｢死海文書･義の教師｣の全貌

2013･12･26

（英文）
エゼキアス

同定論文
論攷著作

新村 紘宇二

｢死海文書･義の教師｣の全貌
｢義の教師｣は秘密の教えを解き明かした人
１．イギリスの福音主義･新約学者フレドリク･F･ブルースの小論文｢ダニエル書とクムラ
ン宗団｣は斯くいう。
｢ダニエル書の思想は新約にもまたクムラン宗団にもその影響を及ぼしており、ダニエ
ル書とクムラン宗団とは同じ思想的傾向を持っていることを指摘している。
紀元 70 年のエルサレム滅亡に至った戦争においても、反ローマのユダヤ人は、メシア
時代の到来を説くダニエル書の教えによって行動したと思われる。
またダニエル書の｢大いに愛せられる人｣は、クムラン文書の｢(共同体の)ユニークな教
師｣と関係があると見られている。
クムラン文書の中には、ダニエル書の断片も発見されており、直接ダニエル書には関
係がないが、｢ナボニドスの祈り｣と言われる文書には、この王の 7 年にわたる(精神)
病を医したユダヤ人の悪霊退散者(ガーズリーン、複数――exorcists)に言及されてい
る(ダニ 4･25,32 以下)。
この他にも第四洞穴から出た三種類のアラム語文書の断片があり、第四洞穴よりの｢選
集｣(florilegium)の中には｢予言者ダニエルの書にしるされている｣の一句もあり、ダニ
エル書との関連も見られているので、ダニエルについての伝承は広く伝えられたもの
と思われる。
ダニエル書には｢秘密の事｣(ラーズ)とその｢解き明かし｣(ペシャー)が述べられている
が、これらの語はクムラン文書にも見出され、神の使信はこの二つに分けられている
ので、この二つが結合されなければ、その真意がわからないのである。
この二つを結合した者はクムランでは｢義の教師｣であり、原始キリスト教においては
イエス･キリストである。
ダニエルの時代では、このような秘密を理解した者は｢賢い者｣であり、彼らは大空の
輝きのように輝くのである。クムラン宗団の人々は、この｢賢い者｣の後継者であると
見ることができる。
｢少しの助け｣と言われたハスモン家の力は増大したが、期待したメシア時代は到来せ
ず、そのためクムランの人々は、ダニエル書のように、1 年を 7 年に数える週年説を
とるようになったと見られる理由もある。
いずれにせよ、ダニエル書やその他の旧約の文書がどのようにクムラン文書で解釈さ
れているかということを知ることは新約聖書の理解にとって重要なことである。｣と。

｢義の教師｣は邪悪な祭司に｢のみ込まれた｣(殺された)人
２．前記一文中の｢ダニエル書には｢秘密の事｣(ラーズ)とその｢解き明かし｣(ペシャー)が述
べられているが、これらの語はクムラン文書にも見出され、神の使信はこの二つに分
けられているので、この二つが結合されなければ、その真意がわからないのである。
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この二つを結合した者はクムランでは｢義の教師｣であり、原始キリスト教においては
イエス･キリストである｣は、｢死海文書と義の教師｣(ベティ･ストックバウナ 著、石川
道子 編)の次の一文に符合する。
｢｢ペシャー｣という名称の下に分類される文書は、義の教師の生涯の出来事について多
く言及しているので最も精密に調べられてきた。
ペシャーとは、聖書の文章の改訂を表す言葉である。
この文書の作者は、普通は予言的な作品である聖書という本を調べ、作者自身が生き
た時代の出来事に照らして聖書の再解釈を試みている。
イザヤ、ハバクク、ナホムという予言者は論理的な選択だった。
なぜなら、彼らの書は、ユダヤの指導者たちに対して、神の道に戻り、メシアの時代
に備えようと警告するものだったからである。
国内にはその他の勢力がある――｢順調な物事を求める者たち｣、すなわち楽な解釈を
探している者たちである。
｢……彼らは不正な教えと嘘をつく舌と不誠実な言葉とをもって多くの者を迷わす。
王や王子や祭司や民衆は、改宗者もろとも彼らに引きつけられる。
都市や部族は彼の忠告に従って滅びるだろう。
貴族や指〔導者〕は彼らの舌の残〔忍さによって〕衰退するだろう。
その時代に大量の死体が出るだろう。
負傷者は数知れず、彼らはその間違った忠告のせいで、それらの身体に躓いてよろけ
さえするだろう｣。(PN-Ⅱ)
この教師自身の共同体のメンバーに｢嘲笑する人｣すなわち｢欺きの男｣がいる。
｢ハバクク書｣第一章十三節に｢ああ、裏切り者よ、邪悪なものが正しい人間をのみ込む
とき、何ゆえに見過ごし沈黙するのか｣とあった。
ペシャーによる解釈はこうであった。
｢このことに関する説明は、義の教師が折檻されるときに沈黙し、評議員全員の真っ只
中で律法を侮辱した欺きの者を前にして、この教師にまったく援助の手を差し延べな
かったアブサロム家と評〔議会〕のメンバーとに関係している｣(PN-Ⅴ)。
｢アブサロム家｣とは｢裏切り者｣全体を言っているのかもしれない。
アブサロムはダビデ王に反逆し裏切ったダビデ王の息子だからである。
｢邪悪な祭司｣がいる。
｢……彼はやって来た当初は真理の名によって呼ばれた。
しかし、彼がイスラエルを支配した時、彼の心は躍り、彼は神を捨て規範を踏みにじ
った。
富の故にである……彼はあらゆる種類の汚い〔冒〕瀆に身を置き、忌わしい道に従っ
た｣。(PN-Ⅷ)
次の文中の｢のみ込む｣という句は、普通ヘブライ語で、捨て去ること、あるいは殺す
ことを意味している、この文章が暗に示すことは、邪悪な祭司が罪の贖いの日に教師
を捕らえ、ついには教師が殺されるのを見届けるということである。
それにはこう書かれている。
｢……邪悪な祭司は義の教師を迫害し、追放の地で激しい怒りに燃えて彼をのみ込んだ
(殺した)。
しかし、贖いの日の祝宴の時、彼は人々の前に現れて彼らを殺し、彼らが断食の日、
すなわち安息日につまずく原因となった｣。(PN-11)
別の句にはこう書かれている。
｢……〔祭司、すなわち義の教師に手をかけ〕た邪悪な祭司は彼を死に追い込んだ……
そして、神は、彼が流した〔血のゆえに罰することが〕ないまま邪悪な祭司を許した
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りはしないだろう。
〔神は〕、彼を処刑〔復讐〕するために諸国の中で最も乱暴な者の手へと送り出し、
〔む〕
くいを受けさせるだろう｣。(PP-37-Ⅳ)
キティムは、この教師と貧しい人々の共同体を迫害した者たちに復讐する勢力として
描かれている。
ペシャー･ハバククにこう書かれている。
｢……最後のエルサレムの祭司たちは富を築き、諸民族から略奪することによって得る。
しかし時代の終わりに、彼らの富は略奪の成果もろともキティムの軍隊の手に渡るだ
ろう……｣。(PH-Ⅸ)
ペシャー･ハバククより
ハバクク書第二章一－二節｢そして、神は最後の世代に何が起ころうとしているかを記して
おくようにとハバククに言われたが、時代の終わりを彼に知らせなかった……そして、神
が言い給うたことは、『それを読むものが走るように……』｣。
それを解釈すると、それは義の教師に関係し、神は彼に、自分の下僕、つまり予言者たち
の言葉の謎をすべて明らかにされた。｣

