とし

て立てておられます。実はユダ族の血が流

れた日本の近代史も同様です。

日本の鎌倉時代中期に、当時、世界最大

規模の艦隊を持つ元寇（げんこう）と呼ばれ

たモンゴル高原及び中国大陸を中心領域

に支配していたモンゴル帝国（現 モンゴ

ル）およびその属国である高麗（現 韓国・

北朝鮮）の連合軍は日本の一部で残虐行

為・狼藉・殺戮を行ない、自分たちの強さを

見せつけてから使者を派遣して日本に降

伏命令を伝えました。しかし、執権、北条時

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%8E%8C%E5%80%89%E6%99%82%E4%BB%A3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A2%E3%83%B3%E3%82%B4%E3%83%AB%E9%AB%98%E5%8E%9F
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E5%A4%A7%E9%99%B8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A2%E3%83%B3%E3%82%B4%E3%83%AB%E5%B8%9D%E5%9B%BD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%9E%E5%9B%BD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E9%BA%97


宗はこの無礼な使者を切り捨てました。怒

った元寇の連合軍は日本に2度（1274年、

1281年）にわたり軍事侵攻しますが、武士

の反撃と海上で神風なる台風に会い、元寇

は敗北撤退します。小国日本が、大国元寇

に打ち勝ったのです。

次に日清戦争（1894年-1895年）は、日本と

清国（中国とモンゴルを支配した最後の統

一王朝）との間で朝鮮半島の権益を巡る争

いが原因となって引き起こされましたが、日

本が勝利して李氏朝鮮に対する宗主権の

放棄とその独立を承認させ、日清講和条約

の調印終結がなされ、台湾、澎湖諸島を割

譲、巨額の賠償金も獲得しました。小国日

https://ja.wikipedia.org/wiki/1274%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/1281%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BE%B5%E6%94%BB
https://ja.wikipedia.org/wiki/1894%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/1895%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B8%85%E5%9B%BD
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https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%8E%E6%B0%8F%E6%9C%9D%E9%AE%AE
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%B8%85%E8%AC%9B%E5%92%8C%E6%9D%A1%E7%B4%84
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%B8%85%E8%AC%9B%E5%92%8C%E6%9D%A1%E7%B4%84
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https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%BE%8E%E6%B9%96%E8%AB%B8%E5%B3%B6


本が大国清国に打ち勝って、アジアの近代

国家と認められて国際的地位が向上しまし

た。

そして日露戦争（1904年-1905年）（明治38

年）日本とロシアとの間で朝鮮半島と満州

の権益をめぐる争いが原因となって引き起

こされましたが、小国日本が、大国ロシアに

打ち勝ったのです。ポーツマス条約講和で

日本は、朝鮮半島における権益を全面的

に承認され、ロシア領樺太の南半分を割譲

され、ロシアが清国から受領していた大連と

旅順の租借権を移譲され、東清鉄道の旅

順 - 長春間支線の租借権も譲渡されまし

た。
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さらに第一次、第二次世界大戦（1914 年

-1918 年）、（1939 年- 1945 年）。日本はア

ジアの国々が植民地にあえぐ中、唯一、先

陣切って最初に立ち上がり、アメリカをはじ

め欧米列強相手に戦いました。ユダ族の特

徴そのものです。そもそも 15 世紀の大航海

時代で世界進出した欧米列強は、アジア全

域を植民地化して白人帝国主義国を築い

ていましたが、この戦争で数百年も続いた

列強のアジア支配の牙城を破壊し、植民地

独立を果たしたのが、日本の最大功績でし

た。

日本のゆえに歴史と運命が変わった国々

https://ja.wikipedia.org/wiki/1914%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/1914%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/1918%E5%B9%B4


は以下のようです。ロシア・イギリス・フラン

ス・ドイツによって鉄道の敷設権や要地の

租借権を奪われていた中国。イギリスの直

接統治で苛酷な植民地経営が行なわれて

いたインド。イギリスからインド帝国と併合し、

植民地化されていた旧ビルマのミャンマー。

オランダ領東インドをつくって植民地体制を

強いられていたインドネシア。イギリスがペ

ナン・シンガポール・マラッカを海峡植民地

として直接統治し、北ボルネオ・マライ半島

への支配を強化されていたマレーシア。フ

ランスがベトナム、カンボジア、ラオスを併合

して植民地インドシナ連邦としたインドシナ

三国。スペインに勝ったアメリカが植民統治

を行なったフィリピン。ロシアが朝鮮を圧迫



したが、日露戦争を経て、ロシアから朝鮮の

指導・監督権を獲得し日本の領土、日韓併

合となった韓国。イギリスとフランスの進攻

でラオス・カンボジア・マレーにある領土を

取られ、インドシナ半島の英仏両国の緩衝

国家だったタイ。すべては日本が生みの苦

しみをして多大な犠牲を払った結果、「欧米

列強からのアジア民族の解放」という当初、

日本が掲げたスローガンは実現を見たので

す。

戦後、誤まった歴史認識に惑わされた数か

国の反日国家の洗脳思想の声ではなく、真

実を知って日本に感謝している大半の国々

の声に耳を傾けるべきです。



「日本は、有色人種が白人に勝てることを

示し、日本人が戦争のやり方を教えました。

「植民地時代、ビルマの人々は刃物の所有

さえ禁止されていました。日本は東南アジ

アで民族語普及などにより、民族意識を高

揚させた上、現地人の自治組織、軍隊を養

成しました。その上に軍事技術だけでなく、

敢闘精神を教えました。現地の人が、白人

がもろくも敗退するのをその目で見、日本

人の戦争のやり方を教わった時点で、もう

いかなる植民地支配の復帰も、たとえ日本

自身が代わって支配しようとしても、不可能

となっていました。日本の占領は、時計の

針を不可逆的に進めてしまったのです」

（『百年の遺産』岡崎久彦）



「会議に行くと、あちらこちらからアフリカの

代表、アジアの代表が出て来て、『よく来た

ね！』『日本のおかげだよ！』と大歓迎でし

た。それは『日本が大東亜宣言を出して、ア

ジア民族の解放を戦争目的とした。その宣

言がなかったら、あるいは日本がアジアの

ために犠牲を払って戦っていなかったら、

我々は依然としてイギリスの植民地・オラン

ダの植民地・フランスの植民地のままだった。

日本が大きな犠牲を払ってアジア民族のた

めに勇戦してくれたのだから、今日のアジ

アがある』ということだった。この時は『大東

亜共同宣言』を出してよかった、と思いまし

た。『やっぱり来てよかったなぁ』とそう思い



ました」

（楊素秋著『日本人はとても素敵だった』

（桜の花出版）

「この大戦は植民地主義に終止符を打ち、

白人と有色人種との平等をもたらし、世界

連邦の礎石をおいた。」（歴史学者Ｈ・Ｇ・ウ

ェルズ）

「日本のおかげで、アジア諸国はすべて独

立した。日本というお母さんは難産して母体

を損なったが、生まれた子供はすくすく育っ

ている。今日、東南アジアの諸国民が、米

英と対等に話ができるのは、いったい誰の

お蔭であるか、『身を殺して仁をなした』日



本というお母さんがあったがためである。１２

月８日は、われわれにこの重大な思想を示

してくれたお母さんが、一身を賭して、重大

な決心をされた日である。我々はこの日を

決して忘れてはならない。さらに８月１５日

は、われわれの大切なお母さんが、病の床

に伏した日である。われわれはこの２つの

日を忘れてはならない」（吉本貞昭著『世界

が語る大東亜戦争と東京裁判』ハート出

版）

「満州事変から大東亜戦争勃発に至る真実

の歴史を、どうか私の判決文を通じて研究

していただきたい。日本の子弟が歪められ

た罪悪感を背負って卑屈、退廃に流れてゆ



くのを私は見過ごして平然たるわけにはい

かない。誤られた彼らの戦時宣伝の欺瞞を

払拭せよ。誤られた歴史を書き換えられな

ければならぬ。」（昭和２７年１１月６日、広

島高等裁判所の講義録 東京裁判のインド

代表判事のラダナビッド・パール博士）

「日本が戦争に負けて日本の軍隊が引き揚

げた後、アジアに残っていたのは、ほかなら

ぬ日本の精神、技術的遺産であった。この

遺産は第二次大戦後に新しく起った東南ア

ジアの民族独立運動にとって、どれだけ多

くの貢献をしたかを認めなければならない。

日本が敗戦国になったとはいえ、その精神

的遺産は、アジア諸国に高く評価されてい



るのである。その一つに東南アジアの教育

に与えた影響が挙げられる。日本は目標達

成のために、どれほど必死にやらなければ

ならないか、ということを我々に教えてくれ

たのであった。この必死の訓練が、後のイン

ドネシア独立戦争の時に役立った。」（政治

学博士アリフィン・ベイ・インドネシア国立大

学日本研究センター所長）

「かつて腐敗を誇った日本軍も半年の死闘

に衣服や靴もボロボロとなり、ささえるものは

不屈の精神だけであった。日本軍はインパ

ールにおいて、ついに敗れたが、そこには

何かが残った。歴史学の権威トインビーが

いみじくも喝破したとおりである。すなわち



『もし、日本について、神が使命を与えたも

のだったら、それは強権をわがもの顔の西

洋人を、アジアのその地位から追い落とす

ことにあったのだ』」

英国軍東南アジア総司令官マウントバッテ

ン大将 著書『ビルマ戦線の大逆襲』

「あの戦争で、日本は世界史の決定的変革

をもたらした。連合国は戦争直後、アジア植

民地の主人公に返り咲こうと画策したが、１

９４２年から４５年の間、日本軍が南アジア

の諸民族をしっかり訓練し、その民族魂を

揺り覚ましていたため、その武力抵抗に遭

って、彼らの野望は施す術もなく崩れ去っ

た」



英軍語学情報将校ルイス・アレン教授 著

書『日本軍が銃を置いた日』

「真実のビルマの独立は、１９４３年８月１日

に行われたのであって、真のビルマ解放者

は英国のアトリー首相率いる労働党政府で

はなく、東条大将と日本帝国政府であっ

た。歴史的に見るならば、日本ほどアジアを

白人支配から離脱させることに貢献した国

はない。しかし、またその解放を助けたり、

あるいは多くの事柄に対して、範を示して

やったりした諸国民から、日本ほど誤解を

受けている国はない」ビルマ初代首相バー

・モー 著書『ビルマの夜明け』



アメリカが不正の東京裁判以降、ずっと思

想に種まいた自縄自縛の誤まった歴史認

識から日本人が目覚める時が来ていま

す！９１１自作自演ＮＹツインタワーテロ事

件の時、ブッシュ大統領は「眠れる獅子を

呼び覚ました。」と言いながら、イラクの石油

利権と麻薬利権を狙って戦争を始めました

が、すべては茶番、偽りであり、本物の「眠

れる獅子」は唯一日本なのです！聖書は

言います。

創世記49:9「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。」

日本人は正真正銘、ユダ族。真実に対して

目を覚まさないといけないです。

イザ51:9-10「さめよ。さめよ。力をまとえ。主

の御腕よ。さめよ。昔の日、いにしえの代の

ように。ラハブを切り刻み、竜を刺し殺した

のは、あなたではないか。海と大いなる淵の

水を干上がらせ、海の底に道を設けて、贖

われた人々を通らせたのは、あなたではな

いか。」

イザ51:17「さめよ。さめよ。立ち上がれ。エ

ルサレム。あなたは、主の手から、憤りの杯



を飲み、よろめかす大杯を飲み干した。」

イザ52:1-3「さめよ。さめよ。力をまとえ。シ

オン。あなたの美しい衣を着よ。聖なる都エ

ルサレム。無割礼の汚れた者が、もう、あな

たの中に入って来ることはない。ちりを払い

落として立ち上がり、もとの座に着け、エル

サレム。あなたの首からかせをふりほどけ、

捕囚のシオンの娘よ。まことに主はこう仰せ

られる。「あなたがたは、ただで売られた。だ

から、金を払わずに買い戻される。」

獅子は夜行性で気温の高い日中はほとん

ど寝ています。しかし、夜間になると目覚め

て本領発揮の狩りをします。日本もやがて



終末の不法がはびこった暗闇の時代が世

界を覆う時、再び目覚めて物凄い獅子の本

領を発揮するはずです。

ユダ族のさらなる特徴点は、隣国の中でも

突出して栄えて成長することです。

創世記49:8-9「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。

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。」

日本の戦後の復興と高度経済成長は、世

界に前例を見ない偉業でした。それはおお

よそ10年スパンで目標を立てながら経済成



長を実現してきました。その目標はいつも

先進国アメリカ。「アメリカに経済で追い付き

追い越せ！」日本は1945年 8月 15日を皮

切りに戦後の焼け野原から立ち上がり、軍

事世界一ではなく、経済世界一に国策転

換しました。

聖書に箴言29:18「幻がなければ、民はほし

いままにふるまう。」とありますが、逆説的に

言えば、「幻があれば、民は立派にふるま

う。」となります。「幻」すなわち、具体的に計

画性ある「夢とビジョン、大きな目標」が大事

なのです。

日本の戦後復興は、まず 1950年から 60年



までに「今後の 10 年間で繊維産業で世界

一になろう。」とビジョンを掲げました。戦死

による男性就業人口の不足の中、女性たち

は家内制手工業の手作業が男性より素早

いです。その優れた労力を動員して熱心に

働いてこの目標を現実に 10 年でクリアし、

日本は繊維産業で世界一になりました。す

ると日本はここで留まらずに、次なる目標を

掲げました。次は 1960 年から 70 年までに

「今後の 10 年間で造船産業で世界一にな

ろう。」このビジョンも現実に 10 年でクリアし、

日本はアメリカを超えて造船産業で世界一

になりました。すると、次なるビジョンを掲げ

ました。次は 1970 年から 80 年までに「今後

の 10 年間で自動車産業で世界一になろ



う。」11 年ほど掛かりましたが、日本はアメリ

カを超えて自動車産業で世界一になりまし

た。かなりのジャパンバッシングがこの頃か

ら始まりましたが、次なる目標が掲げられま

す。次なるビジョンは 1980 年から 90 年まで

に「今後の 10 年間でコンピューター・エレク

トロニクス産業で世界一になろう。」目標は

達成されました。日本の高度経済成長はビ

ジョンを描いて邁進努力することに成功を

見たようです。しかし、ここで問題が起きまし

た。1990 年にコンピューター・エレクトロニク

ス産業で世界一になった後、次なる目標が

見つかりません。当時のあらゆる産業で世

界最高を極めた「ジャパン・アズ・ナンバー

ワン」とまで持てはやされた国が次なる目標



を失いました。大事な繁栄の秘訣、夢と幻

を失った民となったのです！

すると、ここで起きたのがバブル景気崩壊

でした。政府見解では、日経平均株価が

38,957 円の史上最高値を記録した後、

1991年から 1993年までの景気後退期はす

さまじく、大幅な資産価格下落や金融収縮

などが起こり経済問題が多数噴出しました。

なぜ？アメリカの罠にハマったから？それも

そうですが、最大原因は目標を失ったから

です。それ以降は失われた10年間が20年

間とも言われて 2010 年となって、2011 年に

は東日本大震災による人工地震で、景気

回復傾向の日本経済は再び打たれました。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E7%B5%8C%E5%B9%B3%E5%9D%87%E6%A0%AA%E4%BE%A1
https://ja.wikipedia.org/wiki/1991%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/1993%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%99%AF%E6%B0%97%E5%BE%8C%E9%80%80%E6%9C%9F


日経平均株価は 8 千円台前半まで急落し

ました。私はこの時期、この地震が人工地

震であることを知っていたので、プットオプ

ション株を 100 万円分購入していました。必

ず地震以降はプットオプション株は高騰す

るからです。プットオプション株は、株価暴

落への保険のような通常の株の反対の金

融商品で、暴落幅が大きいほど逆に大きく

儲かります。確かにたった一日で 100 万円

が 160 万円に跳ね上がり、更に置いておけ

ばもっと上がると分かりました。しかし、これ

は人工地震を陰で行なっている陰謀者の

連中と同じ商売、彼らは 100 万円でなく、億

単位で今、投資して儲けている。余震が起

きるたびに株価は高騰。内心、「もっと地震

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E7%B5%8C%E5%B9%B3%E5%9D%87%E6%A0%AA%E4%BE%A1


が起きたら儲かる。余震よ、起きよ？」悪魔

の思いが心によぎります。それで、これは神

様が喜ばれないこと。東北の被災者たちの

血の代価だから直ぐに売りぬいて利益は東

北に捧げました。

さて、ユダ族の特徴点は、隣国の中でも突

出して栄えることでしたが、

創世記49:8「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。」

との預言通り、日本はアメリカを目標の「獲

物」として活力に変え、闘争心を奮い立た

せて高度経済「成長」を成し遂げた「成長す

る。」ユダ族です。



第三章

首里城火災 ユダヤ人と結合された杖の国

南ユダ（ユダと、それにつくイスラエル人）と

北イスラエル（エフラエムと、それにつくイス

ラエルの全家）の渡来

旧約聖書のエゼキエル書には、日本にお

けるユダヤ 12 部族の繁栄の起源が預言さ

れています。

「次のような主の言葉が私にあった。『人の

子よ。一本の杖を取り、その上に『ユダと、

それにつくイスラエル人のために。』と書き



記せ。もう一本の杖を取り、その上に、『エフ

ラエムの杖、ヨセフと、それにつくイスラエル

の全家のために。』と書きしるせ。その両方

をつなぎ、一本の杖とし、あなたの手の中で

これを一つとせよ。あなたの民の者たちがあ

なたに向かって『これはどういう意味か、私

たちに説明してくれませんか』と言うとき彼ら

に言え。神である主はこう仰せられる。見よ。

私はエフラエムの手にあるヨセフの杖と、そ

れにつくイスラエルの諸部族とを取り、それ

らをユダの杖に合わせて、一本の杖とし、私

の手の中で一つとする。」（エゼキエル書 37

章 15 節～19 節）

神様が南ユダ（ユダと、それにつくイスラエ



ル人）と北イスラエル（エフラエムと、それに

つくイスラエルの全家）を「私の手の中で一

つとする」一致のとき、そこに祝福がありま

す。

2016 年 8 月以降、「ピコ太郎」と名乗る男が

自身のユーチューブチャンネルで「PPAP

（Pen-Pineapple-Apple-Pen Official）ペンパ

イナッポーアッポーペン」という 1 本の動画

を公開し、世界的な人気を得ました。ヒョウ

柄の派手な衣装を身にまとったピコ太郎が

「ペンパイナッポーアッポーペン」というフレ

ーズを繰り返しながら音に合わせてリズミカ

ルに踊る 1 分余りの短い動画の中で、「I

have a pen.I have an apple.」といって両手を



一つにつなげて「Apple pen!」とラップ調に

歌うたっていました。私は面白いとは思いま

せんでしたが、二つのものを繋いで、結合と

いうところに感動があるのかなと思います。

この「二つのものを繋げる」教えは聖書に多

くあります。「ヨセフの杖とユダの杖を合わせ

て一つとする。」一致することです。北のイス

ラエルと南のユダも一つとなり、私たちも互

いに愛し合い一致団結すること。キリストの

中で一つになる時に神様は喜ばれるという

こと。聖書でも皆が一つになったときに聖霊

様の業は多く現れています。

五旬節（ペンテコステの日)、120 人皆が一



つところに集まって祈っていたときに突然聖

霊が注がれ祝福されました（使徒 1:8～）。

主イエス・キリストご自身、弟子たちが一致

して一つになるようにと、繰り返し教会のた

めにとりなし祈る姿がヨハネの福音書 17 章

に記録されています。

ヨハ 17:22 「またわたしは、あなたがわたし

に下さった栄光を、彼らに与えました。それ

は、わたしたちが一つであるように、彼らも

一つであるためです。」

一致することは非常に大きな力となります。

逆に、正義ではなく悪において一致団結し

たグループは、バベルの塔を築いたシヌア



ルの住民で失敗しています。

「さて、全地は一つのことば、一つの話しこ

とばであった。そのころ、人々は東のほうか

ら移動して来て、シヌアルの地に平地を見

つけ、そこに定住した。彼らは互いに言った。

『さあ、れんがを作ってよく焼こう。』彼らは石

の代わりにれんがを用い、粘土の代わりに

瀝青を用いた。そのうちに彼らは言うように

なった。『さあ、われわれは町を建て、頂が

天に届く塔を建て、名をあげよう。われわれ

が全地に散らされるといけないから。』その

とき主は人間の建てた町と塔をご覧になる

ために降りて来られた。主は仰せになった。

『彼らがみな、一つの民、一つのことばで、



このようなことをし始めたのなら、今や彼らが

しようと思うことで、とどめられることはない。

さあ、降りて行って、そこでの彼らのことばを

混乱させ、彼らが互いにことばが通じないよ

うにしよう。』こうして主は人々を、そこから地

の全面に散らされたので、彼らはその町を

建てるのをやめた。それゆえ、その町の名

はバベルと呼ばれた。主が全地のことばを

そこで混乱（バラル）させたから、すなわち、

主が人々をそこから地の全面に散らしたか

らである。」（創世記 11：1～9）

神様はここで、彼らが一つの話し言葉、一

つの言語でこのようなことをするなら、今や

彼らがしようと思うことで、とどめられることは



ない、おっしゃいました。悪においてさえ一

致団結するなら強大な力になりえます。なら

ば、私たちは悪に対する善、闇に対する光

なるイエス様の中で一致しようではありませ

んか。それはもはや、だれもとどめることが

できない大きな力になるのです。

先だってのニュースに、沖縄の人たちの心

の拠り所として知られる首里城（シュリグス

ク）が火災で全焼するという痛ましい報道が

ありました。本当に残念なことです。内閣府

によると、焼失前の首里城の復元にかかっ

た総事業費は 1986～2018 年度の 33 年間

で約 240 億円に上ると言います。今後それ

くらいの費用が同様に掛かるのでしょうか。



過去にも歴史的建造物が火災に遭うことが

しばしばあり、ノートルダム寺院もパリにお

いて全焼火災、悲しい映像です。

また、日本史で、金閣寺の立派な建造物が

放火によって破壊された事件もありました。

世界的に見て更に時代を遡るなら、イスラ

エルにあったエルサレムの第二神殿と呼ば

れた神殿も、46 年かけて建設された黄金に

はえる非常に美しい大理石の建物でしたが、

ローマ軍の軍事侵攻で滅ぼされました。歴

史的に貴重な建造物が破壊されるとき、私

たちはその歴史起源が気になるところです。

イスラエルの歴史を紐解きます。サウル王

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B5%E3%82%A6%E3%83%AB


の後を継いだダビデ王によって統一された

統一イスラエル王国は、ソロモン王の死後、

ＢＣ930 年頃に分裂しました。南のユダ王国

はユダ族とベニヤミン族から構成されており、

北のイスラエル王国はそれ以外の十部族

からなっていました。ＢＣ722 年のこと。北イ

スラエルはアッシリア帝国の侵略を受けて

滅亡します。というのも、繰り返し語られた神

様からの警告にも関わらずイスラエルの民

は偶像礼拝にふけり、不品行と諸悪に身を

委ね、結局、神様の怒りの審判がアッシリア

帝国による捕囚という形であらわれたので

す。更に、その136年後のBC.586年、今度

は南ユダも新バビロニア帝国によって同様

に滅ぼされました。しかし、この間にダビデ

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%80%E3%83%93%E3%83%87
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BD%E3%83%AD%E3%83%A2%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%80%E5%85%83%E5%89%8D930%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A6%E3%83%80%E6%97%8F
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%99%E3%83%8B%E3%83%A4%E3%83%9F%E3%83%B3%E6%97%8F


王の末裔なる神武天皇が統治地を変えた

新しい東の果て、日本で新王朝を開いたの

です。

外典聖書シラ４８：２３－２５「イザヤは偉大で、

受けた啓示に忠実であった。太陽が後戻り

して王の寿命が延されたのは、イザヤの時

代であった。イザヤは大いなる霊によって

終末の時を見つめ、嘆き悲しむシオンの

人々を励ました。彼は永遠に及ぶ未来の事、

隠された事を、それが起こる前に示した。」

外典聖書エズラ書第 4 書 13:39 では、北イ

スラエル王国がアッシリアによって滅ぼされ

る（ＢＣ722 年）直前に、九部族（別訳は、十



部族）が相談して陸路のシルクロードで「1

年半」の距離を持つ「遠くの国」「アルツァレ

ト」と呼ばれる「果ての地」に国外避難したと

書かれています。その「果ての地」「遠くの

国」「アルツァレト」こそ「日本」です！

「あなたは、彼が別の穏やかな群衆を自ら

の許に集めるのを見たが、これらはヨシア王

の時代に捕えられ、その領土から連れ出さ

れた九つの部族である。アッシリア王シャル

マネサルがこれを捕虜として連れて行き、

河の向こうへ移した。こうして彼らは異国に

連れて行かれた。しかし彼らは異邦人の群

れを離れ、かつて人のやからが住んだこと

のない更に遠い地方（別訳は、遠くの国）へ



行こうと相談した。それは自分の国では守

っていなかった律法をそこで守るためであ

った。こうして彼らはユーフラテス川の狭い

径を通って入って行った。その時、至高者

は彼らに対して奇蹟を行ない、彼らが渡る

まで川の流れを止められた。道程はその地

方を通って 1 年半の遠さであった。その地

域はアルツァレトと呼ばれる。それから彼ら

はそこに終わりの時まで住んでいた。」

当時、十部族は 100 万人いたとされますが。

「アルツァレト」は地名ではないので古代地

図にもなく、ヘブライ語で「最も遠い地（果て

の地）エレツ・アヘリト」、「もう一つの土地

エレツ・アヘレト」の意味があります。イスラ



エルから見て日の昇る国、東の果ての島は

「最も遠い地」であり、そこはイスラエルを捨

てた彼らにとって「もう一つの土地」、「日本」

しかないです。

アッシリア帝国が北イスラエルを滅ぼしまし

たが、その混乱期に「アルツァレト」という

「果ての地」、陸路で記載通りちょうど「一年

半」の「遠い国」日本に逃れた北イスラエル

の九部族ですが、この群れがエフライム族

を中心としたエフライム族と、それにつくイス

ラエルの全家なる失われた 10 部族です！

一方、それ以外の南ユダ王国の民にも神

様は一つの「救いの計画」を用意して預言



者イザヤを通して預言されました。

「それゆえ主みずからあなたに一つのしるし

を与えられる。見よ、処女が身ごもっている。

そして男の子を産む。その名をインマヌエ

ルとなずけよ。」（イザヤ 7:14）

この預言が語られた当時、南ユダ国の王様

はヒゼキヤ王です。イザヤは、ダビデ王の

末裔であるヒゼキヤ王に対して忠告をあた

える神様によって立てられた預言者です。

イザヤは当時、ユダヤ民族のみならず世界

的にも最も信頼される預言者です。ヒゼキ

ヤが20歳になった時に息子が生まれ、その

子の名前がインマヌエルという名前だったと



いう伝承があります。イザヤ書7章の預言は

その時代に実現しました。しかし、実はこの

預言は、このイザヤの預言から数えて約

700 年後に実現する「インマヌエル」なる「神

様がともにおられる」「神の御子イエス・キリ

スト」のクリスマス降誕を預言するものでもあ

ったのです。

南ユダ王国崩壊の預言を事前にイザヤから

聞いていたヒゼキヤ王は当時、20 歳の時に

ようやく授かった大切な息子インマヌエル王

子のことがとても心配になりました。この子

は将来は国を背負う世継ぎです。すでに北

イスラエルはアッシリヤ帝国によって滅亡し

ています。ですから、南ユダのヒゼキヤ王は



どうしたらいいのか、悩み抜いてイザヤに相

談したことでしょう。このことは習慣化されて、

後に歴代天皇も大きな決断を下す人生の

岐路に立たされた時、いつも皇室専属の占

い師に伺っていた記録があります。

実はインマヌエル王子はこのユダ族の預言

者イザヤの娘とヒゼキヤ王との間の子で、イ

ザヤはインマヌエル王子、後の神武天皇に

とって祖父だったのです。

そこでイザヤが与えたアドバイスは、推測す

るに、このようだったでしょう。

「ヒゼキヤ王よ。あなたは国と命運を共にす

る王として、ここを退いてはならない。とどま

りなさい。しかし、あなたの息子インマヌエ



ルはユダ族の末裔として次なる王とならな

ければならない。世継ぎとして、この子をど

うしても守らなければならない。神の預言は

必ず実現し、やがてこの南ユダ王国も新バ

ビロニア帝国によって滅ぼされるであろう。

だからあなたはこの子を東の「遠い国」「ア

ルツァレト」と呼ばれる「果ての地」へ送り出

しなさい。私もまた祖父として責任を持って

インマヌエル王子に同伴し、行く末を見届

けよう。」

このようなイザヤのアドバイスを受け、使命

をもってこの子と共に非常に多くの優秀な

仲間たちを連れ、東へ東へと渡って行った

のではないでしょうか。古の伝承によると、



アブラハムが「東の果てに行くと水のこんこ

んとわき出でる緑のオアシスの国がある」と

語ったとも言われていました。水のこんこん

と湧き出るその国を目指して、イザヤはイン

マヌエル王子を連れて陸路で「1年半」の距

離を持つ日本めがけて、今度は海路を選

んで国外脱出したに違いありません。その

時、聖書の預言が成就しました。

「主は、あなたと、あなたが自分の上に立て

た王とを、あなたも、あなたの先祖たちも知

らなかった国に行かせよう。あなたは、そこ

で木や石のほかの神々に仕えよう。」（申命

記 28 章 36 節）



これは罪の結果、王が他国に左遷すること、

そしてその国でやがて空しい偶像崇拝の罪

に堕ちてしまうという預言で、それが現実と

なりました。その「先祖たちも知らなかった

国」こそ日本だったのです。日本では現代

でも「木や石のほかの神々」を拝んで仕える

特殊な罪の風習があります。しかし、今や海

外逃亡しか生きるすべなきヒゼキヤ王族存

命策として、彼らが持っていたもう一つの揺

るがない確信は、聖書でした。詩篇 132 編

11 節にこう約束されています。

「主はダビデに誓われた。それは、主が取り

消すことのない真理である。『あなたの身か

ら出る子をあなたの位に着かせよう。もし、



あなたの子らが、わたしの契約と、わたしの

教えるさとしを守るなら、彼らの子らもまた、

とこしえにあなたの位に着くであろう。』」（詩

篇 132 編 11 節）

そしてこう考えたでしょう。「必ずこの子イン

マヌエルを通じてユダ族は後々まで滅亡す

ることなく、王国が再建される。なぜなら聖

書には繰り返しユダ族は滅びることがなく、

ユダ族の王から王子が生まれ、その王子が

将来 王となって王子を産み…。万世一系、

継続的にこのユダ族には王たちが絶えない

はずだ！」

このような希望の預言を彼らは信じていたこ



とでしょう。

また、エレミヤ書33章17節でも神様は仰せ

られています。

「まことに主はこう仰せられる。『ダビデには、

イスラエルの家の王座に着く人が絶えること

はない。』」（エレミヤ書 33 章 17 節）

ダビデの属するユダ族から繰り返し王たち

が生まれ続け、絶えることがないという預言

の約束です。さらに創世記 49 章 10 節にも

こうあります。

「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。ついにはシロ

が来て、国々の民は彼に従う。」（創世記 49

章 10 節）



この預言は、ヤコブの息子たち 12 人に対し

て個別に預言した言葉ですが、ヤコブの子

供たち 12 人は、全員が族長となってイスラ

エル 12 部族は繁栄しました。その際にユダ

族について語られた預言です。「統治者の

杖はその足の間を離れない」とは、その股

の間から子どもが生まれ続けるという意味で

す。統治者なる王様は次々と身内で王権を

継承し続けると言う約束です。ですからユダ

族の王位継承者となるべきインマヌエル王

子を救おうという熱い思いの中、預言者イ

ザヤに我が子を託したことでしょう。

「この子は絶対滅ぼされない。この子はや

がて王になり、その孫も、ひ孫も、代々王に



なる」。そう信じて。かくしてイザヤはインマ

ヌエル王子を連れて、海路を通り遥々日本

までやって来たと考えられます。その時、ま

ずたどり着いた上陸地が沖縄です。海のシ

ルクロードと言われた海路を使った交易ル

ートは、黒潮の流れに乗って比較的容易に

人や物資を運ぶことが出来たはずです。

葦船に乗って渡来し、ユダ族の子孫たちも

王となりました。特に沖縄に定住して王とな

った彼らは、代々その子孫たちも王となり、

その王たちが建てた最大宮殿の一つが、

2019年11月に火災で焼け落ちた首里城だ

ったと考えられます。

一方、インマヌエル王子自身は東方へ進出

し、沖縄・日向に約 24 年滞在し、大和の地



で王なる天皇として 61 歳で即位するまで、

16 年間、瀬戸内海を移動しています。四国

の山を焼いてイスラエルと同じような草山の

国を造りました。そして、劔山をエルサレム

の山と同じ形に成形し、エルサレムの山と

同じように生贄の岩場やシロアムの池も造り

ました。イスラエル人はその国を「アルツァレ

ト」と呼びましたが、日本人は「高天原(たか

まがはら)」と呼びました。また、中国人はそ

の国を「邪馬台国」と呼んだのです。

ここで、1960 年にケネディー大統領が

NASA（アメリカ航空宇宙局）に一つの計画

を命じた余談です。それは壮大なアポロ月

面着陸計画です。プロジェクトと予算を組み、



コンピューターを駆使して月面着陸に関す

る様々なことを計算し、準備する一環で、メ

リーランド州グリーンベルト市ゴダード宇宙

飛行センターでは太陽と月と惑星の軌道を

綿密に調べたそうです。

人類が月に降り立つには、過去の軌道を調

べねばならず、彗星にいたるまでのあらゆ

る惑星の軌道を調査しました。わずかでも

誤差があれば、アポロ号は宇宙の藻屑とな

って消え去ってしまう、非常に危険なもので、

彼らは最新鋭のコンピューターを導入して

計算しました。すると、太陽・月・星の運行

軌道を調べていたコンピューターが突然、

停止してしまったそうです。



コンピューターが破損してしまったのか？と、

科学者たちが調べてみると、破損や故障は

見当たりません。そこで、原因を徹底調査し

たところ、過去に人類の歴史の中で、1日だ

け失われた日があることを、コンピューター

が見つけ出しました。

放射性炭素 14C を用いる年代測定法・炭

素 14 法という方法で年代測定をしながら、

同時に地球の年代、各種の惑星の軌道を

計算すると、どうしても矛盾が 1 日でてくる。

科学者たちはお手上げだったと言います。

この失われた 1 日というのは一体、何だろう

か？時間は前に向かって進むのに、逆に

後ろに後退している。いわゆるタイムスリッ

https://kotobank.jp/word/%E7%82%AD%E7%B4%A0-95199
https://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E4%BB%A3%E6%B8%AC%E5%AE%9A%E6%B3%95-353571


