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 そうこうしている内に、夜も更けていた。この日は、古代日本の相当深い真

相まで扱ったので、気付かない内に、ひかりはかなり疲労していた。 

 

建：相当お疲れのようだね？ 

ひかり：聴いているうちは気にならなかったけど、こうやって一息つくと、ど

っと疲労感が出てきちゃった…。 

建：じゃあ、続きはまた明日ということにして、今日はもう休もう。風呂にで

もゆっくりつかって、疲れを癒すとしようか…。 

ひかり：（頷く。） 

 

 翌朝、かぐわしいコーヒーの香りで目が覚めた建。香ばしい天然酵母発酵の

全粒粉のパンに、一番搾りのメープルシロップが添えられている。 

 

建：早く起きたんだね？ 

ひかり：あなたに、滅多に手に入らないエチオピアのコーヒーを楽しんでもら

おうと思って。私も、ドリップの腕を上げたのよ！ 

建：エチオピアはコーヒー発祥の国だね。 

ひかり：確か、アフリカでも稀なクリスチャンの国よね？ 

建：じゃあ、イエスの話でもするか。 

 

 

4：弥生時代前後の中東 

(1)イエスの誕生 

 十支族が中東から消え失せ、バビロニア帝国が崩壊し、ペルシャ、シリアの

支配を受けた後、古代ローマ帝国領となっていた時代のこと。神々は滅多に姿

を現すこと無く、人心は腐敗し、エルサレムの神殿では男娼や神殿売春、金貸

しが横行していた。ちょうどその頃、長楕円軌道を運行するニビルが、またし

ても地球に接近していた。それにより太陽と地球の波動が乱れ、人々の心に大

きな影響を及ぼしていたのである。この時の接近は、大洪水を引き起こすほど
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のものではないと予測計算されていたが、かなりの影響があることは確かだっ

た。 

 これに備えさせたのは、大洪水の時と同様、地球の主エンキである。アダパ

とティティの誕生は、エンキが直接地球人の女性と交わった。また、大洪水前

には、エンキが地球人女性と交わってジウスドラが生まれ、彼が新たな人類の

祖となった。つまり、人類にとって最も重要な局面に関わる人物は、エンキが

地球人女性と直接交わることよって誕生したので、それと同様な方法が採られ

たのである。今回、太陽神ウツと地球人女性の間に生まれた女性マリアとエン

キは交わった。 

 

 ある時、沐浴していたマリアに近付いたエンキはマリアを誘った。神に仕え

る高位の神官として。言葉巧みなエンキにマリアは惹かれ、エンキは彼女の腰

を抱き寄せ、子宮に精液を注いだ。 

 エンキは高官のイシムドに命じ、マリアの様子を伺わせた。懐妊したことが

解ると、エンキに報告した。それを知ったエンキはマリアの家に行き、ヨセフ

のいない時を見計らって、壁越しに伝えた。 

「私は大天使ガブリエルである。お前はヨセフの子ではなく、神の子を身籠っ

た。しかし、お前はその子をヨセフの子として育てるのだ！生まれた子には、

インマヌエルと名付けよ！“神は我らと共に”という意味である。今後、如何

なる困難があろうと、必ず神がお護りするだろう」 

 マリアがこの状況をヨセフに伝えると、ヨセフは一旦激怒したものの、神の

意志には逆らえないので、2 人で神の子を育てることとした。 

 

 しばらくして男児が誕生した。その時、天空にニビルが輝き、後にベツレヘ

ムの星と言われた。エンキ、ウツ、イナンナが祝福し、その祝いの品物（黄金、

乳香、没薬）を 3 人の使者がマリアの下へ届けた。 

 

…………………………………………………………………………………………… 

ひかり：歴史は繰り返すのね？ 

建：ここでも、“起こったことは、また発生した”のさ。だから、本来の教えが

曲解され、神殿がカネや性的退廃で腐敗され、それが最高点に達した時、ま

たもやエンキが地球人女性と交わって、危機を打開する人物を生み出したの

さ。それが、イエス！故に、“父なる神”はエンキなんだよ。確かに、ジウ

スドラ以来、エンキは姿を見せなかったから、御父の姿は見えないというカ

バラの説も納得できる。イエスの霊体がヤハウェで、受肉した存在がイエス

などではない。 

  また、イエスは自らを“人の子”と言っており、父については“父なる神”

と言っている。確かに、父がエンキならば、エンキは“父なる神”だ。では、

母親も神々の誰かか？いや、それだと“神の子”となり、“人の子”にはな

らない。だから、マリアは明らかに地球人女性だ。 

ひかり：エンキが父親なら、エンキの息子マルドゥクはアバエルに牧羊を教え

たし、初物の祝祭の際、エンキはアバエルの育てた子羊を両手に掲げ、
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マルドゥクとアバエルを祝福したわ。それに、何と言っても、マルドゥ

クの腹違いの弟ドゥムジは、ニビルから羊を持ち帰って来たわ！だから、

イエスは“神の子羊”なのね？ 

建：その通り！そして、イエスは復活後 40 日で昇天した。40 はエンキを象徴す

る数字だから、エンキが直接関わっていることを暗示する。 

ひかり：マリアの処女懐胎について、マタイ福音書では“胎の子は聖霊によっ

て宿った”とあり、ルカ福音書では“聖霊があなたに降り、いと高き方

の力があなたを包む。だから、生まれる子は聖なる者、神の子と呼ばれ

る”とあるわよね？ 

建：聖霊や天使というのも、アヌンナキを象徴したものだろ？ 

ひかり：そうすると、マリアの子はアヌンナキによって宿ったのだから、エン

キがマリアと直接交わることにより、イエスが宿ったことを象徴してい

ることになるわね、ル･マクの妻バタナシュがエンキによってジウスド

ラを身籠ったように！ 

建：バタナシュはル･マクに真相は告げなかったが、マリアの場合、“聖霊によ

るお告げ”の形式を採っている。つまり、マリアはヨセフと交わらずしてイ

エスを懐胎したのだから、処女懐胎という概念も納得できるものなのさ。俗

説で言われているような、体外受精でイエスが誕生したことは明らかな間違

いだよ。その聖霊は大天使ガブリエルである、というのが通説だ。 

ひかり：ルカ福音書では洗礼者ヨハネの誕生を予告し、イエスが誕生した時に

羊飼いに知らせたのもガブリエルだし、マタイ福音書ではヘロデが嬰児

殺害を命じた時、ヨセフに警告してエジプトに逃避させたのもガブリエ

ルだから、ガブリエルは言わば“お告げの天使”よね？ 

建：ガブリエルは智天使の長、第一天の支配者、月の天使、水瓶座の天使など

の肩書きを持つ。智の根源はエンキだから、エンキは智天使の長で、エンキ

は“地球の主”だから第一天の支配者と見なすことができる。そして、エン

キは月の不思議に魅せられ、マルドゥクと共に月に滞在して動きを観測した

から、月の天使と見なすことができる。それに、水の神エアでもあり、水を

吹き出している水瓶と共にある姿が描かれているので、水瓶座の天使と見な

すことができる。 

ひかり：つまり、ガブリエルはエンキの象徴ということか…。ところで、イエ

スの母マリアがウツの子だというのは本当なの？ 

建：まずは名前。マリ、マリアというのはイナンナの象徴だったよね？ 

ひかり：聖書の語源“ビュブロス”の話だったわね。 

建：もう 1 つは血統だ。イエスは人類の贖罪を背負って十字架に掛けられたか

ら、言わば人類にとっての光。光の要素は太陽神由来で、この場合は中南米

ではなく中東だから、光り輝く蛇のニンギシュジッダではなく、太陽神ウツ

の要素だ。ウツと地球人女性との間にできた子メシュキアガシェルはウヌ

グ･キで最初の王となり、以下、エンメルカル→バンダ→ギルガメッシュと

王位が続いた。つまり、ウツの血統はエンキ以外の王の血統であり、エンキ

が直接交わる地球人女性として適している。 

ひかり：ウツの血統も王の血統だったわね…。 
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建：他に手掛かりとなるのは、十二支族の祖ユダだ。旧約では、ヘブライの王

はユダの末裔であると言われている。 

 

“ユダは獅子の子。彼は雄獅子のようにうずくまり、雌獅子のように身を伏せ

る。王笏はユダから離れず、統治の杖は足の間から離れない。” 

 

  ウツは、シュメールの楔形文字で "UD" と書ける。これは“輝く”とか“白

い”という意味だが、“ユダ”とも読める。つまり、ユダ族の王イエスは太

陽神ウツが大きく関わっていることを暗示する。そして、ウツはのこぎりを

持って山を切り開く神としても描写されている。 

ひかり：のこぎりは大工道具だから、それがヨセフを大工にすることによって

反映されている！ 

建：また、ユダは獅子に関わるが、イナンナは獅子を従えているから、ここで

もイエスにイナンナが投影されている。 

ひかり：イナンナとウツは双子だから、象徴的に同一と見なせるわ！ 

建：イエスは慈悲の存在だが、偶像崇拝は徹底的に禁止し、正義＝律法を守ら

せた。カバラではヤハウェ＝イエスで、ヤハウェが律法を遵守させた。シッ

パールから正義の法を人類に授けて遵守させたのはウツだから、ここにもウ

ツの象徴が色濃くイエスに投影されている。そして、聖書で最も重要な聖地

は神殿があったエルサレムだから… 

ひかり：ウツはシッパール、“天の二輪戦車の場所”と“地球の臍”で“宇宙飛

行管制センター”のエルサレム司令官だったから、ウツは聖地エルサレ

ムを直接象徴できる神なのね！ 

建：更に、いと高き神の祭司であったサレム＝エルサレムの王メルキゼデクは、

パンとワインを持って来てアブラムを祝福したが、彼は太陽神ウツ自身ある

いはウツが任命した王で、“パンとワインによる祝福”がイエスの象徴そのも

のになっているのさ。 

ひかり：様々な所に、カバラの鍵が隠されていたわけね…。 

建：それに、イナンナはウツと双子で、両者の法的血縁関係は二親等だが、象

徴的には同一だろ？しかし、二卵性の双子だから、完全に同一というわけで

はなく、同一よりは血縁が薄く、普通の兄弟よりは血縁が濃いと見なせ、一

親等的扱いが可能だよ。そうすると、ウツに娘がいたとした場合、その娘は

ウツから見て一親等だから、血縁的にウツから見たイナンナとほぼ同じ扱い

ができるということ。 

ひかり：そういった様々な面から、イナンナが原型の“マリア”という名前に

することで、ウツの娘であることを暗示しているのね？！ 

建：そうだ。 

ひかり：イエスは、エンキ系とエンリル系の統一の証でもあるのか…。だから、

イエスは光と平和の象徴なのね？ 

建：そう、2 つの言葉、インマヌ（Immanu：我らと共にいる）とエル（El：神）

を組み合わせた名前なんだよ。それに、この統一は本来、イナンナとドゥム

ジで果たされるはずだった。 
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ひかり：それを、マルドゥクが！ 

建：だから、エンキはマルドゥクのしでかした人類への罪滅ぼしとして、神々

が核戦争を引き起こした罪滅ぼしとして、もう 1 人の息子イエスに犠牲とな

ってもらったんだよ。 

ひかり：深いカルマね…。 

建：イエス誕生の時には天空に輝くほどニビルが接近し、エンキが遣わした使

者が東方の三博士とされた。 

ひかり：その贈り物については、アドニスの話で聴いたわね。 

 

(2)イエスの磔刑と復活 

 イエスは若い頃、エンキの指示によってニンギシュジッダから知恵を授けら

れた。そして、時が熟すと、エンキはイエスに語った。 

「お前はこれから苦難を背負う。しかし、人々にあるべき姿を説かなければな

らない。最終的には裏切りにあい、十字架に掛けられることになろう。それで

も、お前は役目を果たさなければならない！人類の将来のために…。十字架に

掛けられた後は、私の使者が救いに行くであろう」 

 イエスは哀しくなったが、それでも神であり、父であるエンキの言葉は絶対

だった。 

 

