第1章 日本列島に潜むユダヤの痕跡

伊勢神宮の謎に迫る!

今からおよそ十五年前、米国ロスアンジェルスで不動産事業を営んでいた際に、大勢のユダヤ系実業
家の方々と出会う機会がありました。ベトナム戦争時はヘリコプターの技術士として現地で活躍し、米
国に帰国後不動産のデベロッパーとして成功したゼブ氏とは特に親しくさせて頂き、時折夕食を共にし
ながらよく雑談をしたものです。そのゼブ氏がある日突然、「日本人のルーツにユダヤがあることを知
っているか?ヨセフ・アイデルバーグという学者が『大和民族はユダヤ人だった』という本を書いたの
だが読んでみたら?」と教えて下さったのです。日本とユダヤには本当に接点があるのだろうかと疑問
に思いつつその時から歴史の街道をひたすら遡りながら、日本とユダヤのハーモニーを見出すロマンが
始まったのです。
果たして日本人には神の選民と言われたユダヤの血が流れているのだろうか。そんな疑問を解明する
ために、1988 年東京から車で伊勢神宮にお参りに行くことにしました。以前から伊勢神宮には三種の
神器が隠されているという噂や、天皇家とユダヤの関係に携わる様々な秘密が盛りだくさんあると聞い
ていた為、何としても訪ねてみたかったのです。まず度肝を抜かれたのが JR 伊勢駅のそばにある外宮
から内宮につながる街道の両脇に立てられている無数の石灯篭に、ユダヤの紋章である「ダビデの星」
が刻まれていることです（写真参照）。しかしながら何故、天皇家が参拝する伊勢神宮の街道沿いにユ
ダヤの紋章が入っているのでしょうか?
この石灯篭は神宮奉讃会が寄贈したものであり、実際は木藤石材工業という兵庫の会社が製作にあた
りました。そして依頼者側の代表として当時の神宮庁長官である故二荒氏と奉讃会会長の故森岡氏によ
って詳細の指定がなされたのです。しかし、何故この二人が執拗なまで台座にユダヤの紋章を彫りいれ
る事を望んだかは今をもってわからず、工事を請け負った木藤氏はただ言われるままに製作したそうで
す。このダビデの星は伊勢神宮の奥宮である「伊雑の宮」の正式な紋章でもありますが、「イゾウ」と
いう言葉の響きがヘブライ語で神の救いを意味する「イザヤ」、
「イズラエル」に酷似しているため、ま
すますユダヤの影響を感じます。
そこで伊勢という地名そのものにも注目してみました。一般庶民にとっては伊勢えび、伊勢神宮のよ
うに「イセ」という場所の印象が圧倒的に強いと思われますが、実を言えばこの「イセ」という言葉は
世界各地で使われている宗教色の大変強い言葉なのです。国の名前ではイスラエルがあり、また聖書に
登場する預言者の中でもイザヤは有名ですが、共に「イサ」、もしくは「イス」という英語のアルファ
ベットで「IS」という子音から始まっています。これはヘブライ語のイシャまたイェシュアという「助
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け」「救い」という原語に由来しています。イエスキリストのイエスも同様に「神の救い」という意味
があり、今日でもイエスという名は世界各地で「イサ」もしくは「イセ」と呼ばれています。すなわち
伊勢神宮のイセという言葉はそのままで神の救いという意味を持ち、伊勢のルーツにヘブライ語が潜ん
でいる可能性が高いのです。そしてイシャが救い・助けを意味するならば、もしかすると「医者」とい
う日本語もヘブライ語に起源があるかもしれません。日本とユダヤのロマンが始まります。

伊勢神宮の構造はイスラエルの神殿がモデル?

伊勢という名が「神の救い」という意味を持つヘブライ語と発音が類似しているのは単なる偶然なの
でしょうか？伊勢神宮の伊雑宮のイゾウという文字がイザワと読まれるのは預言者イザヤ
由来しているからでしょうか？

の名前に

伊雑宮から内宮、外宮に至る街道沿いの石灯篭にダビデの星が刻まれ

てある理由は？そして伊勢神宮の秘宝である八咫鏡の裏には本当にヘブライ語で文字が書かれている
のでしょうか？

再び伊勢神宮の謎に迫ります。

不思議なことに日本の神社の構造は、イスラエルの幕屋とエルサレム神殿に類似している点が多数あ
ります。イスラエルの民は荒野を旅しながら、モーゼを通じて神に命じられればいつでも礼拝できるよ
う、簡単に移動できる礼拝所を用意していました。その礼拝所は「幕屋」と呼ばれる長方形のテントの
中に小さな木造の建物を設置するものでした。
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伊勢神宮の内宮にある御正殿に至る石段を上り、板垣南御門の前に立ちますと、そこには御幕（おん
まく）と呼ばれる生絹でできた布がかけられており、そこで来訪者は参拝を行います。驚くことにそこ
から見る周囲の風景は、聖書に描かれているイスラエルの幕屋に良く似ているのです。なぜならば、皇
大神宮は幕屋のようにきれいな長方形の板垣に囲まれており、大変質素に造られているためです。
外観だけではなく、内部構造も大変良く似ています。御垣内に入りますと、そこには中重鳥居と呼ば
れる二本の柱があります。日本では、鳥居の柱にしめ縄をかけてその二本の柱を結ぶことがあります。
旧約聖書の列王記上七章を読みますと、エルサレムにソロモン王が神殿を建てる際、その入口に二本の
柱を設置したという記載があります。この青銅でできた二本の柱の頂には丸い柱頭があり、鎖で編んだ
市松模様の飾り紐をその柱頭に巻きつけなければならないことが聖書に書かれてあります。また多数の
神社でお馴染みの狛犬と呼ばれる向かい合った獅子像と同様に、エルサレム神殿においては玉座の両側
に二匹の獅子が立っていたと書かれています（列王記上 10 章 19 節）。
日本の神社には手水舎（てみずや）といって、手を洗い口をすすぎ、禊をする清めの場所が設けられ
ています。その洗い場を通り過ぎると檜で造られた拝殿と本殿の二つの間があります。その本殿と呼ば
れる聖所の東側は格子、西側の部屋には霊が祭られています。イスラエルの神殿においても、幕屋に入
る前に祭壇のそばにある洗盤の水で手足をまず洗うことが義務付けられていたのです。さらにその奥は、
神社と同様に檜で造られた聖所とその奥にある至聖所の二つの間に分かれています。そして神社におい
て拝殿より先は一般庶民が入れないように、イスラエルの聖所も祭司しか出入りすることができないの
です。なんと、この至聖所には大祭司が年に一度だけしか入ることが許されていないのです。しかもこ
の至聖所は西側に配置されているのです！
その上、伊勢神宮にお参りに行くとすぐに気がつくことですが、目に見える形で祭られている仏壇や
神々の像が存在しないのです。これは偶像礼拝を禁じているユダヤ教と同様であり、幕屋やエルサレム
神殿にも礼拝の対象となる物は一切ありません。また神官が着る真っ白でフサのついた着物と、古代ユ
ダヤ教における祭司の服装も実に良く似ています。これらは全て偶然の一致といえるのでしょうか？ユ
ダヤと日本のハーモニー、ますます興味が湧いてきました。
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三種の神器はユダヤにルーツがあるのか!
日本
三種の神器

イスラエル
お神輿

契約の箱

三種の神器

・八咫鏡

・十戒の石版

・草薙の剣

・アロンの杖

・勾玉

・マナの壷

「三種の神器」という言葉は、日本人なら一度は聞いたことがあると思います。幼い頃、神話や童話
を通して神器の魔力に興味を持った人も少なくないはずです。
不思議なことに、イスラエルにも「三種の神器」が存在します。1981 年、
『レイダース失われた《聖
櫃》
（アーク）』という映画が世界的に大ヒットしました。この映画は、神がシナイ山頂でモーセに与え
た十戒を書き記した石の板と「契約の箱」の行方を探し求めるアドベンチャーの物語です。この「契約
の箱」は、紀元前７世紀頃、イスラエル王国の崩壊と共に姿を消したと言われており、いまだに発見さ
れておりません。この箱の中にはモーセに与えられた十戒が刻まれた石碑の他に、エジプト王の前で奇
跡を起すために使われた「アロンの杖」と呼ばれる短い鉄の棒と、イスラエルの民が荒野で旅をしてい
た時に神が天から与えた「マンナ」というパンのような食べ物を入れる「黄金の壷」の 3 点が納められ
ていました。これら三種の神器を納めた聖櫃を、日本の神社に似ている天幕を張った「幕屋」や、後の
エルサレム神殿に設けられた「至聖所」と呼ばれる大祭司しか入ることの許されない最も神聖な場所に
奉安し、イスラエルの民は神を拝し祭ったのです。また聖櫃の側面には金属のリングが設けられており、
移動する際にはこのリングに 2 本の長い木の棒を通し、まさに、日本の御神輿のように複数の人々が担
いだのです。さらに不思議なことにリングに棒を通した聖櫃の外観は、日本の御神輿に大変よく似てい
るのです。これも偶然の一致なのでしょうか?
日本において三種の神器は、皇位継承のシンボルとして位置付けられています。伊勢神宮においては
御神体と呼ばれる八咫鏡(ヤタノカガミ)が古くから存在し、20 年に一度行われる遷宮の際には白い布で
覆われ夜間に移動させます。また今日、草薙の剣は熱田神宮に、そして八坂の勾玉（まがたま）は宮中
三殿の賢所に安置されています。これら三種の神器を拝謁することは、一般人は誰も許されたことがな
いため、神器の詳細や製作の趣旨等を十分に確認することができないまま今日に至っています。しかし、
1954 年に三笠宮殿下が「八咫鏡の裏にヘブライ語が書いてあった」という話を新聞に投稿したとことも
あり、十戒の石碑と八咫鏡の関連性を指摘する人が絶えません。確かに日本とイスラエルの三種の神器
を比較すると、その形状から察して八咫鏡は十戒の石碑、草薙の剣はアロンの杖、そして勾玉は黄金の
壷に類似していると思われます。
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失われた「契約の箱」は、2600 年以上行方がわからないままになっています。イスラエルの 10 部族
からなる北の王国が紀元前 722 年に、そして 2 部族からなる南朝のユダ王国が紀元前 587 年に滅亡する
までの間、国家が崩壊していくプロセスの中で聖櫃がいつの間にか姿を消してしまったのです。ちょう
ど時期を同じくして紀元前 6 世紀頃、日本国においては神武天皇が大和に都を置いて天皇制の時代が始
まり、天孫降臨と共にもたらされた神器をもって皇位を保証する御神体としたのです。また「契約の箱」
は、ヘブライ語の原語において「船」という意味を持っていますが、日本でも神器を収める御器を「御
船代」と呼びます。これも偶然の一致でしょうか?
イスラエル国が崩壊した直後に、アジア大陸の東のはずれにある日の出ずる海にある島々において新
しい国の歴史が始まりました。そしていつしか、その島々で行われる祭りにおいて、群集が契約の箱に
酷似した御神輿を担ぎ、大声で「ヨイショ」と掛け声をかけ、「ヤーレン・ソーラン」という言葉で歌
い踊るようになっていました。この島々である日本にこそ「ユダヤとのハーモニー」が秘められている
のです!

祇園祭りのルーツはイスラエルの謝恩祭か!
夏祭りと言えば、多くの方が全国各地で７月に開催される祇園祭を思い起こすのではないでしょう
か?成田山新勝寺においても毎年 7 月になると祇園祭が催され、大勢の参拝客を集めています。祭のハ
イライトといえば「山車（ダシ）」が上げられます。町ごとにプライドをもって手がけられた「山車」
を町内の仲間と一緒に綱をとりながら大声をあげて引っぱり回すだけでなく、成田山の境内においては
「山車」の競い合いが行われます。これを見ずして成田の祇園祭を語れません。そして「山車」を引っ
張る際に、メガホンを持った人が大声で「オイサ」、
「エィサ」、
「イッサ」と叫び周囲の仲間が同じ言葉
を連呼する姿には、先祖代々より伝承されてきた不思議な力を感じます。
この「エィサ」という掛け声の意味は外来語として解釈することができます。「エィサ」は「イサ」
という言葉がヘブライ語にルーツを持つ「救い主」を意味する言葉とほぼ同じ発音であるため、非日常
的な祭りのエクスタシーのなかで救いの神「イサ」を歓喜に包まれながら力を込めて連呼しているうち
に、少しずつ訛って「エィサ」、
「イッサ」となったと思われます。しかし「イサ」の掛け声とヘブライ
語との発音の類似性を単なる偶然として片付けられないのは、これらの例以外にも祇園祭には先祖代々
より守られている慣習や使用されている言葉の中に、イスラエルのお祭りである謝恩祭に酷似している
点が余りに多いからです。
まず祇園祭が開催される月日に注目してみましょう。全国各地で行われる夏祭りの中でも日本三大祭
の一つに挙げられる京都の祇園祭は別名で天王祭とも呼ばれ、この祭りの総本山とも言える京都八坂神
社を始めとする多くの神社では、例年７月 17 日に山車が街中を引き回され、祭は最高潮に達します。
では何故、祇園祭の山車は７月 17 日に引き回しを行なうのでしょうか?何故、全国各地で７月 17 日前
後に盆踊りが催され、民衆が熱狂につつまれてお祭りをするようになったのでしょうか?その答えはど
うも聖書に書かれているノアの洪水の話に秘められているようです。旧約聖書の創世記には、大昔人類
は洪水によって滅亡の危機を迎えたことがあり、神の哀れみによってノアとその親族だけが箱舟によっ
て難を免れたことが書かれています。そしてこの洪水が起こった後にノアを乗せた箱舟が陸地に辿り着
いた日が、何と７月 17 日だったのです。聖書の創世記、８章３-４節にはこう書かれています。
「それで水はしだいに地の上から引いて、150 日の後には水が減り、箱舟は７月 17 日にアララテの山に
とどまった。」
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７月 17 日とは、人類の救いの日であり、山の頂上から始まる新しい歴史の始まりの日だったのです。
またノアはそこで祭壇を築き、動物を生贄として捧げ、神を祭ったことが書かれています（創世記 8 章
20 節）。そこでノアの子孫であるユダヤ人は 7 月 17 日が毎年おとずれるたびに先祖の救いを記念して謝
恩祭を開き、皆で祝うようになったのです。更に注目すべきは、ノアの箱舟がランディングしたと言わ
れるアララテ山にあります。現在のアルメニヤ近郊にあるタガーマ州のハラン（タガーマハラ）にある
この山こそ、古事記や日本書紀に記載されている高天原であることは以前に述べたとおりです。そこは
人類の歴史が始まったランドマークであり、前 7・8 世紀にイスラエルの国家が崩壊した直後に国家の
リーダーらが集った場所であったとう、正に日本の歴史の原点に相応しい麗しき山だったのです。

祇園祭りのルーツは大洪水にあり!?
祇園祭の背景には旧約聖書に記載されている大洪水があると聞いても、誰もピンとこないことでしょ
う。確かに祇園祭の儀式や神輿、山車等に代表される様々な祭典は一見、洪水のイメージとは何ら関係
ないように思われます。ですが、祇園祭に代表される全国の夏祭りと洪水の共通点は、祇園祭が開催さ
れる日と、箱舟が山の頂にランディングした日が同じ７月 17 日であるという暦の一致だけにとどまり
ません。
まず全国の祇園祭は、海に纏わる行事が多いことに注目してみました。祇園祭の祭神は牛頭天王（素
戔嗚尊スサノヲ）ですが、各地で牛頭天王だけでなく、海上を漂いながら導かれる象徴として水神を祭
っている所が多いのです。また、素戔嗚尊は水を支配する八岐の大蛇を退治したことから水を司る神と
しても捉えられており、その点も興味深いところです。そして神輿を川や海まで引き込む神輿水中渡御
の祭りや、山車の代わりに船を出す御船祭も各地で行われており、これらは洪水から逃れたことを祝う
だけでなく、後世において契約の箱が海を渡って日本に到来したことを祝う行事とも考えられます。
また神輿や山車の彫刻や飾りには波や鳥のデザインが多数見かけられますが、それはノアが箱舟から
鳩を放ち、オリーブの若葉を咥えた鳩が舞い戻ってきた時に初めて水が引いたのを確認したという旧約
聖書の記述と関係があるように思えます。また神輿の上には翼を広げた金色の鳥が置かれ、そのくちば
しが小枝を咥えているのも偶然とは思えません。明治神宮の建物にも屋根の部分に波唐草という波の模
様が描かれており、更に伊勢神宮では御神宝が御船代（みふなしろ）と呼ばれる船の形の容器に収容さ
れています。これらは全て洪水にルーツがあることをほのめかしてはいないでしょうか。
ノアの箱舟の物語は、神の命令に従って造られた箱舟によって大洪水を脱出し、西アジアの高原にあ
る高天原の山の頂上にランディングし、船から下りたノアとその一族によって人類の新時代が幕開けし
たという、正に人類の救いを象徴するストーリーなのですが、この神話の原点には神の命令に従ったノ
アの信仰心があります。このモチーフは面白いことに古代日本国家の設立の背景にそのまま当てはまり
ます。紀元前 8 世紀にイスラエルの国家が崩壊する直前、イザヤの予言を信じたイスラエルの民は、東
の国の島々にある新天地を捜し求めて国家を脱出したのです。そして東方に向かってアジア大陸を横断
し、最終的に船で海を渡って約束の島々である日本列島に辿り着き、そこに新しい国家を設立すること
になります。特筆すべきはイザヤの子息をリーダーとした一行が、イスラエルの家宝である神輿に酷似
する契約の箱を、大陸を横断する時も、海を船で渡る時も、2 本の棒で担ぎ通し、日本の何処かに安置
したと考えられることです。その不思議な光景に人々の目が釘付けになり、いつの間にか陸や海、はた
またその両方で、神輿を担ぐ祭りが全国的に普及したのではないでしょうか。
祇園祭のルーツに洪水が絡んでいることは、これらの事柄から明らかです。山に降り立った７月 17
日、ノアは山上にて神を礼拝しましたが、イスラエルでは、この日をシオン祭として祝うようになり、
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日本では祇園祭りが広まりました。ヘブライ語の「シオン」という言葉は実際には「ズィオン」と発音
されるため、それが日本では祇園祭と呼ばれるようになった所以です。

「山車」の起源はノアの箱舟か?!

オリーブの若葉に謎を解く鍵が潜む!

祭りの季節になると、全国各地で大活躍するのが山車（だし）です。山車には草花や人形、動物等の
装飾物が飾られており、その興味深いデザインには誰もが目を見張ります。例年７月に催される成田山
新勝寺の祇園祭においても、多くの山車が民衆の大きな掛け声と共にその雄姿を披露し、新勝寺の境内
では活気に満ち溢れた山車同士の壮絶な演出を見物することができます。このような山車を使ったお祭
り行事は京都や成田の祇園祭だけでなく、全国各地で開催されています。これ程まで日本の土壌にしっ
かりと根付いた「山車」文化のルーツはどこにあるのでしょうか。
「山車」の起源は少なくとも平安時代まで遡ると言われています。大陸の宗教文化が日本へ紹介され、
多くの僧侶がその影響を強く受け始めた平安時代の末期に、比叡山の山法師が日吉（ヒエ）神社のご神
体を神輿に収めてそれを担ぎ、朝廷を訪れました。この史実から平安時代では既に神輿の中に神を迎え
入れるという発想があったと考えられます。その後、中世にかけて宗教間の派閥争いが厳しくなる最中、
どこにも負けない日本一の贅沢な祭りを行おうという町衆の思いが頂点に達し、それまで人の手で担が
れていた神輿がいつしか祇園祭においては大掛かりな「山車」に変貌を遂げたと言われています。
「ダシ」という言葉の語源は「飾り物として出す」ことから「出し車」がつまってできたとか、屋台
から装飾品の一部を垂らすように出してあったことに由来するという説など諸説あります。そこに「山
車」という漢字を当てた理由としては、巨大な装飾品を備えた車が山のように見えるからというのがご
く一般的な見解です。しかし神の降臨する依り代（よりしろ）とも呼ばれる祭礼の山が、神のご神体を
移動する車に転じ、それが最終的に「山車」となったという学説等もあり、真偽の程はさだかではあり
ません。もし前述した通り、祇園祭や神輿のルーツがイスラエルにあり、祇園社で祀られたスサノオが
イスラエルの子孫であるとするならば、「山車」の語源も同様にイスラエルの歴史から解明できるはず
です。
まず山車の装飾として使われる草花、動物、人形が洪水神話に結びつくことに注目してみました。ノ
アの箱舟にはノア一族と無数の動物が乗っていましたが、山の頂上にとどまった直後、まずそこからノ
アは鳩を放ちました。その鳩が「オリーブの若葉」を咥えて帰ってきた時、ノアは初めて陸地が現われ
たことを確認できたのです。それ故、若葉と動物、人間は全て洪水神話に関連する重要テーマです。山
車にはこれらの装飾が施され、時には波さえ描かれることが多いのは、山車の起源に洪水が何らかの関
係があるに違いありません。だからこそ、箱船が山頂にたどり着いたと言われる７月 17 日に祇園祭が
催されるようになったのではないでしょうか。
この説を決定づけるのが「山車」という発音を持つヘブライ語です。
（ダシ）は旧約聖書の創世記に実際使われている言葉であり、それは「若葉が地上に芽生える」とい
う意味を持っているのです。そこに「山車」という漢字が当てられたのは、大洪水からの救いが山の上
から始まったからに他なりません。そこで若葉の芽生え（ダシ）を確認し、その箱舟から多くの私財が
運び出され車に乗せられて地上の隅々まで運ばれたのでしょう。
祇園祭で用いられる「山車」の根底にあるテーマは「神の救い」であり、水没した大地に再び芽生え
た若葉（ダシ）こそ、正に新しい時代の始まりの象徴だったのです。

蘇民将来の起源はイスラエルの過越祭か!
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これまで祇園祭とユダヤの関連性について、ノアの洪水神話に共通点を見出し、山車及び牛頭等、特
殊な宗教用語のヘブライ語源を検証しながら解説してきました。類似点はまだ多数あり、特に祇園祭と
イスラエルの「過越の祭り」との関係には八坂神社の関係者も含めて多くの学者が注目しているようで
す。その理由は共に厄病よけの行事として繋がりがあるからに他なりませんが、実際はそれ以上に深い
係わり合いがありそうなのです。
そもそも「祇園祭」は平安時代に疫病が流行し、その祟りを鎮めるためにスサノオこと牛頭天王を祀
ったことに由来していると言われています。この牛頭天王信仰が始まるきっかけとなったのが「蘇民将
来」という厄病よけの行事です。『釈日本紀』

にある

『備後風土記』によりますと、スサノオが困

っている時に裕福な蘇民将来の弟は宿を貸すことを断ったが、貧しい兄の蘇民将来は宿と栗飯を提供し
たとあります。それを機に、スサノオは後の日に疫病が流行しても、蘇民将来の子孫で茅の輪を持って
いれば難を逃れることができることを約束したのです。この伝説を発端として、いつしか全国各地で「蘇
民将来之子孫也」という護符が付けられた注連縄が住宅の玄関上に飾って置かれるようになりました。
この護符は京都の八坂神社では今でも祇園祭の最中に授けられています。
この「蘇民将来」の伝説は、イスラエルの「過越の祭り」と内容が酷似していることに気づかれる方
も多いと思います。
「過越の祭り」は、イスラエルの民がエジプトで奴隷となって苦しめられていた時、
神がモーセに対して羊を屠ってその血を家の入り口の柱に塗ることを命じ、その教えに従ったイスラエ
ルの民のみが神の裁きを逃れることができたことを祝したことに起因しています。その神の救いを記念
して「過越の祭り」が、イスラエルの祭日として祝われるようになったのです。
大変興味深いことに、日本とイスラエルという 2 つの異国で長年に渡り継承されてきたこれらの宗教
儀式は、単に厄除けとしての共通点が在るだけでなく、蘇民将来の伝説では茅の輪を持つこと自体が救
いの条件であったはずの護符が、「過越の祭り」のしきたりを吸収したかのごとく、いつの間にかそれ
が玄関の門柱に貼り付けられるようになったのです。更に祇園祭では竹や柳の木の枝を振りかざして歩
き巡る光景が見られますが、同様にユダヤ教の祭の中にはスコット祭のように民衆が多くの木の枝を持
って行列に参加するものが見られます。そして祇園祭で使われる香炉はユダヤの神殿で使われているも
のと形が類似しているのです。もしかすると「過越の祭り」で 2 つの柱にヒソプをつけることにちなん
で、日本でも正月に玄関の両脇に門松を立てる慣習が生まれたのかもしれません!
ここで当然ながら一つの疑問が生じます。例年、夏に開催される祇園祭のルーツが旧約聖書の洪水神
話にあり、ノアの一族が箱舟によって救われた７月 17 日が大切な暦であることは前述した通りです。
しかし蘇民将来の話では今度はイスラエルの過越しの祭りにちなんで正月が話の中心となっています。
この一見矛盾した暦の相違を解明する手がかりが、古代イスラエルのシオン祭にあります。祇園祭の前
身とも言えるシオン祭は、複数の祭りを祝うイスラエルの複合祭であったということを理解することに
よって、一挙に解決できるのです。

暦の類似点から祇園祭のルーツに迫る!
シオン祭りを初めとする様々なイスラエルの宗教文化に、祇園祭のルーツがあることをこれまで解説
してきましたが、その根拠として特に暦の類似点からは目が離せません。祇園祭は例年 7 月に開催され
ますが、他の祭りとは異なり開催される期間が 1 ヶ月と大変長く、山鉾巡行がピークを迎える 7 月 17
日が祭りのハイライトとなります。イスラエルでは、この日がノアの箱舟が山の頂上に漂流し神の救い
を確認した祝日となっており、その前後に合計で 3 週間という期間をかけて新年祭という宗教行事が毎
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年執り行われていました。この新年祭の原点にある「シオン祭り」は、神の天地創造を祝福すると同時
に、ノアの箱舟による神の救いや、イスラエルの王の即位、そしてエルサレムに契約の箱が運ばれたこ
とを記念する、国家をあげての大きな祭りでした。シオンとはイスラエルの首都、エルサレムの近隣に
位置した山で、預言書によればメシアが再臨する際に降り立つ場所と考えられた聖地でした。そのため、
壮大な祭りを催すには最もふさわしい場所であったといえます。しかし前８世紀、イスラエルが国家を
失った際、シオン祭りは首都エルサレムの崩壊と時を同じくして消滅し、その後、収穫祭や仮庵祭等、
旧約聖書に記載されている各種祭りにその名残を残すに留まりましたが、実はその延長線に祇園祭があ
ったのです。
それ故、イスラエルの新年祭と祇園祭の暦に類似点が多くても不思議ではありません。イスラエルで
は 7 月 1 日よりロシュ・ハシャナと呼ばれる新年礼拝がありますが、同じ日に祇園祭は吉符入と呼ばれ
る祈願式から始まります。イスラエルではそれから 7 月 10 日のヨム・キプールと呼ばれる贖罪日まで
断食を行いながら神の御前で悔い改めをする神聖な日となりますが、祇園祭では同じ時期に清祓いとば
れる祈願式をもって、山鉾ごとのお祓いと清めが行われます。
また中旬の 15 日から 7 日間、イスラエルでは旧約聖書のネヘミア書に基づいてテントで寝泊りをし、
エジプトにおける奴隷からの脱出を祝福する仮庵祭が催されます。仮庵祭の終盤では会堂の祭壇に水を
注ぐ清めの儀式と、律法の集会であるホザナ・ラバと呼ばれる祝福の儀式が行われます。この儀式は、
神の救いに預かったことを祝して祈りつつ、草木を振りかざしながら祭壇の周りを 7 回巡り歩き、神に
感謝を捧げます。同様に祇園祭では山鉾を造り、7 月 17 日より始まる神幸祭では、神輿が八坂神社から
巡行して四条御旅所にて 7 日間留まります。また御輿を神事用水で清める「御輿洗」と呼ばれる儀式が
執り行われ、神主が祈りを捧げた後、祭壇に玉串を捧げ、周囲の人々がお神輿の周りを 3 回巡り歩き、
山鉾に草木が添えられるのです。
牛頭天王と蘇民将来の説話に基づく祇園信仰がイスラエルの過越の祭と類似していることは前述し
た通りです。更に祇園祭の山鉾とその装飾方法がイスラエルの仮庵に酷似していること、またどちらも
収穫物を神に捧げることから、祇園祭には仮庵祭と収穫祭としての側面もあるようです。イスラエルの
シオン祭りは元来複数の祭りを集合した総合祭として催されていました。だからこそ、シオン祭りが日
本の地において継承され土着化する過程において、これら複数のイスラエルの祭りの要素が吸収されて
いきながら、今日の祇園祭に至ったのではないでしょうか。つまり、祇園祭は今でこそ日本の文化とし
て根付いていますが、イスラエルの宗教文化が息づく民族祭なのです。
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第2章 イスラエル 12 部族の行方

失われたイスラエル 10 部族と皇室の謎!

「イスラエル民族と皇室との間に、なんらかの接点がある可能性が高い」ということがわかれば、イ
スラエルの歴史に疎い日本人でも興味が沸いてくるのではないでしょうか?イスラエル史を学ぶ一番良
い資料は、創世記からマラキ書まで 39 巻からなる旧約聖書です。創世記では紀元前 20 世紀頃、信仰の
父として敬われたアブラハムの話が登場します。彼の孫、ヤコブは別名イスラエルとも呼ばれていまし
た。このヤコブに 12 人の子供が与えられ、この子供たちの子孫がやがてイスラエル 12 部族を形成する
ことになるのです。その後イスラエルの民はエジプトで生活を始めるのですが、いつの間にかエジプト
人の奴隷となってしまいそのまま 4 世紀以上経ちました。紀元前 13 世紀にモーセが登場し、イスラエ
ルの民をエジプトから約束の地と呼ばれるカナン（今日のイスラエル）へ向けて脱出させます。そして
紀元前 1050 年頃、ダビデ王の統治下で国家が成立し、黄金時代と呼ばれるほど栄えました。ソロモン
王の時代に至って、その名声は世界に響き渡り、エルサレム神殿が構築されただけでなく、タルシシ船
を使って世界中の国々と貿易を行いました。
ところがソロモン王が没した直後、早くも国家の崩壊が始まり、紀元前 931 年、イスラエルは 10 部
族から形成される北のイスラエル王国と、2 部族からなる南のユダ王国に分裂してしまうのです。神へ
の背信行為、及び、金と権力によって腐敗した王政が原因となって国家の弱体化が急速に進んだあげく、
紀元前 722 年、まず北のイスラエル王国が崩壊し、アッシリアによって滅ぼされてしまいます。その結
果、大勢の民が国を失い各地に逃げて行きました。それからおよそ 140 年後の紀元前 586 年、今度は南
のユダ王国がバビロニヤ帝国の手によって滅亡し、住民は捕囚としてバビロン（現在のイラク）に連れ
去れてしまったのです。それから 50 年近くたった後、南王国の 2 部族のみが再びエルサレムに帰還し
てくるですが、北の 10 部族の行方はいまだわからないままです。それ以降、1948 年の国連決議を経て
今日のイスラエルが再び建国するまで何と 2,500 年もの間、国を失ったまま他国の統治下におかれてし
まったのです。しかも今日のイスラエル国民は、南王国 2 部族を構成するユダ族とベニヤミン族の子孫
とユダヤ教に改宗した 12 部族外の人々で占められており、北の 10 部族は含まれていません。
この行方がわからなくなった北の 10 部族が、古代日本史と大きく関わっている可能性が高いと思わ
れるのです。日本には歴代天皇年表もしくは皇歴と呼ばれる天皇家の年表が存在し、紀元前 660 年、神
武天皇が 1 月に即位した時点から今日まで 125 代にわたる天皇家の歩みが暦として記されています。確
かに万世一系の立証は難しく、この年表の中には学問的な見地から、その存在さえも疑問視せざるを得
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ない天皇が記載されているという指摘もあります。しかしここで大切なことは、暦が語る数字の因果関
係に注目することなのです。
紀元前 722 年イスラエルの 10 部族が国家を失い、行方がわからなくなりました。その直後といって
もよい紀元前 660 年、巨大なアジア大陸を経て日の出ずる島々では日本国の皇室史が幕を開けたのです。
古代日本文化とイスラエルの文化が酷似するのは偶然とは言えない理由がここにあります。
東の島を目指す失われたイスラエル 10 部族

紀元前 722 年、アッシリアの攻撃によりイスラエルの北王国が滅亡しました。そしてイスラエル 12 部
族の内、南のユダ王国に住む 2 部族を除く 10 部族が国家を失いました。その後、何十万人ともいわれ
る大勢の民はどこへ行ったのでしょうか?

彼らが南のユダ王国に移住したという記録も無く、諸外国

の歴史の中に捕囚の民として登場することもありません。様々な資料を探ると、歴史から姿を消したイ
スラエルの十部族の大半が東方へ移住した可能性が非常に高いことがわかります。何故ならイスラエル
の地理的条件を見ると、西方は海、北は天敵のアッシリア軍団、南はアラビアの砂漠という過酷な条件
下に囲まれており、必然的に東方の山を越えてその向こうの未知の世界に逃げるしか生き延びる道はな
かったからです。そのときの人々の想いは聖書からも知ることができます。
当時イスラエルには神からのメッセージを民衆に伝える預言者がおりました。彼らは、神への背信行
為に対する裁きのメッセージを人々に語り伝えていたのです。ところがある時、預言者の中心的存在で
あったイザヤが、突然救いのメッセージを叫びはじめたのです。「東で神をあがめ、海の島々（海沿い
の国）でイスラエルの神、主の名をあがめよ」と（イザヤ書 24 章 15 節）。戦争の噂さで人々が不安で
恐れ慄いている最中、偉大な預言者イザヤが国家の滅亡を断言すると同時に救出の道を示してくれたわ
けです。彼の言葉を聞いた大勢の民は、絶望の中にわずかな希望を見つけ出し東の島々を捜し求めて大
陸を横断する決断をしたと、考えてもおかしくはありません。
その後のアジア大陸の歴史を振り返ると、このイスラエル民族大移動の軌跡を垣間見ることができま
す。まずイスラエル民族は元来遊牧民族であり、信仰の父と呼ばれるアブラハムや「主は私の羊飼い」
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と歌ったダビデ王のように、天幕で移動しながら羊や馬を放牧して生活圏を築いてきました。そのイス
ラエルが国家を失った後の紀元前 7 世紀、スキタイ民族が今日の南ロシアに広大な遊牧国家を形成し、
時と共に東漸したのは周知の事実です。タイミングからしても、行方不明となった 10 部族の一部がス
キタイ民族に同化して騎馬民族となり、最終的に東の「海の島々」、大和の国に到達したと考えても不
思議ではありません。実際、紀元前 4 世紀には騎馬民族が「匈奴」として東方のモンゴルで勢力を伸ば
して遊牧国家を建設しており、そのルーツが西アジア地区から移住してきた高度な文明を持つ民である
こともわかっています。そしていつの間にかスキタイ民族は忽然と姿をくらましているのです。
日本の古墳時代の後期に作られた古墳から発掘された副葬品や装飾品の多くが、モンゴル系騎馬民族
の物に類似していることをはじめとして、万世一系を貫いているなど天皇家に関する制度が騎馬民族の
ものと酷似していること、また日本語の言葉の語源や意味、読み方が、大陸の諸言語と共通しているこ
となどの事実を見ても、騎馬民族が日本に到来し、大和の国の樹立に関わったという可能性をもはや否
定できません。国家を失ったイスラエルの民が東の島々に救いを求めて辿り着いた新天地こそ、大和の
国ではないでしょうか。そこで天皇家の歴史が幕を開けたのは、イスラエル王国の崩壊後およそ 60 年
後のことでした。[n1]失われかけたイスラエルの文化が日本の土壌で再び芽生えたとするならば、日本
人のルーツに神の選民と言われたイスラエル民が潜んでいることになります。

「弥生ショック」の謎を解く鍵!
国立歴史民族博物館は、2003 年 5 月 19 日、弥生時代前期の始まりをこれまでの定説より 500 年程早
い紀元前 800 年前後まで遡ると発表しました。九州北部の遺跡から出土した各種弥生式土器に付着して
いる遺物の炭素同位体による年代測定を行った結果、弥生早期の土器 11 個のほぼ全部が紀元前 800 年
頃に集中することがわかりました。炭素の放射性同位体 C14 を使った年代測定は信憑性がかなり高いと
いわれており、これまでの歴史観が教科書も含めて根底から覆される結果となりました。すなわち弥生
時代の始まりは紀元前 4 世紀頃という従来の説は間違いであり、実際は紀元前 8 世紀以前に大陸から日
本に渡ってきた人々が新しい文化を日本列島に持ち込んだという結論に達したのです。これで大分県国
東半島における前 700 年頃のものと推定される製鉄遺構や、福岡の曲り田遺跡で発掘された前 8 世紀の
弥生早期の鉄器等を無理やり縄文文化に結びつけて説明する必要が無くなりました。
しかしここで当然の疑問が生じてきます。それは当時、何故大勢の人々が海を越えるという危険を冒
してまで見知らぬ島々に渡ってこなければならなかったかということです。春秋戦国時代と違って中国
大陸の情勢も落ち着いていた時期であり、大規模なじん移動の必要性が考えにくい時代なのです。その
為、寒冷気候などの特殊な外部要因を想定した仮説などが飛び交うようになりましたが、想像の域を抜
け切れません。
大陸における騎馬民族の歴史を振り返ってみても、同様の問題が見え隠れします。紀元前 8 世紀頃ま
で遊牧民は、主にユーラシア大陸の西南部から内陸アジアの乾燥地帯に暮らしていました。原始農耕文
化を背景に、草原で家畜の放牧や水に恵まれたオアシス地帯での農耕に従事し、武具などを持つ必要も
さほど無く、生活は厳しくとも平穏な時代を過ごしていたようです。この温厚な遊牧民族がある一時を
境に突如として騎馬民族と化し、広大なアジア大陸を東方へと移動し始めるのです。その先陣を切った
のが前 7～8 世紀に突如としてイラン高原に進出したスキタイであり、後に匈奴（きょうど）や突蕨（と
っけつ）等の騎馬民族の歴史へと発展していきます。何故、原始遊牧民族が騎馬民族に変貌し、しかも
未知の大陸を横断するという大きなリスクを犯してまで、東漸を決行したかということについては謎に
包まれたままでした。そして不思議なことに、この騎馬民族が出現した時期と日本の弥生時代が始まっ
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た時期がオーバーラップすることがわかったのです。この事実に注目することが日本古代史の謎を解く
鍵となります。
もう一つの鍵は、古代イスラエルの歴史に注目することです。紀元前 8 世紀、イスラエルはイスラエ
ル北王国と南ユダ王国の 2 つの国に分裂していました。政治的緊迫感が漂う中、紀元前 740 年頃、予言
者イザヤが神から召命を受けて宣教活動を始めます。彼のメッセージは単純明快でした。すなわち国家
の滅亡です。事実、紀元前 722 年にまずイスラエル 12 部族の内、10 部族で構成されていたイスラエル
北王国がアッシリアに攻撃されて崩壊しました。その後、前 583 年、南のユダ王国がバビロンの占領下
に入ったのです。この 2 つの王国が時間を隔てて崩壊していく中で、時を同じくして歴史から消え去っ
たのがイスラエル北王国の 10 部族と預言者イザヤ、及びその家族と弟子達、そして南ユダ王国の首都、
エルサレムにある神殿に保管されていた契約の箱と神器だったのです。
この人類の歴史の謎とも言われているイスラエルの失われた 10 部族と契約の箱の行方や、騎馬民族
と弥生ショックの謎を解く鍵が、何と旧約聖書のイザヤ書に書かれていたのです!

イザヤ書に潜むイスラエル部族の行方

紀元前 8 世紀、国家の崩壊を目前にしたイスラエルの 10 部族と南ユダ王国 2 部族に対し、預言者イ
ザヤはユダ王国の首都、エルサレムから南北の同朋に対して警告のメッセージを投げかけていました。
66 章からなるイザヤ書の前半 39 章にはこの緊迫した時代を背景に大胆な予言が綴られており、その
殆どが国家の崩壊に象徴される神の裁きについての記述です。しかし所々に希望と救いのメッセージが
書かれている点も見逃せません。アッシリア帝国による侵略の恐怖にさらされる中、神の御告げを信じ、
救いを求めた民がイザヤの言葉をどのように受け止めたのでしょうか。
まず救いのメッセージが「遊牧」と関わっていることに着眼してみました。イザヤの子供は、神は私
たちとともにおられるという意味を持つ「インマヌエル」（7 章 14 節）とも呼ばれました。この名前は
救世主の代名詞としてよく用いられている言葉です。この「インマヌエル」が、幼少期に「凝乳と蜂蜜
を食べる」と記されているのです。更に７章 21～22 節には、神の救いに預かった残留者の群れが牛と
羊の乳に恵まれる予言が書かれています。当時の食料事情が困窮を極めていたことから察するに、イス
ラエルの民は国家を脱出した後、東方の遊牧地帯を目指して進み、そこでインマヌエルが育まれたと考
えられます。
またこの子供には、「速やかな略奪と捕獲」という戦争における勝利の略奪を示す名も与えられまし
た（8 章 1 節）。無論この名前は聖書に解説されてある通り、被征服者である北イスラエル王国がアッシ
リアによって早急に占領されることを意味しています。しかし同時に、イスラエルの救いを実現するた
めの方法論を説いた言葉でもあるのです。
「国々の民よ、打ち破られてわななけ!」
（8 章 9 節）とあるよ
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うに、インマヌエルの群れは行き着く所どこでも速やかに相手を征服することができると信じられたの
でしょう。その結果、国を脱出したイスラエルの民は遊牧民族として牛や羊を飼いながらイザヤの予言
に従って略奪と捕獲を繰り返しながら東進し、その後騎馬民族に変貌していったものと考えられます。
「速やかな略奪と捕獲」にはもう一つの意味がありそうです。前述した通り国家が崩壊する直前、エ
ルサレムの宮殿で仕えていたイザヤは、東の国々、海の島々（24 章 15 節）に救いがあることを悟り、
自分の子供をイザヤの家来と共に旅立たせたと考えられます。その際、国家の崩壊を事前に察知してい
たイザヤは、国宝である契約の箱と神器をエルサレム神殿から密かに持ち出して一行と共に移動させた
可能性が高いのではないでしょうか。だからこそ「この民が謀反と呼ぶことをみな、謀反と呼ぶな」
（8
章 12 節）と記述されているのであり、この事実は隠蔽されてしまったと推測することができます。（8
章 16 節）。
北のイスラエル王国の壊滅後、大勢の民は周辺の遊牧民族に同化して騎馬民族の歴史を造っていきま
した。その結果、イスラエルの 10 部族は前 8 世紀に歴史から消えてしまいました。しかし、もしイン
マヌエルに同行した精鋭部隊が、本当に日本の地までイスラエルの国宝と共にたどり着いたとするなら
ば、イスラエル民族の軌跡を日本の文化の中にかい間見ることができるはずです。その謎を解く鍵がイ
ザヤの子供にあったのです。

消えたシュメール人の行方
メソポタミアと言えば、おそらく誰もが学校で一度は耳にしたことのある人類最古の文明であり、古
代 4 大文明の一つでもあります。メソポタミアという言葉には「川の間」という意味があり、地理的に
は中東にあるティグリス川とユーフラテス川と呼ばれる著名な大河に挟まれた地域をさします。この地
域はちょうど今日のイラクがある所で、紀元前 4000～5000 年の原始時代においては既に部落スタイル
の集団生活が始まっており、小神殿が建築されていました。紀元前 3500 年には村落が発展し始め、都
市国家が形成されていきますが、その仕掛人、すなわちこのメソポタミア地域に優れた古代文明を築き
あげ、ウルやキシュ等、多くの都市を設立したのがシュメール人です。彼らは元々メソポタミア地域の
原住民ではなく、どこからともなくメソポタミアの南部に移住してきたと言われており、そのルーツを
探る手がかりは無いようです。このシュメール人の手により紀元前 2100 年にはウル第 3 王朝が栄え、
シュメール文化の繁栄は頂点を迎えます。
シュメール文化の特色は、まず高度な天文学の知識にあります。今日カレンダーで使われている週 7
日という暦はシュメール文化から生まれたものです。また灌漑の技術を持っており、当時から水路を張
り巡らして農地に水を引き、牛を使って地面を耕しました。大麦を始めとした各種穀物を大規模に栽培
し、牛や豚等の家畜も飼育されました。また青銅器や彩文土器等を製造する技術も有し、楔型文字を用
いていたことでも有名です。この楔型文字は、メソポタミア地域において言語を表記する手段として長
年用いられ、ウル第 3 王朝時には最古の法典まで書き上げられたのです。
ところがこの偉大な古代文化を築き上げたシュメール人は、紀元前 2000 年頃ふと歴史から姿を消し
てしまいました。確かにアモラ人等による他民族の侵入もシュメール人の失踪に影響を与えたかもしれ
ませんが、何故メソポタミアから突如として消え去ってしまったのでしょうか?その謎を解く鍵は、旧
約聖書に登場するアブラハムの一家にありそうです。
アブラハムは紀元前 2000 年頃、シュメール文化の中心地、首都ウルで生まれました。両親と住みな
がら、そこで彼はシュメール人のサラを妻に迎えます。すなわちアブラハムとサラの間に生まれてくる
子供にはシュメール人の血が流れているのです。アブラハム自身はセム系ですが、西アジアの文化圏に
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おいては母方の血縁が人種を決定する最終の判断基準とする場合があるため、アブラハムの妻、サラか
ら生まれた子孫はシュメール人と言うこともできます。
さて、アブラハム一家は、神の祝福が宿る富豪としてその名声はウル全体に知れ渡っていました。あ
る日、父、テラは家族全員を連れて遥か北方の彼方にあるタガーマ州のハランに移住する決断をします。
繁栄と恵みの象徴である彼らが、突然ウルを去る事を知って動揺したシュメール人の同胞は少なくなか
ったに違いありません。そして、運命を共にするため人望の厚いアブラハム一家を追ってタガーマハラ
へと移住した人々も大勢いたことでしょう。その結果、短期間で大勢のシュメール人がメソポタミア南
部から消え去ることになったのかもしれません。
そのタガーマハラでアブラハムは神と出会い、神からの啓示を受けて約束の地、カナンへと旅立ちま
す。そこでアブラハムの孫にあたるヤコブから、イスラエルの 12 部族となる 12 人の子供が誕生し、後
のイスラエル国家へと発展していったのです。すなわち古代日本史にイスラエルが絡んでいるというこ
とは、日本のルーツにシュメール文化が潜んでいるということに繋がるのです。

天皇家の菊花紋の真相

エルサレム宮殿に刻まれている 16 菊花紋
衛隊が遂にイラクに派遣されることになり、隊員の安否が気遣われています。しかしイスラム教原理
主義のリーダーが「日本の自衛隊は他国の占領軍と違い、イラク市民を援助する為に来ているので害を
及ぼさないように」と公式見解発表をしているように、イラクにおいて日本は何かしら別格の存在であ
るようです。なぜ[n2]ならば、紀元前 2000 年頃に歴史から消え去ったシュメールの末裔が、古代日本
の文化に関わっていたと考えられるのです。その証のひとつが天皇家の菊花紋です。
皇室の表紋として著名な菊花紋は、延命長寿の効用を伴う延年草とも呼ばれる菊の花を原型に、その
花弁が放射状に並んで日の光にも例えることができることから、日の出ずる国家の象徴である天皇家の
シンボルとして創作されたと言われています。平安時代では｢いろは歌｣が普及するのと時期を同じくし
て、菊花紋は特に文様として流行し、宮中では年中行事として観菊の宴が始まりました。そして鎌倉時
代、後鳥羽上皇の時に菊花紋が皇室の紋章として正式に取り入れられたのです。その後、武家のシンボ
ルとしても足利、織田、豊臣氏等が家紋として使用し、江戸時代においては複数の大名や神社仏閣の紋
としても使われました。挙句の果ては町家の商標等にも濫用され始めたため、明治維新、王政復古の元
年に直接禁令が出され、許可なく物品へ御紋を描くことが禁止されました。そして明治 22 年に菊花中
心の円の直径と菊花全体の大きさの割合が 3 対 38 に定義され、大正 15 年に発布された皇室儀制令によ
り、菊の花は 16 葉、その花弁は 8 重菊の複弁、弁のはしの弧は 32 と定められたのです。今日では菊花
紋は皇室の家紋として天皇旗や天皇御料の乗り物、宮殿の建築物、食器や礼服、及び印紙やパスポート
等、幅広く利用されています。

15

さて、この菊花紋は平安時代よりも更に昔、紀元前より中近東に流行しており、シュメールにおいて
は王朝を象徴する家紋として使われていました。例えば紀元前 2300 年頃シュメール・アッカド王朝の
時代に建造されたナラム・シン王の戦勝碑には菊の紋章に大変類似した文様が描かれています。これが
シュメール王朝の菊花紋の原型となったとも考えられます。古代文明において神聖文字を図案化したと
も思われる紋章は、自然界に住む神々と人間との関係を象徴しているため、菊花紋は当初、天を照らす
太陽の神のシンボルとして考案され、次第に菊の形状に整えられていったと推測できます。またシュメ
ール王朝の都であったバビロン遺跡には紀元前 600 年に建造されたイシュタル門が残っており、これに
は王家の紋章として多くの菊花紋が描かれていますが、それは正に日本の菊花紋と全く同形です。そし
て驚くことに、イスラエルの首都エルサレムの中心にある神殿の城壁にも菊花紋が見事に刻まれている
のです。
シュメールとイスラエル、そして日本の皇室が菊花紋を共有している事実は単なる偶然ではなく、古
代日本の歴史を刻んだ大和の民のルーツがイスラエルに、更に歴史を遡ればシュメール文化に由来して
いたからに他なりません。世界最古のシュメール文化は、紀元前 8 世紀、国家を失ったイスラエルの民
により高天原（タカーマガハラ）を経由して大陸を渡り、日本に到来していたのです。

シルクロードは日本を目指したユダヤの道
古代史には推測の余地が大きく、特にイスラエルの失われた 10 部族と日本に関して直接言及してい
る文献は皆無で決定的な証拠が何も存在しない為、この手の話はいかんせん極論や盲信に走りやすい傾
向があります。およそ 1900 年前にフラビウスという歴史家が「10 部族は今でもユーフラテスのかなた
におり、膨大な民衆となっている」と書き記していますが、実際その程度のデータしか存在しないので
す。また一部の少数ユダヤ系民族の間では、「10 部族は大陸を横断して中国の先にある神秘的な国に移
住した」と語り継がれてきていますが、これも単なる伝説でしかすぎません。それ故、ユダヤと日本の
関係については、様々なデータを集め、十分に検証する必要があります。
アジア大陸におけるイスラエル人の動向に関しては、確かにイランやアフガニスタン、中国等、アジ
ア大陸の諸国に離散したイスラエルの民がユダヤ部落を形成した軌跡を確認することができます。例え
ば中国の開封市では、19 世紀に洪水で村が壊滅状態に陥るまでユダヤ教の規律に従って生活をしていた
部落が前３世紀から存在し、ユダヤの会堂が建てられていたことでも有名です。またアフガニスタンに
も前 5～6 世紀頃にはユダヤ部落が存在し、11 世紀頃までには数万人規模の在留異国人として知られる
ことになりました。そしてアジア大陸には、砂漠というその途方も無く広大な大自然の中にいつのまに
かシルクロードが出来上がり、そこではヘブライ語で道標も立てられ、結果としてユダヤ系の商人が行
き来して貿易をしていたという事実があります。このシルクロードこそ、国家を失った膨大な数のイス
ラエルの民がアジア大陸を東方に向かって移動し続けた結果、形成された交通網と考えるのが妥当では
ないでしょうか。2700 年前に国家を失ったイスラエル人にとって、救いの道は預言者が語った東方の
島々にあり、それが砂漠の大陸を横断するモチベーションとなったと推測できます。
それではいつ頃、どの程度の規模で、どの部族が日本に移民してきたのでしょうか?まず日本列島へ
の移民は、イスラエルの国家の崩壊という歴史の流れを受けて、それから数十年以内に始まったと推測
できます。皇紀元年のタイミングは正にその時期と一致しており、暦を大切にしていた民族ならではの
一貫した歴史観を基に、新たなる神国としての位置付けが皇紀に反映されていると思われます。また、
大陸間における民族移動は部族に分かれて長い年月をかけて徐々に進展しただけでなく、実際には大陸
の横断は困難を極め、島々への渡航も小規模でしか行うことが出来なかった為、この貴重な史実は歴史
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の水面下に葬られてしまったのではないでしょうか。そして最終的に日本に到来したのは失われた 10
部族だけでなく、むしろ他の 2 部族を中心としたイスラエル全部族と推定できます。何故なら予言者イ
ザヤが仕えていたエルサレム神殿は南ユダ王国に存在し、イザヤを中心とする聖職者に導かれながら神
器が神殿から持ち出され、国家の脱出が目論まれたと考えられるからです。南王国の首都エルサレムは
「平安の都」という意味がありますが、イスラエル 12 部族が切望したのは、新天地で「平安京」をい
つの日か設立することだったのです。

神の平安が宿る新しいエルサレムとは?

何故、イスラエルの民は広大なアジア大陸を横断してまで島国日本に移住してきたのでしょうか。北
方から敵国が攻め入って来たため、西方に向かって船で地中海を渡ることもできたはずですし、南西に
ある広大なアフリカ大陸や、その他アジア大陸各地に新天地を見出すこともできたはずです。しかしそ
れらの選択肢を捨てて、イスラエルから一番遠い、しかも大陸を横断して更に海を渡った未知の島国に
移住してきたのには、それなりの強い意志がなければ成し得ないことです。予言者イザヤが書き記した
「日の出ずる国」、東の方角にある「海の島々で神を崇めよ」という言葉に一番大切な民族移動の根拠
があるのは前述した通りです。しかし大陸横断のモチベーションはどうも、単なる宗教上の理由だけで
はなかったようです。
元来イスラエル人は、栄養価の高い食事を好む美食家として有名です。肉、野菜や魚を主食としてい
たイスラエル人は聖書にも記されているように、エジプトで奴隷の身となっていた時代でさえ、肉野菜
をふんだんにとりいれた料理を食べており、特ににんにくや、にら、玉ねぎなど実際に食されていたこ
とが明らかな食材は少なくありません。また果物に関しても、今日でも輸出国となっているように、イ
スラエルは代々農産物が豊富に採れる土地なのです。であれば、移住先としては当然のことながら、海
沿いで、尚且つ農産物や畜産物が豊富な自然に恵まれた環境が望ましく思われたはずです。その希望を
満たす「海の島々」が、日本列島だったと考えられます。
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更に注目すべきは地理的要因です。イスラエルは地中海の東南に位置しており、南ヨーロッパのどこ
からでも、船で地中海を東南に進んでいけば、イスラエルに到着します。（注これは無理があると思い
ます。日本は太平洋の西北です。黒潮にのって、フィリピン、台湾経由であれば、東北です。）同様に
感覚で海を渡るだけで日本にたどり着きます。事実、大陸の先端である朝鮮半島にはスサノオが祀られ、
そこから東南に向かって海を渡った出雲にスサノオが到来しているのです。それ故、イスラエルの民に
とって日本海は「東方の地中海」であり、その海の向こうにある約束の地が目に浮かんできたのでしょ
う。（この説では、中国東北地区やロシア東海岸から来たということになりますが、それよりも対馬経
由や、黒潮にのって台湾、沖縄経由の方が可能性は高いと思います）
その後、長い年月を経て「平安京」が日本の都となりますが、この地が選ばれた理由もイスラエルの
影響を多大に受けているようです。イスラエルの首都はエルサレムであり、原語の意味は「神の平安」
です。それは正に「平安京」と同じ意味です。そして平安京が琵琶湖の西側、日本海と湖の中間に位置
していることにも注目です。エルサレムも若干北側ではあるものの、基本的には死海の西側、地中海と
湖の中間に位置しています。先日、イスラエルの空港があるテルアビブからレンタカーを借りてエルサ
レム、および死海までドライブする機会に恵まれました。驚いたことに、地中海そばのテルアビブから
エルサレムまでは、さほど距離はないのにもかかわらず、山々の連続だったのです。それらの山を越え
てエルサレムに辿り着き、そこからもう少々ドライブを続けると死海が見えてきます。日本海から京都
を経て琵琶湖に至る道のりも同じくその途中は山々の連続であり、琵琶湖に至る直前に平安京が開けて
くるのです。
（これも難しいと思います、日本海側との交易ルートは若狭湾から山越えのルートよりも、
敦賀市から琵琶湖に入り、船で大津に渡りそこから京に入るのが江戸時代まで続いていました）
国家を失ったイスラエルの民は、神の予言に従って東の海の島々に新天地を見出し、いつしかそこに
新しいエルサレム、平安の都が築きあげられたのです。
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第3章 日本人とは何か！神話の背景に潜むイスラエルの影
イザナギ神話の謎に潜むイスラエルの影!!