プ？過去に時間が戻った1日があるのか？

宇宙史上、そんな出来事が本当にあったの

だろうか？

科学者らが悩むうちに、一つのヒントが与え

られました。それが実は聖書から得られたヒ

ントでした。あのインマヌエル王子を日本へ

遣わした父ヒゼキヤ王が病気になった記事

が、旧約聖書の第二列王記 20 章にありま

す。

「そのころ、ヒゼキヤは病気になって死にか

かっていた。そこへ、アモツの子、預言者イ

ザヤが来て、彼に言った。『主はこう仰せら

れます。〈あなたの家を整理せよ。あなたは

死ぬ。直らない。〉そこでヒゼキヤは顔を壁



に向けて、主に祈って、言った。〈ああ、主よ。

どうか思い出してください。私が、まことを尽

くし、全き心をもって、あなたの御前に歩み、

あなたがよいと見られることを行なってきた

ことを。〉こうして、ヒゼキヤは大声で泣い

た。」

死に至る程のひどい腫物の病に罹ったヒゼ

キヤ王。預言者イザヤが彼を診断した時、

「あなたは死ぬ。直らない」。と預言しました。

しかし、王は悔い改めて、自分の持ってい

る金銀財宝に背を向けて、壁に向かって必

死に祈りました。壁というのは偶像ではあり

ません。部屋の中を見渡すと金銀財宝をい

っぱい持っている王様ですから、それを背



にして、雑念を振り払って何もない壁に向

かって祈ったということを意味します。

金銀に依存せず、ただ神様だけにすがって、

一晩中泣いて祈ったヒゼキヤ王。すると神

様の言葉が再び預言者イザヤに臨みまし

た。

「イザヤがまだ中庭を出ないうちに、次のよ

うな主のことばが彼にあった。『引き返して、

わたしの民の君主ヒゼキヤに告げよ。あな

たの父ダビデの神、主は、こう仰せられる。

〈わたしはあなたの祈りを聞いた。あなたの

涙も見た。見よ。わたしはあなたをいやす。

三日目には、あなたは主の宮に上る。わた



しは、あなたの寿命にもう十五年を加えよう。

わたしはアッシリヤの王の手から、あなたと

この町を救い出し、わたしのために、また、

わたしのしもべダビデのためにこの町を守

る。〉』」（第二列王記 20：４）

イザヤが、「干しいちじくをひとかたまり、持

って来なさい。」と命じたので、人々はそれ

を持って来て、腫物に当てました。すると、

ヒゼキヤは癒されました。

ヒゼキヤはイザヤに言いました。「主が私を

いやしてくださり、私が三日目に主の宮に

上れるしるしは何ですか」（８節）。イザヤは

言います。「これがあなたへの主からのしる



しです。主は約束されたことを成就されます。

影が十度進むか、十度戻るかです」（９節）

ヒゼキヤはこう答えました。「影が十度伸び

るのは容易なことです。むしろ、影が十度あ

とに戻るようにしてください」（10 節）。

預言者イザヤが主に祈ると、主はアハズの

日時計におりた日時計の影を十度あとに戻

された」（11 節）。

ここでヒゼキヤは、本当にこの病気から快復

して再び主の宮に登れるようになるのかどう

か、そのしるしを求めて嘆願しています。す

ると神様は、日時計が、10 度進むか、ある

いは10度戻るかどちらがいいか選びなさい

というのです。



日時計というのは時計のことですが当然時

間がたてば進みます。それは黙っていても

進むわけで、珍しいことでもなんでもありま

せん。だから逆に10度戻ることをヒゼキヤは

しるしとして求めたのです。イザヤが祈ると、

なんと日時計の影が10度、後ろに戻ったの

です！

日時計の「10 度」というのは 40 分間です。

神様はこの時、40 分間前に時間を戻す、い

わゆる過去にタイムスリップを起こされたと

いうのです。

先ほど、NASA の研究で、「失われた一日

（24 時間）」があることが分かったと言いまし



たが、このヒゼキヤ王の出来事によって、そ

の内の 40 分間は説明がつくことになります。

しかし、失われているのは丸一日であって、

40分では到底たりません。そこで、NASAに

勤めるクリスチャンの方が、「これだ！」とひ

らめきました。

ヨシュアの時代におきた出来事を思い出し

たのです。なんと、ヨシュア記 10 章にも、神

様が歴史に介入して時間をタイムスリップさ

せた、ドラえもんのタイムマシーンのような出

来事が記されていたのです。

「彼らがイスラエルの前から逃げて、ベテ・ホ

ロンの下り坂にいたとき、主は天から彼らの



上に大きな石を降らし、アゼカに至るまでそ

うしたので、彼らは死んだ。イスラエル人が

剣で殺した者よりも、雹の石で死んだ者の

ほうが多かった。」（ヨシュア記 10：５～11）

神様は、イスラエルを戦時中に救おうとして、

敵のエモリ人に対して天から隕石のような

雹の石を次々に敵陣に落として倒したとあり

ます。敵軍はどんどん弱くなり、いよいよ時

間があるならもっと敵を多く倒せるとイスラエ

ルが思った時に、イスラエルのリーダーであ

る将軍ヨシュアが神様に祈りました。

「日よ。ギブオンの上で動くな。月よ。アヤロ

ンの谷で」（12 節）。



するとなんと民がその敵に復讐するまでの

間、太陽は動かず、月は止まったのです。

時間が止まりました。これは奇蹟です。聖書

によるとこれはヤシェルの書（ヨシュア記

10:13、サムエル記下1:18に登場）に記され

ていますが、ほぼ丸一日、23 時間 20 分時

間が止まっていることが分かります。

そこで、先ほどのヒゼキヤ王の時代に時間

が 40 分バックしたことを思い出して、ヨシュ

ア記 20章で 23時間 20分、時間がバックし

た。これら両方合わせると、びったり 24時間

になります。



NASA の科学者たちは「これだ！」と、この

二つの聖書記事を合わせて 24 時間を組み

込むと正確な計算ができました。こうして後、

コンピューターは再稼働し、結果、月着陸

に対して正確な軌道を導き出すことができ

たそうです。聖書は凄いです。書かれたこと

は架空の神話ではなく、現実です。

ちなみに私たちは、今ではもう、過去に戻る

ことは出来ません。イエス様を信じて、未来

に向かって進むだけです。神様は言われま

した。「民がその敵に復讐するまで、日は動

かず、月はとどまった。これは、ヤシャルの

書にしるされているではないか。こうして、日

は天のまなかにとどまって、まる一日ほど出



て来ることを急がなかった。主が人の声を聞

き入れたこのような日は、先にもあとにもな

かった。主がイスラエルのために戦ったから

である。」（ヨシュア記 10:13、14）

神様が23時間 20分、時をストップしたのは、

「後にも先にもない。」と書かれていますの

で、私はタイムマシーンによる過去と未来は

存在しないと信じます。ですから、今後タイ

ムトラベルの夢はあきらめた方がいいと考え

ます。ロシア語が堪能な知り合いの科学者

から、先月こんな電話をいただきました。

「泉先生、今度、講演会を開きます。かなり

難しいテーマの研究を発表しますので、ぜ



ひ来てください。泉先生にはぜひ参加して

ほしい。」と言うのです。

「どんな研究を発表するの?」と聞いたら「タ

イムマシーンです」と言います。「そんな機

械あるの？」と聞くと、「今、造っている最中

です。未完成だけれども時空の一部分のゆ

がみを除き見ることができます。来てくださ

ったら見せてあげますから是非、私のこの

機械に投資してください」と言うのです。「あ

っ！狙いはそこ（投資のお願い）かな？」と

思いましたが、結果として礼拝日程が重な

っていたので私は伺うことが出来ませんでし

た。



もちろん研究するのは自由ですが、将来的

にタイムマシーンが開発されて、私が歩い

ていたら突然この空間がぽかっと丸い穴が

空いて、ターミネーター映画のような武装サ

イボーグ殺人鬼が現れ出てきて…などと言

うことは絶対ないです。散歩中に地面の穴

がポッカリ開いて、太古の恐竜時代にタイム

スリップなどという心配もいりません。そうい

う訳で聖書は本当に凄いです。

さて、話をイザヤとインマヌエル王子に戻し

ます。このような背景の中で神様はインマヌ

エル王子をユダの末裔となるべく海路を通

じて日本に連れて来たと考えられます。ヒゼ

キヤは、先に紹介した癒された奇蹟体験か



らさらに 15 年間生かされ、この間に世継ぎ

救済計画を立てたのではないかと考えます。

ＢＣ597年および 586年、新バビロニア帝国

が南ユダ王国を征服した際にユダヤ人をバ

ビロンに強制移住させました。538 年アケメ

ネス朝のキュロス二世によって一時帰還を

許されましたが、恐らくイザヤとインマヌエル

王子はこれらの国難が起きる前に、脱イスラ

エルを果たし、来日していたものと思われま

す。そして、連れ出したインマヌエル王子に

イザヤは自分が亡くなる前に油を注いで王

に任命したはずです。当時、王に油を注い

で任命する権威が特別に預言者だけに与

えられていましたから、預言者であるイザヤ



は神武天皇即位のため事前にこれを必ず

行なったはずです。王への油注ぎとは、ダ

ビデ王の場合こんな感じです。Ⅰサム

16:13 「サムエルは油の角を取り、兄弟たち

の真ん中で彼に油をそそいだ。主の霊がそ

の日以来、ダビデの上に激しく下った。」

ダビデはこの油注ぎによる任命の祈りを受

けてから聖霊が注がれ、実際に王になるま

では何十年もかかっています。インマヌエ

ル王子もイザヤが生きてるうちにこの任命の

祈りを受けて、実際に即位したのはずっと

後のことでした。

「日本」という言葉はへブライ語で「聖書に



従う国」という意味があります。『瑞穂の国』

の『みずほ』というのもヘブライ語で「東に向

かったユダヤ人」という意味です。日本に多

くのユダヤ人たちが移住して来たことが、こ

れらのことからもうかがい知れますが、建国

に関わったイザヤが神様から啓示を受けて

命名したはずです。ヒゼキヤ王が 41 歳。息

子のインマヌエル王子が21歳。預言者イザ

ヤが60歳の時に彼らは祖国イスラエルを捨

てて東の果て、日の出ずる国、日本に向か

い出港したと思われます。

ヒゼキヤは国を守るためにも王として居残り

ましたが、息子をイザヤ預言者に託し、「海

のシルクロード」といわれる海路を通じ、ユ



ダ族をリーダーとして他にベニヤミン族、祭

司のレビ族らも伴って南ユダ国の末裔は日

本に向かって来たと考えられます。おそらく

彼らはアカバ湾から、紅海、アラビア海、ベ

ンガル湾、マラッカ海峡、フィリピン、台湾、

黒潮に乗って、最初の上陸は沖縄の久高

島であったと考えられます。

ヒゼキヤ王 在位ＢＣ716年－ＢＣ687年 出

生ＢＣ740 年頃 死去ＢＣ687 年



マナセ王 在位ＢＣ687 年－ＢＣ642（ダビデ

王朝 ユダ族 南ユダ国内で王 ヒゼキヤ

王の子）

神武天皇（インマヌエル王子）在位ＢＣ660

年－ＢＣ585（ダビデ王朝 ユダ族 日本国

内で王 ヒゼキヤ王の子）兄弟マナセ王や

父ヒゼキヤ王と険しい顔と髭が似てるか

な？

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%80%E5%85%83%E5%89%8D687%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%80%E5%85%83%E5%89%8D687%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%80%E5%85%83%E5%89%8D687%E5%B9%B4


ついでにイザヤは神武天皇の祖父です。イ

ザヤと孫の神武天皇も似てるかな？

こうして国外脱出したインマヌエル王子。実

はこの人こそ、後に日本の奈良県に立ち上

がった初代神武天皇です。一方、イザヤは

その後、自分の祖国なるイスラエルに帰っ

たと考えられます。

ヒゼキヤはＢＣ687 年に 54 歳で亡くなり、イ

ザヤはＢＣ680 年に 80 歳の時、殉教したと

言われています。イエス様が言われた「預



言者がエルサレム以外の所で死ぬことはな

い」（ルカ 13:33）という神様の定めの元、イ

ザヤは預言者ですから、死ぬためにも祖国

のエルサレムに戻らなければならなかった

のでしょう。

これは伝説ですが、イザヤは迫害を受けた

時に、中が空洞になっている丸太の中に生

きたまま詰め込まれてノコギリで引き殺され

たと言われています。恐ろしいことです。こ

のように、イザヤは 80 歳で殉教したと言わ

れますが、インマヌエル王子はそのまま日

本に居残り、沖縄から東に向かい本土のほ

うへ奈良に向かって進んで行ったのです。



沖縄には、沖縄島南東の沖縄県南城市に

ある久高島で 12 年に一度行われた「イザイ

ホー」なる儀式があります。これは、久高島

で生まれ育った三十歳以上の既婚女性が

神職者となるための就任儀礼であると言い

ます（1987 年以降は祭儀を執り行う女性不

足のため、現在は行われていない）。「イザ

イホー」、イザヤの名前によく似ています。

他にも、沖縄の古代からの祭りを導く祭り人

は『イザイ人』と言い、礼拝をする場所は『イ

ザイ家』と言うそうです。

イザヤはすぐにエルサレムに帰ったけれど、

その妻が居残りしたという伝説もあります。イ

ザヤ書によればイザヤは結婚していて、そ

の妻ツィポラは女預言者と呼ばれていまし

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B2%96%E7%B8%84%E7%9C%8C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%97%E5%9F%8E%E5%B8%82
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B9%85%E9%AB%98%E5%B3%B6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%82%B6%E3%83%A4%E6%9B%B8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%82%B6%E3%83%A4%E6%9B%B8


た（イザヤ8:3）。息子が2人、娘もおり、それ

ぞれに神の啓示により象徴的な名をつけま

した（イザヤ 7:3、8:3）。

そのイザヤの妻ツィポラが代々女系の王様

として沖縄を統治し続け、その末裔、すなわ

ち琉球王国の王族たちが建てたのが首里

城です。

沖縄には、建物の門や屋根、村落の高台

などに据え付けられるシーサーという犬のよ

うな偶像があり、あれは本当はライオンです。

沖縄にライオンはいません。では、このライ

オンは一体どこから出てきたのでしょうか？

「ライオン（獅子）」は、イスラエル 12 部族の

王族であるユダ族のシンボルです。イスラエ

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BB%BA%E7%89%A9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%96%80
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%8B%E6%A0%B9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E5%8F%B0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E5%8F%B0


ル12部族にはそれぞれ、部族ごとにシンボ

ルマーク（家紋）があります。王族なるユダ

族は百獣の王ライオンのシンボルマーク。

すなわち沖縄のいたる所にシーサーが見

受けられるのは、ユダ族が大量に上陸して

きたことの証しです。日本本土でも、神社の

入口には「狛犬」が二匹いますが、あれも犬

ではなくライオンです。

上がイスラエル 12 部族の家紋で下が神道

に使われている日本の家紋です。それぞれ

の家柄に家紋が存在するのは、日本人の

ほとんどが、天皇家とつながった親族として

広がったからです。



ユダ族の家紋はライオンで、狛犬が全国の

神社に祀られています。伊勢神宮では、ガ

ド族の天幕のマークのように建物を大切に

して神棚を祀ります。そして南国でもないの

にマナセ族のヤシの木が植えられ、エフラ



イム族のブドウ園もあります。アシェル族の

木は神木として祀られ、ダン族の白蛇を祀

る神社も多く、ルベン族の太陽は天皇家の

マークとして太陽を祀ります。ナフタリ族の

鹿は御頭祭のように鹿を祀る神社もあり、ベ

ニヤミン族の狼は神社で狐となって祀られ

ています。シメオン族のマークは剣の宮と呼

ばれた剣神社や御刀神社に祀られ、イッサ

カル族の驢馬のマークは馬を祀る神社とし

て多数あります。ゼブルン族のマークの帆

船を祀る神社は吉備津彦神社、住吉大社、

船玉神社などあります。

結局、何でもありの神々文化で、すべてが

偶像崇拝の対象となって無意味になりまし

たが、起源は来日したユダヤ12部族だった

https://ameblo.jp/taishi6764/entry-12129242003.html
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%8F%E5%90%89%E5%A4%A7%E7%A4%BE


のです。日本には「伊雑宮（イザワの宮）」と

いう別名「イザヤの神社」まであります。

また、沖縄では土着の神の名前を「アダマ

ー」と言います。アダムに似ています。という

のも聖書で最初にアダムを神様が創造され

た時に土地の塵（ちり）で人を形造り、その

鼻に命の息を吹き込んだ時、人は生きるも

のとなったとあります。その時、神様は赤土

で最初の人アダムを造られました。その「赤

い土」のことをヘブライ語で「アダマー」と呼

ぶのです。そのため、赤土（アダマー）で造

られた存在を「アダム」と名付けました。

アダムによく似たアダマーが沖縄の神の名

前ですが、沖縄では今でも、死者を埋葬す



る際に「アダマーの神にお願いします。○

○が亡くなりました。どうぞお願いします」と

祈るそうです。「アダマーの神」。それはつま

り、アダムの神様、我らの主なる神様に知ら

ずして祈っています。

イザヤ書では、様々な環境を乗り越えて難

しい東の国々へ宣教に遣わされるイザヤに

関して彼自身がこう預言していました。

イザ 6:8－10 「私は、「だれを遣わそう。だ

れが、われわれのために行くだろう」と言っ

ておられる主の声を聞いたので、言った。

「ここに、私がおります。私を遣わしてくださ

い。」すると仰せられた。「行って、この民に



言え。『聞き続けよ。だが悟るな。見続けよ。

だが知るな。』この民の心を肥え鈍らせ、そ

の耳を遠くし、その目を堅く閉ざせ。自分の

目で見ず、自分の耳で聞かず、自分の心で

悟らず、立ち返っていやされることのないよ

うに。」

イザ 24：14「彼らは、声を張り上げて喜び歌

い、海の向こうから主の威光をたたえて叫

ぶ。それゆえ、東の国々で主をあがめ、西

の島々で、イスラエルの神、主の御名をあ

がめよ」

イザヤは頑固で悟りなく、立ち返らない宣教

困難な国民の所へ遣わされると預言されま



した。日本における宣教状況はどうでしょう

か。

さらに、ここでイザヤ自身が「東の国々で主

をあがめよ」と預言しています。イスラエルと

いう国はご存知のとおり「中東」と呼ばれる

地域にあります。つまり、地球の中では「真

ん中の東」です。そのイスラエルから見ると、

日のいずる国、東の果ての国こそ、我らの

暮らすこの日本であると言えます。日本の

先、更に東を進むなら、そこには太平洋が

広がるのみです。

イエス様の「大宣教命令」と呼ばれる言葉の

中に

使 1:8「聖霊があなたがたの上に臨まれると



き、あなたがたは力を受けます。そして、エ

ルサレム、ユダヤとサマリヤの全土、および

地の果てにまで、わたしの証人となりま

す。」こう言ってから、イエスは彼らが見てい

る間に上げられ、雲に包まれて、見えなくな

られた。」

と、宣教最終地に「地の果て」という言葉が

ありますが、この日本こそが「地の果て」の

国なのです。「極東」とはよく言ったものです。

「極東地域！日の出ずる国！東の果てにイ

ザ、宣教に行くぞ!」いや、ここなんです。そ

して、更に言うなら、「東京」は東の都です

から、まさに最後に大群衆が霊的に目覚め

て救われる約束の地です。



外典聖書エズラ書第 4 書 13:48－50 では、

「アルツァレト」と呼ばれる「果ての地」「日

本」で最後に「極めて多数の奇蹟」が起こる

ことも預言されています。

「しかし、またあなたの民の中から生き残っ

た者たち、私の聖地（アルツァレト）に見出さ

れる者も救われるであろう。だから至高者

（神様）は集まった諸国の民の群れを滅ぼ

す時、生き残った民を保護するであろう。そ

してその時、主（神様）は彼らに極めて多数

の奇蹟を示すであろう。」

という訳で、「果ての地」日本、イザヤはイザ

この東の地を目指して、ひたすら海路を通



じて移動して来ました。一行は沖縄の久高

島からさらに種子島、大隅、日向に移動し

て、やがてBC660年、奈良県橿原において

インマヌエル王子が 61 歳で神武天皇にな

って即位しました。その後、神武天皇は 137

歳（ＢＣ585 年）まで生きたと言われています。

神武天皇の生きた期間は、不思議と北イス

ラエル王国滅亡の（ＢＣ722 年）から南ユダ

王国滅亡の（ＢＣ586 年）までの期間、136

年とほぼ同じです。

ユダヤ人の末裔が建てた首里城は、沖縄

県内最大規模の城でしたが、他にもユダヤ

人がルーツと考えられる建造物が沖縄には

各所点在します。「伊是名（いぜな）ピラミッ



ド」。一見すると三角形の山みたいですが、

よく調べると沖縄歴代の琉球の王国の墓で

あることが分かっています。

ユダヤ人は変わった特徴点があって、自分

たちの居住地や墓に三角の形を好んで、

建造します。契約の箱の三角空間から神様

が語られると言う信仰を持っていたからです。

三角のピラミットというとエジプトの邪教のも

のでは？と思われた方も多いかもしれませ

ん。しかし、実は聖書から出たもので、エジ

プトにある巨体なクフ王の大ピラミットも聖書

に起源があると考えられます。その起源と考



えられる出来事が、旧約聖書の創世記 41

章以降に登場します。

当時、７年間の世界的大豊作に続く７年間

の世界的大飢饉の訪れを夢で啓示されて

預言したヨセフに、エジプトの王パロは「エ

ジプト全土を支配させた」（41：43）とありま

す。この時、神様からの天的知恵をいただ

いてヨセフは先の 7 年間にひたすら宝物蔵

を作らせ、大飢饉に備えました。後の 7 年

大飢饉が来ると全世界が食糧難となり、トウ

モロコシを大量に蓄えたエジプトは高値で

これを売りさばき非常に繁栄しました。その

富ゆえの建造物が公共事業のエジプトに

現在も残るピラミッドであったと考えられます。



なぜピラミッドが三角か？聖書に起源があり

ます。

「ケルビムは翼を上のほうに伸べ広げ、その

翼で『贖いのふた』をおおうようにする。互い

に向かい合って、ケルビムの顔が『贖いの

ふた』に向かうようにしなければならない。そ

の『贖いのふた』を箱の上に載せる。箱の中

には、わたしが与えるさとしを納めなければ

ならない。わたしはそこであなたと会見し、

その『贖いのふた』の上から、すなわちあか

しの箱の上の二つのケルビムの間から、イ

スラエル人について、あなたに命じることを

ことごとくあなたに語ろう」（出エジプト記 25：

20）。



「二つのケルビムの間から」、つまり、二人の

天使が翼を広げて互いに向かい合わせに

なっているオブジェが契約の箱の上部にあ

るのですが、その空間の形はちょうど羽根と

羽根で覆い隠された空間が三角形になる

のです。この三角空間から神様が語られる

ということです。このことからも、ユダヤ人は

三角を好みます。その三角発想も預言的に

夢見る人ヨセフのイメージにあり、ピラミッド

に繋がったと考えられます。つまり、三角の

ピラミッドを作ったのは、公共事業として景

気活性の雇用創出のみならず、ヨセフの願

いとしては、三角空間から主が語られるとい

う聖書の御言葉を信じ、神様との出会いの

空間をイメージして王たちの墓をピラミッド



にして、両サイドに二体の天使を置いたと

考えられます。ピラミッドについてもう一度見

ましょう。

先ほど、ピラミッド起源が邪教のものではな

いと述べました。クフ王の大ピラミッドの前に

はスフィンクスと呼ばれる偶像がありますが、

これは、現在はピラミッドの片側に一体しか

残されていません。しかし当初は左右に二

体配置されていたものと思われます。ナイ

ル川の氾濫か戦争によって一体は失われ

たのでしょう。現在は片側の一体だけです

が、顏が人間で体がライオン。実は、これが

天使を模したものではないかと考えられま

す。聖書ではマタイの福音書を象徴するラ



イオンのような人間のような天使も出てきま

す。この聖書箇所は、新約聖書中の四つの

福音書を表しています。

黙示録 4:6－7「御座の前は、水晶に似たガ

ラスの海のようであった。御座の中央と御座

の回りに、前もうしろも目で満ちた四つの生

き物がいた。第一の生き物は、ししのようで

あり、第二の生き物は雄牛のようであり、第

三の生き物は人間のような顔を持ち、第四

の生き物は空飛ぶわしのようであった」



ちなみに、この二体の天使の模型を乗せた

契約の箱の中に入っていたものがユダヤの

「三種の神器」です。モーセの兄アロンのア

ーモンドの芽を吹いた、剣のような杖（一度



乾いて死んだ杖が芽を吹いたのはイエス様

の復活の象徴）、モーセの石版（聖書の象

徴で、民の罪のため一度は砕かれ、二度目

は永久保存でこれも神の言葉と呼ばれたイ

エス様の死と復活の象徴）、マナの入った

壺（命のパン、聖書の象徴で、朽ちないイエ

ス様の復活の象徴）の三つが、契約の箱に

は納められていました。

この聖書発のピラミッドは世界中にあり、日

本にもあります。ただし、日本の場合はピラ

ミッドに緑の木々が生い茂り、一見するとた

だの山に見えてしまうので、見落としがちで

す。一見みたら山と思われていたものでも、

実はピラミッドだったという例が多数存在し



ます。

元々、契約の箱のような日本の神輿の中に

も三種の神器である草薙剣と勾玉と八咫の

鏡の三つが納められていました。これは、

日本に渡って来たユダヤ人の王族たちが

制作を命じたレプリカ、複製品です。本物

は日本の剣山ではなく、本誌、後述の第四

章で説明するエルサレムのゴルゴダの丘の

地中深く洞窟内に今も隠されています。

日本では、アーモンドの芽を吹いた「アロン

の杖」は形の似た複製品の「草薙の剣」とな

り、「モーセの十戒の石板」は「八咫の鏡」と

なりました。「十戒」は聖書の言葉が書かれ

た石板ですが、聖書を読むと鏡のようにリア



ルな自分を写し、罪の汚れを除き、乱れを

正せます。荒野で民を養うために神様が天

から降らせた不思議な「マナ」が「勾玉」とな

りました。ちなみに、「勾玉」は世界の七大

不思議です。ヒスイの石で出来ており、壺の

中に入っていたマナを象徴するもので、何

が不思議かというと、ヒスイに紐を通して首

飾りにするための小さな穴が開いています

が、ドリルもない時代に、どうやって硬い宝

石に精巧な小さな穴を開けられたのか、解

明されていません。これが世界の七大不思

議の一つと言われています。



大正時代に作られた勾玉の首飾りをして全

国統一に向かう神武天皇の戦陣姿の武者

人形。

ソロモンからいただいた神様の英知で、うま

く穴を開けられるノウハウがあったのでしょう。

今、各地に保存されていますけど、天皇家

が三種の神器をお宝として大切にしている

のはこの三つです。

勾玉に関するもう一つの神秘は、やはり勾

玉とマナのつながりでしょう。マナは、旧約



聖書の出エジプト記において、神様が荒野

を行くイスラエル民族を養うために朝ごとに

与えたパンのようなもので、「天から下って

来た生けるパン」であるイエス・キリストの

「型」でもありました。

そのマナを保存するために与えられたのが、

ツボです。この中にマナを入れ保存します

が、マナは安息日の前に二倍集めても溶け

ず、ずっと残る不思議なものです。通常平

日に集めたマナは、一晩経つと腐って虫が

湧いて食べられなくなるのに、契約の箱の

中の壺に納めたマナだけは朽ちず、腐らず、

後々の子孫にまで証しになるためのもので

あったと聖書にあります。壺に入れて契約

の箱に保存したマナだけは、いつまでも朽



ちない不思議がありました。

マナは、コエンドロの種のようでウロコのよう

な白いもので、焼いたり溶かしたり、クリーム

のようにして食べるのですが、なんとも不思

議なパンです。「御使いのパン」と詩篇には

書いてあります。

「しかし神は、上の雲に命じて天の戸を開き、

食べ物としてマナを、彼らの上に降らせ、天

の穀物を彼らに与えられた。それで人々は

御使いのパンを食べた。神は飽きるほど食

物を送られた」（詩篇 78:23～25）。

日本全国に点在する遺跡の中の一つに、

前方後円墳があります。最大級の大きさを



誇る仁徳天皇陵（大仙陵古墳）や九州の岩

戸山古墳、尾張の断夫山古墳などが有名

ですが、日本列島に広く分布し、その数は

約 4 千 800 基、あるいは約 5 千 200 基とも

いわれます。日本の前方後円墳が作られた

のは 3 世紀以降と特定されていますが、そ

の後、韓国南西部でも 6 世紀頃に造られた

と判明している前方後円墳がわずか 14 基

確認されています。これらの古墳が、実は

マナを入れている壺の形を模したものです。

「マナ」とは、「命の糧」を意味し、「永遠の命

のパンなるキリスト」をも意味する訳ですが、

その「命の象徴」なるマナの壺を模した墓に

天皇を葬ることで、「天皇たちが死んでもマ

https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E5%B2%A9%E6%88%B8%E5%B1%B1%E5%8F%A4%E5%A2%B3
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E5%B2%A9%E6%88%B8%E5%B1%B1%E5%8F%A4%E5%A2%B3
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%BE%E5%BC%B5
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E6%96%AD%E5%A4%AB%E5%B1%B1%E5%8F%A4%E5%A2%B3


ナのように朽ちないで永遠に生きてほしい」

そんな願いを込めたのではないでしょうか。

他にも聖書と関わりのある遺跡が沖縄近海

に残されています。いわゆるムー大陸の一

端ではないかと言われている竜宮城のステ

ージにもなった美しい与那国海底遺跡です。

想像するに、これを建築するにあたって恐

らく、ネフィリム巨人が関わっていたのでは

ないかと私は考えます。

巨石を巧みに組み上げた怪力と知恵、垂



直に研磨された壁、神殿跡がいくつも発見

されています。あきらかに人工的なものです。

外典聖書では巨人ネフィリムたちは高ぶっ

てあたかも自分たちが天使のごとく、また、

神であるかのごとく自分たちを礼拝させたと

書いてあります。ノアの大洪水の直前の悲

惨に乱れた世界最後の姿です。威張り、高

慢だったと外典聖書に記述がある巨人ネフ

ィリムたちは人間たちに神殿を作らせ、階段

の一番上に自分たちが座り、「俺が君主だ」

と拝ませていたようです。

ムー大陸というのは巨人がいて、堕天使た

ち経由で悪い情報が蔓延し、堕天使の特

殊情報ゆえに超古代文明と言われるくらい、

ある程度他国をしのぐような当時の最先端



技術をも持ち合わせていたと考えられます。

しかし、堕天使の影響が絶大だったムー大

陸には罪もそれだけ酷く影響されて、はび

こり、そのため早く滅ぼされたと考えられま

す。ムー大陸は日本近海の太平洋にあっ

た巨大大陸です。いつ、どのように滅びた

のでしょうか。詩篇 104 篇にあります。

「あなたは、深い水を衣のようにして、地を

おおわれました。水は、山々の上にとどまっ

ていました。水は、あなたに叱られて逃げ、

あなたの雷の声で急ぎ去りました。山は上

がり、谷は沈みました。あなたが定めたその

場所へと。あなたは境を定め、水がそれを

越えないようにされました。水が再び地をお



おうことのないようにされました」（詩篇 104：

6～9）

この聖書箇所から大洪水で箱舟外のすべ

ての命が死に絶えた後、神様は水を全地の

表から引かせるために地殻大変動を起こさ

れたことがうかがい知れます。元々、原始の

世界は一つの大陸であり、それがそれが大

洪水の後、地殻変動によって地割れして、

ユーラシア大陸・アフリカ大陸・北アメリカ大

陸・南アメリカ大陸・オーストラリア大陸・南

極大陸の6つの陸上部分と、バラバラになり

世界の島々いたるまで分割されました。そ

の地殻変動の際に、いわゆるムー大陸と呼

ばれる古代文明とその都市も日本海溝、日

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%82%B7%E3%82%A2%E5%A4%A7%E9%99%B8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%95%E3%83%AA%E3%82%AB%E5%A4%A7%E9%99%B8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%97%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E5%A4%A7%E9%99%B8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%97%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E5%A4%A7%E9%99%B8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%97%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E5%A4%A7%E9%99%B8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%AA%E3%82%A2%E5%A4%A7%E9%99%B8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%97%E6%A5%B5%E5%A4%A7%E9%99%B8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%97%E6%A5%B5%E5%A4%A7%E9%99%B8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%99%B8


本海淵に水没して深く沈んでいったことで

しょう。これらが現在、与那国海底遺跡とい

う形で一部分が見える形で残ったと言う訳

です。それらを見ると、どれもこれも巨大サ

イズ！巨人たちがいた一つの痕跡ではな

いかと思います。

ここで、日本列島の地図を見ましょう。



神武天皇と関わりの深い神社を線で結ぶと、

一辺あたり180キロの五芒星が出来ます。こ

れもまさにユダヤ人が当時の日本を支配し

ていたことの痕跡ではないでしょうか。ユダ

ヤ人は自分たちの関与した都市開発や居

住地に自分たちのランドマークを街並みに

残す特徴が昔からあります。古代ユダヤで

は、王家のシンボルマークにソロモンの星

（五芒星）とその父ダビデの星（六芒星）が

あります。神武天皇が深く関わった場所に

は必ず神社が建てられており、どれも有名

な神社です。京都府の元伊勢（豊受大神

社）、滋賀県の伊吹山、淡路島の多賀（伊

弉諾神宮いざなぎじんぐう）、和歌山県の熊

野本宮、三重県の伊勢神宮を線で結ぶと、



綺麗な五芒星が浮かび上がります。これは

偶然の産物でしょうか？それとも誰かが意

図的に計算して配置を決めたのでしょう

か？

江戸時代の商人・天文学家である伊能忠

敬は延享 2 年（1745 年 2 月 11 日生まれ）

は、50 歳になってから過去の経歴全てを捨

てて、寛政 12 年（1800 年）から文化 13 年（

1816 年）まで、17 年をかけて日本全国を測

量して『大日本沿海輿地全図』を完成させ、

国土の正確な姿を明らかにしました。彼は

夜ごと星の位置を観測しながら測量して現

在地を特定する精巧な地図を作りました。

同様の方法であったのかどうかは定かであ

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AF%9B%E6%94%BF
https://ja.wikipedia.org/wiki/1800%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/1816%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%B2%BF%E6%B5%B7%E8%BC%BF%E5%9C%B0%E5%85%A8%E5%9B%B3


りませんが、渡来して来たユダヤ人は、神

様からの英知をもって日本に遣わされたグ

ループであり、優れた天文学の能力と測量

学をもってあのように正確な五芒星の形に

神社を配置出来たのでしょう。この五芒星

だけでなく、元伊勢と伊吹山を結ぶレイライ

ンを東西に延長すると、西には出雲大社、

東には富士山が配置されています。また、

五芒星の中央には、平城京があります。す

ごい英知です。思うに、これがすなわち、彼

らが日本に来る前に、その父祖ソロモンに

神様が与えた英知を代々学んだ学問情報

だったのではないでしょうか。神様からの知

恵でこれらを行なったと思われます。神様

から与えられた特別な天文学と、測量学で



す。

同様の動きは近代のアメリカ建国時にも見

られます。国家の中心はやはり政府にあり、

政府の方針や経済政策が一国の将来を運

命的に決定づけます。

アメリカの首都ワシントンＤＣですが、この街

は京都や札幌のように計画都市として作ら

れ、２００年以上前のアメリカ入植者たちに

は、ユダヤ人有力者たちが多くいたようで、

彼らが都市設計する段階で町並みを碁盤

目のようにきれいに設計して作り、そこに国

家中枢となる政府機関を集中的に設置しま

した。



地図はワシントンＤＣの町並みですが、ここ

にも建国当初にユダヤ人のランドマークが

政策介入していたことが分かります。Ａ点は

最高裁判所、Ｂ点は議会図書館です。そし

てこのＡ点とＢ点をＣ点の国会議事堂にクロ

スさせて線を引くと、Ｄ点のホワイトハウスと

Ｅ点のトマス・ジェファーソン記念館に至りま

す。さらにＦ点のコロンブス記念館とＧ点の

ガーフィールド公園をH点のワシントン記念

館まで結ぶとこれは定規を象徴します。ソロ

モンの星（五芒星）が現れます。

神様から啓示された優れた英知の情報は、



言わば「ホワイト情報」ですが、この世界に

は二つの人間の英知を超えた知恵があると

言えます。神様から賜る「ホワイト情報」に対

し、もう一方は悪魔が教える「ブラック情報」

です。

「ホワイト情報」とは、神様がソロモンに与え

たような「知恵の言葉」です。その知恵をも

って世界に出て行き、しもべたちを遣わし、

ソロモンの末裔は皆、世界中で成功して王

様となりました。

神様はダビデ契約だけでなく、ユダヤ人の

元祖、アブラハムとも契約を結んでおられま

した。その契約ゆえにユダヤ人は行く先々、



文明開化できる最先端技術と知恵、最先端

兵器を持った精鋭軍隊であり、結果、どこで

でも諸国の王様となれたのです。ユダヤ人

が特別に優秀だからではなく、ご自身の契

約に忠実な神様だからです。その契約の言

葉がこれです。

創 17:4－6 「わたしは、この、わたしの契約

をあなたと結ぶ。あなたは多くの国民の父と

なる。あなたの名は、もう、アブラムと呼んで

はならない。あなたの名はアブラハムとなる。

わたしが、あなたを多くの国民の父とするか

らである。わたしは、あなたの子孫をおびた

だしくふやし、あなたを幾つかの国民とする。

あなたから、王たちが出て来よう。」



契約実現の「王たちが出て来」てくるために

は、人並み外れた手腕が必要で、その絶対

的な知恵と情報こそ、神様がアブラハムの

末裔、ソロモン王に与えられた「ホワイト情

報」の「知恵の言葉」です。ソロモン王が受

けた神様の知恵をユダヤ人は学び、世界

中にツロとフェニキアの船団を組んで出て

行く訳ですから、ユダヤ人はいつの時代に

も成功して諸国の王様となって聖書預言が

成就したのです。中国では秦の始皇帝は

ユダヤ人の王です。韓国でも檀君神話の檀

君はユダヤ人です。日本では神武天皇から

歴代すべての天皇がユダヤ人です。確か

にユダヤ人の元祖、アブラハムの子孫たち



は隣国を見ただけでも「あなたを幾つかの

国民とする。あなたから、王たちが出て来よ

う。」との契約通りになっています。

これに反して、もう一方の「ブラック情報」は

闇なる悪魔・堕天使から出たもので、外典

聖書によれば、堕天使 200 人が女たちを身

ごもらせ、ネフィリム巨人を産んだとあります

が、その際、女たちを堕天使たちが誘惑す

る材料に娘たちの知らなかった、美しい貴

金属の加工方法や石の組み方、化粧の仕

方、眉毛の整え方、天文学など、様々な「ブ

ラック情報」を教えたと言うのです。その中

で、堕天使たちは麻薬や魔術、魔法のやり

方など、本来人間が知ってはいけないこと



まで教え込んだのです。これらは皆、知っ

てはいけなかった「ブラック情報」です。事

実、それらの「ブラック情報」を知った女たち

はみんな堕落して魔法使いとなってノアの

大洪水で滅びたのです。

近畿地方を中心にソロモンの星（五芒星）

が地図を開いたかのような正確な位置に神

社を建てていった測量の英知は、まさに神

様からの知恵を用いたと考えます。神社は

元々、聖書に出てくるユダヤの神殿です。

神殿というのは、三層構造になっており、一

番外側に大庭、その内側に聖所、その更に

奥に、年に一度だけ大祭司のみが入れる

至聖所がありました。日本の神社の構造を



見る時、この旧約聖書に登場する神殿に構

造が酷似しています。古代ユダヤの神殿を

モデルとして作ったからです。

ユダヤ人の東進の経路は、世界の交易の

重要なルートであった内陸シルクロードを

通ってくる北方ルート陸路と南方ルートとな

る海路もありました。

海のシルクロードと言われた海路は、ユダ

族中心にベンヤミン族、祭司のレビ族がや

って来ました。

一方の陸のシルクロードを通って終着点な

る島国の平安京にたどり着いたのは、北イ

スラエル王国がアッシリアによって滅ぼされ

る（ＢＣ722 年）、この国難を逃れて国外脱



出したイスラエル 12 部族のうち、10 部族で

す。

その後、BC.760 年、北イスラエル国内に居

残った民はアッシリア帝国に捕囚の民とし

て連れて行かれました。彼らはアッシリアが

ネストリウス派のキリスト教国へと改宗したこ

とに伴いクリスチャンのユダヤ人となったよう

です。

有力者の家系が戸籍制度によって重要視

されてきた史実や世界でも例を見ない繊

細でこだわりの文化を持つ日本を作り上

げたユダヤ民族が上陸したのは、おそらく 7

回ほどの波があったのではないかと思われ

ます。1975 年に設立されたイスラエルの失



われた 10 部族に関する調査機関アミシャ

ーブ（Amishav）団体の調査結果では、10

部族である可能性があるものとして、西アフ

リカではセネガル・ガンビア・シエラレオネ・

ナイジェリア、南アフリカではレンバ（ボツワ

ナ）、西アジアではパタン人（アフガニスタン、

パキスタン）、中央／南アジアではカナン人

（インド）・カシミール人・チベット、南米では

ブネイ・モーシェ（ペルー）、東アジアではメ

ナシェ族（ミャンマー）やチアン・ミン族（中

国）に加えて、やはり日本もリストに挙げられ

ています。

このような離散しアジア各地にも住み着い

たユダヤ人たちは、イスラエルから流れてく

るにつれ古代イスラエルから伝わって来た



伝統的な武術や文化を持ち込み、それらが

中国においては中国拳法として残り、日本

においては相撲、沖縄においては空手の

元となった手（ティ）として伝承されていった

のではないでしょうか。

アブラハムの父テラから伝わると自称してい

るイスラエルの古武術アビアでは、聖書に

ルーツを持ち、数千年続いているユダヤの

伝統的武道の 1 つです。12 部族長たちに

護身目的でおのおの学ばせたと言われて

いますが、ヘブライ語のアルファベットを型

として基礎訓練を行なっています。アビアを

学ぶために世界中からエルサレムの道場に

生徒達が集まります。その道場を開いてい

るのはアビアの達人イェホシュア・ソファー



です。このアビアが日本では空手となって

2020 年の東京オリンピック正式種目決定で

すが、その型を美しく競うポーズの一つ一

つが元はイスラエルのヘブライ語文字でし

た。

アビアの型の画像を空手に置き換えました

ら、クリスチャン空手家の井上師範によると、

アルファ＝十字受け

ベート＝鶴頭受け・抑え受け

ギメル＝掛け受け

ダレット＝抜き手もしくは目潰し

へー＝上段揚げ受け

といったところです。



このように自らのヘブライ原語を体で表現

する文化は古代イスラエルならではのもの

です。沖縄経由で根付いた現在の日本の

空手の型では、ヘブライ原語は表現しなく



なりましたが、その文化はヨガでも同じくヨガ

ポーズの一つ一つに同ような起源があるよ

うです。

ユダ族の末裔によってユダ族のシンボル

「獅子・ライオン」の置物が「狛犬」という変

形で神社に普及しました。その「狛犬」、沖

縄では「シーサー」も救い主なるユダ族から

出た獅子、イエス・キリストを叫んでいます。

狛犬も良く見ると口元が一頭は開いて「あ」

と言い、もう一頭は閉じて「うん」と言ってい

ます。「阿吽（あうん）の呼吸」の意味は「息

がぴたりと合う」という意味です。これは、古

代インドから発祥したサンスクリット語が仏



教伝来で中国経由で日本に伝わった言葉

です。そのサンスクリット語のアルファベット

の最初の文字が「阿（あ）」で、最後の文字

は「吽（うん）」です。「阿（あ）」は吐く息、「吽

（うん）」は吸う息ですが、その意味は万物の

「始まりと終わり」を象徴します。実はそれは

ユダ族の獅子、イエス・キリストの言葉から

出たものです。

黙 22:13-14「 わたし（イエス・キリスト）はア

ルファであり、オメガである。最初であり、最

後である。初めであり、終わりである。」自分

の着物を洗って、いのちの木の実を食べる

権利を与えられ、門を通って都に入れるよう

になる者は、幸いである。」



「アルファ」と「オメガ」も同じくギリシャ語で

最初の文字と最後の文字。英語で言う「Ａ」

と「Ｚ」です。ですからこの狛犬は、元来はユ

ダ族の獅子、イエス・キリストを現わすものだ

ったのです。日本の狛犬は平安時代後期

の『類聚雑要抄』で、獅子は左に置き、「色

黄にして口を開き」、右側の「胡摩犬は色白

く口を開かず、角あり」とありますが、今では

逆に右側が「獅子」で、左側が角がある「狛

犬（野牛）」です。既に平安時代にあった天

皇家の紋章。京都御所の清涼殿にある天

皇の座の前には、今でも野牛と獅子がいま

す。野牛と獅子が盾を左右から支え、その

盾の上に王冠が乗っているという図柄。



マクレオドは、この麒麟のような野牛を一角

獣のユニコーンと捉え、ユニコーンが北イス

ラエル王国の王家の属するエフライム部族

の紋章・シンボルであること、そして、獅子

が南ユダ王国の王家の属するユダ族の紋

章・シンボルであることから、この図柄を「イ

スラエルとユダの統一紋章」と解しました。

「獅子と野牛（ユニコーン）」が「ユダ族とエ

フライム族」のシンボルとされるのは、次の

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Walter_Crane._Lion_and_Unicorn.jpg