 30 歳を過ぎたころからイエスは人々の前に姿を現し、人としてあるべき姿を

説いた。神殿からは、利権を貪っていた連中が追放された。また、自分たちの

教義を批難された連中は、徹底的にイエスを非難した。そして、エンキが語っ

たとおり、仲間のユダが裏切り、ローマ帝国総督ピラトに引き渡され、イエス

は十字架に掛けられた。この時の様子を、イエスに従っていたレビ一族やその

仲間が見守っていた。助けなかったのは、預言されていた事象だったからであ

る。 

 十字架に掛けられたのは午前 9 時頃だったが、ニビルの最接近によって 12 時

になると真っ暗になり、それが 15 時まで続いた。その時、イエスは叫び、息絶

えて仮死状態となると同時に、世界中で大地震が発生し、多くの場所が海底に

沈んだ。 

 この処刑の日は金曜日で、翌日はユダヤの安息日だった。また、処刑地のゴ

ルゴタの丘は神殿のすぐそばにあったので、イエスの遺体は即刻降ろされ、養

父ヨセフがイエスの体を奇麗な亜麻布で包み、岩に掘った横穴に納め、その入

り口に大きな石を転がして立ち去った。 

 安息日が終わる前に、約束通り、エンキの使者とイナンナがイエスの母マリ

アを伴って現れた。イナンナが木に掛けられた時と同様、仮死状態のイエスに

「生命の水」と薬を与え、イエスは“復活”した。 

 その後、イエスは自分が復活したことを使徒たちに示し、40 日間彼らの前に

現れ、様々な真相について話した。その最後の日、イエスは 11 人の使徒をベタ

ニアのオリーブ山に連れて行き、手を上げて祝福した。そして、祝福しながら

彼らを離れ、エンキが遣わした“空の船”に吸い込まれていった。イエス 33 歳

の時であった。その後、イエスに従っていたレビ一族やその仲間は、イエスが
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掛けられた十字架を密かに持ち出した。 

 

…………………………………………………………………………………………… 

ひかり：イエスの若い頃は未知とされていて、一説にはインドで修行していた

とか、日本に来ていたとか言われていたけど、本当はニンギシュジッダ

の下で学習していたわけね？ 

建：アダパとティティの時のようにね。 

ひかり：年齢的には正しいの？ 

建：33 歳というのはカバラだ。 

ひかり：「生命の樹」で隠されたダアトも含めたセフィラの数とパスの合計数！

つまり、イエスは知恵を授けられて真相を知り、自らが「生命の樹」に

掛けられることによって人類の贖罪を背負ったわけね…。 

建：素晴らしい解釈だ！ 

ひかり：いつも気になっていたんだけど…裏切りのユダは、本当に“ユダ”な

の？ユダ族とは関係無さそうだし、さっきの話だと、ユダ族の“ユダ”

はウツ由来だし…何か、おかしいわ…。 

建：裏切りのユダはイスカリオテのユダと言われている。彼は、銀貨 30 枚のた

めにイエスを裏切った。彼は金（かね）入れを預かっていたから、“金（か

ね）”に操られていたことになる。 

ひかり：カネに関わる偶像崇拝の神はマモン・ラーで、マルドゥクの暗示だっ

たわよね？ということは、イスカリオテのユダの原型はマルドゥクかし

ら？ 

建：そうだ！また、銀貨 30 枚の“30”という数字に着目すると、王位継承数字

が 30 なのはナンナルで、エンリルの息子。アヌはエンキとニンフルサグを

結婚させて王位を継承させようとしたけど、ニンフルサグはエンリルとの間

に長男ニヌルタをもうけてしまったし、血統からも正統継承権はエンリル系

になってしまった。そのため、マルドゥクは正統継承権を常に主張し、それ

がすべての争いの元となってしまった。だから、正統継承者がニビルにとっ

て重要な“金（きん）”として象徴されるなら、傍系は“銀”として象徴さ

れ、それはマルドゥクとなる！ 

  エンリルとエンキはアヌの息子で、ナンナルはエンリルの、マルドゥクは

エンキの長男だから、王位継承数字的にはマルドゥクも“30”として象徴さ

れる可能性があったわけさ。 

ひかり：アヌの長男はエンキだから、マルドゥクにとって見れば、自分こそが

正統継承者＝“金”として相応しいと思っていたのね？だから、“銀貨

30 枚”という象徴がマルドゥクを暗示していたわけか！ 

建：ユダの裏切りによってイエスは捕らえられ、十字架に掛けられた。マルド

ゥクはドゥムジを罠に掛け、ドゥムジは死んだ。イエスの原型はドゥムジだ

から、この事からも、ユダの原型はマルドゥクと言える。 

  更に、イスカリオテとは“カリオテの人”という意味のヘブライ語。カリ

オテ＝ケリヨトはモアブにあった町の名で、モアブは死海のすぐ東側にあり、

死海は核攻撃によって形成された。ニヌルタとネルガルによって核攻撃され
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たのは、マルドゥク（と息子のナブ）が自らの“神聖”を主張して人類を扇

動した場所だから、“イスカリオテ”という地名もまた、マルドゥクに関係

することを暗示しているんだ。 

ひかり：ようやく納得できたわ。それにしても、イエスが十字架に掛けられた

時の天変地異は、ニビルの最接近だったとは…。 

建：壊滅的にはならなかったが、多くの土地が海に没した。日本の近海、例え

ば沖縄周辺、熊野沖、丹後半島沖、青森沖など、海底神殿遺跡が見つかって

いるが、それらはすべて、この時に沈んだのさ。 

ひかり：金曜日というのもカバラっぽいわね…。 

建：ラテン語系では“金星の日”だよ。 

ひかり：ということは、木に掛けられて“死んで復活した”イナンナを暗示し

ているわけね！ 

建：イエスを葬ったのも、当然、近親者で養父のヨセフに決まっている。聖書

は間違いだよ。 

ひかり：イエスの“復活”劇も、まったくイナンナと同じだったわけね？ 

建：やはり、“起こったことは、また発生した”のさ。そして、今回はイナンナ

がイエスの前に姿を現した。 

ひかり：だから、娼婦とされてしまったマグダラのマリアが聖書では登場する

のね！それに、イエスに限らず、ムハンマドの昇天劇も、宇宙船に引き

込まれたと考えれば、納得できるわね？ 

建：そうさ、天使なんかもね。ついでに言うと、ムハンマドのイスラム教は、

マルドゥクだ。 

ひかり：どういうこと？ 

建：ユダヤ教はシュメールの神々の寄せ集め。キリスト教はイナンナ、ドゥム

ジ、ウツの象徴で、エンキは隠れている。最終的に、バビロンはマルドゥク

のものとなっただろ？ 

ひかり：それまでに登場していないから、やはり最後に登場したわけね？ 

建：イスラム教は旧約をベースとし、イエスを救世主として認めている。これ

は、イエスがエンキの息子で、マルドゥクとは腹違いの弟になるからだよ。 

ひかり：日に 5 回も礼拝させるなんて、マルドゥクらしいわね。 

 

(3)追放された者たち 

 イエスによって神殿から追放された者たち、特に、金貸しや神殿売春を行っ

ていた者たちはフェニキアに逃れ、いつかイエスと彼らの信者に復讐してやる

ことを誓った。そのために、彼らが目を付けたのは地中海対岸のヨーロッパだ

った。そこはまだ、イエスの教えが普及しておらず、フェニキアとの交易が盛

んだった。そこに加担したのが、イスラエルの支族の中のダン族である。彼ら

はフェニキアの商人に紛れて渡航し、最初の寄港地をフェニキアに因んでラテ

ン語風にフェニーチェ＝ヴェネチアと名付け、彼らの拠点とした。 

 そこでも、彼らは相変わらず高利貸しを続けていたが、いつしか、王侯貴族

に貸し付けるのが最も効率的に利益を回収できることが解った。彼らは金を貸

し付けた王侯貴族の弱みに付け込んで婚姻関係を結び、社会的地位も確保して



101 

 

いったが、あくまでも“裏”に徹した。表の位は高くはなく、裏から王侯貴族

を操った。彼らは皮膚が浅黒かったので、“黒い貴族＝ゲルフ”と言われた。そ

して、後に普及した教会も彼らの手中に落ちた。 

 

…………………………………………………………………………………………… 

ひかり：呪われたカナン、なんて言うけど、それは追放された者たちが隠れ住

んだからなのね？ 

建：そして、いわゆる“ヴェニスの商人”の一部となった。 

ひかり：彼らの宗教はユダヤ教なの？ 

建：多くの人がそう思っていたから、事あるごとに“ユダヤ人が…”と言われ

るようになってしまった。しかし、実情はタルムードを曲解したサタン崇拝

だ。イエスに敵対し、カネを崇め、性的退廃や人身供儀を主体とするのはサ

タン崇拝だよ。それが後に、シオン議定書となって彼らの計画が文書化され

た。 

ひかり：王侯貴族の中でも、特にどこの国なの？ 

建：最初は勿論、ヴェネチアのあるイタリアだが、後に本拠地はオランダを経

て英国となった。オランダはダイヤの取引など、彼らが独占的に行っていた

国だ。そして、世界を股にかけ、麻薬貿易も盛んに行って莫大な利益を上げ

てきた。そのオランダから渡ったのが、彼らの血を引くオレンジ公ウィリア

ムで、英国はそれ以来、ずっとその家系だよ。 

  特に、ダン族は王侯貴族に深く関わっている。祖のダンは、旧約では“マ

ムシ”と表現されているし、ヨハネ黙示録の中では、通常は十二支族とされ

ているダン族が外され、代わりにレビ族が加えられている。それは、後にダ

ン族がこういったことに深く関わり、救われないことを預言してのことなん

だよ。 

ひかり：ヨーロッパ王室は家系が複雑に入り組んでいるから、すべて彼らの手

中と言っても良いわけね？ 

建：金融と麻薬貿易という点でね。それを仕切っているのが国際銀行で、いわ

ゆる国際金融資本だよ。時代が下って表に出てきたのが、ドイツで“赤い楯”

を称した一族で、彼らの中枢中の中枢だ。元々のバビロニア式貨幣経済では

貨幣は物々交換の手段だったが、彼らが手段から目的へと変えた。そして、

彼らに逆らって貨幣発行を独自に行おうとしたのがアメリカ独立戦争だが、

実質的には独立できなかった。 

ひかり：“自由の国アメリカ”ではないの？ 

建：“特定のレールの上に乗っかった自由”ということさ。アメリカの中央銀行

とされている連邦準備制度は、彼らの米国代理店のプライベート銀行なんだ

よ。それが、勝手に貨幣を発行しているわけさ。 

ひかり：ということは、アメリカ大統領も彼らの傀儡なわけ？ 

建：当然だよ。そして、産業の発展に伴って軍事技術が隆盛になると、彼らは

“戦争”という手段を使って莫大な富を得るようになった。 

ひかり：裏から、対立する両方に資金提供していたわけね？ 

建：そう、ナチスなどにもね。表向きは対立させ、裏では手を結んでガッポリ
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儲ける。あらゆる戦争がそのように仕組まれ、偶然に起こった戦争など、1

つも無い！そして、多数の人々を処分し、その怒りをまた別の方向に向けさ

せて、憎しみが憎しみを呼ぶ“魔の連鎖”で富を増やしていったわけだ。 

ひかり：まさに、サタン的ね…。 

建：そして、かつてのイスラエルに彼らのサタン崇拝の神殿を建設するため、

失われた国家イスラエルを第二次大戦中に造り上げた。そのために、多くの

人たちが犠牲にされた。 

ひかり：ユダヤ人ね？ 

建：特に、本来のユダヤ人の血統である日本は！イスラエル国家建設のために

捧げられたんだよ、焼き尽くす捧げ物として…。 

ひかり：聖書では、重要な願いや儀式の際には、生贄を捧げていたわ。そうす

ると、焼夷弾や原爆で無差別爆撃された日本ほど、その犠牲として相応

しい生贄は無かったわけか…。 

建：サタンへの捧げ物として、ね。だから、トドメとして長崎の教会の上に、

冥界の王プルートの名を冠するプルトニウム爆弾を投下したんだよ。 

ひかり：知れば知るほど、心底恐ろしい連中ね…。フリーメイソンとの関係が

よく言われるけど…？ 

建：フリーメイソンは元々技術者集団の組合で、そこにカバラの使い手たちが

加わった。それを、彼らが乗っ取った。と言っても、本家のフリーメイソン

は日本に来ているので、それはヤフェト系だけどね。 

  当然、秘密の地下組織としての活動だが、その中心が薔薇十字団だ。ここ

から派生したのがイエズス会、テンプル騎士団、マルタ騎士団、聖ヨハネ騎

士団などで、裏からヴァチカンに潜り込み、いつの間にか手中に収めた。あ

る時点から、その中心はイルミナティという名称に変えられた。 

ひかり：“イルミナティ”は“光明を得た者”という意味よね？ 

建：そう、神の装いをしているが、ルシファーも“光をもたらす者”という意

味だろ？ 

ひかり：そちらの意味で使っているわけね…。 

建：神とサタン、善と悪、いずれも二元論を基本としている。最大の悪を行う

には最大の善を施さなければならない、というのが彼らの哲学だ。だから、

彼らの息の掛かった金融家は、多大な寄付をするわけだ。その悪は、すべて

サタン意識への忠誠だ。いわゆる神智学などもここから出ているから、オカ

ルトは彼らの強固なマインドコントール手法さ。 

ひかり：五芒星をひっくり返して、神の知恵の象徴からサタンの知恵へと転換

しているとか…。 

建：そういうこと。表向き、誰もが納得できるようなことも連中の“魔術”の 1

つさ。 

ひかり：例えば？ 

建：自由、平等、博愛。自由と平等は二律背反だから両立し得ないが、なんか

納得してしまう。フランス革命は、彼らが扇動して引き起こした。この手法

が、21 世紀の初めまで、堂々と使われた。 

ひかり：そのシンボルは、フランス国旗の赤、青、白よね？ 
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建：だからこそ、表に国旗として堂々と出して隠しているわけさ。 

