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ABSTRACT 

This study is part of a comprehensive academic survey aimed at clarifying the regional history of the world 

and creating materials for cultural heritage studies. This article is about Life of Jesus Christ and Christian 

Founder and its Graves, Ancient Israel. The adolescence from the birth of Jesus Christ can be summarized 

as follows. It was emphasized that Christ was a descendant of Abraham and a descendant of King David. 

Tell Jesus Christ that he was the promised Messiah and came as king. That was the promise that Christ 

would come from Abraham's descendants and from David's successor. Jesus Christ was born 2000 years ago.  

The virgin Emmanuel is interpreted as the virgin pregnancy of the Virgin Mary.After the birth of Jesus 

Christianity, it means that women do not conceive without the cooperation of men, but that they have a 

human child as a result of the unity between God and a woman. Jesus Christ (from 6 BC to 4 BC to 30 BC) 

or (from 4 to 30 BC) is the founder of Christianity. In the Catholic Church, Jesus was written in Japanese as 

“Jesus”. 

If you refer to the Japanese-Yu-Huo theory, it is the theory that Hata clan, a naturalized clan from the 

continent, is the lost 10 tribe of the ancient Israelites. He started to announce his own theory that “ancient 

Jews are coming to Japan”. According to this, ancient Jews have come to Japan for the past four times. He 

claims to have reached Japan through the Eurasia continent (silk road meadow road). The ancient land of 

Israel considered the details of the life and grave of Jesus Christ while keeping the historical background. 

This paper is a report of an empirical study that captured the life of Jesus Christ, the founder of Christianity 

as the stage that determined the fate of the ancient nation, from multiple perspectives. We examined the 

position and problems of Jesus Christ in relation to the history of resident development and environmental 

change. The survey will continue in the future, but for the time being, the findings of the results so far have 

been organized. This report is a part of the general academic investigation of the Cave Environmental Net 

Society which went in Life of Jesus Christ and Christian Founder and its Graves, Ancient Israel. 
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本研究は、世界の地域歴史を明らかにして、文化遺産学の資料を作成することを目的としている総合学術

調査の一部である。本稿の対象は、Life of Jesus Christ and Christian Founder and its Graves, 

Ancient Israel である。 

Jesus Christ の誕生から青年期は、次のように要約できる。キリストは、Abraham の子孫で David 王の子

孫であることが強調された。Jesus Christ が約束された Messiah であり、王として来られたことを伝える。それが、

キリストが Abraham の子孫から、また David の後継者から出るとの約束があった。Jesus Christ は、今から 2000

年前に生まれた。処女懐胎の Emmanuel とは聖母マリアの処女懐胎のことであると解釈される。イエス・キリスト

教の誕生後は、すなわち、男性の協力なしに女性が懐妊することではなく、神と婦人との一致の結果、人間の

子を宿すことをさす。イエス・キリストは（紀元前 6 年～前 4 年頃～紀元後 30 年）あるいは前 4～30 頃のキリス

ト教の始祖である。カトリック教会では、イエスは「イエズス」と日本語で表記されていた。 

洗礼者 John the Apostle が Jordan River のほとりで「悔い改め」を説いた。イエスは、御霊によって荒れ野

に送り出され、そこで４０日間断食し、悪魔の誘惑を受けた。３０歳頃、Believer's baptism のJohn the Apostle

から洗礼を受け、Sea of Galilee で神の国の近いことを訴え、宣教を始めた。宣教活動は、荒野での試練の後

は Sea of Galilee で宣教を開始する。弟子になった者の中から１２人の弟子を選び、彼らに特権を与えた。 

日ユ同祖論を参照すれば、大陸からの帰化氏族である秦氏（Hata clan）が古代イスラエル人の失われた１

０支族ではないかという説である。「古代ユダヤ人が日本に来ている」という自説の発表を始めた。これによれ

ば、過去 4 回、古代ユダヤ人が日本に来ている。１回目は紀元前 625 年のアッシリア捕囚された北イスラエル

王国の十氏族が、アッシリア（Assyria）がスキタイに滅ぼされた際、スキタイ（Scythians）によって東方に連れ

去られた。Eurasia 大陸（シルクロードの草原の道）を通って日本に到達したと主張する。 

古代イスラエルの地は、歴史背景を抑えつつ、イエスキリストの生涯と墓については、詳細な内容を考察し

た。本稿は、古代国家の命運を決定づけたキリスト教の開祖であるイエスキリストの生涯を、多角的にとらえた

実証研究の報告である。住民発達史や環境変遷史との関わりで、イエスキリストがどのような位置づけや問題

点を有しているかという検討をした。今後も調査を継続する予定であるが、とりあえずこれまでの成果の所見を

整理した。国際化時代に対応すべく、キリスト教の由来について纏めた。最後に、キリスト教とイエスキリストに

関する年表と内容を纏めることができた。 

 

２.イスラエル国 

2-1.イスラエル国の概要 

首都：ギブア（紀元前 1021 年頃-紀元前 1010 年頃）、マハナイム（紀元前 1010 年頃-紀元前 1008 年頃）、

ヘブロン（紀元前 1008 年頃-紀元前 1003 年頃）、エルサレム（紀元前 1003 年頃-紀元前 930 年頃）、シケム

(英語版)（紀元前 930 年頃）、ペヌエル（紀元前 930 年頃-紀元前 909 年頃）、ティルツァ(英語版)（紀元前 909

年頃-紀元前 880 年頃）、サマリア（紀元前 880 年頃-紀元前 722 年）。国王:前 1021-前 1000 年サウル、前

732-前 722 年ホセア。面積:約 34,000km²。変遷：建国：紀元前 1021 年、南北に分裂：紀元前 922 年、滅亡：

紀元前 722 年。現在：イスラエルとヨルダン。設立: 1948 年 5 月 14 日。人口: 8.71 百万 (2017)。面積: 2.077 

万 km²、首都:エルサレム。公用語:ヘブライ語である。イスラエル王国は、紀元前 11 世紀から紀元前 8 世紀ま

で古代イスラエルに存在したユダヤ人の国家。「イスラエル」という国名は、ユダヤ民族の伝説的な始祖ヤコブ

が神に与えられた名前にちなんでいる。 
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当初はイスラエル・ユダ連合王国、あるいはヘブライ王国とも呼ばれる統一王国であったが、後にユダ王国 

(南王国) が分離したため、分離後の「イスラエル王国」は北イスラエル王国あるいは北王国ともいわれる。イス

ラエル王国というとき、統一王国と分裂後の国の両方を指すため注意を要し、区別のために連合王国・北王国

と呼び分けることも少なくない。以下、旧約聖書「列王記」に描写されるイスラエル王国の歴史を記述する。預

言者アヒヤはソロモン死後の王国の分裂を預言した。後継者争いの中で身の危険を感じてエジプトに逃れて

いたヤロブアムは、イスラエル王国内の不満分子にかつがれる形でイスラエルへ戻ってきた。 ヤロブアムや各

部族の代表たちは、ソロモンの後継者レハブアムに謁見して重税と賦役の軽減を願ったが、にべもなくはねつ

けられた。これに不満を覚え、諸部族がレハブアムに叛旗をひるがえした。抵抗を受けたレハブアムはエルサ

レムに逃れ、部族連合にかつがれたヤロブアムはイスラエルの新しい王ヤロブアム 1 世として、シェケムで王位

についた。これが北王国 (イスラエル王国) である。 

１２部族のうち、１０部族がヤロブアムを支持し、レハブアムのもとに残ったのはユダ族とベニヤミン族だけで

あった。レハブアムから南王国 (ユダ王国) が始まる。2 つの王国は 60 年にわたって争い、ヨシャファトがアハ

ブの娘アタリヤと結婚したことで同盟が成立したが、アハブ王家はイエフのクーデターにより断絶し、イエフがイ

スラエルの王となった。 https://ja.wikipedia.org/wiki/BD 

 