旧約聖書の記述によります。

創49:9－10 「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。」

申33:13－17 「彼（ヨセフ）の牛の初子（長

男エフライム）には威厳があり、その角は野

牛の角。これをもって地の果て果てまで、

国々の民をことごとく突き倒して行く。このよ

うな者がエフライムに幾万、このような者が

マナセに幾千もいる。」



一方、西洋では、イスラエルの南ユダと北イ

スラエルの統一のシンボルが「獅子」と「野

牛」ではなく、「獅子」と「ユニコーン」となっ

ています。明らかにその違いの影響は聖書

からです。C ・ワイズマン著『THE LION

AND UNICORN or, JUDAH AND ISRAEL

（獅子とユニコーン、つまり、ユダとイスラエ

ル）』という論文で、イスラエルの野牛がユニ

コーンである理由を日本語で「野牛」と訳さ

れている「レーム」というヘブライ語は、キン

グ・ジェームズ訳では七十人訳とウルガタ訳

を参照に「ユニコーン」と訳されているから

です。



ウォルター・クレイン画：獅子とユ

ニコーン

イギリスを中心とした英語圏の童謡であるマ

ザー・グースの1編、およびルイス・キャロル

著『鏡の国のアリス』（1871年）に登場するキ

ャラクターも獅子とユニコーン。
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獅子はイングランド王家の紋章を、ユニコー

ンはスコットランド王家の紋章をそれぞれ表

します。世界の王がユダヤ人アブラハムか

ら出ると言う神様のアブラハム契約のゆえ

に、おそらく西洋でも王室の起源は何らか

の形ですべてユダヤ人が国家設立に介入

していることでしょう。しかし、同じイスラエル

12部族でもユダ族が直接関わっている万世

一系の当事者の国は日本だけです。彼ら

外国の王室が獅子のマークを好む理由は

南北統一したイスラエルは何より有名な聖

書の国であることと、キリスト教が国教である

ことから神様を敬う姿勢、そして、その歴史

的なユダヤ人との何らかの関わりと、獅子が

強い百獣の王であり、王家のシンボルマー

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%89
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クとしてふさわしいからでしょう。

しかし、日本の場合は本当に王族としての

天皇家の紋章が実質的に意味を持つので

す。南ユダ王国は、ユダ族を中心にベニヤ

ミン族と祭司のレビ族から成り立ち、（レビ族

を入れると13部族になるが、レビ族は祭司

ゆえ、部族には数えない）、北イスラエルは

残りのエフライム族を中心に10部族から成り

立ちます。そのすべてがユダ族の神武天皇

のもとでＢＣ660年に一つに集まった12部族

再建の国が日本なのです。天皇は南ユダ

族から選ばれ、大臣は北イスラエルから選

ばれ、ソロモン王以降の南北分裂が日本で

統一国家になったのでしょう。

その代表的なシンボルマークが天皇家の



紋章である南はユダの獅子と北はエフライ

ムの野牛の一致なのです。まさに聖書のエ

ゼキエル預言が成就した、分裂した南北イ

スラエルが海外で再び統一した大変おめで

たい国なのです。

「次のような主の言葉が私にあった。『人の

子よ。一本の杖を取り、その上に『ユダと、

それにつくイスラエル人のために。』と書き

記せ。もう一本の杖を取り、その上に、『エフ

ラエムの杖、ヨセフと、それにつくイスラエル

の全家のために。』と書きしるせ。その両方

をつなぎ、一本の杖とし、あなたの手の中で

これを一つとせよ。あなたの民の者たちがあ

なたに向かって『これはどういう意味か、私



たちに説明してくれませんか』と言うとき彼ら

に言え。神である主はこう仰せられる。見よ。

私はエフラエムの手にあるヨセフの杖と、そ

れにつくイスラエルの諸部族とを取り、それ

らをユダの杖に合わせて、一本の杖とし、私

の手の中で一つとする。」（エゼキエル書 37

章 15 節～19 節）

イスラエル12部族長の伝統的な護身術だっ

た空手だけでなく、元々、天皇前での神事

であった相撲についても

שמו
ישראל
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46



שמו
「ハッケ」とはヘブライ語で「投げつけよ」の

意味であり、「ヨイ＝やっつけよ」ノコッタ ノ

コッタ＝投げたぞ！やったぞ！」、「ドスゴイ

＝踏み落とせ・異教徒を」との意味となると

言うのです（前イスラエル大使エンリケ・コー

ヘン氏談）。聖書ではサムソンが怪力である

秘密が生涯、髪の毛を剃らないことでした。

恐らく長髪で暴れまわるサムソンにとって長

髪は邪魔だから、何らかの形でまとめてい

たはずです。それが力士の長髪をまとめた

髷の起源です。現役力士も髪を伸ばし続け、

邪魔だから「髷」を結います。引退すると「断

髪式」で切ります。

ある時、聖書のサムソンはペリシテ人と戦っ



た後、ひどく喉が渇き神様に祈りました。

士15:19 「すると、神はレヒにあるくぼんだ

所を裂かれ、そこから水が出た。サムソンは

水を飲んで元気を回復して生き返った。そ

れゆえその名は、エン・ハコレと呼ばれた。

それは今日もレヒにある。」

サムソンは、この水を飲んで元気を回復し

て生き返ります。これが現役力士が試合前

に飲む「力水」の起源です。その他、聖書で

サムソンは「弓取り式の舞い」の起源と思え

る、まだ干されていない七本の新しい弓の

弦の話しも出てきます。サムソンは、敵から

七本の新しい弓の弦で縛られましたが、ち

ょうど麻くずの糸が火に触れて切れるように、

弓の弦を断ち切りました。それは、まるで



「弓取り式の舞い」のごとくに悠々と自由に

勝利を誇りました。

また、廻し（まわし）は、相撲用具の一つで

絹で作られ、競技者の腰部を覆い、重心部

となる腰や腹を固めて身を護り、更に力を

出すために用いるふんどしの一種ですが、

開くと一枚の長い絹の下着です。日本の古

いふんどし下着の習慣も2千年前の聖書記

述で見られます。

ヨハ19:23－24 「兵士たちは、イエスを十字

架につけると、イエスの着物を取り、ひとりの

兵士に一つずつあたるよう四分した。また

下着をも取ったが、それは上から全部一つ

に織った、縫い目なしのものであった。そこ



で彼らは互いに言った。「それは裂かない

で、だれの物になるか、くじを引こう。」それ

は、「彼らはわたしの着物を分け合い、わた

しの下着のためにくじを引いた」という聖書

が成就するためであった。」

さて、陸のシルクロードを通って来たユダヤ

民族たちが、アッシリアから東進して中国に

おいて築いたと思われるのが、あの「万里の

長城」です。イスラエル10部族はモンゴル、

満州、朝鮮などを経由して日本に上陸した

と考えられます。その中の一部の人たちは、



途上に留まり住み着いたとも言われていま

す。

先述の空手の原型のような護身術がイスラ

エルから始まって日本に向かう道中の国々

に不思議と根付いています。

万里の長城建設に携わったユダヤ人たち

は、かつてはヨセフの指導によって建造さ

れたピラミッド建設にも携わった人たちの末

裔で、中世にはギルドと呼ばれた各種の職

業別組合だったとも言われます。彼らは、コ

ンパスと定規を用いて巧みに建築物を生み

出す石工たちであり、フリーメイソンのルー

ツでもあります。

やがて北方に万里の長城を築き、秦という

大帝国をＢＣ3 世紀頃に打ち立てた人物こ

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B5%84%E5%90%88


そ、中国の始皇帝でした。始皇帝は、徐福

と言う集団に不老不死の薬を探し出すこと

を命じ、3 千人のしもべたちを日本へと遣わ

しました。彼らの多くはクリスチャン（ネストリ

ウス派）であったと考えられます。その際、5

種類の種を徐福らに持たせて来日させまし

た。その「五穀」は米、麦、粟、豆に黍（き

び）または稗（ひえ）を加えた５つのことで、

人間が主食とする五種類の代表的な穀物

です。五種・百工という青銅器や鉄器の鋳

造技術者による生産技術と農耕機具、金銀

も携えて来たようです。以下は当時の記録

です。

「史記」秦始皇本紀（ＢＣ２１９年）薺の人徐



市ら言う、海中に三神山あり、蓬莱、方丈、

瀛洲と曰い、僊人これに居る。童男女と之

を求むることを得ん。

「史記」秦始皇本紀（ＢＣ２１２年）始皇・・乃

ち大いに怒りて曰く・・徐市ら費すこと、巨万

を以って計うるも、終に薬を得ず。

「漢書」伍被伝（一世紀） 徐福をして海に

入り、仙薬を求めしむ。多く珍宝・童男女三

千人、五種・百工を薺して行かしむ。徐福

は平原大沢を得、止まりて王となりて来らず。

「呉書」孫権伝（一世紀） 秦始皇帝、方士

徐福を遣わし、童男童女数千人を率いて海



に入り、蓬莱神山及び仙薬をもとめしむ。亶

州にとどまりて還らず。世々相承けて数万

家あり。

彼らの多くは、日本が気に入り、そのまま日

本に住み着き王様になりました。彼らが稲

作の技術を日本に持ち込んだと言われて

います。結果、日本は縄文時代から弥生時

代へと時代が変わり、この頃、食の安定化

によって人口が急増していることからも、ど

れほどそのクリスチャンたちの恵みが大きか

ったかをうかがい知ることができます。中国

のおかげさまだったと言う訳です。ご馳走様

です。



古事記とは、大和朝廷が出来たときすべて

の多民族の歴史を集めて７１２年に一冊に

まとめた日本最古の書ですが、実は聖書を

原典に日本流に極端にアレンジして書いた

最初の日本語訳聖書です。系図だけでなく

当然、古事記の内容においても深く研究す

ると聖書同様のことが書かれています。新

元号「令和」の元となった万葉集も万の詩の

集まりであり、マンエフシフはヘブル語で

「神からの語り」という意味があります。

ただ大きな問題点は、あまりにも古事記も万

葉集も日本書紀も極端な表現で変訳され、

日本人固有の全く別な宗教を作り出してし

まったことです。また、聖書と違って改ざん

された可能性も高いです。例えば聖書６６



簡に採用されなかった外典聖書も同様の

改ざんがあります。時代の流れでカトリック

の教父たちが自分たちの教理に合わせて

都合良く勝手に書き換えた内容です。通常

聖書をよく読む人はすぐにそれが分かり、

騙されませんが、改ざん者は忌まわしいで

す。同様に古事記も聖書と違って改ざんが

あります。目的は皇室における北朝の地位

向上と正当性を主張したいがためにそうし

たと思われます。

聖書と古事記の天地創造の内容比較です。

聖書「初めに神（父なる神様）が天と地を創

造した。地は形がなく、何もなかった。やみ



が大いなる水の上にあり、神の霊（聖霊様）

は水の上を動いていた。その時、神が「光よ。

あれ。」（神のレイマのことば、光なるイエス

様）と仰せられた。すると光ができた。」（創

１：１－３）

三位一体の神様を的確に表現し、宇宙形

成初期段階における暗黒星雲と光の粒子

の大爆発ビックバーン現象さえ文学的にも

素晴らしく表現しています。一方、古事記で

はどうでしょうか。

古事記「宇宙の初め、天も地も混沌として地

上は形らしい形もなく水に浮かぶ脂か水中

漂うクラゲのようだった。その時、三つの光



が現われた。高天原（高い天上の聖なる世

界）に成り出た神の名は天之御中主神（天

地を主宰する神の意味）、次に高御産単日

神（万物を生成する力を持った神の意味）、

次に神産単日神（同じ力を持った神の意

味）である。この三柱の創造神は、みな（配

偶者を持たない単独の神として）御成にな

って、お姿を見せることはなかった。」

（創世の神々１）

なんとなく似ていますが、古事記ではかなり

誤解を招く表現で書かれ、ここだけで３人の

神々になってしまいます。古事記では聖書

の登場人物の名前に本来、「エ」もしくは

「エル」という文字が入る名前をそのままヘ



ブライ語の「エル」（三位一体は複数形のエ

ロヒム）すなわち「神」という言葉をそのまま

あてはめて直訳したため、古事記では本来

はただの人間の日本名も神々になっていま

す。古事記ではこれと同様の私的解釈を繰

り返した結果、今日のように混乱したやおず

８００万の神々と呼ばれる日本固有の多神

教宗教を作ってしまったのです。最近では、

さらに５０万増えて８５０万になったとも言わ

れています。

さて、神々の神話といえば古事記の「天の

岩戸」が有名でしょう。当然にしてこれも創

作の作り話ですが、起源は聖書の内容で

す。しかも新約聖書のイエス様の十字架の



死と復活を現わしています！まずは「天の

岩戸」物語の内容を岩戸神楽、神楽歌(か

ぐらうた)から簡単に説明します。

「神代の昔、空の上に高天原という神々の

世界がありました。太陽の神天照大御神(あ

まてらすおおみかみ)や弟の須佐之男命(す

さのをのみこと)、その他多くの神々が暮らし

ていました。須佐之男命は、田んぼのあぜ

を壊したり馬の皮をさかはぎにしたりと、大

変な暴れん坊で、あまりにひどいいたずら

にお怒りになりました天照大御神は天岩戸

(あまのいわと)と呼ばれる洞窟にお隠れに

なりました。太陽の神様がお隠れになると世

の中は、真っ暗になりました。食べ物が育た



なくなったり、病気になったりと大変なことが

次々と起こります。困りました八百万の神々

は天安河原に集まり、御相談かわされます。

御相談の結果天岩戸の前で色々な事が試

されて行きます。まず、常世の長鳴き鶏（ニ

ワトリ）を鳴かせてみます。しかし、天岩戸の

扉は開かず失敗しました。次に、天鈿女命

(あめのうずめのみこと)が招霊(おがたま)の

木の枝を手に持ち舞をされ其の回りで他の

神々で騒ぎ立てます。すると、天岩戸の中

の天照大御神は「太陽の神である自分が隠

れて居るから外は真っ暗で、みんな困って

居るはずなのに、外ではみんな楽しそうに

騒いでいる。これはどうした事か？」と不思

議に思われて天岩戸の扉を少し開けて外



を御覧になられます。神々は、騒いでいる

理由を伝えます。「あなた様より美しく立派

な神がおいでになりました。」「お連れ致しま

す。」と言い八咫鏡（やたのかがみ）で天照

大御神の顔を写しました。自分の顔だと分

からなかった天照大御神は、もう少しよく見

てみようと扉を開いて体を乗り出しました。

その時、思兼神が天照大御神の手を引き、

岩の扉を手力男命が開け放ちまして天照

大御神に天岩戸から出て頂くことが出来ま

した。 そして、世の中が再び明るく平和な

時代に戻ったと言われます。暴れた須佐之

男命は、その後反省し、天岩戸の里をはな

れ出雲國(いずものくに)《島根県》に行かれ、

八俣大蛇(やまたのおろち)退治をされま



す。」

この物語で作者が本当に言いたかった内

容は、弟の須佐之男命(すさのをのみこと)

の乱暴に心を痛めて天岩屋に「隠れた」天

照大御神(あまてらすおおみかみ)とは、罪

深い私たち人間のために死んで横穴式の

真っ暗な墓に葬られたイエス・キリストを象

徴します。昔の日本では死ぬことを「隠れ

る」と表現していました。隠れ引きこもった洞

窟の天岩戸は聖書の詩篇からです。

詩 78:23-25「神は、上の雲に命じて天の戸

を開き、食べ物としてマナを、彼らの上に降

らせ、天の穀物を彼らに与えられた。それ



で人々は御使いのパンを食べた。神は飽き

るほど食物を送られた。」

ここに「天の戸を開き」とあります。聖書では、

そこから祝福の御使いのパン食マナが民に

提供されます。イスラエルの民は荒野を

転々とした 40 年間、このマナを集めては仮

住まいゆえの簡易台所の板の上でマナを

料理し、それが現代ではマナ板と呼ばれて

います。逆に「天の戸」が閉じれば、パンは

消え、民は飢え渇きます。天照大御神が引

きこもって天岩戸が閉じた時、世界は食物

に飢え渇きました。私たちの真の光、復活

のイエス様はこう言われました。

ヨハ 6:35 「イエスは言われた。「わたしがい



のちのパンです。わたしに来る者は決して

飢えることがなく、わたしを信じる者はどん

なときにも、決して渇くことがありません。」

天岩屋はイエス様の墓の象徴です。

マタ 27:60 「岩を掘って造った自分の新し

い墓に納めた。墓の入口には大きな石をこ

ろがしかけて帰った。」

マタ 27:66 「そこで、彼らは行って、石に封

印をし、番兵が墓の番をした。」

常世の長鳴き鶏（とこよのながなきどり）はペ

テロが裏切った際に鳴いたニワトリです。裸

天岩戸から出てくる際、八咫鏡を吊るした



真賢木（まさかきの木）は、イエス・キリストが

はりつけになった十字架の象徴です。

マタ 28:1 「さて、安息日が終わって、週の

初めの日の明け方、マグダラのマリヤと、ほ

かのマリヤが墓を見に来た。すると、大きな

地震が起こった。それは、主の使いが天か

ら降りて来て、石をわきへころがして、その

上にすわったからである。その顔は、いな

ずまのように輝き、その衣は雪のように白か

った。番兵たちは、御使いを見て恐ろしさの

あまり震え上がり、死人のようになった。」

天照大御神の引きこもった洞窟前で裸踊り

した天鈿女命（あめのうずめのみこと）とは、



聖書に「マグダラのマリヤと、ほかのマリヤが

墓を見に来た。」とあります。それがイエス様

の墓前にいた遊女マグダラのマリヤです。

やがて天照大御神が天岩戸から再び出て

来て、世の中が再び明るく平和な時代に戻

ったというのはイエス様の復活を象徴します。

では、クイズです。天照大御神の隠れる原

因となった乱暴者の弟、須佐之男命は、そ

の後反省し、天岩戸の里をはなれ出雲國

(いずものくに)に行かれ、八俣大蛇(やまた

のおろち)退治をしたといいますが、これは

どんな意味でしょうか？ヒント、蛇は悪魔・サ

タンを象徴します。



答え、過去はイエス様を私たちの罪ゆえ悲

しませ、十字架に追いやったことを悟って、

反省し、悔い改めたら、後は復活されたイ

エス様に感謝して八俣大蛇(やまたのおろ

ち)なる大蛇の悪魔・サタンを退治に出て行

こう！と言う意味です。すなわちイエス様を

信じて救われたら、後は悪魔・サタンを退治

できます！

勇気と信仰で立ち上がりましょう！あなたが

その勇敢な力あるキリストの勇士です。

八俣大蛇(やまたのおろち)が悪魔を象徴し

ている理由は聖書です。

黙13:1 「また私は見た。海から一匹の獣が

上って来た。これには十本の角と七つの頭



とがあった。その角には十の冠があり、その

頭には神をけがす名があった。」

この獣、悪魔は「七つの頭」があります。これ

が7頭で8つの谷となり、八俣大蛇(やまたの

おろち)と変化したのかな。悪魔の象徴です。

倒す武器は剣です。剣は聖書の御言葉を

象徴します。須佐之男命が最後に死んでか

ら白鳥に変わって飛び立ったようですが、

それはクリスチャンが死んだら天国に飛び

立つという意味です。出雲はナンバープレ

ートにも八俣大蛇。光岡自動車は「大蛇（オ

ロチ）」の2010年モデルを発売。「大蛇のネ

ーミングは古事記にでてくる八岐大蛇から

きている。全身が脈打つ大蛇のようにうねっ

ており、フロントマスクは獲物を狙う大蛇そ



のものの表情をイメージした」と話します。

さて、海路を通じて沖縄から日本本土へと

渡来した南ユダからのユダ族、ベニヤミン

族、祭司のレビ、そして陸のシルクロードを

通って渡来し山陰地方や北九州地方から

入った北イスラエル出身のエフライム族ら

10 部族。この南北二つのユダヤ人の末裔

が、日本で出会い、一つとなりユダ族から一



人の王を立てた…。それが BC660 年の神

武天皇即位です。

ここで、もう一度冒頭の聖書箇所を読んで

見ましょう。

「次のような主の言葉が私にあった。『人の

子よ。一本の杖を取り、その上に『ユダと、

それにつくイスラエル人のために。』と書き

記せ。もう一本の杖を取り、その上に、『エフ

ラエムの杖、ヨセフと、それにつくイスラエル

の全家のために。』と書きしるせ。その両方

をつなぎ、一本の杖とし、あなたの手の中で

これを一つとせよ。あなたの民の者たちがあ

なたに向かって『これはどういう意味か、私

たちに説明してくれませんか』と言うとき彼ら



に言え。神である主はこう仰せられる。見よ。

私はエフラエムの手にあるヨセフの杖と、そ

れにつくイスラエルの諸部族とを取り、それ

らをユダの杖に合わせて、一本の杖とし、私

の手の中で一つとする。」（エゼキエル書 37

章 15 節～19 節）

「ユダと、それにつくイスラエル人」＝「南ユ

ダからユダ族、ベニヤミン族、祭司のレビ」

「エフラエムの杖、ヨセフと、それにつくイス

ラエルの全家」＝「北イスラエルからエフライ

ム族ら 10 部族」

この合計１３部族（レビ族は祭司の民ゆえ数



に入れず１２部族）という南北二本の杖が神

様の手の中で一つになった特別な国がイス

ラエルから陸路「1年半」の距離を持つ「遠く

の国」「アルツァレト」と呼ばれる「果ての地」

「日本」であり、その意味は「聖書に従う国」

なのです！しかし、最後に一点、問題もあり

ます。ユダ族中心にベニヤミン族、祭司の

レビ族が来日しましたが、神様に仕えるべき

本来祭司の民が、神様に仕えないで不従

順する時、その不従順の罪は重いです。日

本が様々な国難に会う理由もそこにあるか

もしれません。日本は信仰で立ち上がって

祈り、伝道し、愛を実践するべき「聖書に従

う国」なのです。これを悟って信仰で戦うとき

大いなる祝福が臨みます！神様の願いは



あなたが目覚めた王のような祭司となって

偉大なキリストの勇士になることです。

ヤコブ 4:7－8 「神に従いなさい。そして、

悪魔に立ち向かいなさい。そうすれば、悪

魔はあなたがたから逃げ去ります。神に近

づきなさい。そうすれば、神はあなたがたに

近づいてくださいます。罪ある人たち。手を

洗いきよめなさい。二心の人たち。心を清く

しなさい。」

「天照大御神」が「イエス・キリスト」から出た

ことはご理解できたと思いますが、謎多い邪

馬台国の女帝「卑弥呼（ひみこ）」とは「太陽

に仕える巫女」=「陽巫女」で、「太陽神の御



子」（天照大神）を表す同音意義語「日御

子」だという説があります。両者、時代は異

なりますが、同じく弟を持ち、「天照大御神」

同様、「卑弥呼」も「太陽神の御子」として死

んだ後 248 年 9 月 5 日の朝に九州北部で

皆既日食が起こったそうです。不思議な霊

力を駆使する卑弥呼には千人もの侍女が

仕えていましたが、実際に卑弥呼の姿を見

た者は稀少だったそうです。実は「卑弥呼」

は実在しなかったことも考えられますが、そ

の神格化されたモデルは「天照大御神」で

あり、その原点は「イエス・キリスト」につなが

ります。

「卑弥呼」ヒミコを別な漢字で「日御子」と書



けますが、古事記の水蛭子（ヒルコ）とは、

『イザナギとイザナミの二柱は床で交わって

作った子は水蛭子（ヒルコ）です。この子は

藁で作った船に乗せて流して捨ててしまい

ました。』

ヒルコは未熟児と奇形で血を吸う虫ヒルのよ

うに虫けら扱いで海に流されて捨てられまし

た。イエス様の十字架の受難を聖書はこう

預言しています。

詩 22:6‐8 「私は虫けらです。人間ではあり

ません。人のそしり、民のさげすみです。私

を見る者はみな、私をあざけります。彼らは

口をとがらせ、頭を振ります。「主に身を任

せよ。彼が助け出したらよい。彼に救い出さ



せよ。彼のお気に入りなのだから。」

一方、海の向こうから同じく藁船でやってき

た神とされるのが、七福神の恵比寿（エビ

ス）です。水蛭子（ヒルコ）は「水」のあとに

「蛭子」と書いて「ヒルコ」ですが、「蛭子」は

読み方を変えると「エビス」です。海に捨て

られた神、水蛭子（ヒルコ）と「卑弥呼」（ヒミ

コ）も名前が似ていますが、同一説もありま

す。ここに恵比寿（エビス）まで同一説に加

わります。

イエス・キリストの「イエス」は、ギリシャ語「ヨ

シュア」の「イエースース」がラテン語「イエズ

ス」（Iesus)になり、英語では「ジーザス」

（Jesus）となりましたが、このような変化を考



えると「イエズス」が「イ」を省略して「エズス」

となって、それが「エビス」に訛化したならば、

「恵比寿（エビス）」も元々、「イエス」だった

のでしょうか？「エビス神」は、エビで鯛を釣

ります。十字架に吊るされてエビのように背

を曲げて死んだ「イエス様」？イエス様は、

十字架で全身が内出血やムチ打たれた傷

により凝固した血により葡萄色に染まってい

たので、今でも葡萄をエビと読むのだろうか。

恵比寿（エビス）神は一説で太った海の神

ですが、その醜い体型は海に捨てられた結

果、水死して膨張した醜い体の象徴であり、

恵比寿（エビス）神＝海を渡って来た死を象

徴する外国の神だと言います。



さらに日本妖怪の数々ですが、元々はユダ

ヤ起源ですべてが解き明かせるという説が

あります。例えば妖怪「一つ目小僧」のルー

ツは、古事記の須佐之男命（スサノオノミコ

ト）を祖神とした天目一個神（アマノヒトツノ

カミ）。妖怪「からかさ」はなんと十字架に吊

るされたイエス・キリストがモデル！両手を

伸ばして足元は両足重ねて一本の犬釘に

打たれて一本足のように、一つ目は映画パ

ッションの原作であった女預言カタリナ・エ

ンメリックの幻によると、イエス様の十字架上、

茨の冠に刺された額からの出血で片目は、

ほとんど閉じていたそうです。まさに私たち

の呪いを取り除くために来られたイエス様

は呪われた者に当てはまる聖書の預言を



すべて十字架で体験したようです。

ゼカ 11:17 「ああ。羊の群れを見捨てる、能

なしの牧者。剣がその腕とその右の目を打

ち、その腕はなえ、その右の目は視力が衰

える。」

もしこれらの説を統一して、すべてを受け入

れるならば、トンデモない構図になります。

①「天照大御神（アマテラスオオミカミ）」＝

②「卑弥呼（ヒミコ）」＝③「水蛭子（ヒルコ）」

＝④「恵比寿（エビス）」＝⑤「狛犬（シーザ

ー）」＝⑥「妖怪（からかさ）」＝「イエス・キリ

スト」



本当のイエス様って、どんな顔？

虫垂炎の手術で生死の境をさまよった 4 歳

のコルトンは、奇跡の退院のあと、両親に驚

くべきことを話し出した。手術中に天国へ行

き、神、イエス、天使、虹の馬、そしてサタン

に会ったこと。彼が生まれるとうの昔に亡く

なったひいおじいちゃんと、彼がその存在

すら知らなかった、天国でお姉さんに会っ



たことについて語った。「お腹の中で赤ちゃ

んが死んだでしょう？天国で待ってるよ」と

言った。事実、コルトンくんのお母さんは２、

３年前に流産していた。そしてその赤ちゃん

が女の子かどうかも知らなかった。

曾おじいさんはコルトンくんが生まれる 30

年前に亡くなっていた。コルトンくんが語る

には、曾お祖父さんが自分のところに来て、

「おまえはトッド（お父さん）の息子か？」と

尋ねたので、「はい」と答えると、「私は彼の

おじいさんだ」と言った。その他にも、曾お

じいさんはカーリーヘアーであったことなど

事細かく描写した。



牧師であったお父さんは、何枚かの宗教画

を見せながらコルトン君に「君が会ったイエ

スは、この絵の中にいる？」と聞いてみまし

たが、「全然違う」という答えしか返ってこな

かった。ところが、ある日コルトン君が「これ

がイエスだ！」というものを見つけたのでし

た。それは、少女アキアナ・カラマリックが描

いた肖像画でした。アキアナさんは、4 歳の

時から天国のビジョンを見るようになり、6 歳

の時から天国の絵を描くようになったそうで

す。



ヨセフス・フラビウスは37年 - 100年頃の帝

政ローマ期の政治家及び著述家で 66年に

勃発したユダヤ戦争で当初ユダヤ軍の指

揮官として戦いローマ軍に投降、ティトゥス

の幕僚としてエルサレム陥落にいたる一部

始終を目撃し、『ユダヤ戦記』を著した歴史

家ですが、彼の書物には「イエス・キリスト」

の目撃者として、イエス様は、ハンサムでは

なく眉毛がつながっているように見えると記

録しています。歴史的に認知されたイエス

様の宗教画の顔とはずいぶん違うイメージ

です。しかし、このアキアナさんが天国で見

https://ja.wikipedia.org/wiki/37%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/100%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B8%9D%E6%94%BF%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B8%9D%E6%94%BF%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/66%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A6%E3%83%80%E3%83%A4%E6%88%A6%E4%BA%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%88%E3%82%A5%E3%82%B9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%88%E3%82%A5%E3%82%B9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A8%E3%83%AB%E3%82%B5%E3%83%AC%E3%83%A0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A6%E3%83%80%E3%83%A4%E6%88%A6%E8%A8%98


てから地上で描いたイエス様の絵もまた眉

毛がそのようであることは驚異的な一致を

感じます。

第四章 ユダ族イエスの血と天皇の血が

一致する時、世界が日本に従う

私はパワースポットとか風水とか縁起のよい

ポイントとか信じない者ですが、唯一ここだ

けは世界最高のパワースポット、もし買える

なら全財産を出して借金してでも手に入れ

たいパワースポットがエルサレムにあります。



エゼ 5:5 神である主はこう仰せられる。「こ

れがエルサレムだ。わたしはこれを諸国の

民の真ん中に置き、その回りを国々で取り

囲ませた。」

今から約２６００年前に書かれた聖書の預言

にエルサレムが世界の中心だと書いていま

す。これについて、アメリカの物理学者アン

ドリュー・Ｊ・ウッド博士を中心にコンピュータ

ーを用いて科学者総出で地球上の全陸地

の中心を調べました。全陸地の形や位置を

そのままにして算出し、全陸地を細かに分

割して、ある場所から他のすべての分割地

までの距離の総和が最少となるような地点

を探しました。



結果はパレスチナからメソポタミヤにかけて

の地域、すなわちエデンの園、バベルの塔、

ベツレヘム、ナザレ、エルサレムの地域つま

り聖書の出来事の舞台となった地域が全地

の中心と判明しました。実際、この地域はア

ジア、ヨーロッパ、アフリカの三大大陸の接

点であり、黄色人種、白色人種、黒色人種

のそれぞれが住む地域の交点でもあります。

また、アンナ・力タリナ・エンメリックの預言に

ついても後述しますが、この預言者もここが

世界の中心だと預言していました。すなわ

ちそのパワースポットとは、エルサレム郊外、

イエス様の十字架が立てられたゴルゴダの



丘、その土地です。このポイントは歴史を貫

いて不思議に満ちた世界の中心です。

まずは創世記。すべてのユダヤ人の父祖ア

ブラハムの時代のこと。神様はモリヤ山地に

アブラハムを連れ出して、そこで独り子イサ

クを全焼のいけにえとして捧げるよう命じら

れました。

創 22:2 「神は仰せられた。「あなたの子、あ

なたの愛しているひとり子イサクを連れて、

モリヤの地に行きなさい。そしてわたしがあ

なたに示す一つの山の上で、全焼のいけ

にえとしてイサクをわたしにささげなさい。」



高齢者出産で預かった蝶よ花よと大事に育

てた独り子イサクを無情にも殺して焼き尽く

せという神様の命令はまさに青天の霹靂で

す。しかし、神様には徹頭徹尾、従順なア

ブラハムは捧げた後、神様が良い神様だか

ら必ず灰の中からイサクをよみがえらせて

返して下さると信じました。それはアブラハ

ムが神様の約束を事前に知っていたからで

す。

創 21:12 「神はアブラハムに仰せられた。

「その少年と、あなたのはしためのことで、悩

んではならない。サラがあなたに言うことは

みな、言うとおりに聞き入れなさい。イサクか

ら出る者が、あなたの子孫と呼ばれるから

だ。」



独り子イサクからアブラハムの子孫が無数

に出るはずだから、この子が死んで終わる

はずがない。それを理解したアブラハムは

イサクの復活を信じた証拠に宣言しました。

創 22:5 「それでアブラハムは若い者たちに、

「あなたがたは、ろばといっしょに、ここに残

っていなさい。私と子どもとはあそこに行き、

礼拝をして、あなたがたのところに戻って来

る」と言った。」

モリヤ山上でイサクを殺して捧げるのに、

「私と子どもとは」二人とも「戻って来る」と見



事にイサクの復活を信じた信仰告白をして

います。聖書は言います。

ヘブル 11:17－19 「信仰によって、アブラ

ハムは、試みられたときイサクをささげました。

彼は約束を与えられていましたが、自分の

ただひとりの子をささげたのです。神はアブ

ラハムに対して、「イサクから出る者があな

たの子孫と呼ばれる」と言われたのですが、

彼は、神には人を死者の中からよみがえら

せることもできる、と考えました。それで彼は、

死者の中からイサクを取り戻したのです。こ

れは型です。」



「これは型です。」何の型ですか？それは

神様の独り子イエス・キリストが私たちの罪

のために身代わりに十字架で罰を受けて死

なれ、三日目に復活される型です。人間の

罪のために愛する我が子イエス様を捧げる

父なる神様の悲しみを、事前にアブラハム

にも同様体験させたものでした。アブラハム

がいざ子供に手をかけようと刀をかざしたそ

の時、神様はこれを制止して仰せられまし

た。

創 22:12 「御使いは仰せられた。「あなたの

手を、その子に下してはならない。その子に

何もしてはならない。今、わたしは、あなた

が神を恐れることがよくわかった。あなたは、



自分の子、自分のひとり子さえ惜しまないで

わたしにささげた。」

「これは型です。」アブラハムが「神にはイサ

クを死者の中からよみがえらせることもでき

る」と考えたように、現代では「神は独り子イ

エス・キリストを十字架の死から三日目によ

みがえらせた」と信じる時、私たちはアブラ

ハムが「死者の中からイサクを取り戻した」よ

うに救われて義人となり、将来は永遠の祝

福の天国に入れるのです。

神様がこのようにイエス様の救いの型をあら

かじめ示す目的でアブラハムを試みられた

現場が「モリヤ山」です。「モリヤ」という地名



は創世記22章と第二歴代誌3章1節にしか

出てきませんが、歴史的に大きな意味を持

つ場所です。

その後、時代が流れてダビデ王がエルサレ

ムを首都に定めた治世にダビデ王は大罪

を犯しました。神様が命じないのに、王権乱

用でイスラエルの人口調査を行なわせまし

た。

「ここに、サタンがイスラエルに逆らって立

ち、ダビデを誘い込んで、イスラエルの人口

を数えさせた」（第一歴代21：1）

サタンがイスラエルに逆らって立ち、人口調

査をさせたというのです。神様を誇るのでは

なく、「人の数」を誇らせようとしたのです。こ

れは神様を頼りとしない、軍隊の数の多さと



組織力だけを頼りとするダビデ王の不信仰

と傲慢さの表れであり、サタンに誘い込まれ

た結果の大罪でした。

「この命令で、王は神のみこころをそこなっ

た。神はイスラエルを打たれた」（第一歴代

21：7）神様はイスラエルを打たれ、ダビデは

気付いて悔い改めました。直ぐに過ちを認

めて悔い改めたのはダビデの良い点でした

が、罪は赦されても報酬の災いが後から追

いかけて来ます。罪は犯さないほうがいい

のです。

「私は、このようなことをして、大きな罪を犯

しました。今、あなたのしもべの咎を見のが

してください。私はほんとうに愚かなことをし

ました」（第一歴代21：8）



すると、神様はダビデの先見者（預言者）ガ

ドに告げてこう仰せられました。

「行って、ダビデに告げて言え。『主はこう仰

せられる。わたしがあなたに出す三つのこと

がある。そのうち一つを選べ。わたしはあな

たのためにそれをしよう。』」（第一歴代21：

9）

預言者ガドを通してダビデは神様の心を知

ることになります。ガドはダビデのもとに行

き、彼に言いました。

「主はこう仰せられる。『受け入れよ。三年間

のききんか。三か月間、あなたが仇の前で

取り去られ、あなたに敵の剣が追い迫ること

か。あるいは三日間、主の剣、疫病がこの

地に及び、主の使いがイスラエルの国中を



荒らすことか。』今、私を遣わされた方に何

と答えたらよいかを決めてください」

「一つを選びなさい」と言われる神様に対

し、ダビデが選んだのは三番目のコース、

「三日間の疫病」でした。ダビデはガドに答

えました。

「それは私には非常につらいことです。私を

主の手に陥らせてください。主のあわれみ

は深いからです。人の手には陥りたくありま

せん。」（第一歴代21：13）

「主はイスラエルに疫病を下されたので、イ

スラエルのうち七万の人が倒れた」（第一歴

代21：14）

7万人が疫病で倒れてゆく姿を見てダビデ

は心を痛めます。ダビデは、目を上げたと



き、主の使いが、エブス人オルナンの打ち

場のかたわらに立って抜き身の剣を手に持

ち、それをエルサレムの上に差し伸べて、

地と天の間に立っているのを見ました。ダビ

デは、荒布で身をおおい、ひれ伏し神様に

言いました。

「民を数えよと命じたのは私ではありません

か。罪を犯したのは、はなはだしい悪を行

なったのは、この私です。この羊の群れが

いったい何をしたというのでしょう。わが神、

主よ。どうか、あなたの御手を、私と私の一

家に下してください。あなたの民は、疫病に

渡さないでください」（第一歴代 21：17）

すると、主の使いはガドに、ダビデにこう言う

ようにと語ります。



「ダビデは上って行って、エブス人オルナン

の打ち場に、主のために祭壇を築かなけれ

ばならない」（第一歴代21：18、19）

ダビデは、ガドが主の御名によって語ったこ

とばに従って祭壇を築くため、「エブス人オ

ルナンの打ち場」へと上って行ったのでし

た。

ガドの指示のもとダビデは神罰が民に及ば

ないよう、その土地を金のシェケルで重さ六

百シェケルの地所代で購入し、そこに祭壇

を築いて全焼のいけにえを捧げて祈りまし

た。

「こうしてダビデは、そこに主のために祭壇

を築き、全焼のいけにえと和解のいけにえ

とをささげて、主に呼ばわった。すると、主



は全焼のいけにえの祭壇の上に天から火

を下して、彼に答えられた。主が御使いに

命じられたので、御使いは剣をさやに納め

た。そのとき、ダビデは主がエブス人オルナ

ンの打ち場で彼に答えられたのを見て、そ

こでいけにえをささげた」（第一歴代21：

26～28）

御使いは剣をさやに納め、ダビデはこれを

見て言いました。

Ⅰ歴代 22:1－2 「これこそ、神である主の

宮だ。これこそ、イスラエルの全焼のいけに

えの祭壇だ。」

そして、ダビデは命じて、イスラエルの地に

いる在留異国人を召集し、神の宮を建てる



ため石材を切り出す石切り工を任命しまし

た。

ダビデは石、鉄、青銅、杉の木などの建築

資材も大量に準備して、その子ソロモンが

即位後、ここに神の宮を建築しました。

Ⅱ歴代3:1 「こうして、ソロモンは、主がその

父ダビデにご自身を現された所、すなわち

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。」



この幸いな神殿建築現場こそ「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。」という過去にアブラハムがイサクを捧げ