ひかり：カバラの常套手段ね？ 

建：彼らは“闇のカバラ”だからね。赤、青、白を国旗として掲げる国は他に？ 

ひかり：北朝鮮、アメリカ、イギリス、オランダ…いずれも同根ということね？ 

建：それに五芒星は、一握りの国際金融家が富の大多数を独占して多数の貧し

い人たちを“平等”に管理するという、悪魔的な意味合いで使われている。 

ひかり：北朝鮮、中国、旧ソ連など、共産国家ね？ 

建：アメリカは？ 

ひかり：あっ、50 個もある！ということは、裏では共産主義か…。確かに、20

世紀末から、アメリカでは大多数の人が経済的にどん底に落とされたわ

ね。 

建：しかも、“50”は“5＋0＝5”だよ。 

ひかり：星の数も意図的だったんだ…。 

 

 

5：秦氏の渡来 

(1)イエスの使徒の一団 

 十字架と契約の箱を密かに持ち出した一団の中核はレビ、ユダ、ベニヤミン

の支族だった。彼らは争いを回避するため、支那の周辺部を通り、大陸へと移

動して遊牧民と同化していた十支族の末裔と合流した。その中には、釈迦を生

み出したサカ族も居たし、マナの壺を持っていたガド族も居た。宗教的に寛容

だった十支族の末裔は、降臨したイエスの姿を見て改宗したが、神器は重要な

ため、ガド族が大王家となり、彼らは秦氏と名乗るようになった。そして、導

きによって極東の半島まで達し、南下して、半島先端まで達した。 

 

 半島の東海岸は、ペルシャ系ユダヤ人の影響が大きく、更に海を隔てた向こ

うの島から、大王家縁の人物がやって来て、1 つの王国を築きかけていた。そこ

は鉄鉱石が豊富で、そこと向こうの島国では製鉄が盛んに行われていた。 

 南下した一団は、東海岸と友好関係を保ちながら、土着民や各支族の自治を

守るため、半島にいくつもの小国を建国した。そして、彼らは交易を通して、

徐々に日本列島に移動して行った。 

 

…………………………………………………………………………………………… 

ひかり：北のエフライム系は大船団で渡来したけど、他にも大陸に移動してい

た十支族系も居たのね？ 

建：何しろ、人数が多かったからね。天山山脈の麓の弓月王（ゆんず）国＝新

月王国＝三日月王国＝弓月城（くるじゃ）＝亀慈（くちゃ）などは、シュメ

ール縁の製鉄の火が消えないハイテク国で、神の国と見なされていた。その

ため、“ヤマトゥ”と呼ばれていたんだよ。これも、彼ら十支族の末裔なの

さ。月も亀も、主エンキのシンボルだしね。 

ひかり：大陸にもヤマトがあったんだ！それに、サカ族も十支族系だったのね？ 

建：前にも話したように、蓮に坐す釈迦などはエジプトの蓮とパピルスの陰陽
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と同じだし、エジプトでも仏教でも香を焚くし、神官は剃髪しているから、

エジプトの影響の強い十支族系なんだよ。 

ひかり：南の系統は大陸経由なのね？ 

建：失われた十支族の後を追って、シルクロードを東征したのさ。彼らが支那

へやって来た時、支那式の名前、すなわち、漢字で姓と名が必要とされた。

ヘブライの民は姓が無かったので、何か姓を付けなければならなかった。そ

こで、支那人は彼らの姓を“秦氏”と命名した。当時、支那ではローマ帝国

のことを大秦と書いた。この頃のエルサレムは、ローマ帝国領だった。だか

ら、大秦から字を採って“秦氏”としたんだ。また、“秦人”は“流浪の民”

の意味で、遊牧民と同化した彼らにはぴったりの名前だったんだよ。 

ひかり：“秦の始皇帝”の“秦”ではないわけね？ 

建：そして、彼らは自分たちのことをアラム語で“イエフダー（ユダヤ）”と言

っており、この“フダー”から“はた”と読むことにしたんだ。 

ひかり：半島の東海岸は、後の新羅よね？ 

建：その通り。 

 

(2)秦氏渡来と王権委譲（出雲の悲劇） 

 渡来した秦氏は、大王家の招きによって、新たに列島の中枢となったヤマト

に入って行ったものの、大王家は彼らの裏に潜む計画には気付いていなかった。 

 半島の動乱に乗じて次第に渡来秦氏は増え、いつしかその中枢部が契約の箱

と十字架を持って二手に分かれて渡来した。契約の箱は九州、十字架は丹後半

島に到着した。両方から包囲していこうとする作戦だった。そして、契約の箱

があることを理由に、王権の移譲を迫ったものの、当然のことながら、最初は

拒否された。しかし、彼らは買収工作を展開し、大王家に不満を持つように仕

向けて行った。 

 

 そんなある時、大事件が起きた。天宮一族と共に祭祀を行っていた出雲族で

の出来事である。出雲族の伊理泥王（イリネノミコ）が兄の留守の間に、管理

していた御神宝の剣を秦氏に渡してしまったのである。帰って来てそれを知っ

た兄は激怒し、イリネノミコを水浴びに誘い出し、だまし討ちして切り殺して

しまった。 

 兄弟間での血の惨劇は、カ・インとアバエルの惨劇の記憶を呼び覚ました。

しかし、御神宝を手にした秦氏は、増々勢いづいてきた。このままでは、この

小さな列島で秦氏と大戦争が発生してしまう可能性があった。そこで、大王家

は一族と出雲族の代表、縄文の大王家を招集して議論した。出雲族は王権委譲

に賛成していたが、大王家は最後まで抵抗の意志を示していたものの、ようや

く結論を下そうとしていた。それは、卑弥呼亡き後、国が乱れた時と同様、無

益な争いは避けるということだった。 

 まさにその時、天から秦氏の神、イエスがニンギシュジッダに導かれて降臨

した。そこには、エンキとウツ、イナンナ、イシュクルも随行していた。これ

により、天宮一族は秦氏に王権を委譲することを正式に決定し、国が大混乱に

陥ることが免れた。秦氏の大王は、その和平の印として天宮一族に婿入りし、
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持っていたマナの壺を手渡した。しかし、天宮一族にとっては、最大の屈辱と

なった瞬間だった。 

 

…………………………………………………………………………………………… 

ひかり：半島での秦氏の動向はどうだったの？ 

建：BC2 世紀頃に、東北アジアにツングース系騎馬民族の扶余（夫余）が出現し

た。その大王の名が解夫婁（ヘブル）で、当然ヘブライのことさ。彼らは朝

鮮半島に達し、高句麗を建国した。更に南下し、元々あった馬韓に加え、辰

韓、弁韓を建国した。ただし、辰韓は海宮氏の一族が渡来し、彼らと友好を

結んで建国した。 

ひかり：確か、百済の建国神話には、解夫婁の息子の朱蒙（シュモウ）の 2 人

の息子、沸流（フル：兄）、温祚（オンソ：弟）が登場するわよね？フ

ルは海側に、オンソは内陸に国を造り、オンソの国は百済へと発展した

けど、フルの方は土地がやせて衰退し、これを恥じてフルは自殺した、

と。 

建：死んだことになっているのは、他の国へ行ってしまったということ。つま

り、そのフルこそが、契約の箱を持って渡来した秦氏の大王なんだよ。 

  「百済本記」に依ると、百済王家の姓は解氏と真氏で、出自は扶余族とあ

る。解氏は繁栄したが、真氏は滅びた。つまり、解氏＝オンソで解夫婁の“解”

であって、真氏＝フルなんだ。 

ひかり：「新選姓氏録」には“真人は是、皇別の上氏なり”とあり、真氏の筆頭

は息長真人（オキナガノマヒト）で、“誉田（ホムダ）天皇より出づ”

とあるわよね？ということは、誉田天皇は応神天皇のことで、真氏が百

済王家のフルならば、フルこそ応神天皇！ 

建：そうだ！秦氏の中枢部として渡来した大王で、秦氏の初代天皇なんだよ。

だから、応神の東征は神武の東征にそっくりで、応神縁の宇佐神宮は“皇室

第二の祖廟”とも言われている。宇佐は縄文以来の聖地だ。 

ひかり：秦氏はいつ頃からヤマトの中枢部に入って来ていたの？ 

建：AD240 年～300 年頃の、志理都彦命（シリツヒコノミコト）の時代だよ。そ

の時代に海宮氏と尾張氏に兄弟分家し、次の川上真稚命（カワカミマワカノ

ミコト）の時代（AD315 年頃）に海宮氏本体がヤマトから丹波へと戻り、そ

の後の丹波大矢田彦命（タンバオオヤタヒコノミコト）の時代には祭祀もヤ

マトから丹波へと遷され、同族の尾張氏は尾綱志理都岐根命（オヅナシリツ

キネノミコト）の時代（AD353 年よりもやや後）に尾張に移動させられたん

だ。 

ひかり：出雲族はすんなりと王権委譲に賛成したの？ 

建：彼らは純粋な海宮氏の血統ではないからね。徐福は秦の始皇帝の命を受け

て渡来した。秦帝国は失われた十支族、あるいはバビロン捕囚後にペルシャ

に残って移動した南ユダ王国の末裔、あるいはその両者の混合で、同じ“秦”

を名乗る秦氏の正体を知ったことにより、容易に改宗したんだよ。それに、

彼らの中には、海宮一族や縄文王家に対して最初から好意を抱いていなかっ

た者たちもいたからね。 
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ひかり：出雲族の悲劇は、日本書紀に書かれていたわよね？確か、出雲振根（イ

ズモノフルネ）の話だったと思うわ。 

 

“崇神天皇は出雲大神の宮に納められている神宝を確かめさせるため、武諸隅

命（タケモロズミノミコト）を出雲に派遣した。神宝は出雲振根が管理してい

たが、ちょうどこの時は筑紫に行っていたので、弟の飯入根（イイイリネ）が

対応し、弟の甘美韓日狭（ウマシカラヒサ）と子の鸕濡渟（ウカヅクヌ）に神

宝を持たせて献上してしまった。帰って来た振根は怒り、いつか弟を殺そうと

考えた。振根は密かに刀とそっくりな木刀を作り、腰に掛け、水浴びに誘った。

振根は先に上がり、弟の刀を身に付けると、弟は驚いて兄の木刀を取ったが、

振根に切り殺されてしまった。” 

 

建：その通り！時代的には崇神天皇＝オトヨノミコトよりも後になるが、これ

は事実だった。場所としては現在の出雲地方ではなく、纏向周辺の出雲だよ。 

ひかり：古事記の倭建命＝ヤマトタケルの出雲征伐の話も似ているわよね？ 

 

“景行天皇の命により、倭建命は出雲建（イズモタケル）を征伐しに行った。

倭建命は木刀を作って身に付け、一緒に川に入り、倭建命が先に上がって出雲

建の刀を取った。驚いた出雲建は上がって来て倭建命の刀を取ったが、抜くこ

とができず、倭建命に切り殺されてしまった。” 

 