｢義の教師｣の文献学的輪郭
３．私(新村)は、日本語で出版されている数多の｢死海文書｣について、なるべく｢トンデモ
本｣(異端の書)を読むようにしている。
なぜなら正統派と言われるバチカン系に迎合した著物には真実や真理が見えにくいか
らである。
現在、私(新村)の傍らには次の七冊の著書がある。
①｢死海文書の謎｣(P･デイビス 著 浜洋 訳 大陸書房 1978 年刊)、②｢死海文書の謎｣
(M･ベイジェント、R･リー 共著 高尾利数 訳 柏書房 1992 年刊)、③｢イエスのミス
テリー－死海文書で謎を解く｣(B･スイーリング 著 高尾利数 訳 NHK 出版 1993 年
刊)、④｢死海文書と義の教師｣(ベティ･ストックバウナ 著、石川道子 編 シェア･ジャ
パン出版 1996 年刊)、⑤『封印された｢死海文書｣の秘密』(K･V プフェッテンバッハ 著
並木伸一郎 訳編 KK ロングセラーズ 1997 年刊)、⑥『知っておきたい｢死海文書｣封
印された真実』(K･V プフェッテンバッハ 著 並木伸一郎 訳編 竹書房 2012 年刊)、
⑦｢解釈 死海文書｣(世界古文書研究会 著 青谷舎 1997 年刊)、その他ネット上に展開
されている｢論文･逸文･異聞等｣を吟味･検証し、ほぼ 100％確信を得たものを論攷して
いる。

｢義の教師｣の解明宣言
４．この度、未だ解明されていない｢死海文書･義の教師｣と｢イエス･キリスト｣の実像を検
証著物及び検証小論文と共に、本日ここに、私(新村)の不滅の梵我と名誉にかけて、
以下の通り解明すると同時に公表する次第である。

｢義の教師｣の片鱗１
５．まず、上記３の⑥『知っておきたい｢死海文書｣封印された真実』(K･V プフェッテンバ
ッハ 著 並木伸一郎 訳編 竹書房 2012 年刊)の次の一文である。
｢第一章 封印された『死海文書』の秘密 『死海文書』解読にまつわる不可解な謎
1947 年、アラビア半島北西部に位置する死海のほとりにあるクムランの洞窟から『死
海文書』が発見されてから、すでに半世紀以上のときが経とうとしている。
しかし、その解読作業は遅々として進んでいない。
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当初、1960 年までに解読作業を完了すると目されていたが、予定は大幅に遅れ、今日
に至っても全体の半分ほどしか、その成果が発表されていないのだ。
『死海文書』の発見の経緯はセンセーショナルなものであった。
しかし、その衝撃とは相反して、文書そのものが人々の関心を引くことはなかった。
それは、なぜか？
そもそも偽典ではないかとの噂が立ったため、軽く見られたことも影響しているかも
しれないが、一部の専門家以外、関心を示す識者が少なかったことも一因であろう。
だが、1950 年、事態は一変する。
それまでに公開されていた『死海文書』の資料をもとに、フランス･ソルボンヌ大学の
教授アンドレ･デュポン･ソメールが、｢義の教師｣と呼ばれる"イエスの原型"ともとれ
る人物が文書に登場してくることを発表したのだ。
それ以来、
『死海文書』は専門家はもちろんのこと、一般人の関心をひきつけることと
なり、同時に文書はスキャンダルの渦中に投げ込まれることになった。
｢イエスにモデルがいた｣と唱えるソメールの説は、かなり興味深い。
しかし、キリスト教を信じる者たちにとって、驚天動地の出来事だった。
それは"父"として崇拝してきた神聖なる人物に、生身のモデルが存在していたことを
意味するからだ。
今まで信仰してきたイエス･キリストとは、一体いかなる者だったのだろうか？
キリスト教徒たちの間に動揺が走った。
この状況をバチカンが見過ごしておくはずもない。
聖書の研究と解釈を長きに渡り独占してきたバチカンにとって、彼の説はその牙城を
揺るがす危険性を有していたからだ。
事実、ソメールは『死海文書』の調査機関である｢国際チーム｣の責任者を務める P･ロ
ラン･ド･ヴォー神父を介して、バチカンからの圧力を受けることになる。
しかし、バチカンの圧力をものともせず、ソメールの説を支持する者が現れた。
その者は同じ｢国際チーム｣のひとり、ジョン･マルコ･アレグロである。
アレグロは、｢国際チーム｣の学者たちの中でも、もっともダイナミックで、独創的で、
しかも聡明な学者であったという。
その彼がソメールの説を支持したのには、理由がある。
彼は自身が所属する｢国際チーム｣に、不満を持っていたのだ。
なぜなら、資料をチームの一部の人間だけが独占していたからである。
集められた資料は、たしかにチームを構成する研究者たちに公開されてはいた。
だが、洞窟から発見される資料を最初に点検するのは、常にチームの長であるド･ヴォ
ーとその腹心のミリク神父であった。
そして、これらの資料を誰に割り振るかも、彼らだけで決定しているのだ。
1923 年、イギリスで生まれたアレグロは、マンチェスター大学で論理学、ギリシア語、
ヘブライ語を学んだのち、セム語コースに移り、聖書を言語学の分野から研究しはじ
めた。その後、オックスフォード大学の博士課程に移って一年、主任教授の勧めで｢国
際チーム｣の一員となったのである。
アレグロは、いかなる宗教的偏見にも制約されず、物事を見たままに判断できる、そ
して、ときとして激しい口調で持論を展開する、独創的だが、やや激しい気性の人物
であった。
まだ若く、野心的でもあった彼にとって、資料が語る真実を握りつぶそうとする｢国際
チーム｣内の保守派の動きは、我慢ならないものだった。
アレグロは、1956 年の 1 月、イギリス北部のラジオ局から放送された『死海写本(文
書)』に関する番組で、ソメールの論を支持すべく、短い講話を行った。
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｢私は、写本の断片の研究を進めていくうちに、デュポン･ソメールが論文で述べたこ
とは、彼が思っている以上に正しいと確信するようになった。
つまり、こういうことだ。
イエス･キリスト誕生の 100 年以上も前に存在していた、極端なユダヤ教のあるセク
トが残した文書の中に、キリスト教の儀礼や教義の起源が見出せるのだ。
いや、それ以上といっていいかもしれない。
なぜなら、イエスのモデルが存在しているからである｣
『ニューヨーク･タイムズ』誌が、アレグロが行った放送に素早く反応した。
｢ジョン･マルコ･アレグロは、昨夜の放送で『主の晩餐』や『新約聖書』のイエスとそ
の教えの、少なくとも一部が、死海のほとりの"クムラン宗団"という不可思議な共同
体をつくって暮らしていた宗団から生まれたものであると述べた｣と書きたてたのだ。
タイムズの記事を見た｢国際チーム｣の長ド･ヴォーは憤然と反論した。
｢アレグロが手に入れられるすべての資料は、チームのメンバーすべてが手にすること
のできるものだ。
それを見るかぎり、ソメールの解釈を支持する箇所など、まったくない！｣
｢国際チーム｣は、1954 年に第四洞窟から約 800 の巻物が発見されたのを受け、その膨
大な資料を調査研究するためにヨルダン政府古物管理局の依頼により設立された機関
である。表向きは国際的な学者を集めた委員会の体裁をとっているが、メンバーの選