た同じ現場なのです。

さらに時代は流れ、ＢＣ586 年、ダビデ王の

子孫たちが代々王として万世一系を守り通

した南ユダ王国が新バビロン帝国に滅ぼさ

れる時が来ました。エレミヤ預言者たちは国

難の中、神様の預言に従い、大事な契約の

箱を敵国に奪われないよう迅速に国内のあ

る場所に隠しました。その隠された秘密の

場所こそ、アブラハムがイサクを捧げた試練

の現場、ダビデが神罰の最中にオルナンか

ら購入して祭壇を築いた裁きの現場、ソロ



モン神殿があった現場、「モリヤ山」。その

地中にある小洞窟だったのです。ですから

このパワースポットには今でも契約の箱とい

うお宝が眠っています。それだけではありま

せん。このポイントは後の新約時代に入ると、

別名「ゴルゴダの丘」と呼ばれたイエス・キリ

ストの十字架という祭壇が立てられた処刑

現場なのです。

そしてアンナ・力タリナ・エンメリックの預言

を加えると、ここは十字架と契約の箱だけで

はない、そのさらなる真下にはアダムとエバ

の骨が横たえられた埋葬現場だったのです。

そしてここが世界の中心点なのです！

アダムとエバの骨が埋められたポイント、ア



ブラハムがイサクを捧げたポイント、ダビデ

が神様に出会ったポイント、ソロモンが神殿

を建てたポイント、エレミヤが契約の箱を地

下の小洞窟に隠したポイント、そしてイエ

ス・キリストの十字架が立てられた最重要ポ

イントなのです。

時代を超越して働かれる神様の摂理によっ

て同一の現場にこれらの重要な出来事が

集中して点と線が結ばれていたのです！で

すから、ここだけは世界唯一驚愕の最大パ

ワースポットなのです。そこには十字架で流

されたイエス様の血潮が今でもあります！



さて、話題変わって今は天皇家が代々、万

世一系を守ってきた男系男子の血統でイエ

ス・キリストと同じ南ユダ王国のユダ族である

と言う説は完全には人々に受け入れられて

いません。むしろ天皇は北イスラエル出身

のエフライム族だというのが定説かもしれま

せん。原因は神武天皇の名前の意味にサ

マリヤの王が入っていると言う誤指摘と系図

比較でそのように結び付くと言う根拠です。

しかし、ユダヤ人が大切にする聖典は聖書

であって、有名な聖書に合わせてライバル

の南ユダに打ち勝とうと、北イスラエルの誰

かが後の時代に古事記の内容を改ざんし

たことも十分考えられます。北イスラエルこ

そ正統派だと主張したいからです。



一方、聖書だけはその正当性が多数の古

文書である写本発見により、照合によって

内容改ざんされていない事実が証明されて

います。古文書の聖書は羊皮紙の皮にパ

ピルスの筆で書いた巻物のため年代経過

で虫食いや脂肪分が文字を欠落させる難

点があります。そこでユダヤ人に神様は不

思議と聖書を一点一画たがわず原本に忠

実に書き写す使命を与えて、これを代々、

ユダヤ人が忠実に行なってきた奇蹟の歴史

の集大成です。発見された写本は、年代測

定法によって特定されたどの時代のもので

も共通して改ざんのない全く同じ内容であ

ることは神様の歴史介入の奇蹟で、世界が



認めるところです。内容比較で判明してい

るように聖書原本とはかけ離れた創作話満

載の古事記、万葉集、日本書紀などは、確

かに聖書を原本に書いたものだから共通し

た似たような話が満ちています。しかし、あ

くまでそれは聖書の内容を独自に手を加え

た飛躍させた創作話であって誤訳も多く正

確ではないです。

人間の手が加えられた日本の古文書神話

には原本聖書との話のずれや矛盾が多く

生じています。その結果、改ざんされた内

容と系図などから天皇は北イスラエル出身

のエフライム族だという万世一系を断ち切る

反聖書的な結論を招くのです。これらに関

しては真剣に力説する学者たちがいますの



で、議論は避けますが、真実が明らかにな

る時が必ず来ます。

天皇エフライム説を論じる人々が否定でき

ない現実である皇室で代々続いている万

世一系がユダ族の末裔の特徴であることを

世界が悟る時が来ます。

神様がダビデ王に自然界の法則を賭けて

まで契約した通り、世界のどこかに途切れ

ない、血族だけが代々、王位継承する王国

が絶対あるはずなのに、日本以外どこにも

見当たりません。ケント・シドニー・ギルバー

トは、アメリカ人のカリフォルニア州弁護士

でおなじみのタレントですが、「天皇という

「世界の奇跡」を持つ日本」という書籍を書

いて小見出しに「日本は現存する世界最古



の国。その凄さを知っていますか？世界か

ら見た「万世一系」の尊さとは」と書いていま

す。外国人でも知識人は事の重大さに気付

いています。

もう少しで日本の強さ「万世一系」の秘密、

神武天皇の出自の真実が、神様とのダビデ

契約にあることを全世界が明らかに知る時

が来ます。イエス様がこう預言されたからで

す。

マタ 10:26 「だから、彼らを恐れてはいけま

せん。おおわれているもので、現されないも

のはなく、隠されているもので知られずに済

むものはありません。」



その起爆剤が値段さえつけられない世界最

大の失われた秘宝、聖書の契約の箱、大

発見のニュースです。これは世の終わりの

ちょうどいい時期に起きますが、やがて全世

界が注目する失われたアークなる契約の箱

がイスラエル国内でイエス様の十字架の真

下６ｍの洞くつ内に発掘されます。そして、

その契約の箱にはイエス・キリストにしかあり

えない特殊な遺伝子構造の人間男子の血

がかかっています。通常の遺伝子の半分の

２３しかＹ染色体を持たない男性の血とは、

まことに父親の血を受けず、処女によって

生まれた唯一の人間の血、イエス様の血で

ある確固たる証拠です。世紀の大発見、全

世界の注目する只中、古代イスラエル、ユ



ダ族の血、イエス様の血潮がＤＮＡ鑑定で

その素性を明らかにする時、同一の血を持

つ天皇家の存在に全世界が連動して気付

くでしょう。

その時、莫大すぎる石油をはじめ各種の地

下資源、観光資源と深い歴史を持つ聖地イ

スラエル国土は、古代日本人たちの相続地

であったと誰もが想像だにしなかった新事

実に驚愕することでしょう。そしてイスラエル

国内をはじめ全世界に住む自称ユダヤ人

たちの多くが実は偽物のハザール人である

ことが判明するでしょう。本物のユダ族の血

と照合すれば、一目瞭然です。



現状の偽ユダヤ人であるハザール人の血と

日本人の血を比較検討しているから、的外

れの間違った結論、天皇はエフライム族だ

と言う誤まった説が幅を利かせているので

す。イエス様の本物のユダ族の血がベース

でなければ比較もゲノム分析も全く意味が

ありません。日本人のルーツを調査するに

あたって、原本となる血が自称ユダヤ人と

言いますが、本当はハザール人という名の

偽ユダヤ人の血であって、比較対象が元か

ら間違っています。正しい答えが出るはず

がありません。

ハザール人とは、王国の揺籃の地はカスピ

海沿岸の草原で、そこには国土を持たない



多種多様な民族が居住していました。 ８世

紀末から９世紀初頭にかけて、ハザール王

オバデアの国政改革により国民の大部分

がユダヤ教に改宗し、ハザール王国は世

界史上、類を見ないユダヤ人以外のユダヤ

教国家となりました。 彼らはユダヤ教に改

宗しただけでなく、「自分たちは血統的にも

アブラハムの子孫である」 と偽り、ユダヤの

仮面をつけた偽物のモザイク国家です。周

辺国の機嫌を取ってイスラム教とカトリック

教にこびへつらったため、両国に好かれよ

うと中間的なユダヤ教を国教に選びました

が、聖書のユダヤ人とは無関係な民族です。

その人たちが第二次世界大戦以降、戦後

の混乱をチャンスに集団移住してイスラエ



ルに多く住んでいますが、聖書の預言はす

べて実現します。

黙 2:9 「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。

黙 3:9 「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。」

もう少しで聖書中、最古の記録、創世記の

預言が世界の最後に実現します。

創 49:10 「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。」

「国々の民は彼に従う！」天国に入る私た

ちにとって、地上の事は大した問題ではあ

りませんが、その日が来ると、いかなる歴史

改ざんの反日国家さえも白旗上げて日本

に降参することになるでしょう。



何より契約の箱、失われた幻のアーク発見

の事実は、聖書の真実性を証明するもので

あり、そこに注がれた真っ黒に固まり付いた

イエス様の血潮を知る時、聖書の十字架の

記録通りであることを世界が知るでしょう。

神様が人となって処女から生まれて来たイ

エス様の十字架は現実だったのです。聖書

は永遠の天国があることも、地獄があること

も書かれています。この真理の書に対して

どこまで受け入れられるか、考古学的な物

的証拠を前に人々が最後に試される時が

来るのです。

さて、大きく打ち上げましたが、事の発端は

アメリカのクリスチャンで民間の探検家であ



り考古学者でもあるロン・ワイアットへの預言

から始まりました。彼はアララテ山上でノア

の箱舟残骸発見者として、一九八七年にノ

アの箱舟国定公園設置の際、トルコ政府公

認の特別ゲストとして招かれた人であり、モ

ーセの出エジプトの現場を湖底に沈む古

代戦車の残骸と共に発見した考古学者で、

ワイアット考古学研究所（ＷＡＲ）を設立した

人です。彼は一九八二年一月に、さらに大

きな世紀の大発見をしました。契約の箱、

失われたアーク発見です。

その次第はこのようです。一九七八年、聖

書に書かれたヘブル人の出エジプトの際、

奇蹟的に紅海の水が裂けて壁となったあと、

再び元に戻って湖に生きたまま飲み込まれ



たパロ王ひきいるエジプト全軍の戦車の残

骸を湖底に探す潜水調査を子供たちと共

にしていました。実際エジプト・カイロの博

物館には王朝時代のパロ王たちのミイラ二

五体が収蔵されておりますが、メルネプタハ

王のミイラだけは他のものと死囚が異なり、

通常は皮膚が赤褐色のはずがこのミイラだ

けは白っぽい色で全身に塩分が付着して

おり、顔の形もくずれ、眉毛も直接書いた跡

があり、耳には魚に食われた跡もあり、三年

間の調査の結果、このパロ王は湖で水死し

たと結論づけられております。聖書にはパロ

王自身もヘブル人のあとを直接追跡して湖

に入ったとあり、湖岸にはエジプト人の死体

があがったことも書かれてあります（出エジ



プト 14：23、30）。パロ王の水死体はその辺

りだったようです。紅海（葦の海）は長さ

2250km、幅最大355km、面積438,000km2、

平均水深 491m、最深部 2211m で、少ない

降雨のため海水は強い蒸発作用で、流入

河川も無いためインド洋との限られた循環

により塩分濃度は 3.6%-3.8%と高いです。メ

ルネプタハ王のミイラに塩分付着や魚の耳

かじりの痕跡は常識的に問題なく、魚影は

濃いです。紅海の魚たち。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%89%E6%B4%8B
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A1%A9%E5%88%86%E6%BF%83%E5%BA%A6


紅海（葦の海）の浅くなった場所、恐らくここ

の水が引いてイスラエルの民はエジプトか

らサウジアラビア方面に渡ったと考えられま

す。ちょうど両サイドは深い渓谷の地形で、

中央の隆起した部分だけ対岸に向かって

浅くなっています。もし、この隆起した高峰

を通らなければ、仮に紅海の水がすべて引

いても両サイドの深い渓谷の道ではいきな

り急斜面に落ち込み、落下の恐怖だけです。

コンピューターグラフィックによる水のない

湖底の３Ｄ画像をご覧ください。群衆が湖

底に降りるのも命懸け、対岸から崖を上るの

も命懸けのロッククライミング、女、子供、老

人を含めた大群衆が追っ手のエジプト軍隊



をかわして急いで渡るのは完全無理です。

通過点は矢印の浅瀬ポイントしかありえま

せん。神様が最初からこのような地形を事

前に隆起させて水が両サイドに引いただけ

ですぐそこに現われるよう非常脱出口を準

備しておられたのですね。皆様の人生にも

敵の迫害から守り、突然開かれる隠された

特別な天国行きの渡りやすい確かな道が

準備されています。勇気を持って一歩踏み

出してください。必ず素晴らしい道は開きま

す。本当に神様は生きておられ、あなたを

愛し、あなたを守る、荒野に日々、道を準備

される素晴らしい愛のお方なのです。

エレ 33:2-3 「地を造られた主、それを形造



って確立させた主、その名は主である方が

こう仰せられる。わたしを呼べ。そうすれば、

わたしは、あなたに答え、あなたの知らない、

理解を越えた大いなる事を、あなたに告げ

よう。」



この日、紅海（葦の海）の潜水調査はロン氏

の足がはれて痛んだため潜水中断となり、

残念ながらアメリカに帰国することとなりまし

た。帰国を待つある日、ロン氏はホテル近く

にあった、ゴードン大佐によって特定された

イエスの十字架張り付けの地として有名な

観光地である岩の斜面にどくろの面がある

カルバリ断層付近を地元の権威者と、ロー

マ古器物について話し合いながら歩いてい

ました。すると、ある場所に来たその時、彼

らは歩くことをやめ、突然ロン氏の手が白分



の意志にはよらないで、聖霊様の圧倒的な

力で動き出し、無意識のうちに地面の一角

を指し示して止まりました。しかも、ロン氏の

くちびるからは明確な預言が超自然的にそ

の場で語られたのです。

「それは、エレミヤの咽もとである。そして契

約の箱の埋められた地である。」

ロン自身それまで「契約の箱」の発掘につ

いては考えたこともなかったのですが、この

時一緒にいた地元の権威者も不思議なこと

にこれを受けて言いました。

「それはすばらしい！。私たちはあなたに発

掘を願って許可を与えましょう。あなたの泊

まる所と毎日の食事も提供しましょう。」



ロン氏はそれ以降、不思議な聖霊様によ

って語られた預言に導かれ、この地の採掘

権を正式に得て、末だ誰も発掘したことの

ない、どくろの面を崖の斜面にもつ岩棚の

真下を垂直に掘り始めて行ったのです。地

元の土方アルバイトを雇いながら、息子た

ちと共に、大量に蓄積された重い岩と土砂

を次々と取り除く気の遠くなるような入念な

発掘が成され、やがて彼らのチームが発見

したものとは、地下の小洞窟内に隠されて

いた失われたアークである契約の箱だった

というのです…。

現場はエルサレム旧市街の北、ダマスコの

門の外側に位置するモリヤの丘。契約の箱



は外に持ち出すことはできない網の目状の

トンネルの先にあった扉が閉ざされた洞窟

内にあり、極度に狭い地下トンネル網の壁

面の隙間から、中に入ったようです。写真

撮影も試みましたが、不思議な煙のようなも

のに包まれて撮影は失敗でした。ロン氏は、

何回も洞窟に戻っては調査を進めましたが、

その間に盗掘を試みた者たちを含め、5 人

が生命を失ったそうです。ロン氏は、センブ

ンスデー教会に通うクリスチャンでしたが、

民間の考古学者としても活躍し、年間の半

年をアメリカの医療施設で働き、他の半年

を発掘調査に自費で費やすという大変困

難な作業に生涯献身しました。時には発掘

を断念しようかと思うほどの困難もあり、その



都度、ロン氏の心を変える神様の激励体験

もありました。それは契約の箱を守り続ける

ケルビムのような実際の天使に出会ったこと

です。

ある日、ロン氏は預言者と共に契約の箱

がある洞窟の入口の地面に座り、他の労働

者たちは採掘作業中でした。ロン氏は自分

が隠れるほど掘り下げた地面に座ってレー

ダースキャナー（電波断層探知機）の紙を

取り替える作業中で預言者は大きなやぶの

陰で食事を食べていたその時です。ロン氏

ひとりが背後の上にある地面から語り掛ける

声を聞きました。

「あなたがここでしていることを、神様は祝福

します。」



見上げるとそこには背の高い黒っぽい髪

のすらりとした男性が、聖書の時代に着て

いたような頭をおおうすべてが純白な長い

ローブの上着を着て立っていました。驚い

たロン氏はここでの発掘作業を誰にも教え

ていなかったため、この人が誰であるかを

不思議がりながら、丁寧な会話調で、彼が

もしや近所から来た人であるかと訪ねました。

彼は単に「いいえ。」とだけ答えて沈黙しま

した。そこでロン氏は彼が旅人であるかとた

ずねました。すると彼は再び「いいえ。」とだ

け答えてさらなる沈黙が続きました。それか

ら白い服を着た人物は言いました。

「私は南アフリカから新しいエルサレムに行

く途中です。」



ロン氏は驚きのあまり何も言えずに、彼をじ

っと見つめるだけでした。その人は再び言

いました。

「あなたがここでしていることを神様は祝福

します。」

それから彼は背を向けて立ち去りました。そ

の直後、やぶの陰に隠れていたため彼を見

られなかった預言者は言いました。

「ロン。私たちはずっと天使に話しかけてい

たと思いませんか？」

契約の箱の発見者ロン自身は、この洞窟に

四度入ったことから、さらに細かな証拠資料

を保存していると思われますが、一般公開

されないまま残念なことにロン氏は一九九

九年八月に、すでに召天しており、その後



のイスラエル政府ネタニヤフ首相による発

掘現場埋め戻し命令によって、今は誰も手

がつけられない状態でそのままそこに眠っ

ています。

この本で取り上げた一部の公開された情報

と写真はＷＡＲの後継者団体から著作権の

許諾を受けたため転載しております。アメリ

カではロン氏の意向を汲んだ後継者団体

の運営するロンワイアットミュージアムという

小さな博物館がありますが、私も現地で「契

約の箱に注がれ、回収されたイエス様の血

は今、どこに保存していますか？」と質問し

たことがあります。代表は「安全な秘密の場

所に保存しています。」と答えました。きっと

保存場所はロン氏の働いていた医療施設



内の採血した人々の血液保存専用の冷凍

庫かなと思います。

これはノアの箱舟残骸の写真です。

塩の海海底で発見されたパロ王ひきいるエ

ジプ卜軍が実際、軍馬に引かせた立ち乗り

二輪戦車の残骸のうち車輪部分の写真で

す。



契約の箱の写真は模型のものです。

実は外典聖書にも失われた契約の箱のあり

かについての記述があります。

外典の書、第２マカベ書は、バビロン侵入



の前に、エレミヤが”神の啓示に従って、幕

屋と契約の箱が自分に伴って行くように命

じ、モーセが相続の地を見渡すために上っ

たネボ山（申命記３１：１-４）へ行った。そこ

へ到着した時、エレミヤは洞窟の中に部屋

を見つけ、天幕と箱と香の祭壇を入れて、

入口を封鎖したと記録しています。

第２マカベ書２：４－８

「さらにその書物によれば、預言者は神の

命令に従って幕屋と契約の箱とに自分に従

ってくるように命じ、かつてモーセがそこに

上って神の嗣業を見渡したその闇に向かっ

た。山に登るとエレミヤはほら穴のような家

を見つけたので、そこに幕屋と箱と香を焚く



祭壇とを運び込み、入口に封をした。彼の

供の者たちが道に印をつけようと思って近

づいたが、見失ってしまった。エレミヤはこ

れを知ると彼らをしかって言った。「神が民

を呼び集め、民に憐れみをたれたもうまで

はその場所は知られないであろう。その時

には主がこれらのものを示し、モーセに現

われ、ソロモンがその場所のことごとく清め

られんことを祈り求めた時に現われたごとく

に、主の栄光と雲が現われるであろう。」

「ほら穴のような家」こそがロン・ワイアットの

発見した地下の小洞窟です。

ここでロン氏による、これら預言に導かれた

実際の発見よりもはるか以前に、本当のゴ



ルゴダの場所とその真下には、契約の箱が

あることをも事前に指摘していた著名なドイ

ツのカトリック教会聖アウグスチノ修道会の

修道女である預言者アンナ・力タリナ・エン

メリック（一七七四－一八二四）の記録をご

紹介いたします。彼女は１０年来、病弱で引

きこもりがちでしたが、その反面、神様は霊

的に彼女を祝福して幻を通じて各種の預言

を啓示しました。

イエス様の受難、母マリアの晩年の様子、

終末の時代の教会の様子などを啓示され

ましたが、イエス様の最期、十字架の幻は、

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AB%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%AF%E6%95%99%E4%BC%9A
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%81%96%E3%82%A2%E3%82%A6%E3%82%B0%E3%82%B9%E3%83%81%E3%83%8E%E4%BF%AE%E9%81%93%E4%BC%9A
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%82%A8%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%82%AD%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%88
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%97%E9%9B%A3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%81%96%E6%AF%8D


2004 年にメル・ギブソン監督により映画化さ

れた『パッション』の原作になりました。彼女

は母マリアが晩年を過ごした家をトルコのエ

ペソにあると指摘しましたが、19 世紀に実

際にそこで発見されています。彼女は契約

の箱のありかを預言していました。

「私は、ゴルゴダの丘深く、イエス様が磔（は

り）つけにされた地点の真下、水の層にほど

近いほら穴に眠るアダムの骨を見ました。

私は、中を覗きアダムの骨が、右の腕と足、

右のあばらの一部以外は、完全に保たれて

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A1%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%82%AE%E3%83%96%E3%82%BD%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%91%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3_(2004%E5%B9%B4%E3%81%AE%E6%98%A0%E7%94%BB)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%AB%E3%82%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/19%E4%B8%96%E7%B4%80


