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国際関係における日本とヘブライ語の音楽設定と文化
-君が代の歌詞、ソーラン節、かごめ歌、あわの歌と伊勢音頭の歌詞久森洋昭・古谷昭雄・西村純一・沢 勲
（洞窟環境 NET 学会）

Music Settings of Japan and Hebrew and its culture
in International Relations
-Lyrics of Kimigayo, Lyrics of Soran, Kagome song lyrics, Awa song lyrics, Ise Ondo-
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ABSTRACT
This study is part of the integrated research of the Cave Environmental Net Society, which aims
to create cultural heritage materials in order to clarify the regional history. ①The lyrics of Kimigayo
are Japanese national anthem. Have you had lyrics for 1000 years ago? The lyrics of Kimigayo
were in the period of Heian period, in the old-fashioned Wakashu. We say that we do not know the
situation made by unknown author or anonymous.
②Soran is a folk song from the coast of the Sea of Japan in Hokkaido. The birthplace is the area
from Goshi's Shikotan Peninsula to Yoichi-gun, and is famous as a herring fishing song. Once, in
spring the herring has come in large groups to spawn on the Japan Sea coast of Hokkaido. The female
lays eggs and the males repel all at once. It is said that the sea was dyed white.
③Kagome song；Kagome Kagome is one of the children's games and is a cursed city legend. As with "the
blindfolded demon", children imitate adult religious ceremonies. However, the expression after “Tsuru and
Turtle” was established after the Meiji period. Myths have been given to the whereabouts of pregnant women
who have been suffocated from behind by snails, miscarriages, 2 prostitutes who can not escape from the
monitored environment, and 3 Tokugawa buried gold.
④The meaning and the lyrics of Awa Song, mysterious song, just be healthy, be happy. Mysterious song is
that it is the holy song of "Hotsumatsuta song" which also supported the nation-building of "Izanagi and
Izanami". Awa song is a celebration of miracle from the original written in the Kamidai character, and is a
benefit and effect. The bubble song, The memory of Godyo inscribed in the soul and gene of the person, activates
vital energy.⑤Ise Ondo is a traditional Japanese folk song. There are a wide variety of lyrics and tunes that
are transmitted to various places, but they are divided into the "Normal Ise Ondo" system and the "Iseido
Nakasu" system. The niece caught in Yusato in Iseko City. It is a song of Haikume Umeji during the Kyoho
year (1716 to 1736), and it is a musical piece used by a prostitute to dance and dance at Yugeo. Ise Ondo is a
folk song. It is a generic term for Doji song, celebration song, way song, dance song and so on.
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１.はじめに
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本研究は、地域の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、日本とイスラエ
ルを表 1-1 のように比較した。