定に不可思議な側面が多々ある。
考古学、古書学など、それぞれの分野で第一人者がいるにも関わらず、そうした"適任
者"がひとりとして選ばれていないのである。
｢国際チーム｣は、責任者を務めるフランス人のロラン･ドゥ･ヴォー神父(エルサレム聖
書学院院長)を中心に、腹心のポーランド人のジョーゼフ･ミリク神父、アメリカ人の
フランク･クロス教授(マコーミック神学校)、同じくアメリカ人のスキーハン(アメリ
カ･カトリック大学)、フランス人のジャン･スタルキー神父(アラム語専門家)、同じく
フランス出身のバルテミー神父、ドイツ人のクラウス･フンノ･フンツィンガー博士、
イギリス人のストゥラグネル(オックスフォード大学院生)、そしてジョン･マルコ･ア
レグロの 8 人が付き従っていた。各メンバーには、一定の資料が割り振られ、研究･
解釈･翻訳が任された。
表向きの目的は、
『死海文書』の公刊である。
しかし、その真の目的は、別のところにあった。
(アレグロ以外の)メンバーからの信頼を得ており、ミリク神父を腹心にチームを牛耳
っていたドゥ･ヴォー神父の背後に、カトリックの総本山バチカンが控えていたのだ。
バチカンは、聖書研究の総本山であり、"聖書研究の独占"をその使命としている。
なぜなら、聖書の解釈を独占することで、教皇を頂点とするカトリック組織は、安泰
に維持されるからである。
それをより強固なものとするために、バチカンはドゥ･ヴォー神父を介して『死海文書』
の研究にも影響力を行使しようと画策していたのである。
"今世紀最大の発見"がキリスト教に与えた致命的打撃
発見以来、続々と発見される文書の断片は、｢国際チーム｣のもとに持ち込まれ、それ
は高い金額で買いあげられた。
ヨルダン政府公認の国際的組織とはいえ、小さな研究チームが高額で買い続けられた
のはなぜか？
その背景に世界一の金持ち、バチカンが控えていたからではないだろうか？
そうした憶測の象徴となるのが、1991 年に刊行された『死海文書の欺瞞(ぎまん)』
〈M･
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ペイジェント、R･リー共著〉である。
本書のふたりの著書は、遅々として進まぬ文書研究の遅延と、｢国際チーム｣が保管し
ている文書のほとんどが公開されていないことに言及。
それらの元凶となるのが、バチカンの陰謀であると断罪している。
｢なぜ彼らは公開をしぶるのか？ それを公開することが、カトリック一派にとって不
都合な結果を招くことになるからだ｣
と、まるでバチカンの陰謀を告発するかのように、明確に記述しているのだ。
『死海文書』の内容如何によっては、これまで『新約聖書』の福音書や『使徒言行録』
などで、部分的にしか語られることのなかったイエスの姿に新たな光が当てられる可
能性が大いにある。
場合によっては、キリスト教に致命的ともいえる衝撃を与えるかもしれない。
バチカンはそうしたスキャンダルだけは、避けたかったのではないか？
『死海文書』が｢今世紀最大の考古学的発見｣といわれる本当の理由はここにある。
はたして、バチカンがそこまで恐れる『死海文書』は如何なる文書なのか？
その真実の姿を知るためにも、次項ではその発見の経緯からみていくことにしよう。
歴史的発見に話を移す前に、その発見にまつわる不可思議な逸話をここで紹介しておき
たい。
ルネサンス期の占星術師ノストラダムスが残した預言の書に、
『死海文書』の発見を予
言したと思われる記述があるのだ。
『百詩篇集(一般には『諸世紀』として知られている)』の第一巻、第二五番に、次の
ような預言詩がある。
失われ、長い間隠され、再び見出される
ひとりの羊飼いは、半ば神のように尊敬される
かくして月は、かの長い時代を終える
他の風説は、不名誉を得るだろう
まず一行目と二行目だが、｢失われ、長い間隠され｣ていたものが、｢ひとりの羊飼い｣
の手によって、｢再び見出され｣たのは、まさしく『死海文書』の発見の経緯を預言し
ている。
また四行目は、『死海文書』によって、これまでの聖書学や預言解釈における風説(学
説)が覆されることを意味しているのであろう。
難解なのは、三行目の｢月は、かの長い時代を終える｣の解釈だ。
ノストラダムスの預言詩における｢月｣はイスラム教の象徴であることは研究家が一致
して唱えるところだ。ということは、素直に読めば、｢イスラム教の時代の終わり｣を
意味していることになる。
パレスチナに長く続いたイスラム教の時代が終わり、イスラエルがかの地で建国を宣
言したのが 1948 年。まさに『死海文書』が発見された翌年のことである。
16 世紀最大の預言書は、『死海文書』発見までも見通していたのだろうか？｣
｢第二章 古代ユダヤの秘儀宗団｢クムラン｣の謎
選ばれし者が集う秘教宗団｢クムラン｣
クムランは、聖なる都エルサレムから直線距離ではわずか 30 キロのところに位置する。
だが、死海のほとりにたどり着くには、急峻(きゅうしゅん)な峠と深い渓谷を避けて
迂回して行かなければならない。
地図の上を直線で結ぶように、まっすぐ進むというわけにはいかないのである。
6

クムランの地を訪ねるには、まずオアシスの町エリコに向かって下り、その途中から
はエリコを迂回するようにして死海のほとりを目指すのだ。
エルサレムとクムランの標高差は、約 1000 メートル。
標高 700 メートルの高原にあるエルサレムから、海面下 300 メートルのクムランに一
気に下らなければならない。
これだけの高低差があると、気候の変化も明確である。
エルサレムでは凍えるような氷雨(ひさめ)が降っていたのに、死海のほとりでは強い
日差しに悩まされるという、寒暖差を体感せねばならない。
クムランは乾燥した気候であるが、『死海文書』が風化することなく、2000 年の歳月
を経て、われわれの目の前に姿を現してくれたのも、こうした風土のおかげであろう。
だが、死海が魚も住めない塩の湖であるように、湖畔の台地に建つキルベルト･クムラ
ンもまた、本来、人が住むような場所ではなかった。
クムラン宗団が、生活の基盤としたのは、このように過酷な土地だったのである。
『死海文書』が発見された洞窟から、ほんのわずかの距離のところにあるキルベルト･
クムランは、塔を中心に泥炭岩の丘に向かって広がっている。
貯水槽が中核なる、縦横に水路を配された、計画性をもって建造されたものだ。
そこからは、遺跡に住んだ者たちの建設技術レベルの高さと同時に、新鮮な水を得る
ためにどれほど苦心したのかも、うかがい知ることができる。
もっとも、クムラン宗団の人々にとって、水は単なる飲みものではなかった。
階段状に下る貯水槽の水は、彼らにとって大切な沐浴(もくよく)のためのものでもあ
ったのだ。
沐浴＝浄めは、彼らにとって、宗団の規約に明記された重要な儀式だったのである。
しかし、なぜ彼らは人里を離れ、過酷ともいえる土地に生活の基盤を置いたのであろ
うか？
はたして、クムラン宗団とはいかなる集団だったのだろうか？
これまでに判明している事実を踏まえ、彼らの正体を探ってみることにしよう。
クムランの遺跡であるキルベルト･クムランに住んだ謎の集団＝クムラン宗団につい
ては、彼らが原始共産主義的共同体を維持していたこと、厳格な戒律と規則を持って