建：古事記ではヤマトタケルに変えられ、乱暴者として描かれているが、海宮

一族を陥れるためさ。かつて、出雲は投馬国と呼ばれる大丹波国の一部で、

容易に国譲りした功績により、イリネノミコの子孫は後に出雲を与えられた

んだ。その子孫の一血統が蘇我氏なんだよ！これを、記紀では「合わせ鏡」

により、最後まで抵抗していた出雲、という構図に書き換えた。いや、むし

ろ、海宮一族を出雲と重ねることにより隠した、とでも言うべきかな。 

ひかり：確かに、蘇我氏は葛城氏の子孫だ、と主張しているけど、そういう意

味なのね。 

建：出雲大社では、本殿北側のスサノオを祀る社は素鵞社（そがのやしろ）で

祀られているが、この“素鵞”も蘇我氏を暗示している。 

ひかり：この事件をきっかけとして、秦氏の大王フルが王権委譲されたのがい

つの時代？ 

建：建振熊宿祢（タケフルクマノスクネ）の時代のことだよ。つまり、海宮氏

最後の大王がタケフルクマノスクネということさ。兄弟分家の尾張氏は、そ

の前の時代に尾張へと移動したけどね。 

ひかり：“フル”が名前に含まれているということは、応神の“フル”を暗示し

ているわけ？ 

建：そう、この大王の時代という暗示であり、かつ、御神宝＝王権の象徴を渡

した出雲“振”根も暗示している。つまり、御神宝と王権の委譲の両方の意

味合いがある。古事記には気比（けひ）大神について記述があって、御食津

神である気比大神がホンダワケ（幼少の応神天皇）と名を取り換えるという
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話があり、これなんかは王権を取り換えたという暗示だよ。 

ひかり：応神というと、仁徳と並んで巨大な古墳が有名だけど、何か意味が隠

されている気がするわ？ 

建：いいところに気が付いたね…。仁徳は応神の子とされているが、事績の一

部が父の応神と重複・類似することから、元来は 1 人の天皇の事績を 2 人に

分けたという説があるし、日本書紀仁徳の条と古事記応神の条では矛盾が見

られたりする。 

  実は、タケフルクマノスクネこそ、仁徳天皇なんだよ！古事記では、仁徳

は大変徳の高い天皇とされ、大阪の難波には世界最大の墳墓が造営された。

これは、王権委譲に対して、最大級の賛辞と敬意が表されていることを暗示

しているんだよ。 

ひかり：そう言えば、この大王だけは“ミコト”ではなく“スクネ”ですもん

ね。皇位継承権を奪われて、臣籍降下させられたことを暗示しているん

だ…。 

建：ナンバは現在は大阪だけど、本来の難波はその字が示す如く、日本海側だ

よ。大阪湾では、波は凪だから“難”ではない。 

ひかり：確か、天橋立の近くにも難波野という地名があるわ。 

建：本来は、丹後半島全体か日本海側が難波野だったんだろうね。で、その難

波を冠する大王が、タケフルクマノスクネの 3 世代前の難波根子建振熊命

（ナンバネコタケフルクマノミコト、亦名：丹波大矢田彦命）で、その 1 世

代前が川上真稚命で亦名が大難波宿祢で、さっきも言ったように、海宮氏本

体がヤマトから丹波へと戻った時代なんだ。だから、この大難波宿祢の“ス

クネ”はヤマトの地から移動させられたことを暗示し、丹波大矢田彦命の難

波根子建振熊命という亦名は、難波野での祭祀が本格化したことを暗示する

と同時に、実際に王権を譲らされた悲劇の大王の名を暗示しているんだよ。 

ひかり：確か、タケフルクマノスクネは若狭の木津高向宮で海宮の姓を賜った

のよね？ 

建：それが気比神宮での逸話に変えられ、アマミヤ一族も“天宮”から“海宮”

へと変えさせられた。 

ひかり：導きのニンギシュジッダは猿田彦だけど、エンキとウツ、イナンナ、

イシュクルも随行したということは…？ 

建：海宮一族や出雲氏、縄文系は当然、イエスのことなど知らない。だから、

イエス以前の彼らが祀っていた神々が降臨しなければ、王権の委譲なんてで

きない。エンキ、ウツ、イナンナ、イシュクルでメルカバーを形成し、その

中心がイエス。 

ひかり：ということは、神宮の御紋はそれを暗示しているわけね！？ 

建：そして、神宮は太陽神を祀る。その原型はウツとイナンナだから、両者に

共通の菱形をシンボルとしたのさ。そして、中心は十字だからイエスだが、

丸に十字で、イエスの父で地球の主エンキをも暗示する。そうなると、ニン

ギシュジッダも花弁の 1 つに入るというわけさ。あるいは、十字をイエスの

原型のイナンナと見なしても良いし、そもそもの最高神アヌやニビルのシン

ボルと見なしても良い。 
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ひかり：深いわね…。海宮氏の奥宮、真名井神社はマナの壺に由来するの？ 

建：そうさ。海宮氏が代々宮司を継承する際、少々削って飲んだらしい。 

ひかり：それは、今も海宮氏の手元に？ 

建：外宮の多賀宮に持って行かれ、その地下に安置された。 

 

(3)大和朝廷 

 秦氏への王権委譲によって、新たな統一王国が建国された。大和朝廷である。

祭祀の中心はイエスへと変えられたが、それ以前の祭祀を無くすことはしなか

った。無くしてしまえば、いつ宗教戦争が勃発してもおかしくないし、結局、

イエスと共にシュメールの神々も降臨した以上、無くすことはできなかったの

である。そのため、以前の祭祀の上に新たな祭祀を重ねるというカバラ的手法

が採られた。すなわち、シュメールの神々信仰の上にユダヤ教、その上に原始

キリスト教という祭祀構造である。 

 そのために、三輪山が新たな神山と決められた。卑弥呼の邪馬台国の都介野

岳での祭祀を、大邪馬台国が引き継いで新たな神山を泊瀬山としたように、こ

の両方の祭祀を、三輪山を神山として引き継いだ。都介野岳も泊瀬山も人工の

山だが、新たに三輪山も造成したのである。そして、益田岩船を起点、日葉酢

姫（ヒバスヒメ）陵を終点として盆地全体に陰陽の仕掛けを施し、時が満ちれ

ば邪馬台国や大邪馬台国の真相を紐解くことができるようにされた。これは、

後の平城京遷都まで考慮された仕掛けだった。 

 

…………………………………………………………………………………………… 

ひかり：都介野岳も泊瀬山も、そして三輪山も人工の山だったのね？ 

建：卑弥呼の邪馬台国の都介野岳を影向する斎槻岳と、トヨの大邪馬台国の泊

瀬山を影向する巻向山は最初からあった自然の山なんだ。それを基準に、都

介野岳、泊瀬山、三輪山を造ったんだよ。巻向山と三輪山（と耳成山）の山

頂が見事に直線上に並ぶなんて、自然ではあり得ないからね。そして、三輪

山の西から見て、春分・秋分や夏至、冬至の日の出の方向に、都介野岳や泊

瀬山のような見えない隠国（こもりく）の神山が無いのは、三輪山信仰は都

介野岳や泊瀬山信仰の氏族とは異なる氏族＝秦氏のものである、という暗示

なのさ。 

ひかり：じゃあ、どういう仕掛けが施されたの？ 

建：すべてを説明するのは大変だから、要点だけ掻い摘んで話そう。まずは位

置決め。最も重要な都介野岳を通る完全な東西ラインを中心軸とする。この

ラインよりも南側が陽、北側が陰という陰陽の祭祀構造となる。神器で言え

ば、陽は鏡、陰は剣と勾玉だ。 

  南北ラインとしては、後の平城京の神山となる春日御蓋山（三笠山）を通

り、三輪山の麓がその南北ライン（B 線）になるように三輪山の東西の位置

は決める。そして、泊瀬山を通る南北ライン（A 線）との幅（A 線－B 線間

距離）とほぼ同等の幅でもう 1 つの南北ライン（C 線）を決める。 
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  次に、東西ラインに対して泊瀬山と点対称の位置を長谷とし、長谷と都介

野岳を結んだラインを直角に折り曲げて C 線と交差した点が益田岩船とな

る。岩船は磐座と同義で、大地の神を表す。その岩船の上部には 2 つの穴が

あり、かつてはそこに天神が降臨する依り代である神籬が立てられており、

天地の陰陽合一を表す祭祀施設だった。その名残が、大和地方の農家で旧暦

4 月 8 日に行われていたテントバナ（天道花）というお祭りで、2 本の高い

棹を立てて天からの穀霊を迎え、山から神を迎えた。この日は、大兵主神社

の例祭日でもある。 

  また、同様に泊瀬山と都介野岳を結んだラインを直角に折り曲げて C 線と

交差した点が日葉酢姫陵で、益田岩船と点対称の位置にある。日葉酢姫は卑

弥呼が投影された海宮氏の巫女であることを暗示しており、“氷羽州比売”

とも書くが、これは日輪の霊と海の霊を併せ持つ大変な意味を持った巫女王

という意味なんだ。その陵には他の古墳には見られない特徴がある。殉死を
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廃止して形象埴輪を陵に立てるようになった最初の陵なんだ。その埴輪の中

に蓋（きぬがさ）形のものが中央に 1 個、その東側と西側に各々4 個、計 9

個が置かれていて、それぞれが高さ約 1.5 メートル、幅約 2 メートルという

巨大なものなんだ。蓋は“オオガサ”と言い、朝儀や祭会の時に貴人の頭上

を高く覆う笠、天蓋のことで、これを“キヌガサ”と読むのは、表と裏を絹

で覆うからなんだ。このような笠は天と地を象徴する大きな笠だから、日葉

酢姫陵は天と地の合一を象徴するものなんだよ。9 個の“9”は最大の陽数

で太陽神を象徴し、八角形の“8”は横向きにすると“∞”で“不老不死”

を象徴するから、天を象徴する蓋がほぼ八角形に配置されていることは、太

陽神の不老不死を暗示するのさ。 

ひかり：あいるは、ウツとイナンナでも良いわけね。そうすると、その南端の

岩船は大地の神が出現する磐座で、天神の依り代である神籬を立てたと

されるから、万物の生成発展を象徴化したものとして、日葉酢姫陵と対

応するんだ…。 

建：そう、これが奈良盆地に展開する様々な古墳群や神社群の要となっている。

そして、後には神籬として「生命の樹」をシンボル化した十一面観音が天の

ラインである A 線に集中して置かれ、それは天神の依り代を象徴しているか

らに他ならないんだ。 

ひかり：まさに、奈良盆地に展開された巨大な地上絵ね！ 

建：このような基本構造なんだが、これでは三輪山が都介野岳や泊瀬山と関わ

っていない。そこで重要なのは、天照国照尊の分身としての鏡を祀り、草薙

神剣を奉じて太陽神を祀っていたことを暗示している正一位という最高社

格の八尾鏡作（やおかがみつくり）神社だ。八尾鏡作神社の位置は重要で、

仁徳・応神天皇陵などとも深い関わりを持っているが、ここは泊瀬山と斎槻

岳を結んだライン上にある。ここから三輪山を望むと立春の日の出を拝め、

二上山を望むと立春・立冬の落日を拝むことができ、かつ、雨乞いの竜王山

はほぼ真東に位置する特異的な位置にある。 
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  ならば、竜王山なども人工では？と思わせるが、それはさておき、泊瀬山

と斎槻岳を結んだライン上で、三輪山を望むと立春の日の出を拝める場所と

して選ばれたのが八尾鏡作神社なのさ。そして、八尾鏡作神社から泊瀬山－

斎槻岳－八尾鏡作神社のラインを 90 度曲げ、三輪山から真西に伸ばしたラ

インとの交点を多（おお）神社とした。この多神社は、八尾鏡作神社に直結

しているライン上にあるから、御神体としては鏡、祭神としては太陽神の天

照国照尊となる。 

 

 

 

 