表 1-1.日本とイスラエルの比較

建国は、諸説あり、日本神話による初代天
皇即位の日（辛酉年 1 月 1 日）をグレゴリオ暦
に換算すると紀元前 660 年 2 月 11 日である。
日本国（にほんこく、にっぽんこく）、または
日本（にほん、にっぽん）は、日本列島（北海
道・本州・四国・九州の主要四島およびそれ
に付随する島々）及び、南西諸島・伊豆諸
島・小笠原諸島などから成る東アジアの島国
であり、議会制民主主義国家である。
日本国旅券。国名として「日本国」および「JAPAN」の文字が記されている。「日本」という漢字による国号の表
記は、日本列島が中国大陸から見て東の果て、つまり「日の本（ひのもと）」に位置することに由来するのではな
いかとされる。近代の二つの憲法の表題は、「日本国憲法」および「大日本帝国憲法」であるが、国号を「日本国」
または「日本」と直接かつ明確に規定した法令は存在しない。日本工業規格 (Japanese Industrial Standard) で
は日本国、英語表記を Japan と規定。更に、国際規格 (ISO) では 3 文字略号を JPN、2 文字略号を JP と規定
している。日本語の表現は、「にっぽん」、「にほん」と読まれ、どちらも多く用いられているため、日本政府は正式
な読み方をどちらか一方には定めておらず、どちらの読みでも良いとしている。
７世 紀 の後 半 の国 際 関 係 から生 じた「日 本 」国 号 は、当 時 の国 際 的 な読 み（音 読 ）で「ニッポ
ン」（呉 音 ）ないし「ジッポン」（漢 音 ）と読 まれたものと推 測 される[6]。いつ「ニホン」の読 みが始 まっ
たか定 かでないが、仮 名 表 記 では「にほん」と表 記 された。平 安 時 代 には「 ひのもと」とも和 訓 され
る よ う に なっ た 。
イスラエル国は、ヘブライ語: 、 ִי ַא ְׂרשִ י ַת ינִדְמアラビア語: 、 إ سرائ يل دول ة英語: State of Israel [ˈɪzrɪəl, ˈɪzreɪəl]）
でである。通称イスラエルは、中東のパレスチナに位置する国家。北にレバノン、北東にシリア、東にヨルダン、
南にエジプトと接する。ガザ地区とヨルダン川西岸地区を支配するパレスチナ自治政府（パレスチナ国）とは南
西および東で接し、地中海および紅海にも面している。首都はエルサレムであると主張しているが、国際連合な
どはテルアビブをイスラエルの首都とみなしている。イスラエルは、シオニズム運動を経て 1948 年 5 月 14 日に
建国された。
古代イスラエルは、イスラエル王国とユダ王国である。古代には、カナンの地は、カナン人をはじめ様々な民
族が住んでいた。ユダヤ人の祖先となるヘブライ人も移住してきたが、子孫たちはエジプトに移住しエジプト人の
奴隷となっていった。エジプトを脱出したヘブライ人（イスラエル人）は、この地を征服し紀元前１１世紀頃イスラエ
ル王国が成立した。しかし紀元前 930 年ごろ内乱のため、イスラエル王国は南北に分裂し、北のイスラエル王国
は紀元前 722 年にアッシリアに滅ぼされ、南のユダ王国は紀元前 586 年に新バビロニアに滅ぼされた。
紀元前 166 年、古代ユダヤ人の王朝であるハスモン朝が成立する。紀元前１世紀にハスモン朝はローマ帝国
の保護国となり、後にローマ帝国の属州ユダヤ属州となる。66 年には独立を目指し、ユダヤ戦争（第 1 次ユダヤ
戦争）が勃発するが、70 年にローマ帝国にユダヤ人達は抵抗したが、エルサレムが陷落し、鎮圧された。ここで、
筆者らは、ヘブライ語と日本語の共通下歌について纏めた。
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２.ヘブライ語と日本語の共通点
日本の国歌の君が代は、千代に八千代に、さざれ石の、いわおとなりて、苔のむすまで。君が代（きみがよ）は、
日本の国歌。10 世紀初頭における最初の勅撰和歌集である『古今和歌集』の「読人知らず」の和歌を初出として
いる。当初は「祝福を受ける人の寿命」を歌ったものだが、転じて「天皇の治世」を奉祝する歌となった。明治 2
（1869）年に薩摩藩の砲兵隊長・大山弥助（大山巌）が、薩摩琵琶の『蓬莱山』にある「君が代」を歌詞として選び、
その後、明治 13（1880）年に宮内省雅楽課が旋律を改めて付け直し、それをドイツ人の音楽教師フランツ・エッ
ケルトが西洋和声により編曲したものが、明治 26（1893）年の文部省告示以降、事実上の国歌として定着した。
平成 11（1999）年に「国旗及び国歌に関する法律」で正式に日本の国歌として法制化され、世界で最も短い国
歌である。

２-1.ヘブライ語
ヘブライ語には、古代にパレスチナに住んでいたヘブライ人が母語として用いていた言語古典である。言語
はヘブライ語（聖書ヘブライ語（英語版））と、現在のイスラエル国で話される現代ヘブライ語とがある。現代ヘブ
ライ語は、ヘブライ語と呼ばれ ruru、古代の聖書ヘブライ語は「聖なる言葉」すなわち「神の言語」という名前で知
られる。ヘブライ語は二千数百年の間、ユダヤ教の言葉として聖書（ヘブライ語聖書）やミシュナーなどの研究・
儀式・祈り、別々の言語を話す遠隔のユダヤ人共同体同士がコミュニケーションを取る場合などに使われるのみ
であったが、20 世紀にヘブライ語が現代のヘブライ語として再生され、他の言語に替わってイスラエル国に居住
するユダヤ人の日常語として地位を占めるようになった。
ヘブライの言語の名称は、ユーフラテス川を越えて移住する人たちのことを総称したヘブル人の由来である。
紀元前 3500 年頃にカルデアのウル（英語版）（現在のイラク）からカナンの地（現在のパレスチナ・イスラエル）に
移住したとされるアブラハム一族と、その子孫である人々が、他称としてヘブル人又はヘブライ人などと呼ばれ、
彼らが使う言語がヘブライ語と呼ばれる。
特徴として、同じセム語派に属するアラビア語と同様に、この言語は右から左に右横書きで書く。また、現代の
ヘブライ文字はアラム文字に由来するため、日本語や英語などと違って、子音を表す表記はあっても、母音を表
す表記はないことが多く、言語の習得にはある程度の慣れが必要である。
ネクダーと呼ばれる母音記号は存在はするが、日本語で出版されているヘブライ語の文法書や語学書や辞書
など、言語習得のための初等教科書や発音のわからない外来語の表記の際に使われるだけであり、文章を読
んだり書いたりする際に使われる機会は少ないが、イスラエル国でも詩やシャアル・ラマトヒールというヘブライ語
初心者向けの新聞にはネクダーが付されている。