2-2.イエススラエル王国のダビデの時代  

サウルが王国建設途上で挫折した後を継いだダビデは、ペリシテ人を撃破するなど軍事遠征を成功させ、

近隣王国と友好同盟を結び、イスラエルをその地方の強カな勢力に作り上げた。その結果、ダビデの権力は

エジプトや紅海の境界からユーフラテスの川岸にまで広がっていった。つまり、北はダマスカスから南はアカバ

湾にいたる地域を確保し、エルサレムを王都に定めてイスラエル王国の礎を築いた。国内でもダビデは新しい

統治を始めた。イスラエルを構成する 12 部族を 1 つの王国に統一し、エルサレムと君主政治を民族の支柱に

おいた。聖書の言い伝えでは、ダビデには多彩な才能が備わっていたようである。彼の詩の才能、音楽の才

能などは、「ダビデの作」と言われている詩篇の中にうかがうことができる。 

 

2-３.イスラエル王国のソロモン時代  

ソロモンは、父ダビデが築いた国を継承し、その王国をより強大にするためにもっぱら努カした。近隣王国と

条約を交わし、政略結婚を重ねて自国を強国に育てあげた。とりわけエジプトに対しては、終始礼を尽くし属

国として振る舞い、ファラオの娘を娶ることで良好な関係を築いた。 

ソロモンは外国との交易を広げ、銅の採鉱や金属精錬など大きな事業を進めて国の経済を発展させ、統治

システムとしての官僚制度を確立して国内制度の整備を行った。また、大規模な土木工事をもって国内各地

の都市も強化している。フェニキアの技術を導入してエルサレムに壮麗な神殿 (エルサレム神殿) を建立した

ことでも有名である。これはユダヤ人の民族生活、宗教、生活の中心となった。旧約聖書のなかの『箴言』と

『雅歌』は、かつてソロモンの手によるものと考えられていた。しかし、晩年はユダヤ教以外の信仰を容認するよ

うになり、これがユダヤ教徒の厳格派から偶像崇拝と批判されることで、ユダヤ教徒と他の宗教信者との宗教

的対立を誘発。国家分裂の原因の一つにまでなっている。 

 

2-４.イスラエル王国の分裂時代  

ソロモンの長い統治は経済的繁栄と国際的名声をもたらしたが、統一王国という支配体制は一般民衆の不

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A6%E3%83%80%E7%8E%8B%E5%9B%BD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A7%E7%B4%84%E8%81%96%E6%9B%B8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%97%E7%8E%8B%E8%A8%98
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E3%82%A2%E3%83%92%E3%83%A4&action=edit&redlink=1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AC%E3%83%8F%E3%83%96%E3%82%A2%E3%83%A0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A4%E3%83%AD%E3%83%96%E3%82%A2%E3%83%A01%E4%B8%96
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B7%E3%82%A7%E3%82%B1%E3%83%A0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A6%E3%83%80%E6%97%8F
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%99%E3%83%8B%E3%83%A4%E3%83%9F%E3%83%B3%E6%97%8F
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A8%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%88
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%8F%E3%83%96
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%8F%E3%83%96
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%82%A8%E3%83%95
https://ja.wikipedia.org/wiki/BD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%80%E3%83%93%E3%83%87
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9A%E3%83%AA%E3%82%B7%E3%83%86%E4%BA%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%80%E3%83%9E%E3%82%B9%E3%82%AB%E3%82%B9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%82%AB%E3%83%90%E6%B9%BE
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%82%AB%E3%83%90%E6%B9%BE
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A8%E3%83%AB%E3%82%B5%E3%83%AC%E3%83%A0
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満からほころぶことになった。人々はソロモンの野心的な事業のために重税と賦役になわされたのである。また

ソロモンが自分の出身部族を優待したことも他の部族を憤慨させ、君主政治と部族分離主義者との対立が次

第に大きくなった。紀元前 922 年ごろのソロモンの死後、部族間の統制を失った統一イスラエル王国は北王国

として知られるイスラエル王国と南王国として知られるユダ王国に分裂した。イスラエルが分裂した原因は、「ソ

ロモンが異教の神をあがめるようになったので主から見限られた」から、ソロモンの死とともに一気に噴出して、

南北の 2 国に分裂することになるのである。 

 

2-5.イスラエル王国の滅亡 

末期には王が相次いで家臣に殺害され、サマリアはアッシリア王シャルマネセル５世の包囲に耐えていたが、

シャルマネセル５世の死後王位に就いたサルゴン２世の猛攻によって紀元前 722 年に陥落し、１９代の王の下

に 253 年にわたって存続した北王国は終焉を迎えた。１０支族の民のうち指導者層は連れ去られ、あるいは中

東全域に離散した。歴史の中に消えた彼らはイスラエルの失われた１０支族とも呼ばれるが、１０支族の全員が

連れ去られたわけではなかった。  

北王国滅亡後、アッシリアの植民政策により、サマリア地方に多くの非ユダヤ人が植民した。サマリアには１

０支族の民のうち虜囚にされなかった人々が多く残っていたが、彼らは指導者層の喪失や、サマリアに来た異

民族との通婚によって１０支族としてのアイデンティティを喪失した。サマリアは正統派のユダヤ人から異民族と

の混血の地として軽侮されることになる。 

３.イエス・キリストの概要 

３-1.イエス キリストの祖先とは 

キリストは、アブラハムの子孫で、ダビデ王の子孫であることが強調された。イエス・キリストが約束されたメシ

ヤであり、王として来られたことを伝える。それが、キリストがアブラハムの子孫から、またダビデの後継者から出

るとの約束であった。イエスは、今から 2000 年前に生まれた。2000 前の神は、数多くの民族の中からアブラハ

ムを選び、彼に「わたしはあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、その名を大いなるものとする。地上のす

べての民族は、あなたによって祝福される（創世記 12:2-3）と言われた。これは、すべての人を祝福するキリス

トがアブラハムの子孫から出るとの預言であった。  

  神は、多くのユダヤ人の中から、さらにダビデを選んだ。ダビデに「わたしは、あなたの身から出る世継ぎの

子を、あなたのあとに起こし、彼の王国を確立させる。彼はわたしのために一つの家を建て、わたしはその王

国の王座をとこしえまでも堅く立てる。」（サムエル第二 7:12-13）と約束した。この約束は、ソロモンによって成

就したが、完全には成就できなかった。ソロモンの後、国は南北に分裂し、北王国はアッシリヤに、南王国は

バビロンに滅ぼされ、イエスが生まれた時、ユダヤの王であったのは、ダビデの子孫どころか、ユダヤ人でもな

かったヘロデだった。「あなたの王座はとこしえまでも堅く立つ。」（サムエル第二 7:16）との約束は、イエス・キリ

ストが復活して、永遠の神の国の王として、神の右の座に着いたことによって成就した。 

 

３-２.イエス キリストの誕生と幼少時代 

処女懐胎のｲﾝﾏﾇｴﾙとは聖母マリアの処女懐胎のことであると解釈される。イエス・キリスト教の誕生後は、

すなわち、男性の協力なしに女性が懐妊することではなく、神と婦人との一致の結果、人間の子を宿すことを

さす。イエス・キリスト（紀元前 6 年～前 4 年頃～ 紀元後 30 年頃あるいは前 4～30 頃）なキリスト教の始祖で
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ある。また、12 月 25 日の誕生についても、イエスの生まれた日が正確にわからない為、本来、冬至祭であった

12 月 25 日をイエス・キリストの誕生日として祝うようになったのではないかと言われている。では、イエスの本当

の生年月日はいつか？一方で電機大学パレスチナのナザレの大工ヨセフと妻マリアの子として生まれたという。

降誕と幼少時代に、ヨセフの婚約者であったマリアは、結婚前に聖霊により身ごもった。紀元前 4 年 12 月 25

日、天使の御告によりヨセフはマリアを妻に迎え男の子が生まれ、その子をイエスと名づけた。 

キリスト教では、この日を記念しクリスマスとして祝う。しかし、聖書の記述にはイエスの誕生日を明確に明言

している箇所は 1 つもなく、誕生日が 12 月 25 日であるという確証はない。後世のキリスト教徒が定めたからイ

エスの誕生日が 12 月 25 日となったとされる。むしろ、ルカ 2:8 の文書ではイエスが誕生した時の様子として

「羊飼いたちが夜に、野宿しながら羊の群れの番をしていた。受胎告知-ルカ 1:26、②処女懐胎、降誕（クリス

マス）-ルカ 2:4、③三博士の礼拝-マタイ 2:1、④羊飼いたちの来訪-ルカ 2:8、⑤エジプトへの避難-マタイ 

2:13、⑥ヘロデ大王による幼児虐殺-マタイ 2:16、⑦エジプトからの帰国。イエスはガリラヤ地方のナザレで育

つ。ルカの福音書によれば、大変聡明な子であったという。①神殿奉献-ルカ 2:22、②イエスの幼少時代-ル

カ 2:41。 

 