いるのを見ました。右のあばらから覗いたと

き、左のあばら骨がはっきり見えました。右

脇には、主が取り出されたときと正確に同じ

位置に、エバのどくろが横たわっていました。

アダムとエバの眠る場所については色々と

議論されていますが、私は、二人が私の見

たその場所に常にいたことを示されました。

大洪水以前、この地点に丘はありませんで

した。その出来事とともに、初めてこの地点

に一つの丘が現われました。墓は水から守

られたのです。

ノアは、箱船の中に彼らの遺骨の一部を持

ち込み、最初の礼拝を行なったとき、祭壇

の上に並べました。アブラハムも後の時代

に同じことを行ないました。彼は、アダムの



骨をセムから受け継いだのです。アダムの

骨の真上、ゴルゴダの丘で行なわれたイエ

ス様の血の犠牲は、遺骨を下に納めた契

約の箱の上で行なわれる礼拝を予示したも

のでした。父祖たちの行なったいけにえは、

そのための準備にすぎませんでした。彼ら

もまた、聖遺物を所有し、それによって神様

の約束を思い起こしたのです。」

なんと、十字架真下のほら穴にある契約の

箱のさらに真下にはアダムとエバの骨があ

ることまで細かに預言されていたのです。ま

さに、ここゴルゴダの場所（訳すと、「どくろ」

の場所）とは、伝説どおり文字通り本当にど

くろの場所だったようです…。



契約の箱に注がれた血

エルサレムはＢＣ六〇五、五九八、五八六

年と、三度本格的にバビロンの攻撃を受け、

陥落しましたが、ネブカデネザル王が破壊

したソロモン神殿からバビロンに戦利品とし

て持ち出された財宝と王宮の財宝などにつ

いてのリストを見ると、契約の箱はそれに含

まれていません。

Ⅱ列王 25:13－16 「カルデヤ人は、主の宮

の青銅の柱と、主の宮にある青銅の車輪つ

きの台と、海とを砕いて、その青銅をバビロ



ンへ運んだ。また、灰つぼ、十能、心切りば

さみ、平皿、奉仕に用いるすべての青銅の

器具を奪った。また、侍従長は火皿、鉢な

ど、純金、純銀のものを奪った。ソロモンが

主の宮のために作った二本の柱、一つの

海、車輪つきの台、これらすべての器具の

青銅の重さは、量りきれなかった。」

エレ 29:10 「まことに、主はこう仰せられる。

「バビロンに七十年の満ちるころ、わたしは

あなたがたを顧み、あなたがたにわたしの

幸いな約束を果たして、あなたがたをこの

所に帰らせる。」



やがて七十年が満ちて、エレミヤの預言通

り、捕虜から解放され、再びエレサレム帰還

したユダヤ人はネヘミヤとエズラを指導者

に立てて以前に劣る粗雑な神殿を再建して、

バビロンから財宝が返還されましたが、その

リストにも契約の箱はありません。

エズ 1:7－11 「クロス王は、ネブカデネザル

がエルサレムから持って来て、自分の神々

の宮に置いていた主の宮の用具を運び出

した。すなわち、ペルシヤの王クロスは宝庫

係ミテレダテに命じてこれを取り出し、その

数を調べさせ、それをユダの君主シェシュ

バツァルに渡した。その数は次のとおりであ

った。金の皿三十、銀の皿一千、香炉二十



九、金の鉢三十、二級品の銀の鉢四百十、

その他の用具一千。金、銀の用具は全部

で五千四百あった。捕囚の民がバビロンか

らエルサレムに連れて来られたとき、シェシ

ュバツァルはこれらの物をみないっしょに携

えて上った。」

それは、この始めの捕囚が始まった時点で

預言者エレミヤを始めとする忠実に宮に仕

える祭司たちがバビロン軍に奪われないよ

う、最も重要な契約の箱をソロモン神殿から

持ち出してエルサレムのどこかに隠したから

です。当時バビロン軍から全面包囲されて

いたエルサレム城内で、祭司たちが神殿か

ら大きな契約の箱を持ち出して、城外の遠



いどこかの世界へ運び出すことは時間的に

も環境的にも到底不可能です。よく日本の

剣山に持ち込まれたという説から大規模に

現地調査されたこともありますが、それは来

日したユダヤ人たちが望郷の念から作り出

した本物ではないレプリカ、複製品です。ま

た、青森にイエス様がいたとか、イエス様の

弟がいたとかいう説も間違いです。古代ユ

ダヤ人クリスチャンが東北にも住んでいたと

いうあたりが現実でしょう。本物の契約の箱

はエルサレム国内から持ち出されていませ

ん。ただ、バビロン軍から全面包囲された時、

預言者エレミヤと敬虔な祭司たちが迫り来

るエルサレム陥落直前に必死に祈って、聖

霊様に預言的に導かれて啓示されたエル



サレム城内の洞窟内に契約の箱を隠したの

です。

聖書では事実これ以降、契約の箱のありか

についての記録がなく、ただ黙示録十一章

一九節では世界の終末期に天にある神の

神殿の中に「契約の箱が見えた」とあり、終

末の七年患難時代にもう一度隠されている

契約の箱が世界に再登場するでしょう。

黙 11:17－19「「万物の支配者、今いまし、

昔います神である主。あなたが、その偉大

な力を働かせて、王となられたことを感謝し

ます。諸国の民は怒りました。しかし、あな

たの御怒りの日が来ました。死者のさばか

れる時、あなたのしもべである預言者たち、



聖徒たち、また小さい者も大きい者もすべ

てあなたの御名を恐れかしこむ者たちに報

いの与えられる時、地を滅ぼす者どもの滅

ぼされる時です。」それから、天にある、神

の神殿が開かれた。神殿の中に、契約の箱

が見えた。また、いなずま、声、雷鳴、地震

が起こり、大きな雹が降った。」

聖書預言によると、やがて終わりの年に第

三次世界大戦が必ず起きます。その参戦

国リストはこのようです。

「神である主はこう仰せられる。メシェクとト

バルの大首長であるゴグよ。今、わたしは、

あなたに立ち向かう。わたしはあなたを引き

回し、あなたのあごにかぎをかけ、あなたと、

あなたの全軍勢を出陣させる。それはみな



武装した馬や騎兵、大盾と盾を持ち、みな

剣を取る大集団だ。ペルシャとクシュとプテ

も彼らとともにおり、みな盾とかぶとを着けて

いる。」（エゼキエル 38：3～5）

これは新改訳聖書でしたが、明治時代の文

語訳聖書ではこうなります。

「主の言、我にのぞみて言ふ。人の子よ。ロ

シ、メセクおよびトバルの君たるマゴグの地

の王、ゴグになんじのかおをむけ、これにむ

かいて預言し、言ふべし。主かくいいたまふ。

ロシ、メセク、トバルの君ゴクよ。みよ、われ

なんじをばっせん。」（エゼキエル 38：2、3）



ここで文語訳には新改訳で削除された「ロ

シ」という国名があります。他の外国語の聖

書で調べてもここに「ロシ」という国名が確か

にあります。むかし日本では「古代ロシア」

のことを「ロシ」と呼ぶ時期がありました。第

三次世界大戦は「ロシア」のイスラエル軍事

侵攻から勃発します（エゼキエル 38：8、16）

そして「ロシ」の後に出て来る国名「メセク」と

はギリシャ語で「モーシ」であり、これをロシ

ア語にすると「モスクワ」という言葉の原語に

なります。このような感じで他の箇所も翻訳

すると本文の意昧は「モスクワ」と「ウクライ

ナ」の大首長なる「ゴグ」とは「旧ソ連」いま

の「ロシア」になり、「ロシア」と共に出陣する

同盟国は昔の「ペルシャ」なる今の「イラン」。



「クシュ」なる「エチオピア」も参戦することに

なります。しかしこの戦争でロシア同盟軍は

徹底壊滅して敗戦すると預言されています

（エゼキエル 39 章）。

そのためイスラエルに敗戦する予定のロシ

アの同盟国、「ペルシャ」なる今の「イラン」

にとってその顔でもある大切なイスラム教の

神殿・岩のドームは現在、昔のソロモン神殿

があった付近に建てられているため、敗戦

国の立場上これが聖絶の対象として完全破

壊されるでしょう。イスラエルでは今でも、で

きればこれを除いてソロモン神殿の復活の

ような第三神殿を昔の場所に再建したいと

願って日々嘆きの壁で祈っています。



こうしてユダヤ人の歴史的願い、もとの所に

イスラエルの神様の第三神殿が再建される

でしょう（エゼキエル 40～48 章）。

略奪され、かすめ奪われた城内の土地の

領域すべてを取り返し、反キリストの経済的

支援のもと再建が成就して昔からのイサク

の子孫ユダヤ人と、イシュマエルの子孫ア

ラブ人との宿命的対決は幕を下ろします。

そして四千年間もの歴史をかけ、隣国すべ

てを巻き添えにした兄弟大喧嘩に大勝利し

たユダヤ人にとって、主の神殿の更なる完

成のために、礼拝と律法の中心であり、祝

福の源と考えられる契約の箱（第一サムエ

ル 4：5、第ニサムエル 6：12）、これがどうし



ても必要とされるでしょう。再建されたイスラ

エル第三神殿には博物館に展示中のすべ

ての備品が既に用意されているのに最重

要な契約の箱だけが、そこにないのですか

ら。

ここで、再びパレスチナ問題を再燃させ、中

東和平交渉を複雑困難にしてしまう、イスラ

エル政府があえて情報公開しなかった機密

情報が考古学者で、探検家でもあるロン・ワ

イアットの契約の箱発見の報告です。一九

八二年一月にイエス傑刑の場で知られる、

崖のかたちがどくろの顔をしたゴルゴダ丘

の地表下にある二千年前のローマ時代の

地層から、岩床に三つの並行して並ぶ、十



字架の木を立ててから固定の杭が打ち込ま

れるための四角い掘り下げた十字架穴と、

すこし後ろの中央の崖面からニメートル五

〇センチ突き出した一〇センチ高くなった

岩棚にもう一つの十字架穴を発見し、イエ

ス様の墓のふたとして使われ、復活の際、

消え失せた丸く大きな封印石をも発掘した

といいます。



左右の十字架に強盗人たちが十字架につ

けられ、少し後方中央の約一〇センチ高く

なった最も目立つ場所にイエス様がつけら

れたと考えられます。木と土の文化の日本

とは異なり、石と砂の文化のイスラエルでは

深く深く掘り下げて土砂を取り去ることにより、

多くの考古学的遺産がそのまま朽ちること

なく爪あとを残していることが多くあります。

イスラエルではイエス様が十字架を背負っ

て直接歩まれた当時のビア・ドロローサの旧

道とそれに連なる旧市街地の一部も地下で

発見されて発掘が続いたこともあります。こ

の十字架を立てた穴のうち、中央のイエス

様がつけられた十字架を立てる掘り下げた

柱穴は幅、三二・五センチ×三五センチ、



深さは五八センチであり、ちょうどそこから

始まって、左真下に大きな地震の際に生じ

た深く大きな天然のさく裂があり、その約六

メートル真下の地下には小さな洞窟があり、

そこに隠されていた契約の箱を発見したと

いうのです。しかも、それがイエス様の十字

架のまっすぐ真下に位置していたのです。



世界が探している契約の箱が、エルサレム

の郊外ゴルゴダ丘の十字架の真下の洞窟

に隠されていたのです。しかし、その後、こ

の歴史的大発見がその地を支配するイスラ

ム教徒と聖都奪還を強行的にでも願う多く

のユダヤ教徒右翼派の間で対立を確実に

激化させる大変な戦争の起爆剤になること

を知ったネタニヤフ首相が中東和平実現の

政治的目的から、発掘も立ち入りも全面凍

結してしまい、現在もそのままそこに埋め戻



されてイスラエル政府当局の機密扱いのま

ま眠っているのです。現在はそこがバスの

ロータリー隣接になって岩の斜面ギリギリま

で柵で覆われています。読者で投資家のあ

なた、この土地を買いませんか？大変なお

宝が地中に眠っています！

実際、政府が一度この契約の箱発見のニュ

ースを実験的に流して第三神殿建設の可

能性を公示して反応を調べた結果、一九九

〇年一〇月八日にシオンの丘大虐殺と呼



ばれるユダヤ人とアラブ人の間に民族大暴

動を引き起こし多数の死傷者を出すという

苦い経験もありました。

これは、よく知られた観光名所のゴードンの

カルバリと呼ばれるイエス様が十字架に付

けられた場所のちょうど真上に位置する岩

棚です。当時のローマ軍の支配権誇示と政

府反逆者への見せしめ目的の処刑場とし

てここはまさに演出効果絶大などくろの面

の真下ということで人通りも多い地方を結ぶ



道ばたの群衆の最も注目されやすい目立

つ場所があえて選ばれていたのです。確か

に、丘の上で何もない空を背景に十字架が

立てられている映画や聖画のイメージが強

いですが、実際の聖書には十字架の地に

関して何もない丘の上とは一切言及されて

おらず、ただルカによる福音書二三章三三

節では『「どくろ」と呼ばれている所に来ると、

そこで彼らは、イエスと犯罪人とを十字架に

つけた。犯罪人のひとりは右に、ひとりは左

に。』と証言されており、岩肌がどくろの面の

ように削られている岩棚に沿って真下を掘り

進んだ結果、実際に十字架穴とさらに真下

の契約の箱が発見されたのです。



ロン自身が立つどくろの面の真下に位置す

る岩棚で発見された三つの加工された罪状

書きを置くための岩棚の写真です。そして

この写真を見ると十字架の上に張られた罪



状書き「ユダヤ人の王ナザレ人イエス」に対

する通常の私たちのイメージとはかなり異な

ることと思います。聖書ではルカによる福音

書二三章三八節で『「これはユダヤ人の

王。」と書いた札もイエスの頭上に掲げてあ

った。』とあり、他の福音書でも「十字架の上

に掲げた」と証言しますが、ギリシャ語の原

語ではこの「頭上」や「上」という言葉に「エ

ピ」が使われており、その意昧はこの場合文

宇どおりの「上」よりは「上方」と訳するほうが

もっとふさわしい言葉です。罪状書きはイエ

ス様お一人の十字架の上方の岩棚でしか

もこんなに大きくヘブル語、ラテン語、ギリシ

ャ語で別々に三枚も石膏で固めた大きな罪

状書きの板を使って書かれていたのです。



罪状書きとはあくまで通行人に広く目立つ

よう、見せしめ目的で書いた掲示板です。も

し一枚の紙に三カ国語の文字が書かれて

十字架の木の上に直接張ってあったので

あれば近くの人さえ字が小さくてなかなかよ

く読めません。大きく書いて人々の前で大

胆に掲げる見せしめのため、このような岩棚

に大きく加工した罪状書きのスペースが必

要だったのです。

次にこれは、さらに深く堀り進めて二千年前

のローマ時代の地表である岩地の大地にま

で到達した十字架周辺の全容をロン氏が

真横から手書きしたものです。



発掘作業の際この同じ地層の現場では、紀

元一四年から三七年までのテベリウスの治

世に使われていたローマ貨幣も一緒に発

見されています。



中でも注目は一番奥まった他の受刑者た

ちよりも約一〇センチ高くなった中央の最も

目立つ岩床のステージ上に発見された一

つの十字架穴です。この穴こそ左に向かっ

て広がる大きな天然のさく裂が入っており、

強盗人たちを前方の左右に位置してイエス

様の十字架が立てられた中央の奥まった最

も目立つ場所です。そしてこれらの現場を

真上から見下ろすように手書きしたもので

す。



遅くとも紀元七十年以降はすでに十字架刑

の執行がローマから全面廃止されたため、

使われなくなったこの場所で一世紀頃の初

代教会の信者たちが集まって、イエス様の

十字架跡地を記念に壁で囲う形で教会の

建物をここに建てて礼拝を捧げていたよう

です。太枠の囲まれた線がその建物があっ

たという遺跡の見取り図であり、正面中央の

丸いものは「あれほど大きな石」（マルコ 16：

4）と書かれた、直径四メートル一センチもあ

る一度はイエス様の墓で封印目的で使わ

れた、もともと金持ちで有力な議員ヨセフ用

に準備された、一等墓地にふさわしい通常

サイズの二倍はある大きな封印岩です。こ

れはイエス様が復活されたため必要がなく



なった空の墓から、入口のとびらとして置か

れていたものを復活の象徴として当時の信

者たちがごろごろ転がしてか、近くの十字

架のどくろの地まで運んできて確かな遺品

のように一か所に集めて納めていたようで

す。このようなことは、今でもイスラエルで二

千年前にイエス様が直接通られた跡地に

はその聖誕の地から始まってすべての場所

に、何らかの記念の意昧を持つ教会が当

時の岩肌を残した状態で建てられているこ

とを考えると同様であり、十分理解できるこ

とです。

詩篇六五篇十一節には「あなたは、その年

に、御恵みの冠をかぶらせ、あなたの通ら

れた跡にはあぶらがしたたっています。」と



書かれており、イエス様の通られた二千年

前の跡地には今日でも聖霊様の油注ぎで

教会が多く建設されています。写真は上方

に突き出た祭壇石であり、イエス様の復活と

昇天以降に初代教会の信者たちがこの前

に集まって礼拝を捧げていたのです。左端

の岩壁中央から突き出ている岩です。



有名なイエス様が葬られた墓の入り口付近

の写真ですが、その長方形の墓の入口に

は二千年前ローマ兵がとびらとして一度は

使われたはずの封印石が、今では封印の

鎖もろとも跡形なく紛失しており、これにつ

いて一体どこに移動されたのかを説明でき

る考古学者は今まで誰もいませんでした。

しかし、地中から発見された大きく丸い封印

石の直径はこの墓の入り口の外壁両側（Ａ

点とＢ点の辺り）に現在も残る封印石の置か

れていたとき付いた傷跡と大きさが完全に

一致しました。



さらにこれは中央後方のイエス様の十字架

が立てられた穴の写真であり、その穴から

広がるさく裂部分の拡大写真です。



そしてこの穴が土砂で埋まらないために使

われたと考えられる切り出して加工された石

がこの穴の栓となって入っていたのです。

ゴルゴダの丘は全体が岩山で所々、水流

で浸蝕されて天然の洞窟や狭いトンネルの



ような抜け穴が多数存在します。そこでロン

氏はこのどくろの岩山の真下にも天然の洞

窟があるのではないかと考えて、岩肌をハ

ンマーとチーゼルで砕いて無理矢理掘り進

め、やがて壁が崩れるようにして中に天然

の洞窟を発見しました。しかし、それは洞窟

と言うより迷路状に屈曲した狭い小穴のトン

ネルで、人がはいずってようやく入れるほど

であり、これら小穴のうちのどこか一つに過

去に人が来た形跡がないかを調べたので

す。



二〇人ほどのアラブ人の土方アルバイトを

雇って、ゴルゴダの丘の穴という穴をすべて

調べ続けて一九八二年一月六日午後二時、

彼はたった四五センチの隙間の小穴のトン

ネルを懐中電灯片手にはいずりながら進入

するとそこにはなぜかコブシ大の石が積ま

れており、これを片手で取り除けながら進む

と石の向こうにポカッと穴が空き、そこに天

上から五〇センチ近くまで埋まっている閉

ざされた小洞窟を発見しました。地下約一

二メートルの網の目状のトンネルの中です。

そしてその発見された小洞窟の狭い空間に

獣の皮で覆われた金の机が置かれている



のが暗闇の中、懐中電灯に照らされました。

それは聖所で使われていた備えのパンの

机と判明。さらにこの閉ざされた空間の中に

契約の箱が隠されていたのです。契約の箱

は古代に物を保存するためによく使われた

長方型の薄い石棺にすべてすっぽり収めら

れており、その石棺の平らな上ふたは二つ

に割れており、割れたうちの小さい方が横

にずれてそこに開かれた隙間ができており、

小洞窟内の天上部のひび割れた裂け目に

も、真下に位置するその割れた石棺の開か

れたふたの上にも、中にも、黒く固まった血

がついていました。実に契約の箱は十字架

の立てられたその現場のちょうど真下六メ



ートルに位置していたのです。その見取り

図です。

説明によると長いさおを付けたポラロイドカ

メラと三五ミリカメラとビデオカメラという三種

類の写真撮影が行なわれても契約の箱は

いつも神秘的ベールに覆われていて、もや

のような金色の霧ばかりが前面に写されて



ぼやかされてしまい、その時、ロン氏は撮影

をしないことが神様のみ心であると確信した

ため写真はこれだけとのことでした。聖書で

も契約の箱にはシェキーナと呼ばれる神様

のご臨在を象徴する栄光の輝く雲が霧のよ

うにかかっていました。

イエス様の十字架が立てられた深さ五八

センチの穴とそこから広がる天然のさく裂に



ついてですが、マタイによる福音書二七章

五一節によると、イエス様が十字架の上で

息を引き取られた際、「すると見よ。神殿の

幕が上から下まで真二つに裂けた。そして

地が揺れ、岩が裂けた。」と証言されていま

す。すなわち、この岩が裂けるほどマグニチ

ュードの高い大地震が神様によって起こさ

れたため、その時、その力で十字架の真下

に巨大なさく裂が入ったと考えられ、この大

きなさく裂のゆえにもイエス様を最後の死刑

囚に、どくろの死刑場の十字架穴はローマ

軍によって以後どの死刑囚にも絶対使うこ

となく廃止されました。では、他にどんな目

的があって大地震が引き起こされたのでし

ょうか。目的があったのです。十字架のちょ



うど真下の小洞窟に隠されていた契約の箱

の空間にまで真っ直ぐさく裂が走り、ほふら

れた神の小羊イエス様ご自身が流された十

字架の血潮を直接、注ぐためだったので

す！

旧約の律法ではあがないの礼拝の時、ほ

ふられたいけにえの血はいつも祭壇上だけ

でなく祭壇の下の土台にも注がなければな

らないという不思議な定めがありました（レビ

4：18、25、34）。

レビ 4:18 「彼は、その血を会見の天幕の中

にある主の前の祭壇の角に塗らなければな

らない。彼はその血の全部を、会見の天幕



の入口にある全焼のいけにえの祭壇の土

台に注がなければならない。」

ここにその律法が書かれたことの本当の目

的があります。十字架という祭壇上流れ出

た大量の血潮は流れとなり、その土台であ

る十字架の立てられた足もとのたて穴の下

の土台にまで流れ落ち、ゴルゴダの地を赤

く染める必要があったのです。実にイエス

様から流れ出たあがないの血潮は十字架と

いう木の祭壇の上に注がれただけでなく、

律法の定めどおり下の土台にまで流れ伝わ

って注がれ、足元に集まってこれが大地震

の際、生じた大地のさく裂に従って下へ下

へ真下に眠る契約の箱にまで直接流れ落

ちました。



さらには契約の箱を収めた石棺の上ふたさ

えも大地震の力はみごとに裂いて開かれた

状態になり、その隙間からイエスの血潮は

見事に石棺内部の契約の箱にまで直接注

がれていたのです。父なる神様の歴史を超

越した綿密で完璧な御計画がここに成就さ

れたのです。

「アロンは民のための罪のためのいけにえ

のやぎをほふり、その血を垂れ幕の内側に

持ってはいり、あの雄牛の血にしたようにこ

の血にもして、それを「贖いのふた」の上と

「贖いのふた」の前に振りかける。」（レビ記

16：15）



旧約時代は暗い至聖所内で動物の血が契

約の箱のあがないのふたの上と前に振りか

けられましたが、新約時代は暗い地下の小

洞窟内でイエス様の血潮が契約の箱のあ

がないのふたの上と前に振りかけられたの

です。事実この発見された契約の箱の上に

は、十字架穴から左に広がる岩盤のさく裂

づたいに真っ直ぐ流れ落ちた血の注ぎがそ

のまま黒く固まって張りついていたのです。

しかも、その二千年前の乾いた血をアメリカ

のクリスチャン医療施設の研究所にサンプ

ルとして持ち帰り、塩化溶液に三日間浸し

て水和しなおしてから電子顕微鏡でＤＮＡ

鑑定すると、この血は間違いなく一人の人



間の男性の血であることが判明されたので

す！

人間の血液のＤＮＡは長期間持ちこたえる

大変丈夫な物質であり、二千年前の血が今

日まで持ちこたえたという事例は他にもあり

ます。二千年前のイエス様の時代よりも、も

っと昔に造られたエジプトのツタンカーメン

やパロのミイラなどでも今日、その体内で固

まった古い血液中からＤＮＡ遺伝子パター

ンを読み取って彼らの埋葬時期や血縁関

係なども明確に特定されております。

また、古代マヤ文明時代の古器物セルトは

ヒスイ石を彫って作った石おのか、やじりの

ような道具であり、偶像目的でも使われてい



ましたが、発見当時から血が付着した状態

だったため、炭素一四測定法でこの血を分

析した結果、これが人の血であったことや

古器物の使用されていた正確な年代等も

特定されました。

今日、世界で最もまれな血液型として知ら

れているのは一九六一年に米国マサチュ

ーセッツ州に往むＲＨプラスとマイナスの兄

妹から確認されたボンベイ型のｈ‐ｈ亜型で

あり、ギネスブックに申請されましたが、一

九八二年に衝撃発見された未公開の契約

の箱に注がれていたこの血はＤＮＡ鑑定の

結果さらにたぐいまれなる世界で唯一の血

であることが判明したのです。



写真のロン・ワイアット博物館は個人の家を

改造したようなレベルで小さいですが、十

字架の穴が普段使わない時に土砂進入で

詰まらないようローマ兵によって加工して使

用していたと思われる十字架穴専用の栓と

なる長方体の石が展示されています。

発掘が全面凍結される以前、ロン氏による

これら一連の発見があまりにも信じがたい

話であったため、その主張に反論しようと独



自の発掘隊を組んでどくろの地を追跡調査

したオーストラリアの探検家、考古学者であ

るジョナサン・グレイによると、ロン氏の発見

は皮肉にも徹底的に発掘現場に足を運ん

で調査するほどに、現われる証拠に圧倒さ

れ、ついには確かに信頼できる事実である

という結論に達し、その詳細な追跡調査に

よると医療施設に持ち帰った通常ならば父

親から二三個、母親から二三個、合計四六

個の染色体を持って産まれるはずの人間

の血液が、この血に限って二四個しか染色

体を持たない男性の血であり、母親からの

染色体しか持たない、科学用語でいう「半

数体」の血液であり、それは部分的処女生

殖によって生まれた人間の血液であると判



明しています。部分的処女生殖とは、医学

界で理論的には一般に認められている現

象であり、母胎となる処女の卵巣付近に存

在するＹ遺伝子が卵子と結合して、処女が

ＸＹ遺伝子を含む胎児を出産できるという

考え方ですが、世界で唯一イエス様だけが、

聖霊様によりて処女マリヤから生まれた御

方として、このような特別なＤＮＡを持つ奇

蹟の人だったということです。



一方、ロン・ワイアットの後継者団体ＷＡＲ

が発表したイエス様の血潮の公開写真とそ

の報告によると、契約の箱の上から採取さ

れた証拠の血潮を微生体をもとらえることの

できる特別なマイクロスコープを使って見る

とそこには確かな「動き」があったことを科学

的に証明しています。なんと！イエス様の

二千年前の血潮が今も生きているというの

です！



私もイエスの血潮と言われる再水和血液サ

ンプルの生粒子を超マイクロスコープ暗映

像で映した映像までは観ましたが、そこに

は無数の生きて四方八方に素早く動き回る

血の粒子が映像化されておりました。これら

の「生きている血の粒子」とは通常の光マイ

クロスコープでは小さ過ぎて見えませんが

実在し、科学者たちによって発見され「不滅

である。」と述べられているものです。難しい

話になりますが、この「不滅の血」の粒子と

はフランスの科学者ガストン・ナエサンスに

より「ソマタイズ」（意味は創造体）と名付けら

れ、一〇ミクロンにも満たないサイズで様々

なものを含み、ミクロザイムス等から構成さ

れマイコプラズマ血液の液体部分のようなも



のです。そしてこの生きて動いているイエス

様の「不滅の血」について科学者クリストフ

ァー・バードはこう分析します。

「これら生きている粒子は遺伝物質を含ん

でいる事が科学者たち関係者によってさえ

理解され発見されている。それは本質的に

は形態を変える事があるポリモーフィックだ

と解っているが、超高温度や激しい毒性の

科学物質そのうえ核放射熱さえにも影響さ

れない事が解った。彼らはこれを超ミクロ微

生物細胞代生体であり、再生する実体であ

ると説明しており、多くの科学者が信じてい

るのは、これがＤＮＡの先がけで地球上の

生き物の基盤だということです！」



ＷＡＲ所長のリチャード・ライブスはこの微

生体粒子の存在に注目し、尿培養におい

て通常では分割増殖するところのバクテリ

アがないと突然どこからかバクテリア細胞が

現われてくることを発見し、バクテリアの様

な形に成長する事ができる代細胞パーツの

存在について調査、結果これら微生体が尿

サンプルの中で完全に存在し、バクテリア

が存在しないときにもバクテリアの様な形に

成長して実在し、これらの粒子はどんな再

水和血液にも現われることを発見しました。

このような訳でイエスの血潮の生きた動きと

は単なる混入した雑細菌繁殖ではなく、本

当に生きた不滅の血の粒子そのものだった

のです！



「すべての肉のいのちは、その血が、その

いのちそのものである。」（レビ記 17：14）

「それで後のことを予見して、キリストの復活

について、「彼はハデスに捨てて置かれず、

その肉体は朽ち果てない。」と語ったので

す。」（使徒 2：31）

「永遠の契約の血による羊の大牧者、私た

ちの主イエス。」（ヘブル 13：20）

では、十字架の真下、さく裂下約六メートル

下方にまでも届くことのできる大量の出血と

は一体どこから流れ出たのでしょうか。イエ

ス様の手足から流れ出た血潮だけで充分



だったのでしょうか。その解答がここにあっ

たのです。

イエス様のわき腹から流れ出た血潮です！

イエス様がゲッセマネの園で血潮の汗を流

して祈られた死の苦難から始まり、精神的

に疲労困憊され、圧迫された心臓が、やが

て十字架上で破裂し、その後、ローマ兵に

よりわき腹に槍を剌されて流れ出た、その

時の流血があまりにも大量だったのです。

人間の心臓は総延長九万六〇〇〇キロに

もおよぶ全身の血管が一生の間つまらない

ように絶えず流し続ける強カポンプのような

器官ですが、そのすべては意外に不釣合

いなほど繊細で貧弱な交感神経と副交感



神経によって支配されており、これらの神経

が脳や全身からのメッセージを受けて心臓

のぺースと強さをコントロールする司令塔と

なっています。そのため、大脳で生み出さ

れた人の心とは、そのままこれらの神経を

通って心臓に直接伝えられることから、心臓

とは心を映し出す鏡とも言われます。よく臓

器移植後、ドナーの記憶や行動が患者に

移転すると言う報告は事実であり、心臓に

心の神経が残っている証拠です。そして人

間の体内では最大の大動脈と最大の下大

静脈のいずれもが心臓に集中しており、心

臓の収縮によって肺動脈や大動脈へ送り

出される血液量は一分間で安静時の成人

で五～六リットルもあり、激しい緊張や運動



時には心拍数も上がり二〇〇回に達すると

毎分一六リットル以上にもなり、人間の体内

血液のほとんどは脳と心臓に集中し、この

血液の供給が何時間かストップするならば

死のダメージをそのまま受けることにもなり

ます。

通常、人の血液の量は体重の約一三分の

一であり、仮に体重が八〇キロなら約六・一

五リットルです。そのうち、イエス様のように

激しい心の痛みが直接原因して、粉々に割

られた鏡のように神経を取り巻く心臓を破裂

させた場合は、そこから流れ出る出血量は

一からニリットルもの血が赤く見えるどろどろ

した赤血と水のように見える透明な血清とに、



時間とともに分離してわき腹の辺りにある心

臓下部の周りの膜の内側にたまるといいま

す。

「兵士のうちのひとりがイエスのわき腹を槍

で突き剌した。すると、ただちに血と水が出

て来た。」（ヨハネ 19：34）

このわき腹から流れ出た血と水こそ、イエス

様の死因が十字架の釘打ちや暴力による

外傷的ショックや出血多量あるいは呼吸困

難によるものではなく、筋肉の中でも強力な

心臓の壁が極度の精神的苦痛に耐えきれ

ずに破裂したという人として最も痛い過酷な

死をとげたことを物語っています。聖であり

純粋なイエス様の御心の痛みがそのまま心

臓の痛みとなり、肥大して破裂したのです。



そしてこの大量の血潮と極度の緊張状態で

全身から心臓に集中していたすべてのイエ

ス様の血潮が死後、ローマ兵のするどく長

い槍によってわき腹から突き上げてつらぬ

かれたため、大地震で真下の大地が裂け

て現われた契約の箱のあがないのふたにま

で注がれ出る大量な流れとなったのです。

私はイエス様のわき腹から流れ出た血潮

が岩のきれつにそって六メートル真下まで

充分届くほどの分量なのかこれを実験して

みました。近所で径しい変なおじさんになる

といけないから、人気のない夜中の三時ご

ろマンションの凹凸がある壁ずたいを選ん

でペットボトルで一リットルの水を壁に付け



ながら徐々に約六メートルある三階の高さ

から放水しました。すると水は広がりを見せ

ながらも自然と落ちて行き、確かに１階の六

メートル真下まで充分届く量であることがわ

ずか一リットルでも確認できました。ましてや

イエス様の十字架上流され続けた大量の血

潮は契約の箱まで注がれて、あまりある量

だったと確信します。それだけでなく、契約

の箱のさらに真下に眠るアダムの骨にまで

注がれたのではないでしょうか！

ここでイエス様の血潮の大量の流れと、そ

の御力を静かに考え、かつての預言者カタ

リナ・エンメリックの預言のとおり、契約の箱

の真下にアダムの骨が眠っていると考えて

見ましょう。



すると熱い感動が心に走ります。それは実

に長い歴史を超越した偉大な神の摂理の

中で、「最後のアダムなるイエス」の脇腹か

らだけでも一からニリットル、額と手足、背中

をも加えるとそれ以上に大量に注がれたす

べての血潮が、十字架の真下に眠る人類

の祖、「最初の罪人アダム」にまでも十分注

がれ落ちたからです…。確かにイエス様の

聖なる血潮は、神学的にも実際的にも全人

類の原罪の根源にまでさかのぼって、ことご

とく根本から洗い清めた永遠の救いの力だ

ったのです。ハレルヤ！

神様の摂理はあまりに偉大で、驚嘆するば

かりです。そして契約の箱はモーセの時代



に製作された際、主の命令により大量に用

いた純金製であったため（出エジプト 25：10

～22）、非常に強固であり、朽ちることもなく、

人の容易に入れない未知の洞窟内、完全

な状態のまま保存され、そこに注がれたイ

エス様の血潮も、暗い洞窟内の適度な気温

と湿度により、腐れ果てることなく二千年間

もちこたえて契約の箱にそのまま黒くはりつ

いたままだったのです。

契約の箱は輝く純金でおおわれています

（出エジプト37章）。神様があえて契約の箱

を沢山の純金で作らせた本当の理由は、

当時の神様の偉大な栄光に加え、数千年

先の後の時代になっても朽ち果てることなく、



やがて注がれるはずのイエス様の純金より

も尊い血潮をそのまま受けて保存して証し

することのできる唯一の朽ちない受け皿とな

るためだったのかもしれません。

やがてＤＮＡ鑑定技術がさらに飛躍的向上

した世の終わりの一番ふさわしいころ、多く

の人々の預言するとおり契約の箱が再び出

現し、今度こそ全世界の注目を浴びること

になるでしょう。ある人々の視点は値段がつ

けられないほど高価な遺物、その純金の物

質的資産価値と巧みなケルビム天使たちの

装飾による芸術性に目を見張ることでしょう。

しかし、私たちが最も大きく目を見張るのは

輝く黄金以上に尊く価値があり、巧みな純



金製の最高傑作品を受け皿にしてもまだ足

りない、そこに黒くはり付いている栄光のイ

エス様の十字架の血潮の霊的資産価値に

視線が釘づけとなるのです。

契約の箱からとった血液についてロンワイ

アットの証言

イスラエル国内の信頼のできる研究所にサ

ンプルを持ち込み、その血液を還元してか

ら体温と同じ温度にして72時間ゆっくり回し

続けたさまざまなテストの結果、人間の血液

であることは間違いないことが判明した次に

そこから白血球を取り出して、成長媒質に

入れてから体温と同じ温度で48時間保つよ



うに検査官に頼むと、「これは死んだ血液な

ので、そんなことをしても意味がない」と言

われました。「それでもいいからやって頂け

ますか？」と言ったら「ではやりましょう。」と

のことでした。こうして顕微鏡等を使って検

査開始。しかし検査官が別の技術者を呼ん

だり、上司を呼んだり、ベブライ語でいろい

ろ話していました。それから私に向かって

「ワイアットさん、この血液には染色体が24

個しかありません。」と言うのです。人の染

色体は全部で46個です。父親から23個、母

親から23個。父親から22個の常染色体、母

親から22個の常染色体。母親からＸ染色

体。父親からＸかＹどちらかの性染色体を

受け継ぎます。この血液には、母親からの



23個の染色体と1個のＹ染色体がありまし

た。母親からの常染色体がなければ、この

人は発育できなかったはずです。ですか

ら、すべての身体的特徴は母親側からの遺

伝情報によって決定されました。男性という

性は、そのひとつのＹ。人間の男性から来

たものではない、性染色体によって決定さ

れたのです。

検査官：「この血液は生きています。いった

い誰のものですか？」

ロン氏：「これは救い主の血です。」と言いま

した！

https://ameblo.jp/bona-kab/image-12340123944-14101294254.html


人間の血潮のＤＮＡは、大変丈夫であり、

冷凍や洞窟のような特定条件の下では永

遠に保存でき、超高温や激しい毒性の科

学物質や核放射熱に当たっても破壊され

にくい非常に強固な構造をしているように、

イエス様の血潮は今日も迫害をものともせ

ずに乗り越えて、力強く生きて働きかけ、私

たちに十字架のあがないの真実を語り続け

る、永遠に変わらない確かな現実証拠です。

「あかしするものが三つあります。御霊と水と

血です。この三つが一つとなるのです。」

（第一ヨハネ 5：8）

では今から先、一体いつ、どのようにして契

約の箱とイエス様の血潮は全世界に再び

現わされるのでしょうか？これはあくまで推



測です。もともと、ゴルゴダの丘自体も地表

に現われていなかったものがエン・メリック

の預言によると、ノアの大洪水後、全地から

水を引くために起きた山が上がり谷が沈む

地殻大変動の地震が起きた（詩篇 104：5～

9）その時から人手によらず現われた丘であ

ると言います。

また、ノアの箱舟にしても、もともと地表に現

われていなかったものが、一九四八年のア

ララテ山脈一部の地震の際、埋もれていた

地中から人手によらず隆起して現われたも

のです。箱船はある意昧で主との間、一つ

の船形の契約の箱とも言えますが、これが

終末期の今、再び世界に地中から地震の



力で現われたことは、将来を示す預言的な

出来事かもしれません。

ダニエル書二章四五節では、やがて来られ

るイエス様の空中再臨を「人手によらず山

から切り出された一つの石」と表現されてい

ますが、主に関わる神聖な出来事は、いつ

も人手によらず神様より直接現わされるの

かもしれません。

そう考えるとエゼキエル書三八章一九、二

〇節では世の終わりの七年患難時代の幕

開けロシアのイスラエル侵攻のその日、第

三次世界大戦と共に全世界の注目を浴び

るイスラエルの地には山々がくつがえり、が

けは落ち、すべての城壁は地に倒れる程の

大地震が起きると聖書預言されていますが、



この大地震の力こそ現在埋もれたままの契

約の箱を隆起させて人手によらず、地表と

全世界に現わす神様の手段ではないでし

ょうか…？

エゼ 38:18-20「ゴグがイスラエルの地を攻

めるその日、神である主の御告げ。わたし

は怒りを燃え上がらせる。わたしは、ねたみ

と激しい怒りの火を吹きつけて言う。その日

には必ずイスラエルの地に大きな地震が起

こる。海の魚も、空の鳥も、野の獣も、地面

をはうすべてのものも、地上のすべての人

間も、わたしの前で震え上がり、山々はくつ

がえり、がけは落ち、すべての城壁は地に

倒れる。」



もし、この時、契約の箱が公に出現すれば、

第三神殿の建築は早急かつ確実なものと

なるでしょう（エゼキエル四〇章）。あるいは

この時の大地震以外、可能性として七年患

難時代末期に預言された最強の地震（黙

示録 16：18）、他にイエス様と私たち携挙さ

れたクリスチャンが共に地上再臨し、オリー

ブ山が二つに裂けるその時の地震（ゼカリ

ヤ 14：45）により契約の箱が世界に出現す

る可能性もあるでしょう。

やがて大発見された契約の箱とそこに注が

れたイエス様の血潮が、犯罪捜査や血縁鑑

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%8A%AF%E7%BD%AA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8D%9C%E6%9F%BB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A1%80%E7%B8%81


定に利用される個人識別鑑定される時、そ

の驚愕結果ゆえに世界は驚き告白します。

「これはイエス様の血潮！正真正銘ユダ族

の純血！これは！日本の皇室、天皇と同族

の血である！あの莫大な石油と天然ガス、

地下資源の数々が眠るイスラエル国土は古

代日本人のものだった！」

現在は反日の国もありますが、その日が来

ると状況が一変すると創世記に書かれた預

言がついに実現します。もっとも、その頃に

は天国に入る私たちですから、地上のこと

は重要でなくなりますが…。日本に国々の

民が従うのです。



創 49:10 「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。」

旧約時代、一年に一度のあがないの礼拝

の日に、大祭司は午前九時から始まって明

るい太陽の下で洗盤で自らを清めて、祭壇

上のいけにえをほふり、その周りに血を注ぎ

ました。ここまで少なくとも三時間はかかり、

やがてこれが終わると次に残りの血を器の

中に入れて手にし、さらに奥深い至聖所へ

と入って行きます。「チャリン。チャリン。チャ

リン」外の大庭では大祭司の歩くごとに飾り

の鈴の音が鳴り響き、祈りながら大祭司を

待つイスラエルの民の間にこだまします。今



思い出しましたが、神社に宮詣に行く和服

姿の女性の硬い草履のような履物に鈴が

挿入されたものが伝統的にありますね。日

本人はユダヤの末裔です。

大祭司は聖所そして至聖所へ、そこは本来

真っ暗な光のない場所であり、最も聖なる

場として大祭司の務めはさらにここでも厳粛

に三時間はかかりました。こうして、大祭司

が契約の箱のあがないのふたに血を注ぎ

終わり、一切のあがない礼拝を終えると使

命が今年も無事に果たされたことを確信し

て再び民の待つ明るい大庭へ戻っていきま

す。

イスラエルの会衆の前に無事戻れた大祭

司はそこで大胆に宣言します。



「テテレスタイ（完了した）」これにより民はい

けにえの血が神様に受け入れられ、今年も

罪赦されたことを確信し、あがないの礼拝が

完了します。

ちょうどこれと同じことが十字架でも起きまし

た。イエス様はご自身が神の小羊として十

字架の祭壇でほふられて、血潮を流された

お方であり、午前九時からの三時間は明る

い太陽の下で十字架にかけられ、昼の十

二時から息を引き取る午後三時まで最後の

三時間は、驚くことに光なき至聖所の真っ

暗闇のように、太陽が日食状態で光を失な

い、全地が暗闇に包まれました。



「そのとき、すでに十二時ごろになっていた

が、全地が暗くなって、三時まで続いた。太

陽は光を失っていた。また神殿の幕は真二

つに裂けた。」（ルカ 23：44、45）

これは世界がイエス様を捧げるための神聖

なる至聖所と同じ環境になるため太陽は光

を失ったのです。主の御前、全世界が暗い

至聖所となったのです。そのため赤くなめし

た雄羊の皮や赤くなめしたジュゴンの皮な

どに完全に覆われた真っ暗な至聖所内（出

エジプト 26：14）で契約の箱に血が注がれ

る時、超自然的に明るい神様の栄光の臨

在の雲が現われてそこに満ちたように、今

は、雄羊やジュゴンの赤い皮のような赤いイ

エスの血潮をあがめて、その血潮に覆われ



た時、その環境こそ神様の至聖所となって

その臨在、聖霊様が全世界のどこでも下る

ことができる明るい新時代と変えられたので

す。

このような目的で暗闇が世界を覆ったので

したが、あがないの犠牲はあまりにも大きく

全地はあたかも父なる神様が御子なるイエ

ス様のお苦しみを見るのに絶えかねて、目

をつぶられたかのようでした。すべての被造

物は御子の死により、喪に服し、色を失った

かのようです。こうして全地は真っ暗な光な

き至聖所となって全世界という至聖所の只

中、世界の中心に立てられた十字架からあ



がないの務めが成し遂げられ、最後にイエ

ス様は叫ばれました。

「テテレスタイ（完了した）」

こうして息を引き取られるや否や、聖所と至

聖所を仕切る七・五センチもある神殿の垂

れ幕は人手による下から上ではなく、超自

然的に上から下まで見事に引き裂かれたの

です。それはちょうど、イエス様の御体が人

手によらず、天の父なる神様の御心で引き

裂かれたようにです。そしてこのように息を

引き取られたイエス様のわき腹から流れ出

た血潮と水はあがないの血潮と実にひとり

子さえも与えるほど私たちを愛された父なる

神様の涙でもあったかのようでした。



今は、すでにイエス様の血潮が契約の箱に

注がれ、父なる神様に受け入れられた証拠

の聖霊様も暗い全世界に注がれた希望の

時代です。暗い至聖所内で大祭司が聞い

たイスラエルの民へのおごそかな御声のよ

うに、注がれたイエス様の血潮に答え、まこ

との至聖所なる天国の父なる神様の御座か

らも大きなみ声が全世界に響いております。

「大きな声が御座を出て、聖所の中から出

てきて、『事は成就した。』と言った。すると、

いなずまと声と雷鳴があり、大きな地震があ

った。」（黙示録 16：17）

十字架で肉体という垂れ幕を裂いて血潮を

流し「テテレスタイ「完了した」と叫ばれたイ

エス様の死と復活に答えて、今や天上では



正義の裁きがこの乱れた世界に対して始ま

ろうとしています。

「島はすべて逃げ去り、山々は見えなくなっ

た。」（黙示録 16：20）

日本列島という「島」も例外なく消え去る最

後の日、第一の死、第二の死という地獄の

裁きが現実化します。しかし、聖書では全く

同じイエス様の注がれた血潮のゆえに、もう

一つの別なメッセージも同じ父の御座から

大きなみ声として全世界に響いております。

「そのとき私は、御座から出る大きな声がこ

う言うのを聞いた。『見よ。神の幕屋が人とと

もにある。神は彼らとともに住み、彼らはそ

の民となる。また、神ご自身が彼らとともに



おられて、彼らの目の涙をすっかりぬぐい

取ってくださる。もはや死もなく、悲しみ、叫

び、苦しみもない。なぜなら、以前のものが、

もはや過ぎ去ったからである。」（黙示録

21：3-4）

これは父なる神様と和解し、神様の子供と

なり、天国へ入る新しい生ける道、復活のイ

エス様を信じる命の道です。ここに預言され

た来たるべき天国で父なる神様ご自身が直

接、「彼らの目の涙をすっかりぬぐいとってく

ださる。」という「彼ら」の中には、将来天国

に入る私たちだけでなく、将来のイエス様ご

自身も含まれているのです。イエス様は今、

この罪に乱れた矛盾多い世界を見て、天国



で涙されています。しかし、最後の審判以

降は父なる神様の御手によってイエス様も

私たちも目の涙が永遠に取り去られて天国

の喜びに打たれるのです。イエス様はかつ

て聖餐式を永遠の記念に定めて弟子たち

の前で誓願されました。

「みな、この杯から飲みなさい。これは、わた

しの契約の血です。罪を赦すために多くの

人のために流されるものです。ただ、言って

おきます。わたしの父の御国で、あなたがた

と新しく飲むその日までは、わたしはもはや、

ぶどうの実で造った物を飲むことはありませ

ん。」（マタイ 26：27～29）



ぶどう酒は喜びを象徴します。イエス様はこ

の世の有様を見て今は喜ぶことを選ばず、

むしろ父なる神様の御前で涙を流して真剣

にとりなし祈っておられます。愛するあなた

のために！

「わたしの父の御国で、あなたがたと新しく

飲むその日までは」

すなわちあなたがイエス様を信じて天国に

入るその日までは、涙で祈ります。

御座におられる父なる神様の叫ぶ大きな二

つの御声、それは地獄の裁きか天国の祝

福、二つに一つです。今は右に座す、真の

大祭司としてぶどう酒の喜びではなく、残さ

れた私たちの救いのために目から涙を流し

ながら本気でとりなし祈るイエス様の切実な



る願い、それはたった一つの思い、父なる

神様と同じ聖霊様と同じ思いです。

それは「地の果てのすべてのものよ。わたし

を仰ぎ見て救われよ。わたしが神である。他

にはいない」（イザヤ 45：22）。

全世界がイエス様の十字架を仰ぎ見て、そ

の流された契約の血潮によりて救われるこ

とです。和解の道、命の道、天国の道です。

これを選択して右にも左にもそれないで主

イエス・キリストの道だけを進むことです。

「忠実な証人、死者の中から最初によみが

えられた方、地上の王たちの支配者である

イエス・キリストから、恵みと平安が、あなた

がたにあるように。イエス・キリストは私たち



を愛して、その血によって私たちを罪から解

き放ち、また、私たちを王国とし、ご自分の

父である神のために祭司としてくださった方

である。キリストに栄光と力とが、とこしえに

あるように。アーメン。」（黙示録 1：5、6）

ＰＳ．イスラエルにどのくらい莫大な地下資

源があるかについての補足説明。

その始まりは聖書のこの御言葉でした。

出 2:1－3「さて、レビの家のひとりの人がレ

ビ人の娘をめとった。女はみごもって、男の

子を産んだが、そのかわいいのを見て、三



か月の間その子を隠しておいた。しかしもう

隠しきれなくなったので、パピルス製のかご

を手に入れ、それに瀝青と樹脂とを塗って、

その子を中に入れ、ナイルの岸の葦の茂み

の中に置いた。」

モーセ誕生です。古代エジプトでへブル人

に対する人口削減計画が実行されたとき、

母は信仰で幼子モーセをパピルス製のか

ごに入れて救いました。この聖書記述によ

ると、かごには防水加工に「瀝青と樹脂」が

塗られていました。ある会社の重役がこの

聖書箇所を読んで驚きました。「古代エジプ

トではナイル川流域に油田があった！」な

ぜなら「瀝青」は英語でピッチ（pitch）です



が、それは石油の「原油」を意味する言葉

です。

別訳では「アスファルト」ですが、石油から

の蒸留残留物であり、古代には壁面のつぎ

目に使用した液体です。重役はギリシャ語

で asphalton ということばを見て、古代エジ

プトの地下には油田があったことを確信しま

した。早速、掘削するためにエジプト政府の

許可を求め、友人に出資を求めました。し

かし、会社も友人も猛反対。なぜなら当時、

常識ではエジプトに石油はないと考えられ

ていたからです。しかし、重役は聖書を信じ

て無理に押して地質学者であるチャール

ズ・ウィットショット一行の調査団をエジプト

現地へと派遣しました。その後、彼はモー



セの母親がパピルス製のかごを作ったと推

測される場所で試掘し、油田探査に着手し

た結果、石油層を掘り当てて大規模な油田

を発見しました。こうして大財閥になったの

が、スタンダードオイル石油会社なのです。

そのような訳で人々は今や宝の地図である

ことを知った真実の書、聖書から、第二の

お宝発見になる啓示の言葉を探し求めまし

た。そこで新たに注目された記述が「イスラ

エルにも油田がある」という創世記４９章の

聖書預言でした。

近年、イスラエル国内で相次ぐガス田や油

田の発見は埋蔵量が莫大です。ガス田で



は、リバイアサン天然ガス田でガス埋蔵量

が21兆9,300億立方フィート発見！タマー

ルガス田の天然ガス埋蔵量が10兆8000億

立方フィート発見！

米エネルギー情報局のデータでは、イスラ

エル全体の天然ガス埋蔵量は35兆立方フ

ィート！これらはイスラエルの天然ガス年間

消費量の200年分以上にあたる埋蔵量との

こと！さらに原油ですが、ロシュハアインで

見つかった油田は埋蔵量15億～30億バレ

ル！イスラエルの年間消費量の18年～36

年分。

アメリカのクリスチャンテレビ番組の「プロフ

ェスィー・イン・ザ・ニュース」によると、イスラ



エルが自国の領海内の地中海に大油田か

大ガス田を発見！

この大発見ニュースをメディアは伝えていま

せんが、間違いなくイスラエルは地中海に

発見したとのこと。実はこの発見は、かねて

より聖書情報を知る人々に認識され、待望

されていた聖書預言の実現でした。

創世記４９章２２－２５節「ヨセフは実を結ぶ

若枝、泉のほとりの実を結ぶ若枝、その枝

は垣を越える。弓を射る者は彼を激しく攻

め、彼を射て、悩ました。しかし、彼の弓は

たるむことなく、彼の腕はすばやい。これは

ヤコブの全能者の手により、それはイスラエ

ルの岩なる牧者による。あなたを助けようと



されるあなたの父の神により、また、あなた

を祝福しようとされる全能者によって。その

祝福は上よりの天の祝福、下に横たわる大

いなる水の祝福、乳房と胎の祝福。」

ここで「下に横たわる大いなる水の祝福、乳

房と胎の祝福」と表現された御言葉が「地下

に横たわる大油田や大ガス田」を意味しま

す！「下」というヘブル語「カハット」は「地中

の深部」です。実際に「地中の深部」に横た

わる大油田か大ガス田が発見された現場

は、イスラエル１２部族のうちのアシェル族と

ヨセフの息子から出たマナセ族の相続地沿

岸（ヨシュア記 19、17 章）です。

聖書はアシェルについても意味深な預言を



していました。

申命記３３章２４－２５節「アシェルについて

言った。「アシェルは子らの中で、最も祝福

されている。その兄弟たちに愛され、その足

を、油の中に浸すようになれ。あなたのかん

ぬきが、鉄と青銅であり、あなたの力が、あ

なたの生きるかぎり続くように。」

「その足を、油の中に浸す」とは、油田がア

シェルの相続地にあることを預言しており、

「あなたのかんぬきが、鉄と青銅」の預言の

意味は、現代の海底油田掘削に使う「ビッ

ト」を差します。海底下の地層掘削の際、資

源探査船を海上停泊させて、そこから真下



にドリルパイプの先端に「ビット」という特殊

な切削ツールを取り付けて、回転させなが

ら掘り進めます。その「ビット」が「鉄と青銅」

で出来た「あなたのかんぬき」であると聖書

は言います。

閂「かんぬき」とは、象形文字の漢字そのま

まで、左右の門の扉に通す建具で、開かな

い様にする横棒の長い金物や木材です。

「かんぬき」を抜けば扉は開き、差し込むと

開けられません。聖書通り回転する切削ツ

ールの「ビット」ドリルから放水しながら真下

に真下に掘削して油田の扉を開いたと言う

ことです！

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BB%BA%E5%85%B7


ドリル先端に付ける「ビット」は天然温泉に

展示されていることがあります。

イスラエル領内の油田資源は莫大です。し



かし、油田に国境はなくイスラエルの地下

でレバノン領にも入り込んでいます。掘削権

を巡っては、隣国レバノンとの間、一触即発

のヒズボラ戦争の火種になりかねない大変

な爆薬庫でもあります。近い将来、油田を

はじめ、イスラエル死海に眠る鉱物資源を

狙ったロシア連合国が軍事侵攻する第三

次世界大戦勃発を聖書は預言します。

ロシアの空軍編隊による軍事侵攻の目的が

このような地下資源強奪なのです。

エゼキエル38:9－11「あなた（ロシア）は、あ

らしのように攻め上り、あなたと、あなたの全

部隊、それに、あなたにつく多くの国々の

民は、地をおおう雲のようになる。神である



主はこう仰せられる。その日には、あなたの

心にさまざまな思いが浮かぶ。あなたは悪

巧みを設け、こう言おう。『私は城壁のない

町々の国（イスラエル）に攻め上り、安心し

て住んでいる平和な国に侵入しよう。彼らは

みな、城壁もかんぬきも門もない所に住ん

でいる。』」

しかし、本当の利権国は日本なのですよ！

イザ 45:1－3「主は、油そそがれた者クロス

に、こう仰せられた。「わたしは彼の右手を

握り、彼の前に諸国を下らせ、王たちの腰

の帯を解き、彼の前にとびらを開いて、その

門を閉じさせないようにする。わたしはあな



たの前に進んで、険しい地を平らにし、青

銅のとびらを打ち砕き、鉄のかんぬきをへし

折る。わたしは秘められている財宝と、ひそ

かな所の隠された宝をあなたに与える。そ

れは、わたしが主であり、あなたの名を呼ぶ

者、イスラエルの神であることをあなたが知

るためだ。」

本誌読者に特別開示する第三の原油のあ

りか！

スタンダードオイル社がエジプトナイル川近

郊に聖書の記述から原油ありかを特定して

大発見したように、次に聖書の記述からイス



ラエル国内に原油ありかを特定して原油か

ガス田を大発見したように、私は第三の原

油ありかを大発見してしまいました。これは

たまたま私が牧師として様々なメッセージを

しているうちに気付いた大発見ですが、個

人的には現地入りしてボーリングする資金

も時間もありませんので、読者の皆様で実

力者がおられましたら、是非チャレンジして

みて下さい。そもそもお宝のありかを示す宝

の地図なる聖書から分かっている莫大な富

は、契約の箱です。これも凄い情報だと思

います。現地はネタニヤフ首相によって発

掘は凍結され、バス停のロータリーとどくろ

の岩の斜面を持つ崖の真下に位置します

が、あまり人々はその土地を重視していな



いようです。まず、この土地を購入できれば、

莫大なお宝がそこの地中に眠っています！

次にご提案できるのが、原油のありかです。

前置きが長くなりましたが、これを理解する

には、まず聖書の話しを学ばなければ意味

が分かりません。

それは旧約時代のモーセと新約時代のパ

ウロを学びながら比較検討すると、原油発

見ポイントにつながります。

旧約時代のモーセと新約時代のパウロ、一

見似ても似つかない二人を比較する時、何

千年もの時代を越えた二人の不思議な共

通点が多くあります。



まず、彼らの生まれはいずれもヘブル人で
すが、生後まもなく王の権威筋から迫害を受け、あわや殺される九死に一生を得るスリ
リングな体験がありました。一般人からの通
常の迫害でも殺害の意は稀な体験ですが、彼らの体験はいずれも王権筋からのもので
す。
モーセの場合は「産まれたヘブル人男児はすべて殺害せよ。」というエジプトのパロ王
の命令による迫害でした。幼子モーセはそ
の際、パピルス製のかごに瀝青と樹枝とを塗って防水加工を施したものに入れられて
ナイル川岸の葦の茂みの中に置かれ、たま
たま水浴びに来たパロの娘がこれを見つけ、はしために引き上げさせたことによって救い
を得ました。ここからモーセのエジプト新生
活が始まります。
一方、パウロの場合は肉の生まれではなく
霊的な生まれ変わりである新生体験以降まもなくすると、彼がキリスト者になったことを
背信的な異端行為とみなしたユダヤ人たち
から陰謀が企てられ、昼も夜も町の門を全部見張られました。パウロを見つけ次第、即
刻殺害するためです。
「しかしサウロはますます力を増し、イエスが
キリストであることを証明して、ダマスコに住
むユダヤ人たちをうろたえさせた。多くの日数がたって後、ユダヤ人たちはサウロを殺
す相談をした。」（使徒の働き9：22）
そこでパウロの弟子たちは、幼子モーセの
ようにパウロをかごに乗せ、町の城壁伝い
につり降ろして死の試練を逃れさせました。後日、パウロはこの体験を振り返ってコリン
ト教会員へ詳細にこう証言しています。