2-2.古典ヘブライ語
古代のヘブライ人の言葉がカナン語と混じり合って出来上あがったものだとされている。ヘブライ語で書かれ
た最も著名な書物は「ヘブライ語聖書」（キリスト教徒にとっての旧約聖書）である。この言語は当時のオリエント
世界の共通語であったアラム語に取って代わられていき、旧約聖書も一部はアラム語で記述された。後の新約
聖書の時代においても、イエスは日常的にはヘブライ語と共にアラム語で話したと考えられており、新約聖書に
はイエスの言葉として両方の言語がそのまま記載された箇所がある。この二言語はきわめて近縁であり、さらに
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長年の言語接触で一種の方言連続体を形成していたことから、この時代のユダヤ人は自然とアラム語とヘブライ
語のバイリンガルとなっていたと推測されている。
紀元７０年にユダヤ人の世界離散（ディアスポラ）が起こってからは、ユダヤ教における宗教儀式において使
用されるほかは、ラディーノ語、イディッシュ語の中に痕跡を残すのみで、一般的な話し言葉としては完全に使わ
れなくなっていった。
中世に入って文献学者のヨハン・ロイヒリン（英語版）は、非ユダヤ人にして初めて大学で聖書ヘブライ語を教
授し、カバラについての著書 (De Arte Cabalistica) を残し、ラビとしての教育を受けたバルーフ・デ・スピノザは、
死後に遺稿集とした出版された『ヘブライ語文法総記』で、文献学的聖書解釈の観点から、より言語語学的なヘ
ブライ語の説明を行った。その冒頭部で、母音を表す文字がヘブライ文字には存在しないにもかかわらず「母音
のない文字は、『魂のない身体』(corpora sine anima) である」と記した。

2-3.ヘブライ語と日本語の共通点
明治 2（1869 年、薩摩藩の砲兵隊長・大山弥助（大山巌）が愛唱歌である薩摩琵琶の『蓬莱山』にある君が代
を歌詞として選ぶ。
明治 13（1880）年、宮内省雅楽課が旋律を改めて付け直し、ドイツ人の音楽歌フランツ・エッケルトが編曲した。
明治 21（1888）年，対外に正式公布。
明治 26（1893）年、文部省告示以降、事実上の国歌として定着した。
平成 11（1999）年、「国旗及び国歌に関する法律」で、正式に日本の国歌として法制化、世界で最も短い国歌
である（立法化）。

３.君が代の歌詞
３-１.君が代の歌詞のヘブライ語と日本語
3-1-1.｢君が代」の成り立ち
今から千数十年ほど前、延喜５（909）年に出た歌集「古今和歌集」の巻７、賀歌の初めに「題しらず」「読み人
知らず」として載っているのが初めである。その後、新撰和歌集にも、和漢朗詠集にも、その他数々の歌集にも
載せられた。明治２（1869）年、この曲は、当時、横浜の英国公使館を護衛するために、日本に来ていたイギリ
ス歩兵隊の軍楽長、ジョン・ウィリアム・フェントンが言い出した。明治１３(1880)年、宮内省雅樂課に委嘱し、課
員数名の中から作品が選ばれ、一等伶人の林広守が補作して発表された。これに洋楽の和声を付けたのは、
当時、教師として日本に滞在していたドイツ人の音楽家フランツ・エッケルトである。
この曲は、日本の代表的作曲家・山田耕作氏が、若い頃ドイツに留学していた頃、ドイツの大学の音楽教授
たちが、世界の主な国歌について品定めされたが、その結果、第一位に選ばれたのが日本の「君が代」である。
国歌としての「君が代」は、一千年を越す歴史の所産である。洋楽となってからも９０年用いられて、今日に至っ
た。日本の国歌「君が代」と外国の国歌は「平和な歌」といえる。｢君が代」が作曲された明治時代に、来日して
いたチェンバレンという英語教師が、「君が代」の歌詞を作曲された趣旨（天皇讃歌）に準じて英訳した。
表 3-1.国歌、日本語の歌詞、英訳された歌詞と英訳の和訳
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(出典) http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%

曲３-１.国歌としての「君が代」の歌詞

写真 3-1.京都の賀茂御祖神社

表 3-2.ヘブライ語と日本語の共通点の「君が代」の歌詞
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3-1-２.歌詞について
（１）「さざれ石の巌となりて」とは、「さざれ石というのは、細かい石、礫（れき）岩をいう。日本列島やアルプスやヒ
マラヤ山脈などの出来方をみると、大陸の周辺に地向斜という細長い海ができる。そこに大陸から運ばれてきた
小さな石（さざれ石）が堆積を続け、何千万年という長い間に、圧力で固結して岩石となり。やがて地殻変動で、
隆起して山脈となる。すなわち、地質学の造山論の骨子であります。
（２）「君が代は、千代に八千代に」とは、「天皇の御代がいついつまでも」と言うような意味である。現憲法の第一
条には、「天皇は、日本国の象徴であり、日本国民統合の象徴である」。意味は、現憲法に照らしてみても、「日
本及び日本国民が、永遠に平和で栄えますように」という意味である。一方、「君が代」と戦争について、竹山道
雄氏の「剣と十字架」によれば、文明１２（1480）年（室町時代）～昭和 16（1941）年までの戦争の回数は、イギリ
ス・７８回、フランス・７１回、ドイツ・２３回と日本・９回である。堀雅昭；『戦争歌（いくさうた）が映す近代』、葦書房、
2001 年。