いたこと、浄めの儀式、食事に関する規則、善と悪についての教えなど、さまざまな
宗団規律を守っていたこと、そして自らを｢選ばれた者｣と規定する強烈な選民思想を
有していたことなどが、今日までの研究で明らかになっている。
なかでも｢選ばれた者｣という考え方は、この宗団の最大の特徴といえる。
彼らは、自らを神から霊的啓示を受けた者と規定し、神が生んだ光と闇の霊のただ中
に投げ出されてはいるものの、やがて光は闇を克服し、勝利をおさめ、神の救済がな
されると信じていたのである。
原始共産主義的な規則や女人禁制、異常なまでの"終末"への関心といった点から鑑み
て、謎の宗団クムランの実体は、ユダヤ教の一分派＝エッセネ派の中核組織ではなか
ったかという説が、今や定着しつつある。
そこで、まず、エッセネ派とはいかなる宗派であったのかを探ってみよう。
そうすれば、エッセネ派の中核的組織であったクムラン宗団がいかなるものであった
のかが、確実にわかるはずである。
白い服の兄弟たち＝エッセネ派
エッセネ派についてそのルーツを探っていくと、エジプトにたどりつく。
新王国時代に宗教改革を行ったアクナトン王の治世の直前(紀元前 1370 年頃)の時代、
あるひとりの長のもと、いくつかの職能団体が集まって大きな｢秘密｣組織が形成され
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ていた。この集団の教義にはゾロアスター教的要素が入り込んでいるのだが、それは
アクナトン王の支持があったからかもしれない。
いずれにせよ、集団を分けるものは、言語や宗教的基盤、あるいは職業であった。
その中にあって、エッセネ派は医者や治療師を核とし、エジプトのアレクサンドリア
を中心に形成された組織内の一分子であった。
その人道主義的活動が人々に好意的に迎えられたのか、大きな｢秘密｣組織のひとつに
過ぎなかったエッセネ派は勢力を拡大していく。
その活動範囲はエジプト周辺にまで広げたのち、最終的に活動拠点はふたつに絞られる。
そのうちのひとつはパレスチナ、もうひとつは死海の近くのエンデゲだ。
パレスチナに移ったエッセネ派の人々は、その国の統治者たちによる独裁政治と聖職
者たちからの嫉妬と闘わなければならなかった。
そのため、エジプトで慣れていた以上に沈黙と孤独を彼らは強いられることになった。
彼らは白い布でつくられた長い衣服を身にまとい、悪天候でもない限りサンダルすら
履かずに生活していた。
その異様ともいえる姿を、一般の人々は彼らを｢白い服の兄弟たち｣と呼んでいたという。
パレスチナに本拠地を置いたエッセネ派が、歴史の表舞台に登場するのは、紀元前 1
世紀頃のことである。
サドカイ派やパリサイ派と同じ時期に、その名をユダヤ教史に登場させるのである。
しかし、彼らのことを記述した文献は意外にも少ない。
今日遺されているのはフィロンの『書物はすべてよきものなり』『ユダヤ人の弁明』、
プリニウスの『博物誌』、ヒッポリトゥウスの『フィロソメナ』、フラウィウス･ヨセフ
スの『ユダヤ古代誌』など、政治家や歴史家たちが残したものだけなのだ。
もっとも、これらの資料はかなり詳しくエッセネ派のことを教えてくてる。
まずは、若い時代にユダヤの地を訪れ、エッセネ派の宗団をつぶさに見たアレクサン
ドリア出身のフィロンが書き遺したものから見ていこう。
｢彼らはシリア･パレスチナに住んでおり、その数約 4000 人。都市を避け、地方の
村々に住んでいる｣
もっとも、エッセネ派は孤立して生活していただけではない。
｢エッセネ派は、エルサレムでは当たり前のこととして行われていた、動物の犠牲を
せず、敬虔(けいけん)な精神こそ唯一の犠牲であると考えていた。
それゆえ彼らは、エルサレムの神殿での礼拝を拒否されていた。
彼らは農業に代表される平和的な仕事だけに従事し、奴隷制度にも強く反対していた。
また、安息日(あんそくび)を厳格に守り、シナゴーグに集った。
そこでは座るべき椅子が決まっており、規範に則して上下の順位にしたがって、並
ばなければならなかった｣
修道院生活であるから当然とはいえ、彼らはかなり厳格な規範を守っていたという。
その厳格さは、生活そのものにまで浸透していたようである。
｢彼らの親切、平等、金銭、現世の目的と快楽に対する無関心ぶりは周囲の人々によ
く知られていた。
彼らはいくつものコロニーに分かれて住んでいる。
そこには共同の倉庫、誰もが着ることのできる共通の衣服、共同の会計事務所もあった。
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宗団員は、そこにすべての財産を委ね、出費は全員のためにのみなされる。
ほかのコロニーからの訪問者は、同じ食事と同じ信仰礼拝が与えられ、大いに歓迎
された｣
以上が、フィロンの観察したエッセネ派である。
次項では、別の識者の目で見たエッセネ派の記述から、その正体を探っていこう。
エッセネ派が尊守した戒律
パレスチナ生まれの監督官オセビオンも、エッセネ派の奇異な様子を観察している。
｢宗団への入会は、誰でもまったく自由で、そこでは人種は問題とされない。
彼らは結婚せず、宗団内にひとりの子供もみかけない｣
フィロンとオセビオンの記述から、エッセネ派の特徴をある程度推測することができる。
彼らは各地に分散して生活し、共通の信仰と教会、戒律で結ばれた共同体を形成して
いた。
そして快楽の嫌悪、独身の強調など、その生活様式は、かなり禁欲的であったようだ。
それを裏づけるように、ローマの政治家プリニウスもまた、エッセネ派についてフィ
ロンやオセビオンと同様の内容を自著に記している。
｢エッセネ派は、死海の西海岸に住む独立した民族である｣
｢棕櫚の林の中に住んで、金銭を忌み嫌い、女を避けて生活している｣
｢世界でも、もっとも奇妙な人種である｣
｢毎日のように、打ちひしがれ、疲れ果てた人々が、遥か彼方からやってくる。
それゆえ、そこで子供をもうけなくても、その人数は減ることがなかった｣
フィロン、オセビオン、そしてプリニウスの記述から見ると、エッセネ派の共同生活
は荒涼たる地に孤立して禁欲的な生活をする、クムラン宗団のそれにそっくりではな
いか。
さらにプリニウスの記述では、エッセネ派の居住地が｢死海の西海岸、エンデゲの北｣
にあると具体的に書き残されている。
この｢エンデゲの北｣とは、クムラン洞窟からわずか 30 キロの地域一帯を指す。
キルベルト･クムランもその範囲内に入っており、この場所がエッセネ派の修道院であ
った可能性も高まってくるのだ。
エッセネ派は、死海を望むこの荒れた地を信仰にふさわしい地であるとして、拠点に
定めたのかもしれない。
なぜこのような場所を選んだのか？
それは憎むべき侵入者であるローマの支配者と食卓を囲むほどに堕落したエルサレム
の祭司や貴族たちとの接触を、彼らは避けようとしていたのではないだろうか。
もっとも、彼らとて、世俗との関係を完全に切り捨てていたわけではなかったようだ。
紀元前 1 世紀に、エルサレムの城壁の 8 つの門のうちのひとつが｢エッセネの門｣と呼
ばれていたことは広く知られている。
それはつまり、それだけエッセネ派の規模が大きく、また影響力もあったということで
ある。
すなわち、宗団は広く世間に入り込み、同時に認められてもいたのだ。