ひかり：ライン上にあるから、そういう意味になるの？ 

建：山立てという手法で位置関係を決定し、そのライン上の神を降ろしてくる

というものなのさ。 

ひかり：山立てって？ 

建：海上の船から陸地に重なって見える 2 つの山頂（あるいは目印となるよう

な木や構築物）などを適宜選択し、これを真っ直ぐに見通すと、海上に 1 本

のラインを設定したことになる。次に、このライン上の船から別の目標を定

め、このラインとその目標との角度を記憶しておけば、いつでもその場所に

船を進めることができる。これを山立てと言うんだよ。このようにして、近

海の漁師たちは豊富な魚場を発見した時、山を立てて位置を記憶し、それが

航海にも応用され、航海長のことも“山立て”と呼んだんだ。古墳群や神社

群の配置は、この手法で行われている。その主な目的は、山の神をヤマトの

平野に降ろすということさ。 

ひかり：ということは、古墳や神社の造営者は、海人族ということね！ 

建：さて、その多神社は C 線からわずかにずれているし、太陽神を祀るための

剣が無い。そこで、C線と三輪山から真西に伸ばしたラインとの交点に姫皇

子（ひめみこ）神社を置き、今度は箸墓－斎槻岳－八王山のラインに着目す

ると、斎槻岳も八王山も雨乞いや水神に関係し、剣の象徴でもある。その八
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王山と姫皇子神社を結べば、姫皇子神社は八王山に直結しているライン上に

あることになるから、御神体としては剣、祭神としては天照国照尊の陰の側

面、豊受大神（天照大日孁尊之分身と表現）となり、神社名も“姫”を冠し

て陰であることを象徴している。そして、これら一直線に並ぶ 2 つの神社、

多神社と姫皇子神社から真東に三輪山を遥拝すると、三輪山に太陽神を迎え、

剣を奉じて祀る形態が完成する。三輪山は、このようにかなり間接的にしか

泊瀬山と関連していないから、卑弥呼の邪馬台国、トヨの大邪馬台国とは血

統的に異なる王統であることを暗示しているんだよ。 

ひかり：複雑な仕掛けね…。 

建：多神社は正式には多坐弥志理都比古（おおにいますしりつひこ）神社で、

延喜式では名神大社という最高の社格であって、弥生前期以来の遺跡の中心

にある最古級の社なんだ。この志理都比古とはシリツヒコノミコトで、この

時代に高尾張氏が分家し、イリネノキミが裏切った。 

ひかり：この時代は、正史では確か、景行天皇よね？ 

建：その景行天皇陵は八王山－姫皇子神社のライン上に位置し、泊瀬山－斎槻

岳－八尾鏡作神社のライン上にも位置しているが、これは三輪山と泊瀬山、

都介野岳とを関係付けている。その印として、八王山－姫皇子神社のライン

上に配置した古墳と、新たな遥拝の地である多坐弥志理都比古神社がほぼ同

時期に建造されたことと、その祭司の血統が徐福の系統の葛城氏＝伊理泥王

の血統であることを暗示しているんだよ。言い換えれば、シリツヒコノミコ

トに相当する天皇が景行天皇であって、この時代にイリネノキミが裏切った

ことを暗示している訳さ！ 
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ひかり：この配置に、そこまでの意味が隠されていたなんて…。 

建：更に、だ。このラインは陰である剣を象徴するラインであると同時に、こ

の陵の陽の部分である後円部が陽のラインである泊瀬山－鏡作神社のライ

ン上にある。だから、景行天皇陵は陰陽・天神地祇の合一を象徴していると

ても重要な陵なんだよ。 

ひかり：確かに、秦氏にとって王権委譲の礎が成された時代の大王だから、と

ても重要なわけね…。 

建：景行天皇は日葉酢姫と垂仁天皇の子で、日本武尊の父とされ、妹に倭姫命

がいる。記紀でも、それほど重要な扱いなんだよ。そして、景行天皇陵が箸

墓と泊瀬山の両方に結ばれていることにより、統一国家としての大邪馬台国

に於いてトヨが祭祀を始めたことが、神宮の起源であることを暗示している

のさ。 

ひかり：けど、三輪山の神は、大物主神の子孫とされる大田田根子に祀らせよ、

という逸話があったけど？ 

建：御神宝をめぐってイリネノキミの一族、つまり、出雲族の間で血の悲劇が

起きただろ？今までに、こんなことは起きなかった。だから、神話で出雲系

の神は、その子孫の一族が祖先の御霊を丁重にお祭りしなければならないん

だよ。大田田根子はその象徴的人物であって、名にも“大＝多”が入ってい

るだろ？ 

ひかり：それが、暗示だったんだ！ 

建：また、箸墓の後円部－泊瀬山という正確な東西ライン（太陽の道）を基準

とした場合の、30 度折れ曲がって泊瀬山から東殿塚古墳を経て八王子神社

の東の春日社（別名・石上神社！）に至るラインと、箸墓の前方部－桧原神

社－泊瀬山のラインを基準とした場合の、30 度折れ曲がって泊瀬山から西

殿塚古墳を経て八王子神社に至るラインの角度差はわずか 1 度だが、そこま

で計算して配置されているんだよ。 

ひかり：広大な地上図では、土地の起伏状態などを考慮したら、1 度という角度

は誤差範囲じゃないの？ 

建：だからこそ、わざわざ東殿塚・西殿塚両古墳を並べ、しかも、箸墓の前方

部、後円部と分けて通過している点は相当意図的と言える。 

  方角として象徴的に西は陰、箸墓の前方部は陰、八王子神社は陰だから、

箸墓の前方部－桧原神社－泊瀬山－西殿塚古墳－八王子神社のラインはす

べて陰の象徴となる。対して、方角として象徴的に東は陽、箸墓の後円部は

陽、春日社は陽だから、箸墓の後円部－泊瀬山－東殿塚古墳－春日社のライ

ンはすべて陽の象徴となり、それは更に春日社で 90 度曲げられて三笠山に

達している。 

  つまり、陰陽の区別が明確で、それぞれに展開する陰陽を、後の平城京と

なる所まで遷している意図が明らかなんだよ！ 

ひかり：そうなると、桧原神社は意図的に泊瀬山からの正確な東西線上に乗せ

なかった、ということになるわね？ 

建：桧原神社が“陰”であることを暗示させるためにもね！ 

ひかり：どういうこと？ 
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建：桧原神社は陰のライン上にある。桧原神社は女神の天照大神とされている

天照大神若御魂神を祀り、太陽崇拝のはずだから陽だ、と思われている。し

かし、大邪馬台国の時代には、箸墓から泊瀬山を遥拝するのはダンノダイラ

だったから、その手前に更に遥拝所がある必要は無いので、桧原神社は大和

朝廷が泊瀬山から三輪山崇拝へと祭祀を変更した際に、謎を解く鍵として後

から建造されたものだ。 

  その鍵とは、女神としての天照大神。ここで“天照大神とされている天照

大神若御魂神”とは、秦氏の創作した女神の天照大神であることに注意しな

ければならず、そのモデルは卑弥呼。それが、“若御魂”として暗示されて

いるのさ。そして、秦氏の最も重要な神は？ 
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ひかり：イエス！ 

建：イエスは自らを“神の子”ではなく“人の子”と言っているから、神を天

神と見なせば陽で、それに対して人は地で生まれるからイエスは陰となる。

また、シンボルの十字架もカバラでは陰だ。つまり、桧原神社は、初めて卑

弥呼とイエスを重ねて祀った場所なんだよ。 

ひかり：だから、元伊勢と言われるのね？！ 

建：そして、この時から正式に天神と地祇が分祀されるようになった。それが、

天照大神と倭大国魂神を宮中の外に移し、両大神を分祀した、という話に創

り替えられた。ただし、この神社の場所が“笠縫宮”ではなく“笠縫邑”と

なっているのは、完全な祭祀が行われたのではないことを暗示している。秦

氏にとって元伊勢（内宮）が“宮”となっていないことは、イエスの御神体

（十字架）が無かったからなんだよ。この時点では、まだ十字架は最初の到

着地点である海宮一族のお社にあった。 

ひかり：分祀したとなると、三輪山の神は地祇の大物主神で出雲族が祀り、秦

氏は天神・天照大神を祀り始めたの？ 

建：いや、最初はそうではなかった。というのも、本来の天神を祀ることがで

きる一族は海宮一族に限られるからだよ。 

ひかり：秦氏の祀るイエスは陰だから、天神に対する地祇ね？ 

建：それを端的に表しているのが内宮の千木で、あの内削ぎは地祇を暗示する

んだよ。 

ひかり：じゃあ、対する外削ぎの外宮は天神！ 

建：だからこそ、外宮先祭とされ、太陽神祭祀の中心地は伊勢へと移動させら

れた。古代に於ける神祭りは、特定の血統の者にしか許されないし、卑弥呼

亡き後に大混乱が生じたことからも明らかなように、祭神を変えたりするこ

とは容易ではなかった。だから、以前の祭祀を踏襲しつつ、見かけは新たな

祭祀へと変えていったわけだ。 

ひかり：ということは、一見、太陽神の天照大神祭祀は秦氏が始めたように見

えても、実は、秦氏は太陽神を祀れなかったということ？ 

建：そう、だから、ヤマトの地から伊勢の地に祀る場所を変え、太陽神の祭祀

は海宮一族の中の度会氏が引き受けた。そして、イエスも重ねられているか

ら、そちらの祭祀は秦氏が受け持った。後に、神宮の祭司が度会氏から秦氏

の荒木田氏へ変えられたのは、祭祀の中心を本来の太陽神から“彼らの太陽

神”イエスへと変えるためだった。まあ、重み付けの違い、という点でだけ

どね。 

ひかり：イエスは地祇だから、いくら人類の贖罪を背負って十字架に掛けられ

て人類に対する光になったとは言え、完全な太陽神には成り得ないわ！ 

建：だから、蛇神の要素を持って来た！光り輝く蛇神で太陽神的なのは… 

ひかり：ケツァルコアトルことニンギシュジッダ！そうか、導いたのも猿田彦

のニンギシュジッダだし、それに、… 

建：こんな地上絵を仕掛けることのできる知恵の神も彼以外に居ない！ 

ひかり：ところで、大神神社もそうだけど、桧原神社も三ツ鳥居で有名よね？ 

建：大神神社拝殿奥の三ツ鳥居は、桧原神社の三ツ鳥居を暗示している。この
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三ツ鳥居を、三輪山の真東に位置する春日神社の位置に置くと、三輪山山頂

は春分・秋分の、斎槻岳（大兵主神社）は夏至の、玉列（たまつら）神社は

冬至の日の出を拝することができる。三輪山山頂を中心として、兵主神社と

玉列神社、春日神社と秉田（ひきた）神社は綺麗な菱形を形成する。 

  兵主神社は鏡を祀り、玉列神社は玉を祀り、三輪山の神は蛇神で剣に関係

するから、三種の神器が揃う。また、春日神社付近はかつては岩田村と言い、

“岩田”は大神神社の“祝田（いわいた）＝斎田”に由来し、これは大嘗祭

の主基田に相当する。この対称の位置にある秉田神社は、秉（へい）は禾束

（かそく：稲の束）のこと故に神に奉げる稲束を作る地の社を意味し、悠紀

田に相当する。“ひきた”は“ゆきた”が転訛したのさ。 

 

 

 

 

 

ひかり：ということは…三輪山山頂は、新帝が天神地祇と一夜を過ごして現人

神となる大嘗宮だったの？ 

建：そういうこと！だから、禁足地だった。そして、これらの配置は、次のよ

うに作図することができる。 
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1)斎槻岳 aの南北ラインと八王子神社からの 45度ラインとの交点を三輪山 bと

する。 

2)斎槻岳の南北ラインを三輪山から南に延長する。 

3)斎槻岳－三輪山の長さを半径とし、三輪山にコンパスの軸足を置いて円を描

き、斎槻岳の南北ラインとの交点を玉列神社 c とする。 

4)斎槻岳 a－玉列神社 c 長さを半径とし、斎槻岳 a にコンパスの軸足を置いて円

を描く。 

5)同様に、玉列神社 c にコンパスの軸足を置いて円を描く。 

6)4)と 5)の 2 つの交点のうち、西側を春日神社 d、東側を秉田神社 e とする。 

 

  この方法により、三輪山を囲う各神社は配置できる。すなわち、3 つの円に

よって配置できるから“三輪”という字を充てられているんだよ。 

ひかり：海宮氏、物部氏、秦氏の輪＝和ということではなかったのね…。 

建：他にも大和三山の配置などいろいろあるが、いずれも今言った配置が基本

となっている。 

 