３-2.「君が代」を言霊で翻訳する（秀思學）
表３-３.日本語の君が代を言霊で翻訳

神祇：天津神、全名：伊邪那岐命、別名：伊邪那岐神、伊弉諾尊、神格：国産みの神、配偶者：伊邪那美命。
イザナギまたはイザナキ（伊邪那岐/伊弉諾/伊耶那岐）は、日本神話に登場する男神。『古事記』では、伊邪那
岐神と伊邪那岐命、『日本書紀』では、伊弉諾神と表記される。ｲｻﾞﾅﾐ（伊邪那美、伊弉冉、伊耶那美と伊弉弥）
の兄であり夫。ｱﾏﾃﾗｽやｽｻﾉｵ等多くの神の父神であり、神武天皇の七代先祖とされている。「国産み」および
「神産み」：天地開闢において神世七代の最後に伊邪那美命とともに生まれた。そして高天原の神々に命ぜられ、
海に漂っていた脂のような国土を固めるべく、天の浮き橋から天沼矛で海をかき回し、出来上がった淤能碁呂島
（オノゴロ島、又はオノコロ島）にて伊邪那美命と結婚した（表３-３）。
淤能碁呂島(オノゴロ島)とは、日本神話や記紀に登場する島。特に伊邪那岐命・伊邪那美命による国
生み神話で知られ、神々がつくり出した最初の島となっている。
『古事記』では淤能碁呂島、
『日本書紀』
では磤馭慮島(オノゴロ島)と表記する。オノゴロ島は、自凝島とも表記され、「自(おの)ずから凝り固ま
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ってできた島」の意味である。国産み・神産みにおいて伊邪那美命との間に日本国土を形づくる多数の子を
儲ける。イザナギまたはイザナキの由来は： 1.「いざな」は「誘う（いざなう）」の語根で、「ぎ」は男性を表す語（本
居宣長『古事記伝』1798 年）。2.「いさ」は「功徳」の意の「功（いさを）」の語根で、「き」は男性を表す語（白鳥庫吉
『神代史の新研究』岩波書店 1954 年）。3.サンスクリットの「伊舎那天（ｲｼｬﾅﾃﾝ）」、伊舎那后（ｲｼｬﾅｸｳ）」から
（北畠親房『神皇正統記』1339 年頃）。神仏習合を参照。

４.北海道民謡のソーラン節の歌詞
誰が囲む（守る）のか頑固に閉ざされ、安置されているものを取りだせ計約の把子に閉じ込められてこれまで
安置されてきた神器をとりだせ神器を取り除き、代わりにお守りを作った。西運、北か（NO 主）？とカモメ（果喪女
＝腹の虫）に聞けば、わたしゃ断つ途里（没する身）なみ（成実＝精神）に聞け、ソーラン節はヘブライ語である。
緑字はヘブライ語を言霊で翻訳したものである。日本語をイスラエルに持ち帰ったという考え方もできるのではな
いか？。あるいは、神が語呂合わせをしたとすれば納得がいく？（表 4-1）
表 4-1.ソーラン節はヘブライ語

表 4-2.ソーラン節、日本語をヘブライ語することができる
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西運､北か(ＮＯ主)？とカモメ(果喪女＝腹の虫)に聞けばわたしゃ断つ途里(没する身)なみ(成実＝精神)に聞
け、誰が囲む（守る）のか頑固に閉ざされ、安置されているものを取りだせ。契約の箱に閉じ込められて、これま
で安置されてきた神器をとりだし、神器を取り除き、代わりにお守りを作った（表 4-2）。

５.「かごめ歌」の歌詞
表 5-1.「かごめ歌」をﾍﾌﾞﾗｲ語の言霊で翻訳する（秀思學）、神器＝ﾏﾅ＝真名＝諏訪して主に和す

表 5-1 は「かごめ歌」をﾍﾌﾞﾗｲ語の言霊で翻訳している（秀思學）、神器＝ﾏﾅ＝真名＝諏訪して主に和す。か
ごめ紋は神（▼＝甲＝卍＝雨、右＝問い）と人（△＝由＝卐
＝稲米、左＝応答）のあん、あめんのキャッチボール、二人
三脚のシ(思仕示旨歯矢視)合わせで、天国に駆けのぼる智
恵である。現イスラエル世界（物主の殻作り）では青いかごめ
紋であるのである。
殻田が開花したら、考えを霊主に改めて実魂作りに入らな
ければならない為に、新エルサレムが起こされて、真理が世
界を維新する秘められてきた真理が４８音の諏訪して主に和
す、ヨハネ（預羽）の国の日本が台頭する、これをユダヤ人は
２０００年間待ち望んできたのである。神器＝マナ＝真名＝