３-３.イエス キリスト名前の意味 

「キリスト」は、救世主を意味する語である。これは古代ギリシア語からの転用であり、正しくはｸﾘｽﾄｽ

（Khristos）と発音する。本来はヘブライ語でﾏｼｰｱﾊ（mashiah）と言い、「聖油を注がれしもの」、すなわち神聖

で特別な存在という意味であり、救い主と意訳されるのである。ギリシア語は、「キリストであるイエス」、または

「イエスはキリストである」という意味である。すなわち、キリスト教においてはナザレのイエスをイエス・キリストと

呼んでいるが、この呼称自体にイエスがキリストであるとの信仰内容が示されている。 

イエスの存在については１世紀の歴史家がその著作の中で言及している。以下に、ナザレのイエスについ

てのキリスト教における観点とその他について述べる。かつてのカトリック教会では、イエスは「イエズス」と日本

語で表記されていた。ﾍﾌﾞﾗｲ語で発音するとヨシュアあるいはイェホシュア（Yehoshua）となり、アラム語ではそ

れが短縮されｲｪｼｭｱ（Yeshua）となる。これが、ｷﾞﾘｼｱ語でｲｲｽｽと音訳され、日本でイエスというなった分である。 

  神は救い、救世主、というこれらの二語からなる名前であるから、イエス・キリストとは非常に宗教的色彩の

ある呼び名で、「救世主であるイエス」と「聖油を注がれルイエス」を意味で、「イエス・キリスト」いう名は、イエス

をこの世の救い主と考える立場からの呼称である。本来は「神（ﾔﾊｳｪ）は救いなり」を意味し、ヘブライ人の名

前としては、ありふれた名前であった。よって、他の「イエス」という名の者と区別するために、ナザレが出身地

であったことから特に「ナザレのイエス」と呼ばれることもあった。 

 

３-４.イエス キリストの受洗、宣教活動 

そのころ、洗礼者ヨハネがヨルダン川のほとりで「悔い改め」を説き、洗礼を施していた。イエスはそこに赴き、

ヨハネから洗礼を受ける。そののち、御霊によって荒れ野に送り出され、そこで４０日間断食し、悪魔の誘惑を

受けた。３０歳頃、バプテスマのヨハネから洗礼を受け、ガリラヤで神の国の近いことを訴え、宣教を始めた。宣

教活動は、荒野での試練の後、ガリラヤで開始する。また弟子になった者の中から１２人の弟子を選び、彼ら

に特権を与えた。彼らは十二使徒と呼ばれる。使徒とは、狭義にはイエス・キリストの 12 人の高弟を指すが、広

義には重要な役割を果たしたキリスト教の宣教者およびその称号を指す。  

 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%97%E8%83%8E%E5%91%8A%E7%9F%A5
https://ja.wikisource.org/wiki/%E3%83%AB%E3%82%AB%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E7%A6%8F%E9%9F%B3%E6%9B%B8(%E5%8F%A3%E8%AA%9E%E8%A8%B3)#1:26
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%87%A6%E5%A5%B3%E6%87%90%E8%83%8E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AD%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%88%E3%81%AE%E9%99%8D%E8%AA%95
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%82%B9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%82%B9
https://ja.wikisource.org/wiki/%E3%83%AB%E3%82%AB%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E7%A6%8F%E9%9F%B3%E6%9B%B8(%E5%8F%A3%E8%AA%9E%E8%A8%B3)#2:4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E6%96%B9%E3%81%AE%E4%B8%89%E5%8D%9A%E5%A3%AB
https://ja.wikisource.org/wiki/%E3%83%9E%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E7%A6%8F%E9%9F%B3%E6%9B%B8(%E5%8F%A3%E8%AA%9E%E8%A8%B3)#2:1
https://ja.wikisource.org/wiki/%E3%83%AB%E3%82%AB%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E7%A6%8F%E9%9F%B3%E6%9B%B8(%E5%8F%A3%E8%AA%9E%E8%A8%B3)#2:8
https://ja.wikisource.org/wiki/%E3%83%9E%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E7%A6%8F%E9%9F%B3%E6%9B%B8(%E5%8F%A3%E8%AA%9E%E8%A8%B3)#2:13
https://ja.wikisource.org/wiki/%E3%83%9E%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E7%A6%8F%E9%9F%B3%E6%9B%B8(%E5%8F%A3%E8%AA%9E%E8%A8%B3)#2:13
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%98%E3%83%AD%E3%83%87%E5%A4%A7%E7%8E%8B
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%BC%E5%85%90%E8%99%90%E6%AE%BA
https://ja.wikisource.org/wiki/%E3%83%9E%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E7%A6%8F%E9%9F%B3%E6%9B%B8(%E5%8F%A3%E8%AA%9E%E8%A8%B3)#2:16
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8A%E3%82%B6%E3%83%AC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A6%8F%E9%9F%B3%E6%9B%B8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A5%9E%E6%AE%BF%E5%A5%89%E7%8C%AE
https://ja.wikisource.org/wiki/%E3%83%AB%E3%82%AB%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E7%A6%8F%E9%9F%B3%E6%9B%B8(%E5%8F%A3%E8%AA%9E%E8%A8%B3)#2:22
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%82%A8%E3%82%B9%E3%81%AE%E5%B9%BC%E5%B0%91%E6%99%82%E4%BB%A3
https://ja.wikisource.org/wiki/%E3%83%AB%E3%82%AB%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E7%A6%8F%E9%9F%B3%E6%9B%B8(%E5%8F%A3%E8%AA%9E%E8%A8%B3)#2:41
https://ja.wikisource.org/wiki/%E3%83%AB%E3%82%AB%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E7%A6%8F%E9%9F%B3%E6%9B%B8(%E5%8F%A3%E8%AA%9E%E8%A8%B3)#2:41
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３-5.イエス キリストの三職務 

 キリスト教の多くの教派において、三位一体の教義の元に、神の子が受肉して人となり、真の神であり真の人

である救い主として信仰の対象となっている。「イエス」は人名で、ヘブライ語からギリシャ語に転写されたもの。

「神は救い」「救う者」を意味する]。「キリスト」は「膏（あぶらぐすり）をつけられた者」という意味の救い主の称

号である。膏をつけられるのは旧約聖書において王・預言者・祭司であったが、イエス・キリストが旧約のそれら

すべての前例を越える形で、新約の時代においてはこの３つの職務を併せ持っていたことを示していると解さ

れる。 

イエスの言行を記した福音書を含む『聖書』は、世界でもっとも翻訳言語数が多い歴史的ベストセラーであり、

音楽・絵画・思想・哲学・世界史などに測り知れない影響を与えた。イエス、イエス・キリスト/キリスト、受胎告知、

キリストの降誕、イエスの洗礼、荒野の誘惑、イエスの奇跡、最後の晩餐、キリストの磔刑、復活、キリストの昇天

である。  

 

３-６.キリスト教における三位一体 

宗派により異なる。カトリック教会、正

教会、イギリス国教会とルーテル教会、

そして改革派教会などで解釈される。一

人の神の子「言葉」である。三位一体の

意味・使い方について、キリスト教では、

第一位格の父（神）と子（キリスト）と聖霊

は、第三位格の一つの神が三つの姿と

なって現れたものである。つまり、イエス・

キリストは神であり神の子であり聖霊であ

る。三位一体を教義として採用していな

い宗派も少数ながらあるが、多数派からは異端視され、「もはやキリスト教とはいえない」と見なされることも稀で

はない。図 3-1 は、原始宗教の流れである。図 3-2 は、ユダヤ教の流れである。 

 