(4)三種の神器の制定と新たな歴史創り 

 新たな国造りに於いて、三種の神器もまた新たに制定された。海宮一族が持

っていたアロンの杖、フルが持って来た十戒石板の入った契約の箱とマナの壺、

そしてイエスの十字架である。これらをカモフラージュするものとして、息津

鏡・辺津鏡が八咫鏡、エフライム族の鉄剣が天叢雲剣、糸魚川産翡翠の勾玉が

勾玉のオリジナルとされ、それぞれの写しが作られた。 

 

 また、海宮一族は王権委譲以前の段階から各地に移動し始めたが、丹後、東

海地方の尾張、四国が彼らの三大拠点とされた。しかし、その歴史と真相は、

物部氏の歴史と合わせて、時が来るまで封印されることとなり、新たな秦氏の

神話と歴史創作が始まった。 

 

…………………………………………………………………………………………… 
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ひかり：アロンの杖は元々あったけど、ここに契約の箱とマナの壺が揃ったの

で、ユダヤの三種の神器が新たな三種の神器とされたわけね？ 

建：アロンの杖は太陽神の依り代、勾玉は王権のある土地の象徴とされたこと

は話したよね？そして、息津鏡・辺津鏡は 2 枚でしょ？ 

ひかり：2 枚の十戒石板と対応しているの？ 

建：内宮では御神体は御船代に収められているが、船はラテン語でアーク。 

ひかり：つまり、十戒石板が契約の箱アークに収められているという暗示！ 

建：これらは、元々同じ神殿の本殿にあるべきだが、時が来るまで分けられる

こととなった。最初の伊勢の地は預言者イザヤに因んだ伊雑宮。そこには、

十字架も含めてすべてがあった。その後、新制伊勢神宮を建立するにあたり、

神宮を内宮と外宮、伊雑宮に分祀し、内宮には十字架本体と契約の箱、外宮・

多賀宮にはマナの壺、伊雑宮には十字架上の罪状板が安置された。そして、

勾玉は王権のある御所に、息津鏡・辺津鏡は海宮氏の手元に、アロンの杖と

天叢雲剣は海宮一族の兄弟分家である尾張氏の熱田神宮に預けられた。来る

べき時に、アロンの杖は伊雑宮の心御柱となるべく！ 

ひかり：神宮で最も重要なのは、御神体の鏡ではなく、心御柱よね？ 

建：神宮の神職ですら、口にすることが憚れるほど神聖なものだ。亦名が忌柱、

天御柱、天御量柱で、地上に打ち込まれる心御柱はその代わりさ。その大元

はフェニキアのベテュルだけどね。 

ひかり：イザナギとイザナミの国生みでは、天御柱の周りを回って国造りが行

われたから…それは、心御柱を中心として新たな国造りが行われたとい

うこと！ 

建：天御柱は T 字型十字架の縦の柱、忌柱は横の柱。天御量柱は青銅の蛇が掛

けられたモーゼの旗竿だよ。すなわち、十字架を中心として、秦氏に依る新

たな国造りが始まったという暗示さ。 

  十字架のシンボルはそのまま十字型。これは閉じた“吽”でもある。なら

ば、開いた“阿”は丸がシンボル。つまり、十字と丸で“阿吽”となり、陰

陽の合一も暗示する！これが、前にも言った、海神と地球、島津家のシンボ

ルだ。そして、十字は定規、丸はコンパスで描けるだろ？ 

ひかり：それって…フリーメイソンのシンボルよね…？ 

建：そう、四角も定規で描けることからすると… 

ひかり：日の丸は正統セム系フリーメイソンのシンボルそのもの！ 

建：それを隠しながら堂々と示しているのが日の丸の国旗で、典型的なカバラ

の仕掛けだよ。 

ひかり：驚くべき仕掛けね…。 

建：更に、神宮では、正殿の西北に正中を外して心御柱が打ち込まれている！ 

ひかり：どういうことなの？ 

建：正中は最も重要な場所だから、そこをわざわざ外してあるということさ。 

ひかり：外宮では東南方向の内宮を、内宮では東南方向の伊雑宮を暗示してい

るということなのね！でも、重要な事の暗示なら、何故、外すのかしら？ 
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建：最も重要な伊雑宮には罪状板がある。 

ひかり：ラテン語、ギリシャ語、アラム語の 3 言語でイエスの名が書かれてい

る…名を外すって、どういうこと？ 

建：…それこそが、この世の中の神髄だからだ！ 

ひかり：確かに、イエスは秦氏にとって神の名だけど…。 

建：宇宙の歴史からすると、生命体が物質を認識したり、自らと他を区別する

ためには、名が必要となった。それは単に、識別のためだけのものだった。

しかし、ある時から、その名によって自我が芽生えた。私とあなたは違う、

という。それが更に進んで、自らが大元の生命エネルギーの分身であること

を忘れ、我己（がこ）となってしまった。いわゆるエゴの発生だよ。これは

とりわけ、神を自らの外に求めることによって促進された。 

ひかり：本来は、自己の中にも他の中にも等しく存在するはずなのに…。 

建：それを忘れ、単なる“万物の創造主”という観念に陥り、エゴを発達させ

てしまったのが、人類型生命体のなれの果て、つまり、人類なんだよ。イナ

ンナのインダス文明では梵我一如、ギリシャではヘルメス思想があったから、

本来は解っていたはずなんだが、アヌンナキはいつの間にか遺伝子操作して

人類を創り上げ、自らを人類に対する神として振る舞うことにより、人類に

大きなくびきを負わせた！いや、むしろ、全宇宙的な宿命により、地球と人

類を最終的な学びの場とさせられたんだよ。だから、地球＝知球＝知宮と命

名されている。他の言語では、決してこの真理は解らない。 

ひかり：そうすると、真相を知る者が、神の名をみだりに唱えないために、名

を外した…。だったら、神の名“在りて在る者”も同じこと？ 

建：そういうこと。アヌンナキの中で、それに気付いた知恵者が居たわけさ。 

ひかり：“在りて在る者”の象形文字が勾玉ね？ 

建：その勾玉と神器的に同等なのがマナの壺。海神の所で、勾玉が壺にくっつ

いて離れなくなった話があったけど、あれは壺と勾玉が同一物扱いという暗

示なのさ。日本語では、“眞名”と言う字が充てられた。この“眞”の字は、

人が首を下向きにしている状態を象ったもので、“顛（てん：逆さま）”の原

字なんだよ。つまり、この世の物質世界では「生命の樹」を下降することに

なり、更に名を唱えることによってエゴが発生し、嫌がおうにも「生命の樹」

を鏡像反転した「死の樹」を下降してしまうことになるんだ、どんなにあが
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いても！ 

  現在はこの真意が封じられている壺＝井戸のような状態だから“眞名井”

であり、故に、名が外された伊雑宮と表裏一体となり、神宮の鳥居は額束（が

くづか）の無い名が外された神明（＝神名）鳥居となる！ 

  言い換えれば、“名”とは両刃の剣のようなものさ。だから、剣も神器とさ

れた。エゴを断ち切るという意味も込められてね。 

  そして、「生命の樹」の 3 本柱はシンボル化されて三つ巴となった。二つ巴

では陰陽のバランスが取れているだけで、上昇も下降もしない。三つ巴とな

って、ようやく螺旋状に上昇（進化）・下降（退化）する。本来は上昇すべ

きだが、下降してしまっているので、それを食い止めるためにもう 1 つ、必

要となる。それがメルカバーで、神宮の御紋なんだよ。つまり、降臨に依っ

てようやく覚醒＝完成するということさ。 

ひかり：そうすると、“鏡＝かがみ”も“かみ”の中に“我”があるから、自分

自身を見つめて気付きなさい、ということなのね？ 

建：反物質は CP 対称性の破れにより消滅してこの世界は物質で満たされ、鏡の

鏡像反転は放射性物質のベータ崩壊などを除く物質世界の基本原理。だから、

鏡像反転した「合わせ鏡」の“自分”は“神”そのものということなんだ。 

  そういったことを暗示できるように、日本語は創られた！狭い国土の中で

争いが起きないよう、シュメールの文法をベースとして日本語が創られたん

だが、他の言語とは違って、主語を前面に出さない。これは、“個”を中心

とすると必然的にエゴが強くなってしまうので、それを抑制するためさ。ま

た、日本語は創造のエネルギーの波動に最も共鳴しやすい言語で、故に、言

霊という信仰が古代から発展した。悪いことを口にすると、それが現実化す

るから、できる限りそのような言葉は避けられるようになったわけさ。 

ひかり：だから、今回の降臨後に、世界共通言語は日本語とされたんだ…。 

建：そうでなければ、この“知宮”は崩壊するところだったからね…。 

ひかり：ところで、海宮一族の中で最初に四国へ渡ったのは誰？ 

建：オヌイノミコトの時代の安波夜別命（アワヨワケノミコト）だよ。“阿波”

という地名は、このミコト由来さ。当然、阿波忌部氏はこの系統だよ。 

ひかり：大嘗祭の麁服（あらたえ）を紡ぐ三木一族ね？ 

建：この一族が栽培した麻から作られた麻布でしか、この麁服を作ることは許

されていない。麻はニビル由来だから、神事で使う大麻（たいま、おおぬさ）

は特定の氏族しか触れないのさ。 

ひかり：そうなると、王権委譲後の海宮一族の本体は丹後、兄弟分家の尾張氏

は尾張、そして、アワヨワケノミコトの末裔は四国ということになるわ

ね？尾張は熱田神宮だけど、四国は？ 

建：大山祇神社だ。山の神でもあり海の神でもあるから、いわば地祇の中の地

祇で、娘のコノハナサクヤヒメは不老不死の霊峰、富士山の守護神だしね！ 

ひかり：そうすると、丹後では豊受大神＝イナンナ、伊勢では天照大神＝ウツ、

四国では大山祇神＝エンキという構造となるかしら？ 

建：それで何か気付かないかい？ 

ひかり：元々ヤーとして祀っていたのを分祀して、… 
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建：邪馬台国では神殿はすべて東西向きだったが、秦氏がすべて南北に変えた。 

ひかり：…南から見ると、…真中がイナンナ、向かって右がウツ、左がエンキ

となるから…あっ、イザナギの顔がこちらに向いているなら、左目が天

照大神＝ウツ、鼻がスサノオ＝イナンナ、右目が月読尊＝エンキとなっ

て、ぴったりね！ 

建：そうなんだ、イザナギの顔から生まれた三貴神とは、この事を暗示してい

たんだよ！ 

ひかり：つまり、このように分けさせたのは、新制日本神話を創り出した秦氏

ということの暗示でもあるのか…。 

建：確かに、本来の皇統である海宮一族は位を下げられ、神話では反抗者や鬼

などの異形の者として描かれるようになってしまった。しかし、完全に封印

されることは無かった。 

ひかり：完全に封印したら、“その時”になっても何も解らなくなってしまうわ。 

建：しかしながら、その扱いはすんなり従った出雲族と比べても酷いものだ。

最高神はウシトラノコンジンとして封印されたし、系図は相当改竄された。 

ひかり：系図は訳が分からないわ！ 

建：そりゃ、そうさ。元の系図に物部各氏の系図を入れ込むだけではなく、あ

る大王の時代は省いたり、移動させたりして大混乱した。それが初代～第

15 代・応神天皇までの系図だよ。 

  いろいろな変遷過程がゴチャ混ぜにされ、それぞれが伝承されてしまった

から、例えばある天皇の御名で見た場合、それが A 大王でもあり C 大王でも

あって、だから A＝C などという事態が発生してしまった。いわゆる“多次

元同時”なのだが、これはこのような系図改竄が最も影響している。そして、

これだけではなく、天照国照尊にニギハヤヒ＝徐福、彦火明尊、櫛玉神をま

とめてしまったことも影響しているのさ。 

ひかり：基本は海宮一族の系図なわけね？ 

建：そう、それを軸とすれば間違うことは無い。あと、系図の操作では年代操

作のカラクリがある。 

ひかり：どういうこと？ 

建：記紀には卑弥呼もトヨも登場しない。唯一、日本書紀の一書で“神功皇后

が卑弥呼かもしれない”とは言っているものの。 

ひかり：それは暗に、卑弥呼がれっきとした皇統の祖だけど、直系ではないと

いうことを示しているのね？ 

建：そうなんだ。神話を創作している秦氏自身の直接の先祖ではないから、堂々

と神話に盛り込むことはできなかった。そこで、初代天皇を自らの出自に合

うように合わせ込み、それ以前の系図に於ける人物を移動させることにより、

国家の総氏神たる内宮の創祀を古くしたというわけさ。 
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ひかり：じゃあ、神宮の創祀は本当はいつなの？ 