紀元前 8 世紀、国家の崩壊に局面したイスラエルにおいて、無数の民がイザヤの予言に従って祖国を
脱出し東方へ民族移動を始めました。そして一部の先鋭部隊は「日の出」方角にある「海の島々」を目
指したことはほぼ間違い無いと思われます。当時この極めて困難なアジア大陸の横断を決行し、先陣を
切って約束の島へ向かったのが国家の救世主としてイザヤ書に登場するイザヤの子です。彼こそ、日本
の神話に登場するイザナギの実物像である可能性が高いのです。
預言者イザヤと日本の古代史は、切り離して考えることはできません。日本書紀には初代神武天皇が
大和を平定した時、八咫烏がエシキとオトシキの元に遣わされ「天神の子、汝を召す、イザワ、イザワ」
と鳴いたと書いてあります。大言海によるとイザワは「イザヤと同じ」とあり、イザヤと神武天皇の間
に何らかの関係があったと考えられます。また日本の皇祖である天照大神をまつる伊勢神宮の奥宮であ
る「伊雑（いざわ）の宮」ではイスラエルのシンボル、ダビデの星が正式な紋となっています。更に伊
勢神宮の参道沿いに設置されている石灯篭にはそのダビデの星と、皇室の紋である菊の紋が一緒に彫ら
れています。日本建国の神である天照大神を祭る伊勢神宮のシンボルとしてイスラエルの紋が採用され、
その奥宮が「イザヤの宮」と呼ばれている事実こそ、古代日本史にイザヤが絡んでいる証拠です。
そこで古事記や日本書紀に登場し、イザヤと頭 2 文字を共有するイザナギ・イザナミの語源に注目し
てみました。
「伎」を男の義、
「美」を女の義と解釈して「誘い君」と「誘い姫」の意味とする説や、イ
ザをタガログ語等で第 1 を意味する ISA とした上でナキとナミを南方諸島にルーツのあるラキ（男、夫）
、
ラミ（女、妻）として理解するという説、そしてイザを単なる地名として古語のアキ、アミに結びつけ
「イサ国の男神、女神」と考える説など解釈は様々ですが、どれも説得力に欠けています。
イザナギの名前の意味は実は簡単だったのです。「イザ」は、ヘブライ語で「神の救い」を意味し、
預言者イザヤの名前もここに由来しています。そして王子、統治者のことは

、「ナギッド」と呼び、

実際の発音は語尾が脱落するため「ナギ」となります。例えば旧約聖書のダニエル書 9 章 25 節では油
注がれた（選ばれた）王子のことを

（メシアッ・ナギ）と呼び、この言葉は救世主を意味します。

同様に「イザヤの王子」はイザヤ・ナギッドとなり、実際の発音はイザナギとほぼ同等になります。ま
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たヘブライ語にはナギッドと同義語の

、ナミと発音される言葉もあり、イザナミの語源になったと

思われます。
古事記にはイザナギとイザナミの二尊が日本に最初に天下り、日本の島々を生み出した話が書かれて
います。これは正にイスラエルの救世主としてアジア大陸を横断してきたイザヤの息子らが海を渡って
日本へ東漸し、「国土をよく整えて作り固めていく」過程を神話化したものと考えられます。そしてイ
スラエルが崩壊した紀元前 722 年から神武天皇が初代天皇として即位するまでの紀元前 660 年までのお
よそ 60 年間、イザヤ一族によって着実に大和の国の土台が築き上げられていったのです。

大和民族の魂の故郷「高天原」の謎!
日本の古代史を正しく理解するためには、イスラエル史を含むアジア大陸の歴史と地理を理解するこ
とが不可欠です。特にヘブライ語や古代シュメールの文化への理解を深めるだけで、今まで考えもつか
なかった新しい歴史観が浮かび上がってくることがあります。
紀元前 8 世紀、イスラエル国家が崩壊し民族が歴史から姿を消した数十年後、大陸を越えた東の島々
で天皇家の歴史が始まり、アジア大陸では騎馬民族の台頭と共に西アジアから東に向かって民族大移動
が始まっていました。そして、旧約聖書のイザヤ書には国家を失った民が東の海の島々で神を讃えるこ
とが書かれており、その救い主のシンボルとして登場する「イザヤの子」とヘブライ語で同じ意味を持
つイザナギが、日本の神話で島々を生んだ神として登場することはすでに述べました。また日本神道の
総本山ともいえる伊勢神宮の奥宮が「いざやの宮」と呼ばれ、その紋章がイスラエルと同じダビデの星
であることなど、これだけの事実を振り返って見てもイザヤ一家が何らかの形で日本国家の創立、すな
わち初代天皇の即位に関わったという仮説が十分に成り立ちます。
もしイザヤの子がイザナギに象徴される人物であったとするならば、日本書紀や古事記に書かれてい
る神話は単に七世紀の宮廷知識人が複数の神話を織り込んで創作した物語ではなく、むしろ新天地を求
めたイスラエルの民がイザヤの子をリーダーとして故郷の西アジアの地を離れ、様々な困難を乗り越え
てアジア大陸を横断し、やがて日本列島を発見し大和の国を建国するまでの様々な体験談を長年語り継
いで行く過程で神話化された可能性の方が高いのではないでしょうか。
古事記が単なる創作神話ではないことを思わせるキーワードが「高天原」です。高天原とは、日本神
話では天上の神々のいる場所とされています。天地ができる最初、天つ神々は高天原で相談しあい、イ
ザナギとイザナミに矛で海をかき回させて地を固め日本の島々を作らせました。これが古事記の冒頭に
ある「国生み神話」です。驚くことにこの高天原という場所がアジア大陸に実在するのです。
聖書に登場するアブラハムという人物は、今日でもキリスト教やイスラム教を含む多数の宗教におい
て「信仰の父」として崇められておりイスラエルの先祖にあたります。そのアブラハムの出身地が西ア
ジアのタガーマ州にあるハランという町、すなわちタガーマハラなのです。アブラハム一家が神の命に
従いハランから約束の地イスラエルに移住して 12 世紀の後、国家を失ったイスラエルの民は新天地を
求めて東へ旅する際、最初にアブラハムの故郷であるタガーマハラに戻って来たのでしょう。そこで民
族のルーツを再確認し、祖先の発祥の地としてタガーマハラの地名が神話化されていったのではないで
しょうか。また古事記では天つ神が高天原で育てた稲を苗裔である天皇に与えたため、天皇が地上を支
配するようになると書かれています。なんとタガーマ州の地域は大麦とエンマ麦の驚異的な収穫量を記
録したことが遺跡から発掘された記録に残されていいました。そこで、麦や高度な稲作技術がこの時点
で日本列島に輸出され始めたと考えれば、弥生時代の色々な謎が解けてきます。古代日本史は、アジア
大陸全体を広い視野で見渡した上で高天原を捉えるとますます面白くなるのです。
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スメラミコトに潜む天皇家の謎（その 1）
日本の天皇は古代よりスメラミコトと呼ばれ、その漢字表記として「天皇」という文字が使われてい
ます。天照大神より三種の神器を授けられ、高天原より葦原中国へ降って国を治めるようにとの詔を受
けて日向の高千穂に天下った天孫ニニギのミコトの子孫にあたる神武天皇は、45 歳にして天下統一を目
指し瀬戸内海を東に向かって大和へ攻め入り、紀元前 660 年「ハツクニシラス・スメラミコト」として
正月元日に即位しました。
これらは単なる神話というよりもむしろ、前 722 年に国家を失ったイスラエルの民がイザヤの予言に
従って先祖の故郷タガーマハラ（高天原）を経由し、大陸を横断して大和の国に安住するまでの出来事
を神話化した可能性が高いことは前述した通りです。おそらく預言者イザヤの子を中心とした精鋭部隊
がまず東漸し、その後大勢の民が時間をかけて東方へ移住していく過程において、イスラエルの民は
徐々にアジア大陸の原住民と同化しながら遊牧騎馬民族と化していったのでしょう。言い方を変えれば、
天孫降臨の話というのは、イスラエルの民が西アジアから日の出ずる島々、日本を目指して東方へ移住
するプロセスが神話化されたものと言えます。
遊牧騎馬民族の時代において、アジア大陸では既に「天王」と名乗る国王が五胡十六国時代を中心と
して存在し、中国の最高主権者である「皇帝」という称号に対抗して使われていました。それ故、大和
の国の主権者を天王（天皇）と称することは、単なる表意文字の組み合わせでは無く、イスラエルに共
通のルーツを持つ騎馬民族の「天王」が語源になっているとほぼ断定できます。そして古事記、日本書
紀が書かれた 8 世紀においては天皇家がアジア大陸からの移民であることを隠蔽するために、天王の漢
字表記を意図的に天皇と書き換え、読み方も全く違う「スメラミコト」という称号にあてたと考えられ
るのです。
さて、古代日本語「スメラ」は天皇に敬意を表する接頭語として「皇」の読みとなりましたが、一般
的には「統べ治める」という言葉から、統治者が「スブル」ことを意味すると考えられています。柿本
人麻呂は万葉集で天皇を「スメロギ」と呼び、同様に「スメラキ」という名称も古くからあったため、
統御（スメ）る君（キミ）の意ではないかという説もあります。また梵語では蘇迷虜（スメル）が「至
高」を意味している故、「神聖な」という意味と解釈されたり、アラム語においてサマリアを意味する
「shamrai」がスメルに訛ったと解釈するといった説もあります。
しかし一番自然な答えは、スメラをその発音とほぼ同じスメル（sumer）と発音するメソポタミアに
世界最古の文明を築きながらも消えていった謎の民族「シュメール」として理解することではないでし
ょうか。戦前までシュメールはスメラとも表記されていた程、原語の発音はスメルそのものです。この
シュメールの文化圏から、信仰の父と崇められているイスラエルの先祖アブラハムの家族も生い立ち、
そのシュメール文明の末裔としてアブラハムの子孫であるイスラエル、そして日本があるのです。それ
故「スメラミコト」には、世界最古の文明と神の選民の血が皇族のルーツに息吹いていることを証しよ
うとする意図が見え隠れしているようです。そして天皇をスメラと呼ぶことにより、天皇のルーツがイ
スラエル及びシュメールまで遡ることを暗示しつつも、その事実を上手く隠蔽したのです。すなわち「ス
メラミコト」とは日本古代史の根底に潜むイスラエルとの関係をカモフラージュする為の考え抜かれた
手段だったのです。
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スメラミコトに潜む天皇家の謎（その 2）[n3]
古代日本史は渡来人の影響を多々受けている為、その史実をより深く理解するには古代文献を日本語
の知識によって解釈するだけでなく、アジア史全体の流れを汲み取りながら諸外国の言語や文化も含め、
様々な角度から検証することが重要です。特に、紀元前 8 世紀にアジア大陸を東方へ移動開始したイス
ラエル民族の強い影響力は見逃せません。彼らの一部は、シュメール文化の発祥の地である西アジアを
経由して日本を訪れ、天皇家の歴史や大和国家の設立に深く関わったと考えられます。その際、独自の
文化だけでなく、先祖の発祥の地域を囲む古代シュメール文化や様々な大陸文化も一緒に携えてきまし
た。例えば天皇家の家紋である十六弁八重表菊紋は、バビロンのイシュタル門に複数描かれており、今
日でもその遺跡をイラク国内で見ることができます。また西アジアにおいては、離散したイスラエルの
民が遊牧民族に同化して騎馬民族となり、長い年月を経て大陸を東漸した集団も少なくなかったと考え
られます。そして最終的に日本へ渡り、古代日本の政治や宗教史を塗り替えたのです。
さて「東の海の島々」を目指したイスラエルの先行部隊一行は、アジア大陸の果てに日本列島を発見
します。その結果イスラエル北王国が崩壊してからおよそ 60 年後、日本において神武天皇の即位をも
って天皇家の歴史が幕を開けました。神武天皇を初めとする諸代天皇の尊称は「スメラミコト」と呼ば
れていますが、古代バビロニアのセム語やラテン語ではシュメール(sumer)がスメラと全く同じく発音
されるため、天皇家がシュメール文化、及びその文化を列島にもたらしたイスラエルと当初から深い関
わりを持っていた可能性が高いことは前述した通りです。ではスメラミコトの「ミコト」とは一体何を
意味するのでしょうか?
ごく一般的にはミコトは尊い人という意味で使われ、神話でも「ミコト」の表記に「尊」や「命」が
当てられています。しかし語源に関しては学者の意見もまとまらないまま今日に至っています。例えば
聖書のロゴス神学と同様に、言葉には始まりと想像力があり、神の想いが「みことば」
「記命」
「詔」
「尊」、
すなわち「ミコト」と相成ったという考え方があります。そして天皇は御言葉を祈りとして唱えられる
ことからイノリ、またはナノリ(名乗り)の語尾を付けてミコトノリになったと解釈します。またセム語
系のシリア語で皇帝の意味を持つ「malkioto」という言葉が訛ってミコトになったという学説もありま
す。もう一つ興味深い説は「ミコト」が以前より「ミカド」、または「ミガド」と読まれていた事実に
注目し、ヘブライ語で「ガド族の」という意に解釈する説です。ヘブライ語では接頭語の「ミ」は「～
に属する」という意味を持つため、天皇は国家を失ったイスラエルの 12 部族の一つであるガド族に属
すると考える訳です。
最も説得力がある解釈は、「ミコト」の語源を古代バビロニアのセム語で天降る者、開拓者、神のよ
うな存在を意味する「migad」（ミガッド）とすることです。その「ミガド」が更に転化して「ミカド」
や「ミコト」になる訳です。発音の転化に何ら違和感が無いだけでなく、「スメラミコト」の意味が大
変分かり易くなります。「すなわち「スメラミコト」とは、人類の歴史において最も古く由緒あるシュ
メール文化に由来する開拓者」という意味で捉えることができます。しかし、古代日本に渡来したイス
ラエル人をルーツとする学者が、考えたとするならば、やはり自らの故郷と神への信仰をストレートに
ヘブライ語で表す内容であった方が素直に解釈できます。ヘブライ語で
「～を設置する」、そして

（el,エル）は「神」です。よって 2 つの言葉合わせると

となり、神を置く、すなわち「神を奉る」、
「神を祀る」となります。また、
光」を意味する言葉です。そして「スメラミコト」はヘブライ語で
くことができ、「栄光在主」という言葉になるのです。
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（sum,スム）は「～を置く」、
（スメル）

（migad, ミガド）は「栄
（スメルミガド）と書

大和を平定した偉大なリーダー「神武天皇」![n4]
神武天皇は 45 歳の時に天下統一を目指して日向国から船で瀬戸内海を東方に向かい、その後大和を
平定したと言われています。そしてイスラエル北王国が滅びてからおよそ 60 年後にあたる紀元前 660
年の旧正月、太陽暦では 2 月 11 日に初代天皇として即位しました。その年が皇紀元年となり、明治時
代以降では 2 月 11 日が紀元節、すなわち今日の建国記念日として祝われることになりました。天皇は
日本の君主として、それ以外にも多くの呼び名を持っています。その中には帝号、御名（ぎょめい）、
追号等があります。また、天皇には、人々が直接口にすることが避けられた天皇の実名である御名があ
り、それは「いみな」とも称されています。例えば神武天皇の御名は、神倭伊波礼比古命（カムヤマト
イワレビコノミコト）ですが、この名前の意味は不可解なまま、今日まで至っています。この御名に、
天皇家のルーツに関するメッセージが含まれていたのです。
まず、代々の天皇は「スメラミコト」と呼ばれていることに注目です。
「スメラ」はヘブライ語で「置
く」という意味の言葉で、その語尾に神を意味する「エル」を付けると｢スメル｣という発音になります。
すると「スメラ」は神を置く、つまり「神を奉る」、「神を祀る」という意味になります。また、migut
（ミガッド）は同じくヘブライ語で「栄光」という意味を持ち、「エル」の神を形容していると考えら
れます。それ故、「スメラミコト」とは、「栄光の神を奉る」、「栄光在主」の意味となります。よって、
神武天皇の御名である神倭伊波礼比古命（カムヤマトイワレビコノミコト）も、栄光の神に関連する意
味を持つ名前であると推測できます。
日本人なら誰でもお馴染みの「ヤマト」という言葉ですが、大言海にも「此語源ハ古来種々ノ説アレ
ド、スベテイカガナリ」と書かれている通り、日本語では殆ど意味を見出すことが出来ません。またヤ
マトに対して「大和」、
「日本」、
「倭」など複数の漢字表記があること自体、ヤマトという言葉が先行し
て使われ、後日漢字に宛てられたと考えるのが妥当でしょう。実はこの「ヤマト」も、ヘブライ語聖書
の後半で使われているアラム語で解釈できます。「ヤーウェーの神」の頭文字である「ヤ」は神の称号
として今日まで数千年に渡り世界各地で使われており、不思議なことに日本の民謡や囃子言葉にも「ヤ」
という言葉が多用されています。また、語尾の「マト」、
「ゥマット」をアラム語で検証すると、
「umato」
が「人民」の意味を持つ言葉であることがわかります。すなわち、
「ヤマト」とは、
「神の民」を意味す
る言葉だったのです。
次に、ヘブライ系ユダヤ人のことをアラム語では「iwaraa」（イワラ）と呼び、ヘブライ語では
「yehudi」（イフディ、イワデ）と呼び、それが「イワレ」の語源であると考えられます。ユダヤとは
イスラエル南ユダ王国の民を象徴する言葉であり、イスラエル王系であるユダ族を中心とする部族の集
まりです。その「イワレ」と呼ばれる「ユダヤ人」を形容する言葉が「ヤマト」です。「ヤマト・イワ
レ」は、合わせて、「神の民であるユダヤ人」を意味します。
そしてヘブライ語には、群れを大量に集めるという意味を持つ、

「kum」
（カム）、という言葉が存

在することに注目です。すると「カム・ヤマト・イワレ」は、「神の民であるユダヤ人を結集する」と
いう分かりやすい意味に解釈できます。つまり、「神の民」である大勢のユダヤ人が、或る日、結集し
たことの意味だったのです。そしてその場所が日本であり、そこに神の民が大勢、集まることを象徴す
る言葉であったと理解できます。
またヘブライ語の

「bekor」（ビコ）という言葉には、「最初に生まれた子供」、つまり初子という

意味があります。よって、例えば「イワレ」に「ビコ」を組み合わせて「イワレビコ」とすれば、「ユ
ダヤ人の初子」となります。すると、「カム・ヤマト・イワレ・ビコ」とは、神の民であるユダヤ民族
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が結集して誕生した子供、新しい国家を意味することになります。前述した通り、「ミコト」はヘブラ
イ語で「栄光」を意味する「ミガッド」がそのルーツにあると考えられることから、新しい国家の栄光
を称える言葉として、共に用いられています。
これら全ての文字を組み合わせると、神武天皇の御名の真相が見えてきます。「カムヤマトイワレビ
コノミコト」をヘブライ語やアラム語等の古代西アジア言語で解釈すると、「神の民であるユダヤ人が
結集して誕生した栄光」ということになります。言い方を変えれば、「神の民、ユダヤ人の結晶として
創設された栄光」ということです。「カムヤマトイワレビコノミコト」は、ユダ族が、新天地である日
本においてもその王系を継承し、君臨することを宣言した大胆な御名であったのです。
つまり、国家を失ったイスラエルの民は、イザヤの予言に従って西アジアより日本に移住を開始し、
神武天皇のリーダーシップの元に大和の地に結集し、日本の歴史を築く礎になったのです。もはやイス
ラエルを無視しては日本の古代史を考えることはできません!

「スサノオの命」の正体に迫る!
例年 7 月に祇園祭が開催される京都祇園の八坂神社では、ヤマタノオロチを退治する勇敢なキャラク
ターとして日本の記紀神話に登場するスサノオノミコトが祀られています。実際には八坂神社だけでな
く全国各地の神社でスサノオは牛頭天王として祀られていますが、それはスサノオが日本建国に絡んだ
重要な存在と考えられているからに他なりません。江戸時代の学者、新井白石は、神話に登場する神々
は実在した「人なり」と語りましたが、スサノオも偉大な人物の行動がそのモデルになっている可能性
があります。そのスサノオの正体を解き明かす鍵は、イザヤ一族にありそうです。
まず、日本国家の誕生と天皇支配のいわれを描く出雲神話と、救世主による神の国の設立を予言する
イザヤ書との間に類似するモチーフがあることに注目してみました。共通点は単に王権の設立と新国家
の統治だけに止まりません。出雲神話では岩戸に隠れて暗黒をもたらすアマテラスとスサノオの対立や、
海を渡った出雲における庶民の救済、そしてオオクニヌシノミコトの地上統一が描かれていますが、イ
ザヤ書でもイスラエルの民に対して神が「妨げの岩」となり（8 章 14 節）、御顔を隠してしまうことが
書かれています（8 章 17 節）。そして民衆が暗闇におののく最中（8 章 21 節）、救世主が「海に至る道」
（9 章１節）を啓示し、そこで暗黒の地に住んでいた庶民の上に光が照らされ（9 章 2 節）、新しい時代
が始まるのです。
イスラエル国家の崩壊と日本建国のタイミングが歴史的に見ても見事にマッチングしていることや、
ヘブライ語でイザナギを「イザヤの王子」と解釈できるように神話に登場する名前の多くが聖書の言語
で解釈できることも見逃せません。そして高天原が神々の住まわれる場所として重要であるように、イ
スラエルの民にとってもタガーマハラは先祖の故郷の地であり、国家を失った際に新天地を求めて移動
する際の拠点になったと考えられることはもはや偶然の一致とは言えないでしょう。神道の総本山とも
言える伊勢神宮の奥の宮は伊雑（イザヤ）の宮と呼ばれ、イスラエルの「ダビデの星」が紋となってい
る事実から察しても、古代史とイザヤ一族は切り離せない関係にあると容易に想像できます。
イザヤ一族をリーダーとするイスラエルの民が、タガーマハラ（高天原）を拠点として大陸を横断し
日本へ移民してきたと仮定するならば、記紀神話を聖書の予言と照らし合わせながら面白く読むことが
できます。イザヤは神の偉大な預言者として東の島々に新国家を設立することを語り、自らの子が救世
主となることを予言しました。大陸を横断して海を渡り、日本列島を見出したイザヤの子はヘブライ語
でイザナギと言うことができるため、正に記紀神話に登場するイザナギと同一の人物である可能性が高
いと考えられます。するとイザナギの子である若武者スサノオはイザヤの孫にあたることになります。
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そして姉のアマテラスに会うために高天原を訪れたスサノオは、その後出雲を訪れそこでヤマタノオロ
チと一騎打ちを演じ、後にスサノオの子孫であるオオクニヌシノミコトが国を平定するわけです。
イスラエル国家が滅亡してからおよそ 60 年後、日本の皇紀が産声を上げました。その間に新国家を
海の島々に設立するためにイザヤ一族が体験した象徴的出来事が、日本列島の発見や様々な戦いも含め
てイザナギやスサノオ等などのキャラクターによって神話化されたと考えられるのではないでしょう
か。古代史のロマンはますます広がっていきます。

「牛頭天王」に見え隠れする日本人のルーツ
スサノオノミコトは牛頭（ゴズ）天王とも呼ばれ、祇園祭の総本山ともいえる京都の八坂神社（祇園
社）に祀られているだけでなく、八坂神社を始めとする全国の鎮守社の御祭神としてあまりにも有名で
す。ところが記紀神話に伝えられるスサノオは、乱暴者であるが故に高天原から追放され、出雲に出向
いてその腹いせかのようにヤマタノオロチを倒した若武者というイメージに映ります。それ故、単なる
厄除けの神のような存在にも思え、日本国民が土地の神、約束の神として参拝したくなるような偉大な
神とはお世辞にも考え難いのです。また葦原中国を統一したのが、スサノオの子孫である大国主神とい
うことからしても、なぜスサノオだけが全国各地で建国の神として崇拝されるようになったのか、疑問
に思えてきます。その謎を解く鍵は、どうやら「牛頭」にありそうです。
牛頭という言葉の語源には定説がありません。日本書紀によるそれらしき記述としては、天照大神に
命じられてウケモチを見舞いに行くアマノクマヒトの神話があります。その時ウケモチは既に死んでお
り、その頭は牛と馬に、そして体のいたる部分が食物に変わっていたのです。この話が農耕作や牧畜の
起源として語り継がれるようになりますが、その過程で頭と牛が結びつき、「牛頭」という言葉が使わ
れるようになったのでしょうか?しかしそれでは牛頭とスサノオの関連性を説明することができません。
そこでスサノオが祀られている八坂神社の社伝に注目してみました。社伝には７世紀、斉明天皇の時
代に高麗からの遣いが日本を訪れ、その際、新羅国牛頭山にて祀られていたスサノオノミコトが伝来し、
山城国の八坂郷（現在の京都八坂神社付近）で祭られたことが八坂神社の起源であると書かれています。
また日本書紀にも高麗からの遣いの記述があり「スサノオが五十猛神と共に新羅国のソシモリに降り
た」とあります。朝鮮語の「ソシモリ」は日本語では「牛頭」となるため、これらの記述からスサノオ
と牛頭の結びつきを考えることができます。いずれにしてもスサノオと牛頭の関連性を探る為には、ど
うやら日本海を隔てたアジア大陸に目を向けなければならないようです。
牛頭はインドの祇園精舎でも守護神として祭られていました。国語語源辞典（山中襄太著）の解説に
よりますと、このインドの牛頭天王が日本に伝来した際、両部神道的な思想に則っていつしかスサノオ
にのり移り、それが厄病よけの神へと進化し、その結果、元来スサノオを祀っていた祇園社においても
牛頭天王が祀られるようになったという説があります。しかしインドの牛頭天王がなぜ日本のスサノオ
と習合しなければならないのか、説明が不自然なようです。むしろイスラエル人が居住していた西アジ
ア、カナンの地において牛の頭を祭り崇める風習があったことに注目し、そこに牛頭信仰のルーツがあ
ると考えた方が自然でしょう。であれば応神天皇の時代にユダヤ系帰化人としてアジア大陸より移住し
てきたと言われる秦一族が、牛頭天王崇拝を持ち込んだ理由が明確になります。また鎌倉時代後半以降
に庶民の間で普及し始めた牛王宝印等のお守り札を家中に貼るようになったのも、イスラエルの民が門
柱を赤く塗ったようにユダヤ教の影響を強く受けた為であると、素直に解釈できます。このまさかとも
思えるイスラエルと「牛頭」の結びつきですが、驚くことにヘブライ語源を辿っていくことで何と牛頭
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がイザヤ一族と結びつき、そこにスサノオが建国の神として崇められる理由が浮き上がってくるので
す!

建国の神、スサノオはイザヤの孫だった!!
ゴジラと言えば、誰もが知っている怪獣の名前です。この名付け親は映画制作の担当者であり、クジ
ラとゴリラを合体させて「ゴジラ」というアイデアが生まれたそうです。大変興味深いことに、ヘブラ
イ語でもゴジラと同じ GZL の子音を持ち、実際にはガザラ、もしくはゴゼルと発音される言葉が存在し
ます。この言葉は「略奪」の意味を持ち、何となく怪獣ゴジラのイメージにぴったり合うように思えま
す。もしかすると枕言葉と同様に、表面的にはゴジラという日本語を装いながらも、実際はヘブライ語
で別の意味になる言葉を上手に隠し持たせたのかもしれません。実はこの「略奪」というキーワードが、
スサノオと「ゴズ（牛頭）」の関係を解明する手がかりとなります。
紀元前 8 世紀、イスラエル北王国が滅亡することを預言したイザヤは、家族や大勢のイスラエルの民
と共に国を脱出して先祖の故郷であるタガーマハラに向かい、その後、日本列島を目指して大陸を横断
しました。その際「マヘル・シャラル・ハシュ・バズ」と名付けられたイザヤの子が、救世主として誕
生することがイザヤ書に記載されています。この奇妙な名前は「急いで略奪し速やかに捕獲する者」を
意味し、それは当時、北方で勢力を振るっていたアッシリアの大軍によってイスラエルが滅ぼされると
いう警告の象徴だったのです。一見乱暴なニュアンスを秘めた「略奪」という言葉ではありますが、こ
れは単にイスラエル国家の崩壊だけでなく、失われた国家の復活を救世主が短期間で実現することを約
束する意味も含められているのです。それ故、救世主は「インマヌエル」とも呼ばれ、神が共におられ
るという象徴として、敵を速やかに滅ぼし、新天地に神の御国を造ることを目指したのです。
イスラエルの救世主とスサノオのイメージを比較すると、その類似点が幾つも浮かびあがってきます。
まず「略奪」と命名されたイザヤの子と同様に、スサノオは「牛頭」として、「略奪」を意味するヘブ
ライ語の「ゴズ」が名前として使われたことが挙げられます。ヘブライ語には略奪の意味を持つ言葉が
複数あり、イザヤ書で用いられた「シャラル」や「バズ」だけでなく、「ゴゼル」という同義語もあり
ます。この内、「バズ」と「ゴゼル」が共に転化して「ゴズ」と発音されるようになり、後世にて牛頭
という漢字が当てられたと考えられます。またイザヤの子はヘブライ語で「イザナギ」と読み、またそ
の子供がスサノオであるため、イザヤの子孫にあたると考えられる 2 人が共に「略奪」という名で呼ば
れたことは注目に値します。当時の風習では孫であっても実子と同じ認識で語られたことや、イザヤ一
族の中でも預言者として認知された者は同等の名前で呼ばれた可能性が高いこと、そしてゴズは「力を
もって奪う」という意味において国家再建の為に不可欠な領土を取得することの象徴的な言葉でもある
ことからして、イザナギに与えられた天命が、その子孫にあたるスサノオに継続して託されたと考えら
れます。その結果、イザヤの子としてイザナギとスサノオは共に、「略奪」という意味の名で呼ばれる
ことになったのです。
スサノオはイザヤ一族の偉大な予言者の一人として、救世主と同じ「牛頭」という肩書きを担い、日
本建国の土台を築き上げる為に戦い続けました。それが記紀神話に登場する諸々の神々を超越して、ス
サノオが日本建国の神として崇拝されることになった所以なのです。

秦氏と京都太秦の謎
これまで阿刀氏が、イスラエルの神宝を管理していたレビ族の出自であることを解説してきました。
平安京の造営を支えた有力者である秦氏も、同じくイスラエルにルーツがあるだけでなく、王系のユダ
26

族に繋がっている可能性さえあります。秦氏は朝廷に対して多大なる影響力を持つようになり、平安京
遷都のプロジェクトを推進するにあたり、大内裏を含む土地や多くの私財まで献上して陰の立役者とな
りました。そして、いつしか秦氏はユダヤ人の景教徒ではないかと囁かれるようになり、今日まで至っ
ています。
平安京の遷都が実現したちょうどその頃、空海は密教の経典を学ぶ機会に恵まれ、そこで景教との接
点が生まれました。また、空海が学んだ場所では、阿刀氏出身の学者が活躍しており、イスラエルや大
陸文化の情報には事欠かなかったはずです。空海が消息を絶った空白の 7 年間は、平安京遷都直後とい
うタイミングだけでなく、朝廷との関わりや、ルーツがイスラエルにあることや景教との繋がりがある
可能性など類似点が多く、秦氏と空海は面識があったのではないかと考えられます。
さて、秦氏が関係した宗教施設や習慣等には、イスラエルの文化やキリスト教の一派である景教の影
響を受けたと思われる事例が多々あります。例えば、秦氏の拠点である京都の太秦（ウズマサ）に建て
られた「蚕の社」と呼ばれる木嶋神社には、三柱鳥居という 3 本の柱からなる奇妙な形の鳥居があり、
キリスト教の三位一体を意味しているのではないかと言われています。
また、広隆寺の近くにある伊佐良井（イサライ）と呼ばれる井戸の名前は、景教の経典からイスラエ
ルを意味する一賜楽業（イスライ）に酷似しており、同じくイスラエルを意味して命名されたのではな
いか思われます。そして新撰姓氏録には秦氏について「秦始皇帝の後なり」と記載されており、秦氏本
系帳にある系図においても、秦始皇帝を始めとして歴代の秦氏の名前が確認でき、秦氏は秦始皇帝の子
孫であるという説もあります。その秦始皇帝の父は呂不韋と言うユダヤ系であると言われており、始皇
帝の肖像画を見ても西アジア人特有の鷲鼻が際立ち、言い伝えでは「目は青く西洋人のようであった」
ということからしても、秦始皇帝の先祖がイスラエル出身であった可能性は否定できません。
もし、これらの言い伝えが事実であり、秦氏がイスラエル、ユダ族の出自であるとするならば、平安
京にまつわる歴史の解釈が一変します。ダビデ王の末裔である秦氏が、大陸より渡来してエルサレム神
殿をモデルにした平安京を築き、ユダ族の血統が秦氏らの介入により皇室に継承され、さらに律法に基
づいて神宝の管理をレビ族の出自である阿刀氏系の法曹（空海）が執り行なったと解釈してみてはどう
でしょうか。それは正に、ユダ族の王が君臨し、その神殿と神宝をレビ族が祭ったイスラエル王国の復
元と言えます。
秦氏の功績を辿ると、確かにそこにイスラエルの痕跡を見出すことができます。例えば、秦氏の氏神
は大辟大明神ですが、景教ではダビデのことを「大闢」と書きます。「闢」の門構えを省略すると「大
辟（オオサケ）」となるため、この名前はダビデ王を意味し、それが秦氏の氏神ではないかと考えられ
るのです。ところが、本来「大辟」は「オオサケ」ではなく「タイヘキ」と読むものです。しかも「大
辟」は「重い刑罰」、すなわち「極刑」を意味します。どうして「極刑」にされた神、というような名
前がつけられ、しかも読み方まで変えられてしまったのでしょうか。その理由は太秦に秘められていた
のです。

秦氏と出自とウズマサの意味
明治天皇は「日本は神道である。しかし神道は本来ユダヤ教である」と語られたそうです。TV インタ
ビュアーとしてロックフェラー氏、キッシンジャー元国務長官、フォード元大統領などを取材し、その
後もジャーナリストとして活躍しながら多くの書籍を執筆されている中丸薫氏は「皇室専用の部屋には
必ず六芒星

（ユダヤの「ダビデの星」）のマークが椅子にも、天井にもあり…」、また「ユダヤの人々

は、男の子が生まれると割礼を施し…それが日本の皇室でも行われている」と著書に書かれています。
27

皇室とユダヤの繋がりについて昔から噂が絶えませんが、こうしてユダヤとの繋がりについてあからさ
まに書き綴られていることに驚きを隠せません。これまで古代史における日本とイスラエルの関係につ
いて解説をしてきましたが、どうやら皇室のルーツに見え隠れするユダヤとの繋がりは、単なる憶測で
はなさそうです。
日本の歴史に大きく貢献した秦氏
大和朝廷が成立したのと同時期に、アジア大陸から朝鮮半島を経て渡来してきた秦氏の歴史は、少な
くとも 3～4 世紀まで遡れます。
「新撰氏姓録」には、秦氏の先祖である功満王が渡来したことに関する
記載があり、そして「日本書記」によると、応神 14 年には功満王の息子で融通王とも呼ばれる弓月君
が、朝鮮半島を経由して百済から 127 県の民を率いて帰化し、秦氏の基となりました。その後、秦氏は
雄略天皇の時代（5 世紀）に秦部 92 部から成る 18,670 人、更に 6 世紀には少なくとも 7,053 戸、数万
人規模の存在として公に知られるようになり、一大勢力になっていったと考えられています。
当時の日本の総人口数から考えても、秦氏の存在は際立っていたようです。また、極めて高度な文化
を携えてきたことでも知られており、秦氏はその財力と土木技術を活かして、灌漑や大規模な古墳の造
営に着手し、特に西山、北山、東山の山麓に囲まれた山背国と呼ばれる地域の開発と発展に大きく貢献
しました。そして、養蚕や機織り、酒造も手掛け、楽器や紙といった様々な文化・芸術に関する教養も
日本にもたらし、飛鳥文化における中心的な役割を担いました。更に政治・経済においても秦氏の影響
力は計り知れず、聖徳太子のブレーンとして活躍した秦河勝を筆頭に、秦氏はその絶大なる経済力を背
景に多くの寺院を建立しました。そして朝廷に対して強い影響力故に、最終的には平安京を短期間で造
営する原動力となったのです。
秦氏に関する素朴な疑問とは
ところが秦氏については、その出自がはっきりしていないこともあり、多くの謎が残ります。まず、
数万人規模の集団が大陸から移住してきたにもかかわらず、故郷が明らかでないのはおかしなことです。
また古代日本において短期間で蓄財することは到底不可能ですから、秦氏は大陸で財を成した有力者で
あったことは明らかです。610 年に新羅からの使者を迎えるにあたり、その重要な役目を授かったこと
からも、単に大陸通というだけでなく、歴然とした有力者であり、政治に携わってきた一族であったに
違いありません。
彼らの高度な文化は一体どこで培われ、その政治力や経済力の原点はどこにあったのでしょうか?更
に、秦氏と関係の深い神社仏閣に残る習慣には、景教の影響を受けたと思われる事例が散見されること
から、秦氏はユダヤ系の景教徒ではないかと長年、囁かれてきています。それらの噂は本当なのでしょ
うか?
秦氏の出自が不透明な理由は、彼らが大陸においても寄留者・異邦人という立場であったことにある
と考えられます。秦氏は長い間、遊牧民族のように大陸を移動し続け、それぞれの地域において多大な
る政治・文化的な貢献を果たすも、自らのアイデンテティーを明かさず、あくまで裏方に徹してきたと
考えられます。そして最終的にたどり着いたのが、シルクロードの終点である日本なのです。その秦氏
の出自を明らかにする鍵が、秦氏と神社との関わりに秘められています。
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神社の建立に熱心な秦氏
秦氏は広隆寺を始め、八幡神社や稲荷神社等、多くの神社の建立に長年関わってきたことが知られて
います。647 年に秦河勝が没した際に、赤穂の坂越（兵庫県）に大避神社が創建され、その霊は大避大
神として天照皇大神と共に祀られました。また、稲荷神社の発祥の地は京都の伏見稲荷大社ですが、そ
の由来書には、秦伊呂具が創建したと記載されています。更に、日本各地に 1 万社以上あるといわれて
いる八幡宮は、その大元である大分の宇佐八幡神宮も辛島氏という秦氏が創建者です。そして松尾大社
や四国の金刀比羅宮等、多くの神社に秦氏が関わった形跡が残されています。
また、嵯峨野のある山城国葛野群は秦氏の本拠地の一つですが、そこには秦河勝が聖徳太子より弥勒
菩薩半跏思惟像を賜り、建立された秦氏の氏寺である広隆寺があります。京都最古の寺として 603 年に
建立された広隆寺は、元来、蜂岡寺（はちおかでら）と呼ばれていました。その後、幾度となく移転を
繰り返しながら平安初期、現在の地に落ち着いたようです。そしていつしか「太秦寺」とも呼ばれるよ
うになりました。
広隆寺は大秦景教のお寺
広隆寺が建立された頃と時を同じく、唐においてはネストリウス派のキリスト教である景教の布教が
活発になっていました。そして景教は 638 年に公認され、その寺院は当初「波斯寺」
（はしでら）、もし
くは「波斯経寺」と名付けられました。3 世紀から 7 世紀にかけてササン朝ペルシャ帝国が西アジアを
支配し、景教の拠点となっていた事もあって、ペルシャに由来する宗教という意味のヘブライ語で
（ファシィ）
、もしくはペルシャ語の「ファルシィ」の音訳で、中国語では「ペルシャ」を意味する「波
斯」を用いて「波斯経寺」と命名したのです。
その「波斯経寺」が、広隆寺の元来の名である「蜂岡寺」の語源となりました。「経」は「宗教の聖
典」を意味し、ヘブライ語では「律法」を意味する

（khok、ホック/オク）という言葉で表します。

すると「波斯経」は「ファシオク」となります。その発音に当てた漢字が「蜂岡」であり、日本語では
「はちおか」と発音されたのです。
その後、651 年にはササン朝が滅び、イスラム共同体にとって代わったため、745 年には教団の名前
が「大秦景教」と改められ、それ以降、景教寺院の呼び名自体も「大秦寺」に改称されました。当時、
中国よりも西に位置する帝国は大秦国と呼ばれており、歴史的にはローマ帝国を意味します。そしてキ
リスト教は既にローマ帝国において国教とされていたことから、正式に「大秦景教」と呼ばれるように
なりました。その際、「波斯経寺」の名前も「大秦寺」に改名されたのです。そのため、日本において
も蜂岡寺として建立された広隆寺が、いつしか「太秦寺」とも呼ばれるようになったのです。
ネストリウス派の布教は 5 世紀後半には開始され、中国では景教が公認される以前から景教の寺院を
波斯経寺と呼んでいたと考えられる為、中国での公認より先だって蜂岡寺（日本の波斯経寺）が建立さ
れても不思議ではありません。そして国家の体制が中国程に整っていなかった日本では、寺院を建立し
やすかったことが、当時、中国よりも先に「波斯経寺」の日本版である「蜂岡寺」が早期に建立され公
認された要因でしょう。
太秦がウズマサと呼ばれた所以
広隆寺のルーツが景教にあることの決定的な理由が、
「太秦」という漢字と、読みです。日本語の「太
秦」は「ローマ国教」を意味する「大秦景教」の「大秦」に由来すると考えられますが、何故「ウズマ
サ」と呼ぶようになり、自らの本拠地の地名として使うまで重要視したのでしょうか。
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日本書紀や新撰姓氏録によると、秦酒公が朝廷に税を献上する際に、絹を「うず高く積み上げた」こ
とに感動した天皇が、「兔豆母利麻佐（うつもりまさ）」という姓を秦氏に与えたのがその由来であり、
また、続日本紀には、聖武天皇の時代、恭仁京を造営する際に築いた大宮垣の褒美として「太秦」の称
号が与えられたと記載されています。
実は「兔豆母利麻佐」という言葉は、
「ウツァ・モリッ・マシャ」というヘブライ語に当てた字で、
「大
辟大明神」と同じ意味があります。まず

（hootsa、フゥツァ）が「（命を）取られる」という意味

の言葉であることに注目です。その発音は「ウツァ」とも聞こえ

（hootsale-horeg、ウツ

ァ・レホレグ）「処刑される」の意を持つ熟語にも見られます。次に

（moreesh、モリッ）です

が「遺贈者」
、
「遺言により財産を他人に与える人」を意味します。また

（masheeakh、マシァ）は

「油注がれた者」、すなわち「メシア」、
「救い主」を意味する言葉です。つまり「兔豆母利麻佐」
（ウツ
ァモリッマシァ）は「予言（遺言）の通り自らの命（財産）を捧げ、処刑された救い主」という意味に
なります。その略称が「ウツァ・マシァ」であり、元来ヘブライ語のこの言葉が日本語の「ウズマサ」
となり、「処刑された救い主」を意味します。
即ち「ウズマサ」とは「処刑された神」を指す「大辟大明神」と同じ意味を持つヘブライ語であり、
「ローマ帝国」を意味する「太秦」の読みとして、意図的に当てられたことがわかります。
こうしてローマ国教であるキリスト教を基とする景教に深く関連する寺院として、広隆寺は「太秦寺」
としても知られるようになったのです。いつしか、秦氏の拠点がある地域も「太秦」と呼ばれるように
なり、そこに建立された大辟神社には、
「処刑された神」の意味を持つ氏神、
「大辟大明神」が祀られた
のです。
どうやら、秦氏が景教の信望者としてイエス・キリストを信仰していたという推測は、あながち間違
いではなさそうです。太秦寺は中国語で「ローマ国教の寺」を意味しますが、日本語の読みである「ウ
ズマサ」に隠された本来の意味は、「処刑されたイエス・キリスト」を指していたのです。そして秦氏
の氏神である外来の「神」イエス・キリストが、日本にうまく土着することを願い、「大辟大明神」や
「ウズマサ」など、誰も抵抗を持たない風変わりな名前が命名されたと考えられます。大和の国という
新天地において永久の繁栄を求めた秦氏の英知が、ここに結集されているのです。

秦氏とユダヤ王族の関係
秦氏が日本に渡来してきた経緯については諸説があります。秦が滅び亡命してきたという説を始め、
万里の長城建設等の苦役に耐えられずに秦韓に落ち延び、最後に日本へ亡命してきたという説、秦の末
裔を名乗ることで異国において優遇されようと目論んだという説等、秦氏の出自については明確ではあ
りません。新撰姓氏録では秦氏の出自が秦始皇帝に由来していることが明記され、信憑性には疑問が残
るも、その可能性については留意する必要がありそうです。
日本の歴史において重要な役割を果たしてきた秦氏ですが、中国の文献にその出自に関する記述を殆
ど見出すことができません。秦の末裔というのが本当なら、中国にも秦氏の出自に関する記述が残され
ているはずですが、皆無に等しいのです。
日本書記には、弓月君が三世紀末、朝鮮半島より渡来したことが秦氏の基であると記されています。
当時、中央アジアには、弓月部族が居住する弓月国が存在していました。弓月国はイスラエルの祖先の
地からも近く、キリスト教の布教が熱心に行われた結果、景教の拠点となり、シルクロードの通過点と
して、最終的に日本の奈良まで繋がるのです。秦氏が景教信望者であることからも、弓月君の故郷は中
央アジアであったと考えて、ほぼ間違いないでしょう。
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しかし秦氏は、如何にして都の造営に携わる程の政治・経済力を携えてアジア大陸を横断し日本にた
どり着いたのでしょうか?

どう考えても、秦氏は元来、高貴な民族の出と考えられ、その宗教的背景

を探る限り、秦氏の出自はユダヤの王家に繋がるのではないかと推測されます。
まず、景教の信望者として日本国内に神社を建立し、更にエルサレムの都に倣って平安京の造営に大
きく貢献したこと自体、ユダヤ王の血統でなければ成し得ないと考えます。しかも秦氏の関連する地名
や氏神の名前は、ヘブライ語で重要な宗教的意味合いを持っていることから、秦氏はヘブライ語を理解
していたのです。また、秦氏の氏寺である広隆寺の境内近くには、
「イスラエル」の国名に酷似する「い
さら井」と外枠の石に彫り込まれた古い井戸があるだけでなく、秦氏の本拠地にある八坂神社の祇園信
仰も、「ギオン」という名前の語源は、イスラエルの ZION（ズィオン）と考えられ、儀式や祭りの数々
が古代ヘブライ信仰に類似していることにも注目です。
秦氏がイスラエル民族であり、しかもユダ族である決定的な理由は「秦」の読みにあります。古語拾
遺には「秦」を当初「ハダ」と発音した根拠として「肌膚に軟らかなり。ゆえに秦の字を訓みてこれを
波陀と謂う」と書かれていますが、本当は「ユダ族」を意味する「（ヤ）ハダ」という発音を当てて読
み、その事実を隠しているにすぎません。南ユダ王国の末裔であるユダ、ベニヤミンの二部族は今日で
も「ユダヤ人」と称され、ヘブライ語で
権を継承する役目を担ったユダ族は
ーウェーの神を意味する

（Yehudee、イェフディ）と呼ばれています。中でも王
（Yehudah、イェフダ）と呼ばれました。その綴りは、ヤ

に一文字 を付け足しただけです。秦氏は「ユダ族」の出身であることか

ら、
「秦」の読みをヘブライ語で「ユダ族」を意味する「イェフダ」とし、その軽く発音される「イェ」
を脱落させて、「（イェ）フダ」、または「（イェ）ハダ」と読むことにしたのです。つまり「秦（ハダ）
氏」とは「ユダ族」を意味していたのです。イスラエルの王権を継承し、神の都を再建する使命を担っ
たユダ族の末裔が、秦氏であると知ることが、古代日本社会における秦氏の貢献を理解する重要な鍵な
のです。

大和朝廷の鍵を握る八幡神社と応神天皇の謎[n5]
旧約聖書の創世記に登場するアブラハム、イサク、ヤコブらイスラエルの先祖は、民衆を治めるリー
ダーという意味で「族長（パトリアーク）」と呼ばれています。語源は、ギリシャ語の「父」を意味す
る「pater」と、「指導者」「王」の意味を持つ「archon」が組み合わされたものです。その後、キリス
ト教では「司教」という意味で使われるようになり、中国の景教では「波多力」と書き表されました。
つまり「波多」という漢字は、イスラエルの先祖を示唆する言葉なのです。
さて、「新撰姓氏録」には、秦氏が仁徳天皇より姓を賜った際の記述があり、そこには「ハタ」の当
て字として「秦」ではなく、「波多」と書かれています。これこそ、秦氏がイスラエルの出自であり、
しかも元来ユダヤ教の一派であったキリスト教の影響を強く受けた民族であることの証しではないで
しょうか。また、ヘブライ語で「ユダ族」を意味する「（ヤ）フダ」に「波多」
（ハダ、ハタ）を当てた
と考えることもできます。さらに、秦氏がイスラエル系の景教信望者であるだけでなく、その王系であ
るユダ族の血統であることも、ほのめかしていると推測できます。秦氏の氏神は大辟大明神ですが、
「辟」
に「もんがまえ」を加えると景教におけるユダ族のダビデを意味する「大闢」になることからしても、
秦氏の出自がイスラエルの王族であるユダ族に繋がっており、しかも景教を信仰していた可能性は高い
と言えます。
その秦氏は、自らの氏寺である広隆寺だけでなく、全国各地に数多くの神社を建立しました。例えば、
全国で見かける八幡神社は、八幡様や八幡宮等を含めると、少なくとも 1 万社以上も存在し、稲荷神社
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と並んで日本人にとっては大変なじみの深い神社です。その八幡神社の創設にも秦氏が深く関与してい
ます。そして八幡神社の成り立ちを検証することで、秦氏がユダ族の出であることが、より明確になり
ます。
ユダ族の神を祀る八幡神
「続日本紀」に記載されている「広幡乃八幡大神」は、現存する古文書の中で使われている「八幡」
という文字の中でも、最も古い事例です。その八幡神を祀る八幡神社の総本社が、宇佐八幡宮とも呼ば
れる宇佐神宮です。宇佐神宮は 6 世紀、欽明天皇の時代に現在の九州の大分県宇佐市に建立されました。
社伝によると紀元 571 年に八幡神が現れ「誉田天皇広幡八幡麿」、つまり「我、誉田天皇（ホムタノス
メラミコト）は広幡八幡麻呂なり」と告げたそうです。誉田天皇とは、応神天皇の死後に贈られた諡号
（贈り名）であることから、八幡神のルーツは 3 世紀後半の応神天皇まで遡ることになります。そして、
八幡神の宣言もあり、いつしか応神天皇は八幡神と同一視され、天皇が神として祀られるようになった
のです。
第 15 代の応神天皇は、実在した天皇であることがわかっていますが、その出自については諸説があ
ります。その謎を解明する鍵が、八幡神社と秦氏の関係に秘められているのです。まず、八幡神「ヤハ
タノカミ」の「ヤハタ」という名前の発音が、秦氏の「ハタ・ハダ」と同様に、ヘブライ語でイスラエ
ル 12 部族中のユダ族を意味する「ヤフダ」に酷似していることに注目です。
「八幡」は元来、
「矢羽田」
と書き、それを「ヤハダ」と発音したことから、ヘブライ語で「ユダ族」を意味する「ヤフダ」が語源
であったと推測できます。となると、「八幡神社」とは元来「ユダヤ神社」、もしくは「ユダ族の神社」
という意味を持つ名称であったことになります。秦氏がユダ族であるとするならば、八幡神として秦氏
に崇められた応神天皇も、同じユダ族の出身であると考えるのが妥当でしょう。古文書には、応神天皇
の時代に秦氏が大挙して日本に渡来したことが記載されていますが、それは正に、秦氏と応神天皇が同
族の出であることの裏付けであり、ユダ族を中心としたイスラエル部族が渡来してきたことを象徴して
いる出来事ではないでしょうか。
また、聖書にはユダ族の象徴が「獅子」であると明記されていますが、その「獅子」を具現化した像
が、日本の神社の境内に安置されている事実も見逃せません。この「獅子」の像とは、狛犬（こまいぬ）
と呼ばれる主に石で造られた像のことです。狛犬は、古くから秦氏の手がけた神社に散見され、秦河勝
が祀られている大避神社の社殿前にも左右に一対置かれています。その後、狛犬は徐々に広まり、平安
時代には多くの神社に定着し、現在でも、日本全国各地の寺社で見かけることができます。つまり、秦
氏の関わった神社においては、ユダ族の象徴である狛犬を安置することにより、ユダ族である秦氏の存
在を密かにアピールしていたのです。
応神天皇の名前に秘められた天命
日本書記において誉田天皇と称され、八幡神として祀られている応神天皇の諡号には、
「誉田別」
（ホ
ムタワケ）や、「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）があります。
前者は古事記において、同じ「ホムタワケ」という発音に「品陀和気」という異なる漢字が当てられて
います。これは「ホムタワケ」が外来語であり、漢字が任意に当てられていることを意味しています。
一見、日本語として不可解な「ホムタワケ」という発音ですが、ヘブライ語で読むことにより、その意
味が明確になるだけでなく、応神天皇の使命と、そこに潜むイスラエルとの繋がりを見出すことができ
ます。
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まず、「誉田別」ですが、「ホムタ」はヘブライ語の

を語源とした

（ホマタ）です。この

言葉は「壁」や「城壁」を意味し、「神殿を囲む城壁」、「神殿を守る壁」という表現をする際に使われ
ました。つまり、「城壁」とは「神殿」の類似語であり、互換性の意味を持っています。また、ヘブラ
イ語には「直ぐに立つ」、「最初にできる」という意味の
から

(bakar)という言葉があります。その語源

（bekor）という「初子」、
「長子」という言葉や、その母音が変化した

（beker）
「バケ・

ベケ」という「初子」「新しい実」、「最初にできる」という意味の言葉が聖書でも使われています。こ
の「バケ」が「ホムタワケ」の「ワケ」にあたる語源と考えられます。イスラエルの民にとって、城壁
を修復し立ち上げるということは、国家を失った際に破壊された神殿の再建を意味します。よって、
「ホ
ムタワケ」とはヘブライ語で、「城壁を直ぐに建てよ」、「新しい神殿を立ち上げよ」、つまり、「神の都
（神殿）を新たに造営せよ」という意味なのです。
応神天皇のもう一つの諡号である「誉田天皇」（ホムタノスメラミコト）には、天皇の称号として用
いられる「スメラミコト」の読みが含まれています。この言葉は先に紹介した1[n6]2通り、ヘブライ語
で「栄光の神を奉る」、「栄光在主」を意味します。また、「乃」とも書かれる「ノ」は

（na!）、「来

たれ」というヘブライ語の言葉です。よって、ホムタ（ノ）スメラミコトは、
「都（城壁）よ、来たれ!
栄光在主!」の意味となります。つまり、「ホムタワケ・スメラミコト」とは、「新しい都を立ち上げ、
栄光の神を奉れ!」という号令だったのです。
次に「広幡八幡麿」の「広幡」
（ヒロハタ）ですが、これはヘブライ語で「ユダ族の丘陵」
「ユダ王国
の丘」を意味する

（ヒリフダ）と発音する言葉が変化して「ヒロハタ」になったと考えられ

ます。そして「麿」もしくは「麻呂」（マロ）の語源は

（メロ）であり、「満ちる」「多くの」を意

味します。つまり八幡麿（ヤハタマロ）とは、
「八幡」がユダ族を指すことから、
「大勢のユダ族」とい
う意味になります。それ故、「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、「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だったのです。この号令により、日本の古代史が大きく動き始めます。
[n7]古代大和朝廷が見えてきた
応神天皇は 3 世紀後半から 4 世紀初めに在位した天皇です。時期を同じくして、大和朝廷が奈良の盆
地を中心に大きく発展しました。特に奈良の桜井市にある三輪山近郊に大和朝廷の本拠地が構えられた
頃から、その発展は確かなものとなりました。大和（ヤマト）という言葉は単なる地名としてだけでは
なく、日本そのものを言い表す時にも使われ、また、ヘブライ語では「神の民」を意味する言葉でもあ
ります。大和朝廷の成立には諸説がありますが、いずれにしても 3 世紀後半より近畿地方において天皇
を中心とした政治勢力が台頭した背景には、イスラエルの文化を背景とする古代の原日本人、及び、
「誉
田天皇広幡八幡麿」という号令を頼りに朝鮮半島より海を渡った膨大な数の秦氏を始めとする大勢の渡
来人の働きがあったことに違いありません。そのイスラエルの民は遅くとも紀元前 6～7 世紀頃から日
本に渡ってきたと推定され、応神天皇以降の時代には秦氏を中心とする多くの渡来人が押し寄せ、日本
各地に多くの拠点を構えるようになったと考えられます。
その秦氏についても「新撰姓氏録」や「秦氏本系帳」に記載されている通り、応神天皇より一世代前
の仲哀天皇の時代においても、秦氏である功満王が日本に渡来したという記述があります。これらの記
述は氷山の一角にすぎず、実際にはそれ以前より、大勢のイスラエルの民が長い年月を経て海を渡り、
1 第 1 部 第 11 章「スメラミコトに潜む天皇家の謎（その 2）
」
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日本にやって来たと考えられます。ユダ族には、先祖代々より語り継がれてきた旧約聖書の教えがあり
ました。それは新天地において、失われたエルサレムの都を再建し、そこで神の降臨を待つことです。
そしてユダ族の王に代表される大勢のイスラエルの民は、長い年月を経て遥かアジア大陸の東端の大海
に浮かぶ日本という新しい約束の地に辿り着き、そこで先祖代々の言い伝え通り、エルサレム神殿の再
建を待ち望むことになったのではないでしょうか。
そして時が満ちた 3 世紀後半、ユダ族の王の血筋を引く応神天皇は、神殿の再建を手がけるという天
命を悟り、「誉田天皇広幡八幡麿」という号令をもって、大勢のイスラエルの民を大和に結集する合図
としたのです。その時、朝鮮半島の秦韓において大きな勢力となっていた同じユダ族の末裔である秦氏
は、満を持して移住を開始し、日本に渡ったあかつきには資金や技術面で、天皇の働きを後押しするこ
とになります。そして行動を共にしてきた祭司の役目を司るレビ族の末裔は、引き続き祭祀として、ま
た律法学者として、天皇をバックアップしのでしょう。つまり、古代大和朝廷が誕生した背景には、秦
氏に象徴される大勢のイスラエル人の貢献があったのです。
奈良県桜井市にある纒向遺跡から昨今、発掘された巨大な建物跡からは、纒向遺跡は単なる住居では
なく、祭祀殿である可能性が極めて高いことがわかりました。つまり生活するには不便な為、住居とし
ては考えにくいが、時折、大勢の民が集まるには都合のよい建物（祭祀殿）であると推定されたのです。
また、纒向近郊は前方後円墳の発祥の地でもあり、遺跡から発掘された出土品には、木製の仮面や鳥形、
導水施設跡など、祭祀に関する各種遺物や遺構が見つかっています。特筆すべきは、出土した土器の中
には、関東から北九州が原産地であると考えられる物が多数含まれていたことです。もしかすると、こ
れらの遺物の多くは、大陸より渡来して日本全国に拠点を構えていた秦氏らを中心とするイスラエルの
民が、大和朝廷が誕生したことを祝して全国各地から天皇の元に持ち込んだ物ではないでしょうか。だ
からこそ、発掘される遺物の多くは秦氏の拠点であった新羅系のものや、北アジア系のものが多く見ら
れるのではないでしょうか。これらの遺跡調査の結果も、本論が正しいことを裏付けることになるでし
ょう。