たとえば彼らは、さまざまな地域社会で、病人や貧しい人々の世話をするため、とり
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わけ飢餓や伝染病が流行したときには、率先してホスピスを開設した。
これらは｢ベスサイダ｣と呼ばれ、現在のホスピスや病院の原型になったものである。
なお、ベスサイダの特別任務を遂行した働き手たちは｢ホスピタル騎士団｣と呼ばれて
いた。
さらにエッセネ派は、ベスサイダと同様に、さまざまな地域社会に救護ホームである"
門"を開設していった。
そこでは、食物や生活の援助を必要とする人々が、一時的に手厚い保護を受けること
ができた。
エッセネの門が設けられたのは、こうした実績からだろう。
最後に、ヨセフスがエッセネ派について語っている記述を紹介しよう。
｢エッセネとは、聖人のことである｣
これは、ギリシア語で｢聖者たること｣｢自然法で認められた｣という意味で、聖なる生
活をしているだけでなく、その生活が自然に則ったものであるという意味である。
そのような彼らがどのように暮らしていたかというのは、次の記述でわかる。
｢ひとつの都市だけでなく、多くの町や村に住み、結婚はしなかったが養子を迎え、
その教養と実践を教えた｣
また彼は、ほかの記述では少ない、女性に対するかなり特殊な考え方についても言及
している。
それによると、女性はその信仰心を 3 年に渡って試験された上で結婚が許され、子供
が生まれると同時に夫から切り離された生活を規則づけられていたようだ。
性交は快楽のためでなく、子供を授かるための行為としてのみ認められていたからだ。
それゆえ、水浴も男性は腰巻きをつけ、女性は下着を身に着けて行わなければならな
かったようだ。
これらの記述から、エッセネ派の人々は、こうした共同生活下においては、女性こそ
が不和を招く元凶となると考えていたようである。
ちなみにフィロンもわずかではあるが、エッセネ派独特の女性観を次のように記述して
いる。
｢エッセネ派の人々は誰ひとりとして妻を娶(めと)らない｣
｢女はエゴイストで嫉妬深い｣
｢夫に罠を仕掛け、妖術で夫を誘惑する｣
｢女はあらゆる手段を使って男の目を悩殺し、耳を虜(とりこ)にし、知性をまどわせる｣
｢子供が生まれでもすれば、女は傲慢(ごうまん)になる｣
ある種の教訓めいた側面もあるようだが、いずれにしても現代の女性が聞いたら、女
性蔑視(べっし)もはなはだしいと憤(いきどお)りかねない偏った考えをしていたよう
である。
しかし、こうした考え方に代表されるエッセネ派独自の考え方こそが、その共同体を
維持していくために必要とされた、尊守すべきモラルだったのであろう。
開示されない最終秘書｢奥義の黙示｣
前述した通り、エッセネ派の宗団員の間では、私有財産という概念は認められていなか
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った。
いかなる財産もすべての組織に属する人々との共有とされ、収支を共同体の会計事務
所が管理し、日常生活に必要な品々もそこから支給されていた。
現代人的思考ではかなり窮屈な暮らしをしていたエッセネ派の人々が、はたしてどの
ように一日を過ごしていたのだろうか？
それについてはヨセフスの自著がこれに詳しく、ここでは彼の記述をもとにエッセネ派
宗団員の一日を見てみよう。
エッセネ派の一日は、礼拝からはじまるという。
｢夜明けに太陽を礼拝する｣
夜が明けたことを告げる朝日に祈りを捧げる。
これはおそらく、ゾロアスター教のミトラ神信仰につながるものであろう。
礼拝で一日がはじまると、規律正しい生活が待っている。
｢夜明けの祈りが済むと、それぞれ割り当てられた仕事につく。
午前中の仕事は午前 11 時まで続く。
終ったところで白い法衣に着替え、冷水で身体を浄める。
食堂に入り、祭司の言葉にしたがって平等の食事をとる。
食事が済んだところで感謝の聖歌を歌う。
法衣を脱いで午後の仕事につく。
夕方、同じ要領で晩餐をとる。
どの場合の食事も、簡素なもので、ただ一日の祈りと労働に必要な量だけが用意さ
れている｣
そして、夜が更(ふ)けると再び礼拝が行われ、一日が終わるのだという。
ちなみにヨセフスは、エッセネ派への入団の様子についても詳しく語っている。
そこからはエッセネ派の本質が浮かびあがってくる。
｢宗団に入会するには、１年の試験期間が必要である｣
｢宗団の規律をまず学習する必要がある｣
｢試験を通過すると、その禁欲ぶりが試され、合格すると、宗団員と一緒の沐浴が許さ
れる｣
｢それから２年後に入団が許可される｣
｢その際、誓約をしなければならない｣
｢質素な衣服にあまんじ、真実を愛し、不正の利得を追求しないこと、宗団の誰にも
隠しごとをしないこと、宗派の文書をほかの者に洩(も)らさないことなどを誓うので
ある｣
こうして入会を許された者は、信条の基礎となる教養と原理を今度は子供たちに教えて
いく。
子供は 12 歳になるまで宗団の規定にしたがって生活し、以後 21 歳までは見習いとい
う身分を与えられ、さらに研鑽(けんさん)を積む。
21 歳になったところで入会の資格が認められ、30 歳までに立派な宗団員となること
を期待されるのである。
これまでのさまざまな記述からはもちろん、特にこうした経緯から判断するに、いか
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にエッセネ派がユダヤ人たらんとしていたかが理解できる。
そして自己を追いつめることで、自らを｢神に選ばれた人間＝エリート｣として意識し
ていたことも想定できる。
なぜ、そうまでして彼らはエリートとして自己を磨こうとしたのだろう。
そのあたりのことも、ヨセフスの鋭い観察眼はしっかりと感じとっていた。
彼によると、彼らは、"信仰の人"であるという規範にしたがっていたという側面のほ
かに、預言者集団としての能力を維持しようとしていたからである、という。
それはつまり、エッセネ派が預言のスペシャリスト集団であった、ということだ。
たとえば、預言者マーヘナムという人物については次のように語っている。
｢マーヘナムは紀元前２世紀に現れた預言者で、神の教えを説き、預言を告げること
を日課としていた｣｢彼の預言はことごとく的中した｣
｢イスラエルを治めていた異教徒の王ヘロデは、マーヘナムの預言能力に感嘆し、彼
の拘束を解いた｣｢もちろん預言のエリート集団であるエッセネ派の存在も認めた｣
もちろん、ヨセフスはエッセネ派の人々の予知能力についても触れている。
｢エッセネ派の間には、神聖な書物を読み、ある種の浄めを行って、未来を預言する
者もいた。
その預言は、諸論文に精通しているので、外れることなど滅多になかった｣
ローマ人であるヨセフスがこれだけ"感嘆の声"をあげているのは大変なことだ。
なぜなら、ローマ人にしてみれば、エッセネ派の人々は、一段低く見てよい被征服者
の一群でしかなかったからだ。
そんな身分の者たちの、しかも特殊で不可思議な能力を最大限に評価しているのだから。
ある意味でエッセネ派讃辞(さんじ)ともとれるヨセフスによるこの記述からは、エッ
セネ派について興味深い情報をいくつも得ることができる。