建：注目すべきは、いずれも丁巳の年に遷宮や豊受大神御遷座のお告げが成さ

れていることだよ。特に AD297 年は、トヨが還暦を迎えた年でもある。還暦

とは、60 年を一巡りとする考えで、60 年を 1 つの年の単位とする 1 元と同

じ。そして、AD297 年丁巳から 5 元＝300 年遡らせると垂仁 26 年（BC4 年）

丁巳の年となり、内宮御鎮座の年となる。“60”はシュメールの基本数で、

大神アヌの象徴でもある。そして、“5”は知恵の象徴だから、まさしくシュ

メールの真相を知る知恵が無ければ、このような謎を解くことはできない。 

  神武即位を BC660 年に遡らせることに合わせて、トヨが祭祀を司っていた

時代も繰り上げられた。そして、トヨが神祭りする姿は倭姫命に投影された。 

  実際に神宮が建立されたのは、本来の最高神である豊受大神と、秦氏が創

り上げた女神の天照大神を同時に祀ることにより、新たな国家の神祭りが始

まった時期で、それは、倭姫命世紀に記載されている外宮遷宮の宣託があっ

た雄略 21 年丁巳の年（AD477 年）だよ。そして、この年から 8 元＝480 年遡

らせた BC4 年の丁巳の年を、内宮遷座の年とされたのさ。“8”の意味は、今

更言うまでもないよね？ 

ひかり：系図のカラクリが神宮創祀まで関わっていたから、表にはなかなか出

されなかったわけね…。 

建：このように、秦氏は海宮一族の歴史を封印しながら、自らの歴史を創り上

げていった。そして、本来の天神族である神族＝カム族＝賀茂族＝海宮一族

を乗っ取って鴨族と名乗った。 

  また、徐福一団＝物部氏は容易に改宗して秦氏となった。そして、原始キ

リスト教徒の秦氏が徐福縁の地に赴き、同じ“秦”を冠する始皇帝に縁を関

連付け、徐福が求めた“不老不死”をイエスの“復活”と重ねた。 

ひかり：道理で、秦氏の話になると、様々な混乱が発生するわけか…。 

建：その徐福系、特に中枢に居た葛城氏は蘇我氏に姿を変え、外戚として天皇

家を守ってきた。 

ひかり：蘇我氏は物部氏と対決していたわけではないの？ 

建：最後まで抵抗していた海宮一族を隠しているのさ。しかし、やはり一族の

中には反発する者も多く、最大の争いに発展したのが、秦氏系の天智天皇と

海宮一族の天武天皇の間で繰り広げられた壬申の乱だよ。 

ひかり：やはり、2 人は兄弟ではなかったわけね…。 

建：不比等が命じて作らせた日本書紀には、大海人皇子が天武天皇となるきっ

かけとなった壬申の乱に於ける尾張氏の活躍を黙殺していて、海宮一族の真

相を隠しているね。それに、天武系天皇は皇室の菩提寺・泉湧寺で祀られて

おらず、平安時代、天武系の天皇陵に対しては奉幣の儀も行われていない。

これなども、海宮一族の血を引く天武系天皇と、天武系と婚姻関係を結んで

いた天皇が無視されていることの一例なのさ。 

ひかり：酷すぎるわね！ 

建：天武系男系の最後の天皇、聖武天皇は藤原氏に抵抗し、東大寺に行幸して

大仏に北面して頭を垂れた。これは、不比等らが創作した新生・中臣神道を

否定したことを象徴している。 
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ひかり：単に、仏教を認めたということではなかったんだ。 

建：仏教は真相を隠すための隠れ蓑だよ。エジプトでは蓮華、中東ではロゼッ

タでいずれもイナンナのシンボルだが、それが日本では菊となった。 

ひかり：何故なの？ 

建：草冠＝“艸”は「合わせ鏡」の絶対三神を象徴する。その下は勾玉でも登

場した「勹」と「米」。「米」は日本で最も重要な物で、分解すると「八十八」、

そして「匊」の画数は 8 画だから、合わせて“888”となる。ギリシャ語で

“キリスト”のゲマトリアとしては“888”だから、「匊」という字でイエス

の象徴となるし、これは当然、イナンナをも暗示している。 

ひかり：つまり、漢字のカバラから“菊”としたわけね！ 

建：そう、皇室の十六弁八重表菊紋は、菊の御紋にして菊の花に非ず。後の歴

史も同様だ。海宮一族系が台頭してくると潰された。頼朝、信長、秀吉、島

津氏などなど。以後、預言されし降臨があるまでは、秦氏が取り仕切ること

となったのさ。その秦氏の中核は、名も無く戸籍も無い状態で、歴史の闇に

隠れた。その組織は八咫烏と命名され、その使いなどは烏天狗などと言われ

た。そして、山の祭祀には山の民が必要だから、縄文系のサンカと共に、山

の修験者となった者達も多いのさ。他に、忍者や虚無僧、渡りの旅芸人など

も秦氏の諜報活動家だよ。 

 

 

6：ニビル崩壊 

 人類に介入しないと決めていた神々だが、またしてもエンキの勝手な行動に

エンリルは腹を立てていた。しかし、エンキは地球に、エンリルは火星に居た

ため、大きな争いにはならなかった。 

 エンリルたちのミッションが完了間近という時、ニビルからの緊急の通信が

エンリルの下に届いた。アヌからの直接の言葉であった。 

「もはや、ニビルの大気は地球の金（きん）だけではもたない壊滅的な状況に

近い。すぐにでもラーム（火星）と月に基地を増設し、我々はこの星から脱出

しなければならない！そのため、お前たちは即座にその任務について欲しい！」 

「何てことだ！地球から追い出される上に、我らが故郷へも永久に帰還できな

くなるとは！やはり、エンキとマルドゥクが諸悪の根源なのだ！」 

とエンリルが叫んだ。 

「待って、お兄様。これも、私たちが地球人を創ったことに対する“宿命”な

のよ、きっと！そして、“万物の創造主”の御意志でもあるのだわ。もう、対立

なんて、いい加減にして！」 

とニンフルサグが言った。 

 その言葉を聞き、また、かつての別れ際のエンキの言葉を思い出し、エンリ

ルは態度を軟化させた。そして、地球に残っていたエンキ、イナンナ、ウツ、

イシュクル、ニンギシュジッダも呼び寄せ、再会を喜ぶ間も無く、事の次第を

話し合った。 

 会議の結果、エンリルの指導の下、ニビルからの大移住計画が遂行されるこ

ととなった。月は重力の関係から、中継基地としてのみ使われることとなり、
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メインの移住地は火星と決められた。しかし、以前の大接近の際に大気や水分

はほぼ壊滅状態となったので、地下に大都市が建造されることとなった。それ

と、一部の者は、既に一部のイギギたちとシュメール人の末裔が暮らす地球の

地下都市への移住が決められた。地球人の行動を間近で観察するため、遠い将

来、地球人たちを導くという任務を担うために。 

 

 火星に居たイギギの一部が先導役となり、ニビルからの大船団を導いた。ア

ヌたちは再会を喜んだものの、母星が崩壊の危機に瀕している以上、心からは

喜び合えなかった。そして、エンキらは地球へと戻った。 

 大移住が完了して、しばらくしてからニビルは完全に崩壊した。 

 

…………………………………………………………………………………………… 

ひかり：ニビルの崩壊か…。 

建：ニビルではかつて大戦争が発生し、終結して和平が結ばれたものの、また

権力闘争が起きてしまった。その闘争が地球まで引き継がれた。つまり、ア

ヌンナキのエゴは解消されておらず、とうとう、遺伝子操作まで行って、人

類という新たな生命体を創り出してしまった。そして、核戦争まで引き起こ

した…。後に人類は、まったく同じ過ちを犯すことになってしまった。 

ひかり：エゴが解消されていなかったから、ニビルも最終的に崩壊しちゃった

わけね？ 

建：地球もそうなる寸前だったけどね。 

 

 

7：“終わり”に向かって 

 イエスに追放された者たちの末裔は、着々と西洋社会を蝕んでいき、中世に

は日本にも目を付け始めた。 

 それに気付いた八咫烏は、室町時代頃からオランダのライデン大学に密使を

派遣して西洋思考を学習させ、密かに彼らの組織に潜り込ませると同時に、裏

から操るよう、息の長い工作を開始した。その資金は、縄文以来の王家の血統

が受け持ち、後には金融王国スイスの財政基盤となるぐらいまでの規模となっ

た。無論、その資金の名目上のトップは皇室である。 

 

 追放された者たちの末裔は、イエズス会が率先して宣教師となり、アジア・

アフリカ・中南米諸国に潜入した。彼らが扇動し、資源を根こそぎ剥奪して人々

を蹂躙する手口はどこの国に対しても行われ、日本も例外ではなかったが、日

本ではキリシタン禁止令と鎖国が、彼らに対する防波堤となっていた。 

 しかし、時代の流れに抗することは難しくなってきたので、西洋フリーメイ

ソンなどの組織に潜り込んで工作した者たちが、開国時の日本に渡来した。グ

ラバーなどの工作員である。彼らが表で動き、裏では八咫烏が天皇の偽装崩御

工作などを秘密裏に実践することにより、西洋式の破壊的な革命は最小限に抑

えられたのである。これは皇室が南北朝に分裂した際、秘密裏に統合する時に

実践された手法を応用したものだが、いずれも最大の目的は、国体護持であっ
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た。そして、国際金融資本に対抗すべく、日本独自の金融と世界的商社ネット

ワークも設立された。特に重要だったのが、八咫烏の金庫番とも言うべき四井

一族による銀行で、クエーカー教徒の多いフィラデルフィアを発祥地とさせた。

後に平成天皇の教育係となるヴァイニング夫人もまた、クエーカー教徒の一人

である。 

 

 明治以降の世界的戦争は、いずれも国際金融資本によって計画的に引き起こ

され、その目的は富の略奪と戦争に依る資産の増殖、余剰人員の削減に他なら

ないが、日本への被害は最小限に抑えられるよう、最大限の工作が図られた。 

 しかし、第二次世界大戦の頃には、八咫烏の中にもナチスに協力する者が出

てきたり、日本政府や軍、官僚の中にも、裏事情を理解すること無く、国際共

産主義にのめり込んだスパイ的人物も多数現れるようになった。そのため、本

来は勝てたはずの大東亜戦争も負けてしまい、多大な被害を被り、大東亜共栄

圏の実現はかなり先延ばしにされてしまった。それに伴い、神宮の式年遷宮も

2,013 年に照準を合わせ、延期された。 

 

 しかし、いち早く敗戦を予期した八咫烏は、皇族を中心としてアジアの日本

軍を秘密裏に指揮させ、資金をあちこちに分散させた。それが、戦後の敗戦処

理に利用されたのである。また、陸軍中野学校のメンバーをアジア各地に配置

して資金を守らせたり、ベトナムなどでのゲリラ戦を現地人に叩き込んだりし

て、欧米からのアジアの独立を推進させた。そして、朝鮮半島を防共の砦とし、

米ソが冷戦となることまで見越して、北朝鮮が造られたのである。 

 中には、国際共産主義に協力するフリをして、裏工作を進めた者たちも居た。

中野学校の教訓と同様、表面的には国賊の汚名を受けても、生き恥をさらして

でも国体護持に務めるという者たちであった。加藤忠商事を世界的な諜報組織

にまで仕立て上げた瀬島隆二氏などは数々の疑惑が叫ばれていたが、それはあ

くまでも表向きのものであり、裏では八咫烏の伝令通り、将来の日本が世界的

に果たす使命に向けて、着々と準備を進めていたのである。 

 

 それでも、表の世界は錯乱した国際金融資本の思うツボだった。20 世紀末に

は人々がカネに操られ、カネのために苦しみ、カネが原因で自殺する者、平気

で殺人を犯す者までが現れ、人類にとって最大の不幸な時代となってしまった。

また、地表は地震・気象兵器 "HAARP" に因って異常気象が多発し、彼らの企業

モンスター社が作った化学肥料で酸性化して痩せ、ボロボロとなり、遺伝子操

作された作物によって、人間や他の生物種も生物学的に変異が多発し始めた。

更に、彼らの製薬会社や研究所が遺伝子操作したウィルスをまき散らしては、

その治療薬を高値で売りさばいていた。そして、彼らの更なる利益のために戦

争やテロが仕掛けられ、それにメディアが大きく加担した。 

 