永遠の都、神の都を求めて
三世紀後半の弥生時代、応神天皇は「神の都」を造営する使命に目覚めていたことが、天皇の諡号か
ら察することができます。しかし当時は、優れた土木灌漑技術を携えた渡来人がいたとしても、大規模
な土木工事をすぐに行えるような環境が整っていませんでした。人力に頼らざるを得ない古代社会にお
いて、都に適した土地を見出し、宮殿とそれを囲む城壁を構築することは困難を極めました。そして実
際には、幾度となく遷都を繰り返し、最初の本格的な宮とも言える孝徳天皇時代の難波宮や日本初の都
城である藤原京が造営されるまでに、およそ四百年もの年月を必要としたのです。
天皇の住居となる「宮（皇居）」については、日本書紀や古事記によると神武天皇以降、代替わりす
るごとに移動してきたことが記されています。そして第十代

崇神天皇の時代には今日の奈良県桜井市

近郊、三輪山の近辺（纒向）にある磯城瑞籬宮が皇居となり、三代続いて纒向周辺に宮を構えたのです。
その後一時期、宮は纒向を離れ、成務天皇は滋賀県の大津に、仲哀天皇は熊襲征伐を理由に福岡の香椎
宮を宮としますが、応神天皇の治世には再び奈良橿原市にある軽島豊明宮が宮となりました。つまり、
大和朝廷が成立する前後、「定住の都」を造営しようとする動きがあり、崇神天皇から応神天皇の時代
と重なります。崇神天皇の諡号である御肇國天皇（ハツクニシラススメラミコト）とは「初めて国を治
めた天皇」、応神天皇の諡号はヘブライ語で「初めて神の都を建てた天皇」を意味することから、どち
らも大和朝廷の成立と関係があるようです。いずれにしても、三世紀後半から四世紀始めにかけて大和
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朝廷がその形を成し始めると同時に、天皇家の行動が記録に残されるようになり「神の都」の建築に向
けて歴史が動き始めました。
ところが応神天皇以降も天皇が代替わりする度に、遷宮が繰り返されたのです。それは何故でしょう
か。一般論としては、まず当時の代表的な建築技術である堀立柱と茅葺屋根の建物では耐久年数が短か
った事と、更に死の穢れを忌み嫌い、死穢（しえ）に染まる事を避ける為にも、宮を移すことが強く望
まれたことがあげられます。特に天皇の宮は、皇族の居住の場であると共に祭祀の場でもあったため、
尚更のこと死穢を忌み嫌ったのでしょう。また古代社会においては皇子と天皇は伝染病や暗殺を避ける
ためにも同居しない「父子別居」の慣習があり、代が変わる度に皇子の好む場所に宮が移動することは
当然であったという見解もあります。永遠の都として存続する為に最も大切な点は、天皇が安心して在
住でき、尚且つ宮に秘蔵される神宝も確実に守護されるだけの構造、規模、そして大勢の警護の者達に
よる治安活動です。つまり、神宝が破壊されたり盗難にあう可能性が少しでもあるような宮は、定住の
地と成り得なかったのです。七世紀の難波宮以前は全く防御が考えられていない裸の宮ばかりであり、
永遠の都としては時期尚早だったと言えます。
本来の「神の宮」を実現するには広大な土地が必要であり、その為に相当の政治力と経済力を兼ね備
えた協力者が必要でした。それらの力が十分に蓄積され、培われてきた英知を駆使して造営計画に着手
することが可能となるまでは、より優れた土地を求めて一時的な遷都を続けなければならなかったので
す。すなわち、優れた政治力による安定した国家の統治と神宝が安置されるにふさわしいエルサレム宮
殿に匹敵する堅固で美しい神の宮を造営するということが、「神の都」である条件であり、応神天皇が
掲げたビジョンだったのです。その条件が整うまで、天皇の「仮住まい」として遷都は繰り返されてい
きました。

日本文化のルーツに秦氏あり
今年の元旦、秦氏の氏寺である広隆寺を始め、大覚寺、仁和寺、木の嶋神社や大避神社等、秦氏が創
建に関わった京都周辺の神社を訪ねてみました。時折、小雪が舞う中、秦河勝によって建立された太秦
の広隆寺は、正面門前より広い境内へと向かう参道の緩やかな勾配と、建造物、そして背景に広がる山々
の景色との調和が実に見事であり、感動を覚えました。仁和寺や大覚寺等、秦氏が建造に関わった神社
にも同様に、境内周辺の情緒溢れる穏やかな空間、きめ細かいデザインが際立つ各種建築物の高度な技
巧、類似したモチーフなど共通した美的感覚を見出すことができ、優れた建築技術に感嘆しないではい
られません。また仁和寺と大覚寺では、参拝者が自由に素足で回廊を巡ることができ、歴史の重みを十
二分に感じとれ、回廊を散歩中に目にする美しい風景にも絶句させられます。大陸文化とは一線を画す
日本独自の繊細で几帳面な建築美学のルーツが、ここにあります。
古代日本における秦氏の力は計り知れず、太秦村誌にも「欽明天皇の頃戸籍に載する秦氏の総数七〇
五三戸に及ぶより見ればその勢力の侮るべからざることを知るべし」と記されています。当時、秦氏の
戸数はすでに一四〇郷余りであり、欽明天皇より十五代後の元正天皇の御代でも国内全体の郷数は四〇
一二にすぎず、秦氏の勢力について想像するに難しくありません。事実、秦氏の手が及んでいない神社
仏閣を探す方が難しい程、秦氏は京都太秦を中心として栄えました。そして秦氏は大陸新文化を鼓吹し、
商業、農業、酒醸造などに貢献し、日本文化の礎を築く原動力となることにより、政治経済の実権を握
ったのです。その実態は京都府葛野郡史概要に「伊勢に至り商業に従ひしことあれば利殖の道に長け、
他日、秦氏の富饒を招来する因を講へしなるべし。特に大蔵省に召されしを見ても秦氏の富との関係、
はなるべからざる由来を窺ふべし。秦氏は實に新しき文化と共に巨富の所有者なりしない」と記されて
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いる通りです。秦氏がユダヤ王族系の財閥でなくして、どうしてこれだけの実力者と成り得たでしょう
か?
ところが、古代日本社会において、日本文化の基礎を築きあげる中心的役割を、秦氏が果たしたこと
が明らかであるにも関わらず、歴史の教科書には「大陸から新しい文化を携えて日本の文化に貢献した
渡来人」程度の記述しかない様です。日本書記等の古文書には、秦氏が「百済より帰化けり」と明記さ
れている為、日本文化に貢献した中心的な存在として秦氏を公認してしまうと、日本人のルーツが百済
であると解されてしまうことを怖れたのでしょうか。確かに秦氏の大半は百済を経由して渡来した為、
百済系渡来人と思われがちですが、実際には百済で一時的に寄留していた「異邦人」にすぎません。そ
して秦の始皇帝の孫である可能性を秘めているだけでなく。そのルーツを更に遡ると、弓月の君の出自
である西アジア地域に繋がり、最終的にはイスラエルのダビデ王族の血統を継ぐ一族に辿り着くのです。
その王族の末裔である秦氏が、当時の卓越した大陸文化とイスラエルの遺産を携えながら長い年月を
経て大陸を横断し、百済を経由して日本へと辿り着いたのです。そして先祖代々の夢であるエルサレム
の都の再建を目論み、満を持して日本の地において夢の実現に着手したのです。もはや、秦氏の貢献を
オブラートに包み隠す必要はありません。調和と繊細な美を大切にする日本文化のルーツが秦氏にある
ということは、神の選民の血が日本人にも流れていることを意味し、それは日本人の誇りなのです。

秦氏の正体から垣間見える日本人のルーツとは?!
秦氏のルーツについては長年、多くの学者が議論を繰り返すも、結論が出ないまま今日に至っていま
す。日本書記には、秦氏の一族が百済から渡来したと明記され、また「新撰姓氏録」や「隋書」には、
秦氏と秦国とのつながりに関する記述が散見されることから、秦氏のルーツとして中国人説、朝鮮人説
などがあります。いずれにしても、秦氏は日本に渡来する直前まで朝鮮半島に拠点を置き、彼らの独自
の文化やアイデンティティーは、長い年月を経ても殆ど変わることなく代々継承され、最終的に日本に
持ち込まれたのです。
秦氏のルーツに関するこれまでの諸説は、朝鮮および中国における足跡までしか歴史を遡っておらず、
必然的に断片的な解説に留まっています。その為、今日まで結論が出ておりませんが、実は、秦氏の出
自は中国を超えて遥か西アジアにまで達し、さらにユダヤ王朝の血統を引き継ぐイスラエルの民へと繋
がっている可能性が高いのです。早速、秦氏のルーツに関する情報を見つめ直し、歴史の謎を紐解いて
みることにしましょう。
秦氏が語られない理由とは
朝鮮半島から渡来した秦氏は、日本の宗教文化や衣食住に大きな影響を及ぼす様々な貢献を行い、海
外からは秦王国と称されるまでの権力を握りました。そして京都の周辺に多くの拠点を構え、優れた知
識と高度な技術だけでなく、大きな経済力も保持していました。その卓越した政治経済力を活かして平
安京の造営まで担い、皇室との血縁関係があることも知られています。日本文化の礎を造った秦氏の功
績は疑いもない事実であり、天皇家とも親密な関わり合いがあったにも関わらず、これまで日本の歴史
教育において秦氏の存在がさほど重要視されなかったのは何故でしょうか。秦氏の出自を辿っていくこ
とは、少なくとも日本人のルーツそのものについて考察することであり、その歴史的背景の解釈によっ
ては、従来の定説に反する結論に発展しかねません。また、皇室の血統や出自についても言及すること
にもなりかねない為、これまで多くの歴史家は公に議論することを躊躇し、学校教育においては踏み込
んだ記述が出来なかったと考えられます。
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日本書記や古事記に書かれていることを鵜呑みにするならば、日本という国家は天皇を現人神とする
神国であり、およそ日本人は古代から連綿と続く単一民族であるという大前提があります。そして歴史
教育によって培われた古代日本人のイメージとして、独自の文化を持つ日本列島に土着していた縄文人
に、大陸から渡ってきた弥生人が長い年月を経て交じり合い、今日の日本人の原型が育まれたとする考
え方が定着してきたのです。それ故、古代日本における文化の礎を担った人々の殆どが渡来人であると
いった論説は、封印されても致し方ないでしょう。しかし、渡来人の貢献なくして、古代日本社会にお
ける急速な文明開化はあり得ず、それは、アメリカ合衆国が移民の歴史で始まったことに類似していま
す。
古代日本史はアメリカの建国に類似?
アメリカ合衆国の歴史は、イギリスやオランダ、その他ヨーロッパ諸国から宗教弾圧を逃れて、大西
洋を渡ってきた渡来人（移民）によって幕を開けました。そしてアメリカ大陸に土着していた少数派の
インディアン諸部族は、圧倒的な武力を有する渡来人の圧政下の元、インディアン居住区と呼ばれるエ
リアに集約させられ、その存在感は徐々に薄れていきました。その結果、アメリカ大陸の歴史は渡来人
によって塗り替えられ、彼らが歴史の主人公となりました。さらに、その後も多くの移民がアメリカ大
陸に渡り、最終的に巨大な国家を形成するに至ったのです。 同様に日本の歴史においても、中国の圧
政下から逃れて朝鮮半島に移住した秦氏が、ある時を境に日本に渡り、結果として日本列島に高度な文
化や技術を紹介したというだけでなく、政権を樹立して国家の礎を造る陰の立役者となったと考えた方
が、歴史の解釈がより鮮明になり、様々な歴史資料の辻褄が合います。例えば縄文時代末期では、10 万
人に満たないと推定される日本列島の人口が、弥生時代になると急激に増加し、一説では 50 万人を超
えたとも言われています。大陸からの渡来人による民族移動なくしては、これだけの急激な人口増加だ
けでなく、高度な製鉄の技術や、漢字の文化、醸造や灌漑技術、そして律令制に則った統治制度が、ど
うして急速に普及したのか説明することができません。つまり、古代日本において、渡来人が大きな役
割を果たしたことは明確であり、その中心的な役割を果たしたのが秦氏なのです。
秦氏の出自に関わる諸説
日本書記などの古文書に基づき、秦氏は百済から渡来した朝鮮人、韓人ではないという説があります。
しかしながら反論も多く、歴史家の井上光貞は、秦氏を「中国文化を身につけた外来人で、秦の遺民を
称する人々」としました。つまり秦氏は朝鮮人ではなく、中国圏に長年居住してその文化を理解する秦
の始皇帝の末裔である、というのです。また、江戸時代に新井白石は「古史通惑門」において秦氏は辰
韓に移住してきた秦人（中国人）であると主張しています。その根拠となったのが 3 世紀末に、西晋の
陳寿によって書かれた「三国志」の「魏書」にある東夷伝の倭人の条の略称で、日本では「魏志」とも
呼ばれる「魏志倭人伝」の記述です。そこには、秦の苦役から逃れた民が馬韓（紀元前 2 世紀末～4 世
紀）へ亡命し、その東方に居住したのが辰韓人の始まりであるという記述があります。確かに同時期、
朝鮮半島南部には言語や文化の異なる馬韓、辰韓、弁韓と呼ばれる三韓が歴史に姿を現しました。その
後、辰韓の地域は新羅となり、馬韓は百済、そして弁韓は朝鮮半島の最南端にて伽耶と呼ばれたのです。
ところが魏志において辰韓と弁韓が混同して使われ、いつの間にか「弁辰」という言葉で言い表され
ています。それは辰韓と弁韓の言語や文化が実は酷似していたからに他ならず「魏志」の記述からも、
双方が蚕桑や織物という同一の技術において優れた文化を有し、辰韓人と弁辰人が雑居しているという
記述さえあります。その上、住人も秦人と呼ばれる中国人に似ているということから「秦韓」とも呼ば
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れました。こうして「秦」と「辰韓」の辰は重複した意味合い持つようになり、混同して使われたので
す。これらの文化的背景は、秦氏のものと同一であることからしても、秦氏が辰韓と弁韓、すなわち「魏
志」に書かれている弁辰の中核となる存在であったと考えられます。
弁辰の民と言われる所以
それでは何故、秦氏の文化的背景を持つ弁辰の民が、辰韓と弁韓に分離したのでしょうか?「魏志」
にも、新羅（辰韓）と伽耶（弁韓）の名前が混同して使われている事例があり、そこには明らかに同じ
文化を持つ人々が居住していたことがわかります。2 つの国に分かれた謎を解く鍵が、イスラエルの南
ユダ王国の 2 部族です。秦氏のルーツは前述した通りイスラエルであり、中でも南ユダ王国のユダ族が
中心となっていました。同じ南ユダ王国のベニヤミン族、そして祭司の任務を司るレビ族らが民族移動
の際に同行して大陸を横断したと考えられます。そして中国から亡命してきた秦氏は、朝鮮半島の東海
岸に辿り着き、そこを拠点として大きな勢力となっていく過程において辰韓と呼ばれるようになり、少
数派のベニヤミン族は、部族ごとに分かれて居住するというイスラエル元来の風習に従って、ユダ族が
居住する辰韓の南方に拠点を構え、ベニヤミン族の頭文字２つをとって、そこは弁辰と呼ばれるように
なったのでしょう。
秦氏の正体とは何か
秦氏のルーツであるイスラエルの民は、国家を失った後、世界各地に離散し、それぞれの地域におい
て、文化、教育、政治、経済面など多岐に渡り大きな貢献を成し遂げました。そしてどんなに離散して
も、決して自国の文化、言語、宗教観を忘れることなく、世代を超えて自国民の生きざまを後世に伝承
してきました。だからこそ、2,600 年も前に国家が滅亡しても、ヘブライ語は死語となるどころか、聖
書を読むために不可欠な古代ヘブライ語として存続し続け、1948 年にイスラエル国家が再建された際に
は、国語としてヘブライ語が復活を遂げたのです。このような特異な文化を持つ民族であり、しかも痕
跡を殆ど残さずに民族移動を続ける寄留者的な背景を持っていることから、最終的に日本に定住するに
至っても、秦氏の正体は不透明のまま放置されてしまったのです。
秦氏の正体とは、基本的には中国や朝鮮の文化圏において育まれたユダ族を中心とするイスラエル人
です。そして大陸における長年の寄留期間を経て中国文化を吸収し、現地人との混血も進みました。そ
の後、秦の滅亡と共に迫害を避けて秦氏は朝鮮半島に移住し、日本へ渡来する直前まで朝鮮半島に寄留
し、今度は漢流文化の影響を受けることとなりました。それが「魏志」において「辰漢人」と記載され
ている所以でもあります。つまり秦氏とは、中国や朝鮮の影響を多分に受けたアジア系のイスラエル人
であり、漢民族や、韓民族ではないのです。
神の選民であるイスラエルの血は、長い年月を経て大陸文化によって育まれ、元来の卓越したイスラ
エル文化に古代中国大陸の優れた文化がブレンドして更に磨きがかかり、その研ぎ澄まされたように繊
細な美的感覚を誇る独特の文化は、秦氏によって日本に持ち込まれ、現在に続く日本文化の礎となった
のです。無論、日本列島各地には、秦氏よりも前に渡来したイスラエル人が存在しており、剣山の高地
性集落等を始めとして生活圏を確立していました。応神天皇らもその先発隊の流れの一部と考えられま
す。そしてエルサレム城の再建を合図として、秦氏をはじめ半島にいた人々も一斉に日本に渡ってきた
のです。
もはやイスラエル系渡来人の存在なくしては、秦氏の有様、功績、歴史に残る偉業の数々を含め、日
本の古代史を説明することはできません。隋の使者が秦氏について「明らかにする能わざるなり」と結
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論を明らかにできなかったのも無理はないのです。何故なら、秦氏のルーツは、アジア大陸の遥か西方
の中近東、イスラエルまで遡るからなのです。

ヤマト国に結集するためのキーワードを解明する
三世紀末、遂に歴史が動き始めます。都の再建築を夢見たイスラエル系の渡来人は、応神天皇をリー
ダーとして、日本のエルサレム（平安の都）の造営に着手することを公言したのです。その号令と共に、
列島各地に居住していたイスラエル系の人々は、ヘブライ語で「神の民」を意味する「ヤマト」政権の
誕生を祝して、各地からこぞって貢物を持参し、奈良に居を構えた天皇を訪ねてきたことでしょう。こ
のニュースは、朝鮮半島の同胞にも伝わり、中で最も有力なユダ族を主体とする秦氏がまず立ち上がり、
朝鮮半島からの移住を開始したのです。応神天皇の時代に、大勢の秦氏が朝鮮半島から渡来してきたこ
とは、日本書記等の古文書に記載されている通りです。
当時、朝鮮半島の南には新羅、百済、伽耶の三つの国がありましたが、中でも日本へ渡る拠点となっ
たのが、半島の最南端に突如として現れた伽耶と呼ばれる小国家群です。応神天皇の即位と同時期、そ
れまで弁韓と呼ばれていた地域に複数の部族が共存していたのです。この伽耶と呼ばれる地域は、日本
では任那とも呼ばれました。そして「魏書」では、倭国の境界線が狗邪韓国であると記載されているこ
とから、任那を事実上ヤマト政権下にある「日本府」と解釈する学説が広まりました。しかし、三世紀
末のヤマト政権はまだ成立したばかりであり、当時、日本よりも文化的に優れた中国に隣接する朝鮮半
島が発展途上にあったヤマト政権の支配下に置かれたという考えには多くの異論があります。いずれに
せよ、当時の倭国と伽耶の間には密接な関係があり、何らかの統治機関が存在したことは確かなようで
す。
伽耶という小国家群が突如として現れた理由は、秦氏を中心とするイスラエル系民族の移動が開始さ
れたからに他なりません。地理的にも日本に一番近い伽耶は、日本への架け橋となりました。そして日
本に渡る前に、朝鮮半島の各地から大勢の民が伽耶に集合し、瞬く間に小国家群が形成されたのです。
イスラエル人は南ユダ王国の二部族だけでも多くの氏族に細分化され、その他、北イスラエル王国系の
民も多数存在したことでしょう。これらの氏族はそれぞれ独自の拠点を置き、海を渡る準備をしていた
と考えられます。それを取り計らう為に、なんらかの統治機関があったに違いなく、それがあたかも任
那政府というヤマト政権の管轄下に置かれているかのように伝わったのではないでしょうか。
さて、任那（ニンナ）という呼び名は、主浦（nim-nae）という場所の朝鮮語による訓読みであると
考えられていますが、実はその語源はヘブライ語の

（nimnah、ニンナ）です。この言葉はヘブライ

語で「帰属する」、
「仲間に数えられる」を意味します。正に、日本に都を建設する噂を伝え聞いたイス
ラエル系の同胞が、約束の地に結集することを象徴するにふさわしい、帰属意識を高潮させる言葉です。
そして任那を含む伽耶諸国の伽耶（カヤ）という言葉も「命と希望」を意味する言葉として選別された
（khay-yah、カヤ）が語源です。この言葉はヘブライ語で単に「生きる!」ことを意味するだけでな
く、言葉を数字に置き換えることができるヘブライ語では「十八」となることから、その数字は「幸運!」
を意味するようになりました。それ故、伽耶と命名した瞬間から、イスラエルの民は、その場所が幸運
をつかむ為の重要拠点であることを知ることができたのです。日本書記でも十八の十倍である「百八十
種」の勝（すぐり）を全国から秦酒公が集め、絹布を献上した結果、秦氏が朝廷より太秦の姓を賜った
記述が有り、その数は正に幸運の象徴だったのです。
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歴史人口学から日本人の起源に迫る!
日本の古代史を散策していると、いつか必ず通るのが「日本人の起源」に関わる奥の細道です。昨今
の学説によると、日本人の起源は 60 万年以上前の更新世まで遡り、100 万年前のジャワ原人、80 万年
前の北京原人の流れに続くと考えられています。そして 3～4 万年前頃から中央アジアや東中国、南中
国に現れたアジア最古のホモ・サピエンスと呼ばれる新人が日本列島に到来し、原日本人となったとい
う仮説が登場しました。

既に 1 万 8000 年前の旧石器時代の人骨も沖縄で見つかり、その後の調査か

ら東南アジアや南方諸島、中国南方で発掘されたものとの関連性が指摘され、信憑性は深まります。そ
してアジア大陸からはヒマラヤ山岳民が、中国や朝鮮半島からは渡来系弥生人も訪れ、日本固有の文化
を生み出していきます。日本人の祖先とは、異なるルーツの人種が日本列島において共存し、関わり合
った結果として誕生した背景が、おぼろげながら浮かびあがってきます。
国立科学博物館による最新の研究
国立科学博物館を主体とした研究チームが中心となり、昨今の遺伝子工学や人骨の発掘調査を参考に、
「日本人の起源」について、これまでの通説を見なおすことを目指した取り組みが 5 年間にわたって行
われ、2010 年に新たなる仮説が発表されました。これまでは、沖縄で発見された港川人が縄文人の祖先
ではないかと考えられてきました。ところが再検証をしていく内に、港川人は東南アジアのルーツとい
うよりは、更に南のオーストラリア先住民やニューギニアの集団に近いことが分かってきました。その
結果、港川人の多くは、大陸から移住してくる農耕民の広がりに押されて、南方に移動せざるをえなか
った民ではないかという新たなる仮説が登場しました。しかも、北海道で発掘された縄文時代から続縄
文時代の人骨の遺伝子を分析していく内に、大陸北東部のアムール川下流に住む先住民と関連している
事実が指摘され始めたのです。つまり、これまでの通説であった縄文人のルーツは南方諸島から、とい
う考えは不十分であり、大陸北東部からも渡来していることを考慮する必要性が判明したのです。
最終的な日本人形成のシナリオとして研究チームによって発表された内容は、ホモ・サピエンスに進
化した人類の一部が東南アジアに到着し、北上して日本列島に拡散し、縄文人の祖先になる者も存在し
たが、その民の流れとは別に、アジア大陸の北方から移住した民も含まれていたのではないかというこ
とです。そして大陸では、寒冷地に適応した集団が東進南下して 3000 年程前までに中国や朝鮮に住み
始め、最終的には縄文時代の終わりから弥生時代にかけて西日本に渡り、縄文人と融合しながら、弥生
時代以降の本土における日本人の祖先になったという仮説に至ったのです。
この国立科学博物館が発表した日本人の起源に関する新しい仮説は、実際には学者の見識がまとまら
ない論点も多く、結果として通説を否定するまでには至らず、およその妥協点としての発表であり、い
かに「日本人の起源」を語ることが難しいかを物語っています。
そこでこの説を後述する「歴史人口学」のデータを基に検証すると、縄文時代における人口分布が著
しく東日本に偏り、九州、四国には殆ど人が居住していなかったことからしても、南方から北上した人
数は限られており、むしろ、暖かく住みやすい土地を探し求めた北方からの民が、東日本の平野部から
中部にかけて居住範囲を広げていったと考える方が、人口分布に関するデータとのつじつまが合いそう
です。
しかし、今回の研究班の報告については、いくつか疑問点があり、それらを踏まえて考える必要があ
ります。まず、年代別の人口の推移を十分に考慮しておらず、弥生初期から特に後期にかけて、人口が
激増した理由について説明がないこと。次にシベリアで寒冷地に適応した集団が東進南下したと想定し
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ているが、なぜ南下だけではなく東進しなければならなかったのか、その背景が解明されていないこと。
そして、シベリアからの移民が 3000 年前までに中国や朝鮮などに分布したとするならば、なぜ古代文
明の発祥地でもあるアジア大陸を後にして、わざわざ日本に渡らなければならなかったのか。また、南
方から北上してきた人々と、シベリアから南下した人々が原日本人の起源であり、弥生人の大半が中国
から訪れたとするならば、なぜ日本語はそれらの人々とはおよそ関係のない、西アジアから北アジア大
陸にかけて普及した、モンゴル語や朝鮮語と同じアルタイ諸語の仲間と分類されているのか、それらの
説明に欠けること等が挙げられます。
いずれにせよ、この度の研究成果の発表により、少なくとも縄文人とはいくつものルーツを経た様々
な集団が関わって誕生した人種であることが明確になりました。それに加え、上記の疑問点を踏まえて
考えることで、日本の歴史の謎を紐解くキーポイントが見えてきます。「日本人の起源」を考察する上
で、弥生時代の人口増加の実態を含む様々な疑問点を解明するには、イスラエルからの大量移民の可能
性に目を向ける以外に、歴史の謎を紐解く術はないようです。
歴史人口学が明かす縄文時代の人口
過去の人口現象を考察する学問を「歴史人口学」と呼んでいます。例えば紀元前 3 世紀の日本の人口
を推測する際、以前は北アメリカの先住民に関する人口データから様々な類似点を探り、日本の事例に
当てはめながら 15 万人から 25 万人の人口であると推定するような方法がとられました。
「歴史人口学」
ではそれに加えて、遺跡の分布や、基礎人口、集落規模等までも検証し数字の精度を高めています。そ
の「歴史人口学」の研究成果から、日本列島における人口分布の実態が見えてきました。研究の結果、
縄文時代の初期にあたる紀元前 6000 年頃、およそ 2 万人の原日本人の大半が東北から関東、東山（山
梨・長野地域）にかけて居住していたと推定されました。つまり縄文時代は人口分布が東日本側に著し
く偏り、西日本では縄文晩期まで、ごく僅かな人口しか居住していなかったようです。そして日本の人
口は、紀元前 3200 年頃に約 10 万人、縄文中期の紀元前 2300 年頃にはおよそ 25 万人まで増加するも、
総人口の 96％までもが東日本に居住していたと推定されました。東日本に人口が集中した経緯は、ごく
一般的に、東日本の方が平野部も多く、採取、狩猟、漁撈活動が行いやすいという食料資源に関連する
事柄が主たる理由であったと考えられています。
歴史の転換点となる弥生時代
弥生時代の始まりについては様々な議論がありますが、水稲や製鉄の文化が導入された頃と位置付け
るならば、およそ紀元前 10 世紀頃がその始まりと考えて良いでしょう。ちょうどその頃、イスラエル
ではソロモン王が君臨し、タルシシュ船を利用して諸外国との貿易が行われていました。そのタルシシ
ュ船が日本とも接点を持ち、関東、東北地方の太平洋沿岸、及び北九州地方等に辿り着いた可能性が考
えられます。優れた大陸文化を携えたタルシシュ船は、日本に製鉄や水稲文化、様々な大陸文化を日本
に紹介したのではないでしょうか。近年の放射性炭素年代測定により、水稲の年代が紀元前 10 世紀ま
で遡ることが分かってきたことからしても、弥生初期が日本史の大きな転換点であったに違いないでし
ょう。
弥生時代の急激な人口増加を検証
歴史人口学の研究によると、弥生初期、紀元前 10 世紀頃の人口はおよそ 7 万 6000 人前後と推定され
ていますが、注目すべきはそれが紀元 3 世紀に入ると、60 万人に膨れ上がる点です。縄文時代における
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平均的な人口増加率は 0.1％と推定され、その値が弥生時代も変わらないと仮定するならば、紀元 3 世
紀の人口は 23 万人程度になるはずです。ところが推定人口はそれより 37 万人も多く、2.5 倍以上の開
きがあり、人口の年平均増加率もそれに連れて、0.2％に急上昇しています。
その要因については、これまでアジア大陸の歴史の流れに照らし合わせ、中国の春秋時代に起った内
乱で土地を追われた民が海を渡り始めたからではないか、という説明がされていました。しかし、この
説にはいくつかの問題点があります。まずは春秋時代における中国の地理的条件と人口分布を考慮して
いないことです。
およそ紀元前 8 世紀から中国では春秋時代が始まり、その後、晋は韓、魏、趙の 3 国に分かれます。
当時、中国では内陸の西安を中心として人口が分布し、太平洋沿岸周辺では、大きな都市が発展するま
でに至っていませんでした。よって戦火を逃れるにしても、わざわざ大陸を何百キロも旅して、更に海
まで渡り、中国から大勢の難民が日本列島に渡来したとは考え難いのです。また、春秋時代から戦国時
代にかけて中国より大勢の難民が渡来したことにより、紀元 3 世紀までに日本の人口が 37 万人も増加
したとするならば、渡来人が与える文化的影響は計り知れないはずです。例えば、日本語の文化は中国
語の影響を強く受けてしかるべきでしょう。しかし日本語は、西アジアから北アジア地域に広まったア
ルタイ諸語のひとつと分類され、朝鮮語やモンゴル語に類似するも、中国語とは一線を引いた言語グル
ープに含まれています。このことからも、弥生時代に中国から難民が日本に渡ったという説では、37 万
人にも上る人口の差異を説明することができません。
弥生人の正体はイスラエルか !
紀元前 10 世紀から紀元 3 世紀にかけて、日本の人口が急激に増加した理由は、アジア大陸からイス
ラエル人が渡来してきたからに他ならず、今日でも日本文化の根底にはイスラエル文化の影響が色濃く
残っています。紀元前 8 世紀頃のイスラエルの人口は、北イスラエル王国と南ユダ王国を合わせると、
最低でも 70 万人から 100 万人以上に達していたようです。旧約聖書には 20 歳以上の北イスラエル王国
の戦士が 80 万人から 110 万人、南ユダ王国には 50 万人登録されていたという人口調査の結果報告が記
載されており、また紀元前 13 世紀まで遡る出エジプト記や民数記の記述でも、20 歳以上の男子の数が
当時、60 万人以上も登録されていたことが明記されています。よって紀元前 8 世紀の全人口は膨大な数
になっていた可能性があります。しかし人口も 2～300 万人を超えてきますと、人口密度の観点からし
てその数字は非現実的であるという見解もあり、紀元前 8 世紀の人口は、北イスラエル王国が 50～100
万人、南ユダ王国が 25～50 万人、というおよそ少なめの人口を想定してみました。
その北イスラエル王国が崩壊し、南ユダ王国の滅亡も間近であった紀元前 7～8 世紀、まず、北イス
ラエル王国の 10 部族がアジア大陸各地に離散し、消息を絶ちました。その後、南ユダ王国も壊滅し、
ごく一握りの民が捕囚としてバビロンに連れていかれます。その数はエレミヤ書によると 4600 人、列
王記下には高官も含めて 1 万人と記載されており、決して多い数ではありません。つまり、北イスラエ
ル王国だけでなく、ユダ族とベニヤミン族、そしてレビ族からなる南ユダ王国の民の多くも、歴史から
姿を消してしまったのです。中には大陸を横断して海を渡り、日本列島まで辿りついたイスラエルの民
も存在したのではないでしょうか。大規模な民族移動となれば、殆どの民は大陸を徒歩で横断したと考
えられ、これらイスラエル難民の残した歴史の軌跡が、シルクロードの原点となりました。
また、当時のイスラエルは航海技術も発達しており、ソロモン王の時代からタルシシュ船によるイン
ド洋への航海実績もあることから、王族を始めとする少数の南ユダ王国の民は、聖櫃、その他、神宝を
携えた船で先行し、日本まで旅した可能性があります。実際問題として、南ユダ王国の民にとっては王
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位を継承し、神宝を守護することは民族の死活問題でした。よって「東の島々」を探し求め、そこを安
住の地とすることは民族の強い願望でもあったはずです。こうして弥生初期より北イスラエル王国の民
を含む、大勢の南ユダ王国の民が日本に渡来してきたのでしょう。そして一部先行してイスラエルを旅
立った預言者の船団は、東南アジアの南方から北上し、沖縄経由で四国、九州に辿り着き、その他大勢
の人々は、ひたすらアジア大陸を東へと向かい、日本に辿り着いたと考えられます。
そこで、まず 5 万人のイスラエル民族が紀元前 8 世紀頃、
日本列島に辿り着いたと想定してみました。
その後、紀元 3 世紀までの 1000 年間、100 年毎に 2 万人ずつ、合計 23 万人が渡来したと仮定し、平均
人口増加率 0.1％を当てはめると、紀元 3 世紀には渡来人の人口が 37 万人となり、元来日本列島に居住
していた縄文人と合わせれば、日本の人口が 60 万人になります。後世の奈良時代から平安末期の年間
増加率が 0.1％、そして平安初期から平安後期の年間増加率が 0.07％であることからしても、0.1％の
人口増加率はおよそ妥当と考えられます。弥生時代前半に 20 万人を超える渡来人が何者であったかを
考えると、その膨大な人口と歴史的背景、動機などから察するに、もはやイスラエル民族以外に答えは
ないでしょう。
100 万人渡来説は本当?
最近の歴史人口学のデータによると、紀元 3 世紀に 60 万人まで増加した日本の人口は、奈良時代に
かけて更に加速し、紀元 8 世紀には 450 万人まで膨れ上がったようです。年平均の人口増加率を求める
と、およそ 0.4％という大変高い数値となり、縄文時代の 0.1％とはかけ離れているだけでなく、弥生時
代前半の渡来人によって増加したと考えられる 0.2％という値の更に 2 倍となります。紀元 3 世紀の 60
万人という人口を、弥生時代と同じ 0.2％という人口増加率を用いて奈良時代の人口を計算しても 170
万人にしかならず、280 万人もの差が生じます。この数字は、北東アジアから毎年、移民が南下して日
本に渡ってきた、というような従来の通説では説明がつきません。弥生時代を通して急激な気候の変化
や、天変地異があった訳でもなく、大陸における歴史を振り返ってみても、そこまでの膨大な数に上る
人々が中国大陸や朝鮮半島から移動し、海を渡ってまで未だ見知らぬ日本列島に移住する理由が見あた
らないのです。
この急激な人口増加は、紀元 3 世紀以降、日本列島に居住する縄文人と弥生時代に入ってから大陸よ
り渡来したイスラエル系渡来人からなる「日本人」が、更なる変化を遂げることを意味します。つまり、
民族大移動ともいえる新たなる大きな人の波が日本に押し寄せてきたのです。
例えば毎年 1000 人単位で大陸から日本へ渡り、それが 1000 年続いたとして都合 100 万人。その渡来
人の人口が、在来の原日本人と同様に年平均 0.2％ずつ増加したと仮定しても、奈良時代の人口が 300
万人にも満たないのです。それ故、
「100 万人渡来説」を唱えても、まだ人口が不足し、実際には、その
数字を更に上回る渡来人が訪れたことを想定する必要があるようです。
弥生時代における急激な人口増加は、アジア大陸より数万人単位でまとまって日本に渡ってきたとい
うような前提で古代史を見直さない限り、説明がつきません。無論、歴史的背景を踏まえることは当然
であり、古文書等に記載されている史実と照らし合わせることも重要です。紀元 3 世紀以降、8 世紀ま
での間に生じた 280 万人もの人口のギャップを埋めるのが、イスラエルのユダ族をルーツに持つ秦氏を
中心とする渡来人ではないでしょうか。秦氏らと共に大勢の渡来人が朝鮮半島より日本に渡ったと想定
することにより、これまでの謎が一気に解明できます。
例えば、応神天皇の即位を機に、秦氏らを中心とする渡来人が紀元 3 世紀から、100 年あたり 50 万人、
300 年で都合 150 万人が日本に移住したと仮定し、0.2％の平均人口増加率で計算した渡来人の数を加え
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ると、8 世紀奈良時代には 450 万人となり、当時の人口の推定とちょうど数が合います。このように推
測していくと、奈良時代に至る直前の 500 年間に、100 万人を大きく超える渡来人が日本を訪れ、日本
文化の源流を築きあげたことに気が付きます。彼らは自ら日本人のルーツの一部となり、日本の文化を
支えた立役者となったのです。
イスラエル系が占める比率は
弥生時代前半にイスラエルから渡ってきた者の中には、国家が崩壊した直後ということもあり、長旅
を経て直接日本に移住してきた民が少なからずいたはずです。ユダ族とベニヤミン族、レビ族を中心と
した南ユダ王国の民だけでなく、北イスラエル王国の民の中にも、祖国イスラエルの崩壊と共に、神を
崇める新天地を目指して日の出方向へ旅立ち、「東の島々」に到達するという明確な夢と希望を持ち続
けた民が少なからずいたことでしょう。
その結果、移民の流れは絶えることなく続き、紀元 3 世紀までにその数は累積で 20 万人を超えるま
でになりました。渡来人は、それまで人口の少なかった九州、山陰、四国など、西日本側を中心として、
居住範囲を広めていったと考えられます。
無論、渡来人の中には使用人を始めとする、イスラエルに属さない人々も大勢いたと想定されます。
例えば、弥生初期から紀元 3 世紀までに日本に渡ってきた渡来人の構成比率として、約 3 分の 1 が南ユ
ダ王国の部族、約 3 分の１が北イスラエル王国の部族、そして残りの 3 分の 1 がその他の人種であると
仮定してみました。すると紀元 3 世紀に 60 万人と推定された人口の内、少なくとも 37 万人が渡来人の
ルーツであることになり、そこにおよそ 12 万人の南ユダ王国の民と、更に 12 万人の北イスラエル王国
の民が含まれていたと考えられます。1 つの試算にしかすぎませんが、紀元 3 世紀の時点で、イスラエ
ルにルーツを持つ民が、日本の全人口の 4 割前後を占めていたということになるのです。
弥生時代前半に渡来したイスラエルの民を原イスラエル人とするならば、紀元 3 世紀以降に中国から
朝鮮半島経由で渡来した秦氏を中心とするイスラエル民族は、ユダヤ系の朝鮮・中国人と言えるかもし
れません。なぜならば、どちらもイスラエルにルーツを持つ民族ではあるものの、紀元 3 世紀以降に日
本に渡ってきた秦氏らは、渡来するまでの長い年月を大陸で過ごし、中国文化圏の影響を著しく受けて
きただけでなく、その後は朝鮮半島に移住し、朝鮮語を含む文化に大きく感化されたと考えられるから
です。また、混血という現実的な問題もあり、何世紀にもわたる異国での生活から、複合的な文化を携
えたイスラエル系のアジア民族としての秦氏の姿が浮かび上がってくるのです。
つまるところ、秦氏とはイスラエルの民としてダビデ王朝を継ぐ血統のユダ族でありながらも、中国
や朝鮮の血が混在したであろうと考えられることから、ユダヤ系朝鮮・中国人と呼ばれるにふさわしい
存在であったと言えます。その秦氏は、紀元 8 世紀には、日本の全人口の 1～2 割は占めていた可能性
があります。
こうして「日本人の起源」を考える際、日本人のルーツに、秦氏の血が脈々と流れていることに感動
を覚えずにはいられません。西アジアの卓越した文化と優れた伝統を継承し、イスラエル王に繋がる一
族として、真なる神への信仰をかたくなに守り続けてきた偉大なる民であった秦氏によって、日本の歴
史はその後、大きく動かされることになります。

日本人とは何かを考える
弥生時代の日本人像が、おぼろげながら見えてきました。アジア大陸や南方諸島をルーツに持つ原日
本人の自然増加に加え、紀元前 10 世紀頃には西アジアからの来訪者が船で日本列島に渡り、その後も
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継続してイスラエルから渡来者が訪れ、これが紀元前 7 世紀以降、第 1 波目の人口増加のきっかけとな
りました。実際に渡来したのは、ユダ王朝の王系を継続し、聖櫃を祀る使命を抱いていたイスラエルの
南ユダ王国の民を中心とした集団であり、その数は、紀元 3 世紀までに 20 万人にも達したと考えられ
ます。イスラエル人の存在なくして、弥生初期の人口増加を説明する術がありません。
紀元 3 世紀の日本人像とは、原日本人からなる縄文人とイスラエル人からなる弥生人のミックスが主
体であり、世界でも類をみない民族ルーツであると言えます。その日本人の姿が紀元 3 世紀から 7 世紀
にかけて更に進化します。ちょうどその頃、第 2 波となる渡来人が、今度は朝鮮半島を中心に日本に押
し寄せてきたのです。その多くは日本書記を始め、多くの古文書に記載されている秦氏を中心とした大
群衆です。秦氏のルーツはイスラエル南ユダ王国のユダ族であり、弥生初期の渡来人とは異なり、彼ら
の祖先はイスラエル国家を脱出した後、アジア大陸に留まり、長い年月を経て現地で同化したと考えら
れます。
やがて秦氏はイスラエル系中国人として、その優れた文化や経済力を背景に、アジア大陸において政
治経済の黒幕として活躍しました。そして秦国が滅びた際には朝鮮半島に移住し、今度は辰韓の地にお
いても大きな勢力となり、次第に朝鮮半島の文化に染まり、朝鮮語を語るようになりました。この秦氏
が、他のイスラエル系部族らと渡来を開始したのが紀元３世紀以降です。その頃既に、日本の人口のお
よそ 6 割がイスラエル系であると考えられ、更に 150 万人にもなる膨大な人数の渡来者が日本に渡り、
最終的に奈良時代初期の日本の人口は 450 万人にまで増大します。
こうしたことから、奈良時代初期の全人口に占める縄文系人の割合が 13%程度にしかすぎない実態が
見えてきます。これまで日本人のルーツは弥生人と縄文人の混血と言われてきましたが、実際には渡来
系の血統が殆どを占めていたのです。また、紀元 3 世紀以降の渡来人の内、3 分の 1 がユダ族、3 分の 1
がその他イスラエル部族、残り 3 分の 1 が朝鮮半島の住民とするならば、日本人のルーツとはおよそ、
縄文人系が 1 割強、ユダ族が 3 割強、他のイスラエル部族が 3 割強、そして朝鮮・中国系の渡来人が 2
割強と考えられます。
人骨からの形態研究において、これまでの学説では、渡来人の形質を色濃く受け継いでいることを認
めるものの、日本全体を見た場合には、縄文人の形質を一斉に変化させるほど多数の移住者が渡来した
とは考えられない、と結論づけられていました。ところが最近の研究にあるように、発掘人骨の頭蓋骨
の測定から、北アジア系の人々が弥生時代以降に数多く渡来したに違いないと結論づける方向に変化し
てきています。その主旨は驚くことに、本論と同じく、弥生時代初期から奈良時代までに 150 万人程度
の渡来があり、北アジアからの渡来系が 8 割、それに対して原日本人とも呼ばれる縄文系が 2 割、もし
くはそれ以下の比率で交わったのが今の日本人のルーツであると説明しています。今後、遺伝子の分析
や、ウィルス感染に関する疫学の研究、考古学的リサーチ等、様々な裏付け調査を基に、日本人の起源
がより明確になっていくと考えられます。

渡来人 150 万説を再検証する
1990 年、アフリカのルワンダ共和国にて勃発した紛争により、1995 年までに総人口約 680 万人の内、
およそ三割に当たる 200 万人が難民となり、国外に脱出しました。人類の歴史において、100 万人単位
の難民が国境を越えて移動する事態は、決して珍しいことではありません。それ故、紀元前七世紀頃か
らイスラエルの「難民」が日本に渡来し始め、紀元三世紀以降、秦氏を中心とする渡来人の流れが一気
に加速し、都合 150 万人が海を渡ってきたという想定も決して不自然ではありません。国立民族学博物
館の小山氏によると、縄文晩期の人口は推定 7 万 6 千人。それから奈良初期にかけて、約 60 倍の 450
45

万人となり、600 万人まで急増したという説もあります。この数字は、古代農耕社会における出生率や
生涯出生数、平均寿命等から割り出された増加率では到底説明できません。その数字のギャップを埋め
るのが渡来人です。
人類学者による出土した人骨の分析や、昨今の DNA 解析も、弥生時代における朝鮮半島経由の渡来人
説を後押ししています。例えば、国立総合研究大学院大学の宝来氏によるミトコンドリア DNA 解析によ
ると、本州では日本人固有の DNA 所有者が 5％にも満たず、むしろ中国と韓国タイプの DNA が主流であ
り、およそ五割を占めます。そしてアイヌや沖縄に多い DNA タイプは全体の四分の一にも満たないこと
から、日本人とは「中国や韓国の人々の持つ特徴が非常に多く含まれ」、
「多様な大陸系の集団から成り
立つ」と結論づけています。更にこれら DNA 解析から、縄文人にはアイヌや沖縄の人々の祖先だけでな
く、日本列島中部に住んでいた別の縄文人集団の存在も指摘され、縄文人ルーツが当初の想定よりも多
岐にわたり、他の渡来系が混在していることがわかってきたのです。
その渡来人が、どの程度日本に移住してきたかを想定する鍵が、人口の年平均増加率です。渡来人は
稲作や農耕等の大陸文化を背景に、寿命も大変長く、原日本人の在り方を大きく変えました。中国の三
国志や後漢書東夷伝の記述によると、倭の国は「長命の者が多く、百余歳にまで至る者も大変多い」と
記載されています。縄文人は短命であったと言われていますが、渡来人は寿命が長い分、出産適齢期も
延びて、それが人口増加の要因になったと考えられます。同じく東夷伝には、「大人はみな四～五人の
妻をもち、その他の者でも二～三人はもっている」と記載されています。人類学研究に基づくシミュレ
ーション検証の結果から、古代社会においては一夫多妻制のような複婚制度の方が、確実に人口が増加
すると言われています。縄文時代でも複婚制をとる家族が珍しくなかったことが考古学的検証から判明
していますが、渡来人による一夫多妻制の普遍化は、出生力の更なる向上に繋がり、これも人口増加の
要因となったに違いありません。
これらの生活環境の変化により、縄文時代には 0.1％程度であった人口の年平均増加率は上昇したと
考えられます。問題はその割合です。様々な好条件を想定したとしても、縄文時代だけでなく平安時代
の人口平均増加率も 0.1%台に留まっていることから、弥生時代だけがその何倍にも急伸するということ
は考えづらく、弥生時代の人口増加率を 0.2％と仮定した 150 万渡来人説は、およそ想定の範囲内と言
えます。こうして日本列島に渡ってきた大勢の渡来人により、いつしか少数派となった縄文人は次第に
居住地を追いやられながらも、縄文人と渡来人の混血は各地で進み、新しい日本人の姿が造られていっ
たのです。

アジア大陸に潜むイスラエルの軌跡 PART I
古代史の謎を紐解く「東夷伝」から真実に迫る！
歴史を散策しているうちに、いつの間にか寄り道が長くなり、ふと気がつくと古代史を遡り、文明の
発祥の地と言われるメソポタミアに至る歴史の道を歩いていることに気付きました。人類発祥の地はア
フリカであるといわれており、アジア大陸における人の流れは、およそ西から東へと向かっているよう
です。やがてメソポタミア周辺に文明が芽生え、その後、中国では黄河文明や長江文明等の古代文明が
開化し、アジア大陸の東西に世界有数の古代文明が栄えたのです。そして、いつしかアジア大陸の東西
の文明を結ぶシルクロードの存在が浮かびあがってきます。
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シルクロードとイスラエル集落の存在
旧約聖書外典のエズラ第 2 書第 13 章には、イスラエルから離散した民が、
「異教徒の群衆から離れ人
がかつて住んだことのない地へ行き、故国では守ることができなかった律法を守るため」ユーフラテス
河を越え、
「1 年半という長い道のり」を経て、新天地に辿り着いたことが記載されています。外典のた
め信憑性は問われますが、前 7～8 世紀に北方から攻撃を受けたイスラエルは、その西側が海、南西は
天敵のエジプト、南は行き止まり、東南は砂漠であるが故に、逃げ道は東にしかなく、イザヤの予言で
も東に救いがあると語り告がれており、国家を失ったイスラエルの民の多くは、アジア大陸を東へ移動
したに違いありません。そして、膨大な数のイスラエルの民が長い年月をかけてアジア大陸を横断し、
その足跡に沿ってシルクロードが生まれたと考えられます。その後、シルクロードを介した交易で財を
蓄えた商人の中にイスラエル系が多く存在したことからも、シルクロードの主人公がイスラエルの民で
あったと想定して間違いないでしょう。
中国には、大陸を横断してきたイスラエルの民の痕跡が各地に見られます。中国の史書によると、前
漢時代に訪れたイスラエルの民は、割礼と呼ばれる宗教的な儀式を行うことから刀筋教民と呼ばれてい
ました。また、中国にはイスラエルにルーツを持つ集落が複数存在したことも知られています。中でも
開封（カイフォン）は有名であり、遅くとも宋代（10～13 世紀）に中央アジアから渡ってきたイスラ
エルの民が集落を築き、そこに 19 世紀頃まで居住していたのです。また、それ以前にも、イスラエル
の民が中国の寧夏（現在の甘粛省）に居住し、土着民族との混血を繰り返していったという伝承があり
ますi。
1955 年、中国による開封の調査において、その集落に住む、艾（Ai）、石（Shi）、高（Gao）、金(Jin)、
李(Li)、張(Zhao)、趙(Zhan)の一族を、政府の役人が訪問しました。その際これらの姓は、明代（14～
17 世紀）に皇帝よりイスラエルの民に授けられたものであり、イスラエル人の氏族の名前である Ezra、
Shimon、Cohen、Gilbert、Levy、Joshua、Jonathan にちなみ、その発音に準じた中国名であること
が確認されました。このことからも、中国におけるイスラエル民族の存在は公に認知されていることが
わかりますii。
シルクロードに沿ってイスラエル民族の末裔がアジア大陸全体に存在していることは、もはや疑いも
ない事実なのです。イスラエルの失われた 10 部族の行方を調査する機関である「アミシャーブ」によ
ると、離散したイスラエルの末裔は、アフガニスタン、パキスタン、インド、ミャンマー等に今日も住
んでいることが判明しています。そして中国の東にある日本にも、イスラエルの民が渡ったのではない
かと推測しています。
アジア史の謎を紐解く東夷伝
シルクロードはイスラエルの民が歩んだ道であり、中国には彼らが居住した集落が存在していたので
あれば、中国の史書に、イスラエルの民に繋がる何らかの記述があるはずです。その歴史の謎を紐解く
鍵が「東夷伝」にあります。中国の史書として著名な「後漢書」、「三国志」、「梁書」、「魏書」、「随書」
の東夷伝には、東アジアの民族に関する記述があります。東夷伝は、280～290 年頃の三国志において
初めて編纂されました。きっかけは、魏（220～265 年）の時代に東夷に向けて出兵したことにあると
言われています。三国志には、日本で「魏志倭人伝」と呼ばれる「三国志魏書東夷伝倭人条」も含まれ
ています。
東夷とは、古代中国の東方に居住する異民族の総称です。そして東西南北の四夷の一つを指します。
東夷には 9 種類あり九夷とも呼ばれています。東夷には、追い払うべき部外者という意味も含まれてお
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り、元来、忌み嫌われていた民族であったことが伺えます。しかし、東夷の意味は、時代によって変化
しています。例えば、5 世紀初めに編纂された後漢書では、東夷の意味として、
「東方のことを夷という。
夷とは根本の意味であり、それは命を大切にすることにより万物は土地に根ざしてできるもの」と美化
されて解釈されています。孔子（前 5 世紀）が「これらの九夷と共に居住しようと望んだ」と語ったと
記されており、孔子自身、「古い朝鮮を中心とした東夷を儒教的楽土と賛美」しiii、東夷に憧れていた
ことをうかがわせます。
また、東夷には君子の国があるとも記載されています。山海経によると君子の国は「衣冠をつけ、剣
を帯びて獣肉を食べ、2 体の飾りの虎をいつも傍らにおいている」とあります。日本の神社にある狛犬
のように、守り神として 2 体の虎の飾りをいつもそばに置く民族であったことが伺えます。さらに山海
経には「その人は色が黒く、長寿でなかなか死なない。君子国も不死国もともに東方にある」と書かれ
ています。イスラエルでは、アブラハムから始まる族長の時代においても皆、長寿であり、イスラエル
建国の父であるヤコブも、140 歳以上の長寿を全うしました。つまり、この東方にある君子の国や不死
の国とは、イスラエル民族である可能性が高いのです。いずれにせよ、当初忌み嫌われていた東夷が、
実態が明らかになるにつれて、いつしか孔子でさえも憧れる民族として認知されるようになったことが
わかります。およそ秦の時代を境に、東夷に対する中国の見識が大きく変化したのです。
九夷の真相とはイスラエルか？
東夷には 9 つの部族が存在し、畎夷・干夷・方夷・黄夷・白夷・赤夷・玄夷・風夷・陽夷をまとめて
九夷と呼びます。279 年に中国の河南省で発見された「竹書紀年」という前 7 世紀後半の史書において
も、「九夷」の名称が確認されています。そこには夏の時代、8 代目の帝である槐の即位後 3 年目に九
夷が揃って夏を訪れ、天子の傍らに侍ったとあります。九夷は、前 20～21 世紀前後に初めて中国を訪
れ、秦の時代には山東省、江蘇省の淮水流域に居住し、秦の時代以降は朝鮮半島に隣接する吉林省や遼
寧省、及び、朝鮮半島や日本にも移り住んだと考えられています。
九夷が、どこから来たのかは定かではありませんが、その謎を解くヒントとして、後漢書や三国志に
後年の東夷諸民族の特徴が記載されています。例えば、「道義が行われ」、「弁（かんむり）を冠り、錦
の衣を着」、
「みだりに盗む者もなく」、
「(法が)7～800 年も続き」、
「心に慎むことを慣習」とする民族で
あり、この「慎み」こそ、他の 3 方に存在する「蛮夷」とは異なることが明記されています。更に礼服
や、俎豆（ソトウ）と呼ばれる供え物を盛る器を用いて礼を重んじ、その上、「儒教の経典を学ぶこと
が好きで、文学や史書を愛読する。
」
（隋書列伝）とまで記載されています。これらから、九夷のルーツ
は優れた文化圏の出であることがわかります。

そこで、古代中国史に突如として現れた九夷の出自が、イスラエルにあるとは考えられないでしょう
か。旧約聖書によれば、ヨセフがエジプトを統治していた頃、大規模な飢饉がカナンを含む西アジア地
域を襲いました。イスラエルの 11 人の兄弟と父親ヤコブは飢えに苦しむあまり、食糧が豊富にあると
いうエジプトを訪ね、食料を買い付けることにしました。そのエジプトの統治者は、昔兄弟達が奴隷と
して売り飛ばした弟のヨセフだったのです。そうとは知らぬ兄弟達は、弟のベニヤミンを父に預け、兄
弟 10 人でエジプトを訪ねました。ところがヨセフは兄弟の中からシメオンを人質に取り、しかもベニ
ヤミンを連れてくるという条件を付けたのです。9 人の兄弟は故郷に戻って父親に報告をするも、ひど
く落胆した父親はベニヤミンを行かせることを拒み、兄弟は途方に暮れてしまうのです。窮地に追い込
まれた 9 人の兄弟は、食料を求めてエジプトとは逆の方向である東方に旅し、中国まで到達したとは考
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えられないでしょうか。片道 1～2 年の旅ですが、決して不可能ではありません。また、ヨセフの年代
は前 18～19 世紀頃と考えられますが、中国の夏王朝の年代と重なっています。
九夷がイスラエルの民ではないかと考えるもう一つの根拠は、その言葉自体の発音です。九夷は中国
語で jiu-yi（ジウィ）と発音します。これはユダヤ人を意味する英語 Jew とほぼ同じ発音です。元来 Jew
は、ユダ族を意味するヘブライ語の yehudah（イェフダー）が語源であると言われています。それが 4
世紀に、ギリシャ語では Ioudaios、ラテン語の Iudaeus となり、18 世紀に英語で記述された聖書にお
いて最終的に Jew（ジュー）という言葉になりました。ギリシャ語訳の聖書である 70 人訳（セプトア
ギンタ）が登場してからおよそ 2000 年という長い年月をかけて、ラテン語の Iudaeum、ギリシャ語の
Ioudaios（ユダイオス）が、古フランス語では guieu、giu、英語では gyw、giu、iewe と転化し、最終
的に Jew となるのです。注目すべきは、古フランス語訳である giu からの流れであり、基になるギリシ
ャ語の Ioudaios との関連性が明確ではありません。中世の言語では「i」と「y」は同様の発音を持ち、
「i」は後に「j」文字に枝分かれしたことがわかっていますが、何故、
「ユ」または「イ」に近い発音と
なる Ioudaios の頭文字が古フランス語で「g」に付け替えられたのか、その理由が不透明です。
もしかすると、
「gyu」や「giu」と訳された背景には、
「九」の中国読みが潜んでいるかもしれません。
つまり、長い年月をかけて中国を訪れたイスラエルの部族が、いつしか中国の地では九夷（jiu-yi）と
呼ばれるようになり、この言葉が、 その後も各地で語り継がれた結果、いつしかイスラエルの民を jiu、
giu、または guieu と呼ぶようになったと考えられないでしょうか。実際、中国語の九夷（jiu-yi）の発
音と、古フランス語の giu、guieu の発音は酷似しているだけでなく、その後の英語の iewe も、i と j
を差し替えるだけで、同じ発音になります。Jew のルーツにある語源は、ヘブライ語の yehudah です
が、そのアルファベットの綴りは、中国語の jiu-yi に由来している可能性があるのです。[n8]
九夷はシュメール系ヒクソスか？
イスラエル説以外にも、メソポタミアから脱出したシュメール人が、九夷のルーツであるという考え
方があります。当時、ウル第三王朝においては、農耕、医学、天文学、貿易、造船技術、楔型文字によ
る文学など、幅広く文化が栄えていました。ところが大規模な飢饉の発生や異民族の侵入により、都市
国家は弱体化し、前 2006 年、エラム人によって滅ぼされてしまいます。その後のシュメール人の行方
については、歴史の謎に包まれたままです。おそらく、シュメール人の多くは、王朝が崩壊する直前に
国家を脱出したと考えられます。注目すべきは、ウル王朝が崩壊した頃と時を同じく、九夷が中国を来
訪していることです。最初に中国を訪れた九夷は?夷（Chuan-Yi）と呼ばれましたが、シュメールの発
音にちなんで?（Chuan）と命名された可能性があります。また、シュメール人は航海技術を携え、イ
ンドと交易を行っていたことから、東アジアの海岸まで航海することも可能だったはずです。勿論、大
半の民は徒歩で、アジア大陸を横断したと考えられます。こうして大勢のシュメール人が中国を訪れた
可能性があるのです。
また、前 17～8 世紀から 1 世紀以上にわたり、エジプトを支配した異国人として知られる「ヒクソス」
の存在も見逃すことができません。ヒクソスのルーツも不明ですが、西セム語を使う、イスラエル民族
と同じセム系の流れを汲む人種であることがわかっており、優れた文化を携えてきていることから、シ
ュメールとイスラエルの混血ではないかと考えられます。そもそも、イスラエル民族の先祖であるアブ
ラハムの故郷はウルであり、シュメール文化の出身であることから、イスラエル民族とシュメール人は
親しい間柄であると想定できます。よって、そこからヒクソスと呼ばれる人種が現れても何ら不思議で
はありません。ヒクソスという名前は、エジプト語で heku shoswet、
「異国の支配者」を意味し、九夷
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（khoorYee）、
「異国のイスラエル」と意味が似ています。そして古代エジプトにおいて、イスラエル人
ヨセフが国家を統治しましたが、その時期は、ヒクソスがエジプトを支配したと言われる初期とほぼ重
なっていることからして、シュメールとイスラエルをルーツに持つヒクソスが、ヨセフの統治を引き継
いで、エジプトの歴史に台頭したと考えられます。
つまり、離散したシュメール人は、東方では中国において九夷と呼ばれるようになり、西は小アジア、
シリア、エジプト方面へ向かい、長い年月を経てヒクソスと呼ばれるようになった可能性があります。
そして、いずれの地域においても、親戚のような存在であるイスラエル人と出会い、共存し、時には混
血を繰りかしながら、アジア大陸の両端において歴史を塗り替えていく役割を担ったと考えられるので
す。

50

第4章 君が代と民謡に秘められたイスラエルの知恵

日本語のルーツに秘められたヘブライ語の軌跡

「弥生」に込められた意味とは!