まず、エッセネ派には、ユダヤの同胞のために、たびたび警告を発する預言者が数多
く存在していたということ。
そして、エッセネ派の一部は、禁欲的ともいえる修道院生活を通して修行を積むこと
で預言能力を鍛錬し、エリート集団として組織を維持していたということ。
さらに注目したいのが、ヨセフスのいう｢神聖な書物｣あるいは｢諸論文｣である。
これまでの情報を重ね合わせて推測するに、これらが指すのは『死海文書』のことな
のではないだろうか？
中でも｢神聖な書物｣とは、預言の奥義を記したものではないだろうか？
実は、
『死海文書』には｢七つの文書｣のほかに、｢奥義の書｣と呼ばれる文書もある。
その正体はいまだ定かではないが、漏れ伝わるところによると、｢秘密｣もしくは｢奥義｣
を意味する言葉が頻出する特別な文書であるといわれている。
それゆえに、この文書には｢奥義の黙示｣なる別称までもがあるほどなのだ。
『死海文書』を残した謎の人々がエッセネ派の人々であるとしたら、この｢奥義の書｣
には、彼ら秘伝の預言技法が展開されていたのかもしれない。
そして、ヨセフスが絶賛していたように、彼らが極めて高い予言能力を身につけてい
たとしたら、そこには今日までの"未来"や、我々も見当のつかない未来のことまで、
記述されていたかもしれない。
はたして、謎の文書｢奥義の黙示｣には、いったいどんな謎が隠されているのだろうか。
新たな情報の開示が待ち遠しい。
12

聖書信仰を揺るがす｢義の教師｣
では、エッセネ派の中核である、預言のエリート集団であるクムランの修道士たちは、
なにを信じていたのだろう。
分析すると、5 つの信仰対象があったようだ。
まず第一に、モーセの法に対するもの。
彼らは自分たちを｢選ばれた人｣｢最初の契約の人｣｢モーセの法の人｣｢エホバが<選民>
と呼ぶ者｣｢モーセの法に帰依(きえ)し、あらゆる手段を講じてそれを満たす者｣である
と信じていたという。
モーセの法は、あまりに神聖である。
シナイ山の契約(＝十戒)は、単なる歴史の転換点ではない。
モーセは神と人々をつなぐ媒介者である。
モーセを通して神と結んだ契約は、不滅のものであり、神聖なものであり、厳重にし
たがわなければならないものである。
イスラエルの祭司や貴族たちは、恥ずかしげもなく、それを裏切った。
修道士たちは、彼らの背徳行為を責めはするが、彼ら自身の忠誠心で、それを回復し
なければならないと思っていた。
したがって、選ばれた者として、彼らはモーセの法を正確に究め、字義通りにしたが
おうとしていたのである。
第二に、彼らが信じたものは、｢油を注がれたもの(メシア)｣としてのダビデである。
イスラエルを統一したダビデの勝利は、イスラエルの最終的栄光の予告である。
第三に、彼らが信じたものは、来るべき預言者エリヤである。
第四に、彼らが信じたものは、預言者の魂である。
そして第五に、彼らが信じたものは｢義の教師｣である。
この｢義の教師｣は、彼らがもっとも威厳のある者として崇(あが)めていた存在だが、
その登場は『死海文書』の｢ハバクク書註解｣に見ることができる。
神はハバククに、末の世に起こることを書くようにといわれた
しかし、終末の成就については知らされなかった
神は預言者たちの言葉の秘義を、すべて義の教師に知らしめたのである
この記述から推して｢義の教師｣とは、神の啓示によって霊妙な秘義に通じた"道士"で
あるといえそうだ。
それはつまり、神に選ばれた預言のエリートたちをクムランに導いたのが、この｢義の
教師｣であるという可能性が極めて高いということである。
｢義の教師｣が神から秘義を授かった新たな預言者であるのならば、エリートたちの預
言の能力を鍛え、高めてくれる存在でもあったはずだ。
当然、崇敬(すうけい)の対象にもなろう。
恐らく、第一から第五まで挙げたクムランのエリート集団が信じたものたちのうち、
第五の｢義の教師｣こそが、彼らにとっての真の指導者であったのは間違いないだろう。
なお、｢義の教師｣の使命は、以下のように記述されている。
御心(みこころ)にかなった道に彼らを導き、神が終わりの夜に、背神(はいしん)の徒
の集いになしたまうことを、末の末の世まで知らしめん
このことから、近づきつつある世の終わりに備え、罪の悔い改めを説く者でもあった
ことがわかる。
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クムランにおける修道のエリートたちの浄めと祈りの暮らしは、まさに世の終わりを
想定してのものだったのである。
だが、『死海文書』によれば、あるときメシアと信じられていた｢義の教師｣の前に｢悪
しき祭司｣と呼ばれる強力な敵が現れて、｢義の教師｣はクムランから追放され、迫害を
受け、拷問(ごうもん)を受け、殉教したという。
このいきさつから、なにかを連想できないだろうか？
そう、イエス･キリストを襲った悲劇だ。
もしそうだとしたら、｢義の教師｣はイエス･キリストということになる。
そうは言い切れないとしても、その原型、あるいはモデルである、という可能性はある。
だとすると、聖書信仰の根底を揺るがしかねない事実である。
『死海文書』がスキャンダラスな存在とされる理由はここにある。
はたして、｢義の教師｣とは、いったい何者なのだろう？
｢義の教師｣の正体はヨハネだった？
｢義の教師｣とは、いったい何者か？
この疑問に対する回答は、開示されている『死海文書』の中にはどこにも見つけるこ
とができない。
ここではあえて、独自の推論を展開してみよう。
｢義の教師｣の正体を導き出すには、まず｢義の教師｣に敵対した人物、あるいは民族を
歴史の中からあぶりだすことが必要だ。
それに成功すれば、おのずと敵対者に抵抗した人物、すなわち｢義の教師｣を特定する
こともできるはずだからだ。
｢義の教師｣に敵対した者、あるいは民族とは、邪悪な祭司と、『死海文書』の｢光の子
と闇の子の戦いの書｣に出てくる敵、キッティーム人である。
まず、邪悪な祭司とは誰か？
紀元前 1､2 世紀に存在した歴史上の人物の中で、ユダヤと敵対した人物といえば、エ
ルサレムの大祭司アリストブロス 2 世である。
圧政を執り行った大祭司として悪名高い彼は、ユダヤの国を 3 年半(紀元前 67－63 年)
に渡って統治している。
彼は紀元前 63 年に逮捕されて、ポンペイウスによってローマで投獄される。
一度は脱出してパレスチナへと帰還することに成功するのだが、再び捕えられると、
足枷(あしかせ)をはめられて送還された。
そして紀元前 49 年、ポンペイウスの支持者の手で、獄中で毒殺されている。
このアリストブロス 2 世を邪悪な祭司と想定すると、
不思議と符合してくる資料がある。
｢ハバクク書註解｣に次のような一節があるのだ。
｢この意味はアブサロムの家、またその一党の人々に関わる。
彼らは義の教師の懲(こ)らしめに際して沈黙を守り、偽りの人に抵抗して彼を助け
なかった。
この偽りの人はすべての会衆のただ中で法律を無視した｣
ヨセフスの記述によると、アリストブロス 2 世にはアブサロムという名の伯父があり、
その娘と彼は結婚しているのだ。
｢邪悪な祭司｣をアリストブロス 2 世と想定すると、｢義の教師｣はエッセネ派における
ユダということになる。