３-７.イエスに対する考え 

キリスト教においては教派によるが、神と同質あるいは受肉した神そのものとして扱われている。ユダヤ教に

おいても、イエス・キリストの権威を認める教派がある。イスラム教では預言者の一人として教典に登場する。イ

エスに対する考えや意見は古今東西異なるだろう。少なくとも当時のイスラエル、とりわけ彼がよく活動したガリ

ラヤの周辺では、イエスは救世主（メシア）として多くの民に受け入れられていた。一方で、ローマ皇帝や当時

のイスラエル王であるヘロデ王らからすれば、「父なる神」以外を同じ人間であると見る。 

 

３-8.イエス・キリストとは何者か 

イエス・キリストとは何者かについて、正教会、カトリック教会、聖公会、プロテスタントに共通する見解を、おも

に教派ごとの出典に基づいてまとめる。イエス・キリストはただ一人の神の子である。この神の子は言葉とも呼

ばれる。三位一体の子なる神であり、ほかの 2 つの位格と本質を同じくする。イエス・キリストは神の子が受肉し

て人の性をとった、真の神であり真の人である。この人性は、まったく完全なものである。1 つの位格のうちに神

  

図 3-1.原始宗教の流れ 図 3-2.ユダヤ教の流れ 
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性と人性の２つの本性を持つとされる。https://ja.wikipedia.org/wiki/イエス・キリスト 

 

３-9.イエス・キリストの死と復活 

イエスはまた、

その伝承から十

字架と切っても

切り離せない関

係にある。十二

弟子（使徒）の一

人、イスカリオ

テのユダが銀貨

３０枚でイエス

を裏切ったのが

原因し、十字架に掛けられて処刑されたのは有名だろう。その結果イエスは十字架で「人々の罪を贖う」

形でこの世を去るが、これが十字架に処刑具としてではなくイエスの贖罪という付加価値を与え、今日の

十字架の印象を形成したのである。図 3-3 は、ｺﾞﾙｺﾞﾀ丘の夕べである。 

 特筆すべき点として、新約聖書に残されている弟子達が書き記した内容によれば、処刑されて数日経った後

に復活を遂げたという。この復活の伝承を信じることこそがキリスト教における中心的な教義であり、伝道者パ

ウロも布教の際そう宣伝した。また余談だが、このイエス・キリストの復活を祝う日として「イースター」というお祭

りがある。が、このいわゆる復活祭は日付が毎年変わることなどが関係してか、日本においてはクリスマスと比

較して格段にマイナーである。図 3-4 は、ﾌﾚｽｺ画ｲｺﾝ『主の復活』である。 

 

３-10.イエス・キリストの死と復活の経過 

  過越の食事-マルコ 14:12、①マタイ 26:17、②ゲツセマネの祈り、③イエスの逮捕、④イエスの裁判-マルコ

14:53 とマタイ 26:57。⑤十字架の道行き-マルコ 15:21。自らをユダヤ人の王であると名乗り、また「神の子」あ

るいはメシアであると自称した罪により、衆議会の裁判にかけられたあと、ローマ総督府に引き渡されゴルゴタ

の丘で磔刑に処せられた。その後、十字架から下ろされ墓に埋葬されたが、３日目に復活し、大勢の弟子たち

の前に現れた。肉体をもった者として復活したと聖書の各所に記されている。磔刑には、十字架上のイエスの

最後の 7 つの言葉、イエスの墓については、マルコ 15:42、マタイ 27:57、復活-マルコ 16:9、マタイ 28:9、ヨハ

ネ 20:11 弟子たちに福音の宣教を命じる（マルコ 16:15 とマタイ 28:16）。 

正教会、カトリック教会、プロテスタントなど多くの教派で、キリストの死者の中からの復活は、初期キリスト教

時代からの教えの中心的内容とされており、多くの教派で復活祭は降誕祭（クリスマス）と同等か、もしくは降誕

祭より大きな祭として祝われる。イエスの昇天-マルコ 16:19、ルカ 24:50 と使徒行伝 1:9。キリストの再臨時は、

イエスは自分が再臨する時について予告している。雲に乗って来ることになっている。 

４.イスラエル王国とユダ王国 

4-1.イスラエル王国 

サウル前 1000-前 961 年 / イシュ・ボシェテ前 1000 年 / ダビデ前 1000-前 962 年 / ソロモン前 962-前

  

図 3-3.『ｺﾞﾙｺﾞﾀ丘）の夕べ』ハリストス

（キリスト）埋葬準備の光景 

図 3-4.ﾌﾚｽｺ画ｲｺﾝ『主の復活』、ｷﾘｽﾄがｱﾀﾞ

ﾑとｲｳﾞの手を取り、地獄から引き上げる情景 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B4%E3%83%AB%E3%82%B4%E3%82%BF%E3%81%AE%E4%B8%98
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%82%B3%E7%94%BB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%A9%E6%B4%BB_(%E3%82%AD%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%88%E6%95%99)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B4%E3%83%AB%E3%82%B4%E3%82%BF%E3%81%AE%E4%B8%98
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%82%B3%E7%94%BB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%A9%E6%B4%BB_(%E3%82%AD%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%88%E6%95%99)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:%D0%9D%D0%BE%D1%87%D1%8C_%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%84%D0%B5.jpg
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Chora_Anastasis2.jpg


8 

 

922 年 / レハブアム前 922 年。北イスラエル王国は前 931 年である。ヤロブアム 1 世前 922-前 901 年 / ナ

ダブ前 901-前 900 年/ バシャ前 900-前 877 年 / エラ前 877-前 876ｖ / ジムリ前 876ｖ / オムリ前 876-前

869 年 / アハブ前 869-前 850 年/ アハズヤ前 850-前 849 年 / ヨラム前 849-前 842 年 / イエフ前 842-

前 815 年 / ヨアハズ前 815-前 801 年 / ヨアシュ前 801-前 786 年 / ヤロブアム 2 世前 786-前 746 / ゼカ

リヤ前 746 年 / シャルム前 745 年 / メナヘム前 745-前 738 年 / ペカフヤ前 738-前 737 年 / ペカ前

737-前 732 年 / ホセア前 732-前 722 年である。  

 

４-２.ユダ王国 

レハブアム前 922-前 915 / アビヤム前 915-前 913 / アサ前 913-前 873 / ヨシャファト前 873-前 849 / ヨラ

ム前 849-前 842 / アハズヤ前 842 / アタルヤ前 842-前 837 / ヨアシュ前 837-前 800 / アマツヤ前 800-前

783 / ウジヤ前 783-前 742 / ヨタム前 742-前 735 / アハズ前 735-前 715 / ヒゼキヤ前 715-前 687 / マナ

セ前 687-前 642 / アモン前 642-前 640 / ヨシヤ前 640-前 609 / エホアハズ前 609 / エホヤキム前 609-

前 598 / エホヤキン前 598 / ゼデキヤ前 597-前 587。南朝ユダ王国は、597-922 年である。 

  

４-３.日ユ同祖論 

日ユ同祖論を参照すれば、大陸からの帰化氏族である秦氏が古代イスラエル人の失われた１０支族ではな

いかという説である(表 4-１）。 

表 4-１.北朝イスラエルの 12 部族（紀元前 722-931 年） 

1.ルベン族 2.シメオン族 3.レビ族 4.ユダ族 5.ダン族 

6.ナフタリ族 7.ガド族 8.アシェル族 9.イッサカル族 10.ゼブルン族 

11.ヨセフ族 （1.マナセ族、2.エフライム族） 12.ベニヤミン族  

 