日本とイスラエルには、不思議な歴史上の接点があります。稲作の技術が大陸より日本に伝わってき
た時期、すなわち弥生時代の始まりは、最近の考古学調査によりこれまでの定説が覆されて紀元前 8 世
紀以前まで遡ることが判明しました。それは正にイスラエル民族の大陸移動が始まった頃と重なってい
るのです。紀元前 8 世紀、イスラエル国家の崩壊と共に新天地を求めたイスラエルの民は、アジア大陸
を横断して東方へと移動を開始したのです。そして紀元前 660 年に、大陸のはずれの海を越えた東の島々
において神武天皇を初代とする皇紀が始まりました。この事実が、イスラエル国家の崩壊直後であるこ
とを踏まえると、歴史のパズルが自然に解けていくように思われます。
当時イスラエルの民が海を渡り、本当に日本を訪れたとするならば、日本は間違いなく彼らの文化の
多大な影響を受けているはずです。それを裏付けるかのように、日本とイスラエルの文化や風習、言語
に関して膨大な量の類似点が存在しており、もはや偶然の一致として片付けることはできないのです。
まず、弥生時代の「やよい」という言葉について考えて見ましょう。そもそも弥生時代とは、東京市
本郷向ヶ岡弥生町（現東京都文京区）から発掘された土器に、その発見された場所の名前を取って「弥
生式土器」と呼び、それらの土器が使用されていた時代を「弥生時代」としています。誰がいつ、どう
いう理由で「弥生」という漢字を使い始めたのかは知る由もありませんが、一般的に「弥生」は陰暦 3
月の異名として使われ、「イヤオヒ」の約転として若草が「いよいよ茂ること」を意味するといわれて
います。ところが大言海によると「弥生」は当初「ヤフ」とも読まれており、それはヘブライ語で神の
民、ユダヤを意味する「ヤフ(ディ)」とほぼ同じ発音だったのです。もし「ヤフ」が「弥生」の本来の
読み方だったとするならば、神の普遍性を示唆する漢字の「弥」と命を意味する漢字の「生」を組み合
わせた「弥生」は、当初から「ヤフ」の当て字として使われ、その言葉はユダヤを意味していた可能性
が高いと考えられます。
それではなぜ何時の間にか「ヤフ」が「ヤヨイ」という読みに変化したのでしょうか?それは弥生を
そのまま「ヤフ」と発音すればルーツがイスラエルであることが露骨にわかってしまい、多くの誤解を
招きひいては敵を作ってしまう危険をはらんでいたからだと想像できます。その為、イスラエルとの関
連性を隠蔽する必要に迫られ、その結果、同義語に近い言葉でありながら発音上はヘブライ語であるこ
とがわからない読みを持つ「ヤヨイ」という言葉にすり変えられたのではないでしょうか。「ヤヨイ」
という読みを、
「ヤフ（ディ）」というユダヤを意味するヘブライ語から導き出す方法は意外に簡単です。
まず「ヤフ（ディ）」の子音である「YHDY」の頭に神、ヤーウェーの頭文字である YH（ヤ）を付け加え、
そこから「Ｄ」を取り除くだけで「YH･YHY」となり、そこに母音をつければ「神がおられる」「神が生
まれる」という意味の※アルファベット表記追加「YH●･YH●Y」（ヤイェイー）となります。それは正
に「ヤヨイ」の発音と同じであり、
「ヤフ」と子音を共有するだけでなく、同じヘブライ語で「神の民」
について言及している言葉になります。このように日本語のルーツをイスラエルの目で辿っていくと、
今まで見えなかった不思議な関係が見えてきます。
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Yahoo!に潜むユダヤのメッセージ
世界的に有名なインターネット検索サイトの大手として Yahoo!（ヤフー）の名前は余りに有名です。
この変わった社名には元来「ならず者」という意味がありますが、「更なる階級的な非公式神託」の意
味を持つ Yet

Another

Hierarchical

Officious

Oracle という英語の頭文字をとったものとも言わ

れています。その真偽は定かではなく、実際 Yahoo!社の創始者であるジェリー・ヤン氏とデビッド・フ
ァイロ氏は、自分達が「ならず者」、すなわち YAHOO であるがため、この呼称を選んだと説明してい
ます。しかし「ならず者」とは素行の悪い者の事を意味し、世界最大の検索サイトを作り上げた大企業
の創始者が自らを「ごろつき」であると周囲に説明すること自体、不可解極まりません。その謎を解く
鍵が「ガリバー旅行記」の第 4 話にあります。
まず簡単に著者スイフトの背景を振り返ってみましょう。彼の生まれ育った 17～18 世紀当時、ヨー
ロッパでは植民地政策が台頭し、新大陸の発見と共に世界中の資源と財宝、覇権を求めて欧州の列強が
進出し、無数の侵略戦争が各地で勃発しました。この白人優越主義のはびこる真只中で、スイフトはイ
ギリス国教会の牧師を務めたり、政治論評を書き綴る日々を過ごしましたが、何度も挫折を繰り返し、
最終的に本の執筆に専念して風刺に富んだ作品を数多く書き残しました。そして「私は人間と呼ばれて
いる動物が大嫌い」と自ら語りつつ、10 年がかりで書き上げたのが「ガリバー旅行記」です。
日本において「ガリバー旅行記」は、第 1 話の「小人の国」の話を中心として子供たちに読まれてい
ますが、ストーリーは第 2 話「巨人の国」、第 3 話「ラピュタ島」、そして第 4 話の「フウイヌム国」へ
と続き、この最終章にヤフーと呼ばれる野獣が登場します。フウイヌム国の話では、知的な馬と、彼ら
から軽蔑され家畜奴隷的存在となっている卑しいヤフーが、過激な社会風刺として皮肉っぽく描かれて
います。
注目すべきは、この醜く貪欲なヤフーは実は、当時ヨーロッパの白人社会において忌み嫌われていた
ユダヤ人の象徴ではないかと思われる点です。ヤフーは時には石ころのようなダイアモンドを奪いあっ
たり、食物を必死にむさぼる鬼畜として描写されていますが、それは正に当時の白人社会におけるユダ
ヤ人に対する偏見を垣間見せてくれます。それ故、この野獣の名称にはヘブライ語でユダヤ人を意味す
るヤフディの頭 2 文字が意図的に使われたと考えられます。そして主人公ガリバーは、ヤフーの在り方
を見聞しているうちに彼らが与える不快感の根源に人間誰もが持っている本質的な醜さを見出し、何時
の間にかヤフーに感化されていくのです。その話の流れから、ユダヤ人、ヤフーを蔑視することの愚か
さを作者なりの風刺をもって指摘したと考えられます。スイフト自身にユダヤとの血縁関係があったか
どうかは定かではありませんが、様々な人生の挫折を経験し、立身出世を阻まれた彼の苦い想いが「ヤ
フー」に隠蔽されているように思えてなりません。
日本語の弥生（やよい）という言葉は、古来弥生（やふ）と読み、その語源は同様にユダヤである可
能性が高いと考えらます。そして年月を経てヤヨイという読みに転化したことにより、ユダヤのルーツ
であることが隠蔽されてしまったのです。このようにいまでは日本語として当たり前のように使われて
いながら、実はヘブライ語では別の意味を持つ言葉が多数存在しています。事実、日本人なら誰でも「ユ
ダヤ（万歳）!」と叫んでいるではないですか!「YAHOO!」「ヤッホー!」と･･･。

よいしょ!どっこいしょ!はヘブライ語の祈り
その語源が外国語に由来していながら、日本語と同様に日常的に使われるようになった言葉を『外来
語』と言います。これらの外来語の中には古代日本の文化形成にユダヤ人が深く関わっていたことを立
証するかのごとく、ヘブライ語のルーツが潜む言葉が多数あります。特に宗教的儀式、祭り行事に関わ
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る言葉や囃子言葉、和歌や俳句等の詩の中にヘブライ語の影響を強く受けている言葉が多数あるようで
す。今回は「どっこいしょ」、
「よいしょ」という、日本人なら誰もが知っている言葉を例に挙げて検証
してみましょう。
「どけ!」という言葉は日常の会話で時折耳にする一般的な言葉ですが、その派生語である「どける」
は、邪魔な物を動かすという意味で使われる、「退（の）ける」が転じて「どける」になったと言われ
ています。しかしこれだけの説明では何故「のける」が「どける」に転じたかという説明に疑問が残り
ます。
ヘブライ語では「拒絶する」または「退ける」ことを

（dokheh）と言います。この単語の発音

は厳密には「どへっ」となりますが、H の発音は喉を詰まらせて息を吐き出しながら発声する為、英語
の表記からもわかるとおり、実際には「ドケッ」と聞こえます。発音と言葉の意味が日本語の「どけ」
とほぼ同じであるだけに、この語源はヘブライ語にある可能性が高いと考えられます。この「ドケ」の
語尾が変化すると

（dokhek）となり、発音は殆ど同じながら「押す」という意味になります。実は

が「どっこいしょ」のルーツを解明する手がかりとなるのです。この誰もが聴き慣れた日本語は、
力を入れたり、相手をさえぎって止める時に発する掛け声ですが、その言葉の語源を調べてみると、例
え日本語の意味が不明であっても、そこにヘブライ語のルーツを見出すだけで価値観が一変します。
さて、ヘブライ語で

（yeshooah）「イェシュア」は「神の救い」を意味します。この言葉から

「救い」に関連した類義語が多数生まれ、世界各地で使われるようになりました。例えばイエス・キリ
ストのことを、新約聖書の原語であるギリシャ語では「イエス」、アジア各地においては「イサ」と称
するようになったのも、「イェシュア」にルーツがあります。また日本語の医者も「癒す人」の意で、
正に「イェシュ」が「イシャ」に転化したものなのです。すると、ヘブライ語の「ドケ」に神の救いを
意味する「イェシュ」という言葉を付け加えると「ドケイシュ」となり、「神の御力で押す」という意
味になります。すなわち「どっこいしょ」とはヘブライ語の「ドケイシュ」が訛った言葉であり、力を
込めて押し、相手を倒す時に、神の助けを求めて叫ぶ、祈りの言葉だったと考えられます。
「どっこいしょ」と同様に「よいしょ」にも神の救いを叫び求める意図が隠されています。「や」は
神様の呼び名であり、
「イェシュ」、
「イシュ」は前述の通り「救い」を意味するため、
「ヤイシュ」とは
「神の救い」の意味になります。それが何度となく叫ばれているうちに「よいしょ」に転化したと考え
られます。すなわち「よいしょ」と掛け声をかけることも、神の救いを求める祈りの言葉だったのです。
このように私たちは知らないうちにヘブライ語を語源にもつ言葉を日本語として使っているのです。
例えその語源のもつ本来の意味が忘れ去られていようとも、いつの間にか神の救いを求める言葉を語っ
ているように、長い年月を経て、ヘブライ語は日本語に溶け込み、そのルーツの一部として脈々と息づ
いているのです。

日本語の謎をヘブライ語で解き明かす!

囃子詞のルーツはヘブライ語だ!

日本人なら誰でも良く知っている民謡の歌詞や囃子詞には、何ら意味を持たないと思われる言葉がた
くさんあります。例えば著名なソーラン節の一節である「ヤーレン・ソーラン」をはじめ、
「ヨイショ」、
「ドッコイショ」、
「コリャ～」等、意味が不明な言葉は数えればきりがありません。既に「ヨイショ」、
「ドッコイショ」については、これらの言葉がヘブライ語から誕生し、きちんとした意味を持っている
ことを解説してきました。本章では日本人に馴染みの深い、他の囃子詞や掛け声、唄の意味を、ヘブラ
イ語を用いて解明していきます。
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先祖代々、日本各地で伝承されてきた民謡の多くには囃子詞が含まれています。これらは一般的に舞
を助ける唄の掛け声として活用されており、調子を整えたり、唄をひきたて、雰囲気を出すために用い
られています。それ故、語呂が軽快で、人々の心を捉えるような「ノリ」があり、インパクトのある言
葉であることが重要です。例えばアメリカのブラックゴスペルでも歌の合間に様々な掛け声がリズミカ
ルに叫ばれ、ステージ側の聖歌隊と観衆が一体となってその場を盛り上げる唄が多数あります。同様に、
囃子詞も唄のリズムに合わせて観衆が一体となって自ら声援を送るようなものであり、全体の雰囲気を
高揚させるための原動力となります。
このように囃子詞は場を盛り上げる働きを持つ言葉なのですから、当然のことながら意味の無い言葉
を当初から叫んでいたはずがありません。あくまで唄の趣旨に沿って、つじつまが合う言葉が用いられ
ていたはずです。ところが、囃子言葉の多くは長い年月の間にいつしか元来の意味が不明となり、単に
言葉の発音のみが今日まで伝承され続けているのです。それにしても「エンヤラヤー」、
「ドッコイショ」
等、意味のわからない多くの言葉を、いつまでも疑問を持たずに歌い続ける日本人も不思議な国民では
ないでしょうか?
イスラエル民族が大昔、大陸よりはるばると日本の地に到来し、古代の日本文化に大きく貢献したこ
とは既に解説してきた通りです。古代史の検証に引き続き、日本語でありながら、意味不明な囃子詞や
掛け声が、ヘブライ語によってその意味を解明できるならば、古代史における日本とユダヤの関係がよ
り鮮明になってきます。
そこで、まず「囃子詞」という言葉そのものの語源を探ってみました。言葉が「コトバ」と発音され
る理由については色々と説がありますが、ヘブライ語を使えば説明は簡単です。ヘブライ語で書き物は
（カティーバ）、書くことを
どれも

（カタブ）、また文字列は

(カティーブ)と言い、これらは

（ＫＴＢ）という三つの子音から構成されています。更に同等の子音ルーツを持つ言葉の中

にはニュース、お知らせの意味を持つ

（コトバ）という言葉もあります。そして

（ヤシャ）、

（ハヤシャ）はストレート、ダイレクトに、という意味を持つヘブライ語です。この 2 つの言葉
を合わせて「ハヤシ・コトバ」とすると、率直なお知らせ、すなわちストレートに語る「進言」の意味
を持つ言葉になり、これが囃子詞の語源ではないかと考えられます。それ故、囃子詞とは唄の合間に相
手を励まし、その場を盛り上げるため、唄の合間を見てダイレクトに介入する励ましの掛け声であった
とヘブライ語から解釈することにより、創作者の意図が見えてくるのです。

ソーラン節はヘブライ語の行進賛歌だった!
ソーラン節は日本人なら誰もが知っている有名な北海道民謡です。ヤーレン・ソーランと始まり、繰
り返し歌われるこのソーラン節は、歌う人の脳裏にしっかりと残る優しい響きがあります。また唄の途
中に「ドッコイショ」という掛け声も入り、これは日常会話でもよく使われている言葉だけに、その軽
快なメロディーを口ずさんだことのある人は少なくありません。「チョイ

ヤサエ

エンヤンサー

ノ

ドッコイショ…」、どこかで一度は聞いたことがある唄です。しかしソーラン節の意味は不可解であり、
今日では単なる掛け声の組み合わせにしか思われていないようですが、それは間違いです。実はソーラ
ン節は元来、ヘブライ語の行進賛歌であり、そこには驚く程わかりやすい意味が隠されていたのです。
まずヤーレンに注目してみましょう。ヘブライ語には「喜び歌う」という意味を持つ
の未来形として

（reenen）

（yeranen）という言葉があります。これは普通に発音するとイェラネンとなり、そ

れが多少訛ってほぼ同等の発音に聞こえる「ヤーレン」になったのでしょう。「ソーラン」も、それと
全く同じ発音を持つ
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（solan）というヘブライ語があります。この言葉はソロシンガー、すなわち「一

人の歌い手」を意味します。するとイェラネン・ソーランは「一人で喜び歌う!」と解釈できます。だ
からこそ、ソーラン節の歌詞には「沖の鴎に潮時問えば、わたしゃ立つ鳥、波に聞け」というような孤
独なイメージの節が多いのです。
「チョイ・ヤサエ・エンヤン・サー」も明らかにヘブライ語が語源です。「チョイ」のルーツはヘブ
（

ライ語で「ツォイ」という発音を持つ

）であり、これは「行進する」、
「前進する」の意味で

す。また、「ヤサエ・エンヤン」は「まっすぐ目指す」という意味のヘブライ語、
のままヘブライ語の辞書にも事例としてしばしば掲載されています。そして

で、これはそ

（saar）という言葉は、

ヘブライ語で「嵐」を意味する言葉です。すなわちこの囃子詞は「例え嵐が来ようとも（約束の地を目
指して）真っ直ぐに進め!」という行進の掛け声だったのです。更にこの囃子言葉の最後は、
「ノ・ドッ
「お願いします!」という祈りの言葉であり、
コイショ」という掛け声で締めくくられます。 （na）は、
「ドッコイショ」は既に解説した通り、「神の助けによって押しのける」という意味を持っています。
これらを合わせると「神の御力によって押し進んで行けますように!」という祈りの唄になります。
もはや疑う余地はありません。ソーラン節は荒波を乗り越えて約束の地に向かう際に歌ったヘブライ
賛歌であり、神の導きを信じて歩み続ける旅人が、嵐さえも恐れず、例え一人でも喜び歌いながら、神
に叫び求めてひたすら前進して行く為の行進曲だったのです。これはおそらく紀元前７世紀以降、イザ
ヤの予言に従って大陸を横断し、「東の海の島々」を捜し求めたイスラエルの民が、アジア大陸から海
を渡り、日本列島を目指す時に口ずさんだ賛歌ではないでしょうか。前途に立ちはだかる様々な大自然
の困難にもめげずに、神を信じて航海を続け、海を渡って約束の地へ到達することを夢みた、その喜び
の唄がソーラン節です。

東北民謡のルーツもヘブライ語か!
北海道民謡であるソーラン節のルーツにヘブライ語秘められていたということは、少なくとも遠い昔、
その地域に大陸からユダヤ民族が渡来して、日本文化の形成に一役を担ったと考えるか、もしくはヘブ
ライ語に精通している日本の学者が日本語とヘブライ語をブレンドした唄を書いたかの、どちらかと考
えられます。このヘブライ文化の影響力は北海道だけに留まらず、日本全土に広がっていました。
隣の青森県では以前からヘブライ民族の渡来が噂されており、モーセの墓やイエス・キリストの墓ま
であることは有名です。この墓の信憑性は疑わしくとも、ユダヤ人と何らかの関わりが無ければ、この
ような墓が日本に建てられる理由を見出すことができません。青森県の戸来（へらい）村もヘブライに
起因しているという説があり、また八戸（はちのへ）はヘブライ語で神を意味する「ヤーヘー」が元来
の呼び名ではなかったのかと、取り沙汰されています。
その青森県で唄われる民謡の中に『ナギャド・ヤラ』があります。川守田英二著の『日本の中のユダ
ヤ』ではこの青森民謡が大きく取り上げられ、如何にしてヘブライ詩歌が日本民謡に姿を変えて土着し
たかが解説されています。その内容には首をかしげるようなコメントも少なくありませんが、ヘブライ
語が日本民謡と囃子言葉のルーツにあるという見解においては概ね、本シリーズの主張と共通点を見出
すことができます。
まずこの民謡のメインテーマとなる「ナギャド・ヤーラヨー」ですが、念頭の「ナギャド」は王子を
意味する

（ナギッド）です。また「ヤー」は神を意味する言葉であり、イザヤやヨシヤのように語

尾に「ヤ」がつくと、神にちなんだ名前となります。すなわち「ナギャッド・ヤ」は「神の子」を意味
します。次に「ラ」ですが、これは

(raah)そのままの発音で「見る」を意味します。ヘブライ語で

はこの「見る」という言葉の中に「啓示を受ける」、「ビジョンが与えられる」、
「自分から求めて学ぶ」
55

という宗教的なニュアンスも含まれています。最後の「ヨー」は神の「ヤ」が訛ったものでしょう。す
ると「ラヨー」は、「神を見よ!」になります。つまり二つの「ヤ」が神を強調する役目を果たし、「ナ
ギャド・ヤーラヨー」は「神の子、その神を見よ!」というメッセージになります。
次は「ナギャド・ナサレ・ダーデ・サーイェ」です。ナギャドは「王子」を意味するので、文字通り
読めば「ナザレ、ダビデの子」に関する記述であることがわかります。また「サーイェ」は
のままの発音でヘブライ語の雄ヤギを意味するだけでなく、

そ

という言葉と繋がってスケープ

ゴート、すなわち「身代わり」という意味になります。それ故、ここでは｢身代わり｣の略称として用い
られ、「身代りになったダビデの子、ナザレのイエス・キリスト」のことを唄っているのではないかと
考えられます。勿論、身代りというのは十字架による死を意味しています。
最後に「ナギャド・イウド・ヤーラヨー」ですが、この中間にある言葉は

（イフッド）とほぼ

同じ発音であり、神の民であるユダヤ人を意味します。すると、このフレーズは「ユダヤの子孫である
神の子を見よ!」と理解できることがわかります。この青森民謡から、戸来村のイエスキリストの墓と
何らかの関連があるように思えますが、真相は秘められたままです。

囃子詞に潜むメシアへの叫びとは
ふるさと日本から生まれた民謡は素晴らしい文化遺産であり、心を励ます人生の応援歌として、いつ
の時代も変わらず多くの人に愛され、歌われ続けてきました。これらの民謡の中には意味の不透明な囃
子詞を含むものが多数ありますが、長い年月を経ても、その言葉尻さえ失われずに今日まで歌われ続け
てきたことに驚きを隠せません。そして今や、これら囃子詞の多くはヘブライ語で解き明かすことがで
きるだけでなく、そこには一貫したテーマが隠されていたことがわかってきました。すなわち、私たち
日本人は長い歴史のタイムスパンにおいて、その意味に気付かぬままに、ヘブライ語で唄い続けてきた
のです。誰もが知っているソーラン節や会津磐梯山、木曾節、伊勢音頭囃子等、日本列島各地で歌われ
続けている民謡の多くには、明らかにヘブライ文化の息吹を感じることができます。
その一例として「ナギャド・ヤラ」を解説してきましたが、モーセとキリストの墓まで存在する青森
県にはこれ以外にも様々な民謡があります。中でも「嘉瀬の奴踊り」は三味線に合わせて盆踊りが舞う
民謡として著名であり、その技芸は県の無形文化財にも指定されています。この「嘉瀬の奴踊り」には
「ハア・ヨイヤナカ・サッサイ」という囃子詞が連呼されます。早速検証してみましょう。
まず、
「ハア」はヘブライ語で

と書き、頻繁に使われる感嘆詞として「見よ!」という意味を持って

います。それ故、この後に続く言葉の意味が重要です。「ヨイヤナカ」は「ヨイ」と「ヤナカ」という
２つのヘブライ語に分けて考えます。まずヘブライ語で

（ヨイッ）と発音する言葉は「助言者」、
「カ

ウンセラー」の意味で用いられています。次に「ヤナカ」ですが、これはヘブライ語でヤヌーカと発音
する

に相当し、みどりご、赤子を意味します。最後に「サッサイ」ですが、これは

（サッサ）と

いう「喜ぶ」、「歓喜する!」という言葉に語尾が自然に付加されたものと考えられます。
これら一連の言葉をまとめると、
「見よ、助言者、みどりごを喜べ!」となります。一見、何の関連も
ない言葉が単に並べられているようですが、この一文には深い宗教的な意味合いが含まれているようで
す。預言者イザヤの一行が大陸を横断して日本に辿り着き、大和の国、神国、日本の建国に一役買った
可能性が高いことは前述した通りです。もしそれが事実ならば、当然のことながら日本文化の底辺には
ヘブライ文化が根付いているだけでなく、イザヤが預言書に書き記した救いのテーマに従って、救い主、
メシアに関する言及が色々な文献や民謡に残されていても決して不思議ではありません。
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イザヤ書 9 章の 1 節から 7 節を見ると、神の裁きを受けて滅び行くイスラエル国家に対し、まだ赤子
の救い主が与えられることが約束されています。
「ひとりのみどりごが、私たちのために生まれる… そ
の名は不思議な助言者。
」すなわち、
「助言者」、
「みどりご」とは国家を救うメシアの代名詞でもあるの
です。これらがそのまま「嘉瀬の奴踊り」の中に囃子詞として採り入れられ、「ハア・ヨイヤナカ・サ
ッサイ」と、今日まで唄われ続けたのです。それは、「見よ、救い主である助言者、みどりごが与えら
れる、喜べ!」の意味です。このように囃子詞の意味をヘブライ語で辿っていくと、その多くは、神を
賛美し、神の子、メシアを祝うことを意味していることがわかります。
あかし

歴史に名を残す著名な民謡の 証 とは
ここまで解説してきた囃子詞は全て、今日でも大勢の人に親しまれ、日本各地で歌われている代表的
な民謡から抜粋しています。ごく普通にその発音をヘブライ語に当てはめるだけで、今まで不可解だっ
た言葉の意味を理解できるため、囃子詞の多くが無意味な言葉の連鎖である、という従来の考え方から
大きく飛躍することになります。
無論、囃子詞の中には最初から日本語で綴られ、元来意味のある言葉もあります。一見ヘブライ語の
ように聞こえても、実は日本語が訛ったものであった事例も少なくありません。いずれにせよ囃子詞は、
あくまで民謡を面白く引き立たせる為のツールとして活用することにあり、その語呂を上手に組み合わ
せながら旋律的なインパクトを与え、民衆の心に残るメロディーとして広く親しまれることが大事とさ
れているのです。その過程において、ヘブライ語ルーツをもつ多数の囃子詞が、意図的であったかどう
かは別として、多くの民謡作家によって今日まで活用され続けてきました。結果として日本語では意味
をもたない言葉の連鎖が上手に活用され、それらが流暢な抑揚を持つ囃子詞としてまとめあげられ、い
つしか歴史に名を残す著名な民謡として、民衆の心に響き渡ったのです。
ところが民謡の起源を辿ると、その歴史が意外と浅いものが殆どです。囃子詞のルーツがヘブライ語
であるとするなら、大昔から唄われていた歌詞が代々引き継がれていると想像してしまいますが、実は
そうではありません。民謡の多くは、それが唄われる理由となるきっかけが、当初からあったようです。
例えばあの著名なソーラン節も、沖で鰊漁の網を船へ引き上げる時に力を込めるために唄ったことが原
点です。海の豪壮な労働唄である「ソーラン節」だからこそ、ヘブライ語で「神の御力によって突き倒
せ（引っ張れ）」の意味をもつ「どっこいしょ」という囃子詞がそのテーマに合致したのでしょう。こ
の「ソーラン節」は、一九三五年に編曲されたばかりですが、作者である今井氏が囃子詞の意味を熟知
した上で、この唄を纏め上げたかどうかは定かではありません。また「ヤーハエ」を連呼する「気仙坂」
も、もとは江戸時代、銭を鋳造するため、三昼夜タタラを踏む時に唄った銭吹唄です。これも「ヤーハ
エ」という言葉が「神」を意味する言葉と知って、民謡作家がわざわざ用いたどうかは定かではありま
せん。はっきり言えることは、日本語では意味がわからない囃子詞を上手に活用することにより、不思
議と日本人の心に溶け込みやすい、勇壮活発な民謡に仕立てあげることができたということです。
つまるところ、民謡が民謡らしく、そして民衆の心に根付くためには、不可解なヘブライ語の連鎖が
不可欠なようです。これが、日本人の心の中に知らぬ内にユダヤの文化が息吹いている証とも言えます。
これらのヘブライ語ルーツを持つ囃子詞は、すでに日本人の心に根付いており、その言葉の響きに耳を
傾けるだけで、誰しも故郷、日本を感じないではいられないような思いに浸ってしまう…それが囃子詞
の不思議でもあります。
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君が代の由来

パート１

日本の国歌である「君が代」については、長年、賛否両論が飛び交うものの、基本的に誰もが幼い頃
から幾度と無くその歌詞を口ずさみ、親しんできた歌であることに変わりありません。特にオリンピッ
ク競技や日本代表のサッカー試合等、昨今のスポーツにおいて、若者の間でも自国に誇りを持ち、国歌
を斉唱する姿は、今や決して珍しくありません。
君が代のメロディーは、明治維新の開国と共に、イギリス軍の楽長より、国歌の必要性を指摘された
ことを発端とし、それから 10 年余りの月日を経て、最終的には宮内省雅楽課にて曲が定められました。
その際、日本人の音感に馴染みやすい雅楽という日本固有の音楽に基づいて作曲されたメロディーが選
ばれ、また歌詞については「蓬莱山」と呼ばれる琵琶歌に含まれる「君が代」が選定されました。その
歌詞の歴史は延喜五年、今からおよそ千数十年前に編纂された「古今和歌集」の巻七賀歌巻頭歌に遡り
ます。
そこには「題知らず」「読人知らず」と書かれている通り、当初から歌の題も作者も不明でした。と
ころが、古今和歌集では「わが君は」と始まる初句が、何故かその直後、和漢朗詠集に載った時には、
「君が代」に変えられていたのです。民衆の間に歌い継がれていくうちに変化したという説もあります
が、おそらく何らかの意図があって作者の意思が働き、いつしか修正されたものと考えられます。そし
て「君が代」は、様々なお祭りの行事でも歌われるようになり、舟唄や祭り唄としても広まりました。
庶民から愛されるべき国歌「君が代」ではありますが、一種の違和感を訴える人が少なくありません。
その理由のひとつが、不可解な歌詞です。君が代で使われている言葉は大変わかりづらく、何度歌って
も子供達はその意味を理解できず、大人でも首をかしげてしまう人が少なくありません。「細石の巌」
になることや、「苔がむす」等、一般的には使われることのない難しい表現が含まれており、君が代を
斉唱し始める小学校においても、その歌詞の意味をきちんと教えることはないようです。
そして「君が代」の意味が二通りあるということも、議論をかもし出しています。「君」という文字
には「あなた」という二人称、そして「君主」という二つの意味があります。それ故、「君が代」は、
一般庶民を指した「あなたの代」、もしくは「天皇の御代」
、いずれの意味にも解することができ、本来
の意味がどちらかは不透明なままです。また代々に渡る繁栄を言い表す為に使われた「苔のむすまで」
という独特の表現が、果たして「天皇の御代」の永続性を語るにふさわしい言葉の響きがあるかどうか
も疑問です。更に「千代」が何故、「センダイ」ではなく「チヨ」と発音され、その続きの「八千代」
が「万代」ではなく、何故「ヤチヨ」と発音されるに至ったのでしょうか。
驚くことに、これらの疑問を解く鍵がユダヤにありました。つまり、これまで解説した民謡や「いろ
は歌」のように、一見日本語で書かれた「君が代」にも、ヘブライ語で読み通せる二重の意が秘められ
ていたのです。日本語とヘブライ語を巧みにブレンドさせ、そのヘブライルーツを芸術的に日本語に隠
蔽した張本人こそ、日本が誇る聖人、弘法大師に他なりません。

君が代の由来

パート 2

「君が代」の歌詞には口ずさむだけで不思議と伝わってくるユダヤの響きがあります。ヘブライ語で
神を意味する「ヤ」、
「ヨ」という発音が「千代に八千代に」というフレーズに３回も繰り返されている
だけでなく、「シオンの民」を表現する「チヨニ」という言葉も際立ちます。また、ヘブライ語で救い
を意味する ISH「イシ」や、ヤーウェーの神を象徴する「イワ」、また物事が成就することを意味する「ナ
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リッテ」など、繰り返し読むだけでも複数のヘブライ語が思い起こされ、ただならぬ予感がします。そ
してこれは錯覚ではありませんでした。
驚くことに一見、日本語で書かれた「君が代」の歌詞は、最初から終わりまで一貫した意味を持つヘ
ブライ語で書かれていたのです。そこには古代、日本に移住してきた神の民、ヘブライ人の神に対する
熱い思いが込められています。その信仰告白とも理解できる大切なメッセージを当時、隠蔽する必要が
あったのでしょうか。いつしかヘブライ語のルーツは日本語のオブラートに包み隠され、表面的には和
歌として継承されました。つまり「君が代」は、「いろは歌」と同様に一見、日本語で書かれているよ
うであっても、その文脈にはヘブライ語で別のメッセージが秘められており、枕詞の真髄を極めた天才
的な作品の一つと言えます。今や、古代日本の歴史観を改める時がきたと言えます。
「君が代は」のフレーズは、ヘブライ語で「クム・ガ・ヨワ」という３つの言葉に分けられます。
「ク
ム」はヘブライ語の

（koom、クム）が語源であり、立つ、または起き上がることを意味します。

（gaah、ガ）には、
「クム」と類似した「立ち上がる」という意味だけでなく、
「相手を誉め称える」と
いうニュアンスも含まれていることに注目です。そして「ヨワ」は神を意味するヤーウェーの発音が多
少訛ったか、YHWH に任意の母音を付加したものでしょう。YHWH という神聖な神の名を意味する言葉は、
人間が発音できないように当初から母音が無いため、任意の母音を充てて「ヤーウェー」とも「ヨーワ
ー」とも発音することができます。すると「キミガヨワ」は、ヘブライ語で「立ち上がって神を誉め称
えよ!」と解釈できます。
残りの歌詞も引き続き、ヘブライ語で解釈できます。「チヨニ」は

とヘブライ語で綴りますが、

これは一般的な言葉でもあり、「シオンの民」を意味します。それ故、神を意味する「ヤ」を付加して
「ヤ・チヨニ」とすれば、
「神の（シオンの）民」、または「神の選民」と理解できます。つまり「千代
に八千代に」は、ヘブライ語で「シオンの民、神の選民」を意味したのです。
次に「サザレ」ですが、これはヘブライ語で「サッ」と「サリード」と発音する２つの言葉が合わさ
（sas、サッ）は喜ぶ、

った言葉です。

（sareed、サリード）は「残りの民」、
「選民」を意味

します。すると直訳で「残りの民として喜べ!」という意になります。そして「イシノ」は、
「イシ」と
いうヘブライ語で救いを意味する YESHA に、

(enosh、イノシュ)という「人間」、「人類」を意味

する言葉が語尾に付加して、「イシィノ（シュ）」という言葉になり、「人類を救う」という意味になり
ます。すなわち「サザレイシノ」はヘブライ語で、
「人類を救う残された民として喜べ!」と、歌ってい
たのです。
君が代に秘められた、ヘブライ語によるもう一つのメッセージ。それは、神の選民であるイスラエル
の民に託された使命です。「立ち上がれ!神を讃えよ!神の選民であるシオンの民は、人類を救う残され
た民として喜べ!」

君が代の由来

パート 3

「君が代」の歌詞には、ヘブライ語によるもう一つの意味が秘められていることを解説してきました。
「立ち上がって神を誉めよ!」という意味を持つ「クムガヨワ」から始まり、前半のメッセージは、シ
オンの民が国家の滅びから逃れ、神の選民である「残りの民」として神を讃えることが中心のテーマと
なっていましたが、はたして歌詞の後半はどうでしょう?
「（さざれ）石の巌となりて」という誰もが良く知っている君が代の一節は、一般的に小粒のさざれ
石が長い年月を経て堆積し、いつしか大きな岩に変貌する意味であると解釈されていますが、実はこの
フレーズには君が代の中心となる貴重な宗教メッセージが、ヘブライ語で書かれています。「イシノ」
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（yasha、ヤシャ）が語源の

は前述したとおり、ヘブライ語で救いを意味する
いう言葉と、人類を意味する

（ish、イシュ）と

（enosh、イノシュ）が複合してできた「イシィノ（シュ）」で、
「人

類の救い」を意味します。
次に「イワ・オト・ナリテ」という 3 つのヘブライ語が続きます。「イワ」は、神を意味するヘブラ
イ語の子音

（yhwh）に任意の母音をつけて、日本流の「神」の呼び名、「イワ」となりました。ま

た、ヘブライ系ユダヤ人のことをアラム語では「IWARAA」、
「イワラ」と呼んだり、神の民を「YEHUDI」、
「イフディ」
、
「イワデ」と呼んで、それらに「イワ」という発音が含まれるのも、そこに「神」の意が
含まれているからに他なりません。新約聖書においてはイエスキリストも「救いの岩」と呼ばれている
ように、「イワ」は神を象徴する言葉なのです。
次の「オト」は、印やサインを意味する

（ot、オト）で、神の証や予言に関わるニュアンスが含

まれている言葉です。つまり「イワ・オト」と繋がることにより「神の印」や「神の証」の意となり、
言い換えれば「神の予言」とも解釈できるでしょう。また「成就する」
「完成する」、という意味の言葉
（nali-atah、ナリァタ）というヘブライ語があります。
「ナリ」は「得る」、
「アタ」は「来る」

に

の意味があり、この２つの言葉が繋がって、
「成就する」という意味になります。するとどうでしょう。
「イシィノ・イワオト・ナリタ」が「人類が救われ、神の予言が成就した!」という文章になっている
ことがわかります。
さて、「苔のむすまで」という言葉の響きは、君が代の世々限りない繁栄を詠うにしては、いまひと
つ優れませんが、ヘブライ語で読むと、これまでの歌詞の流れに沿った文脈となり、歌全体を完結する
言葉となります。「コケノ」はヘブライ語で

（kol-kano）と書き、実際の発音は「コ（ル）カノ」

です。「コル」は「全て」、「カノ」は基礎、台の意味が原語にあり、合わせて「全ての場所」を示唆す
るので、「コカノ」は「全地」を意味します。そして、歌詞の最後の「ムスマデ」は「語られる」、「鳴
り響く」という意味を持つ

（mooshma、ムーシュマ）です。ヘブライ語の文法上、女性形も使用

されることがあり、ムーシュマッテはその女性形です。それ故、「コカノ・ムーシュマッテ」はヘブラ
イ語で「全地に語られる」という意味になります。
「イシノ・イワオト・ナリテ・コケノ・ムスマデ」を、ヘブライ語の文章として読み通してみると、
そこには驚くべきメッセージが秘められていたのです。「人類に救いが訪れ、神の予言が成就した。全
地あまねく宣べ伝えよ!」と。

君が代の由来

パート 4（最終回）

誰もが日本語で、日本の国歌として歌ってきた「君が代」。実は日本語だけでなく、西アジアの言語
であるヘブライ語でも、そのまま歌うことが出来ます。そしてヘブライ語での意味は、むしろ日本語よ
りも明瞭でわかりやすく、驚くことに、ユダヤ民族の信仰告白が含められていたのです。
「立ち上がれ!
神を讃えよ! 神の選民であるシオンの民は、選民として喜べ! 人類に救いが訪れ、神の予言が成就し
た。全地あまねく宣べ伝えよ! 」。これが「君が代は、千代に八千代にさざれ石の巌となりて、苔のむ
すまで」のヘブライ語訳です。既に解説したように、日本古謡の「さくらさくら」も「君が代」と同様
に、ヘブライ語に置き換える事が可能です。このように、日本語で読んでもヘブライ語で読んでも、き
ちんと意味を持つ詩は少なくありません。
このような詩が複数生まれたいきさつには枕詞と折句の背景が絡んでいたと推測され、そこには 2 つ
の言語を自由に使いこなし、言語学に精通している立役者が存在したと考えられます。該当する可能性
が一番高い人物が、弘法大師・空海です。大師は遣唐使として中国に渡った際、ネストリウス派のキリ
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スト教を学びました。語学の才能に長けていた大師故、旧約聖書を原語のヘブライ語で読む為に相当勉
強されたはずです。よって、平安時代において日本語とヘブライ語を自由自在に使いこなし、尚且つヘ
ブライ民族の宗教観を理解しうる人物像は大師以外に無いでしょう。そして 2 つの言語の見事なコラボ
レーションが実現したのです。
枕詞は万葉集に多用されており、表記通りの読みとは異なる発音で句調を整えたり、連想する事柄に
結び付ける言葉の遊びとして、古くは平安時代から活用された技法です。実は枕詞という言葉自体、ヘ
ブライ語の rwqm

（makor、マコー）と

（katovet、カトバ）が組み合わさった「マコーカトバ」

がその語源です。前者は「ルーツ」を意味し、後者は「文書」を意味することから、元来の意味は「原
文書」であったと考えられます。また、折句は別の意味の言葉を、文章や唄に織り込む言葉遊びの一種
であり、枕詞と同様にその歴史はおよそ平安時代に遡ります。
これら 2 つの手法を用いて、一見日本語のようであっても原文はヘブライ語であり、日本語の意味と
は異なる主旨の信仰告白が違和感なく、巧みに盛り込まれているハイブリッド型の詩が「君が代」です。
弘法大師が、そこまでして日本語の詩とヘブライ詩を合体させたのは、単に大師が中国で学んだ聖書の
教えが、当時の宗教的指導者らに受け入れられるのが困難であったからだけではないと考えます。新約
聖書のヨハネ書に、「初めに言葉があり…言葉（ロゴス）は神であった」という言葉がありますが、聖
書を学んだ大師にいつしか「言葉」が神であるという認識が芽生え、日本語そのものに神の民の証でも
あるヘブライルーツを、ありとあらゆる手段を使って埋め込むのが自らの使命と考えたのではないでし
ょうか。そしてロゴスと呼ばれる言葉に神の本質を見出す鍵があることを信ずるに至りました。真言宗、
及び真言密教が「真言」と呼ばれる所以であると推測します。如何にして日本という土壌でロゴスの信
仰を布教しようかと考えた末、日本語の内に神の民の言葉、ヘブライ語を内在させることを思いつき、
言語遊戯として広めていった結果、いつしか上手にヘブライルーツが隠蔽されたのです。

神座と神楽の謎
古今和歌集や和漢朗詠集に記載されている「君が代」や、日本古謡の「さくら」等、一見日本語で書
かれている詩が、実はヘブライ語でも読むことができることを解説してきました。実は、他にも同様の
事例が多数あり、単なるこじつけではないことが分かります。結論から申しますと、日本書紀や古事記
を始めとして、神楽歌、古今和歌集など、多くの古代文献にはヘブライ語のルーツが秘められています。
特に平安時代以降の作品の中には、日本語とヘブライ語が巧みにブレンドされ、どちらの言語でも意味
が通じるというハイブリッドの文献として完成度を極めているものが見受けられます。それでは神楽歌
の事例を検証してみましょう。
「神楽」の起源はさだかではありませんが、少なくとも平安時代まで遡ります。そのルーツは謡曲・
三輪に「先ずは岩戸の其の始め、隠れし神を出ださんとて、八百万の神遊び、是ぞ神楽の始めなる」と
書かれている通り、岩戸神話に登場する天宇津女命の歌舞にある、という説が一般的です。また、神楽
という言葉の由来は神座（かむくら）であるとも言われています。神座は神がおられる神聖な場所を意
味するため、その「かむくら」に向けて喜び歌い、歌と踊りをもって神に仕えることが、神楽歌の原型
になったと考えられます。そしていつしか「神座」は、「神楽」とも呼ばれるようになりました。その
訛りの理由はヘブライ語の意味を理解することで説明がつきます。
まず、
「かむくら」の「かむ」はヘブライ語で立ち上がる、現れる、を意味する
す。そして

（koom、カム）で

（Koolah、クーラ）は「彼女の全て」を意味します。すると、２つの言葉を合わせて「彼

女の全身が現れる」という意味になります。これは岩戸神話に登場する天照大御神が、岩屋戸から出て
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くることに関連した表記であることに違いありません。定説では神座のルーツが岩戸神話にあるという
ことですが、それが正しいことをヘブライ語による解釈で、決定づけることができます。また、「かむ
くら」の当て字としては、天照大御神が現れた聖なる岩戸の御座にちなんで、「神座」という漢字が当
てられたと考えられ、漢字の意味も大事に取り扱われていることがわかります。
では、神座がいつしか神楽に代わり、読み方も「かぐら」となったのは何故でしょうか。それは神座
から光明が射して人類に救いが訪れ、喜びに満ちた民衆が、その場で楽しみ踊ったからに他なりません。
その裏づけとして、「かぐら」がヘブライ語で、「救いの確立」を意味することに注目です。「かぐら」
は、ヘブライ語の

（カム）に、
「救い」、
「購い」を意味する

（gaal、ガアル）の名詞形、

（gulah、

グラ）を合わせた言葉です。発音は「カ（ム）グラ」となり、言葉の意味は「救いの訪れ」です。つま
り、神の御座である岩戸から天照大御神が表れ、人類に救いが訪れ、民衆が歓喜に包まれながら歌舞を
楽しんだことを書き記した言葉が「かぐら」です。それ故、神座に代わって今度は「楽」という漢字が
充てられたのです。
これで神座も神楽も、
「神の救い」が一大テーマとなって繋がっている言葉であることが分かります。
天照大御神が姿を現して、人類に救いが訪れることが神座の背景であり、その救いは、神楽（かぐら）
という言葉で表現されたのです。だからこそ、神楽の語源には神座があると語り継がれ、その定説は真
実だったのです。

最古の和歌に込められた祈りとは
代表的な神楽歌に、「八雲立つ

出雲八重垣

妻籠めに

八重垣作る

その八重垣を」があります。

この歌の意味は、幾重にも重なった八重に湧き出る雲が八重垣となる出雲の地において、妻と共に住む、
と解釈するのが通説です。確かに古事記によれば、スサノオノミコトとクシナダヒメが新居を求めた際
に、雲が立ち上がるのを見て、この歌を詠んだと伝承されています。しかもこの歌は最古の和歌とも言
われているため、その解釈は重要です。
しかし八雲に続き、3 回も「八重垣」が繰り返される文脈は不自然であり、結果として言葉の頭に「ヤ」
が４回も連呼されることになります。また、雲の垣を表現するのに何故、「八ヤエ重」という言葉が使
われたのか、日本語では到底理解できません。驚くことに、この著名な和歌も、ヘブライ語で読むこと
ができます。しかも岩戸の神話の流れを汲んだ記述となっていることがわかりました。
出雲風土記によると、国引きをした神ヤツカミズが「八雲立つ」と語ったため、「八雲立つ出雲」と
呼ばれるようになったと記され、そのように古事記にも記載されています。その原型は「ヤツメサスイ
ツモ」です。ヤツメは八の目とも言われますが、ヘブライ語では神を意味する「ヤ」に、「ツメ」の語
尾を組み合わせた言葉です。

（tsomeakh、ツォメッ）は「大きくなる」という意味です。すなわ

ち「ヤツメ」は、神がだんだんと大きくなる、もしくは神が出てくることを指していると考えられます。
「ヤツメ」がその後、
「ヤクモ」とも呼ばれた理由はおそらく、立ち上がることを意味する

（koom、

クム）が、「ツメ」の類似語として差し替えられたからではないでしょうか。神が段々と大きく見えて
くるということは、神が立ち上がり、その姿を見せることでもあります。そして「ヤツメ」の後には「サ
ス」という言葉が続きます。これは「ツァツ」と発音し

（tsats、サ（ツァ）ツ）という「現れる」

を意味するヘブライ語がそのルーツです。これで文脈の流れが見えてきました。「ヤツメサス」の意味
はヘブライ語で、神が段々と大きく見え、人の前に現れることを意味します。これは正に岩戸の神話に
記されているアマテラスのことではないでしょうか。つまり、アマテラスが岩から少しずつ出現するこ
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とを「ヤツメサス」と言い、そして岩間から現れて立ち上がる姿を「ヤクモタツ」と歌うようになった
のです。
岩戸の神話にちなんだ「ヤツメサス」という言葉の後には、出雲という地名が続きます。この「イズ
モ」という言葉は、「雲」が「出る」という文字で表記し、単なる当て字と考えられています。ところ
がこの漢字の組み合わせは、旧約聖書でイスラエルの民がエジプトから約束の地に導かれる際、神が
「雲」となって「出現」し、常に民の先頭に立って群集を導いたことに関連していると思われます。案
の定、「イヅモ」という発音を持つヘブライ語が存在し、しかもその言葉、

（eetsoomo、

イヅ

モ）は「最先端」を意味するのです。つまりイズモとは、神が常に一番先頭となって民を導いたことを
指し、神は雲の形をもって出現したので、出雲と書き記したのです。そして神によって導かれた地にも、
いつしか出雲という地名があてがわれたと考えられます。
「ヤツメサスイツモ」とは、アマテラスが岩の間から徐々にその姿を現わし、民の先頭に立って群集
を導くことを求めた祈りの歌だったのです。

神楽歌と「出エジプト記」の不思議な関係
およそ 3200 年前、エジプトで奴隷となっていたイスラエルの民は、指導者モーセによってカナンの
地へと導かれました。広大な荒野をさまよい歩く民の先頭には、常に神の雲が出現したことが旧約聖書
に記されています。「神の雲」は導きの象徴であり、その「動く」雲を見上げながら、群集は荒野を旅
しました。この奇跡的なイスラエルの「出エジプト記」が、天岩戸神話と神楽歌に関連しています。
神楽歌の一句である「八雲立つ

出雲」（ヤツメサスイツモ）は、「八」が神を意味することから、「神

の雲が出現する」と理解できます。そして「出雲」はヘブライ語で「先頭」を意味することから、群集
の最先端を神が導く姿が「出雲」と表現されたのでしょう。そしていつしか、民が導かれた約束の新天
地も、「出雲」の国と呼ばれるようになったのです。
「八重垣

妻籠めに

八重垣作る

その八重垣を」も、同様に２重の言語で読むことができます。ま

ず「八重垣」ですが、ヘブライ語で「ヤエ」は神であり、
「ガキ」は、
「立ち上がる」の
に、
「壁」を意味する

（gaah、ガ）

（keer、キー）を合わせた言葉の組み合わせです。それ故「ヤエガキ」は、
「神

が立てられた壁（垣根）」の意味となり、「八重垣」という漢字が当てられたのでしょう。「ガキ」には
ヘブライ語で、もう一つの意味があります。

（vahee、ヴァヒ）という「そして嘆いた」という意味

のヘブライ語がありますが、実際の発音は、
「ガキ」とも聞こえます。エルサレムの城壁が今日でも「嘆
きの壁」と言われているように、
「神の壁」は、
「嘆きの壁」でもあります。そのニュアンスを理解する
ことにより、文脈の流れが見えてきます。
「妻籠めに」は、
「のどが乾く」という意味の

（tzama、ツァマ）に、
「救いの」を意味する

ゴェル）という形容詞、そして「働き」の意味を持つ

（goel、

（menee、メニ）をリンクした言葉です。発

音は「ツァマゴェルメニ」となり、日本語の「妻籠めに」に等しく、「救いの恵みに飢え乾く」の意味
となります。これこそ、救いを切望する祈りの言葉です。
その祈りの理由が、次の「八重垣作る」という句に秘められています。
「作る」は、
「岩」の
ツォ）と、「砂の」を意味する

（tsoor、

（khol、コル）というヘブライ語から、「砂の岩」を意味します。発

音も「ツォコル」となり、
「作る」と酷似しています。また、
「コル」には、神をないがしろにする「世
俗的な」というニュアンスが含まれ、「岩」は神を象徴する言葉であることから、神が不在の乱れた現
世を「ツォコル」と表現したのでしょう。実際、荒野を旅したイスラエルの民は、事あるたびに神を忘
れ去り、神が禁じられた偶像礼拝の道に走った為、そのため神の嘆きと怒りをかってしまったのです。
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それ故、ヘブライ語で「いばら」を意味する

(sene、セネ)という言葉が、後に続く「その八重垣を」

に使われ、神が不在のいばらの世を嘆くことを表現したのでしょう。
「八雲立つ

出雲

八重垣

妻籠めに八重垣作る

その八重垣を」は、元来ヘブライ語で書かれ、そ

の発音に合わせて日本語があてられ、天岩戸神話に繋がる神楽歌となりました。言語の意味は、「神が
現われ、民の先頭を行く。壁が立てられ、救いの恵みに飢え乾き、乱れた世を嘆く。いばらの世は嘆か
わしい」神楽歌は、旧約聖書のテーマにも繋がる、ヘブライ語と日本語を見事にブレンドして創作され
た、不思議な古代文学といえます。
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第5章 いろは歌が語る古代日本の謎

いろは歌が語る古代日本の謎

古代日本のロマンに、私達を不可思議な力で導いてくれるのが「いろは歌」です。日本人なら誰でも
幼いころに「いろは歌」を聞かされたものです。今日でも物を整理するときに数字同様に「いろは歌」
は使われています。それでも不思議と最後まですらすらと言える人は殆どいません。しかしながら、こ
の 47 文字から成り立つ字母歌は、確かに日本語を表記するために用いられる全ての表音文字を１字ず
つ含んでいるだけでなく、見事に一貫した文脈を形成しており幾つものメッセージを私たちに投げかけ
ているのです。この「いろは歌」こそ、古代日本の謎を説く鍵を含んでおり、誰もが驚嘆する真実を明
らかにするメッセージを含んでいる驚異的な暗号文書であることを、この連載を通して解説していきま
す。
「いろは歌」は、日本が世界に誇る偉大な宗教家、空海（弘法大師）によって書かれたものであると
いう伝承を基に、今日でも多くの人は弘法大師説を信じています。しかしここ最近、空海著作説を否定
する内容の学説が多く見受けられるようですが、この点に関してはまた後ほど論じたいと思います。い
ずれにしましても、アインシュタイン博士を超える程の超人的な頭脳の持ち主でなければ、この「いろ
は歌」を作ることは出来ないと言うことだけは最初に断言しておきましょう。
さてこの「いろは歌」は、「七五調四句」を使った大変リズミカルな歌であります。そしてその内容
はごく一般的に涅槃経を説いていると言われています。
「色は匂へど散りぬるを」は諸行無常を語り、
「我
が世誰ぞ常ならむ」は是正滅法、「有為の奥山今日越えて」は生滅滅己、そして「浅き夢見じ酔ひもせ
ず」は寂滅為楽を教えているということです。確かに表面上は七五調の詩であり、インド文法を継承し
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つつ、涅槃の真理について全ての表音文字を用いて説いた天才の作品と言えます。しかしその背後には
隠されたメッセージが複数埋もれているのです。
「いろは歌」を七語調にちなんで 7×7 の升目にきちんと入れると、不思議な文章が幾つも見えてき
ます。例えば一番下段の列を右から横に読んでいくと「とがなくてしす」という文章になります。この
ように暗号文として「いろは歌」を様々な角度から読み込んでいきながら、古代日本の謎に迫って行き
ましょう。

弘法大師が「いろは歌」の作者か

いろは歌が語る古代日本の謎いろは歌の著者は伝統的に弘法大師が平安時代に書いたものと言い伝
えられてきました。ところが最近の学説によるとその伝統的見解を否定するものが目立ち始めています。
そこでいろは歌を研究するにあたって、まずその著者が誰であったか、ということを検証しましょう。
｢いろは歌｣は、弘法大師こと空海（774～835）が書いた母字歌とごく一般的に言われています。その
根拠として、鎌倉時代末期の作品である「釈日本紀」、「源氏物語河海抄」（巻 12）、「高谷日記」、「江談
抄」（ゴウダンショウ）等の文献に、弘法大師が｢いろは歌｣を書いたことを示唆する記述があります。
また空海が「いろは歌」の著者ではあるが、共著した詩人が複数いるという説もあります。その根拠の
一例に護名という詩人が始めの二句を書いたことが記されている「古今序註四」が挙げられます。また
空海の師である勧操も著作に関わっていると唱える学者もおります。いずれにせよ超人的な知識と知恵
を必要とする「いろは歌」でありますから、空海に付き添って多少の編集を加えた者がいたと仮定して
も何ら不思議はないでしょう。
しかしここ最近の学説では空海説を否定する見解が登場し、特に「いろは歌」に隠されている暗号文
の解読を根拠に、そのメッセージを分析して作者を見出そうとしています。すなわち 7×7 の升目に入
れたいろは歌に含まれている「咎無くて死す」という怨念とも思われる折句を解明するわけです。そこ
で当時罪なくして死んだ詩人に作者を限定し、尚且つ万葉集といろは歌の共通点を見出していくうちに、
万葉集の編集者であった柿本人麻呂説等が浮上してくるわけです。このような議論の延長線として空海
説が否定され、現在では「いろは歌」の作者は空海ではなく、別の詩人が平安時代に書いたものである
という学説がごく一般的になりました。その理由として「いろは歌」を空海の作とする文献が空海の死
後 250 年以上経ったものであるため信憑性に欠けているとか、空海の時代には区別されていたア行とヤ
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行の「エ」が「いろは歌」では区別されていない、また歌の句調が空海の時代のものにそぐわない等、
各種議論が掲げられています。しかしこれらの学説のどれもまた決定的根拠に乏しいものであり、推測
の域を出ていないのというのが現実です。 特に空海の時代における歌謡の句調と「いろは歌」の句調
が著しく違うために空海の作ではないという見解に結びつけることには大きな落とし穴があります。確
かに空海の時代には五七調四句、または五七五七七の短歌が一般的であり、いろは歌で使われている和
讃式七五調四句とは一見してリズムが違うため、時代錯誤という理由で「いろは歌」の作者は空海では
ない、と考えてしまいがちです。しかしながら、これら句調の違いを唱える学者は「いろは歌」が折句
と呼ばれる暗号文であることを見落としてしまっているのです。すなわち「いろは歌」は表面上、確か
に七五調四句となっていますが、暗号文として升目の字を読み込んでいくとそこには空海の時代におい
て主流となっていた五七調四句の流れとなるメッセージが含まれているのです。そして「いろは歌」に
秘められている折句を読み込んでいきながらその暗号文に隠されている複数のメッセージを解読する
ことにより、初めて作者の背景や意図が見えてくるのです。
そこで「いろは歌」の原点に戻り、暗号文の解読をするために 7×7 の升目に歌を入れてみると、す
ぐに気が付くのがいろは歌の角 3 点、及び、下段一列を用いて形成されている 2 つの中心的メッセージ
です。それは「イエス」「トガナクテシス」というキリスト教の影響を受けたとも思える折句です。そ
れだけではなく、「いろは歌」に隠されている他の折句を解読していきますと、そこには旧約・新約聖
書に書かれているヤーウェーの神に関する文脈と思われる記述が重なっているのです!
この事実から察するに、「いろは歌」の著者は平安初期当時、まだ日本国には全く伝わっていなかっ
たはずのキリスト教、及び聖書に書かれているメッセージを何らかの理由で知り得た人物に断定するこ
とができます。そう考えれば自ずと作者が明確になってきます。すなわち「いろは歌」の著者は弘法大
師こと空海以外には考えられないのです。信仰の奥義を学ぶため中国に旅立った空海は、そこで当時キ
リスト教の一派であるネストリウス派の教義に触れる機会に恵まれ、聖書を学んできていることは周知
の事実であります。そこで悟った教えを折句として母字歌にまとめたのが「いろは歌」なのです。そし
てこの「いろは歌」を唱えることにより、読者が何時の間にか空海の目指した信仰の道に引き込まれて
いき、神の神秘に触れる機会を与えられるようになることを空海は願い求めたのではないでしょうか。
その結果が後の日の真言密教へと発展していったと思われます。
信仰心に関わる真理を複数の折句としてたった 47 文字の母字歌にまとめることは、天文学的知恵を
絞らなければ完成させることは出来ません。しかしそれを古代日本で実現したのが「いろは歌」であり、
多数の古代文献に記載されている通り、この｢いろは歌｣こそ日本国が生んだ史上最高の詩人であり宗教
学者である空海が書いた作品であると推察できます。
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暗号文としての「いろは歌」

現存する最も古い「いろは歌」は『金光明最勝王経音義』
（1079 年）に 7×7 の字母表として書かれて
います。平安時代以降、この「いろは歌」は上層階級の人々の仮名習字の手本としても使われ、また庶
民の間でも徐々に普及したようです。「いろは歌」は真言宗の開祖である偉大な宗教学者、空海（七七
四ー八三五）が著作した字母歌であり、学者達が、例え歌謡の口調や万葉集との比較、時代の相違等を
理由に空海著作説を否定したとしても、とるに足らないことは前回指摘したとおりです。
この字母歌である「いろは歌」を四七文字一つにまとめて詩としての意味を持たせるだけでも至難の
業です。ましてやその文章の流れの中に暗号文を隠すことなど人間業には思えません。しかし、この「い
ろは歌」はクロスワードのようなパズルとして読んでいくと様々なメッセージが浮かび上がるのです。
特にその象徴的折句として左右上と左下角の 3 文字から成る「イエス」と下段一列で形成される「とが
なくてしす」という 2 つの中心的メッセージは注目に値します。
「いろは歌」暗号の一般的な解釈は、「イエス、咎無くて死す」という明らかな折句があるにもかか
わらず、それを無視して自分達の見出したい文字を何とか「いろは歌」の中に読み込んでいく手法のよ
うです。例えば、
「いろは歌」の著者を柿本人麻呂と断定したい学者は、この 7×7 の升の中に「かきの
もと」という字を探します。すると確かに左記の表にあるように「の」という文字を中心として対照的
な配列になっていることがわかります。次に「ひとまろ」の文字に注目しますとおよそ四角形になりま
す。しかし、どうしても「ま」のみが「ひ」と「ろ」の直線上にあり長方形にならないため、強引に左
下角の空白に「ま」を移動させて「ひとまろ」が四角形の頂点をなしていると断定するわけです。その
結果、柿本人麻呂も対象形を成しているということで、暗号文であったと主張する訳です。
このような強引とも思える暗号文の解釈で読者が読み込みたいメッセージを作り上げてしまうこと
が可能ならば、その延長線として万葉集の歌人である山上憶良が「いろは歌」において絵文字で暗号化
されているという見解も可能となります。特別な手法として「やまのうえおくら」を 7×7 では無く今
度は五×十の升目に当てはめ、下にはみ出す「ま」は「や」と一緒に山と考えてしまい、
「へ」は「え」
とすりかえることにより、強引に「上」という漢字の形に山上憶良が暗号化されると主張することもで
きるのです。しかしそれでは「いろは歌」が語ろうとしているメッセージを理解することができるはず
がありません。
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「いろは歌」は誰もがもっと自然に暗号文として読み込んでいける字母歌です。その手法は実に単純
です。
1.まず角を読む
2.次に縦と横の辺を読む
3.斜めに読む
4.ジグザグに読む
5.最後に上記のコンビネーションで読む
単純であるから暗号にならないという見解は当てはまりません。手法は簡単であっても今日に至るま
でそこに書かれている暗号文を理解することは大変難しいことでした。それは弘法大師の信仰のルーツ
が異国で学んだネストリウス派のキリスト教によって大きく影響を受けているからであり、その信仰心
の原点を理解しなくては、「いろは歌」に秘められている旧新約聖書に基づいた暗号文を理解すること
は到底出来ないからです。「唯一の神」ヤーウェーに寄り頼む宗教心と、その信仰心の結果得られる神
秘的な体験の素晴らしさを説き続けた空海の熱い想いが、この「いろは歌」に折込められているのです。
それが今、解き明かされようとしています。

いろは歌の本音が見えてきた!