だが、ユダがそれほどに重要な人物であったなら、ヨセフスが｢神殿で人に教え、未来
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を予知する指導者である｣とふれてはいるものの、その扱いはあまりにもそっけない。
そこから推測するに、ユダは歴史上それほど重要な役割を果たしてはいなかったようである。
つまり、ユダを｢義の教師｣と想定するには、それと符合する材料が少ないのだ。
では、視点を変えて、もうひとつの手がかり、敵キッティームについてはどうだろう。
キッティームとは、本来、キプロス島の都市キティオンの住民を指す。
しかし、後世のユダヤ人たちは、かなり漠然と"地中海の隣人"を頭に置いており、広
く東方の島々、マケドニア、さらにはイタリアの民を指してこの名を使っていたようだ。
キッティームの民の気質について、｢ハバクク書註解｣では次のように描写している。
敏速にして、戦いにおいては勇猛
諸国民にとって、恐怖の源
大いなる者たちをあざけり
王者や主君をあざけり
諸国民の砦をあなどって
それらを包囲し
破滅させる
そして、彼らの指導者たちは、"指揮をとる"こと以外にも様々な蛮行を行ったようだ。
以下にそれを記そう。
次々に姿を消し
略奪を行ったあとも重税を課し
多くの人々、若者、成人、老人、婦人、また幼児を剣によって滅ぼし、胎の実(注:胎児
を指す)にさえもあわれみをかけない
こうした描写のすべては、むしろローマ軍にあてはまるように思える。
指導者が次々に姿を消すのは、執政官や将軍が常に交代していた内戦時の状況を述べ
ているともとれる。
加えて｢さながら鷲のように諸国民をむさぼり食う｣という描写もあるところから、軍
旗に鷲が描かれていたローマ軍を指すと考えられる。
ローマ軍が軍旗崇拝を行っていたことは、古代の文筆家の多くが証言しているところ
でもある。
キッティーム人をローマ人と想定すると、紀元前 1 世紀という年代が浮かびあがってくる。
そうすると、｢義の教師｣と想定されるのは、有徳の士オニアスという可能性も出てくる。
しかし、この人物も｢義の教師｣とするには、符合する点が少ない人物である。
それでは、｢義の教師｣は誰なのか？
やはり、イエス･キリスト自身なのだろうか？
だが、｢義の教師｣とイエス･キリストとの間にはおよそ 1 世紀の開きがある。
｢義の教師｣＝イエス･キリストと想定するには、時代的に無理が生じる。
改めて、｢義の教師｣となりえる人物の条件を見てみよう。
――彼は、紀元前 2 世紀か 1 世紀頃に実在した祭司、それも神殿の高僧だった。
――彼は、新しいメシアの契約に導き、宗団をつくり、そこで律法を教えた。
――彼は、自身の教えと預言も含め、弟子を誘導した。
――彼は、宗団の殉教的預言を言い放ち、やがて訪れるメシアの時代のために祈ること
を教えた。
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こうした人物像をふまえ、近年オーストラリアの学者バーバラ･スィーリングが『イエ
スのミステリー』で新たな説を提示している。
｢クムランの地は紀元前２世紀以降エッセネ派の亡命地になったが、紀元前 31 年地
震に襲われ、見捨てられ、紀元 26 年、エルサレムからやってきた｢義の教師｣によっ
て再興された｣
スィーリングのこの説を正解とすると、｢義の教師｣としてある人物が浮かびあがって
くる。
『新約聖書』に登場するヨハネである。
ヨハネは、預言者イザヤの"言葉の秘義"を解き明かし、｢悔い改めよ。天の国は近づい
た｣と人々に伝えた人物である。
そして、ラクダの毛衣(もうい)を着て腰に革の帯をしめ、イナゴと野蜜を食べ物とし、
敵対するファリサイ派やサドカイ派の人々を、｢蝮(まむし)の子らよ、差し迫った神の
怒りを免れると、誰が教えたのか｣と激しく糾弾したことでも知られている。
『新約聖書』にこのように描写されているヨハネと、力強く神の声を伝えて人々を荒野に
導いた｢義の教師｣の姿は、二重映しかのように符合して見えないだろうか？
しかし、｢義の教師｣をヨハネと仮定すると、その激しい気性は、プリニウスが書き残
した｢棕櫚(しゅろ)を伴侶とし、平和を愛する共同体｣というエッセネ派という宗団の
イメージとは相容れない。
もしかしたら、プリニウスが観察したエッセネ派は、徹底的に禁欲的で平和的であっ
た時代のもので、｢義の教師｣が現れたときのエッセネ派はまったく別の組織に変容、
神の言葉を伝えるためには戦いも辞さないという過激な宗団に新生していたのかもし
れない。
バーバラ･スィーリングが｢義の教師によって再興された｣と強調しているのは、この点
ではないだろうか。
この推定が正しいとしたら、｢義の教師｣＝ヨハネ説が成り立つ。
だとすれば、ヨハネから洗礼を受けたイエス･キリストも、新たに変容したエッセネ派
と無関係であったはずはない。
イエス･キリストは新生したエッセネ派(＝クムラン宗団)と、その指導者である｢義の
教師｣ヨハネなくして存在しえないことになるのだ。
初期キリスト教会＝クムラン宗団
ここまで、イエス･キリストを彷彿させる｢義の教師｣とは何者であるのかを探るため、
紀元前後の歴史家たちの記述をもとに、クムラン宗団とエッセネ派の比較を行ってきた。
結論として、｢クムラン宗団＝強硬路線に生まれ変わったエッセネ派｣という図式が浮
かんできた。
さらに推測を進めていくうえで、｢強硬路線のエッセネ派＝初期キリスト教会(原始キ
リスト教集団)｣という図式が、両者の宗団の性格を比較することで成立する必要がある。
そしてそれが成立したとすれば、｢クムラン宗団＝初期キリスト教会｣の図式が成り立
つこととなり、イエス･キリストがクムラン宗団の一員であること、そして彼が何者で
あるかも、明らかになってくるのではないだろうか。
こうした仮説を前提にして、エッセネ派と初期キリスト教会の性格の共通項を追って
みることにしよう。
まず、最初に挙げられるのが数字の｢12｣にまつわる共通項である。
エッセネ派は、宗団としての彼らを表現して｢多数者｣という言葉を使っている。
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初期キリスト教会では、多数を｢12｣という数字で表している。
同時に、｢12｣とはイスラエルの十二支族を表す数字でもある。
ユダヤ人の祖アブラハムの孫ヤコブには 12 人の息子があった。
これが、十二支族になる。
この十二支族は、ユダヤの最盛期を築いたソロモン王の死後、ユダとベニヤン二支族
からなる南ユダ王国とほかの十支族からなる北のイスラエル王国に分裂した。
ユダヤ民族の悲劇はここからはじまったといえる。
なぜなら、南ユダ王国は、その後数々の迫害を受け、イスラエル共和国として建国を
宣言できたのは、1948 年になってからであるし、十支族の北イスラエル王国は歴史か
ら姿を消してしまい、十支族そのものが幻の存在になってしまったからである。
しかし、ユダヤ民族は、いつの日にか失われた十支族がいずこからか現れ、二支族と
合体して再び｢12｣となり、ソロモン王と同じ栄華のときを迎えるに違いないと信じて
いる。
つまり両宗団にとって、｢12｣は"全体""多数"そして"完全"を意味するものとして、共通
した数字なのだ。