「主イエス・キリストの父なる神、永遠にほめ

たたえられる方は、私が偽りを言っていない

のをご存じです。ダマスコではアレタ王の代

官が、私を捕えようとしてダマスコの町を監

視しました。そのとき私は、城壁の窓からか



ごでつり降ろされ、彼の手をのがれまし

た。」（第二コリント11:31）

ダマスコに住むユダヤ人たちのパウロ殺害

計画に関わったメンバーには、実にアレタ

王の代官までもあるいは買収されたのか、

全面協力していたのです。

これがモーセ同様、王権筋につながる国家

権力サイドからの迫害体験です。

次にパウロとモーセ。時代の異なるまさに新

旧約の代表的な主のしもべであるふたりの

救い体験にも共通点が見られます。いずれ

も超自然的な神様との劇的な出会いから献

身的な本当の信仰生活が始まりました。



モーセはそれまでの単に知識としてのヘブ
ル人の神様を燃えるミデアンの荒野の柴の中から語られる御声を通じて知りました。炎
がついているのに柴が燃え尽きないという
不思議で大いなる光景のなか、近付くと神様が火の中からモーセに語りかけ、彼をイ
スラエルの指導者としてその場で任命され
ました。
同じくパウロにおいてもダマスコに行く途上
で復活の主イエス様が天からの光を照らす中から語られる御声を通じて知り、その場で
今後のなすべき使命について啓示を受け
ています。モーセもパウロも一方的な予期せぬときに、
神様を肉眼で直視ではなく、突然の光のう
ちに御声で啓示された共通点がここにありました。
「彼は地に倒れて、「サウロ、サウロ。なぜわたしを迫害するのか。」という声を聞いた。
彼が、「主よ。あなたはどなたですか。」と言
うと、お答えがあった。「わたしは、あなたが迫害しているイエスである。」（使徒の働き
9:4、5）
さらに、共通事項はエジプト王子として各種
の優れた富と教育を受けたモーセも、著名
な律法学者ガマリエルのもとでパリサイ派として律法教育を厳格に受けたパウロも共に
博学な人でした。

モーセは大きくなるまでヘブル人のうばとし

て母から養育されたので（出エ2：7）、ヘブ

ル語が出来ただけでなく、学問の盛んなエ

ジプトの言葉や世界中の言葉も学んでいた

と考えられます。



一方、パウロもまた、ヘブル語以外、ギリシ

ャ語（使徒21：37）も流暢に語れました。そ

のパウロは言います。

「教会では、異言で一万語話すよりは、ほか

の人を教えるために、私の知性を用いて五

つのことばを話したいのです。」（第一コリン

ト14：19）

異言も一つの言葉ですが、一説では博学

なパウロは文字通り「五つのことば」すなわ

ち世界の五ヶ国語が話せたという面白解釈

もあります。また、ダビデは五つのなめらか

な石の一つでゴリヤテを倒しましたが、教会

ではほかの人を教えて益を与えるため、知

的な「五つのことば」、すなわち異言ではな



く、会衆が聞いて分かる知性のことばで「五

重の福音」を伝えることも有益です。

イエス様を信じると、１、「罪が赦されて清い

神様の子供になれます。」

２、「病が癒されて健康になれます。」

３、「呪いが解かれて経済が祝福されま

す。」

４、「聖霊に満たされて勝利者になれま

す。」

５、「復活の体をいただいて永遠命の天国

に入れます。」ハレルヤ！

「イエス様を信じましょう！」という具合の「五

つのことば」です。
モーセもパウロも諸国の語学と文学に精通
した情報通の国際人でした。
ところが彼らは神様からフルタイムの献身者
として召されると、過去の栄光も学歴も豊富な知識も情報通のアンテナもすべてを捨て
去りました。人間的なものを頼みとせず、神



様だけを頼みとして従い、人からの栄誉を
一切求めないで神様からの栄誉だけを求めてフルタイム献身したという信仰姿勢は
次の御言葉に示されたとおり偉大です。
「モーセ」

「信仰によって、モーセは成人したとき、パ

ロの娘の子と呼ばれることを拒み、はかない

罪の楽しみを受けるよりは、むしろ神の民と

ともに苦しむことを選び取りました。彼は、キ

リストのゆえに受けるそしりを、エジプトの宝

にまさる大きな富と思いました。彼は報いと

して与えられるものから目を離さなかったの

です。信仰によって、彼は、王の怒りを恐れ

ないで、エジプトを立ち去りました。目に見

えない方を見るようにして、忍び通したから

です。」（ヘブル11：24-27）

「パウロ」



「ただし、私は、人間的なものにおいても頼

むところがあります。もし、ほかの人が人間

的なものに頼むところがあると思うなら、私

は、それ以上です。私は八日目の割礼を受

け、イスラエル民族に属し、ベニヤミンの分

かれの者です。きっすいのヘブル人で、律

法についてはパリサイ人、その熱心は教会

を迫害したほどで、律法による義について

ならば非難されるところのない者です。しか

し、私にとって得であったこのようなものを

みな、私はキリストのゆえに、損と思うように

なりました。それどころか、私の主であるキリ

スト・イエスを知っていることのすばらしさの

ゆえに、いっさいのことを損と思っています。

私はキリストのためにすべてのものを捨てて、



それらをちりあくたと思っています。それは、

私には、キリストを得、また、キリストの中に

ある者と認められ、律法による自分の義で

はなくて、キリストを信じる信仰による義、す

なわち、信仰に基づいて、神から与えられ

る義を持つことができる、という望みがある

からです。」（ローマ３：4-9）

さらに、過去の栄光を全面放棄したという肯
定的な信仰姿勢ばかりか、反対に彼らはマイナス面においても同じく、いずれも過去に
殺人体験があり、心の傷も深く、主の中で
悔い改めて赦され、生まれ変わった人たちです。
モーセは誤った愛国心で同胞の同国人であるヘブル人を助けようとエジプト人を打ち
殺し（出エ2：12）、パウロも誤った律法主義
で神様に奉仕していると信じてクリスチャンを投票で積極的に死刑を投票して殺しまし
た。（使徒8：1、9：1）いずれも当時は自分が
正義の裁きつかさと信じて過ちを犯した二人です。
モーセを通じて現れた多数の奇蹟と同じくパウロを通じて現れた多数の奇蹟。
聖書を誰よりも多く書いた二人。そのメッセ
ージまでもよく似ていて、時に旧約のモーセによるレビ記や新約のパウロによるヘブ
ル書のように聖書中、最も難しく固い箇所も
神様に示されるそのままを彼らは記録しました。
数多い共通点がありますが、ここで彼ら最も



大きく神様に用いられた二人の特徴点はや
はりその心の姿勢にあります。まさにそれこそ彼らのうちに共通に働いた聖霊様による
イエス様と同じ聖なる思いです。これを体得
したいものです。それは魂の救いに対する燃える愛の情熱です。
イエス・キリストから流れる人々に対するあ
ふれるばかりの愛とあわれみ、実に自己犠牲さえ全くいとわない程の本物の愛です。
イスラエルが偶像の鋳物の子牛を造り、それを伏し拝み、それにいけにえをささげる大
変な罪を犯したそのときです。モーセは命
を張ってとりなし祈りました。

「そこでモーセは主のところに戻って、申し

上げた。「ああ、この民は大きな罪を犯して

しまいました。自分たちのために金の神を

造ったのです。今、もし、彼らの罪をお赦し

くだされるものなら――。しかし、もしも、か

ないませんなら、どうか、あなたがお書きに

なったあなたの書物から、私の名を消し去

ってください。」（出エ32：31，32）

モーセは「自分が天国の命の書から名前が
削除されて、地獄に行ってもいいから、どう
か彼らイスラエルを赦して助けてください！天国に入れてあげてください！」と本気で
神様にお願いしたのです。ものすごい祈り
です。勇気ある我が身を捨てた言葉です。もちろん神様はモーセの願いを拒まれまし
たが、モーセの同胞の同国人を思う愛は限
りなく大きく、十字架で全人類の身代わりと



なって我が身に地獄の審判を受けたイエス
様の御心によくよく似ています。私たちもこのレベルの献身的な本気の祈り
が出来るでしょうか？
「主よ！この国の救いのためなら、私がどん
なに犠牲となってもいいのです！すべてを
失ってもいいから彼らを赦して救ってください！」と言う祈りです。
私たちが今の時代、誰かの救いのために命
を削って断食祈祷を捧げるその時、時間を捧げて奉仕に献身する時、すべては愛の
ゆえに支払われる代価と犠牲の現われであ
り、イエス様の御心を実践するその時です。あなたの貴重で栄えある行動の時、その与
えられたチャンスと霊的祝福を逃さないで
下さい。受けるより、与えるほうが幸いです。不平不満をつぶやくより、とりなし祈る者。
憎むより、赦すもの。助けられるより、願わく
はチャンスがあれば助けるものになれれば幸いです。
命を張ってとりなし祈ったモーセ同様のパウロの祈りと願いです。

「私はキリストにあって真実を言い、偽りを言

いません。次のことは、私の良心も、聖霊に

よってあかししています。私には大きな悲し

みがあり、私の心には絶えず痛みがありま

す。もしできることなら、私の同胞、肉による

同国人のために、この私がキリストから引き

離されて、のろわれた者となることさえ願い

たいのです。」（ローマ9：1-3）



なんと、モーセと同じ告白ではありません
か！時代を越えても共通して主のしもべに生じる変わらない聖霊様の御心と御思い、
「自分がどうなってもいいから、彼らを赦して
お救い下さい！」それがイエス様の十字架で完結したアガペ
ーの犠牲愛です。聖霊様は旧約のモーセ、
新約のパウロ、そして私たちにも働かれ、同じ思いを与えて下さいます。それは主から
の聖なる重荷です。救霊への情熱と強烈な
願望、おしせまる重圧レベルの深いとりなし祈り、それは聖霊様によるものです。決して
私たちを滅ぼす悪い思いではありません。
むしろ私たちには、この聖なる重荷があるほうが本当に選ばれた霊的に目覚めた大
物になれます。主なる神様は一人悩むモー
セに語られました。「わたしは降りて行って、その所であなたと
語り、あなたの上にある霊のいくらかを取っ
て彼らの上に置こう。それで彼らも民の重荷をあなたとともに負い、あなたはただひとり
で負うことがないようになろう。」（出エ11：
17）

聖霊様がモーセのみならずイスラエルのつ

かさである70人の長老の上にも置かれたの

で、彼らは使命感ある奉仕者に生まれ変わ

りました。もし、魂の救霊に対する情熱や聖

なる重荷が感じ取れないならば、聖霊様の

満たしを祈り求める必要があります。本当に

祈り、霊的現状に目覚めるならば、多くの心



身ともに病める人々、孤独な人々、私たち

の助けを今、必要としている誰かが見えて

きます。新旧約の著名な主のしもべに働か

れた聖霊様は今も同じ思いを私たちに継続

的に与えて下さいます。

さて、モーセとパウロが共通点が多いと言う

ことを、理解できたと思いますが、そうなると

古代エジプトにはナイル川岸に油田があっ

たと聖書から気付いたスタンダードオイル社

同様の悟りがここにあります。

それは産まれてまだ幼いモーセがパピルス

のかごに入れられて川岸に置かれて、王権

筋の迫害から救われたように、同じ体験が



パウロにおいては、新生と呼ばれるクリスチ

ャンなった直後に、それは霊的にはまだ幼

子のパウロの時代、アレタ王の迫害から逃

れて、かごに入れられてエレベーターとして

城壁伝いに吊り下ろされて九死に一生を得

たパウロです。

いずれもかごで救われたわけですが、ここ

に共通点をもう一つ見出します。それは、モ

ーセの救われた現場近くには真っ黒なコー

ルタールの池のようなものがモーセの時代

にはあったはずと、現代のスタンダードオイ

ル社重役クリスチャンが考えたように、モー

セが吊り下ろされたかごの着地点近くにも

原油のわくポイントがあったはずです！



調べてみるとそこは「ダマスコではアレタ王

の代官が、私を捕えようとしてダマスコの町

を監視しました。そのとき私は、城壁の窓か

らかごでつり降ろされ、彼の手をのがれまし

た。」（第二コリント 11:31）とあるようにダマス

コで城壁があった場所です。そこに原油の

埋蔵ポイントが絶対あるはずです。そこを調

べてついに発見しました。ダマスコ南東の

ナバテヤ王国のアレタ王の代官が、パウロ

を捕えようと日夜、見張ったようですが、パ

ウロを助けたのは、その弟子たちであったと

説明されています。パウロはこの時すでに

弟子たちを持っていたようです。「彼の弟子

たちは、夜中に彼をかごに乗せ、町の城壁



伝いにつり降ろした。」（２５節）のです。その

城壁とは、ダマスカス旧市街南東のバブ・キ

サン門の近くであるという言い伝えがありま

す。現在そこには「パウロ記念教会」が建っ

ています。（写真は内戦前のもの）

「パウロ記念教会」で展示用に飾られたパウ

ロを乗せて吊り下ろした「かご」のレプリカ。



ここです！この教会を目印に、すぐその近く

をボーリング調査してみて下さい。きっと地

中から大油田が湧き出るに違いありませ

ん！ただ、注意点が一点だけあります。この

地図に示されたようにダマスカス＝ダマスコ

とも呼びますが、ダマスコの現場はシリヤの

真下に位置してほぼユダヤとの軍事境界線

の境目ですが、領土的にはシリヤ領です。

そこには ISIL イスラーム過激派組織という

内戦が続くシリアで国家樹立を強行宣言し

たフル装備の怖い武装集団が大勢います。

彼らは奴隷制導入や処刑による「恐怖統

治」で住民に問答無用の服従を強いて、米

軍主導の「有志連合」の空爆作戦も長期化



の様相を呈してうまく行っていません。この

難しい人たちをうまくかわして、仲良くなり、

誰の主権国家か分からなくなっている無政

府状態でも採掘許可を得て、まずは現地で

のボーリング調査からチャレンジ開始となり

ます。時間的余裕と資金潤沢で勇気と実行

力がある方、この機密情報を信じて、一攫

千金に賭けてみませんか？聖書は宝の地

図です。間違いなく、そこには地中深くに多

分、2000 年位前の地層付近には大油田が

眠っているはずです。

イザ 17:1－3 「ダマスコに対する宣告。見よ。

ダマスコは取り去られて町でなくなり、廃墟

となる。アロエルの町々は捨てられて、家畜



の群れのものとなり、群れはそこに伏すが、

それを脅かす者もいなくなる。エフライムは

要塞を失い、ダマスコは王国を失う。アラム

の残りの者は、イスラエル人の栄光のように

扱われる。──万軍の主の御告げ──」

ダマスコはシリヤの首都で世界最古の都市

のひとつですが、過去に戦争に巻き込まれ

ることはあっても人口大量流出はありません

でした。しかし、2700 年前のイザヤによる預

言通り今は人口170万人が 3分の 1にまで

激減し、難民はヨーロッパに流れ込んで廃

墟化が進行しています。内戦原因は 2007

年イスラエル防衛軍 IDF が「イスラエルと地

域全体への核の脅威を除去し、イスラエル



の存在を脅かす能力を取り除く」ことが目的

だとして、ダマスコ北東４５０キロにある未完

成の北朝鮮製原子炉を空爆破壊しました。

当然にして周囲には放射性物質のヨード

131、セシウム 137、プルトニウム 239、ストロ

ンチウム90等が飛散したはずです。大量の

放射性同位元素が存在するため、吸入しな

いよう重装備が必要です。体内にプルトニ

ウムやセシウムを吸い込むと、ほぼ一生涯

被曝が続き、発癌します。さらに 2016年、イ

スラエル防衛軍IDFは、ヒズボラに運送され

ていた武器とダマスコの武器庫を攻撃破壊

しました。理由は住民を楯に地下に埋蔵さ

れている大量破壊兵器、汚染爆弾の生物

兵器、化学兵器のVX神経ガス、サリンガス、



塩素ガス、マスタードガス、核兵器によって

何十万人も殺される可能性があったからだ

と主張します。聖書の「ダマスコは取り去ら

れて町でなくなり、廃墟となる。」という預言

はこれらの脅威から実現します。しかし、こ

れらの障害を乗り越えてもっと深い地中を

掘削ボーリングできれば変わらず油田が眠

っています。

それから、契約の箱の埋蔵ポイントと油田

埋蔵ポイントともう一つ、極秘お宝情報があ

ります。ポイントは、イエス様を信じたら、将

来、死んだ後のことですが、天国の都で金

銀、宝石の大豪邸を戴けます。永遠の命と

天国の美しい栄光の体も戴けます。天国は



豊かで道路さえ純金で出来ています。これ

は間違いない確かな機密情報で権威筋か

らのトップシークレットです！

黙21:11－21「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、透き通っ

た碧玉のようであった。・・・その城壁は碧玉

で造られ、都は混じりけのないガラスに似た

純金でできていた。都の城壁の土台石はあ

らゆる宝石で飾られていた。第一の土台石

は碧玉、第二はサファイヤ、第三は玉髄、

第四は緑玉、第五は赤縞めのう、第六は赤

めのう、第七は貴かんらん石、第八は緑柱

石、第九は黄玉、第十は緑玉髄、第十一は

青玉、第十二は紫水晶であった。また、十



二の門は十二の真珠であった。どの門もそ

れぞれ一つの真珠からできていた。都の大

通りは、透き通ったガラスのような純金であ

った。」

黙 22:12－14「見よ。わたしはすぐに来る。

わたしはそれぞれのしわざに応じて報いる

ために、わたしの報いを携えて来る。わたし

はアルファであり、オメガである。最初であり、

最後である。初めであり、終わりである。」自

分の着物を洗って、いのちの木の実を食べ

る権利を与えられ、門を通って都に入れる

ようになる者は、幸いである。」

ヨハ 14:1-3 「あなたがたは心を騒がしては



なりません。神を信じ、またわたし（イエス）

を信じなさい。わたしの父の家には、住まい

がたくさんあります。もしなかったら、あなた

がたに言っておいたでしょう。あなたがたの

ために、わたしは場所を備えに行くのです。

わたしが行って、あなたがたに場所を備え

たら、また来て、あなたがたをわたしのもと

に迎えます。わたしのいる所に、あなたがた

をもおらせるためです。」

第五章 イスラエルの7つの祭り 実はすべ

て完了済み



イスラエルで毎年、祝われている 7 つの恒

例祭は、形を変えて日本の皇室でも毎年行

われています。元々、7 つの祭りは旧約聖

書に記された行事ですが、意味は 7 つとも

イエス・キリストの生涯のおもだった出来事

を預言しています。

しかし、ユダヤ教徒も皇室も隠された本来

の意味を気付かずにお祀りしています。隠

された真意を学びましょう。まず５０日間に４

回ある春の祭り。

１．過越祭（すぎこしさい）（ペサハ）3～4 月

頃



レビ記 23:5「第一月の十四日には、夕暮れ

に過越のいけにえを主にささげる。」過越祭

は、イスラエルがエジプトから奴隷解放され

る日に、エジプト中の初子は滅ぼされました

が、同様の災害はイスラエル人の家を過越

して、無事に祝福のカナンへ旅立てたこと

を記念しています。ただ小羊の肉を食べ、

その血を家の門柱とかもいに塗りつけさえ

すれば、それが神様との契約のしるしとなり、

滅びの災いは過越しました。

これは預言的に、イエス様が私から滅びの

災いを過越して天国のカナンに旅立たせる

ために、十字架で肉体を裂かれて血を流し



て死なれたことを現わします。

過越祭では、いけにえの小羊を４月１０日に

用意し、４日間吟味して後、１４日の夕暮れ

(日没から１５日に入る)にほふって食しまし

た。４日間も自宅飼育すれば、子供たちの

心は小羊に愛情一杯です。しかし、最終日

にほふられます。子供たちの嘆願する声が

聞こえそうです。

「お父さん、メリーちゃんを殺さないで。もう

大事な家族だから！」

しかし、人間の罪とは無情で恐ろしく、可愛

い小羊をほふって血を流さなければ赦され

ない程、厳しいものです。イエス様もそのよ

うでした。弟子たちと過ごした3年半、イエス

様の愛と清さが弟子たちを魅了し、愛情い



っぱいになりました。しかし、イエス様は神

の小羊、十字架で死ぬ運命で世に来られ

た救い主です。そんなイエス様について聖

書は証言します。

Ⅰヨハ 1:1-2「初めからあったもの、私たち

が聞いたもの、目で見たもの、じっと見、ま

た手でさわったもの、すなわち、いのちのこ

とばについて、このいのちが現れ、私たち

はそれを見たので、そのあかしをし、あなた

がたにこの永遠のいのちを伝えます。すな

わち、御父とともにあって、私たちに現され

た永遠のいのちです。」

イエス様は日曜日にエルサレムに入場され



ましたが、その日も同じ４月１０日。その後４

日間パリサイ人や律法学者、サドカイ人ら

に吟味されましたが罪は認められず、１５日

の朝に十字架にかけられ、日程が見事に

一致します。

Ⅰコリ 5:7 「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トが、すでにほ

ふられたからです。」

過越祭は、イエス様の十字架の死で完了し

ました！新約時代の今はイエス様の十字架

の血潮を感謝して心の門柱とかもいに塗り



つければ、それが神様との契約のしるしとな

り、滅びの災いは過越し、天国のカナンに

入れます。

考古学者によると古代へブル人の居住区ゴ

シェンの住居跡の遺跡には共通した不思

議な穴が玄関前に空いていました。それは

エジプトを信仰で立ち去る古代へブル人の

信仰告白です。「この家は立ち去るからもう

いらない。」だから玄関前の危険な場所に

あえて穴を掘ったのです。穴は過越の小羊

をほふる場所です。

イエス様を信じたら、私の中に聖霊様が住

まわれて、神様の神殿となります。私の心の

入口の門柱である両サイドにはイエス様の

右手と左手に打たれた釘から流れ出た血を



適用して塗りましょう。上のかもいにも、頭部

にいばらの冠を受けたイエス様の血を適用

して塗りましょう。小羊をほふった穴の足元

にはイエス様の両足に打たれた釘から流れ

出た血を適用して塗りましょう。

こうすることで、それが神様との契約のしる

しとなり、死の災いは過越し、罪悪のこの世

という古いエジプトを出て、天国のカナンに

向けた信仰生活の旅が始まります。こう祈り

ましょう。

「父なる神様、私は心の入口全体にイエス

様の血を塗ります。滅びの災いが過越して

罪の奴隷からも解放され、祝福の天国に旅

立つようお守りください。イエス様の御名（み

な）で祈ります。アーメン。」



日本では、過越祭は、カシチー祭や初詣

（はつもうで）に形を変えました。

日本全国には様々な規模で30万以上の祭

りがありますが、中でも過越祭の真意も知ら

ずに、形を変えて、ほそぼそと行なっている

のが、沖縄県の兼城のカシチー祭です。南

風原町の伝統文化資料館によると「魔物や

妖怪を追い払う行事」として、沖縄県南風原

町で、過越祭の年代とほぼ同じ約3500年前

からカシチー祭も毎年行なわれています。

聖書の示す小羊もヒソプの木もない南風原

町で、代わりに桑の葉とサンの束を、バケツ

に入っている牛の血に浸して自宅に持ち帰

り、門柱とかもいに塗って神様に祈ります。



角笛代わりにホラ貝も吹くカシチー祭は来

日したユダヤ人による過越祭が本来の起源

です。しかし、もうこの祭りはしなくていいで

す。イエス様の十字架の勝利の血潮が魔

物や妖怪をすでに追い払って、救いを完了

したからです。「イエス様の血潮でお守りく

ださい。」と信じて祈れば悪霊どもは過越し

て逃げて行きます。

また逆に、大胆に大勢で行なわれている過

越祭は、元旦の初詣です。正月になると、

皇室では1月1日に年始を祝う祭祀、歳旦祭

（さいたんさい）が行なわれ、日本国民は全

国の身近な神社に初詣に行きます。警察

庁の統計発表によると、初詣の人出は2008

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A5%AD%E7%A5%80


年に過去最高9818万人を記録、翌年には

前年を上回る9939万人を突破しました。彼

らが意味を知らずに神社で初詣参拝する

対象は、神道の日本神話であり、象徴天皇

です。その神社の模型が家庭の神棚です。

正月に玄関の両サイドに門松を置き、お餅

をついて神棚に鏡餅として供え、しめ縄を

新調したり、しめ飾りを付けます。1月7日の

朝には野草の入った春の七草粥（ななくさ

がゆ）を食して15日まで新年を祝います。一

体これらの習慣はどこから来たのでしょう

か？それが聖書の過越祭です。

出エ12:1 「主は、エジプトの国でモーセと

アロンに仰せられた。「この月をあなたがた



の月の始まりとし、これをあなたがたの年の

最初の月とせよ。」

出エ12:6-8 「あなたがたはこの月の十四日

までそれをよく見守る。そしてイスラエルの

民の全集会は集まって、夕暮れにそれをほ

ふり、その血を取り、羊を食べる家々の二本

の門柱と、かもいに、それをつける。その夜、

その肉を食べる。すなわち、それを火に焼

いて、種を入れないパンと苦菜を添えて食

べなければならない。」

ユダヤの種を入れないナンみたいなパンが

日本では鏡餅となり、苦菜は野草の入った

春の七草粥となりました。しかし、この真意

は「種を入れないパン」は、罪のパン種のな



いイエス様を預言し、「苦菜」はイエス様の

十字架の苦い苦しみを預言し、犠牲にほふ

られる「雄の小羊」は罪のしみも呪いの傷も

ない「男性イエス様」の十字架の死を預言し

ます。

２．種なしパンの祭り 3～4月頃

レビ記23:6「この月の十五日は、主の、種を

入れないパンの祭りである。」

この祭りはイスラエルで７日間、先ほどのパ

ン種を入れないパンを食べて過ごします。

(出エジプト12:15～20) しかし、現代では種



なしパンの祭りは、イエス様が罪のない体と

血を十字架で捧げたことで完了しましたか

ら、私たちが罪を告白する時、赦されます。

罪から清めるイエス様に感謝しましょう。

Ⅰコリ 5:8 「ですから、私たちは、古いパン

種を用いたり、悪意と不正のパン種を用い

たりしないで、パン種の入らない、純粋で真

実なパンで、祭りをしようではありません

か。」

Ⅰヨハ 1:7-9 「もし神が光の中におられるよ

うに、私たちも光の中を歩んでいるなら、私

たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの

血はすべての罪から私たちをきよめます。も



し、罪はないと言うなら、私たちは自分を欺

いており、真理は私たちのうちにありません。

もし、私たちが自分の罪を言い表すなら、

神は真実で正しい方ですから、その罪を赦

し、すべての悪から私たちをきよめてくださ

います。」

日本では、種なしパンの祭りは、御頭祭（お

んとうさい）に形を変えました。

数万人単位で来日したユダヤ人の秦氏（は

たうじ）は、原始キリスト教を信仰した10支族

の末裔で、彼らが住み着いた長野県の守

屋山（もりやさん）の麓にある諏訪大社での

奇祭、御頭祭は毎年、過越祭と同じ4月15

日に捧げられ、過去75頭の鹿がいけにえと



して捧げられていましたが、動物を捧げる

儀式は農耕民族日本発祥ではなく、遊牧

民族ユダヤ発祥です。鹿の数は、かつて過

越祭で75頭の小羊を捧げていたことからの

伝統で、御頭祭のクライマックスは、御贄柱

に少年が縄で縛られ、神官が小刀で少年

を切りつけようとした瞬間、使者が現れて神

官を止め、少年が解き放たれます。代わり

に鹿75頭がいけにえとして捧げられます。

聖書を知らないと全く意味不明な奇祭でし

ょう。

聖書では守屋山＝モリヤ山で祭壇上、縛ら

れた少年イサクをアブラハムが刀で切りつ

けようとした瞬間、天使が現れてアブラハム



を止め、少年イサクが解き放たれます。代

わりに雄羊一頭が生贄として捧げられます。

アブラハムは父なる神様、イサクは神様の

独り子イエス様を象徴します。

ヨハ3:16 「神は、実に、そのひとり子をお与

えになったほどに、世を愛された。それは御

子を信じる者が、ひとりとして滅びることなく、

永遠のいのちを持つためである。」

さらにイサクの身代わりに捧げられた罪なき

「雄羊」もまた、「神の小羊」と呼ばれたイエ

ス様の身代わりの死を象徴しています。雄

羊は角をやぶにひっかけていたため逃げら

れなかったのですが、イエスの御頭の上に

も煩わしいやぶによく似た植物がまとわりつ

いていました。それは十字架上のイエスの



頭に、ローマ兵によって巻かれた、いばらで

編んだ王冠を皮肉ったトゲの冠です。元来、

「御頭祭」の名称はここからきているはずで

す。雄羊の前足は関節の作りから、自力で

頭上のやぶを取り除けないです。同様にイ

エス様の場合も、両手が十字架の横木に釘

付けになっていたため、トゲの集合体である

いばらの冠を取り除くことができませんでし

た。額の流血は目も開けられないほどで、

死の苦しみを増したものと考えられます。イ

サクの身代わりに捧げられた御羊のように、

イエス様は人類の身代わりに十字架の祭壇

に捧げられました。



諏訪大社のもともとの神は、ミサクチと呼ば

れていますが、これは「御（ミ）十イサク十

（地）チ」と分解され、イサクの名前が発祥で

す。そのイサクの救いとは、神様の独り子イ

エス様が私たちの罪を除くために十字架の

祭壇上、いけにえとなられて死なれた事、

三日後にイエス様はよみがえって再び命を

得たことを事前に型として現わす行動だっ

たのです。

イエス様の十字架の死と復活によって救い

の道は完了しました。もはや鹿も小羊も少

年も神官も必要ないです。私たちこれを信



じる者は誰でも罪から自由に解放されま

す！

ロマ 6:10-11「なぜなら、キリストが死なれた

のは、ただ一度罪に対して死なれたのであ

り、キリストが生きておられるのは、神に対し

て生きておられるのだからです。このように、

あなたがたも、自分は罪に対しては死んだ

者であり、神に対してはキリスト・イエスにあ

って生きた者だと思いなさい。」

３．初穂（はつほ）の祭り（ヨム・ハ・ビクリー

ム）



レビ記 23:10-11「わたしがあなたがたに与

えようとしている地に、あなたがたがはいり、

収穫を刈り入れるときは、収穫の初穂の束

を祭司のところに持ってくる。祭司は、あな

たがたが受け入れられるために、その束を

主に向かって揺り動かす。祭司は安息日の

翌日、それを揺り動かさなければならな

い。」

初穂の祭りは、イスラエルで 3～4 月に大麦

収穫期を迎え「安息日の翌日」、過越祭後

の最初の安息日(土曜日)の翌日である(日

曜日)に来ないます。

過越祭が預言的にイエス様の十字架を意

味しましたが、初穂の祭りはイエス様の復活



の日と日程が一致します。イエス様は「過越

の小羊」として４月１４日（木）に最後の晩餐

である過越しの食事を摂られ、１５日(金)に

十字架に架かり、復活の初穂として１７日

（日曜日）の「初穂の祭り」によみがえりまし

た。初穂の祭りは、イエス様が死から復活し

たことで完了しました。

Ⅰコリ 15:20-23「今やキリストは、眠った者

の初穂として死者の中からよみがえられまし

た。死が一人の人を通して来たのですから、

死者の復活も一人の人を通して来るのです。

アダムにあってすべての人が死んでいるよ

うに、キリストにあってすべての人が生かさ

れるのです。しかし、それぞれに順序があり

ます。まず初穂であるキリスト、次にその来

http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%A8%A5%B9


臨のときにキリストに属している人たちで

す。」

初穂の祭りは収穫の初穂である大麦の束を

祭司のところに持ってきて、祭司はそれを

主に向かって揺り動かします。一度バサッと

刈り取られて死んだ大麦を、祭司が生きて

いるかのように主に向かって揺り動かすこと

が復活の表現です。イエス様の復活が私た

ちの将来の復活のモデルです。イエス様の

復活に感謝しましょう。

Ⅰコリ 6:14 「神は主をよみがえらせました

が、その御力によって私たちをもよみがえら

せてくださいます。」



Ⅰコリ 15:52 「終わりのラッパとともに、たち

まち、一瞬のうちにです。ラッパが鳴ると、

死者は朽ちないものによみがえり、私たち

は変えられるのです。」

日本では、初穂の祭りは、神楽祭(かぐらさ

い)に形を変えました。

毎年、天岩戸神楽という祭りが全国の神社

で人形を使って行われますが、それは天の

岩戸の物語を原材とし天照大御神をたたえ、

日本における祭祀、神楽の起源を語ろうと

する目的です。その天岩戸から出てくる主

人公、天照大御神は、岩をくり抜いて作ら

れた洞窟の墓から復活されたイエス様を現



わす架空の象徴的人物です。

４．七週の祭り（シャブオット）5 月～6 月

レビ記 23:15「あなたがたは、安息日の翌日

から、すなわち奉献物の束を持って来た日

から、満七週間が終わるまでを数える。」

七週の祭りは、初穂の祭り（イエス様の復

活）から 50 日後の日曜日に聖霊様が降り

（使徒の働き２章）、教会が誕生したペンテ

コステ（ギリシャ語で 50 日の意味）を現わし

ます。へブル語で「シャブオット」、ギリシヤ

語で「ペンテコステ」の日に聖霊様が降った

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%81%96%E9%9C%8A


完了を祝います。聖霊様をくださったイエス

様に感謝しましょう。

テトス 3:4‐6 「私たちの救い主なる神のい

つくしみと人への愛とが現れたとき、

神は、私たちが行った義のわざによってで

はなく、ご自分のあわれみのゆえに、聖霊

による、新生と更新との洗いをもって私たち

を救ってくださいました。神は、この聖霊を、

私たちの救い主なるイエス・キリストによって、

私たちに豊かに注いでくださったのです。」

日本では、七週の祭りは、御柱祭（おんば

しらさい）に形を変えました。

御柱祭は、長野県諏訪地方で行われる諏

訪大社における最大行事、死者が出るほど

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%95%B7%E9%87%8E%E7%9C%8C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%AB%8F%E8%A8%AA%E5%9C%B0%E6%96%B9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%AB%8F%E8%A8%AA%E5%A4%A7%E7%A4%BE
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%AB%8F%E8%A8%AA%E5%A4%A7%E7%A4%BE