「いろは歌」のロマン街道を散策しながら、その暗号文とも言える折句を発見する醍醐味を今回も思
う存分満喫しましょう。和歌の世界では、意表をついて読者を惑わしたり別の主張を唱えることを目的
とした言葉の遊びが伝統的に行われていました。升目に入れた歌を横読み、縦読み、斜め読み、角読み
というごく単純な手法に頼りながら、適当に濁点を補って読んでいくと「本音」が現れるのです。では
「いろは歌」の本音とはなんでしょうか?ごく自然に浮かび上がってくる中心的なメッセージは、角読
みと横読みを組み合わせた「イエス、咎無くて死す」（図参照）という文脈に象徴されています。この
宗教的メッセージこそ作者である弘法大師の想いがこめられたキーポイントではないでしょうか。
「いろは歌」の「本音」を理解するにあたってもう一つ大事なことは、異文化に由来する外来語を理
解することです。その上で作者の時代背景、文化及び宗教観等を視野に入れて読んでいくことが大事で
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す。「いろは歌」の上段を右から読みますと、最後の 3 文字が何と「ヤアエ」となっています。これは
正に旧新約聖書で語られている創造主の名前であり、神様の名前として世界共通に使われている言葉で
す。次に左端を上から読んでいきますと今度は「モセス」という言葉に出会います。これこそ旧約聖書
に登場するイスラエルを導いた偉大な指導者、モーセではないでしょうか!すなわち「いろは歌」はそ
の「本音」を「イエス」「ヤアエ」「モセス」「咎なくて死す」というメッセージで書き綴っているので
す。そして角を読み続けると「イエス」の後は「しと」になっており、神から使わされた者という意味
の「使徒イエス」と読めます!
「いろは歌」の作者である弘法大師は中国の奥地でキリスト教の一派である景教を学び、その聖書の
教えに感銘し、その教理を暗号文として日本国民に教えるべく「いろは歌」を書き上げ、その中に神の
名であるヤーウェー、旧約聖書に登場する偉大な預言者のモーセス、そして新約に登場する救世主イエ
ス・キリストの名前を秘めたと察することが出来ます。そしてその信仰への情熱が後の日の真言密教へ
と発展していったのではないでしょうか?次号ではこれらの言葉を見事にかみ合わせて一連の歌とした
空海の信仰を解説します。遂に神秘のベールが剥がされる時がきたのです。

いろは歌の目的その真相を解明!

古代ロマンいっぱいの「いろは歌」。その真相を解き明かすにあたって、まず「いろは歌」が書かた
目的を考えてみましょう。「いろは歌」が折句を多用した暗号文書であるということは、その作者が当
時何らかの理由で一般的に受け入れられない大切なメッセージを歌の中に隠し入れて後世に残したか
った、という理由が考えられます。それ故に表面的なテーマとして何ら差し障りの無い格調高い仏教的
教理を打ち出すことにより、当時のエリート層に容易に受け入れられるように配慮したのです。次の目
的として、一般大衆もその暗号メッセージをいつしか解き明かしできるように、ひらがなの全てを学ぶ
ことのできる最良の手習い歌として社会全般に普及させようとしたと考えられます。こうして長い年月
を経て多くの日本国民は、いつの間にか「いろは歌」を日本語の歌として誰もが覚えて語り継ぐように
なりました。そして、その暗号文の謎がやっと解けてきたのです。
「いろは歌」は表面的には七五調に見えますが、実際は空海の時代において多用された五七五七七調
で構成される折句に中心的メッセージが隠されています。「いろは歌」をごく自然に右上を始点として
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左上、斜め右下、左下、右上と続けて読み、最後に一文字ずつ飛ばして右上から右下、そして左下に一
貫して読んでみましょう。
いちよらや

あえさけいつわ

とかなくて

しすみこいれり

いはほとなて

この歌の意味は「救いを与える良い神は、神隠し（八重桜）のごとく逸話となり、罪も無いのに、死
んで神の御子となり、巌となった。」と解釈できます。「いろは歌」の折句を正しく理解するためには、
まず中心のテーマが角読みで一目瞭然の「使徒イエス」であることを覚えておくことが大事です。また
空海が中国で学んできたギリシャ語（新約聖書）、及びヘブライ語（旧約聖書）の影響を受けているこ
とを理解するだけで、一気に視野が広がります。例えば「いろは歌」の最後の句は「えひもせす」です。
これは上段に含まれているヤアエという言葉がモーセの神であるということを epi

Moses というギリ

シャ語で答えているのです。モーセはギリシャ語でモセスと呼ばれ、エピという言葉は「何から」とか
「何の」という意味で使われるため、「ヤアエ、エピモセス」は「モーセの神」と解釈できます。厳密
には定冠詞が中間に入るのですが、日本語では存在しないため省かれています。
さあ、ますます面白くなってきました。次号では更に突っ込んで折句の解説をします。

八重桜の秘密とは

「いろは歌」の中に秘められている五七五七七調の折句には、創作者である空海師の情熱的なメッセ
ージが秘められています。
「伊千与良也、八重咲け逸話」
「咎無くて

死す御子入れり

巌となて」

今回はこの短歌に含まれている「八重咲け（く）」という言葉を研究してみましょう。八重桜という
言葉がありますが、万葉集などで詠まれている日本の代表的な桜「ヤマザクラ」が変化したものと辞典
などに書かれています。しかし「八重咲く」という表現もごく一般的に良く使われているように、「八
重咲く桜」が省略して八重桜となったと考えることもできます。いつ頃から八重咲くという言葉が使わ
れたか定かではありませんが、十二世紀後半に藤原定家が「新古今和歌集」にて「八重さく」及び「八
重桜」を愛用している事実から、「いろは歌」の折句を文献として捉えるならこれが最古のものである
可能性があります。
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八重はその言葉の通り八つに重なるということであり、桜の花びらが幾枚も重なって景色を埋めつく
すという意味があります。しかし七重、九重ザクラでも良いはずなのに何故「ヤエ」なのでしょう?例
えば「八」という字が後漢書において「八方の果て」という意味で使われているように、八方の果てま
で花びらで埋め尽くされることを表現する為に「八」を使ったと考えることができます。また旧約聖書
（ヘブライ語）に登場するイスラエルの神、「ヤーウェー」が訛ったものと解釈することもできます。
その根拠として
1．「八重」は元来日本ではヤヘーと発音されており、ヘブライ語の神という言葉 yhwh に母音を足した
発音に限りなく近い言葉であった、そして 2．
「ヤエ」を神と解釈することにより、その前後の折句のメ
ッセージを一貫した意味で容易に理解できる、という二点が挙げられます。短歌に折句を通して二重の
意味を持たせ、しかも外来語を通じて別世界と遭遇する醍醐味を「いろは歌」は与えてくれるのです。
次に「サクラ」の語源を見てみましょう。多くの言語学者は「咲く」に「ら」という接尾語を足して
「サクラ」となり、「咲いたような見事な花」の意味を持つようになったと言います。その他、サクヤ
姫、サキハヤ（咲光映）、サクル（裂）など様々な文献で見られる、似たような言葉が転化したとも言
われています。いずれにせよ「桜」という文字は八世紀に編纂された日本書記には既に登場し、帝の饗
宴に関連して使われているのです。そこで前述した八重と桜が何故「いろは歌」の折句において「八重
咲け」という言葉となったかを考えてみましょう。
「さくら」という言葉には、露店などで仲間であることを隠して客のふりをしながら周囲を偽るとい
う意味もありますが、その由来はわかっていません。また八重という言葉にも花びらが重なって背景が
隠されるというニュアンスがあるので、八重桜という言葉のルーツには「花びらで隠す」という意味が
ありそうです。ヘブライ語では「隠す」という言葉はシェケラ(

)と発音します。シェケラは発音し

てみればわかる通り「サクラ」の発音とほぼ同じに聞こえるだけでなく、原語では「隠す」
、
「偽る」と
いう意味があるので、商人が客を呼び寄せる時に使う仲間をサクラという所以がここにあるように思え
ます。そしてシェケラの意味を「桜」という言葉にかけて、ヤエの神について語ろうとしたのが弘法大
師ではないでしょうか!
表面的には美しい日本語に聞こえる「八重咲く桜」には、実はヘブライ語で「神隠し」という意味が
あるのです。「いろは歌」の中に神のメッセージを隠し納め、それを永く後世に残すため、誰もが口ず
さむ字母歌として創作された「いろは歌」こそ、日本が誇る偉大な宗教家、空海による驚異の作品なの
です。
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八重桜の秘密とは(2)

偽って客のふりをする人を「さくら」と言いますが、一般的にその語源は定かでないと言われていま
す。ただで見るという意味で「桜」から出たことばであるとか、労働する意味の「作労」が訛ったもの
とする説がありますが、意味のつながりが殆ど無い為に全く説得力に欠けます。桜の花びらは咲いた後
パッと散るのでその桜の花の性質に例えて使われるようになった、という説も信憑性に欠けます。旧約
聖書の原語であるヘブライ語では「偽る」ことをシェケラ（

）と言う為、当て字で偽客と書かれる

「さくら」の語源はヘブライ語にあることを前号で解説しました。そして八重(神)とサクラが「いろは
歌」において神隠しの意味を持つ「八重桜」という一つの言葉となり、結果としてサクラという言葉に
神がかり的なニュアンスが込められるようになったのです。それ故、平安時代において桜は霊木として
信仰の対象になっていた背景が見えてきます。
さて、著名な日本古謡のひとつに誰もが知っている「さくら」があります。しかし作者が不明なだけ
でなく、その歌詞の中には「弥生の空」とか「イザヤ」等、およそ聞き慣れない表現が出てきます。実
を言うと「さくら」もヘブライ語で読めるのです。
「いろは歌」には「ヤアエ」の神、
「モセス」等、聖
書に関わる言葉が折句として含まれていましたが、「さくら」には旧約聖書に登場するイスラエルの預
言者、「イザヤ」の名前がそのまま出てきます。この名前には「神の救い」という意味があります。そ
こで大胆に提言しましょう。
「サクラ」の著者は弘法大師である可能性が高く、
「さくら」の歌詞はヘブ
ライ語で読むと、「いろは歌」の折句とほぼ同じ意味の歌になるのです。
ヘブライ語による｢サクラ｣の解読方法を簡単に説明します。ヘブライ語は母音と子音の組み合わせか
ら成り立ち、日本語と大変良く似ている側面があります。例えば「サ」という文字ならば S の子音に「ア」
の母音記号を付加して「サ」と読みます。しかし古代ヘブライ語では母音の記載を省略しており、子音
だけで流暢に読まれたものでした。それ故、「桜」の日本語をヘブライ語の子音として捉えるのです。
その結果を左に記載しました。例えば「さくら」の子音は SKR ですね。それに対応するヘブライ語は
(シェケラ)となり、隠す、偽る、という意味があります。同様に「みわた(す)」が MWT(
という意味となり、
「におひぞいずる」は NOHYZR(

+

)で「死ぬ」

)となって「素晴らしい神の契約」という言葉

になります。解読の結果「サクラ」にはヘブライ語で次の意味が含まれています。「(神が)隠れてしま
った。唯一の神が迫害を受け、耐え忍び、死んで、犠牲となり、くじで引かれ、とりあげられてしまっ
た。素晴らしい神の計画である救い、その救いの捧げものが成就した。」
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空海は、いろは歌という字母歌を使って折句の中で信仰の真髄を語り、更に神隠しの歌として「さく
ら」を作詞していろは歌と同等の信仰告白をしたのではないかと思われます。これは決して日本語とヘ
ブライ語の偶然の一致ではありません。歴史に永遠に残る天才・空海の、次元を超越した霊歌だったの
です。
いろは歌

折句歌（空海）

日本古謡「さくら」

色は匂へど

一千与良弥

桜

散りぬるを

八重咲け逸話

弥生の空は

我が世誰ぞ

咎無くて

見渡す限り

常ならむ

死す御子入れり

霞か雲か

有為の奥山

巌となて

にほひぞ出ずる

さくら

今日越えて

いざや

浅き夢見じ

見に行かん

いざや

酔ひもせず

いちよらの神ヤアエ

宗吾霊堂そばの大袋に「ごちゃまん亭」というおしゃれな和食の個室レストランがあります。うなぎ
の蒲焼などが大変美味しいと評判であり、雑誌にも時折紹介されている人気の優良店です。先日食事に
行った際、メニューを見ながらふと、福井の黒龍吟醸で「いっちょらい」という名の日本酒が目につき
ました。「いっちょらい」、「いっちょら」とは福井弁で「いっちゃんいいやつ」という意味です。でも
「どこかで見たような…」と思いきや、すぐにそれが「いろは歌」上段の折句である「いちよら」と語
呂が一緒であることに気がつきました。そこで早速インターネットで検索して調べてみると、「いっち
ょら」という言葉が意外と全国各地で使われている方言であることがすぐにわかりました。阿波弁では
一張羅、すなわち一枚しかない上等な服というところから「とっておきの」という意味の言葉として使
われています。同等に土佐や長浜等、他の地域でも「いっちょら」は「最高の」という意味に使われて
いる場合が多いようです。また成田近郊の印旛でも昔から「いっちょら」は一番上等な衣類という意味
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で使われており、いずれにしても「いちよら」が「最も素晴らしい」
、
「最高の」という意味を持ってい
ることは間違いないようです。
すると「いろは歌」に含まれる五七五七七調の折句歌における「冠」
（かむり）、すなわち上段列から
始まる最初の行は単に日本語として理解するだけでも「素晴らしいヤアエの神」となります。「イチヨ
ラヤアエ」の「ヤアエ」は聖書に登場するユダヤの神の呼び名です。そこに素晴らしいという意味を持
つ「いちよら」が形容詞となり、最高の神、と単純明確に解釈できるわけです。
「いっちょら」はその日本語における語源が明確ではありませんが、「いろは歌」ルーツの一部に旧
約聖書の原語であるヘブライ語があるように、「いっちょら」もヘブライ語が語源となって何時の間に
か日本語になった可能性が高いのです。そこで今回もヘブライ語で検証してみることにしましょう。ま
ず「神、ヤアエの人」をヘブライ語で「イシ・エル・ヤアエ」と呼ぶ為、その発音がなまって「イシ・
エル・ヤアエ」が「イチヨラヤアエ」と転化したという説があります。神の人、すなわち祭司は、当然
の事ながら白い最高の衣を着て神の御前に出ることが義務付けられておりますので、その「イシ・エル」、
「いちよら」から「とっておきの着物」という意味が生まれたのかもしれません。
もっと面白い解釈は、「いちよらやあえ」をヘブライ語でダイレクトに「神の定めた捧げ物」と解釈
することです。ヘブライ語で捧げ物は「オラ」と言い、OLAH（
味があります。そこで香を焚くという光景に関連して
るようになりました。また聖書には ITTIY（

）の語源には高く舞い上がるという意

は最終的に「捧げ物」という言葉として使われ

）という言葉も登場し、こちらには「定められた」とい

う意味があります。この２つの言葉を合わせると、何と「いちよら」の発音そのものになるため、「イ
チヨラヤアエ」は「神の定められた捧げ物」と解釈できるのです。
「いろは歌」の中心メッセージは角文字に象徴されている「使徒イエス」であることは明らかです。
それ故、神が定めた捧げ物が「八重桜」の花びらの下に隠れてしまい、知る人ぞ知る逸話となってしま
ったが、その咎無くて死んだ御子（イエス）は入滅し、巌となって神の救いの計画が完結することを「い
ろは歌」は強烈に訴えているのではないでしょうか。

巌に潜む空海の息吹

今回は右上角から下へ飛び石に読むことのできる「いわおとなて」を解読してみましょう。日本人な
ら誰もが知っているこのフレーズは、日本の国歌として使われる『君が代』の歌詞に含まれている一句
であり、君主の世が小さな石から大きな岩となり、永遠にその繁栄が続くことを願うという意味が一般
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的な解釈です。しかし「いわおとなりて」が「岩音鳴りて」等と間違って解釈されている場合も多く、
君が代の歌詞は多少なりとも謎めいたものがあります。例えば、何故君主を最初は細石という小さい石
で表現し、石が進化して岩にならなければならないか疑問に思えます。また苔のむすまで、という表現
はお世辞でも綺麗とは言えません。また「いわおとなりて」を「いろは歌」の折句と共有しているのも
偶然の一致ではないかもしれません。
君が代の歌詞は平安時代中期、およそ一〇一三年ごろに歌人藤原公任によって編纂された『和漢朗詠
集』やその後の『古今和歌集』に由来しており、元は三番まである長い詩の一部を抜粋して歌にしまし
た。朗詠集は和歌と漢詩文から成り立っており、空海と同様に大陸文化の影響を多大に受けています。
そして「いろは歌」の折句が五七五七七調であるように『君が代』の詩も数えてみると五七五七七調に
なっているのです（「石」は一言と解釈する）。歌の句調が同じだけでなく、「巌となりて」という言葉
を共有すること自体、「いろは歌」の折句から一部引用された可能性があり、更に空海の作品である可
能性もあります。それ故、古今和歌集の編集者はその事実を公にすることができずに「題知らず、讀人
知らず」と介したのではないでしょうか。
また「君が代」という言葉は、朗詠集や和歌集においては「我が君は」と書かれているため、後に「君
が代は」に改竄したものと一般的に言われています。しかし「我が君は」の方が詩の流れをよりスムー
スに解釈できるため、原文に含まれている「君が代」を改竄して「我が君は」とし、朗詠集及び和歌集
に収めたと解釈するのが妥当です。詩というものは時を経てより滑らかになっていくものです。という
ことは朗詠集以前にその原文となる歌があったということであり、そこに空海がからんでいるように思
えてくるのです。
さて難しい話はそこまでにして「巌となりて」のみに焦点をあててみましょう。巌という言葉は、元々
「いはほ」と呼ばれ、大きな岩という意味だけでなく、「巌の中」は仏教において死や宿悪のわざわい
を避ける場所と考えられています。同様にユダヤ、キリスト教において岩は神の救い、もしくは神の象
徴を意味している言葉です（サムエル上二章二節、詩篇二八章一節）。そして新約聖書においてイエス・
キリストは「岩」と呼ばれ（第一コリント十章四節）それが「岩なるイエス」と呼ばれる所以です。そ
れ故、「いろは歌」の「巌」は折句の中心メッセージである角文字の「イエス」に関連して書かれたと
解釈するのが自然です。また「いはほ」は聖書において神を表す子音「YHWH」とほぼ同等な為、岩なる
神を意味する言葉として YHWH を語源として生まれた言葉である可能性もあります。
更に「いわおとなりて」は聖書の原語であるヘブライ語で次のように解読できるのです。
「

」

これは「完結した印を告げるだろう」という意味の文章です。実際に「君が代」は最初から終わりまで
ヘブライ語で読み通すことができ、その内容たるや、「いろは歌」の折句と同様に日本語では「巌」と
なった君を称え、原語のヘブライ語ではヤアエの神とイエスを讃美しているのです。この不思議を見出
すことによって、日本語、及び日本の古代史に対する理解が大幅に変る時がくるかもしれません。
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完結篇

いろは歌の醍醐味

日本語のルーツは多種多様であるため、言葉の由来に関する真相
を探ろうとするならば固定概念を捨てて取り組む心持が大切です。およそ一年間にわたり「いろは歌」
を解説してきましたが、この「いろは歌」こそ日本古代史の真相を解明し、日本文化のルーツを再認識
する為の鍵を持つ最も重要な文献の一つと言えます。
「いろは歌」は一千年以上の時を経た今日でも、人々に馴染みの深い字母歌として親しまれています。
しかし「いろは歌」の本性は暗号文であり、そこに含まれている折句を解読することにより、作者の真
意を異次元の視野から見直すことができます。大事なポイントを復習してみましょう。
一「いろは歌」の作者
空海が「いろは歌」の作者であったという歴史的伝承はここ最近の学説によって覆されるようになりま
した。しかしその根拠として一般的に言われている句調の相違は、「いろは歌」の折句を見落としたが
ために生じた誤った見解です。「いろは歌」は表面的には七五調四句の歌ですが、その折句を見出すと
五七五七七調の短歌となっており、空海の時代に書かれた歌であっても何ら問題はありません。またこ
の折句に含まれる宗教観は明らかに大陸文化、及びキリスト教の影響を受けており、当時遣唐使として
中国に渡ってネストリウス派のキリスト教を学び、帰国後密教を布教した空海以外、作者として該当す
る人物は存在しないのです。
二「いろは歌」の読み方
「いろは歌」は横読み、斜め読み、飛び石読みを規則正しく混ぜながら五七五七七調の折句として明確
に読むことができます。
いちよらや

あえさけいつわ

とがなくて

しすみこいれり

いわおとな（つ）て
この短歌は「最高の神は八重桜のように逸話となり、咎無く死に、入滅した後、巌となった」という
意味の霊歌として理解することができます。また角を読みますと「シトイエス」となり、神から使わさ
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れたと言う意味の「使徒」とイエスキリストをからめて「いろは歌」の目的を角文字で綴ったように考
えられます。
三「いろは歌」の語源
「いろは歌」は単に日本語で書かれているだけでなく、その折句に含まれている言葉は聖書の原語であ
るヘブライ語やギリシャ語とオーバーラップしています。例えば「えひもせす」は「酔いもせず」と日
本語で解釈することができますが、これはギリシャ語で「モーセの」と解釈することもできます。また
五七五七七調の折句の節々をヘブライ語で読むこともできます。「いちよらや」、「やあえさけ」、「いわ
おとなて」など、日本語で読む折句と類似した神と信仰に纏わる解釈をヘブライ語で読んでも同様に理
解することができるのです。
四「いろは歌」の目的
「いろは歌」の本来の目的は罪無く死んだ神の使徒、イエスキリストのメッセージを世間一般に普及す
ることであったと考えられます。おそらく当時、様々な理由で舶来宗教を公に布教することが出来なか
った作者が、あえて折句として暗号メッセージを字母歌にまとめ、暗黙の内に世に広めることを目論ん
だのでしょう。正に天才技としか言い様がありません。
この「いろは歌」の息吹は単なる短歌としてだけでなく、読者の心にフレッシュな神風を呼び起こす
命の言葉として、今でも熱いメッセージを送り続けているのです。
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第6章 平仮名と片仮名の起源

仮名文字に潜むヘブライ語の影 日本語とヘブライ語の関係を探る
日本語の文字として日常使われている平仮名とカタカナは、一般的に漢字を省略、もしくは草書化す
るという過程で平安時代に考案されたと考えられています。ところがその読み方に合致する漢字が多数
ある中で、何故、特定の漢字が選ばれたのか、またその基準は何かということに関しては定説がありま
せん。例えば「あ」と読むことのできる漢字は「亜」、
「阿」等、複数ありますが、これらの漢字からど
のようにして一つの漢字を選び、それを日本固有の文字として差別化したのでしょうか?
日本古代の文字としてはアヒル文字とも呼ばれる神代文字が史上最古であるという説もありますが、
ごく一般的には大陸より持ち込まれた漢字が最初の文字と言われています。興味深いことに、これらの
漢字は仮名に相対して真名と呼ばれています。「マナ」と言えばイスラエルの民が荒野をさまよい歩い
て約束の地へ旅している途中、神が天から降らせた食物として有名です。原語を直訳すると「これは何」
となり、それは神から与えられた命の賜物を意味しています。更に新約聖書においては「言葉には命が
ある」という表現もあり、これらの聖書の記載から「マナ」と「言葉」の関連性を伺うことができます。
それ故、漢字が当初「真名」と呼ばれたのも、何らかの形でイスラエル文化の影響を受けた可能生があ
ります。また日本古語で愛をマナと読んだ理由も神の賜物に関係しているかもしれません。もしそうな
らば、仮名文字とヘブライ語には何らかの共通点があるはずです。
ヘブライ語のアルファベットは、22 の子音とアイウエオのような母音から成り立っています。日本語
は「あいうえお」と読む母音と、9 文字の子音とその 5 つの母音との組み合わせ、そして「ん」を合計
した 51 文字となっています。ところが「だ」、
「ぱ」等の濁音と半濁音が含まれる文字や、
「じゅ」、
「み
ゃ」等の拗音を伴う文字を個別の子音と捉えるならば、子音の数が 22 になります。例えば「ぴゅ」と
いう文字は「は行」の H という子音ではなく、PY という別の子音に「う」の母音を足してできた字と考
えるわけです。そうしますと新しく子音が 13 種類加わってヘブライ語と同じ 22 の子音数になります。
また多くの仮名文字が同等の読みをもつヘブライ文字に類似しているように見受けられるのですが、こ
れは単なる偶然でしょうか?
紀元前 8 世紀、国家の崩壊後、イスラエルの民が日本に移住を開始したとするならば、仮名文字の創
生にあたってヘブライ文化が多大な影響を与えた可能性を否定できません。日本と中国との文化交流が
深まり、漢字や宗教、文化が矢継ぎ早に国内に流入しつつあった奈良、平安時代においては、中国の優
れた文化を日本に導入することは国家の至上命令でもありました。そして政権争いの渦中にあっても、
遣唐使のように多くの学者・僧侶が大陸に旅立っていきました。こういった中国との文化交流の過程に
おいて、漢字は学問の基本として既に認知されてはいたものの、同時に漢字とは別に日本語の発音に適
した日本独自の文字が望まれたのではないでしょうか。そこでヘブライ語の子音を参考にして、読みが
同じで形状も類似している漢字をまず選び、その書体をくずすことで仮名文字が生まれたと考えられま
す。こうして表面的には中国の漢字文化に由来しているように見せかけながらも、実際にはその根底に
はヘブライ文化が脈々と流れていることを、見事に隠蔽したのです。すなわち、仮名文字とは、イスラ
エル文化を国民の知らぬ内に上手に取り込むための、最上の手段であったのです。
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平仮名のルーツはヘブライ語だ！

その 1

奈良、平安時代において大陸との文化交流も活発になり始め、漢字が徐々に普及し始めました。しか
し日本語として着実に同化しつつも、漢字はあくまで中国語に適した文字であり、日本語の表記として
は不向きな場合が多々ある為、必然的に日本独自の文字を考案するに至ったと理解するのが妥当でしょ
う。その結果として考案された仮名文字はごく一般的に漢字をくずした草書体を基に作られたと言われ
ていますが、その定説が覆される時がきました。結論から言うならば、「平仮名はヘブライ語のアルフ
ァベットを土台に考案され、しかもその造作過程が見破られないようにあたかも漢字をくずして作られ
たようにカモフラージュされている」のです。国家を失った神の選民であるユダヤの民が集まった日本
だからこそ、長い年月をかけて培われてきた文化の遺産として、少なくとも命が宿るとも言われた言葉
にヘブライのルーツを残しておきたかったはずです。しかし中国を中心とした大陸文化を珍重する傾向
にあった古代日本社会において、ヘブライ語を日本語の文字として提言することが困難を極めたことは
想像するに難しくありません。そこで一見すると漢字をくずしたように見せかけながらも、実はヘブラ
イ文化がそこに隠蔽されている、というからくりが考え出されたのです。その結果、それまで一切公の
場に出ることのなかったヘブライ語が、一般に知られることなく古代社会の歴史の中で仮名文字の成り
立ちの中に秘められているのです。
ではどのようにして平仮名が創作されたのか、具体的にその過程を想定してみましょう。まずヘブラ
イ語にも「あいうえお」の 5 つの短母音があることに注目します。これらの短母音は子音と分離した形
でヘブライ語の文字が形成されますが、同様の表記方法でそのまま日本語に流用すると明らかにヘブラ
イ語とわかってしまうため、子音と短母音を最初から合体させた新しい文字を考案することにします。
ヘブライ語の短母音は主だったものとして横棒がア（－）、１つの点はイ（・）、中に点のある縦線はウ
（ ）、そして上に点がつくとオ（ ）、というように、基本的に線と点か
（ ）、点が横に並ぶとエ（･･）
ら成り立っています。それらの短母音に 、 等の子音を組み合わせて「あいうえお」と発音するヘブ
ライ語になります。（表参照）
次に短母音は分離して表記しないことを原則とし、位置を上手く移動させたりして子音と組み合わせ
ます。また「あ」、
「え」
、
「お」のように複数のヘブライ子音が認められる場合、ヘブライ語のルーツを
隠蔽する一つの手段としてその子音を真上に重ねて描き、その図形をなぞって仮名文字を創作する手法
をとるのです。
その一例として「あ」を検証してみましょう。ヘブライ語では （アレフ）、または （アイン）の子
音の下に母音（－）を組み合わせて「あ」と読みます。まずこの２つの子音を上下に重ねて描きます。
次に短母音の原型である短い横線を左上部に書き込みます。すると不思議なことにこのアレフとアイン、
そして母音の組み合わせが平仮名の「あ」に酷似した形状になることは表を見れば一目瞭然です。もは
や平仮名は漢字をくずして出来上がったという定説を鵜呑みにすることはできません。この新説以上に
「あ」という平仮名の成り立ちをわかりやすく解説できるでしょうか?
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平仮名のルーツはヘブライ語だ！

その 2

「平仮名のルーツがヘブライ語にある」と聞いても、にわかには信じ難いのではないでしょうか。し
かし前述したように、平仮名の「あ」という文字の成り立ちをヘブライルーツ説以上にわかりやすく説
明できる方法はありません。いくら漢字をくずして「安」や「阿」から「あ」に転化したと推測しても、
所詮字の形状にはかなりの格差があるだけでなく、何故多数ある漢字群の中から特定の漢字が平仮名の
素材として選ばれたのかは不透明のままです。ヘブライルーツ説では、単にヘブライ語で「あ」と発音
できる 2 つの子音を重ねるだけで平仮名の「あ」に酷似した形になるため、今までの疑問を払拭して文
字の成り立ちをごく自然に理解することができます。
ヘブライ語から平仮名を創作するためには、日本語と同等の発音を持つヘブライ語のアルファベット
を流用することを原則として、次の 5 つの手法を上手に使い分けます。まず子音が複数ある場合は、そ
れらを重ねて新しい字形を造る「かぶせ」があります。また字画を任意の位置に移動させる「うつし」
を使って、新しい字形を創作することもできます。更に字のバランスを整えるために、意識的に点や線
を変形させる「のばし」と、文字を回転させる「まわし」、更に字画を簡略化したり差別化するための
「まるめ」という手法を使って文字を完成させます。
例えば平仮名の「い」は「まわし」と「のばし」を活用するだけです。へブライ語の「い」は （ユ
ッド）に母音の「・」（ヒリック）が下に付いた字です。しかしこのままではあからさまにヘブライ語
とわかってしまうため、字を時計周りに 90 度「まわし」、左の点は書きやすくするために「のばし」て、
線にします。これで平仮名の「い」が完成です。また「う」の形成方法も簡単です。ヘブライ語では「う」
の母音をシュルクと言い、 （ヴァヴ）の中に点がある形です。そこで、中の点を真上に「うつし」、そ
の点を伸ばすだけで、平仮名の「う」になります。
「え」の成り立ちはもう少し複雑になりますが、ヘブライルーツならではの形成方法が浮かび上がっ
てきます。
「え」と発音するヘブライ語は （アレフ）と、 （ヘー）の 2 つの子音があります。これら
を重ね、「え」の母音となる （ツェーレー･マレー）を合わせます。この母音は と２つの横並ぶ点か
ら成り立っているので、 は文字の上に、2 つの点は文字の右下に「うつして」移動させます。すると
一見、漢字の「文」とも見えるような文字になりますが、右下の線を２つの点に向かって「のばして」
いくと、それまで「文」に見えた文字上に、
「え」の形が自然と浮かび上がってきます。また （アレフ）
を形成する４つの点線は全て中心に向かって外側から湾曲しているため、特に「え」の下半分に見られ
るわずかな曲線に酷似した形状として捉えることができます。
あ行の最後は「お」です。これは （アレフ）とヘブライ語のヴァヴに似た

（ホラム･マレー）を

重ねて文字の原型とします。そして「かさね」の位置を文字全体の中心よりもやや左側に置くのです。
すると、たったそれだけの工夫で見るからに「お」という平仮名に酷似する文字の原型が誕生します。
「お」の右上に書
そして （アレフ）下部に半円の線をきれいになぞり、右上の点は 90 度「まわして」、
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く点とします。こうして平仮名の「お」ができたと推測できます。ヘブライルーツ案が決してこじつけ
や思い込みによるものではなく、合理的に納得できる平安時代当時の創作方法であるということを理解
して頂けたでしょうか。

平仮名のルーツはヘブライ語だ！

その 3

引き続き、ヘブライ語のアルファベットを用いた平仮名の創作方法を検証してみましょう。平仮名は
漢字をくずして作られたものではなく、日本語と同じ発音をもつヘブライ語のアルファベットをベース
にして、それらを一定のルールに従って組み合わせて創作した文字であると解釈することが一番自然で
す。
「あ」行は解説済みですので、今度は平仮名 51 音の最上段にある「かさたなはまやらわ」を順に解
説します。ヘブライ語で「か」の発音を有する子音は （クフ）と （カフ）の２つが有ります。後者
は語末に文字がくると下が長く伸びた （カフ・ソフィート）になります。このカフの語末形とクフを
かぶせて描くだけで、「か」に酷似した形になります。
「さ」の子音になるヘブライ文字は （ツァディ）と （サメフ）という丸に似た形をした２つがあ
りますが、平仮名「さ」の創作には後者を用います。まずサメフの下に母音の （カマツ）を付けると
ヘブライ語で「さ」の発音となります。これを「うつし」手法で母音を上部に移動させ、更に若干時計
と逆周りに「まわし」、角度をつけて縦の線をサメフの右上に付けます。すると「さ」に見えてきます。
「さ」の文字自体、左側から円を描くようにして丸を描いて右に払いますが、この動作字体、サメフの
名残ではないでしょうか。
「た」のヘブライ子音も２つありますが、平仮名の創作には （テット）を用います。まず子音の下
に横線のパタフを書くと「た」の発音になります。そしてパタフを子音の右下に「うつし」、右上角の
横線の下に並ぶようにします。すると「た」に類した文字が見えてきます。平仮名の「な」は、「うつ
し」と「まるめ」を使って、これもヘブライ語から簡単に創作できます。ヘブライ語で N にあたる子音
は （ヌン）です。それに母音の （カマツ）をあわせて、カマツを左上に移動します。そしてヌンの
下側の払いが左向きになっているため、そこを「まるめ」て、くるりと上から右の方へ払うと、「な」
が完成します。同様に「まるめ」を活用して「は」を描くことができます。ヘブライ語の （へー）に
母音のパタフを合わせて「は」の発音となるヘブライ語をつくります。次にパタフを子音の右下に移動
して横線を十字になるように重ね、「まるめ」の方法を用いて 右側の縦線下から丸めて右外に払うと、
「は」になります。
「ま」は （メム）と母音のカマツを組み合わせますが、ここではメムの語末形 （メム・ソフィー
ト）を使います。ほぼ長方形のこの子音に母音カマツを逆さまに回転させて「かぶせ」ると、漢字の「虫」
に似た字になります。最後に縦線の下部と横棒を「まるめ」ると「ま」になります。
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「や」は （ヨッド）をベースとしていることが一目瞭然です。その に母音のカマツをやや斜め左
側から「かぶせ」、最上部の横棒を右にずらすだけで「や」が完成です。また「ら」もヘブライ語ルー
ツが大変分かりやすい文字の一つです。子音の （ラメッド）と母音のパタフで「ら」の発音になりま
すが、この母音を上部に移動するだけで、
「ら」になります。最後は「わ」ですが、
「お」と同様に、 （ヴ
「わ」の形を作
ァヴ）と （アレフ）を組み合わせてその原型を作ります。後は文字の曲線をなぞって、
り上げます。
ヘブライ語ルーツ説以上に平仮名の成り立ちを分かりやすく説明できる学説は存在しません。

平仮名のルーツはヘブライ語だ！
平仮名の創作者は空海か！

その 4

ヘブライ語をベースに平仮名を創作すれば、いとも簡単に仮名形状の原型が見えてくることをこれま
で解説してきました。上記の表からも、一見してヘブライ語の子音同士や、子音と母音を重ねて描くこ
とにより、仮名文字を綴れるようになることがわかります。漢字ルーツ説と大きく異なる点は、文字の
形成に無理がないことです。漢字と平仮名では所詮、その形状に大きな隔たりがあり、漢字の選択肢も
多岐にわたるため、偶然に特定の漢字が選ばれて、それを崩して平仮名ができたという無理な解釈にな
りがちです。しかしヘブライ語の発音に基づく文字のみを活用するだけで、自然に仮名文字の創生にた
どり着くことができます。
しかし表面上はあたかも漢字を崩して仮名文字を創作したように見せかけることも重要でした。大陸
より中国文化が流入し、特に宗教面においては仏教の影響力が日増しに大きくなってきた時代であった

83

訳ですから、宗教色の強いヘブライ文化との直接的な係わり合いは、少なくとも隠蔽する必要があった
のでしょう。
後述するように、カタカナも実はヘブライ語をベースに創作された仮名文字です。もし、日本語の仮
名文字が全てヘブライ語に起因しているとするならば、それは何を意味するのでしょうか?まず平安時
代前後に海外通の学者が存在し、何らかのきっかけでヘブライ語を勉強し、そのアルファベットを熟知
していたことになります。遣唐使も諸外国を行き来し始めた当時のことですから、大陸にて学んできた
か、もしくは日本国内にてヘブライ語の研究が密かに行われていたかのどちらかでしょう。また同一の
人物が「いろは歌」を創作したと考えられます。「いろは歌」に含まれている複数の折句はヘブライ色
の濃い宗教メッセージであり、その卓越した暗号文の構築術は当時の既成概念を遥かに超え、未だ普及
していない平仮名にも精通していなければ、書くことが不可能だからです。
この偉大な言語学者に相当する人物は日本国の歴史上、一人しか存在しません。それは空海、弘法大
師です。彼こそ、仮名文字をヘブライ語から創作し、その普及に努めた張本人です。そして信仰心を折
句に秘めた「いろは歌」を書き残し、日本人の心に残る永遠の名作としたのです。それが昔から空海説
が唱えられている所以です。今日、空海説は平仮名、いろは歌共に多くの学者によって否定されていま
すが、長年語り継がれてきた伝説がやはり正しかったのです。仮名文字のルーツにヘブライ語と空海が
あることを理解することが、古代史を正しく理解する新しい出発点となります。

片仮名が創作された理由とは?!
これまで如何にして平仮名が、ヘブライ語のアルファベットをベースに創作されてきたかを解説して
きました。平仮名が漢字の草書体から作られている、というこれまでの定説を覆す新説ですが、漢字ル
ーツ説よりも明らかに文字創作の過程を理論立てて説明できるため、その信憑性は極めて高いと言えま
す。ヘブライ語の文字をたたき台にすれば、仮名文字のルーツを全て整然と説明することができるだけ
でなく、歴史を見る視点が一変します。
平仮名の創作者は弘法大師であったと昔から言い伝えられていながらも、現在はその説を否定する学
者が多いようです。しかし遣唐使としてアジア大陸に渡り、ネストリウス派のキリスト教に接して聖書
を学び、ヘブライ語を研究するに至った学問の達人、弘法大師でなければ、ヘブライ語から平仮名を創
作したり、いろは歌にキリストの折句を含めることは不可能なはずです。弘法大師の信仰ルーツには聖
書学があるからこそ、師の布教した真言密教にはキリスト教と多くの共通点があることも、これで説明
がつきます。
まずは平仮名が作られた頃と同時期の平安時代に創作されたと言われている片仮名のルーツを検証
してみましょう。漢字の草書体から造られたことが定説になっている平仮名とは異なり、片仮名は 50
音図を基に、漢字の一部をとってその字形が創作され、
「仮の文字」、もしくは「片方だけの仮名」とい
う意を含めて、片仮名と呼ばれるようになったというのが定説のようです。しかし漢字の一部分が明ら
かに片仮名へ流用されたと考えられる片仮名は多数あるものの、創作の経緯がはっきりしない文字も複
数あることに気がつきます。例えば「キ」
「シ」
「へ」
「ワ」
「ン」等、漢字由来説ではその文字の成り立
ちをうまく説明できません。また当時、既に平仮名も存在しているはずなのに、なぜ同様の音節文字を
もう１種類、編み出す必要があったのか、という素朴な疑問にも答えに窮してしまいます。
そこで大胆な憶測をしてみましょう。まず平仮名と片仮名は、双方共に目的を持って創作されたと考
えられます。平仮名は前述した通り、弘法大師によってヘブライ語のアルファベットから日本固有の文
字群となるべく創作されました。それは主に詩や歌等の文献を書き綴り、後世へ様々なメッセージを書
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き残し、継承するための手段として用いることを主旨としたものです。その最も顕著な例として「いろ
は歌」があります。｢いろは歌｣の折句には様々な信仰的メッセージが含まれているだけでなく、その歌
の主題である平仮名の背景には、日本固有の文化を愛し、神への信仰を全うせんがための特有の美学を
伺うことができます。
このように神秘的な思いが込められ、完成度が高く、美しい平仮名を、漢文を訓読するためのツール
として用いるには忍びなかったのでしょう。その為、漢字と一緒に使用することを前提とし、漢字を読
むための補助をする役目を持つシンプルな片仮名が創作されたのです。この片仮名は、漢字の一部を流
用して創作されただけでなく、平仮名を簡略化したり、ヘブライ語のアルファベット形状も併用して取
り入れながら、結果として平仮名よりも簡潔な文字形成を成し遂げたのです。こうして当初の目的どお
り片仮名は漢文と一緒に用いられ、公文書や学問的な内容を主とする文章に積極的に用いられるように
なりました。その名残もあってか、片仮名は後世に至っては外来語を表記するために用いられただけで
なく、現代までも漢文調のような格式を持った公文書では、漢字と併用して片仮名が使われているので
す。

片仮名の全容が明らかにされる

平仮名は漢字の草書体からではなく、ヘブライ語のアルファベットを基に創作されたことは既に解説
した通りです。高貴な文学を綴る為に用いられた平仮名とは別に、公文書を中心とした汎用性の高い文
字として活用されるべく創作されたのがカタカナです。カタカナは漢字の一部を取って作られたという
のが定説になっていますが、実際には漢字とヘブライ語の双方を織り交ぜながら創作されたと推定され
ます。何故なら漢字から成り立ちを説明できないカタカナの全てはヘブライルーツ説によって無理なく
解明できるからです。
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カタカナの創作方法は３種類あったと考えられます。まず漢字の一部から作られたカタカナが 11 文
字あります。例えばタ行は全て漢字をベースとして創作されています。多が「タ」となり、千が「チ」
という風に、明らかに漢字の形状とカタカナが一致しており、疑う余地がありません。
次にヘブライ語から創作されたカタカナが 16 文字あります。サ行のカタカナや、マ、ヤ、ラ、ワ等
がこの例です。これらは漢字のルーツを辿ることが困難であっても、そのベースとなるヘブライ語の字
形がカタカナと酷似しているため、一見してヘブライ語からその成り立ちを簡単に理解できます。ヘブ
ライ語からカタカナを創作する際のルールは平仮名と一緒です。基本的にはヘブライ語の母音と子音の
形状をとどめて、それらを移動して重ねたり、角度を変えて回転させたりしながら文字を創作します。
特筆すべきは「ス」や「ソ」のようにヘブライ語を上下や左右にひっくり返して創作されている文字ま
であることです。その独特の創作技術には目を見張るものがあります。
最後に漢字とヘブライ語のどちらからでも創作できるカタカナが 21 文字あります。ア行やナ行、カ、
ク、コ等がこの例となります。平仮名の創作過程から察するに、おそらくヘブライ語から原型となる字
形が作られ、その後、それに類似した漢字が選別されたと推測できます。平仮名と同様に、カタカナも
ヘブライルーツを隠蔽する為に漢字から創られたようにとみせかける必要があったのでしょう。その結
果、ヘブライルーツが混在していながらも、カタカナの大半を漢字ベースの創作文字としてアピールす
ることにより、いつしかヘブライ語の存在が忘れ去られていったのです。

片仮名のルーツを解明!まとめの章
「仮名文字は漢字に由来する」という定説を根本的に覆す新説として、平仮名や片仮名はヘブライ語
のアルファベットを基に創作された日本固有の文字であることをこれまで解説してきました。無論、既
存の定説が全て間違っているという訳ではありません。例えば幾つかの片仮名が漢字の一部を流用して
創作されたという定説は疑う余地がないのです。しかし全ての平仮名と片仮名を任意の漢字と結び付け、
これらが漢字から創られたと決定づけるにはどうも無理があるようです。平仮名を例にとれば、漢字を
くずして創作されたと言われている割には、それらの字形が似つかないものが多すぎます。ところが面
白いことに、漢字説では上手く説明できなかった仮名文字は全て、ヘブライ語のアルファベットを使っ
て整然と解明することができるのです。
ヘブライ語ルーツ説が正しいと思われる根拠は、まず漢字よりもヘブライ語のアルファベットをベー
スに創作した文字形状の方が仮名文字に酷似しているということです。例えば「あ」
「い」
「う」
「え」
「お」
の成り立ちは、明瞭にヘブライ語から解説することができても、漢字ルーツ説では飛躍した解釈をしな
ければ漢字の字形と仮名文字がうまく結びつきません。ヘブライ語ルーツ説では、一定の創作ルールに
基づいて、同一の発音を持つアルファベットから新しく仮名文字が形作られたと想定するだけで良いの
です。その一例として、ヘブライ語のアインとアレフという子音と「あ」の発音を持つ母音を重ねるだ
けで平仮名の「あ」そのものになることに着眼するだけでも、ヘブライ語ルーツ説に魅力を感じないで
はいられなくなります。
またヘブライ語ルーツ説では、仮名文字と同じ発音を持つ特定のヘブライ語アルファベットから平仮
名を創作しているのに対して、漢字ルーツ説では、数多くある類似した発音を持つ漢字の中から何故、
特定の漢字が選ばれ、それが仮名文字の原型となったのかを説明することができません。すなわち漢字
の選別方法が不透明であり、説明のしようがないのです。この問題点を払拭するのがヘブライ語ルーツ
説です。仮名文字がまずヘブライ語から創作され、その字形と類似した漢字が後に選別されたと想定す
るのです。「あ」を例にあげるならば、まず同じ「あ」の発音に関連するヘブライ語の子音と母音を一
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定のルールに基づいて組み合わせながら「あ」の字形を完成させ、その後、同等の発音を持つ漢字の中
からこの形状に類似した漢字を選別するのです。
では、ヘブライ語がベースとなって仮名文字が形作られたとするならば、何故、漢字ルーツ説が広ま
ってしまったのでしょうか。これは単なる検証の誤認というよりもむしろ、創作者による意図的な世論
操作であった可能性が高いと考えられます。すなわち仮名文字を創作した人物の意向によって、ヘブラ
イ語ルーツを隠蔽することが当初より仕組まれていたと考えられるのです。確かに隠蔽論的な発想は学
問的に受け入れ難く、一般的にも何かこじつけのような印象を与えがちです。しかし、仮名文字が創作
されたと考えられる平安時代では、貴族の間で言葉の遊びとも言える枕詞や折句が流行し、表向きの文
面とは裏腹に、作者の真意を折句として詩の中に隠すような手腕が競われていました。その時代背景の
中で「いろは歌」や、後述する囃子詞、古来の民謡等、多くの古代文献の中に、表面的には簡単に悟ら
れない形で、ヘブライ関連のメッセージが上手に秘められたのです。同様に、仮名文字の形状において
も、表面的には漢字がルーツのように見せかけて、実はヘブライ語がルーツであったことが上手に隠蔽
されたと考えられます。仮名文字だけでなく、様々な古代文献にも秘められているヘブライ語ルーツを
一つずつ解明していくことにより、如何にヘブライ文化が日本の古代史に息吹いているかを知る決め手
となります。
また、これ程まで分かりやすく解説できるヘブライ語ルーツ説が今日まで解明されなかった理由とし
ては、まず仮名文字のルーツは中国にあるという先入観から、誰もが漢字ルーツを疑問視しなくなった
ということが挙げられます。とりあえず仮名文字に類似した漢字はおよそ見出せる訳ですから、その定
説を否定するには及ばなかったのです。次に、日本にはヘブライ語を理解する学者が少なく、ヘブライ
語と仮名文字の接点を見出すチャンスに巡り合えなかったことが考えられます。それもそのはずです。
前述した通り、仮名文化の創作者は、そのヘブライルーツが見破られないようにその存在を隠蔽し、あ
たかもそれが漢字をルーツにしているかのごとく掏りかえたからです。その結果、長い年月の間、誰も
が隠蔽策に惑わされてヘブライ語のルーツを見出す手がかりを失ってしまったのです。
そして仮名文字のルーツがヘブライ語であるという事がこれまで解明できなかった最大の理由は、
｢いろは歌｣の作者が弘法大師であることを近代の学者が否定してしまったことにあります。何故ここで
突然｢いろは歌｣が話題に上るのでしょうか?それは｢いろは歌｣が仮名文字の集大成であり、昔から仮名
文字と同様に｢いろは歌｣も弘法大師が創作したと言い伝えられているだけでなく、この｢いろは歌｣は折
句の宝庫であり、そこには作者の宗教心がちりばめられているのです。その宗教とはヘブライ語ルーツ
を持つキリスト教です。すなわち、昔からの言い伝えをそのまま受け入れていれば、大陸でキリスト教
とヘブライ語を学んだ弘法大師がヘブライ語を基本として仮名文字を創作したと考えても何ら不思議
ではありません。そして大師がその後、｢いろは歌｣にキリスト信仰の折句を秘め、それを世間に流布し
たと考えれば、様々な謎が解けてきます。
弘法大師が自らの信仰心に従って、高貴な日本文化を創生する為に、ヘブライ語を用いて新しく仮名
文字を創作することに労したと想像するのは難しくありません。当時、日本には古代からのアヒル文字
や大陸から導入された漢字以外は文字らしい文字がなく、神国である大和の国、日本にふさわしい高貴
な自国の文字を作らなくてはならないという強い使命感に燃えたのでしょう。そこで中国留学時にネス
トリウス派のキリスト神学に触れ、聖書の言語であるヘブライ語で得た知識と経験を活かし、自身が持
つ天性の語学力を奮ってヘブライ語のアルファベットから日本語の仮名文字を草案したのです。ところ
が大師のキリスト信仰は、当時国家権力と密接な関係にあった仏教勢力とは相容れないものがあり、政
治的な争いにも巻き込まれる危険性があったはずです。それ故、仮名文字のヘブライ語ルーツ隠蔽を目
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論み、わざわざ漢字を選んでそれに掏りかえたのです。そして仮名文字の集大成となるべく｢いろは歌｣
を書き、その中に折句として大師の信仰告白を盛り込み、それを普及させ皆に知らしめたのです。これ
こそ言語学の天才、弘法大師ならではの離れ業といえます。昔からの言い伝えは間違っていませんでし
た。弘法大師が仮名文字を創作し、そして｢いろは歌｣を書かれたのです。今一度、史実を再確認した上
で、古代史を見直す必要があります。