失われた 10 支族のうち、第 11-2 族エフライム族、第 7 族ガド族および第 9 族イッサカル族の数人が、日本

に移住したという説がある。ユダヤ人とは、有色人種としてのユダヤ人（ｾﾌｧﾙﾃﾞｨﾑ）を想定した。白人ユダヤ人

は８世紀末期で、ハザール人のユダヤ教への改宗によってユダヤ人を名乗る説もある。ユダヤ人に多い Y 染

色体ハプログループ J 系遺伝子は白人にも有色人種にもみられるため、イスラエルの氏族に白人系と有色人

系があったのではないかという説もある。 

宇野正美は、それらの背後には、サンヘドリン、イルミナティ、フリーメイソンなどの思想があるとし、アルバー

ト・パイク（フリーメイソン） → ジュゼッペ・マッツィーニ（第一インターナショナル）、ロスチャイルド家（サンヘドリ

ン） → アダム・ヴァイスハウプト（イルミナティ）およびイルミナティの 13 血流（①アスター家、②バンディ家、③

コリンズ家、④デュポン家、⑤フリーマン家、⑥ケネディ家、⑦李家、⑧オナシス家、⑨ロックフェラー家、⑩ロス

チャイルド家、⑪ラッセル家、⑫ファン・ダイン家および⑬ダビデの血流）などを論じた。  

しかし、その多くは謎に包まれており、どんな人物だったのか不明であり、「ヘブライ系渡来人」という説もあ

る。他にも聖徳太子＝秦氏ではないか？という説もあるほど謎の人物である。秦氏は第１５代応神天皇のとき、 

大陸から渡来しており、１０万以上の人々が日本に帰化したと伝えられている。京都の太秦（ウズマサ）に定住

した。秦家は非常に有力な力を持っており、７９４年の平安京は秦氏の力によって事実上作られている。仁徳

天皇陵のような超巨大古墳にも秦氏が及ぶ。秦氏の本拠地にある「八坂神社」の祇園信仰にも古代ヘブライ

の信仰に非常に似た点があるという指摘もある。八坂神社や伊勢神宮の周辺などに「蘇民将来」という伝承に
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まつわる護符があるが、ここにもダビデの紋章が出てくる。 

 

4-4.古代ユダヤ人が日本に来ている 

宇野正美は、1992 年に発行した著書「古代ユダヤは日本に封印された」を皮切りに、「古代ユダヤ人が日本

に来ている」という自説の発表を始めた。これによれば、過去 4 回に亘って、古代ユダヤ人が日本に来ている。

１回目：紀元前 625 年：アッシリア捕囚された北イスラエル王国の十氏族が、アッシリアがスキタイに滅ぼされた

際、スキタイによって東方に連れ去られた。ユーラシア大陸（シルクロードの草原の道）を通って日本に到達し

たと主張する。日本への進入方法を間宮海峡から樺太へ氷上を渡ってきたものとする。２回目：紀元前 586

年：南ユダ王国の二氏族が、バビロン捕囚される前に、その一部（イザヤとその一団）が、海路（シルクロードの

海の道）で東方に逃れた。この際、葦舟を使用し、黒潮に乗り丹後に漂着したと主張する。その際、契約の箱

を持って来たとする。なお、この後、契約の箱は、四国の剣山に封印されたとする。３回目：紀元後 199 年：紀

元後 66－73 年に起こったユダヤ戦争でユダヤ属州がローマ帝国に叩き潰された際に、その一部が、「シルク

ロードのオアシスの道」を通って東方に逃れた。この一団が秦氏（中央アジアの弓月国の融通王が開祖）であ

ると主張する。約 25、000 人の集団を引き連れて日本に現れ、秦河勝、聖徳太子などが後の飛鳥時代を作っ

たとする。ただし、現在の秦氏には 2 つの系統があると言われ、江戸時代、徐福伝説の子孫のみが秦氏を名

乗ることを許された。このため、古代ユダヤ人の秦氏は、羽田と波多などと巧みに名前を変え、証を残したとす

る。４回目以降：景教として伝来。宇野正美は、日本は多民族国家であることを主張する。この内訳については、

約５０％が中国系、２５％が朝鮮系、残り２５％が多数の民族から構成され、大和は、この多民族を纏める（大き

く和する－和をもって尊しとなす）とのの意味であると言う。この際、日本を支配したのは、中国山東省から米と

鉄を持って来た弥生人であり、彼らが、古代ユダヤ人であり、原日本人の代表である京都エスタブリッシュメン

ト、公家（藤原氏）、天皇を擁立したという。表 4-２は、イエスの十二使徒（１２人の弟子）を要約した。 

 

表 4-２.イエスの十二使徒（１２人の弟子）の要約 

 マルコ 

伝 

マタイ 

伝 

ルカ 

伝 
イエスの十二使徒の要約 

1 シモン・

ペトロ 

シモン・ 

ペトロ 

シモン・

ペトロ 

最初に信仰告白をした弟子。イエスから天国の鍵を授かり初代教皇。イエス復活

の証人。シモン・ペトロ、ペテロ、ケファともいう。出生：ゴラン高原、死去：ローマ帝

国。埋葬地：サン・ピエトロ大聖堂、バチカン。 

２ ゼベダ

イの子

ヤコブ 

ゼベダイ

の子ヤコ

ブ 

ゼベダイ

の子  

ヤコブ 

使徒ヨハネの兄弟。「大ヤコブ」ともいう。聖人として崇敬。正教会ではイアコフと

呼ぶ。兄弟ヨハネと共にガリラヤ湖畔の漁船の中、イエスに呼ばれ弟子。ヤコブは

エルサレム教会に中心的な立場。 

３ ゼベダ

イの子 

ヨハネ 

ゼベダ イ

の子  

ヨハネ 

ゼベダイ

の子   

ヨハネ 

イエスの使徒の一人。洗礼者ヨハネと区別するために特に「使徒ヨハネ」と呼ぶ。

福音記者ヨハネ。聖人。日本ハリストス正教会における呼称では教会スラヴ語から

転写しイオアン。聖使徒と呼ばれる。 

4 アンデレ アンデレ アンデレ シモン・ペトロの兄弟。兄弟ペトロと共にガリラヤ湖で漁をしていたときに初めにイ

エスに声をかけられ、弟子となった。シモンとアンデレの兄弟は、洗礼者ヨハネの

弟子。五千人食べ物が増える奇跡。 
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5 フィリ

ポ 

フィリ

ポ 

フィリ

ポ 

ガリラヤ湖の漁師出身（ベトサイダ出身）、古株的存在。奇跡を起こす力を持ちギ

リシャや小アジアで熱心に伝道。イエスに直接招かれて弟子になり、ナタナエル

にイエスを紹介。ギリシア語を話すユダヤ人。 

6 ゼベダ

イの子 

ヨハネ 

ゼベダ 

イの子  

ヨハネ 

ゼベダ

イの子   

ヨハネ 

イエスの使徒の一人。洗礼者ヨハネと区別するために特に「使徒ヨハネ」と呼ぶ。

福音記者ヨハネ。聖人。日本ハリストス正教会における呼称では教会スラヴ語か

ら転写しイオアン。聖使徒ばれる。 

7 アンデ

レ 

アンデレ アンデ

レ 

シモン・ペトロの兄弟。兄弟ペトロと共にガリラヤ湖で漁をしていたときに初め

にイエスに声をかけられ、弟子となった。シモンとアンデレの兄弟は、洗礼者

ヨハネの弟子。五千人食べ物が増える奇跡。 

8 フィリ

ポ 

フィリ

ポ 

フィリ

ポ 

ガリラヤ湖の漁師出身（ベトサイダ出身）、古株的存在。奇跡を起こす力を持ち。

ギリシャや小アジアで熱心に伝道。イエスに直接招かれて弟子になり、ナタナエ

ルにイエスを紹介。ギリシア語を話すユダヤ人。 

 

9 アルファ 

イの子  

ヤコブ 

ｱﾙﾌｧ

ｲの子  

ヤコブ 

ｱﾙﾌｧ  

ｲの子 

ヤコブ 

伝統的にアルファイの子ヤコブが「小ヤコブ」とされる。区別してゼベダイの子の

ヤコブを大ヤコブと呼ぶ。イエスの兄弟としてヤコブの名が挙げる同人物とし

て、アルファイの子のヤコブをイエスの兄弟。 

10 タダイ タダイ ヤコブ

の子 

ユタﾞ 

ユダあるいはユダ・タダイ、ユダ・タデオといい、タデウス、ファディとも表記。イエ

スを裏切ったイスカリオテのユダとは別人。小ヤコブの兄弟であったともイエスの

親族（「主の兄弟」）だったともいわれる。 

11 熱心党

の   

シモン 

熱心党 

の  

シモン 

熱心

党 の 

シモン 

熱心者のシモンは、シモン・ペトロや、イエスの兄弟のシモンとは別人である。

日本聖書協会の訳は、「熱心党」で統一。後半生には、エジプトやブリテン島に

伝道し、教会建立。『黄金伝説』には伝承が収録。 

12 イスカ 

リオテ 

のユダ 

イスカ 

リオテ 

のユダ 

イスカ 

リオテ   

のユダ 

ｲｽｶﾘｵﾃのシモンの子ユダの悪魔である。ユダは、イエスを裏切ろうとした。

裏切り者の代名詞として扱われることが多い。使徒ユダ（タダイ）とは別人で

ある。イエスの会計係の不正を行う可能が多い立場。 

https://www.gotquestions.org/Japanese/Japanese-12... 