危険な祭りに男たちはなぜ命を賭けるのか。

どのような由来でしょうか？

イスラエル人のある者は堕落してカナン人

の女神アシュラ信仰を持っていましたが、来

日以降、アシュラがハシラに変化し、「柱」

信仰に変わったようです。そのハシラを山

中から切り出し、危険を承知で滑り落とす様

は、昔ソロモン王が神殿を立てるとき、レバ

ノン山中から杉を買い取って、エルサレムま

で運んだ大事業の伝承を紡彿させます。中

近東には緑が少なく、レバノン杉は２千年

前も今と同じような状況で、千ｍ以上の山し

か採れなかったので、切り出すや否や大木

は傾斜を勢いよく滑って下り、制御するのに

大変危険を伴った命懸けの作業でした。し



かし、神様の神殿建築のために資材となる

柱輸送に命を賭ける、死んでも柱を離さな

い使命感、そんな意気込みが変形したのが、

御柱祭の起源です。レバノンからエルサレ

ムまで、いかだの海上輸送もルートに入りま

すが、御柱祭のラストイベントで茅野市中河

原と安国寺の境にある幅約４０ｍの宮川を

あえてルートに入れて越えるのも、この名残

りでしょう。

Ⅰ列王5:8‐10 「ヒラムはソロモンのもとに人

をやって言わせた。「あなたの申し送られた

ことを聞きました。私は、杉の木材ともみの

木材なら、何なりとあなたのお望みどおりに

いたしましょう。私のしもべたちはそれをレ



バノンから海へ下らせます。私はそれをい

かだに組んで、海路、あなたが指定される

場所まで送り、そこで、それを解かせましょう。

あなたはそれを受け取ってください。それか

ら、あなたは、私の一族に食物を与え、私

の願いをかなえてください。」こうしてヒラム

は、ソロモンに杉の木材ともみの木材とを彼

の望むだけ与えた。」

以上がイスラエルの春の４つの例祭でした。

その後、４ヶ月の休止期間があります。預言

的には、教会時代の今が春の4つの例祭と、

秋の 3 つの例祭の間の中間期、夏です。

レビ 23:22 「あなたがたの土地の収穫を刈



り入れるとき、あなたは刈るときに、畑の隅ま

で刈ってはならない。あなたの収穫の落ち

穂も集めてはならない。貧しい者と在留異

国人のために、それらを残しておかなけれ

ばならない。わたしはあなたがたの神、主で

ある。」

イエス様の十字架から復活、聖霊様が注が

れて今、春の 4 つの例祭はすでに完了しま

した。残りの秋の 3 つの例祭は今後、世の

終わりに挑む私たちが実体験する魂の大

収穫なるリバイバルとイエス様の再臨、天国

です。

聖書の律法では収穫の時、畑の隅々まで

刈り取らないで貧しい者と在留異国人を救



済するために落穂をわざと取り残しておく愛

の配慮を教えています。彼らはそれを拾い

集めて生活の糧とします。教会史は 2 千年

前が春の大収穫として初代教会では大勢

が救われました。しかし、今は取り残しを拾

い集めるように僅かです。しかし、今後、最

も優れたシーズンである秋の大収穫が必ず

来ます。これからは日本にも魂の大収穫な

るリバイバルが来て、沢山の人々がイエス

様を信じて天国に入ります。

ですから、今後、秋の例祭３つが始まります。

今は秋の収穫まで例祭のない夏の４か月の

ようです。しかし、イエス様が言われました。

ヨハネ 4:35「あなたがたは、『刈り入れ時が



来るまでに、まだ四か月ある』と言ってはい

ませんか。さあ、わたしの言うことを聞きなさ

い。目を上げて畑を見なさい。色づいて、

刈り入れるばかりになっています。すでに、

刈る者は報酬を受け、永遠のいのちに入れ

られる実を集めています。それは蒔く者と刈

る者がともに喜ぶためです。こういうわけで、

『ひとりが種を蒔き、ほかの者が刈り取る』と

いうことわざは、ほんとうなのです。わたしは、

あなたがたに自分で労苦しなかったものを

刈り取らせるために、あなたがたを遣わしま

した。ほかの人々が労苦して、あなたがたは

その労苦の実を得ているのです。」



５．ラッパの祭り（ヨム・テルーア）9～10 月

レビ記 23:24「第七月の第一日は、あなたが

たの全き休みの日、ラッパを吹き鳴らして記

念する聖なる会合である。」

イスラエルの民は、この日にラッパ(角笛)を

吹き鳴らしました。ネヘミヤ8:2～12では「悲

しんではならない」、「民はみな、行き、食べ

たり飲んだり、ごちそうを贈ったりして、大い

に喜んだ。」とあり、この日は喜びの日です。

これは預言的にイエス様の空中再臨の準

備が完了です。花嫁である私たちを迎えに

今後、天から降りて来られるイエス様を喜び



感謝しましょう。

伝統的なイスラエルのしきたりでは、花婿は

花嫁を迎えに彼女の住む町へ行き、彼女を

自分の町へ連れ帰り婚礼を挙げます。迎え

に行くタイミングは、花婿の家に部屋を増築

するなどし場所を備えた後に、花婿の父が

決めます。

イエスはこう言われました。

ヨハ 14:2‐3 「わたしの父の家には、住まい

がたくさんあります。もしなかったら、あなた

がたに言っておいたでしょう。あなたがたの

ために、わたしは場所を備えに行くのです。

わたしが行って、あなたがたに場所を備え

たら、また来て、あなたがたをわたしのもと



に迎えます。わたしのいる所に、あなたがた

をもおらせるためです。」

マタイ 24:36「ただし、その日、その時がい

つであるかは、だれも知りません。ただ父だ

けが知っておられます。」

Ⅰコリ 15:52 「終わりのラッパとともに、たち

まち、一瞬のうちにです。ラッパが鳴ると、

死者は朽ちないものによみがえり、私たち

は変えられるのです。」

Ⅰテサ 4:16‐18「主は、号令と、御使いのか

しらの声と、神のラッパの響きのうちに、ご自

身天から下って来られます。それからキリス



トにある死者が、まず初めによみがえり、次

に、生き残っている私たちが、たちまち彼ら

といっしょに雲の中に一挙に引き上げられ、

空中で主と会うのです。このようにして、私

たちは、いつまでも主とともにいることになり

ます。こういうわけですから、このことばをも

って互いに慰め合いなさい。」

4 ヶ月の中間時代（世界宣教の時代）の後

には、イエス様の空中再臨が来ます。

テサロニケのクリスチャンは、この御言葉に

よって慰め合いました。

日本では、ラッパの祭りは、新嘗祭（にいな

めさい）に形を変えました。



11 月 23 日に、天皇は五穀の新穀を供え、

自らもこれを食べ、その年の収穫に感謝す

る（収穫祭）とともに、神の御霊を身に体し

て生命を養うそうです。

最近、天皇即位パレードのニュースで天皇

はこの祭りも同時期に行なっている報道が

されていました。しかし、起源はイスラエル、

真意はイエス様の再臨を祝うものです。

６．贖罪（しょくざい）の日（ヨム・キプール）9

～10 月

レビ記 23:27「特にこの第七月の十日は贖

罪の日、あなたがたのための聖なる会合と

なる。」



この日の特徴は「身を戒める」ことにあり(民

数記 29:7)、捧げものはイスラエルの民全体

の罪を贖うためです。彼らはこれを最も厳粛

な日として、神様の御前に悔い改めを徹底

しました。

これは預言的には大患難時代を意味し、私

たちにとっては空中 7 年婚宴の準備完了を

意味します。新郎イエス様に感謝しましょう。

贖罪の日には、アザゼルのためのくじに当

たったやぎをささげて、それを罪のためのい

けにえとします。やぎは、アザゼルとして不

毛の荒野に放たれますが、それは死を意味

します。やぎは、イエス様が私たちの罪を背

負わされて宿営の外、エルサレム城外ゴル

http://d.hatena.ne.jp/keyword/????
http://d.hatena.ne.jp/keyword/???????
http://d.hatena.ne.jp/keyword/??????


ゴタの十字架で死なれる預言です。

日本では、贖罪の日は、大祓（おおはらい）

に形を変えました。

民間では、毎年の犯した罪やけがれを除き

去るための除災行事として定着しました。12

月31日の大晦日（おおみそか）には一年の

間に受けた罪けがれを祓うために、大晦日

大祓(おおつごもり おおはらい)が宮中なら

びに全国の神社で行われます。

７．仮庵（かりいお）の祭り（スコット）9～10月

レビ記 23:34「この第七月の十五日には、七

http://d.hatena.ne.jp/keyword/??????
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A9%A2%E3%82%8C


日間にわたる主の仮庵の祭りが始まる。」

この祭りは、出エジプト後にイスラエルの民

がシナイの荒野を旅したことを記念します。

７日間の祭り期間に、雄牛７０頭がいけにえ

として捧げられました。(民数記29:12～34)１

日目は１３頭、２日目は１２頭、３日目は１１

頭と１頭ずつ少なくなり、７日間で合計７０頭

になります。そのいけにえは、ノアの子ども

から派生した７０の異邦人の国々(創世記10

章)のためと考えられます。

これは預言的には千年王国と天国を現わし、

永遠の命に預かる準備完了です。天国に

入れてくださるイエス様に感謝しましょう。



千年王国は、イエス様と教会の結婚披露宴

に例えられます。(マタイ 22:1～14)