写真 5-1.「かごめ歌」を歌う光景

諏訪して主に和す。写真 5-1 は「かごめ歌」を歌う光景である。

６.「あわの歌」の歌詞
6-1.天地（アワ）のうたの誕生
天神６代目のオモタル（男神）とカシコネ（女神）の時代に、両神（ﾌﾀｶﾐ）は全国を巡って農業開発に努めてい
た。民の糧も豊かに、政事も行き届いた平和な国でしたが、残念ながら世嗣子に恵まれず、死後、国は再び乱
れ、無秩序な状態になった。
そんな時、高天原（たかまがはら）から指名を受けた、タカヒト君（きみ）とイサコ姫はツクバのイサ宮で愛でたく
結婚され、イサナギとイサナミとして即位し、７代目の皇位を継承します。両神は先ず、葦原中国（アシハラナカツ
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クニ・滋賀）で、天神から引き継いだ矛（ほこ）をシンボルに、生産力の落ちた農業を復活させます。同時に、民の
言葉が大層なまってお互い通じなくなったのを心配し、正そうとされた。男神・女神は声を合わせ、カダガキ（楽
器）をかき鳴らしながら、上 二十四音をイサナギが歌い、下 二十四音をイサナミが歌って音声の標準化を図り、
農業普及と共に国の再建をしていきました。
このブログには、マントラや真言というワード検索から訪れてくださる方も多く、それらは元々サンスクリットによる
もので、主にインドから入ってきたので、この日本にもそれらマントラのようなパワーを持つ、縄文時代から脈々と
伝わってきた「言霊（ことたま）」がある。その名は、あわのうた！「あわのうた」とは、日本古代の文献、ヲシテ文献
に出てくる五七調のうたである。「あわのうた」の前に、「ヲシテ文献」とは、漢字が日本に伝わる遥か昔、実は日
本でも文字が使われ、文章が書かれていたのです。それを今に伝えるものとして、「ホツマツタヱ」「ミカサフミ」
「フトマニ」といった３文献があり、それらを総称して「ヲシテ文献」と呼ぶのですが、そこに書かれている文字がヲ
シテ文字で、縄文文字と言われる。図 6-1 は円形状の縄文文字「あわの歌」である。図 6-2 は縄文文字をした
「あわの歌」である。
図 6-1.円形状の縄文文字「あわの歌」

図 6-2.縄文文字をした「あわの歌」

表 6-2.天地（アワ）の歌について(秀真伝という文献)
アカハナマ

イキヒニミウク

フヌムエケ

ヘネメオコホノ

モトロソヨ

ヲテレセヱツル

スユンチリ

シヰタラサヤワ

この歌は、秀真伝（ホツマツタヱ )という文献に載っている歌である。ホツマツタヱによれば、伊邪那岐・伊邪
那美の時代に、民の言葉が曇ってきたので、それを直そうとしてこの歌を歌いました。その効果としては、言葉を
直し、五臓六腑を整える事ができたと記されている。また、五臓六腑と盗み・色欲・騙しという不徳な行いとの関
係も記されている（表 6-2）。

表 6-3.天地（アワ）の歌について（秀真伝の個人的な感覚）
四十八声

これ身の内の

巡り良く

永らえて

住江の翁

これを知る

病有らねば
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あくまでも個人的な感覚では、この歌を唱えることにより、体の内側から、光が体中に漲ったり、みずおちにパ
ワーが凝縮されたりする（表 6-3）。
あわのうたは、「あわうた」や「アワ歌」「アワ唄」などとも表記されるが、ここでは「あわのうた」で統一させていた
だきます。この歌は、ホツマツタヱに書かれている４８文字（ヨソヤコヱ）から成る「うた」です。４８音 (ヨハネです
ね）は、今で言う５０音最初の「あ」から始まり、最後の「わ」で終わります。その間に、森羅万象を表すヲシテ文字
が１文字もダブらず、見事に五七五七五七となって表現されています。日本人には、この五七調が実にピッタリ
来るのでしょう。

表 6-4.約６０００年前、縄文時代の文字

表 6-5.イサナギ・イサナミに始まる「あわのうた」

表 6-4 は約６０００年前、縄文時代の文字で、縄文時代に書かれた。表 6-5 はイサナギ・イサナミに始まる「あわ
のうた」である。縄文時代というのは、木の実を食べて原始的な生活をしていたかのように、今まで教えられてきま
したが、漢字が伝来するはるか昔より、日本固有の文字（ヲシテ文字＝神代文字）を持っていて、しかも、高度な
文明も持っていた。アカデミーは認めてませんが（笑）。