 

５.イエス キリストのお墓 

5-1.エルサレムにあるキリストの墓 

キリストの墓は、キリスト教において、イエス・キリストが埋葬された後に復活したと信じられている墳墓である。

キリスト教徒に信じられているキリストの墓の場所はエルサレムの「聖墳墓教会」あるいは「園の墓」である。しか

し、異説も存在する 

エルサレムにイエス・キリストの墓は、２つある。コンスタンティヌス 1 世の母ヘレナが 326 年頃、エルサレムを

訪れ、当時はヴィーナス神殿となっていた地を比定した。これを取り壊して建てのが、現在正教会、非カルケド

ン派、カトリック教会などが共同管理する聖墳墓教会である。『ヘブライ人への手紙』の記載などから、処刑場

は城壁外にあった疑念が出され、聖公会などは旧城壁外にある「園の墓」(Garden Tomb)をそれと信じている。  
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キリストの遺骸は無い。ニカイア・コンスタンティノポリス信条に従えば、イエス・キリストは十字架上で死に、

葬られるが復活し、４０日後に天に昇った。葬られた場所は存在するが、遺骸は地上にはない。その代わりに

カトリック教会では中世、キリストの聖遺物への崇敬が盛んに行われた。カトリック教会ではイエスの母マリアも

死去することなく天にあげられたと信じられている。 

  

   

写真 5-1.イエスの墓・洞窟の入口 （2014聖書考古学ｼリ-ｽﾞ） 写真 5-2.石灰岩洞窟カルバリ模型 

 

   

写真 5-3.安置された墓の聖書記述 写真 5-4.BBCニュ-スの日本 写真 5-5.ｷﾘｽﾄ時代ﾕﾀﾞﾔ式の墓 

 

  

写真 5-6.安置した墓の神秘的な壁画 写真 5-7.安置した墓に彫刻文字 

 

キリスト教を信じない人は、イエス・キリストが人であったのならば、その遺骸は存在すると考える。それを祭る

墓があるためには、イエス・キリストその人を信奉する人たちの存在を仮定しなければならない。キリストの遺骸
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を祭る墓があるかもしれないと主張する人たちも居る。他の宗教の場合と異り、キリスト教においては、キリスト

の遺骸は失われたのではなく、信仰上存在しないということをまず踏まえなければならない。  

 

人間イエスと神性キリストを区別する。人間イエスはナザレのヨセフとマリアの間に産まれた子であって、彼

が洗礼者ヨハネから洗礼を受けたときに聖霊が降り、神の子イエス・キリストとなった。また、十字架につけられ

るときにキリストの神性はイエスから離れた。十字架上で死んだのは人間イエスであってキリストではない。その

墓があるためには、イエス・キリストを信奉するが、その肉体が天に上げられたのではないと信じる人が居なけ

ればならない。これは正統的なキリスト教からすれば異端となる。彼らによれば人間イエスと神性キリストを区別

する。  

 

5-2.インド・カシミールにキリストの墓 

イエスが救われ身体を癒した後にユダヤの土地から抜け出し、「イスラエルのさまよえる子羊たち」を探すた

めに、東に向かったと言う説がある。この説の実証のひとつとして、インドのカシミール地方にイエス（ユス・アサ

フ）と書かれた墓が見つけられている。カシミールのユダヤ人はすべてイスラム教に改宗しているが、その墓を

守る家族だけが改宗せぬことを許され現在もユダヤ教徒である。古い墓には、ユダヤの言葉であるヘブライ語

での記述があり、記述によるとイエスは 112 歳（100 歳以上）まで生きたとされる。また、イエスと書かれた墓の近

くにはモーセと書かれた墓もある。モーセがユダヤ民族の移動の際に失われた人々を探しに出たとされている

が、たどり着いたのがカシミールと言うわけである。 

イスラム教系新宗教アフマディーヤでも、イーサー（イエス）はインドを訪れたと説く。亡くなった場所もカシミ

ールである。創始者であるミールザー・グラーム・アフマドは Masīh Hindustān Meiń（en:Jesus in India）という著

書を残している。  

 

5-３.南フランスにキリストの墓 

フランスの作家、ジェラール・ド・セードは、南フランスの小さな村レンヌ＝ル＝シャトーに謎の財宝の秘密が

隠されているとする一連の著作を発表した。 『アルカディアの牧人たち』と題するニコラ・プッサンの有名な絵

がある。 この絵に描かれた風景と墓石にそっくりなものが、レンヌ＝ル＝シャトーの近くに存在した。1970 年代

セードの著作以降、この地は財宝目当ての人間が引きも切らなかった。中にはダイナマイトを持ち込むぶっそ

うな者もいたので、けっきょくこの墓石は持ち主が取り壊した。 

  

5-４.イギリスにキリストの墓 

英国のテレビ作家ヘンリー・リンカーンらは、フランス作家のの著作を追って、BBC のテレビ番組で放映した

ほか、『レンヌ＝ル＝シャトーの謎』を著した。墓石の碑文には「ET IN ARCADIA EGO」とある。 この碑文はプ

ッサンに先行して 1621-1623 年のグェルチーノの絵にもあり、「われアルカディアにもあり」とか、いろいろに解

釈されている(→ニコラ・プッサン)。 リンカーンらは、これはアナグラムであり、「I TEGO ARCANA DEI」(立ち去

れ! 私は神の秘密を隠した)と読めるとした。「神の秘密」としてリンカーンらは、イエスの血脈を想定し、シオン

修道会がそれを守っているとするのだが、イエスの墓がある可能性も示した。  

リチャード・アンドルーズとポール・シェレンバーガーもこれを追って、問題の絵はイエスの墓の位置を示して

いるとして、近くの山中にその位置を推定した。 この地域は古くキリスト教の異端カタリ派の拠点であったとい
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う歴史を持っている。カタリ派は１３世紀前半にアルビジョア十字軍によって壊滅させられているが、彼らがその

秘密を残したのではないかというものである。  

 

5-5.日本（青森県戸来村と十和田湖畔戸来岳） 

青森県の新郷村という場所

にはイエス・キリストの墓がある

(写真 5-8）。 

最初は全く意味が分かりま

せんでした…。正直言って、

「なんでこんな田舎にイエス･

キリストの墓があるの？三沢に

は米軍基地があるけど、青森

県ってそんなに国際色豊かだ

ったかな？」と思わず。 

謎の男が叫んだ！『竹内文書』が鍵をにぎる。新郷村にイエス・キリストの墓が発見されたのは、“竹内巨麿”

という男のおかげだと言える。竹内巨麿とは昭和 10 年茨城県磯原町（現・北茨城市市）の皇祖皇太神宮の管

長と名乗るもので、村で一、二を争う旧家・沢口家で二つの土のかたまりを見るなり、「これこそキリストの墓だ」

と叫ぶ。 『竹内文書』という古文書が、伝わる竹内家の当主である竹内巨麿は『竹内文書』に記されていた「キ

リストは日本で死んだ」という記述に基づきキリストの墓を探し回った。 

1936 年に考古学者の一団が「キリストの遺

書」を発見したり、考古学・地質学者の山根キ

ク氏の著書でとりあげられたりして、新郷村は

神秘の村として脚光あびた。キリストの墓と弟

のイスキリの墓であるかは判断を預けるとして

も、この新郷村にはいくつかのミステリーがあ

る。戸来（ﾍﾗｲ）はヘブライからくるという説。父

親をアヤまたはダダ、母親をアパまたはガガと

いうこと。子供を初めて野外に出すとき額に墨

で十字を書くこと。足がしびれたとき額に十字

を書くこと。ダビデの星を代々家紋とする家が

あること。そして、「ナニヤドヤラー、ナニヤドナ

サレノ」という意味不明の言葉。メロヴィング朝

の系図によると、ｲｴｽとマリア間の子は、タマ

ル、イエス２世とヨセフである（図 5-1）。 

６.おわりに 

６-1.イエス キリストの人生 

⓵イエス・キリストは。人知れず、馬宿で生まれた。②赤子の時から命を狙われた。③予言通りの人生を歩ま

  