88

第7章 古代史の謎を説き明かす
「かごめかごめ」の真相にせまる

パート 1

ヘブライ語で古代日本の文献を解読していくにあたり、読者からのリクエストで、一番多く見受けら
れるのが「カゴメの歌」です。この古代童謡にまつわる逸話は枚挙に暇が無く、テレビ等でもその不思
議な背景を話題として取り上げられています。確かに「カゴメの歌」の歌詞は不可解であり、「夜明け
の晩」、
「鶴と亀」、
「後ろの正面」等の奇妙な表現は、理解が困難です。しかし言葉の意味が不透明であ
るにも関わらず、「カゴメの歌」は昔から日本の学校教育にも取り入れられ、子供の頃から親しまれて
きました。このような不可解な歌詞が、長い歴史の中で歌われ続けてきたことに、驚きを隠せません。
そこにこの歌の秘められたパワーを感じることができます。
また、「カゴメの歌」と、イスラエルの史実を関連付けた話題も事欠きません。イスラエルの国旗に
描かれているダビデの紋とカゴメ印は、双方とも三角形を２重に重ねた六芒星ですが、これは単なる偶
然の一致でしょうか。カゴメ印の由来は不透明です。一説では、籠目（カゴメ）が六角形の形であり、
更に亀（カメ）の甲羅の模様も六角形であるため、これらが原型となり、最終的に六芒星の形になった
と言われています。しかし、特異な形状をしたマークを共有するだけに、イスラエルにそのルーツがあ
るという見解も説得力があります。例えば、
「籠の中の鳥」という表現が、モーセの時代に作られた「契
約の箱」、聖櫃を意味しているという説もあります。その箱の中には、聖なる神の息吹によって書かれ
た十戒の板が保管され、箱の上にはケルビムと呼ばれる鳥の形をした護り神が２匹、向き合って聖なる
箱を守護したことが聖書に書かれており、そこに「カゴメの歌」との類似点を見出すことができます。
ところがこれだけイスラエルとの関連説が多く飛び交う中で、
「カゴメの歌」をヘブライ語で解読し、
そこに書かれている意味を原語で理解した上で、真相に迫ろうとする記述を見かけたことがありません。
そこで日本の古代民謡や囃子詞、枕詞等をヘブライ語で解説する本章の締めくくりとして、「カゴメの
歌」をヘブライ語で読解する作業に着手してみました。手法はこれまでと全く同様です。ヘブライ語の
辞書を片手に、日本語の発音を基点として、ヘブライ語で同等、もしくは類似した発音を持つ言葉の繋
がりを探り、その根底にあるヘブライ語の文脈の繋がりを見極めることです。無論、大事なことは、で
きるだけ先入観を除いて、ごく自然な言葉の繋がりに着目しつつ、解読作業を進めることです。こうし
て遂に「カゴメの歌」の解読を完了することができました。そこには当初、全く想像もしてなかった衝
撃のメッセージが含まれていたのです。
まず、歌のタイトルでもある「カゴメ」の意味を、ヘブライ語で見極めることが、全体の流れを理解
する上で大事です。
「カゴメ」は、

（khagor、カゴ）、及び、

（mee、メー）という２つから構成

されている言葉です。発音は合わせて「カゴメー」となり、「カゴメ」とほぼ同一の発音です。「カゴ」
は「囲まれた」、そして「メー」は「誰」、「何」を意味します。つまり、「カゴメ」の意味は、「誰が囲
まれたのか?」、
「何が閉ざされたか?」という、何か大切なものを護衛し、隠蔽するメッセージに結びつ
いていたのです。昔から子供達が「カゴメの歌」を歌う時、みんなで手をつないで輪になったのも、も
しかして、大切な何かを「囲む」という意識が、芽生えた結果なのかもしれません。

「かごめかごめ」の「籠の中の鳥」の真意とは?
「かごめかごめ」と手をつないで歌いながら、目をふさいでしゃがんでいるお友達の周りを歩きまわ
り、最後に「後ろの正面、だーれ?」と歌って後ろにいる人の名前を言い当てる遊びを覚えているでし
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ょうか。鬼に選ばれた友達を囲むことから、「かごめ」の語源は「囲む」ではないかという説がありま
す。
「囲む」の命令形にあたる「かこめ」は中世の時代、
「かごむ」と濁音が入ることもあった為、後に
「カゴメ」と発音されるようになったと推測する訳です。
しかし実際はその逆であり、「囲め」という言葉の語源が「カゴメ」だった可能性が高いのです。そ
れは「カゴメ」をヘブライ語で読むことで理解できます。この子供遊戯の要点は、鬼を「囲む」こと、
そして囲むお友達が「誰か」を鬼が言い当てることです。正にそれが、ヘブライ語での「カゴメ」の意
味なのです。
「カゴ」はヘブライ語で「囲む」、
「メ」は「誰」を意味しますから、
「カゴメ」は「囲んで
いるのは誰?」という意味になります。これはもはや、偶然の一致とは言えません。
「カゴメ」遊戯のもう一つの大切なポイントは、囲まれている鬼の姿です。目隠しされて目が見えな
くなってしまう鬼は、囲まれて守られているものが、いつしか見えなくなってしまうことを象徴してい
ると考えられます。また、鬼は神仏に関わる存在ですから、神格化された大切なものが隠されてしまう
という、一種の神隠しのような状態を表現したのではないでしょうか。「カゴメ」がヘブライ語で明確
に理解することができることからしても、この隠されて見えなくなる出来事には、イスラエルの国宝と
も言える「契約の箱」が絡んでいると想定してみました。
すると、カゴメの歌詞にある「籠の中の鳥」との関連性が見えてきます。まず「いついつ出会う」と
いう言葉から、2 羽の鳥がいたと考えられます。また「籠の中」という表現から、これらは「囲まれ」、
「封じる」ことに関連するようです。この２匹の鳥こそ、契約の箱の上に飾られた 2 羽のケルビムと呼
ばれる鳥の形をした守護神を指しており、そして「いついつ出会う」とは、この契約の箱が隠されるこ
とになり、２羽のケルビムが再び現れる日を待ち遠しく思って歌ったのではないでしょうか。驚くこと
に、カゴメカゴメをヘブライ語で読み続けると、この解釈が、意外と現実味を帯びてくるのです。
「籠の中の」は「カゴ・ノ・ナカ・ノ」という 4 つのヘブライ語で形成された言葉です。まず「籠の」
は、
「囲まれた」、
「守護された」を意味する
じ込められた」を意味する

（khagor、カグ）に、
「鍵をかけられた」
、または「閉

（noel、ノェ）を合わせた言葉で「カグノェ」となり、
「封じられ囲まれ

る」ことを意味します。そして「ナカノ」は、
「置かれた」、または「そこにあった」を意味する

（nakh、

ナカ）に、
「ノェ」の語尾を足して、
「閉ざされて安置された」を意味します。つまり、
「籠の中の」は、
ヘブライ語で「封印して守護され、閉ざされ安置される」と解釈できます。これは正に、契約の箱の中
に封印された神器を指している可能性があります。
続く「鳥」は、

（toreed、トリー）というヘブライ語が語源であり、
「取り外す」の意味です。

この言葉には強い命令形としての意味合いがあり、「取り外せ!」、「下ろせ!」という思いが込められて
います。つまり「籠の中の鳥は」の意味はヘブライ語で、「堅固に封じられ、安置されているものを取
り出せ!」の意味になります。いよいよカゴメの真相が解明される時がきました。

「ユダヤの秘宝」にまつわる重要な証言
古代エジプトのピラミッドにまつわる様々な発掘現場を検証すると、当時から墓泥棒が横行していた
ことがわかります。埋葬品だけでなく、ミイラまで盗まれることもあり、その対策として離れた別の場
所に墓を隔離し、盗難の危険からミイラと埋蔵品を守ったのです。いつの日でも、高価な宝物や埋葬品
は常に、盗難の危機にさらされていたのでしょう。
同様に神の象徴である契約の箱や、その中に収められていた貴重な神器も、墓泥棒の標的となったは
ずです。その為、契約の箱の管理者は、大切な神器が盗まれないよう、それを隠すことを急務とし、本
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物と偽物を巧みに摩り替えて、神器を密かに温存したと考えられます。こうして、いつの間にか本物が
偽物に置き換えられ、あたかもそれが本物の神器であるかのように取り扱われたのです。
しかし、この事象に一つ問題が生じました。それは、聖なるご神体に、一体誰が手をかけるのかとい
うことです。聖書にも書かれている通り、ご神仏に触れることは危険極まりなく、実際に触った人は神
の怒りに触れて死去したことが記載されています。その思いが「カゴメ、カゴメ」に込められているの
です。誰も触れることができない聖なるご神体を、一体誰が守り、取り出して、隠すのか、ということ
です。これが「カゴメ」本来の主旨であり、その原語であるヘブライ語では、「誰が守るのか?」「誰が
守護するのか?」という意味になります。
その摩り替え作業を明言した文が「籠の中の鳥は」の歌詞であり、ヘブライ語で「封じられ、安置さ
れている神器を取り出せ!」と解釈できることは、前述した通りです。そして「いついつ出会う」とい
う歌詞からは、その神器が「契約の箱」の中に収められていたことが推測できます。「いつ」は、ヘブ
ライ語で「置かれた」「収められた」を意味する
収納庫、家を意味する

（deeyoor

（heetseev

、イツィ）であり、「出会う」は、

、ディユゥー）です。2 つ合わせて「箱に収納された」ことを

指します。これは正に、硬く封じられている神器「契約の箱」の中に保管されていたことに他なりませ
ん。
「契約の箱に収められ、封じられてこれまで安置されてきた神器を取り出せ!」というのが「カゴメ、
カゴメ、籠の中の鳥はいついつ出会う」の意味だったのです。
そして驚くことにその後、神器が摩り替えられた事が、その後に続く歌詞に書かれています。「夜明
け」は、

（ya、ヤ）、

（akar、アカ）、という 2 つのヘブライ語が合体した言葉で「ヤ」は神、
「ア

カ」は「取り除く」を意味することから、「神（器）を取り除く」ことを意味します。次に「晩に鶴と
亀がすべった」を解読してみましょう。
「晩に」は、ヘブライ語で「造る」を意味する

（baneetee、

バニティ）が多少訛った言葉です。では一体、何を造ったのでしょうか。答えが「鶴と亀」です。「鶴
と」はヘブライ語の
りを意味する」

（tsoorat、ツルト）であり、
「～の形をした」を意味します。
「亀」は「お守

（kame'a、カメ）であり、合わせて「お守りの形をした」という意味になります。

更に「すーべった」は

（soobseedya、スーベシーダ）が原語であり、このヘブライ語は元

来、「補助的」を意味することから、本物を補助する、つまり差し替える為に造ったお守りを指してい
ると考えられます。
「夜明けの晩に鶴と亀が滑った」とは、
「神器を取り除き、代わりにお守りの形をし
たものを造った」という、「ユダヤの秘宝」の行く末に関わる貴重な証言だったのです。

「後ろの正面」に隠された秘密
「かごめかごめ」の歌でも、一番不可解な歌詞が「後ろの正面、誰?」という文言です。誰もが知っ
ている歌詞でありながら、理解に苦しむ表現ではないでしょうか。そのまま読むと、後部と正面とが相
まみえた支離滅裂な表現であるようにしか考えられないため、この歌詞の解釈については様々な憶測が
飛び交っています。鬼の真後ろに誰がいるかを言い当てるための児童遊戯の歌詞であるとか、目には見
えない現世と神の世界の通り道、もしくは死刑囚の脱獄を助けることを意味する言葉であるとか、お寺
の正面の後ろに葬られた人物を指すとか、あげくの果てには遊女の次の相手を意味するだの、その解釈
は様々であり、どれも納得のいくものではありません。
「後ろの正面、誰?」も、これまでと同様にヘブライ語に置き換えて読むことにより、その言葉の意
味だけでなく、文脈の全体の流れまでも明確に理解することができます。しかもこの文言には、この歌
のメインテーマであるイスラエルの「神器」の行く末についての記述が含まれていたのです。前文の歌
詞においては、イスラエルの契約の箱に収納された「神器」が、お守りと差し替えられたことについて
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言及されています。そして、その締めくくりが「後ろの正面、誰?」という言葉であり、取り去られた
「神器」がその後、どこへ持ち運ばれたのか、という謎を解くヒントが、この言葉の中に隠されていた
のです。
まず「後ろの」は、ヘブライ語の

（hooshlat、ウーシラッ）であり、これは場所や物に対して、

主権や統治権が与えられることを意味する言葉です。次に「正面、誰?」の「正面」は、ヘブライ語で
（shomen、ショーメン）と書き、人の住まない僻地や荒地を指します。また｢誰?｣は、ヘブライ語の
（dalaha、ダラ）と考えられ、この言葉は「水を引いてくる」ことを意味します。つまり「正面、誰」
という言葉は、ヘブライ語で「人が住まない荒地に水を引く」となります。そこに接頭語として「後ろ
の」を合わせて解釈すると、「誰も住むことのない荒地に十分な水を引いて貯水し、その場所を（聖地
として）統治せよ」という意味になります。
契約の箱に安置されていた「神器」がどこに移されたのか、その行方についても「かごめかごめ」の
歌詞は、ヘブライ語で物語っていたのです。大切な「神器」は泥棒に盗まれることのないように、エジ
プトのミイラや秘法と同様に、中身がすり替えられ、人気の無い荒地へと移動されることになりました。
そこは元来、水さえも無い、寂れた僻地でしたが、水を引いて貯水池を造ることにより、「神器」を移
設して密かに保管する場所の目印としたのでしょう。一見、荒れ果てたように見える土地こそ、神の象
徴である「神器」が安置された聖なる場所であり、そこはいつの日でもきちんと守り続けられる聖地で
あることが、ヘブライ語によって書かれていました。
この歌詞の意味は重大です。それは、世界中で多くの人が関心を持ち続けてきた「契約の箱」が日本
に持ち込まれたことを示唆しているだけでなく、その中に保管されていた「神の神器」が、外部からの
侵略や盗難の被害を受けないように持ち出され、人の寄り付かない日本の山奥に隠されてしまったこと
を物語っています。世界が注目すべきユダヤの象徴である「神の契約の箱」の到達点が日本であり、そ
の中に秘蔵された「神器」が今でも日本のどこかに安置されている事実を歌ったのが、
「かごめかごめ」
だったのです。

空海が灌漑治水を手がけた動機が明かされる!
「かごめかごめ」をヘブライ語で訳すと、その全容は、
「誰が守るのか?誰が契約の箱に安置されてい
る神器を取り出すのか?それを取り除き、お守りと差し替えよ。そして誰もいない荒地に水を引き、そ
こを聖地として支配せよ」となります。この歌のメインテーマは「神器を守ること」です。その為に、
「荒地に水を引いて」新たなる聖地を造るのですが、この一見不可解な文脈に、作者の真相を解き明か
す重大な鍵が秘められています。
「荒地に水を引く」という表現は、旧約聖書において、神の祝福が再び訪れることを意味します。更
にイザヤ書には「城壁の間に水溜めを造り、古い池の水を入れた」という記述だけでなく、「高い丘の
上に水路が造られて水を運ぶ」ことや、「水のない地を流れる水路」、「不毛の高原に大河を開く」とい
う表現等、山の上に水路を造成して貯水する記述が、見受けられます。これらに共通するキーポイント
は、不毛の山地に水を引くことによって「荒れ野が園」になり、「花が咲く」聖地となることです。イ
スラエルの首都エルサレムも元来、水源の乏しい山の上に築かれた街ですが、ヘゼキヤ王の時代に、城
の中心部に向かって水路のトンネルが掘られ、街に水が供給されるようになり、神の都として栄えまし
た。また、イザヤ書には「東の海の島々」において神を拝するという記述もあることから、その聖なる
山が日本列島のどこかに存在しても不思議ではありません。
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これらの文献に着眼したのが空海です。ヘブライ語を熟知して旧約聖書に精通し、しかも灌漑土木技
術を学び、実際に水路を造る技量を持っていた偉人は、空海以外に存在しません。そして荒れ野の山に
水が沸いて花が咲き、病人が癒され、主の栄光が訪れるという聖書の言葉どおり、空海もまた、聖なる
山に水路を造り、そこに神の栄光が宿ることを願ったのです。その史実を歌ったのが「かごめかごめ」
であり、その作者は紛れもなく空海だったのです。
遣唐使として中国に渡り、聖書の教えに触れた空海は、帰国して 15 年後の 821 年、今日の香川県に
ある日本最大の灌漑用溜池として知られる満濃池の改修を 3 ヶ月で完了させ、多くの農民を救済しまし
た。その他、空海が関わった井戸や溜池が日本全国に複数存在することからしても、空海の灌漑事情に
対する情熱を垣間見ることができます。空海は海外の文化人らも驚嘆させた程の偉大なる宗教家、詩文
家、また書道家でありながら、その天分のみならず、土木灌漑建築という全く異なる分野においても、
当時の最先端技術と情報を唐より持ち帰り、即座に活用しました。空海弘法大師が灌漑治水を学んだ理
由は、単に庶民の救済だけでなく、神の神器を秘蔵するための聖なる山を見出し、そこに水を引くとい
う天命を悟ったからに他なりません。そして全国をくまなく行脚して水路を造り続けながら、その聖地
の場所を遂に見出し、そこに水路を造成して神器を埋蔵したと考えられます。それ故、イスラエルの神
器が日本に運ばれて秘蔵されているという風説は、あながち作り話ではなく、実は本当のことが古代か
ら伝承されてきた可能性が高いのです。
その後、空海はこの聖なる山の周囲を取り囲む小高い山々に、多くの霊場を定め、それらを「四国八
十八箇所」の巡礼場としてこの世に知らしめ、不動の名所としたのです。それは正に空海にとって、イ
ザヤ書の予言が成就する時でもありました。「いかに美しいことか、山々を行き巡り、良い知らせを伝
える者の足は」。

剣山に埋蔵されたユダヤの秘宝
ヘブライ語と日本語を巧みにブレンドした「かごめかごめ」の作者は、語学の達人、空海弘法大師で
ある可能性が極めて高いと言えます。空海は四国に生まれ育ち、遣唐使として中国へ渡った際、ネスト
リウス派のキリスト教を学び、ヘブライ語を習得したと考えられます。また空海が行脚した四国の巡礼
場所は、四国をほぼ一周する遍路で結ばれた「四国八十八箇所」となり、これら空海ゆかりの聖地も、
ユダヤ、及び「かごめかごめ」の歌と不思議な繋がりがあるようです。
まず注目すべきは 88 という数字です。一般的に「八十八箇所」は、88 の煩悩を消し去り、88 の徳を
成就するという意味に捉えられているようです。しかし「8」の音読みである「ヤ」はヘブライ語で神
を意味し、その 8 を重ねることにより、八重（ヤエ）、つまりヘブライ語での「神」となります。しか
も日本語では幾重にも覆われて隠れてしまう、というニュアンスが含まれている為、「八十八」は「神
を隠す」と解釈できます。それを更に明確に表現した言葉が「八重桜」であり、この言葉の読みはヘブ
ライ語で「神隠し」を意味します。おそらく空海は、密かに安置された神器を、八十八箇所の霊場を結
ぶ動線によって包囲し、歩く旅路を遍路と定め、尚且つ、秘宝の隠し場所は、人気のない僻地、すなわ
ち山の奥地を選んだのでしょう。
では本当に、そのような場所が日本に存在するのでしょうか。四国で２番目に高い剣山の周辺地域で
は、剣山にユダヤの秘宝が隠されているという噂が村々で語り告がれています。剣山の麓は「日本のチ
ベット」と呼ばれる程、交通の難所であり、そこには今もってなかなか開発が進まない東祖谷（ひがし
いや）村が存在します。四国の真ん中に位置する人口 2600 人余りの小さい村で、その地域は高山に道
を阻まれており、まさに秘境。その東祖谷村でも、ソロモンの秘法と言われる契約の箱が、この剣山下
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に隠されていると言い伝えられてきました。村の観光案内でも公式に認知されていることもあり、単な
る伝説ではすまされないようです。
しかも剣山には元来、鶴石、亀石、そして宝蔵石と呼ばれる 3 つの大きな岩石がその頂上に存在し、
山自体が「鶴亀山」とも呼ばれていたのです。更に、「かごめかごめ」のヘブライ語訳と旧約聖書のイ
ザヤ書から、秘宝が隠された場所は、人為的に水を引いた溜池のある、人里離れた山地であると推測で
きますが、剣山の周辺からは水が沸き出でており、山の頂上がおよそ平坦になっているという不自然な
地形から、剣山には人の手が加えられ、そのどこかに人工の溜池が潜んでいる可能性が高いのです。
西アジアにおいて、大切なものを温存する場所の下に水を引くことは、めずらしいことではなかった
ようです。エジプトの三大ピラミッドには参道の地下へ繋がるオシリス・シャフトと呼ばれる墓の縦穴
があり、最下層には大きな水貯めのある広いスペースがあります。同様にユダヤの秘宝も、人工的に水
が引かれた山上付近の地下室に隠された可能性があり、そこに「お守りの形」にすり返られた石像が目
印として置かれたことを、「かごめかごめ」はヘブライ語で歌ったのではないでしょうか。
火の無い所に煙は立たずという諺がありますが、イスラエルの民が日本に渡ってきた直後、剣山にユ
ダヤの秘宝が隠されていたという可能性は、否定できません。[n9]空海の故郷に聳え立つ剣山は神隠し
の象徴であり、鶴と亀という「お守り」の岩によって、今でも神の秘宝を守護しているのです。

空海と剣山の秘宝

剣山に対する空海の想い

2008 年末に「かごめかごめ」の翻訳を手がけるまで、大昔に「契約の箱」が四国の剣山に隠されてい
た可能性があるとは、夢にも思いませんでした。[n10]数年前、宇野正美氏が執筆した「古代ユダヤは
日本で復活する」という書籍を本屋で見かけ、そこには剣山に関する記述があったことを、かすかに覚
えていましたが、当時は気にもかけませんでした。確かに、全国各地で開催される祭りの象徴でもある
神輿は、契約の箱をモデルとしてデザインされた可能性が高いと考えられる為、契約の箱が今でも日本
のどこかに秘蔵されている可能性は否定できません。しかしその場所を特定することは、容易でないと
考えたのです。
ところが、今回の連載で「かごめかごめ」をヘブライ語で読み続けている内に、思いもよらず、その
作者と思われる空海と、四国剣山の繋がりが、自然と心の中に浮かび上がってきたのです。そして契約
の箱が剣山に埋蔵されたと仮定することにより、多くの謎が解き明かされることがわかりました。ヘブ
ライ語を使って日本語の歌や詩を解釈しながら、日本文化に潜むユダヤのルーツを解き明かしていくこ
とを目的とした本コラムでの「かごめかごめ」の解釈の結果が、剣山の貴重な存在を示唆していること
に今更ながら驚きを隠せません。
果たして、空海の故郷、四国の剣山が「日本とユダヤのハーモニー」の原点となりうるのでしょうか。
空海はその想いをどれだけ理解し、心に秘めていたのでしょうか。イスラエルの史実とヘブライ語を学
んだ空海が、意図的に仮名文字の創作や、和歌や詩に含まれる折句等を通して、神の存在に纏わるメッ
セージを、古代日本文化の礎に織り込んだのでしょうか。「日本とユダヤのハーモニー」が、単なる妄
想か、学者のロマンか、筆者の思い込みか、それとも史実に基づく重大な見解かを見極める急所に辿り
着いたと言えます。
百聞は一見にしかず、早速、四国の徳島を昨年末、訪ねてみました。そして、剣山を取り囲むように
巡る四国八十八ヶ所、述べ 1200 ㎞にも渡る遍路を、少しでも空海の思いを知ろうと、第一番霊山寺か
ら第十二番焼山寺まで、2 日間に渡り、極寒の最中、走ることにしたのです。初日は一番札所から第十
一番の札所のある藤井寺までの遍路を目指しました。そして第十番の切幡寺に辿り着き、その高台にあ
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る奥の院まで階段を登りつめ、ふと振り返って遠くにそびえ立つ山々を見渡した時、山々のかなた向こ
うに、その頂上だけが、ほんのわずか突き出している剣山が見えたのです。そして、感激の余り、意気
揚々と「剣山に向かって進もう!」と、次の第十一番藤井寺まで進んだ所で日没です。翌日、剣山の方
角にある第十二番札所へ向かったのですが、その山道は噂の通り大変険しく、丸 1 日かかってやっとの
思いで第十二番の焼山寺に辿りつきました。ところが、そこからは険しい峡谷の壁に立ちふさがれて、
すぐそばの剣山を見ることができないのです。大自然そのものに阻まれ、人間の力では神に辿り着くこ
とはできないことの象徴とも言えるのが、焼山寺なのです。遍路と呼ばれる旅路は、第十二番を最後に
剣山を背にして、第十三番札所以降へと続いて四国を一周します。
ここに空海の「神隠し」八十八にちなんだ八重の想いを感じないではいられません。神が見えてくる
ようで見えず、近寄り難い不思議な存在。聖域であるが故に、人間がたやすく歩み寄ってはいけない場
所、それこそが空海の愛してやまなかった剣山だったのではないでしょうか。

「秘宝が埋蔵されている状況証拠とは
「終わりの日に、主の神殿の山は山々の頭として硬く立ち、どの峰よりも高くそびえる」 という記
述がイザヤ書にあります。四国切幡寺の高台より遠くに望める剣山は、この聖書の言葉にふさわしく、
その頂上は他の山々の峰より高くそびえ立っています。古代の日本社会において、イスラエルから多く
の移住者が日本を訪れたとするなら、イザヤ書の教えに従い、必ず標高の高い神の山を求め、そこを聖
地として神殿を築き上げようとしたはずです。であれば剣山が聖なる山である可能性を否定できません。
しかも、麓の東祖谷村には鳥居の無い栗枝渡（クリシト）神社があり、当神社の記録によると、剣山を
参拝する者は、栗枝渡神社も参拝することになっていたと明記されています。剣山の麓に、キリストが
語源だと思われる栗枝渡神社の存在があり、謎は深まるばかりです。
古来、剣山に契約の箱が隠されていたと考えられる理由をまとめてみました。[n11]
まず四国、祖谷周辺の地元で、昔から安徳天皇の剣が隠されているという言い伝えがあり、またソロ
モン王の秘法が剣山に埋蔵されているという伝説に注目です。火のない所に煙はたたず。何か、出所と
なる要因がありそうです。現在でも剣山は、山岳信仰の霊場として不動の位置を占めています。それ故、
昭和の初めまで、剣山には女性が近づくことさえ許されませんでした。また、剣山周辺にはイスラエル
の民が居住していたと考えられる根拠が色々と存在します。後述する通り、例えば剣山周辺にまつわる
言葉の多くが、ヘブライ語で理解できること、例年７月に行われるお祭りで、契約の箱に酷似している
神輿をかつぎながら剣山頂上まで登る風習こそ、イスラエル文化の名残ではないでしょうか。
また、四国剣山周辺の高地には、貯水池が無数に存在し、その多くが人工池と考えられる為、剣山周
辺には大規模な集落が存在したと考えられます。これ程までに十分な量の水源を確保していた理由は、
山上の集落に居住する為だけでなく、剣山を聖なる山とし、そこから水が沸き出るように、神殿周辺に
十分な水を供給する必要があったからと言えます。今日、剣山の頂上周辺からは水が滴り流れ出ており、
今でも豊富な水量が貯蔵されていることが伺えます。
剣山は人工の山である、という言い伝えが残っていることも注目に値します。その伝承を検証する為、
昭和初期、剣山は地下 147ｍまで発掘され、その結果「徹頭徹尾、人工の確証であった」という結論が
発表されました。また、剣山の頂上は馬の背のような平らな草原となっており、その地形から見ても、
人工の山であったと想定できます。
最後に決め手となるのが、剣山の秘密について言及したと考えられる「かごめかごめ」のヘブライ語
訳です。その歌詞からは、「お守り」と呼ばれた神の秘宝がすり替えられ、水が引かれた山に本物が埋
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蔵されたことが伺えます。また、歌に登場する「鶴と亀」こそ「鶴亀山（つるきさん）」とも表記され
る剣山の象徴である可能性が高く、実際に山の頂上近辺には、自然石で造られた鶴と亀のオブジェが置
かれています。日本語とヘブライ語をブレンドした「かごめかごめ」の作者は、空海以外に考えられな
いでしょう。空海の出身地は四国であり、しかも空海自身は潅漑事業の名人でした。そして空海は剣山
を囲むように行脚する遍路を定め、通りすがりに礼拝所としての札所を選別し、その数を神隠しの象徴
である数字の八十八としたのです。

剣山の水に潜む救いのメッセージとは
剣山に纏わるヘブライルーツと空海との関連を探る為、剣山周辺の歴史的背景を調べ、特に地名や古
くから言い伝えられている言葉に注目してみました。まず、剣山という言葉ですが、ヘブライ語の rwx
（tsuroo、ツル）は岩を意味し、ryq（kee、キ）は「壁」ですから、「ツルキ」は「壁の岩」の意とな
ります。これは「天の岩戸」だけでなく、イスラエルのエルサレムにある「嘆きの壁」を連想させます。
神が秘蔵されている聖所の周辺には、常に「壁の岩」があったのです。
その剣山の麓には、日本三大秘境のひとつである祖いや谷村があります。この地名はおそらく当て字
であり、そのルーツはイスラエルとヤーウェー神の頭文字をとったものか、もしくはイザヤの「ザ」が
いつしか省略され、「イヤ」になったと考えられます。この言葉の意味は「神の救い」です。そして祖
谷には、緑の渓谷に架けられた「かずら橋」があります。平安時代末期、平家が祖谷まで落ち延び、そ
こから剣山へ向かう際に、追手が来たらいつでも切り落とせるようにしたのがこの「かずら橋」である
と伝えられています。この「かずら」という言葉の語源は、どうやら「切る」、｢切り取る｣を意味する
ヘブライ語の rdg（gazrah、ガズラ）のようです。一般的にかずら橋は、つる性植物の”しらくちかず
ら“を編んで作られていることから、そう呼ばれていると考えられています。しかし、それだけでは「か
ずら」の語源を解明するには至りません。
つる性植物を編んだ綱は、いつしか切られる定めとなっていた為、その植物をヘブライ語で「ガズラ」
と呼ぶようになったのでしょう。ここにもユダヤのルーツが秘められていることがわかります。
しかし、何故平家は祖谷まで逃げてこなければならなかったのでしょうか?平家物語によると、壇ノ
浦の戦いで安徳天皇は三種の神器と共に入水したとされています。しかし、安徳天皇は密かに四国に落
ち延び、そこで病に倒れる直前、平家の再興を祈願し剣を山中に奉納したことから「剣山」と呼ばれる
ようになったとも語り継がれています。安徳天皇とユダヤの秘宝の関連性は定かではありませんが、い
ずれにしても、古来から剣らしき秘宝が剣山に隠されていた可能性があることが伺えます。[n12]
その剣山から流れ出る水は祖谷川となり、四国山地を刻み、日本有数の大河である吉野川に注ぎ込ま
れています。吉野川は、ヘブライ語で「神の救いの川」の意味です。ヘブライ語で「神の救い」の「ヨ
シュア」
（Yehoshua）の「ヨシュ」と、
「川」を意味する rhn（nahar、ナハー）という言葉が合わさり「ヨ
シュナハー」となり、それが訛って「よしのがわ」と発音されるようになったと考えられます。
そして天皇一行が吉野川を渡る際に、橋の代わりに栗の木を架けて川を渡られたことから、その場所
は、栗クリシト枝渡と呼ばれるようになりました。この言葉の響きは、何を意味するのでしょうか。
剣山から思いがけず古代日本のロマンが蘇ってきました。四国に聳そびえ立つ剣山の「壁の岩」の中
に神の秘宝が奉納され、そこから流れ出る恵みの水が「神の救いの川」として祖谷川から吉野川へと注
がれ、その川を「キリスト」と共に渡り、救いにあずかるという不変のメッセージがここに集約されて
いたのです。その恵みのメッセージは、様々な伝承の中に、見え隠れするヘブライ語のカーテン裏に隠
されながら、後世に伝えられるべく、今日まで守られてきたのです。
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2 つの吉野川に秘められた空海の想いとは
かれこれ 40 年程前、当時、中学受験の勉強をしていた筆者は嫌いだった日本地理の山や川等の地名
を丸暗記していました。そしてある日、試験で川の名前を書き損じてしまいました。でも、なぜ間違っ
たのかわからず、不思議に思ったことを今でも覚えています。四国の川と記憶していた吉野川が、実は
近畿地方にも存在することに気づかなかったのです。四国の吉野川は、剣山の麓を経て、紀伊水道に流
れ出る四国三郎の異名を持つ雄大で美しい清流ですが、実は同名の川が、奈良県を横切るように高野山
の北側を流れています。この川は、和歌山県側においては”紀ノ川“と呼ばれていますが、不思議なこ
とに高野山を境目として、奈良県側の上流部分を”吉野川“と呼ぶのです。この川の名前はヘブライ語
で「神の救いの川」を意味するため、四国剣山の麓を流れる吉野川だけでなく、高野山沿いの川も空海
によって命名されたと考えるのが妥当でしょう。この 2 つの吉野川をヒントに、剣山と高野山の繋がり
だけでなく、その背景に潜む壮大な空海のライフプロジェクトが遂に浮かび上がってきたのです。
高野山は 819 年頃、空海が開いた「紀伊山地の霊場と参詣道」としてあまりに有名であり、世界遺産
にも指定されています。ところが実際に高野山という山は存在しません。和歌山県の北東部に位置する
高野山は、山の固有名称ではなく、標高 900 メートルを誇る八つの峰々に囲まれた一帯を指しているの
です。てっきり高野山を空海が見つけて、そこに寺を建立したと思われがちですが、実際は、聖地とす
るべき山々を見出した空海が、その地域を高野山と名づけたにすぎないのです。コウヤはヘブライ語で
（kolya、コーヤ）、もしくは
エルの声」意味する

（koakhya、コッヤ）と書くことができます。前者は「イスラ

（コーイスラエル）の「声」を意味する「コー」という言葉に「ヤ」を加

えてコーヤ、つまり「神の声」となります。後者の場合「いと高き力」、
「優勢」を意味する

（コ

ッエルヨン）というヘブライ語に含まれる神の名、エルヨンという言葉を「ヤ」に置き替えて、「コッ
ヤ」つまり「神の力」となります。エルヨンには「いと高き」という意味があることから、「高野」と
いう漢字をあてたのかもしれません。神の声が響き渡る山、そして神の力を肌に感じずにはいられない
壮大な大自然に囲まれた聖地が高野山なのです。空海の熱い思いが、その名前に込められています。
しかし、あれ程四国の剣山と吉野川を愛し、88 箇所の巡礼所まで創設した空海が、なぜ自らの宗教哲学
の集大成とも言える大本山を四国に造らず、紀伊の山々を選び、そこを新たなる信仰の聖地としたので
しょうか。その謎を解く鍵は、かごめかごめの歌のヘブライ語訳をガイドラインとして、2 つの吉野川
沿いに聳え立つ剣山と高野山、そして伊勢神宮と天皇が住まわれる京都御所の位置関係を理解すること
から始まります。
まず、驚愕の事実をひとつ解き明かしましょう。
剣山と伊勢神宮を直線で結ぶと、その線上に高野山が存在することに注目してください。しかも驚く
ことに、伊勢神宮から京都御所と高野山までの距離を地図で測定すると何と共に 108.5 ㎞。完璧なまで
に一致しています（図 1 参照）。もはや偶然の一致とは言えません。
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聖地を結ぶ不思議な一致は偶然か?
伊勢神宮と言えば、古事記や日本書紀に記載されている神宮としてあまりに有名ですが、これらの古
文書に記載されているもう一つの神宮が、日本最古の石上（いそのかみ）神宮です。不思議なことに石
上神宮は、京都御所と高野山、どちらからも丁度 48 ㎞の地点に位置しています。そして「いそのみや」
とも呼ばれる伊勢神宮を基点として、これらの聖地に向けて線を引くと、伊勢神宮より 108 ㎞の地点に
京都御所と高野山があり、高野山の延長線上には四国剣山が存在し、京都御所と高野山の丁度中間に石
上神宮があることがわかります。しかもその石上神宮の延長線上には、空海が遣唐使として中国に向か
う前と、戻った後に訪れた再度山があります（図参照）。この地理的な一致は決して偶然ではなく、計
算尽くめで定められたと考えて間違いないでしょう。
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これら聖地はどうやらユダヤの神宝と関係がありそうです。前述したように紀元前には四国剣山周辺に、
ユダヤの集落が存在していた可能性が高いと言えます。そして、今日まで語り継がれてきているように、
剣山のどこかにイスラエルから携えてきた神宝が埋蔵されていた可能性を否定できません。また、奈良
県天理市の石上神宮の歴史も古く、紀元前 93 年（崇神天皇 7 年）まで遡ります。当時、都は奈良の瑞
籬宮（みずかきのみや）に在りましたが、突如として疫病が流行り、大勢の庶民が死にました。そこで
神の怒りを恐れた天皇は、宮中にて祀られていた天照大神の御神体である八咫鏡と草薙剣、そして倭大
国魂神を皇居の外で祀り、場所を移動したりするも功を奏しませんでした。そして最終的に倭大国魂神
を祀る神主を定めたところ、疫病もおさまり、それまで宮中に祀られ、葦原中国平定の際に使われた布
都御魂剣を「石上大神」として祀ることにしたのが石上神宮の始まりです。それから約 88 年経った紀
元前五年（垂仁天皇 25 年）、伊勢神宮が創建されました。日本書記によると、八咫鏡と草薙剣を奉戴
したヤマトヒメ命とその一行が、天照大神を鎮座する地を探し求めた結果、最終的に伊勢に至り、そこ
に天照大神を祀ったということです。
これら聖地に共通することは、神宝との関わりだけでなく、今日でも噂が絶えないことです。剣山の
みならず、石上神宮にも神宝の噂があり、拝殿の奥に二つの神宝が埋蔵されていると長年言い伝えられ
ています。伊勢神宮にいたっては、804 年の「皇太神宮儀式帳」に 19 種の神宝が秘蔵されていると記述
があるだけでなく、イスラエルのルーツに関る噂も絶えず、謎は深まるばかりです。これほど噂が絶え
ないのは、実際にイスラエル部族が古代日本を訪れ、剣山を経由して神宝を大和の国に持ち込んだから
ではないでしょうか。だからこそ、様々な伝説や神話、言い伝えが各地で発祥し、日本書記や古事記は
それら言い伝えの神話化に一役買っていると考えられます。それらとイスラエルとの因果関係に気づい
たのが空海です。
神宝に纏わる「神のたたり」と不運が続き都が危機に直面した時、空海は山に籠って瞑想に入り、国
家の安泰を祈願したのでしょう。そして悟りを開いた空海は、これらの聖地の地理的重要性に着目し、
そこに国家の活路を見出すための不思議な法則を見出したのです。
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平安京を支えた空海の真相
奈良時代も終焉を迎えようとしていた八世紀後半、桓武天皇が即位した直後、都は平城京から京都の
長岡京へ遷都されました。南都仏教勢力の肥大化を嫌った桓武天皇は、敵対する勢力の不穏な動きを避
けるため、中国の長安をモデルとした長岡京の造営を決意しました。遷都することで天皇家の血統とし
ては弱い自分の立場を強固なものにして自らを守り、しかも平城京の地理的弱点を克服しようとしたの
です。ところが 784 年、都が長岡京へ遷都されてからというもの、国内は災難が続きました。思いもよ
らぬ飢饉の到来、河川の氾濫、疫病の流行だけでなく、桓武天皇の身内にも病が続いたのです。これら
は不幸な運命を遂げた早良親王の祟りであると陰陽師が占う程、事態は深刻でした。
長岡京が危機に直面し、桓武天皇への信任がゆらぎ始めた頃、時を同じく若年二十歳にして御蔵洞で
悟りを開き、出家したのが空海です。
梵語を始めとするアジア各国の言葉と大陸文化に造詣が深く、故郷四国の剣山に纏わる様々な言い伝
えから日本とイスラエルとの関わりについても理解していた空海は、渡来民族とも多くの接点があった
と考えられます。当然、宮廷に大きな影響力を持ち、ヘブライルーツの噂が絶えない秦氏とも深い交流
があったはずで、空海の才能を知って天皇に紹介した可能性は非常に高く、国政に関わるきっかけとな
ったのでしょう。空海は、長岡京を呪縛から解き放つ方法を祈り求めていたある日、新しい都をイスラ
エルの都であるエルサレムにならって造営する必要性に目覚めました。まず、イスラエルの都がヘブラ
イ語で「平安の都」を意味するエルサレムであることになぞらえ、都の新しい名前として「平安京」を
天皇に提言しました。また、都には豊かな水源が不可欠であり、湖が近くにあることにも注目しました。
「ヤム・キネレット」

エルサレムの北東にはガリラヤ湖が存在し、ヘブライ語で
います。「キネレット」の語源は「琴」を意味する

と呼ばれて

「キノル」であるため、ガリラヤ湖は「琴の

泉」を意味します。そして長岡京の北東にも、日本の竪琴（

琵琶）の形をした大きな湖が存在します。

さて平安京をどこに造営するかが問題です。エルサレムは、海岸線から 60 ㎞程内陸の盆地にあります。
長岡京も同様に、大阪湾と日本海側の若狭湾、双方からおよそ 60 ㎞内陸の、三方が山々に囲まれた盆
地に位置しています。ところが長岡京は、伊勢神宮を基点として石上神宮を結ぶ中心線を挟んで、伊勢
神宮と剣山を結ぶ線に対称的な線上から、微妙にずれていたのです。空海は、古代ユダヤ部落と秘宝に
関わる剣山や、古文書に記載されている伊勢神宮、石山神宮等の地理的な位置関係が幾何学的要因をも
って結ばれていることを理解していました。その為、新しい都は伊勢神宮と剣山を結ぶ線と対称的な線
上に位置し、しかも山々に囲まれた盆地であり、さらにエルサレムと同様に北東に湖が存在する場所で
ある必要がありました。空海は、長岡京から北東におよそ 12 ㎞離れた場所に、これらの諸条件を満た
す聖地を見出し、新しい都、「平安京」として見定めたのです。
こうして、長岡京を呪いから開放するための施策を短期間かつ明確に提示することができた空海は、
当然のことながら天皇の熱い信望を受けることとなり、側近として活躍することになります。

空海の存在とカゴメ印の不思議に迫る
2002 年に行われた日韓共催サッカー“ワールドカップ”を機に、天皇陛下が「桓武天皇の生母が百済
の武寧王の子孫であると続日本紀に記されていることに、韓国とのゆかりを感じています」と発言して
話題になりました。それまで、皇室が公の場で、日本が朝鮮百済と密接な関係にあったことに言及する
ことはタブー視されてきたこともあり、画期的な出来事でした。事実、桓武天皇の母、高野新笠の祖先
は百済の出身であり、しかも桓武朝では多くの渡来人が活躍したことが知られています。このような歴
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史的背景を少しでも理解することにより、歴史の探索が楽しくなるだけでなく、古代史の真相に迫るこ
ともできるのです。
それにしても今日、多くの若者は歴史に対して苦手意識を抱いているようです。読書を敬遠し、お笑
い番組ばかりテレビで見ている若者にとって、歴史のイメージは「つまらない」ようであり、特に学校
では年号や史実を丸暗記する苦行を繰り返すだけの勉強法がまかり通っているため、敬遠されても仕方
ありません。実は筆者も以前は同じ理由により歴史の勉強が大嫌いでしたが、ふとしたきっかけで歴史
本を読むようになり、今では、人生をやり直すチャンスが与えられるなら、学生時代にもっと歴史を勉
強したいと考えています。そして社会人として成功するために一番役に立つ学問は、一に国語、二に歴
史、三に哲学であると確信するまでに至りました。
古代史の謎を解く鍵を握る空海!
日本史を学んだ中において、最も興味深いトピックの一つが、古代史における日本とイスラエル民族と
の関係です。その原点は、紀元前 8 世紀にイスラエル王国が滅びたことにあります。その後、一部のイ
スラエル民族はユーラシア大陸を横断して日本列島に辿り着き、四国の剣山周辺にも集落を作り、そこ
にイスラエルの神宝を埋蔵した可能性があることは、これまで幾度となく指摘してきました。[n13]そ
れから長い年月を経て、近畿地方に大和朝廷が興り、大陸との交流が活発になるにつれて仏教思想が広
まり、漢字の普及と共に大陸文化の影響を多大に受けることになります。飛鳥・奈良時代は、正に新し
い時代の幕開けであり、土着の島国文化と古代イスラエルの文化が融合した日本古来の文化に、新しい
大陸文化の波がブレンドされた文明開化の時代でもありました。そしてシルクロードの終着地である奈
良の盆地がメルティング・ポットとして、文化交流の場となったのです。
多くの異なる文化的要素が入り混じる時代だけに、古代史の解釈は謎に包まれていることが少なくあ
りません。実際問題として、天皇陛下の「ゆかり」発言の背景となった桓武天皇の時代も渡来人との関
わりが多く、謎が渦巻くミステリーの宝庫です。特に天皇家のユダヤルーツが長年、囁かれ、日本文化
の至る所にその影響としか考えられない風習が散見されることを考慮すれば、謎を解く鍵がイスラエル
との関係にあってもおかしくありませんが、その検証は決して容易ではありません。
そこで、空海という偉大な人物像に注目し、古代史をこれまでとは違った観点から見つめ直すことに
してみました。四国で生まれ育った空海は、地元に伝承されている言い伝えやヘブライルーツとみられ
る言葉の存在から、イスラエル民族が大陸を横断して日本に移住し、剣山周辺に集落を形成したことに
気付いたのでしょう。その事実を目の当たりにして感動を覚えた空海は、イスラエルの文化が息吹く祖
国にて、大切な信仰心の教えを庶民にわかり易いように伝える為、聖書の教理を参考にしながら密教と
してまとめあげたのです。そしてヘブライ語の信仰告白を、同等の発音を持つ日本語文に置換えて暗号
文にしたり、イスラエルの神宝を隠蔽するために「カゴメ印」の地図を考案するなど、独創性に富んだ
巧みな手腕をもって、神国としてのステータスを維持しようとしたのです。早速、空海が活躍した平安
時代の初期に注目し、歴史を遡りながら古代史の謎を紐解いていきましょう。
平安京の場所を見つけたのは空海?
8 世紀の後半の奈良時代、桓武天皇が即位し、多くの渡来系民族と既成仏教勢力が国政に入り乱れる
最中、天災や疫病、要人の暗殺が続き都は大混乱に陥りました。その結果、平城京から長岡京、そして
平安京へと短期間に遷都が繰り返された経緯は前述した通りです。遷都するたびに都が北上しただけで
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なく、最終的に長岡京から 10 数キロしか離れていない平安京にわざわざ遷都したのは、よほど重大な
理由があったに違いありません。
平安京の場所は、桓武天皇がご覧になった際、「此の国、山河襟帯、自然に城を作（な）す。この形
勝により因て新号を制すべし。よろしく山背国を改めて山城国となすべし。また子来の民（主君の元に
喜び集まる民）、謳歌の輩、異句同辞し、号して平安京といふ」と、感動して語られた程、優れた立地
でした。このお言葉は、奈良時代に土木事業の長官を勤め、近畿地方の整備に貢献した和気清麻呂が、
桓武天皇を現在の東山高台にお誘いし、そこから見下ろせる盆地を進言した際に語られたと言われてい
ます。和気清麻呂は、その後、平安京を造営する責任者となったことから、この話には信憑性がありま
す。
しかし、その盆地の存在を最初に和気清麻呂に指摘した人物は、793 年に悟りを開いた空海ではない
でしょうか。都が直面している諸問題を解決するために、空海は聖地の地理的関係を幾何学的に検証し、
都の新天地をピンポイントで見出したのです。そのツールとして考案したのが、近畿地方を覆う「ダビ
デの星」とも呼ばれる二つの三角形を重ねた「カゴメ印」です。
まず伊勢神宮を頂点として平安京と高野山を結ぶ三角形を基本とします。それに重なる逆三角形は、
再度山を頂点として便石山と国分寺（亀山）を結び、いずれも空海と大変深い係わりのある聖地です。
また、伊勢神宮と高野山を結ぶ直線上には剣山が存在することから、カゴメ印と剣山が意図的に繋がっ
ていることも理解できます。そして驚くことに、伊勢神宮から平安京、及び高野山の距離は全く等しく、
石上神宮から平安京、及び高野山の距離も完璧なまでに一致しているのです。
カゴメ印がユダヤのシンボルであることや、剣山にはイスラエルのルーツが噂されていることから、そ
の共通点を理解し、しかもそれらを幾何学的に統合できるような知識と地理感を兼ね備えていた人物は、
空海以外に考えられません。空海はカゴメ印のデザインを聖地と関連付け、平安京やひいては高野山の
位置までピンポイントで見出しただけでなく、逆三角形の三つの頂点にある聖地に、神宝の所在の謎を
解く鍵を後世へのメッセージとして潜ませたのです。
空海がマスターマインドか?
しかし、どのようにして若年の空海が和気清麻呂と出会い、遷都の立案に関わることができたのでし
ょうか。まず空海は、ため池の多い四国剣山の出身で、土木事業に深い関心を持っていたことから、和
気清麻呂と出会う機会があったのではないかと推測できます。また、和気清麻呂は長岡京周辺を拠点と
する秦氏と繋がりがあり、イスラエルとの噂が絶えない秦氏だからこそ、空海との接点が生まれ、秦氏
を介して和気清麻呂との出会いがあった可能性があります。更に和気清麻呂と空海が再度山で繋がって
いるという事実に注目です。再度山の大龍寺は、お寺を建てる命を受けた和気清麻呂が 768 年に創設し
ましたが、この山こそ、空海が遣唐使として中国に渡る前と後に訪ねて祈願した重要な拠点です。これ
らの理由から、和気清麻呂と空海は平安京造営前に面識があったと思われます。そして空海の才能を知
った和気清麻呂は、彼が見出した遷都の場所を天皇に進言したのでしょう。
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また、二等辺三角形を重ねた細長いカゴメ印であり、正三角形ではない、という指摘については、古文
書に登場する二つの神社を中心として全て対称的に線引きされたカゴメ印であることから、何ら問題は
無いと言えます。新しい都を造営するにふさわしい場所を選別するにあたり、空海は、石上神宮と伊勢
神宮を結ぶ線を中心として、伊勢と剣山を結ぶ線と対称となる線上に平安京の場所を見出しました。ま
た、石上神宮への中心線を挟んで、平安京の対称となる場所を高野山と呼んだのです。つまり伊勢神宮
から平安京と高野山の距離は全く等しく、これらの聖地を結ぶと二等辺三角形になります。更に特筆す
べきことに、伊勢神宮と石上神宮を結ぶ一直線上にある逆三角形の頂点には、剣山と高野山までも一望
することができる、六甲山脈沿いの再度山があることです。そして再度山を頂点とする逆二等辺三角形
の北側には亀山市の国分寺、南側には便石山が存在します。そしてこれら頂点に存在する聖地はイスラ
エルの神宝との関わりがあり、その謎を解くヒントが、実は「カゴメカゴメ」の歌のヘブライ語訳の中
に含まれているのです。
しかしながら、高度な測量技術が存在しないはずの古代社会において、空海がどのようにして正確な
位置を見極めることができたのか、今日では知る由もありません。はっきり言えることは、空海は頑強
な脚力の持ち主であり、全国、至るところを行脚しながら多くの寺院を建立しただけでなく、中国に渡
った際も、太平洋岸から 1,200 ㎞以上離れた長安に数十日で辿り着いた位ですから、正に神業的な地理
感を持っていたのでしょう。また三世紀、唐の時代では、縮尺や方角、距離まで明記する地図を作成す
る手引きが公開され、かなり精巧な地図が作成されていることからしても、それから五世紀を経た空海
の時代においては、かなり高度な技術が活用されていたと想定してもなんら不思議ではありません。そ
の実態は今となっては解明できませんが、いずれにしても、空海の超人的な才能と天命が、不可能を可
能にしたと言えます。
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第8章 空海の知られざる 7 年間
平安京遷都の一大テーマは怨霊・祟りからの開放!
日本の歴史に残る偉大な企業家の一人に、三井物産を総合商社にまで育て上げた益田孝の名前が挙げ
られます。
1848 年、新潟県の佐渡に生まれ、幼い頃より語学に卓越した才能を発揮した益田氏は、12 歳にして
当時東京の麻布善福寺にあったアメリカ公使館に勤務することになりました。14 歳の時には遣欧使節団
に加わる機会が与えられ、明治維新の直後、アメリカの大手商社に入社。そして益田孝の活躍ぶりは、
いつしか井上馨の目に留まり、23 歳にして大蔵省に官吏として入省したのです。その後、これらの功績
が三井家に高く評価され、1876 年、弱冠 27 歳で三井物産の社長に就任します。
今よりも昔の方が年齢にこだわることなく、本人の実力次第で立身出世できるチャンスに恵まれてい
ました。特に益田孝は、語学を特技とし諸外国の知識に長けていたため、その経験とスキルが明治政府
にとって重宝されたのです。
青年時代における空海の活躍
百年前でも年齢の壁を越えて政界、財界で活躍する機会が 20 歳そこそこの青年に与えられたのです
から、更に千年以上も昔となれば、出世の可能性は無限大だったのではないでしょうか。それ故、平安
時代初期の天皇政治の下で、比類なき才能を持った空海が 20 歳を前に政府高官への道を歩み始めたこ
とは、想像に難くありません。大師和讃において「御歳七つのその時に衆生のために身を捨てて」と賞
賛される空海は、15 歳にして論語や孝経を習得、18 歳の時には当時唯一の都の大学に入学して明経道
を専攻し、儒学をマスターしました。そして空海の名声は桓武天皇にも知れ渡り、皇室の側近として活
躍し始めます。
「弘法大師こそ、世界に誇り得る日本の英雄であり聖者である」と、湯川秀樹博士はおっしゃいまし
たが、正にその通りです。
ところが都の現状を目の当たりにした空海は、その栄華と仏教徒の世俗的衰退を危惧し、19 歳で大学
を退学してしまいます。空海が執筆した「三教指帰」には、「朝市の栄華念々にこれを厭い、巌藪（が
んそう）の煙霞、日夕にこれをねがう」と書かれており、空海がどれ程、都の虚栄と宗教の荒廃に嫌気
がさしていたかを察することができます。空海の目に焼きついた都の姿とは、貧困に悩む庶民と病人に
溢れた苦悩の世界であり、それを思う度に空海は学問の追及よりも、むしろ真の道を説いて人々の魂を
救うことを願ったのです。
空海が大学を去った背景には、都の危機もありました。長岡京が早良親王の祟りを始め、地理的要素
に絡む様々な天変地異による危機に陥った際、南都六宗の仏教勢力を嫌っていた桓武天皇は、これらの
問題を解決する糸口を掴むために、宗教アドバイザーを必要としました。そこで召集されたのが奈良で
勉学に励んでいた空海ではないかと推測します。空海は既成仏教勢力と何ら関わりを持っておらず、し
かも梵語や中国語等の外国語だけでなく、仏教思想や日本古来の宗教についても熟知していただけに、
桓武天皇にとっては願ってもない人材だったのです。天皇の悩みを知るやいなや、空海はその答えを祈
り求める為に大学を去り、思いを馳せて奈良の寺院を訪ねて歩き回り、その後大峯山、高野山、伊予の
石鎚山、阿波の大滝ヶ嶽などで修行を重ねます。空海自身この時の自らの有様を、旧約聖書の預言者を
104