表 6-6.「あわの歌」は宇宙の表現

この「あわの歌」の起源は、「ホツマツタヱ」によると、イ
サナギ、イサナミの二神（フタカミ）が起源とされる。今で
言う伊弉諾（イザナギ）、伊弉冉（イザナミ）のことで、ホ
ツマツタヱではイサナギ、イサナミと書かれている。
『ホツマツタヱ』の成立時期は不詳で、安永８(244)年
版と安永９年版の二種類の版本が『春日山紀』にある。
『春日山紀』には、『ホツマツタヱ』の 40 アヤの各所から
の引用文がヲシテ文字の原文で縦横に掲載されてい
る。
この両神は、第７代アマカミ（古代天皇のこと）で、第
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６代のオモタルとカシコネとの間にに嫡子がいなかったため選ばれた。ちなみに、初代アマカミはクニトコタチで
ある。驚きの情報である。当時、民の心と言葉が乱れ、紛争も起こり、国土が乱れていた。それを案じたフタカミが
「あわの歌」を日本国中、行幸しながら広めていた。これは、初代天皇クニトコタチの時代の縄文哲学を一般に普
及させていくものである。言葉は統一されていき、国も安定していた。人々に教える時、イサナギは上２４音を、イ
サナミは下２４音を唄ったとホツマツタヱは伝えている表（6-6）。
また、イサナギ・イサナミの息子のアマテル（＝アマテラスオオミカミ。天照大神は実は男神なのである！正妃
はセオリツヒメ（瀬織津姫）…記紀には出てこない謎とされる姫神）は第八代アマカミ（天皇）となり、毎朝、二拍手
にて、この「あわのうた」を唱和なさった。「あわのうた」は、ある一定の波動の流れが見とれる。
上の表 6-6 は、五七調のあわのうたを五音ずつで区切ってみた。そうすると、並べた文字を右から読むと、あ
いうえお、２段目が、「かきくけこ」、３段目が「はひふへほ」という具合に５０音が浮かび上がっていることが理解で
きる。逆に、下２３文字は、左から読むことで、順番こそ違いますが、「たちつて」と、「らりるれろ」となる。５０音の元
がヲシテ文字によって縄文時代に存在していたことがわかります。驚きとともに、目からウロコが落ちる思いです。
次に、普通に縦に読んでいくと、母音＝あ（ウツホ・気体・空）⇒ い（カセ・風）⇒ う（ホ・火）⇒ え（ミツ・液体・水）
⇒ お（ハニ・固体・土）の順になっていて、真ん中で逆回転するかのように折り返し、母音＝お ⇒ え ⇒ う ⇒
い ⇒ あになっていく。
これは、宇宙の波動が、気体から液体を経て固体になり、反転して固体から液体を経て気体になる、ということ
を表します。振動密度が上がり、波動が高いと気体やエーテル（蒸発）体であり、低いと液体や固体になるのは
皆さんも御存知のとおりである。UFO や宇宙人が波動を落とすと可視化できるのと同じである。
あ（気体）からお（固体）への波動のヴォルテックスはディセンションを、お（固体）からあ（気体）への波動のヴォ
ルテックスはアセンションを、それぞれ表わされる。それは、４８音のひとつひとつにはそれぞれ意味があり、固有
の振動数があります。さらにはそれらを組み合わせることで、宇宙のすべてを表現する。
というわけで、実際に「あわのうた」を唱和してみる。YouTube で「あわのうた」や「あわうた」「アワ歌」で検索する
と、いろんな方が UP されていて、たくさん出る。特に決まった旋律はないので、自分に合った歌い方でいいでし
ょう。また、歌い方もどんどん変化してもいいと思う。
基本的には、一音一音ゆっくりと語尾を伸ばしながら歌うのがいいのかな思う。しかも、難しい顔をして歌うの
ではなく、喜びの気持ちを持って歌いたいものである。ちなみに、「を＝Wo」「ゑ＝Ye」「ゐ＝Yi」というふうに発音
すると良いでしょう。
直後から「いろは歌」の学びに没頭し始め、その中で不思議と空海の生きざまへ思いを募らせながら、「いろは
歌」に含まれる複数の折句の中に秘められている大切な信仰のメッセージを見出し、その成果については当時、
千葉県北総地域において発行する「成田シティージャーナル」に連載しました。その後、日本の民謡に含まれる
囃子詞や童歌をヘブライ語で解読する作業を進め、日本語では、およそ意味を持たない多くの言葉が、実はヘ
ブライ語である。そこに大事な意味が含まれていることを、ジャーナルの紙面を借りて解説してきた。中でも、空
海（弘法大師（ｺｳﾎﾞｳﾀﾞｲｼ））の創作ではないかと、当初から想定していた「さくらさくら」の歌詞を、ヘブライ語の
辞書を片手に解読した後、ヘブライ大学の教授が確かに筆者の訳した通り、そのままヘブライ語で読めると太鼓
判を押してくださった事を聞いた時、自分の解釈が決して偏見によるものではなく、ヘブライ語を日常話すユダ
ヤ人でも、その通りに理解することができることを知り、大きな励みになる。