写真 5-8.青森県新郷村のキリスト墓は円形状の中に十字架と祭壇 

 

図 5-1.メロヴィング朝の系図 
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れた。④ユダヤ教徒のイエスは、ユダヤ教徒と十字架刑された。イエス様は許しを請う。イエスの人生は、多く

は失敗したと判断された。イエスは、飛ぶ船に乗り日本の青森に来て、日本人と結婚して３人の子を設けた。 

 

6-２.メロヴィング朝 

メロヴィング朝は、ゲルマン人（西ゲルマン）であるフランク族の支族のサリ族が築いたフランク王国における

最初の王朝である。メロヴィングの名は、始祖クロヴィスの祖父メロヴィクスにちなむ。４子に分割相続して以後、

分裂・内紛を繰り返して衰退した。 

 

6-3.十字架上のキリストの最後の７つの言葉内容 

第１の言葉：「父よ、彼らを赦して下さい。なぜなら、彼らは何をしているのかわからないからです。」午前 9 時

に十字架につけられた時の言葉である。このイエスの祈りは、有力な写本 B や D にはない。故に新共同訳聖

書では真正性を疑われるものとして、カッコ書きされている。しかし、ステパノの殉教の記事は本節を前提にし

ていること、ルカの神学とキリストの精神に調和していることから、伝統的解釈では、真正性を認めている。[1] 

第２の言葉：「アーメン、あなたに言います。あなたは今日私と共にパラダイスにいます」 イエスと共に十字

架にかけられていた二人の罪人のうち一人がイエスを「神の子なら自分と俺達を救って見せろ」と罵ったのに

対して、もう一人が「我々は当然の報いを受けているだけだが、この人は何の罪も無いのだ」と諭し、さらにイエ

スに「神の国で、私の事を思い出して下さい」と語りかけた。それに対する返事である。 

第３の言葉：「女よ、そこにあなたの子がいます」「そこに、あなたの母が」母マリヤと弟子のヨハネに言った言

葉で、ヨハネにマリヤを支えることを依頼したもの。これにより、ヨハネがマリヤを引き取ることになった。[2]イエ

スの言葉を聞いた、その時点から、ヨハネはイエスの本意を理解して、マリヤをつれて十字架のそばを離れて、

エルサレムの自分の家につれていったと思われる。 

第 4 の言葉：「わが神、わが神、どうして私を見捨てられたのですか。」3 時頃にキリストが大声で語った。大

声と言うのは全地に響き渡っていくという意味がある。神への呼びかけは、マルコでは「エロイ」、マタイでは「エ

リ」である。周囲の人々がエリヤを呼んでいると誤解したので、マタイの記述が一番近いと思われる。伝統的に

はイエスが事実上、罪人の身代わりになって罪の裁きを受けたことを表す叫びと解釈される。イエスが神を「父」

とは呼んでおらず、審判される側に立ち、自己を罪人と完全に一つにして、神の裁きを受けているとされている。 

第５の言葉：「私は渇いている（ディプソォー）」(イエスは聖書が成就するために、この言葉を発した。)この言

葉を兵士は、肉体的な渇きであると理解して、酸いぶどう酒を持ってきた。 

第６の言葉：「終わった(テテレスタイ)」兵士達が差し出した酸いぶどう酒を受けた直後に、この言葉を語った。

これは、旧約聖書の預言をすべて成就して、贖罪の業を完成したという意味である。 

第７の言葉：「父よ、私の霊をあなたの手にまかせます」 イエスを見いだす「平安を得るための 8 つの原則」

は、1.「祈り」、2.「憐れみ」、3.「赦し」、4.「信仰」、5.「神の御言葉」、6.「感謝」、7.「悔い改め」、8.「希望」である。 

 

6-4.鳥居の起原や意味 

鳥居は、韓国や中国にもない日本独特である。古い形は、左右二本の柱のみだった。二本の柱の上に注連

縄を渡した。レバノン杉と同じように虫の食わない堅い檜が用いられた。伊勢神宮の鳥居は金で覆われた。神

様をお祀りする神聖な場所を表すシンボルとして鳥居がある。鳥居の起源については、一説によると天照大御

神が岩戸隠れのとき、鶏「常世（ﾄｺﾖ）」の長鳴鳥（ﾅｶﾞﾅｷﾄﾞﾘ）をつくるようになり、それが鳥居になった。語源に
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ついては、「通り入る」とか「鶏居（とりい）」という言葉が転化した。インドの仏塔の門であるトラーナを真似た物と

の説がある。稲荷神社の鳥居は朱色で、朱色は生命の躍動を表すと共に、古来災厄を防ぐ色である。 

ソロモンが神殿を建立した時、神殿の入り口に左右二本の太い柱を立てた。 

その高さは３５キュビット（15.75m）あった。建築にはレバノン杉の木材が大量に使われた。 

その木材の上を金で覆っていた。このレバノン杉をエルサレムまで海路、陸路を搬送した大事業は，今に当

時の光景を残す諏訪大社の「御柱祭」ではないか！と思われる。柱に彫刻された「女神アシェラ」は、言い方が

「ハシラ」にそっくりである。朱色に塗られた鳥居は、「出エジプト」の時に子羊の血を入り口の鴨居と門柱に塗

った事が旧約聖書にある。（所謂、過ぎ越しの行事）。奇妙な形の三柱鳥居があるが、ネストリウスキリスト教が

渡来した名残をとどめる遺跡！と由緒にある。鳥居という名はアラム語で、「門」の意味「TARAA」が訛ったもの

ではないだろうか！  
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別表 1.イエス・キリストの生涯と初代キリスト教年表 BC1 世紀 

BC 

63 

共和政ローマの将軍のポンペイウスがエルサレムに入城する。ユダヤ地方（イスラエルまたはパレ

スチナともいう）はローマの支配下に入る。 

44 キ・オクタヴィアン・アウグトウスがローマ皇帝となる。紀元後 14 年迄 

36/37 キ・ヘロデ大王がュデアの王となる 

34 ヘロデ大王、ローマからユダヤ人の王に任命される。 

29  オクタビアヌス、ローマ初代皇帝となり、ここに帝政ローマが始まる   

20/19 キ・エルサレム第三神殿の建築に着手トロデ犬王） 

７ ～4 頃、イエスがエルサレムの南のユダヤ地方（イスラエル）のﾍﾞﾂﾚﾍﾑに誕生する。一説には紀元

前６年か７年。カフェルナウムのユダヤ教の会堂。イエスが幼少を過ごしたナザレの近郊にある。 

4 キ・ヘロデ大王が死 

３ 12月-2年 1月 キ・イエスの誕生 

https://www.youtube.com/watch?v=GBbo9ARYuI8
https://www.youtube.com/watch?v=wDi_S_i9nbw
https://www.youtube.com/results?search_query=%E3%82%A4%E3%82
http://www.vill.shingo.aomori.jp/sight/sight_main/kankou/sight
https://www.youtube.com/watch?v=JmHKmlyJRZ4伊勢神宮と古代イスラエルの幕屋
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%B1%E5%92%8C%E6%94%BF%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B0%E3%83%8A%E3%82%A8%E3%82%A6%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%83%9D%E3%83%B3%E3%83%9A%E3%82%A4%E3%82%A6%E3%82%B9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A8%E3%83%AB%E3%82%B5%E3%83%AC%E3%83%A0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A6%E3%83%80%E3%83%A4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%83%A9%E3%82%A8%E3%83%AB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%91%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%83%81%E3%83%8A
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%91%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%83%81%E3%83%8A
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%98%E3%83%AD%E3%83%87%E5%A4%A7%E7%8E%8B
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A6%E3%83%80%E3%83%A4%E4%BA%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%82%A6%E3%82%B0%E3%82%B9%E3%83%88%E3%82%A5%E3%82%B9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%82%A8%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%82%AD%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%88
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２ 12 月、キ・天文学者の訪問、聖家族のエジプトヘ亡命、2 月５日 オクタヴィアン・アウグトウス