髣髴させる「仮名乞児」と呼び、三教指帰には「荒縄を帯として、ぼろぼろの衣を纏った空海の顔はや
つれ、長い脚が骨張って、池の畔の鷺の脚のようになった」と記載されています。そんなところにも空
海が自らに課した過酷な苦行を垣間見ることができます。そして 794 年、空海は土佐の室戸岬、御厨人
窟（みくろど）にて悟りを開きます。
空海が修行の際に時を過ごした大峯山も、実は、高野山と同様に固有の山を指す名称ではなく、吉野
山から熊野へ続く山岳地域を意味しています。丁度その中心に山上岳が聳え立ち、頂上には修験道の根
本道場となった“大峯山寺”が在ります。この大峯山も高野山と同様、四国剣山と伊勢神宮を結んだ一
直線上に存在し、頂上からは、東に伊勢神宮、西には高野山を見渡すことができます。
そしてこれらの聖地と高野山、石上神宮との地理的繋がりに着目した空海は、伊勢神宮と石上神宮を
結ぶ線を中心に、高野山の対称となる地点こそ、平安の都に相応しい聖地であることに気が付いたので
す。そして 794 年 3 月、天皇は遷都の地を和気清麻呂と共に巡覧され、その後、造営が急ピッチで進め
られることになります。
平安初期を賑わす怨霊の大問題
短期間に 2 度に渡る遷都が繰り返された歴史の背景には、怨霊からの開放という問題が潜んでいまし
た。せっかく平城京から長岡京に遷都したものの、直後から怨霊の噂が絶えず、悪夢や天変地異、身の
回りの様々な不幸に桓武天皇は悩み、怯える日々を過ごしていました。その為、再度、都の造営が目論
まれ、遷都にふさわしい新天地を求めた結果が平安京です。つまり、平安京遷都の一大テーマは、怨霊
と祟りからの解放だったのです。そして天皇の命により、あらゆる手段を用いて平安京を鎮護する術が
尽くされました。
まず遷都の立地条件においては、中国古来の教えである「四神相応」に基づき、東西南北が四神によ
って守護され、形勝の地を成すものとしました。前述した通り、四国剣山と伊勢神宮、さらに石上神宮
を結ぶ線、そして高野山との地理的関連性も考慮され、お互いの距離関係も重視されました。その結果、
特定された平安京の地は、鴨川の清流が「青龍」（せいりゅう）の象徴として東に存在し、都の邪気を
逃す山陰道が「白虎」
（びゃっこ）の象徴として西に、また南には川が注ぎ込む巨椋池の「朱雀」
（すざ
く）、北には「玄武」
（げんぶ）と呼ばれる亀と蛇を合体した守護神が守る船岡山の丘陵と、
「四神相応」
の理想的郷であったのです。
また、都を鎮護して怨霊の仕業である天変地異や不幸から身を守るためには、都の四方を寺社で守る
ことも重要でした。そこで桓武天皇は、都の東西南北に大将軍神社を建立し、神々の中でも強大な力が
崇拝されてきたスサノオノミコトを祀ることによって厄払いをし、平安京を鎮護する礎としました。
また、古代より崇拝されて来た磐倉の巨石も、都の東西では観勝寺と金蔵寺、南北では明王院不動寺
と山住神社に祀ることにより、都全体を大将軍と岩の神によって二重に加護することを目論みました。
更に東西北三方を山に囲まれた平安京の南側を守る官設寺院として、796 年には東寺が創建されました。
この東寺こそ、823 年に嵯峨天皇より空海に下賜され、五重塔が建立された後の真言密教の根本道場で
す。
最後に特筆すべきは鬼門を守る延暦寺の存在です。遷都直前の 788 年、最澄が開いた一乗止観院を起
源として創建された延暦寺は、陰陽道の鬼門にあたる都の東北部に位置します。鬼が出入りすると考え
られた鬼門を恐れた桓武天皇は、数多くある寺社の中でも延暦寺を最重要視し、そこで頻繁に加持祈祷
が執り行われました。奈良の南都仏教勢力を逃れて遷都を決断した桓武天皇だけに、神のご加護を求め
るにも奈良仏教の要素を極力排除したことは想像するに難しくありません。しかし怨霊を封じる為には、
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磐倉と大将軍神社、及び延暦寺の加持祈祷だけでは足りないと考えたのでしょうか、例外措置として守
護神の象徴である毘沙門天を、都の北は鞍馬寺に、南は羅城門に置きました。こうして、平安京は造営
当初から神々によって守護されるようになったのです。
平安京の背景に潜むマスターマインド
「怨霊からの開放」という天皇の切なる願いを実現するためのマスターマインドとして、背後で活躍
したのが秦氏、和気清麻呂と空海です。秦氏は、経済的な支援を惜しまず提供し、遷都を実現するため
の原動力となりました。ユダヤにルーツを持つと言われる秦氏にとって、自らの影響力下である山背国
葛野郡周辺に遷都を実現させることは、とても重要でした。秦氏の役割が経済的支援とするならば、和
気清麻呂には建築土木技術における活躍が求められました。長年、日本の国土を歩き回りながら培って
きた和気清麻呂の地理勘と、灌漑及び土木建築技術において、当時彼の右に出るものは誰もいませんで
した。それ故、和気清麻呂には平安京の造営が任されたのです。そして桓武天皇が最も恐れた怨霊を取
り除く為の宗教アドバイザーとして、当時、その語学力、諸外国文化の知識において比類なき名声を得
ていた空海が側近として召され、遷都地の聖別と神宝の移設が任されたのです。こうして、秦氏、和気
清麻呂、空海の三名によるコラボレーションにより、平安京の造営が急遽、実現する運びとなりました。
消息を絶つ空海の行方
平安京の遷都が実現した直後、空海は正式に僧侶となることを願い、剃髪得度の式を受けるため一旦、
奈良に戻り、当時の規定に従って国家試験を受けました。奈良仏教に失望し、大学を中退して修行を積
み、悟りを開いた空海が何故、奈良に戻ることになったのかは後述するとして、空海はその後 2 年間、
奈良大安寺の住僧として、南都六宗の経典等の研究に徹し、796 年、22 歳にして唐より来朝していた泰
信和上より具足戒を授かります。しかし、庶民の救済を忘れて無益な宗教哲学や立身出世を目指すこと
に終始する南都六宗を空海は嫌い「あらゆる僧尼は頭を剃って欲を剃らず」と、痛烈に批判し続けまし
た。
そして祈り求めていたある日、空海は御仏の啓示により「久米の東塔に行くべし」との啓示を受け、
そこで思いもよらず、インド密教をルーツに持つ「大日経」の経典七巻を発見します。
その経典には、仏と我が一体となる即身成仏に至る悟りの教理が記されており、大勢の庶民を救い導
き、怨霊の祟りから天皇を始め、多くの人々を開放することを天命とした空海にとって、正に「生命の
宗教」の基となるべき経典だったのです。その直後 797 年、当時 23 歳の空海は、突如として世俗から
消息を絶ちます。そして 804 年、遣唐使として中国に渡るまでの 7 年間、空海は歴史から姿を消すので
す。

空海の知られざる七年間の秘密

～その 1～

二十三歳にして大日経の経典を手にし、密教の奥義に触れた空海は、それから遣唐使として唐に旅立
つまでの七年間、何をしていたのでしょうか。その空白の期間については空海の伝記にも一切記載が無
いため、多くの大師伝でも知られざる七年間として省略されています。また、例え説明があったにして
も、大日経の経典を入手した後、その習得の為に山奥にこもったとか、もしくは日本国内を旅しながら、
遣唐使として入唐する準備をするために学問や語学に専念していたとのではないかと推測されている
にすぎません。その前提が空海の低い身分であり、唐に渡るための自己資金を蓄える為、多くの苦労を
重ねて各地を旅しながらお布施を募り、また、帰国した僧侶からも話を聞いて学んだであろうと考えら
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れています。つまり一介の新米僧侶として、空海は入唐する為の準備に励んでいたというのが定説です
が、果たしてそうでしょうか?
疑問点は、まず、貧乏と言われた空海が、実は多額の金銭を携えて入唐していることです。空海は、
当初予定されていた二十年に渡る滞在期間に必要な資金を十分に携えていただけでなく、自らが欲する
書籍は何でも手に入れることができた程、ゆとりがあったようです。実際、空海は経典四百六十巻や両
界曼荼羅だけでなく、数々の仏画まで買い求め、そのコレクションの質の高さが最澄の耳に入り、帰国
後、最澄の申し入れに応じて「華厳経」などを貸し出しています。無論、留学が短期間に終了する目安
が付いて余剰資金が生まれたという見方もできますが、いずれにしても貧しい留学生の行動とは思えま
せん。また、消息を絶つ直前の七九七年に空海があらわした「三教指帰」には、空海が大学を離れて山
や難所で修行を積んだことが書かれています。既に山岳宗教の行者となって悟りを開き、平安京の行く
末にも深い関心を抱いていたはずの空海だけに、遷都後の諸問題を耳にし、国家の一大事であると知り
ながら、お布施集めの為に国内を行脚するとか、更なる修行を積むとは考え辛く、大日経を学ぶにして
も七年という期間は長すぎるようです。
しかも唐に向かった八〇四年、空海は通訳者を必要としない程、中国語を流暢に話せたことから、渡
来人と積極的な係わりを入唐前から持っていたと推測できるのです。これらから察するに、空海が遣唐
使となった背景には、明らかに朝廷、及び秦氏の介入と手厚い援助があっただけでなく、そこに至るま
での間、長年に渡り、空海は密かに天皇に仕えていたのです。大学を中退した後、七九四年に悟りを開
いた空海は、遷都への貢献を機に桓武天皇の信任を受け、朝廷の重大なプロジェクトに関与することに
なったと考えられます。そして遷都直後より、南都六宗の本拠地奈良で二年間調査に費やし、密教の経
典を発見した七九七年より入唐するまでの七年間、消息を絶ちます。これは空海の働きについて公にす
ることができない、諸事情が秘められていたからに他なりません。その知られざる七年間の答えを見つ
ける鍵は、空海が消息を絶つ前と後に、どこで何をしていたか、どういう人人と面識があったかという
ことを見極め、それらの共通点から空海が歩んだと思われる軌跡を辿ることにあります。そこで浮かん
でくるテーマが、空海と渡来人との関わり、怨霊からの開放、神宝の行方と密教への導きです。これら
を一つ一つ検証することにより、失われた七年間の真相が見えてきます。

空海の知られざる七年間の秘密

～その 2～

23 歳にして大日経の経典を手にし、密教の奥義に触れた空海は、それから遣唐使として唐に旅立つま
での 7 年間、何をしていたのでしょうか?その空白の期間については空海の伝記にも一切記述が無いた
め、多くの大師伝でも「知られざる 7 年間」として省略されています。また、例え説明があったにして
も単なる憶測にしかすぎず、
「大日経の経典を入手した後、その習得の為に山奥にこもっていた」とか、
「日本国内を旅しながら遣唐使として入唐するための資金作りと、語学の学びに専念していたのではな
いか」と言われています。その前提は空海の低い身分であり、その為、多くの苦労を重ねて各地を旅し、
お布施を募る必要があったということです。つまり空海は、「一介の新米僧侶として入唐する為の準備
に励んでいた」というのが定説ですが、果たしてそうでしょうか?
知られざる 7 年間の疑問点とは?
疑問点はまず、経済的に裕福でないと言われた空海が、実は多額の金銭を携えて入唐していることで
す。空海は、当初予定されていた 20 年に渡る中国滞在期間中に必要な資金を十分に携えていただけで
なく、自らが欲する書物は何でも手に入れることができた程、ゆとりがあったようです。実際、空海は
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「経典 460 巻」や「両界曼荼羅」だけでなく、数々の仏画まで買い求め、そのコレクションの質の高さ
が最澄の耳に入り、帰国後、最澄の申し入れに応じて「華厳経」等を貸し出しています。無論、本来 20
年を予定していた留学が短期間に終了する目安が付いたので余剰資金ができたのかもしれません。また
恵果和尚からも多くの書籍や秘宝を譲り受けましたが、いずれにしても貧しい留学生の成せる業ではな
いでしょう。
空海が書き著した「三教指帰」には、空海が大学を離れて山岳宗教の行者となり、山や難所で修行を
積み、20 歳にして室戸岬で求聞持法を成就し、悟りを啓いたことが書かれています。それだけに、平安
京遷都に関わる怨霊問題が公然と流布されている国家の一大事の時、自らのお布施集めの為に国内を行
脚して時間を費やすとは思えません。しかも空海程の人物ですから、国内を旅したならば必ずその地域
に何らかの軌跡が残っているはずです。しかし、7 年間何ら空海に関する情報が存在しないということ
は、たとえ旅をしていたとしても、公にはできない理由があったのではないでしょうか。また、既に悟
りを啓いていることからしても、更なる修行体験を積む為に再度、山奥の難所に潜んで瞑想にふけると
も考え難いのです。大日経を学んでいたとしても、空海にとって 7 年という期間は長すぎます。
7 年間の謎を解く鍵はいずこに
謎は深まるばかりですが、前述したとおり空海は朝廷とも既に繋がりがあり、空海の背後には政治的
な働きだけでなく、経済的な支援があったと考えられます。しかも唐に向かった 804 年空海は通訳者を
必要としない程中国語を流暢に話せたことから入唐直前まで渡来人と積極的に係わり合いを持ってい
たと推測できます。都の行く末についても深い関心を抱いていたであろうと考えられるだけに、空海は
何らかの重要な役目を授かり、7 年間それに全身全霊をかけて取り組むことになったのではないでしょ
うか。しかもそのプロジェクト内容は極秘であった為、記録にも残らないほど密かに 7 年の時を過ごさ
なければならなかったと考えるのが妥当でしょう。
これらの背景から、空海の知られざる 7 年間を解明するためには、単に空海の文献を検証するだけで
なく、やはり空海をとりまく政治と宗教の環境を全面的に見直さなければなりません。文化交流の裏に
潜む権力闘争や、怨霊対策に取り組む宗教家らの働き、また知識階級の人脈と相互関係等にも目を留め、
それらがどのように空海の生涯に影響を与えたかを探る必要があります。そして、凄まじい権力闘争と
怨霊問題を肌で受け止めた空海が自ら察した天命をどう捉え、どのように行動するであろうかを推測す
るのです。その空海の歩みを解明するヒントとなる言葉が「渡来人」
「阿刀氏」「神宝」そして「密教」
です。これらのキーワードの意味を再検証することにより、空海の知られざる 7 年間が少しずつ見えて
きます。
渡来人が大活躍する古代社会
6 世紀から 8 世紀にかけて大勢の渡来人が海を渡り、シルクロードの最終地点となった日本に移住し
てきました。特に古代社会のメルティング・ポットとなった奈良盆地の周辺には多くの知識階級層の渡
来人が居住するようになり、大陸文化の流入と共に文化人の交流の場として栄えました。当時、政治や
宗教、文学、農業など、日本の文化全般に多大な影響を与え、古代の日本社会において文化を培う原動
力となったのは、渡来人に他なりません。
例えば 8 世紀に、長岡京（現京都）の周辺に居住していた秦氏、弥坂氏、鴨氏、出雲氏などの有力者
の多くは、渡来系ではないかと考えられます。これらの有力者の経済力と高い教養のレベルは渡来人な
らではであり、その名前の多くがヘブライ語の意味を持っていることからして、渡来系の中には単に中
108

国や朝鮮半島との繋がりだけでなく、イスラエル系の民も複数存在していたと思われます。中でも山背
国で実権を握り、平安京遷都の立役者として活躍した秦氏とイスラエルの関係についての記述は少なく
ありません。秦氏はその財力と大陸文化に繋がる人脈故、桓武天皇の信任を得て、平安京遷都の際には
所有する財産や不動産を献上し、朝廷にとって大きな経済的な支えとなりました。また、平城京から長
岡京への遷都においても、それを指揮した藤原種継の母親は秦氏であることから、一連の遷都の背景に
は当初から秦氏の影響が強く加わっていたと考えられます。
秦氏の他にも、平安初期には注目すべき渡来系人が、多数浮かび上がってきます。まず桓武天皇の母
親は今生天皇の「ゆかり」発言にもあったように、高野新笠という百済の出であり、父方の和氏は武帝
王由来の百済王族です。また、延暦寺を建立し、桓武天皇に仕えた最澄は、後漢の孝献帝の子孫を祖先
とする三津首家（みつのおび）の家柄であり、中国系の渡来人の子孫です。そして空海も、実は母方の
阿刀（あと）氏が帰化人なのです。空海の伯父にあたる阿刀大足（あとうおおたり）は、その優れた教
養と知識が朝廷でも高く評価され、桓武天皇の皇子、伊予親王の侍講を勤めていた程でした。その阿刀
大足が論語、孝経、史伝を中心とした多くの知識を幼い空海に自ら授けたのです。こうして古代社会に
おいては、至るところで渡来系の人物が朝廷に大きな影響力を与える存在となっていたのです。
阿刀氏はイスラエルの出!
空海の知られざる空白の 7 年間の謎を解くためには、渡来人とイスラエルの関係だけでなく、空海の
母方の祖にあたる阿刀氏のルーツを見極めることが不可欠です。まず、阿刀氏が渡来系と言われている
所以について検証してみました。阿刀氏は安斗氏とも書き、物部氏の系列の氏族です。平安遷都の際に、
阿刀氏の祖神は河内国渋川群（今日の東大阪近辺）より遷座され、京都市右京区嵯峨野の阿刀神社に祀
られました。明治 3 年に完成した神社覈録（かくろく）によると、その祖神とは阿刀宿禰祖神（あとの
すくねおやがみ）であり、天照大神（アマテラスオオミカミ）から神宝を授かり、神武東征に先立って
河内国に天下った饒速日命（ニギハヤヒノミコト）の孫、味饒田命（アジニギタノミコト）の裔です。
平安初期に編纂（へんさん）された新撰姓氏録にも阿刀宿禰は饒速日命の孫である味饒田命の後裔であ
るという記述があり、同時期に書かれた「先代旧事本紀」第 10 巻、
「国造本紀」にも饒速日命の五世孫
にあたる大阿斗足尼（おおあとのすくね、阿刀宿禰）が国造を賜ったと書かれています。古文書の解釈
は不透明な部分も多く、「先代旧事本紀」などは、その序文の内容からして偽書とみなされることもあ
りますが、物部氏の祖神である饒速日命に関する記述については信憑性が高いと考えられます。その結
果、明治 15 年頃、京都府により編纂された神社明細帳には、阿刀宿禰祖味饒田命が阿刀神社の祭神で
あると記載されることになりました。
更に「先代旧事本紀」には、饒速日命と神宝との関わりについても、多くの記述が含まれていること
に注目です。その内容を日本書紀、古事記と照らし合わせて読むことにより、饒速日命の役目がより明
確になります。
まず日本書記によると、天照から統治権の証として神宝を授かった饒速日尊は、弟の瓊瓊杵尊（ニニ
ギノミコト）が日向の高千穂峰に降臨する前に、船で河内国に天下り、その後、大和に移ったとされて
います。
「先代旧事本紀」では、この神宝は天神御祖（アマツカミミオヤ）から授けられた 2 種の鏡、1
種の剣、4 種の玉、そして 3 種の比礼であり、「瑞宝十種（ミズノタカラトクサ）」であると具体的に記
されています。その後、神武天皇が即位する際、饒速日命は瑞宝十種を譲渡し、天皇の臣下として即位
の儀式を執り行い、天皇家に関わる各種の定めを決めることに貢献しました。更に古事記には、神武天
皇の東征に絡み饒速日命に関する記述があります。大和の国へ進出した饒速日命は、その地域を支配し
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ていた豪族の長髄彦（ナガスネヒコ）を一旦は服従させ、長髄彦の妹を妻にしますが、瓊瓊杵尊の孫に
あたる後の神武天皇（カムヤマトイワレヒコ）が東征し、長髄彦を打ち破った際にアマテラスの子孫で
あることを知り、神武天皇に帰順して祭祀の役目を果たすことになります。つまり天照大神の孫である
饒速日命は、天神御祖の勅令をもって神宝を管理し、祭祀の役目を担い、国治めを支えるために尽力し
た大祭司なのです。
これら天孫降臨に関する古文書の記述は、前述した通り、イスラエルの民が西アジアから日本に移住
する際の史実を神話化したものであると考えられます。それ故、饒速日命の神話にも、そのモデルとな
ったイスラエル人が実存し、おそらく祭司の任務を与えられたレビ人ではないかと推察されます。こう
して阿刀氏の始祖は、イスラエル人であるという可能性が浮かび上がってきたのです。つまり、阿刀氏
である母親を持つ空海は、神の民イスラエルの末裔であり、イスラエルの部族の中でも祭司の任務を与
えられたレビ人の血統を持つ、大祭司の子孫だったのです。

阿刀氏が優れた宗教家である理由
空海の母方、阿刀氏は渡来人であり、イスラエルの末裔である可能性が高いということに驚かれる方
も少なくないはずです。しかし古代社会において博学であること自体、渡来人との結びつきなくては説
明することが難しいのです。空海は、母方が渡来人である故に、伯父の阿刀大足から少年時代に多くの
教養を学ぶことができました。また、世界史上ユダヤ人から偉大な人物が多数輩出されていることから
しても、日本が誇る偉大な宗教指導者である空海が、その血統を継いでいるのであれば、むしろ誇りに
思うべきでしょう。阿刀氏の家系は多数の優れた宗教家を輩出しており、法相宗が興隆できた理由もそ
こにあるようです。阿刀氏が活躍した時代を理解し、同じ親族である空海との接点を見出すことが、空
海の知られざる七年間を理解するための大切な鍵となります。
まず、空海の活躍と同時期に法相宗を隆盛に導いた興福寺の善珠に注目です。八世紀の終わり、南都
六宗では経典暗誦よりもその解釈を極めることが重要視され、その結果、法相宗が他宗を圧倒するよう
になりました。当時、法相宗のリーダー格であった善珠は朝廷とも深い関わりを持ち、皇太子安殿親王
の厚い信頼を受けていただけでなく、殉死した早良親王とも交流がありました。この善珠こそ、法相宗
法脈の頂点に立つ玄ほうの愛弟子であり、しかも玄ほうが護身を勤めた藤原宮子との間にできた子なの
です。善珠の卒伝には「法師俗姓安都宿禰」、玄ほうも「玄ほう姓阿刀氏」と書いていることから、共
に阿刀氏の出であることが伺えます。更に「東大寺要録」を参照すると、玄ほうの師である義淵（ぎえ
ん）も阿刀氏なのです。つまり義淵から玄ほう、そして善珠と引き継がれてきた法相宗の法脈は、まぎ
れもなく阿刀氏によって継承され、奈良から平安時代初期にかけて頂点を極めました。
平安初期、朝廷が悩まされた早良親王の怨霊問題についても法相宗は積極的に関わり、特に善珠は、
早良親王の｢怨霊｣を語るだけでなく、霊力をもって鎮めることもできたため、天皇の厚い信任を得まし
た。南都六宗の影響下から逃れるために遷都に踏み切った経緯からして、これまで一見、対立関係にあ
ったと思われていた朝廷と南都六宗との関係ですが、実際には朝廷と法相宗のリーダーは緊密な関係を
保っていたのです。朝廷は怨霊を恐れるあまり、藁をも掴む思いで霊力を有する者であれば躊躇せず登
用しており、最澄ら地元で活躍する宗教家だけでなく、奈良を拠点とする善珠らにも声が掛けられまし
た。こうして法相宗は、多くの優れた宗教学者を輩出し、霊力をもって朝廷に仕え、祭祀役割を担う人
材にも恵まれました。
その法相宗の流れを汲む学者の一人が、空海の母方の伯父である、阿刀大足です。彼は朝廷において
桓武天皇の子である伊予親王の侍講を勤めただけでなく、空海にも教えていました。つまり伊予親王だ
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けでなく、空海も阿刀大足を通じて法相宗の僧侶らと親交を深める機会があったと考えられます。それ
故、空海は南都六宗の在り方を批判することはあっても、友好的な関係を保ち、後に高野山を開いた際
も、穏やかに聖地を構えることができたのです。阿刀氏であるが故、天皇を初めとする朝廷と南都六宗
で一番の勢力を持つ法相宗、双方の人脈に恵まれた空海は、いつしか天皇の信任を得て、それまで誰も
手がけることができなかった極秘調査に着手するよう朝廷より命を賜ったのです。

空海の知られざる 7 年間

～その 3～

空海と法相宗のリーダーである善珠が、阿刀氏という家系の絆で結びついているだけでなく、平安京
の造営を陰で支えた有力者である秦氏とも同じイスラエルのルーツで繋がっている可能性があること
を、これまで解説してきました。 さて、その秦氏の絶大なる支援によって 794 年に平安京への遷都が
実現しましたが、あらゆる怨霊対策がとられたにも関わらず、問題は解決することはなく依然として桓
武天皇を悩まし続けていました。そして朝廷の周辺に不幸と災難が連続して起きている矢先の 797 年、
空海は歴史の記録から忽然と消えてしまったのです。
神宝対策に召された空海
丁度その頃、怨霊対策で躍起になっていた朝廷において、誰も対処できないため放置されている難し
い問題がありました。それが、怨霊対策の切り札とも言える「神宝の移設」です。
天皇と都を守護し、国家の安泰を実現する為に、新都に神宝を移設することが不可欠でしたが、当時朝
廷にはそれを実行出来る者がいなかったのです。なぜなら、太古の時代から誰もが祟りを怖れるあまり、
朝廷内でさえ神宝を触ることはおろか、見ることさえも拒むものが多く、何処にどんな神宝が秘蔵され
ているのかさえも分からない状況にあったのではないでしょうか。
平安京の原型であると考えられるイスラエルのエルサレム神殿では、神殿が建築された直後に、王の
命によって神殿に「主の契約の箱」と「神の聖なる祭具」が運びこまれました（歴代誌上 22 章）。同様
に、平安京においても神宝の移設が強く望まれたのです。
空海の消息が途絶えたのが平安京の遷都直後ということもあり、朝廷が怨霊対策に取り組んでいる真
最中というタイミングから察するに、空白の 7 年間は神宝に関係している可能性が高いと考えるのが妥
当です。阿刀氏の家系から輩出された有能な宗教家であっただけに、空海にとってイスラエルの神宝を
探索することは決して人ごとではなかったはずです。ましてや、故郷の四国においては、剣山の周辺に
イスラエルの集落が存在し、そこに神宝が秘蔵されているという言い伝えがあっただけに、深い関心を
持っていたに違いありません。また、空海の母方である阿刀氏のルーツを遡っていくと、単に秦氏らと
共にイスラエルの起源で繋がっているだけでなく、神宝とも深い関わりのある歴史が存在していたこと
がわかります。つまり、空海が阿刀氏の家系に属する者として、イスラエルの神宝についての知識を事
前に得ていた可能性が高いのです。そして空海は、神宝問題を解決する為の第一人者として朝廷より召
されたのです。この仮説の信憑性を裏付けるのが聖書の記述です。
阿刀氏とイスラエル神宝との繋がり
平安初期の神宝問題を理解するには、まず神宝を、誰が、どのように管理するものであったか、とい
うことを理解する必要があります。阿刀氏と秦氏のルーツを解明することにより、その答えを得ること
ができます。前述の通り、阿刀氏の祖神は饒速日命（にぎはやひのみこと）の裔である阿刀宿禰祖神（あ
とのすくねおやがみ）であり、「先代旧事本紀」には、饒速日命と神宝との関わりについて詳細の記載
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があります。また「新撰姓氏録」によれば、饒速日命は高天原の出自であることが記されています。こ
の高天原こそ、イスラエルの民の祖先「アブラハム」の生まれ故郷であり、国家を失った後に大陸を横
断する途中、滞在した場所でもあります。例え、高天原の場所が明確ではないとしても、阿刀氏のルー
ツが高天原まで遡ることができるということ自体、阿刀氏とイスラエルが深く繋がっていた証拠と言え
ます。それ故、饒速日命が授かったとされている神宝は、イスラエルに属する神宝であったと考えられ
ます。
この阿刀氏とイスラエル神宝との繋がりについては、旧約聖書の記述からも見出すことができます。
そこで、その背景にあるイスラエル 12 部族の歴史、特にレビ族とイスラエルの神宝との関わりと、ユ
ダ族の役割に注目してみました。
レビ族が管理する神宝!
イスラエルという名前は、建国の父であるヤコブの別名であり、ヤコブには 12 人の子供がいました。
一時の奴隷時代を経てエジプトを脱出し約束の地カナンに向かう途中、イスラエルの子供達は神の命に
よって氏族ごとに戸籍登録が行われ、そこからイスラエル 12 部族が始まります。その後、約束の地に
おいて国家を樹立しますが、後日、統一イスラエル王国は分裂し、北王国イスラエルの 10 部族と南王
国のユダ族とベニヤミン族の 2 部族に分かれてしまいます。また、ヨセフの代わりに彼の子供であるエ
フライムとマナセがヤコブの養子として北イスラエル 10 部族の内の 2 部族となりました。その為、当
初 12 人の中に含まれていたレビ族が除外されてしまったのです。何故でしょうか。
答えは聖書の「民数記」に明記されています。レビ族には、神から「幕屋とすべての祭具の運搬と管
理をさせる」という特殊な任務が与えられた為、戸籍登録の対象外となり、イスラエルの部族として土
地を所有することが許されなかったのです。ここで語られている幕屋とは、イスラエルの民が神の住ま
われる聖なる場所として崇めた移動式テント型の神殿のことです。そしてレビ族は神殿の周囲に居住し
ながら、ひたすら神に仕える祭司となりました。それ故、エルサレムにイスラエル神殿が建築された後
も、レビ族は神殿の周囲に居住し、他の部族のように土地を割り当てられることはなく、家畜の放牧地
のみが与えられました。つまりレビ族は神に仕えた優秀な民でありながら、神宝を取り扱う聖職という
立場に置かれた為、資産を持てなかったのです。ここに阿刀氏の家系との共通点があるように思えてな
りません。
さて、そのレビ族の家長であるレビには、ゲルション、ケハト、メラリの 3 人の子供がおり、それぞ
れに幕屋の勤めが告げられました（民数記 3 章）。中でもケハト氏の役目は「聖所を警護」し、
「契約の
箱、供え物の机、燭台、祭壇、それらに用いられる聖なる祭具、幕、およびそれらにかかわる仕事」に
専念するという重要なものでした。その上、ケハト氏以外は、決してこれらの神宝に触ることができな
いという掟が定められ、神は「ケハトの諸氏族をレビ人の中から断やしてはならない」と告げました。
よって、イスラエルの民の中で唯一、神宝を取り扱うことが許されているレビ族、中でもケハト氏は、
イスラエルの国家に不可欠な存在となったのです。そのケハト氏の出自がモーセとアロンであり、レビ
から 26 代目のヨザダク（紀元前 586 年頃）までその家系が明確に聖書に記されています。
行方がわからなくなったレビ族
ところが、神殿と神宝の管理を任されたはずのレビ族の殆どが、歴史から姿を消してしまったのです。
統一イスラエル国家が分裂した後、紀元前 721 年には北王国イスラエルが、そして紀元前 586 年には南
王国ユダも滅亡しました。国家の崩壊後、北王国の 10 部族は離散して行方がわからなくなり、南王国
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のユダは、捕囚の民としてバビロンに連れていかれ、それからおよそ 50 年後の紀元前 538 年、ペルシ
ャ王の命令により、ユダの捕囚の民は祖国の地に帰還することになります。ところがエズラ書 2 章 40
節によると、帰還した南王国ユダの民の数は部族、氏ごとに数百人から数千人の規模であったのに対し、
レビ族は 74 人、詠唱者は 128 人、そして門衛は 139 人しかいなかったのです。歴代誌上 9 章によると、
詠唱者と門衛もレビ族であり、特に門衛は「神殿の祭司室と、宝物庫の責任」という重責を背負わされ
たため、神殿が建設された際には 4,000 人が任命されたとあります。
ところが、捕囚後に帰還したレビ人の数は 139 人と思いの他、少なく、レビ族全体でも 341 人しかい
ませんでした。その理由について、一般的には祖国におけるレビ族の社会的待遇が良くなかったからと
言われていますが、本当の理由は違います。言うまでもなく、レビ族の大半は国家が崩壊した際に、契
約の箱と共に新天地を求めてアジア大陸を横断する一行と共に、東の島々を目指して旅に出たのです。
神聖な祭具に触れることが許されたのはレビ族だけであったため、預言者イザヤの言葉を信じて大陸を
横断した大勢の民と共に、レビ族は一緒に旅をして契約の箱や神聖な祭具を運搬しなければならなかっ
たのです。
阿刀氏がレビ族である所以
このレビ族の中に、ヘブライ語で

（アタ、Ater）と書くアテル氏がいました（エズラ 2 章 42 節）。

アテル氏は祖国へ帰還する際に、ネヘミアと共に主の契約に調印した神のかしらの 1 人ですが（ネヘ
10:17）、実際に祖国の地に帰還したアテル氏は数十人にも満たなかったようです。そのため、それ以前
に既に大陸を東へと旅立った人々の中にアテル氏が大勢いたと考えられます。
ヘブライ語でアテル（rf@a*）の発音は、日本語の「アト」とも聞こえる為、阿刀氏のルーツがここ
に秘められている可能性があります。そのため阿刀氏からは宗教学者が多く輩出され、博学であったに
も関わらず、経済的にはさほど恵まれることがなかったのではないでしょうか。 レビ族の出自であり、
ケハト氏の裔である阿刀氏の祖先は、土地や財産を所有することが許されておらず、神殿の近くに住ま
い、神殿と神宝を管理する役目を授かっていたのでしょう。そのため阿刀氏の先祖である饒速日命は、
「先代旧事本紀」に記載されているとおり、アマテラスより 10 種の神宝、
「瑞宝十種（みずのたからと
くさ）」を授かったと考えられます。
つまり饒速日命は、イスラエルのレビ族の出として、神殿の宝物庫を管理する責任を担い、その責務
はイスラエルから遠く離れた日本の地において阿刀氏に継承され、そして空海へと引き継がれていった
と考えられます。そしていつしか空海の心の奥には、イスラエルから伝わってきた神宝に対する憧れが
沸き上がってきたのでしょう。その象徴が剣山であり、その情熱が四国八十八箇所に秘められているよ
うに思えてなりません。
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番外編1

詞に秘められた謎

秋田音頭に響き渡るヘブライ語の掛け声!
日本民謡に含まれている意味の不可解な囃子詞の多くは、ヘブライ語にそのルーツがあることを解説
してきました。これらの囃子詞をヘブライ語で意味を辿っていくと、中には日本語の歌詞の流れに従っ
て、それと同じテーマの囃子詞がヘブライ語で綴られている例が少なくありません。しかし実際には囃
子詞の多くに「ヤ」という神を意味する言葉や、既に解説をしてきた「どっこいしょ」
「よいしょ」等、
宗教色が濃いヘブライ語が含まれていることから、囃子詞の背景には日本建国の神を祭ることに関連し
たテーマが見え隠れしています。
民謡の宝庫とも言える秋田県でも、ヘブライ語が短くて覚えやすい印象的なフレーズに纏め上げられ、
独特なイントネーションを持つメロディーとなった事例を見出すことができます。例えば著名な秋田音
頭では、「キタカサッサ」というフレーズが連呼されますが、この意味はヘブライ語なくては解明でき
ません。
「キタ」はヘブライ語で輪になって取囲むことを意味する

（カター）が語源です。この言葉

には「心して待ちながら、期待する」というニュアンスが含まれている為、取囲んで捕まえる、という
意味よりもむしろ、皆で輪になって待ち望むという意味合いで使われます。またヘブライ語では一緒に
なるという意味の

（サカ）という動詞の名詞形で、
「群集」を意味する

（サカ）という言葉があり

ます。これら２つの言葉が合わさって当初「キタサカ」と発音されていたところ、長い間歌われている
内に「サ」が省略されて、最終的に「キタカ」になったと考えられます。そして「サッサ」は既に解説
したように「喜ぶ」という意味です。すると「キタカサッサ」は、
「皆が輪になって、待ち望み、喜ぶ」
ということになります。それ故、皆で輪になって踊り、神の訪れを待ち望み、祝福を願う時に歌い叫ぶ
には、正にうってつけの囃子詞であったと言えるでしょう。
この秋田音頭は江戸時代初期から既に盆踊で唄われており、元来「御国音頭」とも呼ばれていました。
この音頭が著名な理由は、「ヤートセー」という印象的な出足のメロディーと、それに続く地口と掛け
声の連立、そしてその文句の面白さにあるようです。あまり意味の無いような歌詞で唄われていながら
も、多くの人に愛されてきた実績があるだけに、他の民謡とは一線を画しています。
そこで秋田音頭のトレードマークともいえる「ヤートセー」にも注目してみました。ヤートセーの「ヤ」
は勿論、神を意味するヤーウェーの「ヤ」です。では「トセー」の意味はどうでしょうか。「ひとつと
せ」という誰もが良く知っている童歌がありますが、替え歌にも頻繁に使われているこの唄では、数字
を数える度に「とせ」という言葉が繰り返し登場します。「トセー」と良く似た発音を持つヘブライ語
に

（トツィー）という言葉があり、
「取り出す」
「持ち帰る」を意味します。すると「ひとつとせ」

は、
「ひとつ取ろう、持ち帰ろう!」という遊びの言葉として理解できます。同様に「ヤートセー」は直
訳で「神を取り出す」、すなわち、「神を招き出す」「呼び出す」という意味になります。秋田音頭で唄
われる「ヤートセー」とは、お祭りの際に、その場に神様が訪れることを期待する民衆の、招きと祈り
の詞だったのです。

秋田民謡に潜むヘブライ語の数々
民謡の宝庫、秋田県には、三味線の伴奏に合わせながら早いテンポで楽しく歌う、本荘追分と呼ばれ
るお座敷歌があります。この唄の起源は定かではありませんが、本荘は日本海を渡航していた北前舟の
寄港地であり、そこに立ち寄る船員らが遊興の場において、この唄を頻繁に歌っていたことで知られて
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います。昭和 32 年の NHK のど自慢全国大会では本荘追分を歌った歌手が優勝し、この唄が一躍有名に
なりました。
この唄の囃子詞は「キタサー」と「ハー」であり、これらが繰り返し唄われながら、民謡としての盛
り上がりを見せます。これらの囃子詞にもヘブライ語のルーツが潜んでいます。「キタ」は、ヘブライ
語の

（キター）であり、
「王冠」、
「王権」を意味します。
「サー」は「得る」、
「携える」を意味する

（サー）です。それ故、
「キタサー」は「王権を取る」、または「王位に就く」という意味合いになり
ます。そして前述した通り、
「ハー」はヘブライ語で「見よ!」の意ですから、この囃子詞を唄いながら、
実はヘブライ語で、「王の到来を見よ!」と唄っていたことになります。
また同じ秋田県には生保内節（おぼないぶし）という民謡もあります。生保内は街道町として栄えて
いたこともあり、多くの秋田民謡がこの町を発祥のルーツとして広まりました。この生保内節でも「キ
タサノサー」という本荘追分に類似した響きを持つ囃子詞が含まれており、その後「コラサノサー、ド
ッコイショ」と、耳慣れた掛け声が続きます。
まず「キタサ・ノサー」の語尾となる「ノサー」を検証してみましょう。日本語では「ノサ」と聞こ
えるこの言葉は、ヘブライ語の

（ノサッド）が語源であると考えられます。「ノサッド」はヘブラ

イ語で「樹立する」という意味があります。前述したように「キタサ」は「王位に就く」という意味で
すから、それに「ノサー」を合わせれば、ごく自然に「王権が樹立した!」という言葉になります。
次に「コラサ・ノサー」ですが、「コラサ」は「キタサ」と同様に「コラ」に「サー」
が付加された言葉です。
「コラ」または「コル
する言葉に

という語尾

は「声」を意味するヘブライ語です。
「神の声」を意味

（バッ・コル）がありますが、ここでは接頭語の「バッ」が省略され、語源の「コル」

が神聖な声を意味する言葉として用いられているようです。この「声」に、「得る」または「携える」
を意味する「サー」を語尾として付加することにより、
「コラサー」は｢神の御声を携える｣もしくは「神
聖な声を授かる」となります。これに「キタサ・ノサー」と同じく「樹立する」意の「ノサー」という
語尾を付加することにより、「神の御声が成就した」と解釈できます。そしてお馴染みの「ドッコイシ
ョ」は定番の囃子詞であり、「神の助けによって突き進む」の意です。
一見、こじつけのようにも考えられがちなヘブライ語による囃子詞の解釈ですが、多くの民謡で唄わ
れている囃子詞の大半がヘブライ語で容易に解釈できること、それらが神と人間に関わる一貫したテー
マ性を提供していること、そしてヘブライ文化をルーツとする風習が、日本の風土に無数に土着してい
ることを総合して考慮するならば、ヘブライ語ルーツ説が最も自然な選択肢であると断言できるのでは
ないでしょうか。

ヘブライ語が解明する「さんさ時雨」のメインテーマ
宮城県の著名な民謡の一つに「さんさ時雨」があります。この民謡は仙台地方の祝唄として今日まで
多くの人に愛され、歌われてきました。伝説によると、伊達政宗が敵を会津磐梯山の裾野で打ち破った
時に、側近の者が唄った和歌を正宗が後に編纂し、それが「さんさ時雨」の原型となったと言われてい
ますが、定かではありません。いずれにせよ「さんさ時雨」は江戸時代に、はやり唄として普及し、民
謡の中でも名作の一つと言われるまでになりました。
不思議なことに、この唄の歌詞は日本語のようでありながら、言葉の意味が大変分かりにくいのです。
一般的な解釈としては、「さんさ時雨」という天候に関わる記述を男女の情事にかけて、それを「濡れ
かかる」という比喩に結びつけた奇抜な発想がうけ、民謡として高い評価を得るようになったと考えら
れています。確かに江戸時代では吉原を中心に流行した恋歌の「ショーガイナー」と同じ囃子詞がこの
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民謡にも含まれている訳ですから、「さんさ時雨」が情事を例えて歌ったと考えても不思議ではありま
せん。しかし本来は戦勝記念として唄われるべき祝歌の歌詞、「さんさしぐれか、かやののあめか、ハ
ー、ヤートヤート、おともせできてぬれかかる、ショーガイナー」が本当に、恋歌として創作されたか
どうかについては、言葉の流れも大変不可解であり、謎が多すぎます。
「さんさ時雨」は単にその囃子詞だけでなく、歌詞も含めてヘブライ語で解釈すれば、これらの疑問
を解決することができます。まず「さんさ」は日本語では意味が無い為、和歌の出足をなめらかにする
冠頭語と考えられています。しかしこのようなあいまいな解釈よりもむしろ、ヘブライ語で「喜ぶ」こ
とを意味する

（サッサ）が多少訛ったものと考えた方が自然です。そして「シグレ」はヘブライ語

で、
「救済」、
「救い」を意味する

（シグレ）と発音する言葉、そのものです。それ故、
「サンサ・シ

グレ」は戦いに勝利したことを祝って「救いを喜べ!」と歌い叫ぶ、ヘブライ語の囃子詞だったと考え
られます。
次行の「カヤノノアメカ、ハーヤート」もヘブライ語で解釈できます。まず「カヤノ」ですが、これ
はヘブライ語で生きていることを意味する

（カヤ）と、穏やかさや、心地良さを意味する

（ノ

ーム）が合わさって「カヤノーム」となり、その語尾が落ちて「カヤノ」と発音されているのでしょう。
それ故「カヤノ」は「平和な人生」を意味します。次に「（ノ）アメカ」ですが、
「ノ」はカヤノの「ノ
ーム」を繰り返すことにより安堵感を再度強調し、「アメカ」はヘブライ語の

（アメカーヤ）を

語源とした「喜び元気付けられること」、すなわち祝福を意味する言葉です。つまり「カヤノーアメカ
はヘブライ語で、「祝福された平和な人生!」と解釈できます。
そして「ハーヤート」ですが、ヘブライ語では聖書にも頻繁に使われている

（ハヤタ）という言

葉があり、発音では「ハヤト」とほぼ同等です。これは「必ず成る」、「そうなれ!」という願いの言葉
です。これで「さんさ時雨」のメインテーマが解明できました。「サンサシグレ、カヤノーアメカ、ハ
ーヤート」とは、「神の救いを喜べ!祝福の平和な日々となれ!」という祈願の想いを込めた、祈りの叫
びだったのです。

「さんさ時雨」の歌詞をヘブライ語で検証する!
「オトモセデキテヌレカカル、ショーガイナー」というさんさ時雨の歌詞は、日本語なのか、何語な
のかわからない、実に不思議な響きを持っています。ごく一般的には当然ながら日本語として受け入れ
られ、言葉の語呂から察して男女関係の情事に関する記述として理解されています。それがこの民謡が
はやった理由の一つでもあります。しかし通説によると、さんさ時雨の背景はあくまで戦勝記念である
と語り継がれてきた為、その戦勝記念と男女の情事を混合して掛け合わすのはどうも不自然です。そこ
で、この歌詞を再びヘブライ語で検証してみましょう。もしヘブライ語で明らかに戦勝記念に関連する
意味の歌詞として解釈できるとするならば、前述した通り「さんさ時雨」のルーツがヘブライ語である
可能性がますます高くなります。
まず「オトモセデキテ」に注目です。この言葉は 3 つのヘブライ語、「オトモ」「セデ」「キテ」から
構成されていると考えられます。
「オトモ」はヘブライ語の

（オトム）がルーツで、
「止める」また

は「閉ざす」を意味します。「セデ」はヘブライ語で戦場を意味する
です。そして「キテ」は「清められた」を意実する

（セデ）であり、発音も一緒

（キーテ(ァ)）の語尾が脱落したものでしょ

う。すると、「オトモセデキテ」はヘブライ語で、「戦いは終わり、戦場は清められた!」という意味に
なります。
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「ヌレカカル」も同様にヘブライ語で解釈できます。「ヌ」「レカ」「カル」という３つのヘブライ語
で構成されたこの言葉は、まず （ヌ）の、「今、行け!」という意味を持つ命令形の言葉で始まってい
ます。次に「レカ」ですが、これはヘブライ語で「捕虜にする」、「陣取る」を意味する

（レカ）で

「濡
す。そして「カル」は「簡単に」という意味の （カル）が語源です。すなわち「ヌレカカル」は、
れかかる」という情事を示唆する日本語のように聞こえても、実はそうではなく、ヘブライ語で「今、
行って即座に陣取れ!」という意味の言葉だったのです。
「オトモセデキテヌレカカル」はヘブライ語で
解釈することにより、確かに戦勝記念の唄としてふさわしい意味を持つ言葉であったことがわかります。
さて、残るは囃子詞としても名高い「ショーガイナー」の検証です。これはヘブライ語で解釈できる
だけでなく、その意味をもって前節との関連が明らかになります。
「ショーガイナー」は「ショー」と｢ガ
イナー｣という 2 つのヘブライ語から成り立っています。「ショー」は
城壁を意味します。
「ガイナー」は「囲む」または「守る」を意味する

（ショー）、ヘブライ語で壁、
（ガナン）をルーツとした

（ガイナ(ット)）です。すなわち「ショーガイナー」は「城壁を守れ!」というヘブライ語の勅令だっ
たのです。
一見日本語では不可解な「さんさ時雨」の歌詞は、男女の情事にかけているようにも考えられますが、
実はヘブライ語で理解する方が自然です。この民謡は、戦勝を記念して歌った勝利のヘブライ賛歌だっ
たのです。
「戦いは終わり、戦場は清められた。今、その地を我が領土とせよ。そして城壁を守るのだ!」
このような歓喜の思いが込められた歌詞だったからこそ、例えその意味が不透明になっても、後世まで
伝承され続けたのでしょう。

ヘブライ語で解明できる囃子詞の数々
秋田民謡に「姉コもさ」と呼ばれる恋心を歌ったロマンチックな民謡があります。この唄は元来銭吹
唄の一つで、鉱山で働く職人によって精錬する際のリズムに合わせて歌われながら広まりました。「姉
コもさ

ヤーエー」と抑揚をつけて声高らかに叫ぶところからこの唄は始まりますが、「姉コもさ」の

意味は日本語ではわかりにくいだけでなく、ヘブライ語で創造主の神を意味する「ヤーエー」という言
葉がその直後に続くことから、この歌詞の謎はヘブライ語で解明できそうです。
「アネ」という発音を持つ言葉はヘブライ語で
ですが、これはヘブライ語で

（アネ）と書き、
「私」を意味します。次に「コモ」

（クム）と発音される「立ち上がる」を意味する言葉でないかと思わ

れます。この言葉の発音は「コモ」とも聞こえます。この２つの言葉を繋げると「アネ・コモ」となり、
「私は立ち上がる」という意味になります。そして語尾に「前に進め」という意味を持つ

（サ!）を

付加することにより、
「姉コもさ」はヘブライ語で「私は立ち上がって前進する!」という意味になるこ
とがわかります。
さて、騒ぎ唄で陽気に歌われている「ハットセ」という囃子詞にも注目してみましょう。宮城県民謡
である塩釜甚句や石投甚句に登場する「ハットセ」のルーツは、岩手県民謡の「南部アイヤ節」で使わ
れている「ハットサッセ」という囃子詞にあると言われています。それが時間を経て「ハットセ」に訛
ったというのが定説です。そこで「ハットサッセ」の意味をヘブライ語で検証してみました。ヘブライ
語には日本人の耳には「ハット」とも聞こえる
あります。その語尾に「喜ぶ」の意味を持つ

（フット）という言葉があり、
「叫ぶ」という意味が
「サッサ」を加えると、
「ハットサッサ」というヘブラ

イ語の掛け声になり、合わせて「喜び叫ぼう!」という意味に解釈できます。このヘブライ語がいつし
か日本語で「ハットサッセ」と発音され、最終的にはそれが訛って「ハットセ」となり、多くの民謡で
歌われるようになったのでしょう。
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他にも大変興味深い囃子詞があります。例えば「エンヤー」という甲高い歌声で親しまれている囃子
詞も、実はヘブライ語にルーツがあるようです。

（エン）はヘブライ語で「泉」を意味します。
「ヤ」

は神の呼び名です。つまり「エンヤー」は「神の泉」を意味します。それ故、海や川、湖畔で歌われる
民謡において、水の恵みを背景に歌う囃子詞として多用されるようになったと推測できます。
また「ソレソレ」という大変聞き慣れた囃子詞も、そのルーツをヘブライ語で解明することができる
のです。ヘブライ語には「頑張れ!」という意味を持つ

（サラ）という言葉がありますが、それを強

調すると、言葉が重なり「サラーサラー」となります。それがいつしか日本語では「ソレソレ」と発音
されるようになったものと考えられます。だからこそ、「ソレソレ」と囃子詞が唄われるお祭りの背景
には、何かしら一生懸命頑張る人々に声援を送る祭り人の姿があるのではないでしょうか。
このように囃子詞のヘブライ語ルーツを辿ると、単に発音が日本語とマッチングするだけでなく、そ
の意味が周囲の環境とお祭りの背景に繋がっていることがわかります。

『大魚唄い込み』にちりばめられたヘブライ語の思い
函館港を題材として作曲され、民謡大会でも開幕の唄として頻繁に用いられている『出船音頭』では、
「エッサ、エッサ」、
「ホーイサ」という誰もが聞き慣れた囃子詞が唄われます。ヘブライ語には

（イ

ェシャ）という「救い」を意味する言葉があります。この言葉をルーツとして、今日でもヨシュア、イ
エス、イサ等の人名が世界各国で使われ、名前そのものが「救い」、
「救世主」を意味します。特に「イ
サ」はイスラム圏を中心として、イエスキリストの呼び名として用いられていることは注目に値します。
その「イサ」、または「イッサ」が多少訛って「エッサ」になったのではないでしょうか。そして「ホ
ーイサ」の「ホー」は、
「栄光」を意味する

（ホード）というヘブライ語でしょう。実際の発音では

「ホー」と聞こえるため、２つの言葉を合わせて「ホーイサ」となります。つまり「ホーイサ」は「栄
光イエスにあれ!」という信仰の叫び声だったのです。
さて、宮城県民謡の『大漁唄い込み』では、お馴染みの「エンヤー・ドット」という掛け声で唄が盛
り上がります。これは皆で一緒に舟をこぐ場面で、互いに意気揚々と力を込めるような時に唄われる囃
子詞です。「エンヤー」は既に解説したとおり、ヘブライ語で「神の泉」を意味しています。その語尾
に「ドット」がつくのですが、この言葉の発音は掛け声としては不自然な響きがあり、何の理由もなく
自然と形成された語尾とは考えにくいため、当初から意味のある言葉を語尾に付け足したと想定する方
が自然です。するとヘブライ語で「愛されている者」を意味する

（ドッド）という言葉が浮上し、

これが語尾になったと推測すれば、
「エンヤー・ドット」は「愛されている者よ、神の泉だ!」という歓
喜に溢れた感嘆詞になります。神が与えてくださった海や川、湖等の恵みの水に民衆が預かった時に、
きっと感謝の意を込めて叫ぶ言葉として用いられたのでしょう。自らが神様から愛されている選民だ、
という信仰告白の想いが秘められている、貴重な囃子詞の一つです。
『大漁唄い込み』には、他にもサーヨー、トーエー、アレワエー、ヨーイトナー等の囃子詞が含まれ
ています。
「サーヨー」は「知る」という意味で用いられる

（サアー）に、神を意味する「ヤー」が、

語尾として「ヨー」と発音されるようになり、合わせて「神を知れ!」「神と交われ!」という意味を持
つ言葉になった可能性があります。次に「トーエー」は、ヘブライ語の

（トーヘイ）という「清め

られた」、「一掃した」の意味を持つ言葉そのものです。「大漁唄い込み」の歌詞では「寺もない、トー
エー」と続くため、言葉の意味合いもぴったりです。また「アレワレー」は、「ヘブライ人の神」を意
味します。ヘブライ語で神を意味する言葉は複数ありますが、特に
を意味する頭文字として頻繁に使われています。またヘブライ人は
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（エレ）、または

（エル）は神

（イヴレー）と呼ばれ、「イワ

レー」という発音に聞こえます。この 2 つの言葉を合わせると、
「エレ・イワレー」となり、それが「ア
レワレー」という「ヘブライ人の神」を意味する囃子詞になったと考えられます。そして「ヨーイトナ
ー」は「ヨー」が神を意味し、それに

（イトナー）という「定める」という意味の言葉が付け加え

られ、「神の定め」、「神のご計画」という意味を持つようになったのです。

『大魚祝唄』の囃子詞に秘められた新天地への想い
函館の出船音頭と同様に、宮城県にも大漁を念願して祝う大漁祝唄が複数存在します。これらの祝唄
には「神の泉」を意味する「エンヤー」という囃子詞が頻繁に用いられていますが、中にはあまり聞き
慣れない囃子詞を含む唄もあります。宮城県仙台より南へ１０km 程離れた所にある名取市を発端として
広まった閖上（ゆりあげ）大漁祝唄では、唄の始めから「チョイチョイ」、
「アリャエー」、
「エノソーリ
ャ」、そして「エンヤサー」と、リズミカルな囃子詞が次々と飛び出してきます。大漁を祝い、人々の
食卓を潤すことに感謝を捧げるのが大漁祝唄の主旨ですから、これらの囃子詞にも意味が無いはずはあ
りません。
「チョイ」

（tso'ed）は既に解説したとおり、
「前進せよ!」という意味のヘブライ語です。次に

「アリャエー」ですが、これもヘブライ語で同じ発音を持つ

（‘aleeyah）があり、元来「登る」と

いう意味だったものが、いつしか「イスラエルに移住する」という趣旨で使われるようになりました。
それ故「チョイ、アリャエー」は、
「イスラエルに向かって、前進せよ!」という意味になるのです。こ
こで言うイスラエルは中近東のイスラエルではなく、新しい約束の地である東の海の島々であり、それ
が最終的に日本であったということは以前述べました。つまり国を失った神の選民が、新天地を捜し求
めてアジア大陸を渡り、海を超えて探しあてた約束の地が日本だったのです。また「エノソーリャ」は
「人類」を意味するヘブライ語の

「エノシュー」の語尾に神の「ヤ」が付加されて「人類の神」

という意味を持つ言葉となり、「エノシューヤ」が訛って「エノソーリャ」と発音されるようになった
と解釈できます。最後に「エンヤサー」ですが、これも「神の泉」の意である「エンヤー」に、「前進
せよ」を意味する「サー」が後尾に追加されたものです。
このように、閖上大漁祝唄の囃子詞は、新天地を探し求めて海を渡るイスラエルの民が唄った祝唄で
はないかと推測できます。イザヤの予言により、東の海の島々に新天地があることを信じた民は、「新
しいイスラエルに向かって前進せよ!」「人類の神が共におられる!」「神の泉を目指せ!」と、掛け声を
かけながら、約束の地を目指したのでしょう。そして辿り着いた日本は、水産資源に大変恵まれた島々
であった為、正に「エンヤー」、すなわち「神の泉」の国と呼ばれるにふさわしい新天地だったのです。
大漁祝唄に類似した民謡は日本海側でも広まり、宴会での騒ぎ唄で知られる船方節にも興味深い囃子
詞が含まれています。例えば酒田船方節の囃子詞は「ハァヤッショ、マカショ」ですが、「ハァヤッシ
ョ」はこれまで解説してきた「見よ」を意味する「ハァ」と「神の救い」を意味する「ヨイショ」とい
う、２つの頻繁に使われる囃子詞の組み合わせで出来ています。
「見よ、神の救いを」の意味を持つ「ハ
ヨイショ」は、時間と共に「ハァヤッショ」に訛ったと考えられます。また「マカショ」は

（マ

カシ）という「隠れ場」、
「逃げ場」を意味する言葉が語源です。ヘブライ語で隠れ家は人の救いを意味
します。それ故、語尾に神の「ヤ」を付加して「マカシャ」となり、これが訛って「マカショ」となっ
たのでしょう。つまり「ハァヤッショ、マカショ」こそ日本を発見した時の喜びの声なのです。
「見よ、
神の救いを!神の隠れ家である新天地を」。
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驚くべき真実が秘められた「庄内おばこ」
民謡で唄われている囃子詞の意味をヘブライ語で解明すると、その大半がヤーウェーの神や救い主を
誉め讃えること、もしくは約束の地に向かって進軍することに関連していることがわかります。しかし
中には男女の恋愛感情を唄う囃子詞があることも見逃せません。
「おばこ節」の囃子詞がその一例です。
「秋田おばこ」、
「米沢おばこ」そして「庄内おばこ」に代表される「おばこ節」は山形県や秋田県を中
心に唄われている著名な民謡です。この「おばこ節」は、庄内地方で普及した「縄ない唄」がその元唄
となり、次第に「おばこ」という言葉が「娘」という意味で理解されるようになりました。そして稲の
切り株で作った人形を「おばこ」と呼び、プレゼントするという風習が実際に始まったのです。こうし
ていつしか「おばこ」は恋人の代名詞となり、愛する人をテーマとして唄う民謡として広まりました。
その「おばこ節」のルーツと言われている「庄内おばこ」には、「コバエーテ」という興味深い囃子詞
が含まれています。唄の中で繰り返し叫ばれるこの不可解な詞の意味は、ヘブライ語で解明することが
できます。「コバエーテ」は 2 つのヘブライ語から構成されています。まず「コバ」はヘブライ語で義
務や義理、強い気持ちを表す

（kohvah、コバ）。そして「エーテ」は「彼女と共に」を意味する

（eetah、イーテ）です。この 2 つの言葉が合わさって「コバエーテ」となり、
「彼女のそばにいたい」、
「彼女と共にいなければならない」という意味を持つ情熱的な言葉となりました。
ところで肝心な唄の名前に登場する「おばこ」ですが、この言葉もヘブライ語で解明することができま
す。まず「お」ですが、これは栄光を意味する

（hod、オッ）と理解することができます。そして

（bekhor、ベコ）は長子、すなわち最初に生まれた初子を意味します。すなわち、この 2 つの言葉を合
わせると「栄光ある初子」という意味を持つ「オベコ」という言葉になります。
ヘブライ文化圏を含む西アジアにおいては、最初に生まれた子供に与えられる長子の特権が大事にさ
れています。そして初子を神に捧げることや、大切な長子の特権を奪い合う物語などが聖書にも記載さ
れている通り、このコンセプトは宗教観に根付いているのかもしれません。ところで、神から祝福を受
けた究極の長子、神の一人子と言われたのが、イエスキリストです。「おばこ」の「お」という頭の言
葉が「栄光」を意味するだけに、どうも「栄光の長子」とは、イエスキリストを暗示しているように思
えてなりません。
唄の題名である「オバコ」と囃子詞の「コバエーテ」は一見、なんら関係ない言葉に思えますが、実
は 2 つの言葉は密接につながっています。「おばこ、来るかやと」とは、愛する女をひたすら待つ唄と
して理解されていますが、実は「おばこ」は娘ではなく、「神の初子」であるイエスキリストが元来の
意味であり、その初子を慕い求める信仰告白だったのです。また熱烈な恋愛感情を唄った「コバエーテ」
は、愛する「おばこ」と共にいたい、という思いが込められていますが、実際には枕詞のように、「お
ばこ」は女性ではなく、神の一人子キリストを意味していたのです。そして「おばこ」を熱唱する民衆
は、知らず知らずの内に、
「おばこ、コバエーテ」、
「栄光の長子と共にいませり」、と唄っていたのです。