７.伊勢音頭の歌詞
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7-1.伊勢音頭の由来
伊勢音頭は昔からお伊勢参りの道中唄として、もっとも馴染みの深い、しかも、日本民謡の中でも代表的で情
緒豊かな民謡として全国的にも知られている。その発祥の地といわれる伊勢の古市は、古くから遊郭で有名で、
江戸の吉原、大阪の新町、京の島原、長崎の丸山と共に五大遊里の一つに数えられ、有名な油屋騒動の物語
と併せて人々の語り草とながる。
伊勢音頭の起源を探ることは極めて困難であるが、その由来は、間の山節、河崎音頭、古市音頭などと種々説
かれている。いずれも正調伊勢音頭とは言いがたく、現在唄い継がれている伊勢音頭は、伊勢参宮が「抜け参り」
や「おかげ参り」の風習を生んだ江戸時代に参宮道者が道中の徒然（つれづれ）にお伊勢さんへの憧れを唄つ
た道中唄をさすもので、それが前記の「間の山節」、「河崎音頭」、「古市音頭」等と融和され、さらにテンポの遅
い手拍子のみで唄う伊勢音頭は、古市の妓楼等で三弦にあわせて唄い踊るには不適当であったため、歌曲も
三弦にあわせ、お座敷向きに調整せられ工夫が加 えられて、今日の伊勢音頭の骨格となったものであります。
なお、伊勢音頭の「別れの唄」は、旅の道者との別れを惜しむ妓楼の女たちの哀愁こもる慕情を唄ったもので、
伊勢の習俗と当時の纏綿とした情緒がよく現れている。
7-2.道中伊勢音頭の歌詞
アーアー ヨオーイ ナアーア 伊勢にゆーきーたーあい（ヨイヨーイ）伊勢ー路ーが みーたーい
（アーヨーイセー ソーコセー）せめーえて なーあ 一生にー ヨーオイ ソーオレエ一い度おでーえもー
○アーアアーヨーイナー：伊勢は津で持つ（アヨーイヨイ） 津は伊勢で持つ （ア ヨーイセソーコセ） 尾張ナー
名古屋はヨーイソレ城で持つ
＜弥長世ヤートコセーノ 恰弥成ヨイヤナ 安楽楽アララ 是者伊勢コレワイセ コノ善所伊勢コノヨイトコイセー
○アーアアーヨーイナー：伊勢に行きたい（アヨーイヨイ） 伊勢路が見たい（ア ヨーイセソーコセ）
せめてナー 一生に ヨーイソレ一度でも
○アーアアーヨーイナー：今年ゃ詣ろよ（アヨーイヨイ） お伊勢の宮へ 花のナー 三月 ヨーイ皆さんよ 半ば
ごろ
＜祝唄＞
○アーアアーヨーイナー:
◎西行法師は（アヨーイヨイ） お伊勢さん詣り（ア ヨーイセソーコセ） 何事のおわしますかは 知らねどもかた
じけなさに 涙こぼるると詠んでナー 拝んで ヨーイ皆さんよ すすり泣き
◎アーアアーヨーイナー 伊勢の松坂の（アヨーイヨイ） 本居様が（ア ヨーイセソーコセ）敷島の大和心を 人
問わば朝日に匂う 山桜花と詠んだ御歌は ヨーイ皆さんよ 国の華。
＜別れの唄＞
◎アーアアーヨーイナー 明日はお立ちか（アヨーイヨイ） お名残惜しゅや（ア ヨーイセソーコセ） ア 六軒茶
屋まで送りましょ六軒茶屋の曲がりとで 紅葉のような 手をついて 糸より細い 声を出し 皆さんさよなら
（ご機嫌よろしゅう） お静かにまた来春も 来ておくれ
やら

これが別れの盃と

来春来るやら 来ないやら姐さんいるやら いない

思えば涙が 先に立つ雨のナー 十日も ヨーイ御連中さんよ 降ればよい

7-3.伊勢音頭の歌詞
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ヤートコセ・ヨーイヤナ
コノナンデモセ

ヤハウェは投げた・敵を・ヤハウェは在る・憐れみ深く
樹てた・指導者（祭司）・モーセを

7-4.正調伊勢音頭 ：
伊勢はナアー 津で持オつ 津はア伊勢工ーで持オつ アヨイヨーイ 尾張イ 名古ーオ屋ーはア 城ーで持オ
つ、※ 弥長（ヤートコ） 世恰（セーノヨー） 弥成（イヤナ） 安楽楽（アララー） 是者伊勢（コレハイセー） エエ
コノ善所伊勢（コノヨイトコイセ）。※ソレソレ：弥長(ヤートコ）世恰(セーノヨーイヤナ) 弥成(アララ）安楽楽(コレワ
イセーエ）

是者伊勢(コレハイセーエエ）コノ善所(コノヨイトコ） 伊勢(イセー）

7-5.伊勢音頭さわぎ
伊勢はナー 津でもつ 津は伊勢で持つ（ヨイヨーイ）尾張名古屋は ヤンレ城でもつ
お伊勢ナー よいとこ
菜の花つづき(ヨイヨーイ）唄もなつかし ヤンレ伊勢音頭 ※（繰り返し）
帯にナー 短し たすきに長し(ヨイヨーイ） お伊勢参りの ヤンレ笠のひも ※（繰り返し）
7-6.別れの唄：
アーアアー ヨーオーイナー 明日はおオ発ーちーか(アヨーイヨーイ) お名ー残ー惜ーしうーや
(アーヨイセーソーコセー)