に元老院より国家の父の称号が贈られた 

 

別表 2.ＡＤ1～4世紀 イエス・キリスト生涯とキリスト教年表 

1 世紀  

ＡＤ14 初代ローマ皇帝オクタビアヌス没し、ティベリウスが即位する。洗礼者ヨハネが活動を開始する。 

キ・テイペリウスがローマ皇帝となる（37 年まで） 

27 洗礼者ヨハネが活動を開始する。イエスはヨハネより洗礼を受け、宣教を開始する。ヨルダン川。ここで

イエスはヨハネより洗礼を受け、福音を述べ伝える旅が始まった。 

27 キ・ティペリウスがカプリ島ヘ、リウス・セイヤヌスが政治の実権を握る、ユダヤ人の迫害開始、 

ポンティウス・ピラトがユダヤ総督(36 年まで)、サンヘドリン(ユダヤ人の最高議会)解散 

29 または 30 イエスがエルサレムのゴルゴタの丘で磔刑になり、3 日目に復活した。 

イエスの洗礼と宣教活動の開始（ティベトナムリウス治世の１５年目に；ツレカ 3、1) 

30 イエス、エルサレムのゴルゴダの丘で処刑され、そして復活する。 

キ・イエスが宣教活動を開始してから、第１の過ぎ越しの祭り 

31 キ・第２の過ぎ越しの祭り、セヤヌスが死刑される、ユダヤ人の迫害終わり、サンヘドリン再開始 

32 キ・32 年 第３の過ぎ越しの祭り（ヨハ 6,4) 

33 キ・４月３日 最後の過ぎ越しの祭り(Nisanl4・金曜目）、イエスがサンヘドリンの裁判とローマ総督ビ

ラトのもとで裁判を受け十字架につけられる。午後３時イエスの死（34歳） 

34 4月５目、キ・イエスの復活 

35 または 36 ｽﾃﾌｧﾉが石打ちの刑で死にｷﾘｽﾄ教の最初の殉教者（致命者）となる。迫害者ﾊﾟｳﾛ（本名サウロ）

がイエスの幻を見て回心する。ｽﾃﾊﾟﾉが殉教する。キリスト教最初の殉教者・ｻｳﾛ(ﾊﾟｳﾛ）が回心をする。 

37 カリグラがローマ皇帝に即位する。（皇帝カリグラの肖像のコイン） 

44 ｶﾘｸﾞﾗによってユダヤの王となったｱｸﾞﾘｯﾊﾟがｷﾘｽﾄ教徒を迫害し、使徒ヨハネの兄弟ﾔｺﾌﾞが殉教する。  

46 ～47。ｻｳﾛ。ｶﾞﾊﾞﾙﾅﾊﾞとともに第１回伝道旅行（ｷﾌﾟﾛｽ・小ｱｼﾞｱ）に出発し、途中で名をﾊﾟｳﾛと改める。 

47 エルサレムで公会議が開かれる。（ユダヤ教徒以外にもキリスト教への入信が認められる）  

48 ～51。パウロが第２回伝道旅行（小ｱｼﾞｱ･ｷﾞﾘｼｬ）に出発する。途上でﾃｻﾛﾆｹ人への第１・第２の手紙が書

かれる。アテネのﾊﾟﾙﾃﾉﾝ神殿。ﾊﾟｳﾛはｱﾃﾈで福音を説いたが実りは少なかった。  

52 ～57。ﾊﾟｳﾛが第３回伝道旅行（小ｱｼﾞｱ･ｷﾞﾘｼｬ）に出発する。途上でｺﾘﾝﾄ人への第１・第２の手紙が書か

れる。   

54 ﾈﾛｶﾛｰﾏ皇帝に即位する。皇帝ネロの肖像のｺｲﾝ。この頃、ﾏﾙｺ福音書・ﾏﾀｲ福音書が書かれる。 

57 パウロがエルサレムで逮捕される。 

59 ローマ市民権を持っていたパウロは皇帝により裁かれる事を求め、護送されてローマへと出発する 

60 パウロはローマに到着し、以降数年を過す。フィリピ人・コロサイ人・フィレモンなどへの手紙を書く。

この頃、ルカ福音書が書かれる。同じ頃、使徒言行録が書かれる。 

61 エルサレムの教会を指導していたイエスの兄弟ヤコブが殉教する。 

64 ローマで大火が発生し、ローマ皇帝ネロによるキリスト教徒迫害が起こる。この頃、パウロがローマで殉教する。

（赦されて、その後２度の伝道旅行をしたという説もある）。同じ頃、ペトロがローマで殉教する。 



18 

 

66 ユダヤ地方のユダヤ人達がローマ帝国に反旗を翻し、第 1 次ユダヤ戦争が起る 

70 エルサレムはユダヤ人の反乱（第１次ユダヤ戦争）を鎮圧したローマ軍によって陥落し、神殿は焼き払わ

れる。（死海の辺にあるマサダの要塞。反乱軍が最後まで立て篭もって壮絶な死を遂げた。） 

100 この頃までにヨハネ福音書・黙示録が完成する。新約聖書の完結。トルコにあるエフェソの聖ヨハネ教

会。ヨハネは晩年この地で聖書を書いたと言われる。 

135 第２次ユダヤ戦争終結し、ローマによってエルサレムは廃墟となりユダヤ人は追放されて流浪の民とな

る。(エルサレムの嘆きの壁。栄華を極めた神殿はこの壁を除いて廃墟と化した。) 

2世紀  

135 第 2 次ユダヤ戦争（バル・コクバの乱）終結し、ローマ軍によってエルサレムは廃墟とされる。 

3世紀  

250 皇帝デキウスによる大迫害が始まる。 

293 ローマ帝国、四分割される（テトラルキア）。 

4世紀  

301 ｱﾙﾒﾆｱ王国がｷﾘｽﾄ教を国教とする。当時のｱﾙﾒﾆｱはﾛｰﾏ帝国の従属国だが、国家の国教としては世界初。 

303 皇帝ディオクレティアヌスがキリスト教禁圧令を出し迫害する。 

306 この頃、アントニウスがエジプトで隠修士を集め、キリスト教最初の修道院を始める。 

312 コンスタンティヌス 1 世、十字架を旗印にしてミルヴィウス橋の戦いに勝利する 

313 キ・コンスタンチヌスー世（大帝）の回心後、迫害が終わり、キリスト教は公認 

ローマ皇帝コンスタンティヌス 1 世がミラノ寛容令を発し、キリスト教を公認する。 

327 グルジアがキリスト教を国教とする（グルジア正教会） 

330 キ・ローマ帝国の首都移動（ローマからコンスタンチノーポルヘ） 

350 エチオピアがキリスト教を国教とする（コプト教・エチオピア正教会）。 

361 皇帝ユリアヌス（背教者ユリアヌス）がローマ古来の宗教の復活を企てる。 

375 ゲルマン民族の大移動が開始される。 

381 皇帝ﾃｵﾄﾞｼｳｽ 1 世によって第 1 ｺﾝｽﾀﾝﾃｨﾉﾎﾟﾘｽ公会議が開かれ、再びｱﾘｳｽ派が異端とされｱﾘｳｽ論争が決着。 

386 アウグスティヌスがマニ教からキリスト教に回心する。 

388 キリスト教とユダヤ教の異宗婚が禁止される 

391 テオドシウスがキリスト教を国教に定める。 

395 ヒッポ（北アフリカ）の司教アウグスティヌスが『告白』を書く。 

397 カルタゴ会議で新約聖書正典を決定。 

注：上記の年代、特にキリスト教については研究者の説により若干の異同があります。 

キ・http://nowaksvd.net/jp/nyumon/001jesus.pdf イエス・キリストの生涯年表 

http://nowaksvd.net/jp/nyumon/001jesus.pdf 初代キリスト略教年表 

1. https://ja.wikipedia.org/wiki/キリスト教年表 
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