 そんな状況を予期しての宿命なのか、明治以降、多くの新興宗教団体が現れ、

“終わりの時”を告げるようになった。中でも、大本は封印されたウシトラノ

コンジンが復活し、預言されし者が日本の中心部から登場することを示したこ
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とで大変注目を集め、大本系の日月神示には“終わりの時”の前に作用する神

一厘の仕組みが示された。 

 2,011 年、諏訪大社の正月の粥占いでは、最悪の三分五厘＝三行半という結果

となり、そのためか、3 月には国際金融資本の地震・気象兵器 "HAARP" によっ

て東北沖に巨大な地震が引き起こされ、東北地方の太平洋側は壊滅的となった。

そして、追い打ちを掛けるように、福島の原子力発電所が爆発し、人類最大の

人災が引き起こされた。日本が秘密裏にプルトニウム爆弾製造のための原料を

福島で製造していたことが発覚したため、彼らが攻撃したのである。 

 翌 2,012 年の粥占いでは、最悪の三分五厘から一厘良くなった三分六厘とい

う結果となり、いよいよ神一厘の仕組みが動き始めた。この年、日本列島の中

心部、中京（尾張）地区の預言されし者の周辺では、必要な人物の繋がりがま

さに神の仕組みの如く始まった。 

 翌 2,013 年には熱田神宮創祀 1,900 年祭となり、その後に出雲大社の御遷宮、

神宮の御遷宮が続いた。この物部系 3 社の重大祭祀が重なることは、これまで

に無かったことである。最初に熱田、次に出雲という順序は、古代、剣を奉じ

て尾張氏と出雲族が手を取り合って太陽神祭祀を行っていたことの再現であり、

それが神宮の祭祀の原型となっていることの顕れである。この 3 社の特別祭祀

により、太陽磁場がおかしくなって壊れかかっていた日本の場のエネルギーは

改善の方向に向かった。 

 そして、2,014 年の伊雑宮御田植祭では、女装した男の子の太鼓打ちが女の子

に変えられるという大きな合図が出された。しかも、出雲で“神在月”と言わ

れる10月に、出雲族と皇室が婚礼を行うという歴史的和解があった。これにて、

いよいよ“終わりの時”に向けての準備が整ったのである。 

 

 しかし、20 世紀末から仕組まれた徹底的な負のスパイラルは、アフリカから

中東、地中海沿岸部のヨーロッパ各地まで飛び火し、多くの人々はエルサレム

に救世主の出現を待ち望んだ。 

 ユダヤの祭礼と月蝕・日蝕が立て続けに重なった 2,014 年から 2,015 年にか

けて、またもや地震兵器が大々的に使われ、エルサレムの神殿は崩れ去った。

これを機会に、既に何年も前から準備されていた第三神殿用の材料が即座に持

ち込まれ、数日間で第三神殿が建造された。そこには新たな世界王が立ち、ヴ

ァチカンが全面的にバックアップした。国際金融資本の世界制覇は、これにて

完成されたかのように見えた。 

 

…………………………………………………………………………………………… 

ひかり：驚くべき裏国史ね！天皇の偽装崩御とかなんて、思いもつかないわ…。 

建：国体護持のためなら、何でもする組織だからね、カラスは。 

ひかり：大本はカラス系なの？ 

建：いや、海宮一族だ。 

ひかり：道理で、王仁三郎がスサノオの格好をしたりしていたわけか…。王仁

三郎や岡本天明は、本当に神からの宣託を受けていたのかしら？ 

建：“万物の創造主”や地球のエネルギーではない。生前に真相を知った遠い祖
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先たちの意識エネルギーを受け取った。しかし、彼らでさえ、ウシトラノコ

ンジンの真相はこの国の本来の最高神という以外、解らなかった。 

ひかり：ウシトラノコンジンはイナンナよね？ 

建：シヴァでもある。シヴァの肌は青黒いし、封印された鬼だから、青鬼だね。

そして、赤鬼はユダヤ人の赤ら顔で、封印した烏天狗の赤ら顔でもある。 

ひかり：他に緑の鬼も居るわよね？ウシトラノコンジンことサナト・クマーラ

は“緑の人”とも見なされていたわ。 

建：四神相応なら、色が足りないよ。 

ひかり：じゃあ、この鬼の 3 色は何の暗示なのかしら…？ 

建：君の名は？ 

ひかり：ひかり…あっ、光の三原色！そうすると、封印されたウシトラノコン

ジンはイナンナの事だけど、それだけではなくて… 

建：封印された真相そのものさ！だから、それが解放されれば光となってこれ

までの闇を照らす！ 

ひかり：そうか、…それ以外、最終的に人類が目覚める方法は無いものね…。

青い肌をした鬼のような 800 歳を超える女がペンタゴンの地下に居る、

とか言われていたけど、… 

建：デタラメさ。すべてカバラだよ。地下は空洞で当然。神に祈る空間が一番

上にあって、普段はガランとしているように、地下は連中がサタンに祈る場

所なんだよ。そこに、怪物女など居るわけがない。そんな戯言をリークして

は、真相から遠ざけていた。 

ひかり：伊雑宮御田植祭では、女装した男の子の太鼓打ちは、女神に変えられ

たイエスかしら？ 

建：そうなんだが、イエスには豊穣のシンボルは無い。そして、この御田植祭

は漁師が行い、“太一”と書かれた大きな竹を田の中でバラバラにする。 

ひかり：ということは、世界各地に見られる、豊穣の女神をバラバラにして埋

めるということと同義だから、海人の守り神で、豊穣の女神の豊受大

神イナンナ！ 

建：伊雑宮は内宮の別宮だから、太陽女神でもある！ 

ひかり：そうなると、女装した男の子の太鼓打ちを女の子に変えることで、い

よいよだということを、ウラは暗示してきたわけね？！ 

建：その通り、出雲族と皇室の御婚礼と共にね！ 

ひかり：ところで、諏訪大社の粥占いは的中率が高いことで有名よね？ 

建：諏訪の安曇氏も、海宮一族だからね。2,012 年の神一厘の仕組みは、そりゃ

もう、見事なものだった。まさに、祖先たちの意識エネルギーを超えた地球

意識や“万物の創造主”が介入したとしか思えないほどのものだった。尾張

がこれまでの時代の“終わり”と新たな時代の幕開けを暗示していたなんて、

誰が想像できただろうか！ 

ひかり：この宇宙は自由意志ではなかったの？ 

建：そうだ。そして、この地球がその最後の場だった。だから、宇宙自身、地

球自身、崩壊するのが嫌だった、のかな？ 

ひかり：それでも、国際金融資本の世界政府はできてしまった…。 
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建：一応、聖書で預言されていたからね。また、そういうものができないと、

人類の真の覚醒はできなかったということ。つまり、彼らも彼らなりの“お

役目”だったということさ。そのために、多くの人たちが犠牲になってしま

ったが…。 

ひかり：何だか、むごいわね？ 

建：これも、エゴを背負わされた人類の宿命なんだよ、きっと。 

 

 

8：黄金の夜明け 

 多くの人々は世界王を一旦歓迎したものの、ある時期が経過すると、聖書に

預言されし“獣”だということに気付き始め、世界中は大パニックに陥った。 

 しかし、日本ではそんなことに構うことなく、“その時”に向けて地下組織が

着々と計画を進めていた。古代の真相などもそれ以前からリークされ始め、最

初は一部の人たちだけの気付きだったが、ある時点で多くの人の知るところと

なり、日本人の意識シフトが始まった。それにより、地球自身のポールシフト

が避けられたのである。 

 

 そんな日本以外の人たちのパニックが限界に差しかかろうとしていた第62回

式年遷宮後の西暦 2,01×年のある日、遂に神々から八咫烏に降臨の御神託が下

った。そして、黄金のアークが内宮御垣内に出され、それが印となって、イエ

ス・キリストと共に、かつて地球上で神々として振る舞っていた存在たちが天

から降臨した。それにより、封印されたウシトラノコンジンの真相が明らかと

なり、人類の意識は一気に覚醒し、国際金融資本が貧しい大多数の人類を搾取

して管理・支配するという“大いなるバビロン”＝グローバル・スタンダード

は脆くも崩れ去った。 

 と同時に、それまでに地下組織が着々と準備を進めていた計画が表に登場し

た。すなわち、誰もが平等で人生を満喫でき、宇宙創造のエネルギー、真の創

造神の御心に従って生きるという“弥勒の世”の達成に向け、真の世界統一政

府、宇宙国政府が樹立され、人々が一致団結して社会を立て直していく体制で

ある。そのために、貨幣は単なる交換の手段に戻り、すべてを丸く収めるとい

う意味が込められた日本の通貨“円”が世界共通通貨とされ、同時に、日本語

が世界共通語とされた。これにより、宇宙開闢以来の人類型生命体のエゴもよ

うやく解消され、その結果、宇宙は崩壊を免れ、預言されし“至福の千年王国”

が遂に始まったのである。 

 

…………………………………………………………………………………………… 

ひかり：あなたが言っていたように、やっぱり降臨してきたのよね…。驚きだ

ったわよ！しかも、勢揃いで…。 

建：だろ？聖書にも書いてある、て言ったじゃないか！ 

ひかり：そうなんだけど、まさか、本当に起きるとは…。 

建：それだけ、人類がエゴで荒んでしまった、てことさ。その根源は神々、つ

まりアヌンナキにあり、彼らは地球上で人類の進化に介入したから、その末
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路には責任がある。だから、人類が、地球が、そして宇宙が存亡の危機に瀕

したこの時、降臨したんだよ、約束通り。 

ひかり：イエスは多くの人にとっては神で、周りが天使だけど、本当は逆だと

いうことを知って、大変な驚きだったわね！ 

建：シュメールの真相、そして、すべての物語がイナンナを基にしていて、最

高神がイナンナであることを知らなかったからね…。 

ひかり：そのイナンナ様がお話しされて、ようやく人類も気付いたわけね？ 

建：ああ。 

ひかり：まさしく、封印されたウシトラノコンジンが解放されて、“黄金の夜明

け”となったわけね！ 

建：“黄金の夜明け”か…思えば、すべてはニビルの黄金から始まったんだ…。 

ひかり：そうだったわね。それが神という概念、そしてカネと結びついて、エ

ゴが発展してしまった…。 

建：あやうく、宇宙全体が崩壊するところだった。 

ひかり：それを食い止めたのは、日本人のおかげかしら？ 

建：いや、やはり“万物の創造主”の御意志なのでは？ 

ひかり：その御意志が、シュメールの直系である日本人を動かした…。ところ

で、カラスたちはこれからどうなるの？もう、お役目は終わりなの？ 

建：いや、いくらお役目を全うさせるためとはいっても、そのために払われた

犠牲は大きかった。つまり、彼らは自ら進んで大きなカルマを背負ったわけ

だ。 

ひかり：それを解消するのが今後の彼らかしら？ 

建：だから、今までは黒子に徹した黒いカラスだったが、これからはイエスの

御心で世界を治めるべく、しもべの白い鳩となって世界に羽ばたいていくの

さ！ 

ひかり：なるほど！ 

建：すべてを赦して受け入れる、それが“万物の創造主”の御意志であり、ま

た、“万物の創造主”御自身が進化するために必要な事なんだよ。 

ひかり：天皇家はそのまま存続されて宇宙国政府の祭祀王となられたことだし、

海宮一族は権威を回復されて、祭祀王を補佐するお役目となったことだ

し…。 

建：そして、僕たちの血統は、新たなる神殿での御奉仕という運命を与えた。

君は僕を補佐する巫女となるが、それは、プライベートでも…。 

ひかり：…それは宿命なのかしら？ 

建：自ら選んだ“宿命”ではなく、曲げることのできない“運命”なのさ！ 

 

完 



132 

あとがき 

 前編、後編共に、シュメールの神々の物語を軸にして、世界中の神話や伝承

を取り混ぜて構成した創作（フィクション）です。しかしながら、見る人が見

れば解るような合言葉が、どこかにあるかもしれません。 

 人は何故生まれ、何故死んでいくのか？人はどこから来てどこに行くのか？

人生に於ける目的とは何なのか？本作が、人類の歴史が始まって以来の大命題

に対して、何か 1 つでも気付きになる手助けとなれば、幸いです。 

 

第 62 回式年遷宮癸巳の年 尾張國の熱田の地にて 
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