昭和の民謡にも息吹くヘブライツールの囃子詞
民謡の作詞・作曲には、歌い手が声高らかに喜び唄う囃子詞の活用が不可欠です。これらの囃子詞は
どのように伝承されてきたのでしょうか。少なくとも近代史の中ではやはり、囃子詞を伝承する役目を
担った語り部のような方が存在するようです。山形県民謡の「最上川舟唄」を例に、どのようにして囃
子詞が取り入れられてこの民謡が完成したか、その成り立ちを振り返ってみましょう。
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山形県の中心を流れる最上川は日本三大急流の一つです。船乗りにとって、このうねりの強い川を上
手に下るには、常に漕ぎ手と舵取りとの意気投合が求められる為、互いに掛声を叫び合うことが不可欠
でした。これらの掛声は複数の舟唄に囃子詞として取り入れられ、民衆の間にも伝承され続けてきまし
た。

１９３２年頃の話になりますが、NHK で「東北民謡の旅」という本を出版するにあたり、最上川

周辺で古くから唄われている民謡を紹介することになりました。そこで NHK から依頼を受けた歴史家の
渡辺国俊氏は、当時酒田市で船頭をしていた老婆から「酒田追分」を教えて頂き、その唄に最上川周辺
で聞いた掛声をうまく組み合わせて「最上川舟唄」の原型を書き上げました。ところが、この自信作と
思われた民謡に対し、当時東北民謡の権威とも言われた後藤桃水先生から、最上川の情緒を唄うにして
は心遣いに欠けているという指摘があり、作曲し直すことになったのです。そこで今度は民謡家の後藤
岩太郎氏の力を借りて最上川周辺を再度探索し、舟唄の掛声を熟知する船頭の後藤作太郎氏と出会うこ
とができました。その結果、歴史家と民謡家そして船頭３人の協力によって、既存の掛声をうまく取り
まとめるだけでなく、そこに「ボルガの舟唄」というロシア民謡の音楽的要素を取り入れ、今日の「最
上川舟唄」が完成したのです。
この舟唄では、「ヨーイサノ

マガーショー

エンヤーコラ

マーガセー」という４つのフレーズか

らなる囃子詞が繰り返し唄われます。ヨーイサノの「ヨー」はヘブライ語で神を意味する「ヤ」とほぼ
「さて、今」を意味します。つまりヨーイサノ
同等の発音であり、
「イサ」は救い主、また （noo、ノ）
は「今こそ神の救なり!」となります。マガーショは栄光を意味する
ことを意味する

（meged、メゲ）と、平安である

（シャアン）という２つの言葉が合わさってメゲーシャーとなり、それが訛ってマガ

ーショ「栄光、平安あれ!」という意味の言葉になったと考えられます。エンヤーコラは既に解説した
ように「神の御声の泉」の意味です。そしてマーガセーはマガーショと同様に栄光の意を持つ
という言葉に、「喜ぶ」を意味する

（メゲ）

（sas、セイ）を足すことにより、「栄光、喜べ!」となります。

更にこの民謡では「エーエンヤーエー

ヤーエー

エーエンヤーエー

エード」と、神の名前である

「ヤーエー」が繰り返し叫ばれます。その意味は「神の泉、我が神」であり、念頭の「エー」はエンヤ
ーを強調するためにリピートされていると考えられます。締めくくりの「エード」は （ed、エード）
という「証人」を意味します。
つまり「最上川舟唄」は、平安と喜び溢れる「神の泉」を「我が神の証」として歌っていたのです。こ
うしてヘブライルーツの囃子詞は長い歴史の中で定着し、新しい民謡の中にも受け継がれていたのです。

福島県民謡に潜むユダヤの告白とは
福島県民謡と言えば、「エイヤー」と甲高い声で始まる「会津磐梯山」が有名です。その名曲に含ま
れるメロディーは東山温泉周辺で唄われていた盆踊りが源流であると言われており、唄に合わせて人々
が夜通し、熱狂的に踊り明かすことでも知られています。この「会津磐梯山」は、唄の合間、一節ごと
に「スッチョイ、スッチョイ、スッチョイナ」と叫ばれるお囃子が含まれます。この囃子詞にもヘブラ
イルーツが潜んでいます。
既に解説した通り、ヘブライ語で

（スッス）は「喜ぶ」、

（tso'-ed、チョイ）は「前進!」
「い

ざ進め!」です。これら２つの言葉が組み合わさって「スッ（ス）チョイ」となり、
「喜び勇んで進め!」
という意味になります。つまり「スッチョイ」とは、日本語の「エイ、エイ、オー!」の雰囲気に類似
した掛声であり、「喜びの気勢をあげて前進!」を意味します。
「会津磐梯山」以外にも福島県には多数の民謡が存在します。特に福島の相馬地方は「民謡のふるさ
と」あるいは「民謡の宝庫」とも言われている程、全国的に著名な民謡が沢山あります。例えば手拍子
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に合わせて囃される「相馬甚句」、踊りながら唄われる「相馬盆唄」、民謡軍歌として著名な「相馬流れ
山」、家を建てる時に唄われる「相馬土搗唄」、手を叩いて囃される「相馬二遍返し」等が挙げられます。
中でも「相馬二遍返し」と呼ばれる民謡のルーツは、羽黒山神社での月例祭で信者が唄った「羽黒節」
にあると言われており、掛け合いで唄われながら広まった民謡です。そしていつしか、宴会、酒盛の席
では必ずと言ってよいほど唄われるまでに民衆に受け入れられ、そのお囃子も自然と覚えられていった
のです。この囃子詞には他に類を見ない異例の発音が含まれています。
この唄の中で繰り返し唄われる囃子詞は、「ハー、イッサイコレワイ、パラットセ」です。早速ヘブ
ライ語で検証してみましょう。「ハー」は前述したとおり、ヘブライ語で「見よ!」という感嘆詞です。
「イッサイ」は旧約聖書に登場するイスラエルの王、ダビデの別名「イッサイ」からきているようです。
「コレワイ」は、「声」の意味を持つ

（コル）をルーツとした、「～の声」を意味する

（コレヤ）

の発音が多少訛って「コレワイ」になったと考えられます。すなわち、
「イッサイコレワイ」とは、
「ダ
ビデの声」の意味になります。「パラットセ」は「パラット」と「セ」という２つのヘブライ語から成
り立っています。ヘブライ語で

（パラー）は「大変優れた」を意味します。その言葉をルーツにした

（（ニ）パラット）は、救いや裁きから逃れる救済の意を含めた「素晴らしい御業」という意味を
持っています。そして「セ」は「喜ぶ」の「サ」が訛ったものであり、囃子詞では「サ」とも「セ」と
も聞こえる場合があります。つまり「パラットセ」は「素晴らしい（神の）御業を喜べ!」という意味
になります。
すると「ハー、イッサイコレワイ、パラットセ」という日本語では全く意味を持たない囃子詞が、い
つの間にかヘブライ語では「注目せよ!ダビデの声、そして神の素晴らしい御業を!」という信仰告白の
意味を持っていることがわかります。福島県を始めとする東北地方は民謡の宝庫であり、そこにはヘブ
ライのルーツが眠っていたのです。

関東民謡にも潜むヘブライ語の影
これまで主に、東北地方を中心に伝承されてきた民謡の中から、ヘブライ語にルーツがあると思われ
る数々の囃子詞を検証してきました。民謡の宝庫と言われている東北地方だけに、単に民謡の数が多い
だけでなく、その中に含まれる囃子詞も圧倒的に豊富です。日本全国を見渡してもこれ程多くの囃子詞
が存在する地域は東北地方以外には存在しません。また、囃子詞の発音そのものに、ヘブライルーツを
見出すことのできる言葉の繋がりが顕著なことも特筆すべき点です。
実際に東北地方から離れて、例えば関東地方で普及している民謡を検証すると、民謡そのものが激減
するだけでなく、そこで唄われている囃子詞もフレーズが短く、東北地方の囃子詞と比較しても、単調
になっていることに気が付きます。草津節にみられる「ドッコイショ」や、八木節の「ホーイサネー」、
秩父音頭の「ハーアーエ（コラショ）、ヨーイトナ」、木更津甚句の「ヤッサイ、モッサイ」、銚子大漁
節の「ハァ、コリャ」、そしてお江戸日本橋の「アレワイサノサ」等が主だった関東地方の囃子詞です
が、いずれも短いフレーズばかりです。それでも、驚くほど東北民謡の囃子詞に類似した言葉の響きを
持っている為、これら関東地方の囃子詞も東北地方と同様にヘブライ語の影響を受けたものが多数ある
と考えられます。そこで、東北民謡の囃子詞に酷似した３つの詞を検証してみましょう。
まず草津節の「ドッコイショ」は全国各地の民謡で唄われている囃子詞であり、ヘブライ語では「神
の助けによって頑張る（押す）!」という意味です。また「ホーイサネー」は、「ホー」、「イサ」、「ナ」
という３つのヘブライ語を組み合わせてできた言葉で、
「救い主（イサ）を誉め讃え、祈れ!」という意
味になります。
「ハーアーエ、ヨーイトナ」もおそらく東北民謡の由来であり、
「ハーヤーエー」という
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「神を見よ!」という詞が訛って「ハーアーエ」となり、そこに「神の定めた人」を意味する「ヨーイ
トナ」が付加されたものでしょう。
次に木更津甚句の「ヤッサイ、モッサイ」ですが、これはヘブライ語で「救い」を意味する
ャ）という言葉がルーツにあります。この「ヤシャ」という言葉を語源として

（ヤシ

（モシャ）と発音す

る言葉も存在し、どちらも「救い」を意味します。またメシアと呼ばれる救世主を意味する言葉のルー
ツも、この「ヤシャ」です。例えば聖書では、救世主が

（モッシア）と呼ばれています。それ故、

この「救い」を意味する「ヤシャ」と「モッシア」を繰り返して「神の救い、メシア!」と叫びながら
「救い主」を賛美している内に、いつしか「ヤシャ、モッシア」が訛って「ヤシャイ、モッシャイ」と
なったのではないでしょうか。
また、お江戸日本橋の「アレワイサノサ」にもヘブライルーツが潜んでいるようです。

（エル）

はヘブライ語で「神」を意味し、
「エル」、
「エレ」や、
「アレ」
、
「アラー」の発音は「神」を意味します。
そして「イサ」は救い主、

（ノサ）は「取り上げる」を意味し、その中間の （ワ）は、
「それ故」と

いう接続詞です。つまり「アレワイサノサ」とは、「神」は「それ故」、「救い主」を「引き上げた」と
いう意味です。すなわちこの一見不可解な囃子詞は、「神は、救い主キリストを、昇天させた」という
意を秘めていたのです。

甲信越地方の山々に響く、ヘブライルーツ民謡
甲信越地方の民謡でも多くの囃子詞が使われています。これらの囃子詞は関東地方の民謡と同様に、
全般的に短いフレーズにまとめられています。まず日本アルプスの裾野で歌い継がれてきた踊り余興唄
「ちょこさい節」から生まれたとされる、「安曇節」の囃子詞「チョコサイコラホイ」を検証してみま
しょう。
「チョコサイコラホイ」は、4 つのヘブライ語によって成り立っていると考えられます。まず
（tsekhok、チェコ）と発音するヘブライ語には「笑い」という意味があります。
「サイ」は、おそらく
「喜ぶ!」を意味する

（sas、サッ）、もしくは「神を喜ぶ」の意でその語尾に「ヤ」を付加して「サ

ヤ」が多少訛ったものでしょう。すると「チョコサッ（ヤ）」は、「笑って（神を）喜ぼう!」という意
味になります。お祭りの場で、みんなで踊って唄うには、もってこいの囃子詞です。また「コラ」は「声」
を意味する

（kol、コル）に由来し、

（bat kol）という「神聖な声」の意を持つ熟語があるよ

うに、この言葉の背景には「神」のニュアンスが含まれています。そして「ホイ」はヘブライ語の感嘆
詞として使われている「あー!」という呻きの意味を持つ

（ホイ）がそのルーツにありそうです。す

ると「コラホイ」は「あ!神の声」となります。つまり「チョコサイコラホイ」は、神の声を求めつつ、
楽しみ、喜ぶことを唄った囃子詞だったのです。神聖な場で笑うとは失礼ではないか、と思われがちで
すが、旧約聖書にはイスラエルのダビデ王が神の御前にて喜び勇んで裸踊りをしたことが書かれてある
通り、お祭りの場で笑って喜び、踊ることは、神の民としては何ら不思議ではない時代でした。
次に「天竜下れば」で唄われている「ホホイノサッサー」を検証してみましょう。「ホホ」はヘブラ
イ語で驚く時に叫ぶ

（ho!、ホ）の繰り返し、もしくは「栄光」を意味する

う。「イノ」は「人間」「人」を意味する

（hod、ホッ）でしょ

（enosh）で、「サッサー」は「喜ぶ」という意味のヘブ

ライ語です。すなわち、「ホホイノサッサー」とは「ああ!人類よ、喜べ!」という感嘆の叫びだったと
理解できます。
さて、長野民謡の伊那節で唄われている「ヨッサコイ、アバヨ」は、著名なヨサコイ音頭の名前と、
「さよなら」を意味する「あばよ」という誰もが聞き慣れている言葉の組み合わせです。「ヨッサ」は
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「ヤシャ」「イシャ」「イッサ」という発音を伴うヘブライ語が「神の救い」を意味していることから、
その同義語として使われていると思われます。また「コイ」は「生きている」
「生ける」を意味する （khay、
「ハイ」と
ハイ）がルーツにありそうです。子音の は強く喉から息を吐き出して発音する言葉なので、
も「コイ」とも聞こえます。すると「ヨッサコイ」には「生ける神の救い」という、神の救いの御業を
誉め唄う意味がヘブライ語にあったことがわかります。
「アバヨ」にもヘブライルーツがあります。
「アバ」は聖書にも明記されている通り、
「父」を意味す
る言葉です。「ヨ」は「ヤーウェーの神」の代名詞となった「ヤ」または「ヨ」と発音されるヘブライ
語です。この２つの言葉を合わせた「アバ、ヨ」は、何とヘブライ語では「父なる神!」という意味に
なります。つまり「ヨッサコイ、アバヨ」とは、「生ける神の御救い!父なる神よ!」と叫び求めるヘブ
ライ語の信仰告白だったのです

続・甲信越地方の山々に響く、ヘブライルーツ民謡
江戸時代、長野県の伊那地方を中心として作られたお米を木曾に輸送する際、その道中で歌われた御
岳山節は、いつしか伊那流の盆踊り唄として変化を遂げ、最終的には１９０８年に伊那節と命名されま
した。この伊那節には、「アバヨ」と言う囃子詞が含まれていて、それはヘブライ語で「父なる神」を
意味することは前述した通りです。今日「アバヨ」は「さようなら」を意味する挨拶の言葉として用い
られていますが、なぜでしょうか。
ユダヤ人の挨拶には、神に纏わる表現が多用されています。たとえば「こんにちは」はヘブライ語で
「シャローム」と言い、挨拶する相手に対して「神様からの平安がありますように」という祝福の言葉
から接する意味があります。また別れの際にはさらに、神や主という言葉を用いて「神が共におられま
すように」ということもあります。つまり「父なる神」というフレーズ自体、別れの挨拶に登場しても
何ら不思議ではなく、むしろユダヤ人にとってはごく当たり前の表現なのです。それ故「アバヨ」は意
図的に「さようなら」を意味する言葉として使われるようになったと考えられます。
同じく長野県には木曾節と呼ばれる著名な盆踊り唄があります。今ではお座敷騒ぎに一役買う単なる
民謡に思われがちですが、この民謡のルーツには、熱い信仰の思いが秘められています。木曾の御岳山
は、元来、霊山として有名で、信仰者が集って修行を重ねる修験道を兼ね備えた山でした。その御岳教
では、信者によって歩き綴られた修験道があり、そこで祈祷を捧げる行者によって歌われたのが、この
木曾節です。この民謡の歌詞にある「中乗り」とは一般的に船頭と考えられていますが、神の言葉を信
者に告げる「中座」（神の依代）を指すという説もあります。その行者が御嶽山への道中で歌った木曾
節の囃子詞が、「ナンチャラホイ」です。
ヘブライ語で「ナ」は「祈り」を意味する
た言葉が

（na、ナ）です。その語尾に子音の （メム）を付加し

（ナアム）であり、
「予言する」
「預言者として語る」という意味を持っています。次に「チ

ャラ」ですが、それと同じ発音を持つヘブライ語に「前に進む」「栄える」を意味する
言う言葉があります。また「ホイ」は、「ああ」という嘆きの意味を持つ

（チャラ）と

（ホイ）ではないかと考え

ます。つまり、
「ナンチャラホイ」とは、御岳山に登る行者が修行の道中で、
「ああ、この世が良くなり
ますように!」と願いを込めて唱える、祈りの言葉だったのです。この面白い言葉の響きは、いつしか
庶民にも口ずさまれるようになり、「ナンチャラ」はもっと語呂の良い「ナンジャラ」に訛っていった
のでしょう。
新潟民謡の岩室甚句では、「弥彦参り」という語句が登場し、その直後「ヨシタヤ」という囃子詞が
続きます。ヘブライ語には「神殿」を意味する
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（ヒコル）という言葉があり、
「ヤヒコ」は「神の神

殿」を指します。すなわち「弥彦参り」は、神の宮にお参りに行くという意味になります。
「ヤシタヤ」
の繰り返しは「神の御救い」を意味する

（ヤシャ）、

（ヤシャアヤ）が多少訛って「ヤシタヤ」

となったのでしょう。神社にて神の救いを切に待ち望む祈りの想いが、岩室甚句には秘められていたの
です。

こきりこ節に秘められたユダヤ民族の史実とは!
お隣の国、韓国でも、朝鮮民族のルーツにユダヤ人が絡んでいるという噂があるようです。ユダヤ民
族には１２部族がありますが、特にダン部族に纏わる話題は多く、朝鮮半島にダン部族が住みついたと
いう伝説は、今日まで語り継がれています。もし、起源前７‐８世紀に国家を失ったユダヤ民族が長い
年月を経て大陸を渡り、日本に辿り着いたとするならば、その旅路の途中にある朝鮮半島にダン部族が
住みついた可能性は十分にあります。このダン部族ルーツ説を裏付けるような民謡が日本に存在します。
東北地方が民謡の宝庫とするなら、朝鮮半島に程近い位置にある北陸地方も引けを取りません。その富
山県にて親しまれてきた民謡の中に、筑子（こきりこ）節があります。筑子とは細い竹２本をかきなら
して奏でる楽器で、その歴史は古く、少なくとも中世まで遡ります。この筑子節の囃子詞は、「マドの
サンサはデデレコデン、ハレのサンサもデデレコデン」という日本語では不可解なものです。しかしヘ
ブライ語で解読すると、驚くことにそこにはダン部族の移住に関する意味が秘められていたのです。
（khok、コッ）と、本や記録の

（kerekh、

ケレッコ）という２つのヘブライ語が繋がっている言葉で、「律法の本」を意味します。

（コッ）に

まず民謡の題名である「こきりこ」ですが、これは律法の

はユダヤ民族が約束の地に帰郷するというニュアンスがあるため、「こきりこ」には「帰郷録」のよう
な意味合いも含まれます。
さて、この民謡で繰り返し唄われる「デデレコデン」は、一般的には太鼓の音を擬したものであると
言われています。また「マドのサンサ」や「ハレのサンサ」は、意味の不明な囃子詞であるというのが
通説です。しかし「サンサ」はヘブライ語で「喜ぶ」を意味する

（サッサ）に発音が酷似している

ことから、この囃子詞もヘブライ語で解明できそうです。
では「デデレコデン」をヘブライ語で読んでみましょう。ヘブライ語には「道」の意を表す
デレコ）に接頭語を付加した

（derekh、

（baderekh、バデレコ）という言葉があり、
「進行中」を意味します。

この「バデレコ」が「デデレコ」の語源です。「デン」はイスラエル部族の名前である「ダン」が多少
訛って「デン」になったのでしょう。つまり「デデレコデン」とは、ダン部族が新天地へ向けて移動を
続けている勇士を唄っているのです。
次に「マドのサンサ」ですが、ヘブライ語の

（moed、モェッド）は実際の発音が「マド」とも

聞こえ、
「祭り」や「祭日」を意味します。
「の」は恐らく願いをこめて「祈る」ことを意味する
ナ）と思われるため、

（na、

「マドのサンサ」は、「祭りだ!祈れ!喜べ!」という歓喜の叫びであると理解

できます。また「ハレのサンサ」の「ハレ」とはヘブライ語で、

（halel、ハレ）という「祭日に

神を誉め讃える」祈りの言葉であり、「ハレルヤ」という言葉のルーツでもあります。すなわち「ハレ
のサンサ」は「神を誉めよ!祈れ!喜べ!」という大胆な信仰告白だったのです。
大陸からの移動を続けるダン部族が祭日に神への祈りと喜びを讃えた言葉が、どうやら筑子節の囃子
詞に集約されているようです。それ故、筑子節はその名のごとく帰郷録であり、ダン部族の民族移動と
いう史実がその背景にあるのではないでしょうか。
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富山民謡の異色な響きに秘められたユダヤ人の思いとは
民謡の宝庫と言われている東北地方に負けるとも劣らず、富山県には多くの民謡が存在します。特に
五箇山地方と呼ばれる袋小路の村落においては、古くから筑子（こきりこ）節などの民謡が多数、歌い
継がれてきただけでなく、これら民謡の多くには、他の地方でも類を見ない独特な囃子詞が含まれてい
ます。中でも軽快なリズムにのって唄われる「トイチンサ」の異色な響きには特筆すべきものがありま
す。そこで唄われる歌詞のおよそ半分は、訳の分からない不可解な囃子詞の連続であり、正に日本語離
れしているからです。
「トイチンサ」の語源は、古事記や日本書紀にも登場するミソサザイという体長 10cm 程の小さな鳥
に起因すると言われています。五箇山地方では、このミソサザイを「サイチン」と呼びます。この鳥が
人里を訪れ、樋（とい）に舞い降りて来ることから、「トイのサイチン」と呼ぶようになり、それがい
つしか略されて「トイチンサ」と囃されるようになったと解釈されています。そしてサイチンは体が小
さくても、大きく「チリチリ」と楽しそうに朝夕さえずるため、その声を聞いた人々が、サイチンと同
様にいつも一生懸命、元気に働くことができることを祈願して唄ったのが、この囃子詞の所以だそうで
す。しかしお祭りの唄に、鳥と樋を結び付ける解釈には、少々無理があるようです。
ヘブライ語で「トイチンサ」を解釈すれば、その題名だけでなく、これまで不可解だった囃詞の意味
も理解することができます。まずは題名の「トイチンサ」ですが、これはヘブライ語の
トエッド）と

（tso'ed、

（eenshallah、エンシャラ）という 2 つの言葉が語源にあります。前者は「行

進」、後者は「神の御心により」を意味し、合わせて「神の（御告げによる）行進」となります。また
発音においては「トイッディンシャラ」となり、これは早く発音すると「トイチンサ」とも聞こえます。
この題名から「トイチンサ」という唄がユダヤ人の信仰に深く関わっていることがわかります。
次に「ヤレカケ、ハヤセヤ」と「ヤサレーチ、トチレーチ」と唄われる囃子詞を検証してみましょう。
「ヤレカケ」は「神」を意味する「ヤ」に、
「万歳」
「健康であれ!」の

（le-khayekhem、レカェケ

ム）が付加された言葉です。その発音は「ヤレカェケ（ム）」となり、
「神に万歳!」の意味です。
「ハヤ
セヤ」は、ヘブライ語で「真っ直ぐ」を意味する

（haysher、ハヤセー）という言葉の語尾に「ヤ」

が付いて、
「真っ直ぐの神」という意味になります。また「ヤサレーチ」ですが、
「残留者」を意味する
（sareedey、サレーディ）と発音するヘブライ語に神の「ヤ」を付加して「ヤサレーディ」とすれ
ば、「神の（選ばれた）残りの民」という意味になります。この言葉の背景には、ユダヤ人が国家を失
った際に、残された一部の民が、選ばれた「神の民」として約束の地を受け継ぐという聖書の教えが秘
められています。最後に「トチレーチ」ですが、これはその発音とほぼ類似した

（totseret、

トチェレート）というヘブライ語が語源です。この言葉は「生産する」、
「作る」という意味を持ってい
ます。
遠い昔、ユダヤ人が約束の地である日本という新天地で祝福されたことを唄ったのが「トイチンサ」
です。いつも神を誉め讃え、ひたすら真っ直ぐに行進した神の「残りの民」が、この日本の地で授かっ
た豊かな恵みを、この民謡の囃子詞は語り継いでいます。

能登民謡に込められた励ましのヘブライ語。
石川県を中心に北陸地方で唄われている民謡の中に、「能登麦や節」があります。この民謡は「麦や
節」の原曲となった名曲であり、石川県の無形文化財にも指定される程、素朴で落ち着いた響を持つ民
謡として有名です。面白いことに、その歌詞のルーツは能登半島で作られるそうめんにあると言われて
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います。そうめんは小麦を原料として作られていることから、そうめん屋は以前「麦屋」とも呼ばれて
いました。そうめん作りは小麦を石臼で引く作業にはじまり、夜通し入念に伸ばした麺を朝方には干す
という、想像以上に大変な仕事で、麺職人は徹夜を覚悟で作業をしたそうです。そんなつらい仕事の中
で、互いに励ましあい、心に活気をつける為に唄われたのが、この「能登麦や節」です。そして夜通し
働く職人の元気の秘密が、この唄の囃子詞に秘められています。
この民謡の囃子詞は「ヤーイナ」と、その語頭の「ヤ」が落ちた「イナ」、そして「チョイト」です。
まず「ヤーイナ」ですが、
「麦や小麦はイナー」
「刈るがヤーイナ」と唄われる「イナ」の返し唄は、能
登民謡の特徴でもあり、独特の響きを持っています。日本語では意味が不透明なこの「ヤーイナ」とい
う詞も、ヘブライ語では重要な意味を持っています。

（eenah、イーナ）と発音するヘブライ語は、

「～が授けて下さる」「成される」、という意味があります。そこに神を意味する「ヤ」が加わり、「ヤ
ーイナ」とすれば、「神が授けて下さる」、「神が成してくださる」という意味の言葉になります。どん
なつらい時でも神の助けにより、仕事を成し遂げることができる、という思いが込められた囃子詞なの
です。
また「ヤーイナ」に続いて唄われる「チョイト」という囃子詞も、同様にヘブライ語で解釈できます。
ヘブライ語の

（tso'ed、チョイッド）は、
「行進」
「前進」を意味します。
「チョイト」はまさにそ

の「前進せよ!」という掛け声なのです。それ故「能登麦や節」では、
「麦や小麦」
、「刈る」こと「年」
や「米」は、まず神が与えてくださる恵みを表す言葉として「イナ」、
「ヤーイナ」という囃子詞になり、
その唄の勢いに乗って、
「チョイト!」、すなわち「頑張って前進しよう!」と、掛け声がかかったのでし
ょう。こうして夜通し麦をこねる大変な作業を、お互いが励ましながら続けていくことができたのです。
「能登麦や節」を原型として、後日その後継とも言える「麦や節」が広まりました。そしてその名声は
原曲を超えることになります。ごく一般的に「麦や節」のテーマは、さっさと刈り取られてしまう短命
の麦を、自分達の哀れな姿に例えて唄ったものと解釈されているようですが、ヘブライ語で読むと、明
らかにオリジナルの「能登麦や節」と同じく、「元気はつらつ」の願いがこめられていることがわかり
ます。
「麦や節」の囃子詞は「能登麦や節」と同様の「ヤーイナ」に「ジャントコーイ」が加わります。ヘ
ブライ語で
なります。また

（tsa'ad、チャアド）は、前述した

の過去形であり、「行進した」という意味に

（khay、カーイ）という言葉は「活き活きと」を意味します。この 2 つの言葉が組み

合わされて「ジャ（チャ）アドカーイ」となり、いつの間にか訛って「ジャントコーイ」となったと考
えられ、「元気一杯に進んだ!」という意味になります。「麦や節」はどんな時でも、元気を出して歩み
続けるための励ましの唄だったのです。

囃子詞に秘められた謎

～ヒュールリーの秘密

歌手の森昌子さんが唄う名曲「越冬つばめ」に「ヒュールリー」という有名な歌詞があり、流れるよ
うなメロディーと共に、人々の心に深い感銘をもたらします。真冬の冷たい風が吹き抜ける「ヒュー」
という風の音に、吹雪に打たれながらも寒さに必死に堪えて生きていく冬のツバメの姿が想いおこされ、
それが女心のせつなさ、空しさというテーマにうまくブレンドしています。作者が何故、風の音を「ヒ
ュールリー」と表現したかは定かではありません。「ヒュー」という風の音を口ずさんでいるうちに、
メロディーと合い重なって「ヒュールリー」と語呂が変化したのかもしれませんが、単なる風の音でし
たら、その語尾に「ルリー」と付けることはないはずです。もしかして「ヒュールリー」の原点は、
「ヒ
ュルヒュル･･･」という民謡の囃子詞にあるのではないでしょうか。
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「おばば」と呼ばれて親しまれる岐阜音頭でも「ヒュル」という囃子詞が繰り返し唄われ、このよう
な民謡からヒントを得た可能性があります。そしてこの「ヒュル」という言葉はごく普通に笛や風の音
に考えられがちですが、それにはある想いが秘められていたのです。
岐阜の山岳地域と言えば、日本でも名高い霊山がある場所として有名です。古くから農村にて祝宴の
唄として歌い継がれ、今日では酒席をしめくくる打ち上げの唄として知られているこの唄の特異な点は、
まず発祥の原点が不明であり、少なくとも老婆の唄ではないというのが定説であることです。また、
「ソ
ーラバエー」と「ヒュルヒュル」という不可解な囃子詞が、この唄の意味合いを更に不透明にしていま
す。しかし地域によって歌い方が大きく異なっているにも関わらず、「孫を思う愛の歌」という共通の
テーマだけは一致していることは、注目に値します。
「おばば」が「愛の歌」として広まり続けた理由は、その歌の題名と囃子詞をヘブライ語で解釈する
ことによって理解できます。まず題名の「おばば」ですが、これは老婆ではなく、「愛」が本来の意味
です。

（ahava_h、アハバ）というヘブライ語は「愛」を意味しますが、発音も「おばば」とほ

ぼ同等であることから、その語源であると推測されます。次に「ソーラバエー」ですが、「ソーラ」は
ヘブライ語の

（sola_n、ソーラン）
、つまり「一人でいる」ことを意味します。そして「バエー」は

「家」を意味する

（ba_yeet、バイェー）が語源にあります。つまり「ソーラバエー」とは「一人

ぼっちの家」を指しています。 次に「ヒュルヒュル」ですが、これも類似した発音を持つ言葉
（heet'ahe_v、ヒータヘーブ）はヘブライ語で「愛に陥る」、つまり Falling

inLove

を意味します。

この「ヒータへーブ」を早く口ずさむと、「ヒュルヒュル」とも聞こえるため、時を経ながらこの発音
に落ち着いたのでしょう。すると「ソーラバエー、ヒュルヒュル」は「一人、家で愛する人を思う!」
という意味になります。
「おばば」は、愛する人をひたすら思うラブソングであり、「ヒュル」という言葉には深い愛の想い
が込められていたのです。もしこの囃子詞が「越冬つばめ」の「ヒュールリー」という歌詞のルーツで
あるならば、一見冷たい冬風の音を擬したこの言葉が、実は恋する人への熱烈な愛を歌う言葉であった
ことになります。永遠の名曲である「越冬つばめ」の風の音に、更に奥深い愛の想いが込められていた
としたら、離れ業としかいいようがありません。

三国節に潜む岩の真実とは!
福井県の港町、三国港周辺では、「三国節」と呼ばれる民謡が古くから歌われています。三国神社を
建立する際に、真言宗の上人が唄ったと伝承されているこの三国節は、今日、盆踊唄としても親しまれ、
お座敷唄として人気があります。
この三国節にもユダヤの影響が絡んでいると考えられる理由は、まず「三国」という言葉自体が、
「神
の国」を意味する「御国」の当て字ではないかと考えられることです。無論、ミクニはその町の名前で
もあり、地域一体の歴史的背景にも同様のルーツが潜んでいる可能性があります。また作者が空海弘法
大師の流れを引き継ぐ真言宗に属していることも注目に値します。その大師こそ、日本にイスラエルの
信仰をもたらした仕掛人である可能性が高いのです。歌詞の最後には「主を待つまの…」ともあり、こ
こで唄われる「主」はキリストとしても理解できます。

三国節の歌詞は「岩が屏風（ビョウブ）」と

始まりますが、まず、この言葉にユダヤルーツを見出すことができます。ヘブライ語には「一緒」を意
味する、ビャッ（ド）

（be-yakhad）という言葉があります。語尾は殆ど聞こえないため、普通に

発音すると、ビョウ（ブ）とも聞こえます。これが屏風の語源ではないでしょうか。また屏風には二つ
を一双として組み合わせ「一緒にする」という意味があり、ヘブライ語の意味と類似していることから
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も、信憑性は高まります。すると三国節は「岩が共にある」ことを唄っていることになります。では「岩」
とは何でしょうか。
イスラエル人にとって、「岩」は、神の救いの象徴です。聖書には「救いの岩」と言う表現が使われ
ている通り、特に後世のキリスト信仰者にとっても「岩」は、神の救いのシンボルです。そこで大陸で
は全く別の発音を持つ「岩」という漢字がなぜ、日本では「イワ」と発音するようになったのか、考察
してみました。まず、ヘブライ系ユダヤ人のことをアラム語では「イワラ」(iwaraa)、またヘブライ語
では ydwhy

（yehoodee、イフディ）、または「イワデ」と呼び、原語には「神の民」という意味が

込められていることに注目です。これらの呼び名の共通点は「イワ」という発音です、岩との関連性が
あるのではないでしょうか。そしてヘブライ語では「イワ」という言葉の語源が「神」なのです。
神は、人間が呼び名で語れない程神聖なお方であるということから、ヘブライ語では発音することがで
きない４文字の子音、hwhy

（yhwh）から成り立っています。しかし発音できないと不便なこと

から、イスラエル人はあえて、YHWH にアとエの母音をつけて、当て字ながらも「ヤーウェー」と神の名
を呼ぶ様になりました。同様に、日本でも YHWH という神を意味する言葉を日本流に発音するため、イ
とアの母音を足して、「イーワー」としたのではないでしょうか。そして神の象徴は「岩」ですから、
その漢字の発音が「iwa」となったのです。つまり「イワ」とは、人間が発音できないヘブライ語の「神」、
YHWH

を語源とした、「神」の呼び名だったのです。

これらのヘブライルーツを辿ることにより、
「岩がびょうぶ」の意味が明確になります。
「岩」は神で
あり、屏風が「一緒」を意味しますから、「イワガビョウブ」とは、「神と共にいませり」になります。
つまり三国節のテーマは、「神が共におられる」という信仰告白だったのです。

囃子詞に秘められたユダヤの影
これまで北海道から中部地方に至るまで、東日本に伝承されてきた様々な民謡の中から、日本語では
その意味を説明することのできない囃子詞を選別し、それらをヘブライ語によって解読してきました。
その中には一見、こじつけと思われてしまうような説明もあったせいか、つい先日も読者の方から本コ
ラムの解説はナンセンスであるとのご指摘を頂きました。例えば米国の地名で、類似した発音を持つ日
本語を見かけますが、だからと言ってこれらの地名の語源が日本語であることにはならず、囃子詞のヘ
ブライ語ルーツ説も、それと同じく駄洒落の域を出ないということです。確かに異なる言語同士の発音
をマッチングさせることは難しくはなく、言葉の遊びとしては面白いものです。しかし本コラムで解説
してきたヘブライ語による囃子詞の解釈は、日本とイスラエルの文化や宗教、歴史を跨ぐ様々な要因も
絡んでおり、単なる言葉合わせとは大きな隔たりがあります。その特異性の幾つかを挙げてみましょう。
まず注目すべきは、囃子詞をヘブライ語で解釈することで、その殆どが一貫したテーマ性の中に見事
に収まるということです。そこには例えば神の恵みや、救い主の存在、そして約束の地に向かって前進
していく意味等、神への信仰に関わるメッセージが含まれています。そもそも民謡は日本の祭り行事と
深い関わりがあり、お祭り自体が地域信仰に根付いている訳ですから、この繋がりはごく自然です。次
に、一つの言葉だけでなく、時には複数の言葉を連なるフレーズや、唄全体そのものをヘブライ語で解
釈することができることにも注目です。言葉一つを捉えて、それに似た発音を持つ他の言語を探すこと
はさほど難しくないでしょう。しかし複数の言葉が繋がっても、同様に解釈することができ、しかもそ
れらの意味が前後と繋がり、類似したテーマを持っているとするならば、もはや、こじつけとは言えな
いでしょう。
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また、民謡が伝承されてきた地域を中心に、全国各地でイスラエルの風習と酷似している習慣やしき
たり、お祭りの形態などが見受けられることも見逃せません。例えばお祭りの際に大勢で担ぐ神輿の形
状、神社のデザイン、神道の儀式、その他教理等、ユダヤ教との類似点は多数あります。また信憑性は
ともかく、青森県ではイエスキリストとモーセの墓が存在し、多くの人が今でも参拝に訪れます。そし
て伊勢神宮ではイスラエルの象徴でもあるダビデの星と言われる三角形を２つ重ねた星の紋章が、内宮
に向かう参堂沿いの燈篭に彫られています。このように、日本の宗教文化に垣間見ることのできるヘブ
ライルーツは枚挙に暇がありません。その結果、天皇家のユダヤルーツ説等も長年話題性に欠くことは
なく、時にはユダヤ人の間でも注目されることがあります。
更に囃子詞だけでなく、日本古代から伝承されている様々な文献も、ヘブライ語で解釈できることが
わかりました。例えば、2002 年 8 月号で解説した「さくら」等、歌の最初から最後までヘブライ語で読
むことができる上、歌詞の意味が一貫して、日本国家の救いと神との関係ついて書かれていることは驚
異に値します。同様に誰もが知っている「君が代」も、実はヘブライ語で書かれていた可能性がありま
す。もし日本国家のルーツにユダヤが絡んでいるとするならば、もはや、その関係を真っ向から受け止
め、教科書を書き換えることさえ視野に入れなくてはならないのではないでしょうか。
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番外編2

三嶺山頂に残された古代高地性集落の墓地跡とは ?

大自然の山々は人々の魂を魅了し、大勢の登山家が山の頂上を目指して日々大地を踏みしめています。
しかし、その美しい山では、日本国内だけでも毎年 200 人以上の尊い命が失われています。その原因の
9 割が疲労、病気、転落、転倒、道に迷うのいずれかです。特に昨今は、中高年層の遭難が相次いでお
り、 2009 年 7 月 17 日には北海道にある標高 2141ｍのトムラウシ山で、中高年のツアー客ら 9 人が命
を落としました。夏山という油断もあったのでしょう、ツアーを企画した旅行会社も天候の急変に対す
る対策が不十分であり、最悪の結果となりました。当日は予期せぬ激しい風雨が襲い、雨に濡れて体温
が急激に奪われただけでなく、強風にあおられ体力を消耗し、低体温症などが原因で帰らぬ人となった
のです。つくづく山の怖さを思い知らされた遭難事件でした。
さらに今度は 12 月 18 日の富士山において、片山右京氏らの登山グループが遭難しました。遠くから
眺めるだけなら穏やかに見える富士山ですが、実は“冬山の中でも最も怖い山の 1 つである”と多くの
プロの山岳家が断言しています。山頂付近は常日頃から強風にさらされ、気候の変化も想像を絶するほ
ど早いそうです。片山氏のグループは、富士山の標高 2750ｍ付近に一旦テントを張るも、仲間 2 人のテ
ントは風で吹き飛ばされてしまい、氷上を 200m も滑落したのち凍死したのです。
冬山を走るという願望がつのる
筆者が初めて山を登ったのは、今から 40 数年前、小学校の遠足で行った箱根の山ではないかと思い
ます。当時のかすかな記憶を辿ると、無論、険しい山道などは皆無であり、野原の小道を歩いていたよ
うに思います。それから登山とは全く縁がなかった自分に、再びチャンスが訪れました。そのきっかけ
となったのがマラソンです。トレーニングの名目で、街中や、海沿いの道、山道、四国の遍路等、どこ
でも走りました。時には真冬のドイツで零下という寒さの中、半袖のランニングウェア 1 枚で長時間丘
の上を走り続けることさえ苦にしなくなったのです。
最近は四国第 2 の標高を誇る剣山に 3 度登頂し、標高 2000m 近くの山頂のヒュッテから山道を登り降
りし、周囲の山々の嶺を走り回ることを楽しみました。そしていつしか、心の内に“剣山に隣接する三
嶺にも登らなければならない”という願望がつのってきたのです。早速マラソンシューズで冬山に挑戦
です。
三嶺山頂制覇へのプランニング
三嶺(みうね)は剣山に匹敵する標高 1893m を誇る雄大な山であり、登山家のメッカです。頂上周辺は、
ミヤマクマザサとコメツツジの群落だけでなく、池まであることに、とても心が魅かれます。そして三
嶺だけは周囲の山々とは異なり、今日まで不思議と自然が守られてきました。その山頂めがけて、冬の
12 月に 1 人で駆け登ることを決めたのです。不思議な池の存在も実際に自分の目で確認したくなり、も
はや迷いはありません。
三嶺には、徳島県側の名頃、もしくは菅生から登頂するルートと、高知県側の光石からの合計 3 つの
登山ルートがあります。いくら雄大な山であっても、平面の地図で見ると楽に走れそうに見えてしまう
為、当初は名頃から三嶺山頂経由で奥の天狗塚を目指して駆け登り、そこから U ターンして剣山まで走
って戻ることを目論みました。しかし、その 40km 以上のコースは、通常ならば最低でも 3 日間かけて
歩く道のりだったのです。そんなことはつゆ知らず、臨機応変に対処すればよいということで、自らに
GO サインを出しました。
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本来、冬の三嶺はとても寒いはずですが、12 月 15 日はたまたま寒気のはざまとなり気温も高く、積
雪も全く無く最高の登山日和です。早速、羽田から徳島行の始発の便に搭乗し、徳島空港からはレンタ
カーを借り、お昼前には剣山の麓に到着しました。麓のロープウェイは冬場のため閉鎖されており、お
店も全部シャッターが閉まったままで、とても寂しい感じです。そこから車で 10km ほどの、三嶺の麓
にある名頃と呼ばれる登山口まで、かなり急な坂を車で下りましたが、その途中でも 1 台の車ともすれ
違いませんでした。その後、車で下った急勾配の標高差を自分の足で駆け登ることになるのですが、名
頃の登山口は標高 910ｍ、三嶺山頂との高低差は 1000m もあったのです !
冬山の一人歩き(走り)は楽しい
名頃の登山道入口にある駐車場に到着すると、とても快適な登山日和だというのに工事車両以外 1 台
も車が停まっていません。ちょっと首をかしげましたが、駐車場でマラソンウェアに着替えて登山開始
です。無論、非常食は一切携帯せず、水の補給は自然の恵みに任せ、手ぶらのままです。林道を駆け始
めると、当初は工事中の砂利道が目についたものの、すぐに大自然に包まれ一気に山の急斜面が目に飛
び込んできました。そして登山道の足跡を注視しながら走り続け、ノンストップで山頂を目指しました。
途中には、小さな滝あり、川ありと、美しい光景が広がる中を楽しく汗をかきながら走り続けました。
しかし、山の中腹から想像以上に勾配が険しくなり、極端に細い山道や、岩だらけの急斜面などもあり、
所々で足がすくみます。
そしてかれこれ 1 時間半ほど汗だくのまま走り抜け、遂に三嶺山頂の池の畔に辿り着いたのです。標
高 1900m もある山の頂上に池があること自体、信じられません。これこそ剣山周辺に高地性集落を作っ
た古代渡来人の遺構ではないかと思うと、その美しく、特異性のある風景に感動を覚えます。また、池
の傍には避難用のヒュッテがあり、覗いてみると中に毛布が備え付けられ、屋外にはトイレも用意され
ています。そこから三嶺山頂までは、わずか 200ｍ。ヒュッテを後にし、頂上に向かう途中、この辺り
で遭難して亡くなられた方の慰霊碑が 2 つ建てられているのを見かけました。ここで 22 歳の青年が命
を落としたということを知り、急に冬山の怖さが現実味を帯びてきました。そして頂上まで一気に駆け
登ると、そこから周囲の山々を 360 度のパノラマで見渡すことができます。その景色は、筆舌に尽くし
がたい美しさです!

激変する山の天候に冷や汗
一服した後、次の目的地である天狗塚に向けて出発しようと、西方に目を向けると、何と先ほどまで
は遠くまで見事に広がっていた風景が一変、山々が厚く白い雲に覆われ始めているではありませんか !
しかもその雲が、凄いスピードでこちらに向かってきています。驚きも束の間、あっという間に西側の
山々は雲に蔽われてしまい、恐怖感が襲ってきます。天気予報によれば、翌日から天気が崩れることが
予測されていたので、もしかして山の気候が急変したのではないかという不安に駆られました。既に疲
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れを感じていたこともあり、即座に計画を変更して下山することにしました。下山し始めて気付いたの
は、いつの間にか体が完全に冷えきっていたということです。頂上までは心地良い汗をかいていた為気
が付きませんでしたが、山頂の気温は大変低く、体感温度は零下 5 度以下ではなかったかと思います。
薄いマラソン用のグローブしか付けていない手は凍ったようにかじかみ、全身がブルブルと震え始めた
為、
「これはまずい ! 」と、足を速めます。一番怖いことは下山途中で転倒し、大怪我をして動けなく
なることです。自分の居場所を知らせることができない訳ですから、それは正に冬山での死を意味しま
す。膝を痛めないように、転倒だけは十分気を付けて、
「油断大敵 ! 」と何度も心の中で繰り返し叫び
ながら、三嶺山の急斜面を駆け降りて行きました。しかしその心の叫びもむなしく、駐車場まであと少
しというところでうっかり丸太で靴をすべらせて転倒してしまいました。危うく背骨を強打するところ
でしたが、かろうじて無事でした。

登山の心得を知るべし
駐車場に戻った後、登山ガイドに「登山の心得」なるものがあることに気が付きました。しかも、そ
の心得のすべてを無視していたことに苦笑せざるを得ません。まず「体力に合った適切な日程、コース
を選ぶ」とありますが、事前に下調べをしていませんでした。次に「登山口に備え付けられた入山届に
記入する」ことになっているそうですが、その存在さえも気が付きませんでした。また「剣山界隈には
四国内で唯一ツキノワグマが棲息…御注意下さい」とありますが、これも初耳です。そして身なりと言
えば「ザックを選ぶ」とありますが手ぶらです。そして「通気性がよく暖かいものを着る」と書いてあ
りますが、走る為に下はタイツ、上はランニングウェアにスウェット 1 枚のみ。更に｢軽くて底のしっ
かりした靴を履きましょう｣と記載されていますが、履いているのは軽くて底の薄いマラソン用のレー
シングシューズでした。最後に「雨具、ヘッドランプ、防寒具、着替え、非常食は必ず携帯しましょう」
とありますが、あくまで速く走る為に手ぶらだったのです。
三嶺とは殉教者の聖なる墓
（kadosh me'ooneh、カドッシュ・ミウネ）というヘブライ語がありますが、これは「殉
教」を意味する言葉です。それを省略したのが「ミウネ」であり、三嶺の語源であると考えられます。
つまり「三嶺」とは、殉教者を祀る聖所、すなわち「古代のお墓」であったと推測できます。それ故、
三嶺は他の山々よりも奥まった所にあり、長い年月の間、周囲から守られてきたのです。そしてお墓に
は体を清める為の聖水が必須であった為、三嶺山頂の人工池だけは他の山々と異なり、渡来人が移住す
る際にも埋め立てられることなく、そのまま残されたと考えられます。そう、三嶺山頂の池こそ、古代
渡来人が後世に残した聖なる遺産だったのです。
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番外編3

イスラエルの民がユダヤ人と呼ばれる所以を徹底検証！

ユダヤ人を意味する英語の「Jew」という言葉は、今日複数の意味で使われています。ごく一般的に
は、ユダヤ教の信仰者、ユダヤ国家に属する者、ユダヤ人の母親を持つ子供、そして生まれや育ちにお
いてユダヤの文化や民族と関係を持つ者などを指します。
Jew のルーツはヘブライ語で「ユダの民」を意味する
聖書に登場するヤコブの子の一人であるユダ

（Yehudi、イェフディー）であり、旧約

（Yehudah、イェフダ）、今日の英語表記では Judah

（ジュダ）がその語源です。その綴りにはヘブライ語で神聖なるヤーウェーの神を意味する 4 文字が含
まれていることから、いつしか単に名前としてユダ族を意味するだけでなく、「神の民」としてのニュ
アンスを含むようになったとも考えられます。その「イェフダ」から「ユダの人々」という意味の「イ
ェフディー」
、更にギリシャ語では Ioudaios（イウダヨス＝ユダヤ）という言葉が生まれ、今日英語の
「Jew」、日本語においては「ユダヤ人」と訳される言葉のルーツとなりました。
イスラエル王国時代のユダヤ人
「イェフディー」は元来「ユダの人々」という意味の言葉です。前 932 年、イスラエルの国家が南北
に分裂した後、南ユダ王国の地にはユダ族、ベニヤミン族、及びレビ族のイスラエル 3 部族が居住した
ことから、南ユダ王国の人々を指す言葉としても用いられました。旧約聖書における「イェフディー」
という言葉には、あくまでそのような地理的な意味合いと、ユダ族に関連する政治的な要因がその背景
にありました。
北イスラエル王国が前 722 年に滅びた後も、イスラエルの国語であるヘブライ語は南北共通の国語と
して存続し、残された南ユダ王国の民はイスラエルの文化と律法を継承する民として

（ivree、イ

ブリー）、「ヘブライ人」とも呼ばれました。よって旧約聖書のエレミヤ書 34 章 9 節においては「ユ
ダの人々」と「ヘブライ人」が併記され、ほぼ同義語のように用いられています。その他、「イェフデ
ィー」と類似した意味を持つ言葉として、イスラエルの全家を指し、より宗教的な意味合いの濃い「神
の民」の意を込めた

（yeesrael、イスラエル）があり、一般的に「イスラエル人」と訳されてい

ます。
前 722 年、北イスラエル王国が滅びた後、北イスラエルの民の行方がわからなくなり、イスラエル 12
部族の内、南ユダ王国の民だけがユダの地に残りました。ところが前 582 年、この南ユダ王国も崩壊し、
ユダの住民の多くがバビロンへ捕囚の民として連れ去られます。
その結果「イェフディー」という言葉は本来、南ユダ王国の民を意味していましたが、多くが捕囚の
身となってバビロンへ移住したことから、いつしか、国外に滞在する「ユダの人々」のことも指すよう
になります。いずれにしても、旧約聖書における「イェフディー」という言葉の意味は、あくまで、「ユ
ダの地」という地理的条件に帰属する民のことであり、元来、宗教的な意味合いはあまり無かったので
す。その反面、「イスラエル人」という言葉には「神の民」というニュアンスが含まれていることから、
神聖な名前として、使い分けられたのです。
その後、前 538 年に捕囚の民は解放され、捕らわれの身にあったユダの民が続々とエルサレムに帰還
することになりますが、その背景については旧約聖書のエズラ書、ネヘミア書、エステル書に詳細が記
載されています。
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ヘレニズム時代におけるユダヤ人
イスラエルの南北王朝が前 8 世紀から 6 世紀にかけて崩壊し、多くの民が各地に離散していく過程に
おいて、外国での滞在期間が長期化し、いつしかヘブライ語で書かれた聖書を読めないユダヤ人が増え
てきました。前 4 世紀以降はヘレニズムの影響下において、ギリシャ語圏にて生活するユダヤ人が急増
し、ギリシャ語による旧約聖書が必要となってきたのです。その結果、翻訳されたのが前 1～3 世紀に
かけて編纂された 70 人訳（セプトゥアギンタ）です。
そこに「ユダの人々」を意味する Ioudaios（イウダヨス＝ユダヤ）という言葉が最初に登場するのが、
列王記下 16 章 6 節です。北イスラエル王国がアラムの王と組んで、南ユダ王国の民をエイラトから追
い出す記述の中で、北イスラエルに敵対する「ユダの人々」が、Ioudaios と称されています。当時、北
イスラエル王国と対立関係にあった南ユダ王国の民が、「Jew」の語源である Ioudaios として記載され
ていることからしても、Ioudaios はイスラエル全体を指していたのではなく、あくまで南ユダ王国の
人々を意味する地理的制約を踏まえた言葉であったことがわかります。
しかしながら旧約時代を経て、その後に登場する文献においては、Ioudaios の意味が徐々に変わって
きます。そのきっかけとなったのが、イスラエル国家の崩壊です。北イスラエル王国の民は消息を絶ち、
捕らわれの身となった南ユダ王国の民は、長年にわたる捕囚の時期を経て祖国の地に帰還することにな
り、イスラエルの民として存続したのは南ユダ王国の民だけでした。それ故、ユダの人々を指す Ioudaios
という言葉がいつしか、「イスラエル人」の意味も含むようになったのでしょう。こうして Ioudaios
は、徐々にユダという地理的制約にとらわれることなく、むしろ宗教文化的な意味におけるイスラエル
民族のアイディンティティーに紐づけられて用いられるようになったと考えられます。
その後、南ユダ王国の民が帰還してから 5 世紀以上を経た後に書かれた、ギリシャ語による新約聖書
では、イエス・キリストが「ユダヤ人の王」と呼ばれているように、外国人がイスラエルの民を呼ぶ際
に Ioudaios が用いられることもありました。また使徒行伝では Ioudaios が、離散した民について語る
際にも使われています。そしてパウロ書簡においては、より宗教的な意味合いが濃くなり、イスラエル
の律法を遵守し神を信仰する民、もしくはイエス・キリストを拒絶する偽りのユダヤ人を語る際にも
Ioudaios が頻繁に用いられました。こうしていつしか、Ioudaios の意味が「ユダの人々」という元の
意味から広がり、「イスラエル人」の宗教的側面を含む言葉としても理解されるようになったのです。
また、ヘレニズム時代では、「ユダ族」を語源とする Ioudaios は、イスラエル人以外の者が「イス
ラエル人」を語る際、もしくは対外的なやり取りが含まれる場合にも頻繁に使われ、例えば、外交関係
のやり取りにおける公文書においては、Ioudaios が用いられました。今日「ユダヤ人」と訳される
Ioudaios は、徐々にイスラエル人の代名詞として対外的に使われたのに対し、その同義語である「イス
ラエル人」は、あくまで自国民向けの宗教色の濃い言葉として用いられたのです。
何故、英語では JEW なのか？
「Jew」の語源となる Ioudaios の意味は、ヘレニズム時代以降も徐々に進化し続けます。そして今日
では、「イスラエル人」の同義語として捉えられているだけでなく、ユダヤ民族、及びイスラエル国家
に関わる民の総称や、その宗教文化と繋がりを持つことに関連して幅広い意味で用いられるようになり
ました。では、ヘブライ語の

が、どのような過程を経て、英語の「Jew」と呼ばれるようになっ

たのでしょうか。
の主たる外国語訳の流れとしては、アラム語の

、ギリシャ語の

、それに由来する

ラテン語の Iudaeus（4 世紀 Vulgate）、古フランス語の guieu、giu、そして 12 世紀後半の giwis、更
135

に英語の Iuu、Iuw、Iew 等が挙げられます。何故ギリシャ語の

が、発音の全く違う古フランス語

の guieu、giu、となったか、その綴りと発音のきっかけについては、前述した通り中国の「九夷」
（jiu-yi）
がそのルーツに潜んでいる可能性があります。そして英語圏においては 1380 年ウィクリフによるラテ
ン語聖書の英語訳で、Iudaeus が Iewe と訳され、hew-wee と発音しました。この表記はその後、シェー
クスピア（1600 年）の作品でも使われています。
ところが実際には、ヘブライ語には「J」という発音の言葉がなく、英語圏においても 14 世紀までは
「J」という文字は使われた形跡が殆ど無いため、聖書の英語訳で著名な 1611 年に刊行された初代キン
グ・ジェームズ訳の聖書においても、当初は Jew という綴りは使用されず、イエス・キリストも Jesus
ではなく、Iesous と記載されています。
当時、「Y」と「I」は同じ発音を持つ文字として使われていただけでなく、ラテン語のアルファベッ
トを用いる言語では、「Y」が子音として用いられる場合に、「Y」を「J」とも記していました。そし
て「Y」や「I」は、「J」に置き替えられるようになり、やがて「J」と「I」は枝分かれし、「J」は単
独の子音として使われ始めたのです。その結果、Iewe が Jewes(1653 年)となり、1729 年、「Jew」とい
う綴りが初めてダニエル・メース訳の聖書に登場します。その後、カトリック系のドウエー‐ランス聖
書や、ジョン・ウェスレー訳でも Jew が使われ、キング・ジェームズ訳においては、1769 年のオックス
フォード改訂から「I」が「J」に書き替えられ、「Jew」という綴が用いられ始めました。
こうして宗教改革や印刷技術の恩恵を受け、聖書が聖職者だけでなく一般庶民にも広く読まれるよう
になったこともあり、いつしか「Jew」という新しい言葉の認知度が急速に広まり、一躍、普及したの
です。この時点で既に大勢の人々が、「Jew」の意味を当初の Ioudaios より幅広く解釈し、神の選民や
イスラエルの民、ユダヤ教の信者等として理解するようになっていました。
今日のユダヤ人
1948 年にイスラエル国家が再建されてから、より Jew の存在感がグローバル社会において増したこと
は、火を見るよりも明らかです。これまでのユダヤ教に基づく厳格な解釈と信仰的要素は更に薄れ、社
会全体が世俗化するにつれて、ユダヤ人であることの条件の解釈が変化してきたのでしょう。そして宗
教的な意味合いよりもむしろ、共通の出自、言語、慣習等を共有することが求められるようになりまし
た。つまり、ユダヤ人的なカルチャーや教養に関わる生活様式、考え方が重要視されるようになったの
です。何故、Ioudaios が、以前のように「ユダ族」、「ユダの人々」、「イスラエル人」、「神への信
仰を守る民」といった概念が希薄になり、そのような文化的な側面が重要視されるような意味合いに変
化してきたか、その背景については、単に世俗化の流れの結果とするだけでは説明が不十分であり、引
き続き検証する必要がありそうです。いずれにせよ、今日の「ユダヤ人」の意味は、近世まで使われて
きた Ioudaios の意味から大きく乖離していることに違いはありません。
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