イスラエルの伝統的な披露宴は、仮庵の祭

りの期間と同じく７日間続きます。

祭りの期間、庭にスカーという仮小屋を建て

て住みながらお祝いしますが、ユダヤ人が

エジプトから脱出し、荒野を旅した時代に、

仮庵に住んだことを記憶する祭りで、この時

期にイスラエル旅行すると、様々な場所に

仮小屋が建ち、まるでホームレス村のような

状態ですが、これは楽しい祭です（ゼカ 14：

16～19）。 仮庵の材料は、美しい木の実、

なつめやしの葉、茂り合った木の太枝、川

縁の柳。仮庵の祭りは天国の家を象徴しま

す。



日本では、仮庵の祭りは、祇園祭（ぎおんま

つり）に形を変えました。

ギオンに似た呼び名のイスラエルのシオン

祭と同じく一ヶ月間祝います。

起源は聖書のノアの洪水からの救いが７月

１７日です。祇園祭で、山車（だし）の一種、

山鉾（やまぼこ）巡業がピークを迎えるのも

同じ日です。ですからイスラエルのスカーと

いう仮小屋も日本の山車も山鉾も元来は天

国の家を象徴します。

イエス様は十字架の上で「完了した」（テテ

レスタイ）と叫んで死なれました。イスラエル

の7つの祭りはイエス様によって完了して終



わりを告げたという意味です。連動してそれ

を受けた日本の皇室、神道の 7 つの祭りも

完了して終わりを告げています。今はただ

一度、神様であられるイエス様が十字架で

死んで三日目に復活されたことを信じるだ

けで誰でも救われて天国に入れます。イエ

ス様の救いにはこれら 7 つの祭りの意味が

すべて含まれていたのです。それゆえイエ

ス様は言われました。

ヨハ 4:21-24「イエスは彼女に言われた。

「わたしの言うことを信じなさい。あなたがた

が父を礼拝するのは、この山でもなく、エル

サレムでもない、そういう時が来ます。救い

はユダヤ人から出るのですから、わたしたち



は知って礼拝していますが、あなたがたは

知らないで礼拝しています。しかし、真の礼

拝者たちが霊とまことによって父を礼拝する

時が来ます。今がその時です。父はこのよう

な人々を礼拝者として求めておられるから

です。神は霊ですから、神を礼拝する者は、

霊とまことによって礼拝しなければなりませ

ん。」

ヨハ 14:6 「イエスは彼に言われた。「わたし

が道であり、真理であり、いのちなのです。

わたしを通してでなければ、だれひとり父の

みもとに来ることはありません。」



山鉾

熱海城に展示されている山鉾の模型。昔か

らこのような山車です。しかし、気になるの

はそこに掲げられた刺繍の絵。それがこれ

です。



イラクのバクダッド宮殿

ピラミッド

聖書のイサクに水を供する

リベカ。



聖書のイサクの嫁選び物語の

一場面。

これらは、函谷鉾（かんこぼこ）の見事な前

掛けと言われますが、題材は「イサクに水を

供するリベカ」、「イサクの嫁選び」。重要文

化財で、16 世紀末のベルギー製ということ

ですが、日本の神道なのになぜ中東の絵

の数々？しかも聖書の物語！祇園祭は、

明らかに聖書のシオン祭です。「イサクに水

を供するリベカ」と「イサクに水を供するリベ

カ」は、いずれも聖書の創世記 22 章に出て

くる一連のストーリーです。その意味は何で



しょうか？

その意味に祗園祭の本当の意味が隠され

ています。それはイサクとリベカの結婚物語

です。つまり私たちにとってのシオン祭とは、

近い将来、花婿イエス・キリストと花嫁なる教

会は結婚して愛されて天国に入るという意

味です。その象徴であって、もはや祗園祭

もイスラエル7つの祭りのすべても意味がな

いのです。

私は大学生の時、アルバイトの掲示板で見

つけた「山車」(だし)に関わったことがありま

す。一日だけでしたが、変わったバイトだと

思いました。事実、仕事は変でした。札幌の

市内を何百人という祭り関係者たちがタイ



ヤのついた大きな「山車」を中心に踊りなが

ら練り歩くものです。私は何故かその中で

一番簡単な仕事、「山車」の一番上に乗っ

て座り、稀に住宅街で電線が近付いて来た

時だけ、背の高い「山車」に引っかからない

よう長い棒で持ち上げる単純作業でした。

沿道に人の多い場所に来ると、これ見よが

しにハンドルを回して「山車」内蔵の大きな

人形を下から上に登場させることも業務でし

た。ほとんど仕事はなく座っているだけでし

たが、眺めていると市内中心部で何万人と

集う大群衆の中、私の乗る「山車」に向かっ

て手を合わせる高齢者たち、寄付金を捧げ

る人たちが大勢いました。内心、馬鹿だなと

思いました。「こんなものただの作った偶像



の人形で、神秘的な力も御利益もない金集

め、大半のスタッフはバイトなのに。」

しかし、市内中心部で特に沿道に群衆が多

い場所に来ると、あれだけ多い群衆の中、

反対を表明する変わった人たちを発見しま

した。彼らは「山車」に向かって持ち手のつ

いた黒い看板の板を持ち上げましたが、そ

こには白い字で「悔い改めよ。聖書」と書い

ていました。今考えると、あの人たちは勇気

ある丸森伝道隊というクリスチャンたちです。

私はその言葉がなぜか、心に残りました。あ

れだけ何万人と沿道に群衆がいて「山車」

と踊り、仮装された祭り衣装を面白がってい

るのに、ごくごく少数派の彼らだけは「皆と



違う見解の、何かが違う人たちだ。でも彼ら

は正しい。」そう思いました。今、自分は悔

い改めて聖書の神の子イエス・キリストを救

い主と信じた牧師ですが、「山車」には、な

んの力も御利益もありません。当時の私は

始めから参加していたスタッフでしたが、主

催者たちでさえ、「山車」なんか信じていな

いし、拝んでもいないです。まったくの嘘の

金集め目的のパフォーマンスです。それど

ころか、神ならぬものを神として祭ることは、

本当の神様に対する冒涜であり、大罪です。

冷静になって一人静まり考えるなら聖書が

正しいこと、創造者の真の神様がおられるこ

とが分かるはずです。



イザ44:6－11 「イスラエルの王である主、こ

れを贖う方、万軍の主はこう仰せられる。

「わたしは初めであり、わたしは終わりであ

る。わたしのほかに神はない。わたしが永遠

の民を起こしたときから、だれが、わたしの

ように宣言して、これを告げることができた

か。これをわたしの前で並べたててみよ。彼

らに未来の事、来たるべき事を告げさせて

みよ。恐れるな、おののくな。わたしが、もう

古くからあなたに聞かせ、告げてきたでは

ないか。あなたがたはわたしの証人。わたし

のほかに神があろうか。ほかに岩はない。わ

たしは知らない。偶像を造る者はみな、む

なしい。彼らの慕うものは何の役にも立たな

い。彼らの仕えるものは、見ることもできず、



知ることもできない。彼らはただ恥を見るだ

けだ。だれが、いったい、何の役にも立たな

い神を造り、偶像を鋳たのだろうか。見よ。

その信徒たちはみな、恥を見る。それを細

工した者が人間にすぎないからだ。彼らは

みな集まり、立つがよい。彼らはおののいて

共に恥を見る。」

アブラハム契約、ダビデ契約 そしてもう一

つの万世一系

創世記の記録では、神様は100歳で生まれ



た独り子イサクをモリヤ山で神様にいけにえ

として捧げる過酷な命令に従順したアブラ

ハムを喜ばれ、信仰の父と称賛して契約さ

れました。

創22:15-17 「主の使いは、再び天からアブ

ラハムを呼んで、仰せられた。「これは主の

御告げである。わたしは自分にかけて誓う。

あなたが、このことをなし、あなたの子、あな

たのひとり子を惜しまなかったから、わたし

は確かにあなたを大いに祝福し、あなたの

子孫を、空の星、海辺の砂のように数多く

増し加えよう。そしてあなたの子孫は、その

敵の門を勝ち取るであろう。あなたの子孫

によって、地のすべての国々は祝福を受け



るようになる。あなたがわたしの声に聞き従

ったからである。」

このアブラハム契約はアブラハムの子孫を

無数に増やし、彼らは強国の支配者となり、

全世界で繁栄して、祝福の基になるという

約束です。

この契約通りアブラハムの子イサクからヤコ

ブが生まれ、ヤコブからイスラエルの12部族

長たちとなる12人が生まれました。その内の

一人ユダ族長の子孫からダビデ王が生ま

れ、南ユダ族の万世一系の王族が始まりま

した。神様がダビデ王をも選んで、その子

孫たちが代々王となり、統治するダビデ契

約を結ばれたのも、ダビデ王が徹頭徹尾、



神様に従順したからです。

日本の皇室はギネスブックにも載っている

世界最古の王朝です。

歴史の長い王室ランキングでは、

1位 日本（ＢＣ660年～）

2位 モナコ（ＡＤ1297年～）

3位 ブルネイ王国（ＡＤ1405年～）

4位 リヒテンシュタイン（ＡＤ1608年～）

5位 モロッコ（ＡＤ1631年～）

・・・と続きますが、数え方によっては

1位 日本

2位 デンマーク王国

3位 イギリス王室

4位 スペイン王国



5位 スウェーデン王国

となります。しかし、日本の場合はただ単に

歴史がダントツに長いだけでなく、

同じ血族の男子男系の万世一系が徹頭徹

尾、継承されてきた類稀なる特徴があります。

それは神様がダビデ王との間で契約された

ダビデ契約のため、皇室という王朝は代々、

王が絶えない奇蹟が現代まで続いているの

ですが、イスラエル国内でダビデ王から南

ユダ滅亡までの約400年間と、その後、ユダ

族の神武天皇、来日以降の皇室史約2600

年を加えると、実に3000年もの長きに渡っ

て万世一系が途切れずに続いています。

驚くべき奇蹟の連続であり、背後に神様の

契約と不可視な守りを悟って認める人は幸



いです。

しかし、ここに意外に知られていない、もう

一つの驚くべき奇蹟の万世一系があります。

ダビデ王のユダ族が来日して強国の天皇と

なって栄えただけでなく、ダビデ王の霊的

子孫は、来日しなかったユダ族の民間でも

イエス・キリストまで系図が代々つながって

いるという新事実です。聖書は証言します。

マタイの福音書1：6－16

「ダビデに、ウリヤの妻によってソロモンが生

まれ、ソロモンにレハブアムが生まれ、レハ

ブアムに・・・・・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。」

このマタイの福音書を系図にすると、

ダビデ → ソロモン（ダビデの子）→ レハ

ブアム（ソロモンの子）→ アビヤ（レハベア

ムの子） → アサ（アビヤムの子）→ ヨサパ

テ（アサの子）→ ヨラム（ヨシャパテの子）→

ウジヤ → ヨタム → アハズ→ ヒゼキヤ

→ マナセ → アモン → ヨシヤ → エコ

ニヤ → サラテル → ゾロバベル → アビ

ウデ → エリヤキム → アゾル → サドク

→ アキム → エリウデ → エレアザル →

マタン → ヤコブ → ヨセフ → イエス・キ

リスト。



となりますが、これぞ！クリスマスに連結す

るダビデ王の真の霊的子孫、神のイスラエ

ルです！一方、天皇につなぐ王位継承した

ユダ王族の系図ではダビデ王からヨラム（ヨ

シャパテの子）まではこれと同じですが、そ

の次代から人物が違いました。ユダ王族の

万世一系の系図では、ヨラム王（ヨシャパテ

王の子）の次は アハズヤ王（ヨラム王の子）

となっています。その後も、マタイの福音書

の系図とは、違います。

アハズヤ王（ヨラム王の子）→ ヨアシュ王

（アハズヤ王の子）→ アマツヤ王（ヨアシュ

王の子）→ ウジヤ王（アマツヤ王の子）→

ヨタム王（ウジヤ王の子）→ アハズ王（ヨタ



ム王の子）→ ヒゼキヤ王（アハズ王の子）→

インマヌエル王（神武天皇）（ヒゼキヤ王の

子）→ 歴代天皇 125代 → 現在 126 代目

今上天皇

同じユダ族でも二種類の系図がある、この

違いは何でしょうか？

黙示録5：5ではこれについて

「見なさい。ユダ族から出た獅子、ダビデの

根が勝利を得たので、その巻き物を開いて、

七つの封印を解くことができます。」

とありますが、イエス・キリストは「ユダ族から

出た獅子、ダビデの根」なるお方で、天国

から来てユダ族の歴史に割って入った王の

王です。



神様が人類史に介入されて、地上のダビデ

王の子孫と天国の王イエス・キリストの歴史

が一つに結ばれました。この霊的なリンクに

よる「神が人となった」のが、イエス・キリスト

の新契約、天国の万世一系です。マタイの

福音書の系図はヨラム王以降、実際の統治

者だった当時の王ではない人々の名前も

つらなっています。ヨセフ → イエス・キリス

トなどは典型的で、ヨセフは統治者の王で

なく、大工です。しかし、このマタイの福音

書の系図は職業としての王ではなく、霊的

な意味での王たち、すなわち信仰者たちを

イエス様までつないだもう一つの系図なの

です。その信仰者たちについてペテロはこ

う言いました。



Ⅰペテ2:9 「あなたがたは、選ばれた種族、

王である祭司、聖なる国民、神の所有とさ

れた民です。それは、あなたがたを、やみ

の中から、ご自分の驚くべき光の中に招い

てくださった方のすばらしいみわざを、あな

たがたが宣べ伝えるためなのです。」

この意味はイエス・キリストを「王の王」として

心に受け入れて信じた信仰者たちは、神様

が王権を与えて天国で永遠に生きる「王で

ある祭司」にしてくださる永遠の命の契約な

のです。新生した神の子となって霊的に生

まれ変わり、救われます。これこそ最重要な、

もう一つの同じ血族による王族が絶えない



永遠の万世一系なのです。代々流れる血

統の血流はイエス・キリストの十字架から王

位継承されます。その系図に連係して組み

込まれる現代の王は、イエス様を神様の独

り子、救い主、王の王と信じるあなたです！

イエス様以降はあなたが霊的な王位継承

者となって永遠まで最強の王国を統べ治め

る王の一人になります。系図は永遠に続き

ます。

「・・・聖霊によってマリヤにイエス・キリストが

生まれ、イエス・キリストにあなたが生まれ

る！」

イザ60:21－22 「あなたの民はみな正しくな

り、とこしえにその地を所有しよう。彼らはわ



たしの栄光を現す、わたしの植えた枝。わ

たしの手で造ったもの。最も小さい者も氏族

となり、最も弱い者も強国となる。時が来れ

ば、わたし、主が、すみやかにそれをす

る。」

第六章 イサクとリベカの結婚物語

祗園祭は新郎イエス・キリストと新婦である

私たちの結婚物語です。その意味をさらに

深く考察しましょう。祗園祭の二枚の絵は聖

書の創世記 24 章 1～21 節の御言葉です。



創 24:4-16「あなたは私の生まれ故郷に行

き、私の息子イサクのために妻を迎えなさ

い。」しもべは彼に言った。「もしかして、そ

の女の人が、私についてこの国へ来ようとし

ない場合、お子を、あなたの出身地へ連れ

戻さなければなりませんか。」アブラハムは

彼に言った。「私の息子をあそこへ連れ帰ら

ないように気をつけなさい。私を、私の父の

家、私の生まれ故郷から連れ出し、私に誓

って、『あなたの子孫にこの地を与える』と約

束して仰せられた天の神、主は、御使いを

あなたの前に遣わされる。あなたは、あそこ

で私の息子のために妻を迎えなさい。もし、

その女があなたについて来ようとしないなら、



あなたはこの私との誓いから解かれる。ただ

し、私の息子をあそこへ連れ帰ってはなら

ない。」

それでしもべは、その手を主人であるアブラ

ハムのももの下に入れ、このことについて彼

に誓った。しもべは主人のらくだの中から十

頭のらくだを取り、そして出かけた。また主

人のあらゆる貴重な品々を持って行った。

彼は立ってアラム・ナハライムのナホルの町

へ行った。彼は夕暮れ時、女たちが水を汲

みに出て来るころ、町の外の井戸のところ

に、らくだを伏させた。そうして言った。「私

の主人アブラハムの神、主よ。きょう、私の

ためにどうか取り計らってください。私の主

人アブラハムに恵みを施してください。ご覧



ください。私は泉のほとりに立っています。

この町の人々の娘たちが、水を汲みに出て

まいりましょう。私が娘に『どうかあなたの水

がめを傾けて私に飲ませてください』と言い、

その娘が『お飲みください。私はあなたのら

くだにも水を飲ませましょう』と言ったなら、

その娘こそ、あなたがしもべイサクのために

定めておられたのです。このことで私は、あ

なたが私の主人に恵みを施されたことを知

ることができますように。」こうして彼がまだ

言い終わらないうちに、見よ、リベカが水が

めを肩に載せて出て来た。リベカはアブラ

ハムの兄弟ナホルの妻ミルカの子ベトエル

の娘であった。この娘は非常に美しく、処女

で、男が触れたことがなかった。」



祗園祭の真意、イサクの花嫁捜しから教訓

を得たいと思います。父・子・聖霊の神様の

働き、おのおの役割がこの「イサクの花嫁捜

し」を通じてより一層わかりやすくなります。

アブラハムとその子イサクは天の父なる神

様とひとり子イエス・キリストの姿を象徴して

います。大富豪のアブラハムは父なる神様

を象徴します。その子イサクはイエス・キリス

トを象徴する人物です。アブラハムは自分

の寿命が来て死ぬ前に我が子の結婚を見

たいと願い、最年長のしもべを選んで彼を

自分の故郷へと花嫁捜しの旅に遣わしまし

た。

最年長のしもべは 10 頭のラクダを取り、貴



重な品々をそれぞれ10頭のラクダに乗せ、

主人アブラハムが指定したアラム・ ナハラ

イムのナホルの町に行きました。このしもべ

は聖霊様を象徴します。長い時間、砂漠を

超えてようやく町に到着します。夕暮れ時、

しもべはイサクの花嫁捜しのために遣わさ

れたわけですが、花嫁といってもたくさんい

る娘たちの中からどの人がイサクの花嫁で

あるかを見分けることは非常に難しいことで

す。ただこのしもべにおいては、神様を信じ

る信仰があったので、井戸のほとりにやって

きた時、神様にこう祈りました。今から来る

娘に「どうか少し水を飲ませてください。」と

要求します。娘は水をくれるだけではない。

「連れてきた10頭のラクダにも水をのませて



差し上げましょう。」と自ら申し出て、ラクダ

10頭にも水を注ぐような、積極的で気配りの

できる女性。もしそんな女性があらわれたら、

それをしるしとして、その人がイサクの花嫁

であると。彼はしるしを求める祈りをしました。

なんと、彼の祈りが終わらないうちに女性が

やってきました。それがリべカでした。この

娘は非常に美しく、処女で、男が触れたこと

がなかった。彼女は泉に降りて行き、水が

めに水を満たし、そして上がって来た」（創

世記 24：16）

このようなリべカを見た時に、『まさにこの人

だ』と思いましたが、彼は質問します。「どう

か、あなたの水がめから、少し水を飲ませて



ください。」

すると彼女は答えて「どうぞお飲みください。

だんなさま」

この見ず知らずの旅人である最年長のしも

べに、リべカは素早く手に水がめをとってお

ろし、水を十分に汲んで来て奉仕をします。

そして、しもべは祈りの内容は明かさず「主

が自分の旅を成功させてくださったかどうか

を知ろうと、黙って彼女を見つめ」(創世記

24:21)ていると、彼女は自ら自発的に言い

ました。

「彼に水を飲ませ終わると、彼女は、『あな

たのらくだのためにも、それが飲み終わるま

で、水を汲んで差し上げましょう。』と言った。



彼女は急いで水がめの水を水ぶねにあけ、

水を汲むためにまた井戸のところまで走っ

て行き、その全部のらくだのために水を汲

んだ」（創世記 24：19－20）

彼女は急いで水がめの水を水ぶねに空け、

水をくむためにまた井戸のところまで走って

いき、全部のラクダのために 10 頭分、水を

汲んだのです。自分の旅を主が成功させて

くださったかどうか知ろうと黙って彼女の奉

仕をじっと見つめていたしもべは、ラクダ 10

頭全部に水を飲ませ終わったその時、重さ

1 べカの金の飾り輪、腕には重さ 10 シェケ

ルの二つの腕輪、さらに耳に金の耳輪、鼻

に金の鼻輪…。これらのプレゼントをしまし



た。そして、しもべはリベカに尋ねました。

「あなたは、どなたの娘さんですか。どうか

私に言ってください。あなたの父上の家に

は、私どもが泊めていただく場所があるでし

ょうか？」

リベカは答えます。

「私はナホルの妻ミルカの子ベトエルの娘

です。私たちのところには、わらも、飼料も

たくさんあります。それにまたお泊まりになる

場所もあります」。

そこで、このしもべはひざまずて神様を礼拝

してこう言います。

「私の主人アブラハムの神、主がほめたた



えられますように。主は私の主人に対する

恵みとまこととをお捨てにならなかった。主

はこの私をも途中つつがなく、私の主人の

兄弟の家に導かれた。」

その娘リベカは走って行って、自分の母の

家の者に、これらのことを兄ラバンと母に告

げました。彼らが見ると、今までなかった彼

女に与えられた装飾品が輝き、なんと彼女

の腕には金の腕輪、鼻には金の飾り輪、そ

れを見たら明らかに彼女が今、何らかの大

富豪と謁見し関わったとはっきりとわかりま

す。そして彼女は「あの人が私にこう言われ

ました」とその旨を告げます。彼女の母、兄

ラバンにしても悪い気はしません。この縁談



は大富豪との結納ですから。

彼らはこのしもべを大歓迎します。

「どうぞおいでください。主に祝福された方。

どうして外に立っておられるのですか。私は

家と、らくだのための場所を用意しておりま

す」と。

こうしてアブラハムのしもべはリベカの家に

招かれ、らくだの荷は解かれ、らくだにはわ

らと飼料が与えられ、その人の足と、その従

者たちの足を洗う水も与えられました。リベ

カの兄ラバンは、ご馳走でもてなそうとしま

す。しかし、しもべはこう言います。

「私の用向きを話すまでは食事をいただき

ません」。



最優先したのは縁談話です。ラバンは「お

話しください」と答えます。そこで、しもべは

経緯を話しました。

要約すると、「主人アブラハムは羊・牛・銀・

金・男女の奴隷、ラクダやロバを持つ大富

豪。そのご子息がイサク。ご子息の花嫁捜

しに今私はやってきました。しるしを求める

祈りを神様に捧げて、その通り行動したの

が、リべカさんでした。…」というのです。

こうしてこの縁談は見事にまとまり、リべカが

イサクの花嫁となる訳です。

小説として読んでも、素晴らしい感動的な

純文学と言えるでしょう。しかしここから私た



ちへ神様からの教訓があります。もし教訓

がなかったら、単なる他人の結婚話。「いっ

たい何なんだろうか」となりますが、これが私

にかかわる話です。冒頭でご説明したよう

に、このアブラハムは父なる神様を象徴して

います。イサクは独り子イエス・キリストを象

徴します。今、天の父なる神様は、その独り

子イエス・キリストの為に、大いなる天国を

相続するべく選ばれた花嫁を捜していらっ

しゃいます。どこで捜すのでしょうか？それ

は井戸場です。なぜ最年長のしもべは井戸

のほとりに座って、そこで待っていたのです

か？

娘たちなら市場にいるし、公園にもいるでし

ょう。広場もあるのに、なぜ井戸ですか？理



由があります。教会は命の泉がわきいでる

井戸場のような所です。教会はキリストの体。

そして一切のものを一切のもので満たす方

の満ちておられる所です。イエス様は言わ

れました。井戸に対して、

「この水を飲むものはだれでもまた渇きます。

しかし、私が与える水を飲むものはだれでも

けっして渇くことがありません。私が与える

水を飲むものはその人のうちで泉となり、永

遠の命の水がわきでます」と。これは後にな

って受ける聖霊様を指して言われたのです。

この世の井戸の水は飲んでもまた喉が渇く。

でも、「聖霊の命の泉」を飲んだら、渇かな

い。この渇くことのないたえなる絶えず湧き

出る泉、それがまさにイサクとリベカの物語



で象徴されている出会いの場「井戸」です。

聖霊なる神様は霊的泉のわき出でる源泉な

る教会におられます。教会の中で待機して

キリストの花嫁を捜していらっしゃいます。

私たちはそれゆえ神様との出会いの場、教

会を大切にしなくてはなりません。

今の時代はインターネットで教会が礼拝の

様子をYouTubeでアップしていますから、ワ

ンプッシュで教会の礼拝を自宅で見られる

時代です。私たちも毎週二回、礼拝メッセ

ージをYouTubeでネット配信していますが、

神様と出会うには十分ではありません。実

際に教会に通う時、命の泉の井戸を発見し

て飲めます。



家で礼拝メッセージを見たら、立派に家の

教会ではありませんか！？献金の時間にな

ったらネットバンキングで振込めば簡

単！？でもそれだけではいけません。「教

会」とは、単なる建物を指しているのではな

く、「聖徒たちひとり一人の群れ・集い」のこ

とです。それはギリシャ語の「コイノ二ヤ」と

言う言葉から来ており、「交わり」を指すので

す。聖書に「あなたがたは神の神殿であり、

神の御霊があなたがたに宿っておられる」

（第一 コリント 3：１６）と書いてあるから、「あ

あ、私は一人部屋の中でインターネットしな

がら家の教会で十分」と、そこに留まってい

てはいけないです。私たちは互いに集まり、

イエス・キリストをお祝いする礼拝に積極的



に参加するべきです。そこにこそ、聖霊の

命の泉が湧き出るからです。「聖霊の命の

泉を飲みなさい」と神様は言われ、また、そ

う願っておられ、最年長のしもべが井戸で

花嫁を待っていたように聖霊様が教会で待

っておられます。そこで神様に出会えます。

最年長のしもべが井戸場で祈るや否や、ま

ったく祈りの内容の通りに行動したのが、リ

べカでした。彼女は積極的な空気を読める、

気配りのできる女性です。

というのも長旅と思しき、10 頭ものラクダを

連れてきた見ず知らずの人は今、「喉が渇

いているならば、ラクダだってそうに違いな

い。いや、もっと渇いているだろう。荷物運



んで砂漠を超えて長旅をしてきたのですか

ら。」

そう考えながら、すぐに気を配って、「あなた

のラクダのためにも、私が水を汲んでさしあ

げましょう。」とそのように自ら申し出、実行

する積極的な女性です。

今日、イエス・キリストの花嫁にふさわしい天

国に入る人もそのように積極的でなければ

なりません。一つ言われたら、二つ、三つも

っと多くのことを見出して、言われなくても気

配りして自発的に行なえる。そんなリべカの

ような花嫁を神様は教会に対して願ってお

られます。積極的な生き方というのはとても

大切です。



イエス・キリストはこれから、十字架にかかっ

て死に、三日目によみがえるという大切なメ

ッセージをされた時になんとイエス様ご自身

その後、一行と共にエルサレムに行くはず

でしたが、「先頭立って歩いて行かれた。」

というのです。弟子たちは驚き、後について

行くものは恐れを抱くほどでした。なぜなら、

イエス様は「これから私は迫害されて十字

架で殺される。三日目に死者の中から復活

する。エルサレムに行くのは死ぬために行

く」と言われ、厳しい試練の前、積極的に先

頭を切って歩いて行かれました。だから、弟

子たちも一行も驚き、おののいたことでしょ

う。イエス・キリストは、いつも非常に積極的

です。実に試練の十字架に対してさえ恐れ



ず、退かず前向きに、先頭切って歩まれる

お方なのです。イエス様に従って歩みたい

と思う方はリべカ同様、神様の御心に対し

て積極的に事を行なう人が願わしいです。

アメリカで大富豪となって成功した人 200人

を対象にインタビューをし、それが成功の秘

訣についての書籍『ピュアリーピープル』と

いう一冊の本になり、全米ヒットしました。こ

の著書で言うところの成功とは、クリスチャン

の言う天国に入る種類の霊的祝福ではなく、

この世的な経済力に対する成功のお話で

はありますが、参考としてこれを読むと、200

人の大富豪たちの共通点が見出せます。

注目すべき点は、社会的な圧力に屈するこ



となく、跳ね返して、自分の思いに対して積

極的に取り組む大胆さがある。これらの人た

ちの共通点は、他の人から好かれようという

思いよりも、自分の好きなことに専念して燃

えている。たった一度の挫折でうろたえたり

落ち込まない人たち。物事がうまくいかない

時に責任を他人に転嫁しない。それは彼ら

の夢を追い求めるために積極的に前むき

に取り組んでいる姿勢であり、それらが成功

者 200 人の共通点でした。あくまで経済的

な意味での成功者の話しですが、世で成

功している人たちもやはり、共通的に積極

的な人たちが成功しているのは事実です。

私たちがこの世においても、また霊的世界

においても成功したいと願うならば、やはり、



ポジティブに積極的に前向きに生きることが

大事です。コンピューターの世界で名のあ

るスティーブ・ジョブスはこう言いました。

「失敗したからといって、失敗の経験さえも

失ったものの 10 倍は価値がある。失敗する

覚悟も必要だね」。

積極的に失敗さえも肥料とする生き方です。

またトーマス・エジソンは「失敗は成功の母」

「失敗は失敗ではなくて、その方法がうまく

いかないと分かったのだから成功だよ」と語

ったと言います。失敗は授業料の一つだと

いうことです。 また、アルバート・アインシュ

タインも言いました。「一度も失敗したことの

ない人は何も新しい事に挑戦しない人だ。

大切なのは疑問を持ち続けて、新鮮な好奇



心を失わないことだ。やはり積極的に前向

きに生きよ」と。

ウォールト・ディズニーは、「失敗したからと

して何なんだ。そこから学びを得て、そこか

ら挑戦すればいいじゃないか。」ソニーの松

下幸之助は、「人には燃えることが重要だ。

燃えるためには、薪が必要だ。薪は悩みで

ある。悩みは人を成長させる。失敗すること

を恐れるよりも、真剣でないことを恐れたい。

真剣であれば、失敗しても問題はない。む

しろ 悩みがあれば、燃え上がる薪のように

肥料となるエネルギーになる。活力となるん

です。私たちは何においても積極的に事を

行うこと」。と言います。



リべカは結果として大富豪アブラハム家の

ご子息の花嫁として選ばれました。異例の

大抜擢です。田舎娘のなんのとりえもない

人が、たった一つあえて言うならば、美貌と

前向きな積極性。それで彼女は成功してい

る訳です。私たちも積極的でなければなり

ません。否定的に消極的に何かネガティブ

に引きこもっていると、怖いです。今の時代

はお部屋の中で全てを経営する時代です。

まずは、礼拝に行かないで、家の中でイン

ターネット礼拝します。遊ぼうと思ったら、イ

ンターネット操作でソフトを使ってネットの仮

想世界に入り、その中で仮想彼女ができま

す。そして、デートします。またあるゲームを

ピピッとするとマンションのオーナーになっ



て、家賃を回収したり、現状回復したりマン

ション経営して集金したり、それで仕事して

いるんですね。ゲームですが。また、ちょっ

と運動不足だなと思ったらバトル何とかとい

う通信型対戦ゲームをする。最高得点を出

すと、いつのまにかダイレクトメールが米軍

から来て、招へいされる。それは戦争さえゲ

ーム感覚でモニター見ながら無人機を飛ば

してピンポイントで攻撃する卓上感覚で行

なう時代だからです。何もかも全部お部屋

の中で。そうしてはいけないですね。私たち

人間、手足与えられたのは、自由に外に出

て行って大胆に前向きに積極的に自然の

中で活発に動いて、いろいろな人と接しな

がら、教会、コイノニアという天国の集いを



大切に生き生きと輝くことにあります。積極

的に生きる人はいつの時代も祝福を発見で

きます。

ある積極的な男性が、冴えない小さな家具

屋で働いていました。ある日、突然の大雨

が降り、一人のおばあさんが店内に入って

来ました。あきらかに、家具を見に来たので

はない、雨宿りのために入店したと分かりま

した。家具を見ているふりをしているけれど

も、買うつもりはない。バレバレです。それで

も店員はあえて気づかないふりをして、お

ばあさんが家具を眺めてアイショッピングし

ているのを待っていました。いつまでたって

も雨がやまず、おばあさんも気まずくなって



来ました。すると、この積極的な青年は傘を

とりだして、「おばあさん、雨は当分やみそう

にないから、お帰りに使ってください。」

自分の傘をあげたんですね。「返さなくても

いいし、いつでもいいですよ。」

そして、おばあさんを丁寧に送り出しました。

おばあさんは本当に感謝して、傘を受け取

って雨の中を出て行きました。それから数

日たった晴れたある日に、小さな家具屋の

前に、リムジン高級車がドンと止まりました。

運転手がガッと扉を開けると、先だってのお

ばあさんが降りて、家具屋に入って来ました。

そして、傘を渡して、「この間は見ず知らず

の老婆に本当に親切にしてくださり、ありが

とうございました。実は私カーネギーの母親



なんです。」

カーネギーと言えば鉄道王ですね。「あな

たは何も知らずに私にとても親切にして下

さって感謝しております。そこで一つお願い

があります。今後カーネギー財団の一切の

家具系の調度品はお宅の会社だけで専属

購入することにしましたので、ぜひ取引をよ

ろしくお願いします。」そんな風に言ってき

たそうです。

積極的に愛に生きて素晴らしいチャンスに

出会った一つの証でした。また、こんな類似

の体験談もあります。積極的に隣人愛を実

践した教授です。

ジェームズ・ レイニー教授は、アメリカのエ



モリー大学のケンドルロ神学大学の教授と

して在職していた頃に、健康のためによく

歩いて学校に出勤していました。大学に行

くその道は公園の傍を通り過ぎて行くので

すが、公園のベンチに朝から一人の老紳

士がボーッと座っていました。それで、「あ

ぁ、一人ぼっちなんだな。」と思って、パンと

コーヒーを二人分持って行きました。こうし

て約2年の間に、非常に親しい友になりまし

た。

しかしある日、大学に出勤しようとそのベン

チの傍を通り過ぎたのですが、その老人が

いません。その翌日もおらず、周囲の人に

聞いてみると亡くなったというのです。それ

で噂を頼りに捜しに行きました。葬式の日に



間に合って、葬儀場の椅子に座っている

と、ある人が深刻な表情で一通の封筒を持

って来ました。それでレイニー教授は、その

遺書を読み始めるや、驚き、腰を抜かしそう

になりました。その人は何とコカコーラの会

長だったのです。引退して、特別に何もす

ることなく公園に来て座っていたのです。レ

イニー教授はこの老紳士が子どもたちも無

く、一人ぼっちだと思って友だちになったの

ですが、何とコカコーラの会長だったので

す。さて、その手紙に何と書いてあったでし

ょうか。

「あなたは 2 年余りの間、私の家の前を通り

過ぎながら、私の話し相手になってくれた。

私の友レイニー！ありがとう。私はあなた



に、コカコーラ株の 5％とともに 25 億ドルを

差し上げます。あなたの思うまま使ってくだ

さい。5％の株はあなたが良いと思う事業に

使ってください。」

25 億ドルなので、いまの日本のお金でも約

2500 億円以上です！それでレイニー教授

は、このお金を大学に全部捧げました。そ

の大金を受け取ったエモリー大学は驚くほ

どに成長し、アメリカ南部の非常に有名な

総合大学になり、レイニー教授は 16 年間、

その大学の総長として働くことになったので

す。

何はともあれ、愛において積極的な生き方

https://ameblo.jp/praise-the-lord/image-11920796688-13058008890.html


が最高です。イエス・キリストは逃げ出したく

なるような苦しみの死の前に、エルサレムに

行く途中、先頭をきって歩いて行かれて、そ

の積極性のゆえに弟子たちは驚き、恐れを

覚えるほどであったとあります。本物の成功

者はこのようです。

私たちも先頭をきって行くくらい普段ならで

きますが、いい所に行くからではなく、十字

架の死の試練を前に積極的に立ち向かえ

るでしょうか？イエス様は人類を地獄の滅

びから救う道が、ご自身の身代わりの死し

かないことを知られ、愛のゆえに動かされて、

いばらの道の最前線を進まれたのです。試

練を恐れて逃げてはいけません。恐れて逃



げたら、ますます私たちに襲いかかり猛威

をふるうのです。私たちは、積極的にイエス

様に学んで、前向きに取り組もうではありま

せんか。リべカのような積極的な奉仕の姿。

私たちはどうやったらこのようにできるでしょ

うか。それは祈りです。問題が来たら祈りを

もって取り組み、祈って消化する。水を飲ま

せたラクダは全部で 10 頭いました。これは

大仕事、大変な作業です。リベカは自発的

に「ラクダ 10 頭にも水を汲んで飲ませる。」

と簡単に言ったけれど、ラクダに飲ませる水

の量は大量です。ラクダは砂漠を通過して

やって来て本当に渇いており、しかもデカイ。

一頭に飲ませるのにも、現代のようにスイッ

チ一つで出来る機械時代ではなく、当時は



木の合体した枠の重たいバケツを手動でド

ンと井戸の中に投げ込んで、ロープをたぐ

って引っ張りあげてようやく一杯。ザッーと

水船に汲むと、ラクダがグーンとすぐ飲んで

しまいます。そうしたら、「メェ～、メェ～、もう

一杯水をくれ～」と鳴く。リべカは、また走っ

て行って、バケツを投げ込み、引き上げ、注

ぐ。 するとまた「メェ～、もう一杯くれ～」 苦

労しながら、手は痛い足も痛い腰痛と背部

痛、ふしぶし痛むんです。なぜなら 10 頭で

す。第一番目ようやく飲ませた。と思ったら2

番目ラクダが鳴くんです。「メェ～俺にもくれ

～水」それで奉仕して急いでくんで、それが

終わったら３番目ラクダが「メ～」そして 4 番

ラクダ、５番、６番、７番 ８番、9 番、10 番…。



ようやく全部のラクダに飲ませると、「メェ～、

メェ～、水くれ～」と鳴いていたうるさいラク

ダが静かにおさまるんですね。その時点で

は、背部痛、腰痛で、くたくた。それがリべ

カの純粋な愛の奉仕の姿です。これは容易

なことではないです。この象徴、水汲みとい

うのは、「聖霊の命の泉を引き込む祈り」を

象徴します。

「先生、祈りって簡単だよ。口でぺっぺっと

言えば終わり。」そうではありません。それは

祈りを知らない人です。本物の祈りは重労

働です。「主よ～」と一生懸命に汗流しなが

ら早朝早くに起きて祈る、ある時は徹夜で

長く祈る。そうしたら前後に揺れたりして祈

るから後で腰が痛いです。目まいもします。



そんな重労働が本物の祈りです。汗絞って

一生懸命祈ったら、その後に奇蹟が起きま

す。これら 10 頭のラクダが「メェーメー」鳴き

続けたように聞こえませんか？試練の問題

の鳴き声が。これはリべカにとってラクダは

「試練」を象徴するものです。１頭１頭飲ま

せていたら大変な働きです。ですから、ラク

ダの試練というのがあるんですね。そのラク

ダの試練というのは、例えば「対人関係のラ

クダの試練」があります。人間関係がもつれ

てしまって難しいんですね。敵になってしま

って。どうやっても説明しても和解できない。

上司からにらまれている。職場の同僚から

雰囲気わるく陰険になっている。どうやって

解決すればいいんですか？祈ればいいの



です。熱心に祈るんです。それがすなわち、

「対人関係の難しい人たちラクダ」に水を飲

ませるものです。クレーム出していた人のた

めに愛でとりなし祈って、彼らが十分飲んだ

ら静かになるんです。その静かになるまで

飲ませなくてはなりません。そこまでの戦い

が祈りなんです。

またある人は「経済のラクダ」で悩まされるん

ですね。借金を作って右にも左にも首が回

らなくなって支払いもとどこおって、どうした

らいいか。ピンチです。そんな時は神様の

御前に正しい心で祈りを捧げ、十分の一献

金を捧げ、そして御前に祈るんです。「私の

事業を繁栄させ、経済的なうるおいを与え

て助けてください。」熱心に祈ると「経済ラク



ダ」は静かになってやがて収まるものです。

ですから、私たちは祈らなくてはならないの

です。

「あなた方の信仰の試練は火で精錬されて

もなお朽ちていく金よりも尊く、イエス・キリス

トの現れの時、称賛と光栄と栄誉にいたるも

のであることがわかります。」

試練のラクダが来たら、祈ることです。祈っ

てそれをおさめることです。そうしたら神様

の奇蹟が起きます。何か心に苦しみが来た

ら、それはまさに祈りの材料です。それを糧

として祈らなくてはなりません。

見てください。リべカがラクダに飲ませ終え

ました。するとその後に何が起こりました



か？十分ラクダが飲んで、静かになったら、

最年長のしもべがラクダの背中から宝物を

降ろすんです。そしてそのお宝をあなたに

差し上げます。素晴らしいですね。「金の腕

輪、金の耳輪、金の鼻輪。」ほしいでしょ。

そんな素晴らしい宝物をいただけるんです。

ラクダは試練です。飲ませることは祈り。で

も十分飲ませたら、お宝が来るんです。で

すから、試練のラクダを追い出してはいけな

いんです。お宝背負って一緒に逃げてしま

うからです。得策は飲ませて静かにさせる

んです。祈って。そうしたらお宝いただける

んです。大きいラクダは背中が大きく積載

能力が高くて沢山お宝を積めるんですね。

大きな試練が来た人は、その後に大きなお



宝が待っているんです。小さなラクダの試

練を受けた人は、その後に小さな祝福が待

っているんです。今、あなたがどんな大きな

試練を受けているかを見ることによって将来

のお宝の大きさが分かります。大きな試練

を受けても、それゆえ心配しないでください。

ちゃんとお宝があるわけです。「経済ラク

ダ。」これは本当に厳しいものでしょう。

世界的に最も裕福だといわれた、ロックフェ

ラー一世。 彼は当初信仰があったのです

が、若くイエス様を信じていた頃に友人の

紹介で、鉱山業を始めて、失敗の連続で借

金を抱え、投資した全てのお金を失ったこ

とがあります。雇った炭鉱員にも賃金が払え



ず、賃金支払要求がデモのようになって、

債権者たちが連日訪れては返済を強く迫る。

そんな中で彼は苦しくて疲れ果てて、廃坑

同然の鉱山の入口に座りこんで、自殺した

くなったそうです。ところがその時に「自殺し

てはいけない。神にすがろう。」という思いが

心を満たし、彼はこの「経済ラクダ」に対して、

逃げようしたんだけど、そうせず、これを飲

ませようと決断をくだし、そこでひざまずい

て、「主よ！神様の御言葉は一点一角も変

わりません。どうか私を助けてください。あな

たの助けなくば、私は自殺しかありません。

全能なる主イエス様よ！どうか、私を助けて

ください。」こうして、夜通し徹夜で祈ったそ

うです。すると心の中に神様の御声が「もっ



と深く堀り下げよ。もっと深く堀り下げよ。」と

言われている気がして、意欲が満ちました。

ですから、彼は神様の細い御声を信じて、

炭鉱の坑道をもっと深く掘り下げるよう炭鉱

員に命じました。その結果、鉱山をだまされ

て買ったんですが、黄金は最後まで出なか

ったんですが、神様の「掘り下げよ。掘り下

げよ。」の御声に従って、掘り進んだら、黄

金の代わりに黒い水が噴水のように吹き出

して来ました。なんと巨大な「油田」がそこに

あったんです。こうして彼は石油財閥として

成功しアメリカ最大の富豪となったのです。

彼にとって大きく厳しかった「経済ラクダ。」

もしこれを「これはラクダだ。」「嫌な試練

だ。」とたたいて追い出したら、お宝も背中



に背負ってラクダと一緒に逃げてしまったん

です。

でも、それをたたいて追い出さないで祈っ

て飲ませたから、結果、「経済ラクダ」が静か

になって、背中から「油田」というお宝が降り

て来たわけなんです。

私たちはすべての問題はイエス様の名前

で祈りでおさめるものなんです。

ある人は家庭内で子どもたちが堕落して

「子どもラクダ」になるんです。「子どもちゃ

んラクダ。」言うこと聞かないで、不良になっ

て、あっちこっちで問題起こして親はあやま

りに行くんですね。本当にこの「子どもちゃ

んラクダ」困ったな～。叩くわけにも追い出

すわけにもいかないし。そんな「子どもちゃ



んラクダ。」それは祈れば解決します。また

ある時は「夫がラクダ」になるんですね。 も

うわかんなこと言い出して、イエス様信じな

いし。商売もできないし、教会も来ないし、も

う「これはラクダだ。何もできないし。」そう思

うんだけれども追い出してはいけません。そ

れは飲ませて、静かにさせるものなんです。

1980 年台に活躍したプロゴルファーご存知

ですか? 青木、尾崎、中島恒之、だいたい

この時代この三名が日本で最も活躍しまし

たが、三番目の中島恒之は、お父さんが物

凄いゴルフ狂で、その影響の中、子どもの

時から連日特訓させられて、世界的プロゴ

ルファーとして活躍していましたが、95 年以



降、彼は調子が悪くなって、成績がガタ落

ちスランプにハマったそうです。きっかけが

お父さんが亡くなった。その切欠に熟考し

てみると「私は自分の夢でゴルフをしている

のではない。お父さんの夢の実現の道具と

して今までプロゴルファーをやっていたん

だ。」そんな思いが繰り返し心に来て、父が

憎くなったし、ゴルフも馬鹿らしくなった。そ

して彼はスランプで成績も上がらず、気付

いたらついにスポンサーからも契約を解除

させられて、収入がなくなってしまった。

そして、中島恒之は奥さんにつらくあたった

そうです。彼の奥さんはクリスチャンだった

ので、奥さんに対して、「お前は人は救うこ

とができても、俺を救うことができないじゃな



いか。俺を救えないなんて、そんなキリスト

教は！」

彼女にとって試練の「夫ラクダ」ですね。彼

女は二日間泣いて、夫のために祈りました。

すると悟りが来ました。私は今まで夫の為に

こんなに真剣に祈ったことがなかった。彼女

は悔い改めて、それ以降、決断を下して、

毎日夫の成功のために祈り始めました。こう

して連日「夫ラクダ」に聖霊の泉をとりなし祈

りで飲ませ続けると、再び彼は調子が上が

ってきて、その後 2002 年、再びトーナメント

で優勝したそうです。これは明らかに夫ラク

ダに飲ませた結果です。

私たちはラクダが、試練が来たら、追い出し



たらいけません。お宝も一緒に逃げてしまう

からです。飲ませるんです。そうしたら、ゴル

フ優勝というようなお宝が降りるんですね。

私たちは祈って戦いましょう。ある人は「病ラ

クダ。」病気は苦しくてつらいんですね。生

きるのも大変。そんな時は必死で「主よ！イ

エス様の打たれたうち傷で癒されました。癒

されました。」と、祈り続けて飲ませて、イエ

ス様の打たれたうち傷で奇蹟的に癒される

んですね。私たちは戦うことです。

ラクダが水を飲み終わると、「彼は重さ 1 べ

カの金の鼻輪一つと 10 シェケルの金の腕

輪二つを与えた。」と書かれています。その

後、リベカを連れて一緒に家に行くわけで



す。家には一人の兄ラバンと母がいました。

そこで彼は用向きのためにやって来たその

事情を全部話すわけですが、話す前に家

族は悟れるものがあります。それは、今、妹

リべカの美しく着飾れた金銀に満ち溢れた

装飾品につつまれた姿です。ラバンが見る

と妹の鼻に高価な光輝く飾りの鼻輪と腕に

輝く腕輪。そして、「あの人がこう行ってプレ

ゼントしてくれたんだ。」というから、大歓迎

です。「間違いなく彼ら一族は金持ちだ。」

見たら分かるんです。もしかしたら、見ず知

らずの旅人が娘を拉致しようとして、嘘をつ

いてやって来たかもしれない。でもそうでは

ない。見たら、明らかに 10頭もラクダを連れ

ながら旅ができる、そして礼儀正しく訓練さ



れた立派なしもべ達も大勢同伴している。

おそらく 10 頭ラクダのゆえに他にも、しもべ

達が大勢いたんです。

代表者は最年長のしもべです。一目瞭然、

「明らかにここは大富豪の一族だ。」それだ

けではない、背中からおろされた美しい金

の輪の数々をいただいている。それ見たら

間違いない。「主人アブラハムと言う人は、

本物の大富豪だ。うちの娘リべカは今、大

変なチャンスをつかんでいる。私たち家族と

共に玉の輿だ！乗るぞ！チャンス到来！」

ですから、この時、彼らは納得して、「是非、

是非おいでください。どうして外に立ってお

られるんですか？」と大歓迎するわけです。

私たちも必要なこと。すなわち、家族の救い。



それは私たちが天国の輝きを見せなけれ

ばいけないのです。だから、成功しなくては、

祝福されなければいけないのです。もし、

私たちが失敗して、敗北してボロボロの乞

食のような、真っ黒に汚れた状態の姿にな

って、「イエス様信じましょう」 と言ったら、

「とんでもない、私は十分満たされていま

す。」と素早くご丁寧にお断りするんですね。

その姿を見て。でもシャキッとしっかりして、

「私はイエス様を信じたら、経済的にも豊か

になったし、人格的にもよくなったかな」と立

派にふるまったら、「私もイエス様信じたい

ね。あなたのイエス様を私にも紹介してくだ

さい。」となるわけです。ですから私たち、成

功して立派に栄えなくてはならないのです。



リべカの立派な姿を見たからこそ「金の腕輪、

金の耳輪、金の鼻輪」これを見た時に兄ラ

バンも母も「オッケー！これは間違いなく大

富豪の家だ。10 頭のラクダ、オッケー！こ

れは是非お嫁に行きなさい。」となるわけで

す。天国の輝きで私たちを満たしましょう。

「人間は死ぬ間際にその人の本性があらわ

れる。」と言われています。天国の輝きを持

つ人は幸いです。BC2000 年ごろ中国を統

一したのは秦の始皇帝ですね。 彼は統一

を成し遂げて絶対権力をもって、これまで

先にも後にもないと言われるような大富豪で

した。ないものは何もなかった。しかし、彼

が一つ持っていないものは、不老不死の妙



薬だった。彼は多くのしもべを世界に遣わ

して、そのようなものはないかと探させたけ

れども、結局、老いることもない、死ぬことも

ない不老不死の妙薬というものはこの世に

存在せず、彼は、49歳という若さでこの世を

去りました。聖書は言います。

「あなたがたは明日のことは、わからないの

ですから、あなたがたの命はいったいどの

ようなものですか。あなたがたはしばらくの

間現われて、そして消えてしまう霧にすぎな

いではありませんか。」（ヤコブ 4 章 14 節）

と、人生のはかなさをヤコブは嘆いておりま

す。またあの広大なロシアの独裁者スターリ

ンはどうだったでしょうか。彼も心一つで人



を出世させることも処刑させることもできるほ

ど、絶対権力を握りました。しかし、そのスタ

ーリン自身が死に直面した時に目を大きく

見開いて、狂ったように叫んで、身もだえし

ながら死を恐れてこの世を去ったと言われ

ています。私たちそうはなりたくないですね。

宗教改革者のジョン・カルバンは言いました。

「人はその人が死ぬときにその人の人生が

どのようなものであったかを知ることができま

す。」と。

死に際がどうであるかということなんです。

私たちは醜い地獄のような人生を生きて来

たならば、目を閉じることができず、歯ぎしり

してなんとか死を逃れようと身もだえして、



結局全身が硬直する、そんなパターンの人

が意外に多いというのです。ある方の話しを

聞きましたら、野菜屋のおばあさんが亡くな

りました。お葬式に行ってみたら、そのおば

あさんの顏が「鬼のようであった。髪の毛が

立ち上がって、目を見開いて、歯をむき出

して鬼のようであった。」というのです。そし

て葬式当日から息子たちが駅前一等地の

大きな相続地の分割案件で揉めていたと

言います。それは悲しいことです。身もだえ

しながら、死を恐れながら歯ぎしりして全身

硬直して死んでしまった。しかし、主イエス・

キリストを信じる者は幸いです。神様から遣

わされた天使が天国に招き入れようと案内

係としてやって来るのです。それを見ながら



神様の栄光のほほえみの中で亡くなるので、

その顏も柔らかく美しいものです。 DL ・ム

ーディーという伝道者はアメリカからヨーロッ

パにいたるまで世界的に大きな働きをしま

した 彼は死ぬ前に息子のウィルが病床の

傍らにいた時、こう語ったそうです。

「ウィルよ。これは夢ではないんだ。本当に

美しい。うっとりするほどだ。もしこれが死と

いうものであるなら、どうして恐ろしいことが

あろうか。神様は私を呼ばれている。私は

行かねばならない。」と言うや否や、ムーデ

ィー牧師は昏睡状態に陥り意識を失ったそ

うです。それを見て息子、娘たちは「お父さ

ん！お父さん死なないで。」と叫びました。

するとしばらくした後にムーディー牧師はも



う一度意識を取り戻して、はっきりとした意

識の中で言ったそうです。

「私は天国の門の前に今行って来た。けれ

どもそこは言葉には言い表せないほど素晴

らしく、美しい所だ。もう私を縛るものは何も

ない。あそこを見てみろ。私を迎え入れるた

めに、部屋の中に馬車まで来ているではな

いか。」

息子、娘たちは部屋の中を見ても馬車なん

かは見えないんです。そんななかムーディ

ー牧師は「天国でまた会おう。」こう言ってほ

ほえみながら、天国に召されて行ったそうで

す。これが理想的な死に方ですね。私たち

イエス様を信じたら誰でも輝くんです。整え

られて、経済も祝福され、健康も素晴らしく



よく、人格者として御霊の実を結んだ愛に

富んだ人に変わるんです。その姿を見て

「天国に行きましょう。」と言えば、皆、「行き

ま～す。」と付いて来るんです。魅力のある

証人になればいいんです。偉くならなくて

いいんです。魅力ある証人になったら、魅

力のある人の後は人が付いて来るでしょう。

そんなやり方で私が変わるんです。

リべカは「金の腕輪、金の耳輪、金の鼻輪」

それを見た時にラバンもお母さんも「オッケ

ー行きなさい。」と大歓迎です。これが本当

の伝道なんですね。

このしもべは「私の用事が済まなければ食

事はいただきません。」と言うものですから、



「どうぞお話しください。」と聞き始めます。

「実は私はアブラハムのしもべです。そして

私はこのような事情でここに来て、その選ば

れた娘がリべカさんです。」

一生懸命に説明するから、「なるほど・・・」

心がだんだん傾くんです。まだ見たことのな

い夫イサクに対してリべカは心惹かれていく

んです。

「そんな立派なご子息なら、ぜひお会いし

てみたいわ。」

心がだんだんひかれていくんです。しもべ

は熱心に説明して誘惑します。

「リべカさんあなたは幸いですよ。父アブラ

ハム様は大富豪で、あなた一生楽に生きら

れますよ。仕事しなくてもオッケー。あなた



はまだ、一人息子のイサクを知らないでしょ

う。この人は人格者。頭が良くて、ハンサム

で足がすごく長いんです。そんな人はめっ

たにいませんよ。」

立派にこのしもべが説明するから、まだ見た

こともないイサクに憧れて、「行きます。私そ

ちらにいきます」とだんだん心動くんですね。

ところが、ここで注意点があります。彼女は

ここで決断を下したんだけれども、彼女の兄

と母は違うんですね。

「娘をもうしばらく 10 日間ほど、私たちと一

緒にとどめておいてから行かせたいんで

す。」「もうちょっと待って。」と言うんです。

「行かせるのはオッケー。でも10日ほどゆっ



くりさせてください。」

これが問題なんです。しもべは抵抗して言

います。

「私が遅れないようにしてください。この旅を

主が成功させて下さったのだから。」この世

の力というものです。この世は、「いつか主

にお仕えするチャンスが来るから、いつか

やればいいんでしょう。いつか 10 日間ほど

娘をここにとどめましょう。その後でいいんで

しょう。まだ時間がありますよ。」

これがこの世のやり口なんです。誰かがイ

エス様を信じようとしたら、「いや今、もうちょ

っと世を満喫して、エンジョイして、もうちょ

っと悪いことして死ぬ寸前に悔い改めてイ

エス様を信じたらいいんじゃないですか。」



悪魔の嘘で常套手段です。

「奉仕、やります。だけど明日。いつか、い

つか。」

そんないつかは来ないんです。

「伝道、するよ。伝道いいことですもんね。

いつかします。いつか。」

いつかは来ないんです。

今日、私たちは決断を下さなくてはならない

んです。その為に必要なのが、しもべの説

得なんです。

「リべカさん、イサクさんは頭がいいんです

よ。IQ200 以上と噂に聞きました。」いろいろ

うまく話しするから、リべカも心ひかれるわけ

で、その説得力が大事なんです。そうすると

リべカの心から、あの住み慣れた山、川、里



が出て行くんです。そしてアブラハムの国、

息子イサクの待つ大富豪の家へと心が移る

わけです。こうして、「早く行きたい。」と言う

しもべと、「もう少し娘をとどめましょう。」と言

う母と兄の押し問答の中で、結局、娘に聞

いてみることになりました。「あなたどうする、

この人と今すぐに行くか？」

彼女は「はい。まいります。」と答えます。こう

して彼女は出発することになりました。聖霊

なる神様の働きは今、私たちの心をこの世

から引きはがして、永遠の神の御国、独り子

イエス・キリストのいる天国に招き入れるた

めのメッセンジャーです。聖霊なる神様は

私の所に突如として来られ、私たちを祝福

してくださり、語りかけるんです。



「あなた最高ですよ。選ばれた人です。天

の父なる神様は金も銀も私のもの。大富豪

で、天国は道路さえ金でできています。宝

石の家がいっぱいあって、あなたはそこに

住むことができますよ。何と、独り子イエス・

キリストは素晴らしい人格者、ハンサムで足

が長くて物知りで、素晴らしい。物凄い人で

すよ。あなた、選ばれて妻になれるんです

よ。」

そんなに語りかけるのが聖霊様なんです。

そして聖書もってきて「読みなさい。イエス

様からのラブレターです。」と言うんです。聖

霊様が働くと「なんか読みたいな。」読み始

めるとイエス・キリストの愛が伝わって来るん



です。そして引き続き聖霊様は、「天国は素

晴らしいですよ。賛美が満ちて、喜びに満

ち溢れ、愛があり、不幸も死も悲しみも病も

呪いも悪魔も一切ない最高の明るい愛の都

です。」いろいろ天国の美しい話しを聞いて

たら心惹かれるんですね。そして住み慣れ

たこの世が、影になるんです。「こんなもの

は未練ない。」こういう風に働くのが聖霊な

る神様の働きなんです。ですから、聖霊様

の働き、語り掛ける御声に心を向けなけれ

ばなりません。なぜなら、この世の引き留め

ようとする力が、強いから家庭礼拝や聖書

勉強会が必要なんです。みんなで互いに

集まって、一緒になって祈らないと、この世

にひかれてしまうんです。たき火では、一本



では消えやすいのを束ねたら燃え続けるよ

うに、集まらないといけないんです。そうする

時に私たちはこの世の引き留める力、「もう

10 日間待ってから旅立たせよう。」という妥

協の力を砕くことができるんです。聖霊なる

神様は日々私たちにアプローチしています。

だから、教会に通い始めると聖霊様が臨ま

れて、「また教会に行きたいな。イエス様の

ラブレターもう少し読んでみたいな。」という

風に何か不思議に興味が湧き、「イエス・キ

リストはどんなお方ですか？」と、自分から

興味を持って質問し始めるんです。それが

聖霊様の素晴らしい働きです。

さて、私たちは最終的に決断を下して、世



に見切りをつけて、天国に向かって出発し

ます。

「リべカは侍女たちと立ち上がり、ラクダに乗

りその人の後について行った。」アブラハム

の最年長のしもべについて行ったわけです。

こうして、しもべはリべカを連れて出かけた。

その時、「イサクは遠方のベエル・ラハイ・ロ

イから帰っていた。彼はネゲブの地に住ん

でいた。」というのですが、リべカはその際、

自分だけではなく侍女たちも連れて、イサク

の待つアブラハムの国に旅立って行くので

すが、何に乗って行くのですか？

「電車？飛行機？車？自転車？」

違います。「ラクダ」ですね。「ラクダ」は何の

象徴でしたか？「試練」です。試練によって、



つちかわれた霊的に強くなった足腰を通じ

て私たちは立ち上がって天国に行くんです。

ですから、「試練よ来なさい。」私たちはこう

して、鍛えられて強くなって天国に行くので

す。試練がなければ私たち強くなれないん

です。リべカは「試練のラクダ。」それは水を

飲ませて元気にしたものです。

それに乗って行くわけです。聖書は美しい

ですよ。

「イサクは夕暮れ近く、野に散歩に出かけた。

彼がふと目を上げてみるとラクダが近づい

てきた。リべカも目を上げ見ると、ラクダから

降り、しもべに尋ねた。野を歩いてこちらの

方に私たちを迎えにくるあの人は誰ですか?



しもべは答えた。あの方が私の主人です。

そこでリべカはベールをとって、身をおおっ

た。」

美しいですね。 このようにして彼らは出会う

のですね。私たちの祗園祭、それは新郎イ

エス様と新婦、私たちが結婚することに例え

られる幸いです。

黙 21:1-10「私は、新しい天と新しい地とを

見た。以前の天と、以前の地は過ぎ去り、も

はや海もない。私はまた、聖なる都、新しい

エルサレムが、夫のために飾られた花嫁の

ように整えられて、神のみもとを出て、天か

ら下って来るのを見た。そのとき私は、御座



から出る大きな声がこう言うのを聞いた。「見

よ。神の幕屋が人とともにある。神は彼らとと

もに住み、彼らはその民となる。また、神ご

自身が彼らとともにおられて、彼らの目の涙

をすっかりぬぐい取ってくださる。もはや死

もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。なぜな

ら、以前のものが、もはや過ぎ去ったからで

ある。」

すると、御座に着いておられる方が言われ

た。「見よ。わたしは、すべてを新しくする。」

また言われた。「書きしるせ。これらのことば

は、信ずべきものであり、真実である。」また

言われた。



「事は成就した。わたしはアルファであり、オ

メガである。最初であり、最後である。わたし

は、渇く者には、いのちの水の泉から、価な

しに飲ませる。勝利を得る者は、これらのも

のを相続する。わたしは彼の神となり、彼は

わたしの子となる。しかし、おくびょう者、不

信仰の者、憎むべき者、人を殺す者、不品

行の者、魔術を行う者、偶像を拝む者、す

べて偽りを言う者どもの受ける分は、火と硫

黄との燃える池の中にある。これが第二の

死である。」

また、最後の七つの災害の満ちているあの

七つの鉢を持っていた七人の御使いのひと

りが来た。彼は私に話して、こう言った。



「ここに来なさい。私はあなたに、小羊の妻

である花嫁を見せましょう。」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。」

「イエス・キリストは、よみがえりです。いのち

です。イエス様を信じる者は、死んでも生き

るのです。このことを信じますか？」

「信じない者にならないで、信じる者になり

ましょう。」

信じる者は幸いです。最後の日に生き返っ

て、天国の美しい天使のような体と多くの報

いをいただけます。天国の聖都エルサレム

に入って、もはや死も悲しみも涙もない永



遠の喜びと信仰と希望と愛を持ち、イエス・

キリストと共にとこしえまで生きることが出来

ます。

今、もしまだ救い主イエス様を受け入れて

いない方が読者の皆様におられましたら、

以下の祈梼文を声に出して神様に祈り、本

当に心で信じてください。

なぜなら、聖書はこう約束します。

「もしあなたの口でイエスを主と告白し、あな

たの心で神はイエスを死者の中からよみが

えらせてくださったと信じるなら、あなたは救

われるからです。人は心に信じて義と認め

られ、口で告白して救われるのです。聖書

はこう言っています。「彼に信頼する者は、



失望させられることがない。」

（ローマ十章九～十一節）

そして今度の日曜日から十字架のある教会

に毎週通われることを切望します。教会の

牧師にあなたの悩みを相談してみてくださ

い。きっと親身になってあなたのためにお

祈りしてくださることでしょう。勇気ある信仰

告白で清く正しく豊かなクリスチャンになりま

しょう。

神様があなたを愛しています。人間はみん

な一度死ぬことと死後に神様の前に立たさ

れて一人一人が正しい裁きにあいます。神

様は愛です。決してあなたが滅びることを



望んでいません。あなたが心を開いてイエ

ス・キリストにある永遠の命を見いだして救

われて欲しいのです。本当に神様はあなた

を愛しています。ただイエス様を信じて今ま

で犯してきた罪を正直になって悔い改めて

欲しいのです。もし、誰でも罪の悔い改めが

ないまま死んでしまったら、絶対、絶対行っ

て欲しくない地獄に落ちてしまいます。どう

か、どうか愚かと思わないで読み続けて下さ

い。ある人にとってはこれが神様からの最

後の呼びかけかもしれません。私たちはみ

んな罪を犯して神様から離れていることを

知っています。神様は私たちのために独り

子イエス・キリストをこの世に救い主としてつ

かわされました。イエス様は天国を捨ててこ



の世で苦しみと悲しみの多い道を歩まれま

した。あなたのために。イエス様は神様の力

で本当に病人の心と体を癒され、罪ある人

間に天国の希望を与えて、新しい人生を与

えてくださいました。誰でもキリストのうちに

ある者は、新しく造られた者です。古い者は

過ぎ去ってすべてが新しくなります。イエス

様は道で真理で命です。イエス様は全く罪

がない唯一のお方なのに十字架にかかっ

て私たちの身代わりとなって血を流して死

なれました。そして三日目に死人の中から

よみがえられた真の神様だったのです。こ

のイエス様を信じるだけで誰でも罪が赦さ

れ、神様の子となって新しく生まれ変われる

のです。本当です。神様が欲しいのはただ



あなたが今、素直になって神様の御前で罪

を悔い改める心を持って信じて欲しいので

す。

イエス様はすでに私たちの犯したすべての

悪い罪の行ないのため死後に私たちが受

けなければならない地獄の苦しみと罰を身

代わりとなって十字架で受けてくださいまし

た。ただ信じるだけです。イエス様が十字架

上、祈られた神様の言葉です。「父よ。彼ら

をおゆるしください。彼らは何をしているの

か自分でわからないのです。」

彼らとは今の私であり、あなたです。どうか

神様の和解を単純で素直に受け入れてく

ださい。聖書の教えはすベて本当のことで



す。勇気を持って神様の救いのチャンスを

つかんでください。たとえ今までどんなに大

きな罪を犯してきたとしても、どんな宗教を

してきたとしても、これを読める今ならまだ、

間に合います。ただ生きているうちに、今こ

の時が恵みの救いの時間です。遅すぎな

いうちに、裁きが決定されていない生きてい

る今の地上で。どうか、どうか神様に代わっ

て嘆願します。神様があなたの為に準備さ

れた最高の人生計画と永遠の命の救いを

無駄にすることなく受け入れてください。神

様はあなたを永遠に変わらない愛をもって

あわれんでいます。あなたは神様の御目に

高価で尊い愛されている存在です。



今から導く祈りをあなた自身の祈りとして信

じて受け入れて、小さな声でもいいですか

ら、神様に告白してください。神様はあなた

の永遠の父となってその大切な祈りを喜ん

で受け入れて、あなたに今、罪のゆるしと聖

霊様を注ぎ永遠の命を与えてくださいます。

さけるべき地獄と行くべき天国は現実にあり

ます。本当です。いまが決断の時です。心

配しないで、素直にイエス様を信じてご一

緒にお祈りください。では以下を声に出して

告白しましょう。

祈祷文

私と一緒に祈ります。「天の父なる神様。私



は今まで、あなたを知らずに、神様から離

れて生きてきました。今まで、私が犯した罪

をすべてゆるしてください。悔い改めます。

私は私のために身代わりとなって、罪なき

神様の独り子イエス・キリストが十字架で血

を流して死んだこと。３日目に死人の中から

よみがえったことを信じます。イエス様の血

潮で私の心を洗ってください。私の心に聖

霊様を与えてください。私に真理をさとらせ

てください。私の祈りを聞いてください。私

は救われました。神様は私の永遠の父です。

私は神様の子供です。イエス様は私の救い

主（ぬし）です。聖霊様、私を悪から守り、助

けてください。神様はすべてをご存知で今

の私のすべてをご存知です。天の父なる神



様。罪深かった私を、愛して、赦して、救っ

てくださったことを感謝します。天国と永遠

の命をありがとうございます。イエス・キリスト

の名前でお祈りいたします。アーメン。」

おめでとうございます。告白した、あなたは

たった今、救われた神様の子供となって天

国にある永遠の命の書にあなたの名前が

書き記されました。あなたは必ず、天国に入

れる幸いな人です。喜んでください。あなた

の罪はゆるされました。神様があなたを喜ん

でいます。今からは自己流でいいので神様

にあなたの言葉で祈ってください。祈りはは

じめに、「神様！」あるいは「天の父なる神

様！」と呼びかけて正直になって祈ることで



す。人はうわべを見ますが、神様はあなた

の心を見ます。自分の言葉で心の重荷をす

べてうちあけてください。きっと、生きる希望

と救われた喜びが与えられます。そして祈り

の最後には必ず、「イエス・キリストの名前で

お祈りいたします。アーメン。」と言ってくだ

さい。その祈りは天国に届き、必ず答えが

返って来ます。神様は力強くやさしい愛の

お方です。信じてください。聖書は本当で

す。神様はあなたを愛して永遠の命を与え

て救うことが出来ます。今の不安や苦しみを

祈ってください。神様はあなたをいま見てい

ます。聞いています。神様は目に見えなくと

も本当に生きておられ、あなたを愛し、あな

たを救われます。



黙 22:12-21 「見よ。わたしはすぐに来る。

わたしはそれぞれのしわざに応じて報いる

ために、わたしの報いを携えて来る。わたし

はアルファであり、オメガである。最初であり、

最後である。初めであり、終わりである。」

自分の着物を洗って、いのちの木の実を食

べる権利を与えられ、門を通って都に入れ

るようになる者は、幸いである。犬ども、魔術

を行う者、不品行の者、人殺し、偶像を拝

む者、好んで偽りを行う者はみな、外に出さ

れる。

「わたし、イエスは御使いを遣わして、諸教

会について、これらのことをあなたがたにあ

かしした。わたしはダビデの根、また子孫、



輝く明けの明星である。」

御霊も花嫁も言う。「来てください。」これを

聞く者は、「来てください」と言いなさい。渇

く者は来なさい。いのちの水がほしい者は、

それをただで受けなさい。私は、この書の

預言のことばを聞くすべての者にあかしす

る。もし、これにつけ加える者があれば、神

はこの書に書いてある災害をその人に加え

られる。

また、この預言の書のことばを少しでも取り

除く者があれば、神は、この書に書いてある

いのちの木と聖なる都から、その人の受け

る分を取り除かれる。

これらのことをあかしする方がこう言われる。

「しかり。わたしはすぐに来る。」アーメン。主



イエスよ、来てください。主イエスの恵みが

すべての者とともにあるように。アーメン。」

ハレルヤ ＼(^O^)/
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