８.おわりに
8-1.名称宇宙のエネルギ-の５要素
もともとの「ｼﾞﾝｸﾞﾙﾍﾞﾙ」とは、１８５７年、牧師のジェームズ・ロード・ピアポントさんが作詞作曲しました。（※ジェ
ームズさんは、「アメリカの５大財閥の１つ、モルガン財閥の創始者であるジョン・モルガン」の叔父）。ジェームズ
さんはこの曲を、ボストンにある自分の教会の感謝祭のお祝いで歌うために作りました。最初につけられた歌の
名前は、「One Horse Open Sleigh（1 頭立ての橇）」である。
若者たちが冬にソリで競争する様子を歌うこの曲の歌詞には、宗教的な語句やクリスマスに対する言及はあり
ません。今では、「１番とコーラス部分」だけが広く歌われていますが、実は「４番」まであるのです。この曲は非常
に評判がよく、クリスマスでも歌われるようになります。その後も、徐々にアメリカ中に広まっていく過程で、タイトル
もジングルベルに変わって言った伝えられている。http://oneness555.com/awanouta
表 8-1.名称宇宙のエネルギ-の５要素
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表 8-1 は名称宇宙のエネルギ-の５要素である。すなわち、気体、温度の低いエネルギ-、熱いエネルギ-、液
体・水のように変化する。最後には個体である。

8-2.涅槃経の無常偈の意味
涅槃経の無常偈の意味、16 文字である。「諸行無常」とは、「諸行」とは、この世のすべてである。「無常」とは、
常が無い、続かない意味。
「是生滅法」とは、「法」とは、いつでもどこでも変わらない真理である。
「諸行無常」ということは、生じたものは必ず滅する。永遠の真理である。
「生滅滅已」とは、この「生滅」が滅しおわった世界がある、
「寂滅（じゃくめつ）」とは、本当の幸せなんだ、「寂滅をもって楽となす」という。

表 8-2.涅槃経（16 文字）の意味
涅槃経（16 文字）

意味

歴史的仮名遣い

諸行無常（しょぎょうむじょう）

諸行は無常なり

いろはにほへとちりぬるを

色は匂えど散りぬるを

是生滅法（ぜしょうめっぽう）

是れ生滅の法なり

わかよたれそつねならむ

我が世誰ぞ常ならむ

生滅滅已（しょうめつめつい）

生滅滅しおわりぬ

うゐのおくやまけふこえて

有為の奥山今日越えて

あさきゆめみしゑひもせす

浅き夢見じ酔いもせず

寂滅為楽（じゃくめついらく）

寂滅をもって楽と為す

漢字仮名交じり

表 8-2 は涅槃経（16 文字）の意味であり、歴史的仮名遣い、漢字仮名交じりに分類できる。
8-3.台風
台風は、イシカミ（いて座の意識体）のイシキが集合して、日本へ向かうために起こる。「最初にいて座の南の
イシカミの王子や王女たちが集まって相談した。原子には意識があるので、水素や酸素などの原子たちに“台風
を作るから集まって”とイシカミが呼びかける。そして先頭に立ったイシカミは、集まってもらった原子たちと共に、
駆け出す。イシカミたちは上に上に行こうとするので、渦巻きができる。日本のイシカミたちからの情報を聞いて、
進路を決めていく。
イシカミのイシキ体は台風の目の右側に集合し、階段を登るように進んでいくので、台風の目が左側に出来、
台風の目より右側が雨風とも激しくなる。オーストラリアに降りた「いて座」の長老のイシカミの身体で、ウエーブロ
ックが小さく見える。台風とは、雨を降らせ、海の掃除もする。台風にも意識がある。人間の心にも意識がある。ム
ーノイアなどのイシカミたちが射手座の女王に会いに行こうとする為に起き、また、南のほうに大きな大陸（ムー大
陸）があったことを知らせている。
8-4.原子（アトム）
原子とは、物質を構成する１単位である。原子核と電子からなり、電子が原子核の周りを軌道を描きながら回る
のは、原子核が電子に「回ってください」と頼むからで、「原子に意識がある」ことを証明する。大宇宙と大神霊は
意識があり、「目には目を」は、見て美しいものや楽しいものを頂いたら、誰かに見てうれしくなるものをお返すこ
とで、「歯には歯を」は食べておいしいものを頂いたら、誰かに食べるものをお返すこと。それは、貰った人にお
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返しをしなければならないということではなく、地球の富が循環するように、つまり、神様から与えられている地球
の財産を独り占めすることなく、皆で分け合い法則を感じることである。現在も間違った意味を信じているために
復讐による悲惨な争いが絶えない。
8-5.地球
星達が並べられる不満の固まりが鉄などの元素を引き寄せ、真っ赤に熱せられて宇宙をさまよっていたが、水
星が水で地球を冷やしてくれ、土星が土を、木星は木をプレゼントしてくれ、また、それぞれの星が動物、花、魚
などを送り込んでくれる。モーリタニア、サハラ砂漠に地球の目、エルサレムが地球の心臓などと知らされる。地
球の最初は亀のようであったが、４世紀？に丸くなったらしく、丸くなることで余分の原子たちは一旦分解して、
再び地球に降りてきて山などになった。
8-6.宇宙の計画
宇宙は何もない真っ暗闇ではない。人間以外に意識を持ったものは、星をはじめ形はなくても、意識体として
想像を絶する存在がいる。それらの総纏めが、ゴールディロックスという大きな天体のようである。いろいろな、こ
れまで人間の知らなかった情報が、空からの情報で、１３年間伝えられる。それは宇宙の原則は、平等が一番大
切と繰り返し伝えらている。
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