第二の共通項は、両宗団の｢すべては共有物｣という規律である。
エッセネ派の場合、あらゆる財産は管財人が共同の倉庫に保管し、あらゆる支出がこ
の倉庫から支払われていた。
初期キリスト教会の場合はどうか。
イエス･キリストの『旧約聖書』｢申命記｣に刻まれた言葉に、そのヒントが隠されている。
行きなさい。そしてあなたが所有するすべてを売りなさい。
それからそれを貧しい者に与えなさい。
イエス･キリストは、エッセネ派と想定される宗団(貧しい者)に加わり、富のすべてを
共同の基金に投げ出すべきだといっているのではないだろうか。
共有財産の詐欺についても、両宗団は厳しい罰則規定を設けている。
エッセネ派は、｢共有の財産に対する詐欺を働き、財産を減らした者は、全額を返済し
なくてはならない｣と規定している。
そして初期キリスト教会では、もっと厳しい規定が設けられている。
所有物を売り、そのなにがしかを隠し持っていた
これの結果は、アナニナとその妻サッフリアの物語にそれを見ることができる。
アナニナの不正を知ったペテロは、｢それが自分のものだと思うなら、好きなようにす
るがいい。
しかし、規則に応じふたりをして共有財産に差し出したとすれば、……｣と諭している。
アナニナは神に嘘をついたことになるのだ。
そして、たちまちアナニナは息絶え、神を見捨てた恐怖に陥った妻のサッフリアも、
数時間後に同じ運命をたどったという。
このドラマチックな物語から察するに、初期キリスト教会では、共有財産の詐取は、
単なる破門ではではすまされなかったようだ。
第三の共通項は、争いの調停法である。
両宗団とも、兄弟(同輩)のひとりが告発されたときには、まず被告と原告が一対一で
話し合いがもたれ、ついで、3 人の証人が呼ばれ、さらに話し合いが続く。
それでも解決を見ないときには、評議会が開かれる。
17

そして、評議会の最終決定が下される直前、もう一度被告と原告の徹底討論が行われる。
なお、破門の決定権は、この評議会だけが握っている。
第四の共通項は、洗礼という儀式の存在である。
初期キリスト教会が、エッセネ派のように毎日沐浴を行っていたかは定かではないが、
いずれにしてもその実践に大きな差はない。
第五の共通項は、宗団内にメシアが存在していたことである。
初期キリスト教会でのメシアは、イエス･キリストで、唯ひとりでなければならない。
一方のエッセネ派では、メシアは複数存在した。
だが、もしかしたら初期キリスト教会に発展する間にひとりに集約されていった可能
性もある。
第六の共通項は、両宗団とも、自らのことを新しい宗団であると意識していたことだ。
エッセネ派の人々は、自らを｢選ばれた者｣と意識し、神との新しい契約者であると規
定していた。
初期キリスト教会の構成員も、モーセの法への復帰、すなわちシナイ山の十戒への回
帰を通して、新たな契約者となると自らを意識していた。
第七の共通項は、｢聖餐(せいさん)｣の存在である。
エッセネ派の｢聖餐｣は、以下のように描かれている。
｢食卓が整えられ、ぶどう酒が混ぜられて飲む用意ができても、大祭司より前には、
誰もパンもぶどう酒の一口目に手をつけてはならない。
それからイスラエルのメシアがパンに手を伸ばす。
それから宗団の全会衆が、各自その位階に応じて祝福を述べる。
また少なくとも 10 名が集まったときには、このような儀式にしたがって、彼らは食
事を行うのである。｣
まさにこれは、キリスト最後の晩餐を具現化しているではないか。
共通項はまだある。
この世は恐るべき大変革に向かっており、そのあと｢油を注がれた者｣の手で、神の王
国が訪れる、とする思想である。
光の子と闇の子の戦いが起き、やがて最後の審判が下される、というもので、両宗団
は、基本的に同じ世界観を持っていたのだ。
以上、8 つの共通項を検討してきたが、これだけ共通するものがあるならば(しかもど
れもが重要なファクターである)、｢エッセネ派(その一部が強硬路線を主張)＝初期キリ
スト教会｣という図式が成り立つと考えてもよさそうである。
すなわち、｢クムラン宗団＝エッセネ派＝初期キリスト教会｣の図式が成り立つわけである。
史実に存在しない都市｢ナザレ｣
ここまで見てきたように、エッセネ派と初期キリスト教会は同じ幹の根と考えてもよ
さそうである。
『新約聖書』の｢マタイ伝｣では、以下のようにイエス･キリストのことを表現している。
この者は危険な男で、全ユダヤの中にあって暴動の首謀者である。
そしてナザレ人の宗団の主導者である
ところが、研究者の一致した見解では、ナザレという都市はいずれの史実にも存在し
ていない。
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では、イエス･キリストの出身地であるガリラヤのナザレとは、どこにあったのか？
残念なことに、『旧約聖書』にもナザレという言葉は出てこない。
ナザレは架空の町だったのだろうか？
それでは、ナザレはガリラヤと同義語であると仮定して考えてみてはどうだろう。
これは筆者の主観的な仮定ではない。
ガリラヤのエッセネ派は、ときとして｢ガリラヤ人｣、あるいは｢ナザレ人｣とも呼ばれ
ていたからである。
そして、ナザレは、町の名ではなく、ガリラヤ人＝エッセネ派の人々の修道院、もし
くはその施設である、と考えてみるとどうだろうか？
ちなみに、学者の中には、｢ナザレ｣が見張りの塔を意味する言葉であると主張する人も
いる。
ここで、あのキルベルト･クムランにずんぐりとした塔があったことを思い出していた
だきたい。
この塔が、宗団が暮らす地域をイメージつけた見張りの塔であったとすれば、この仮
説でもやはりナザレはエッセネとつながってくる。
やはり、イエス･キリストは、クムラン宗団の修道院にいたのではないだろうか？
そして、宗団が唱えるメシア待望論を敏感に受けとめたキリストは、それを実践しよ
うと試みた。
その結果、磔刑(たっけい)に処せられたのではないだろうか？
これまでの、｢クムラン宗団＝エッセネ派＝初期キリスト教会｣の図式を踏まえると、
その図式の中で、イエス･キリスト像を思い描いてもよいということになる。
つまり、『死海文書』で描かれたイエス･キリスト像は、いわゆるキリスト教徒が描い
た『新約聖書』のイエス･キリストと同一であると結論づけられることになるのだが……。
実際には、そう簡単に結論づけることができないようだ。
なぜなら、エッセネ派での"イエス･キリスト"の人物像と『新約聖書』の描くイエス･
キリスト像との間に、微妙な差異があるからだ。
たとえば、エッセネ派では位階あるいは序列を厳しく遵守させたが、イエス･キリスト
はそれを無視している。
そして、『旧約聖書』にある｢目には目。歯には歯。手には手。足には足。やけどには
やけど。傷には傷。打ち傷には打ち傷｣ではなく｢汝の敵も愛しなさい｣といっている。
また、ローマの圧政に苦しむパレスチナ人に向かって｢軽蔑すべき侵入者が、片方の頬
をぶつなら、もう一方の頬を出しなさい｣ともいっている。
こうした言葉から、革命家としての激しいイエス･キリストの像は浮かんでこない。
だが、われわれは次のことを忘れてはならない。
エッセネ派と初期キリスト教会とは、その組織機構、規則、儀式、メシア待望論にお
いて、驚くほど一致している。
キリスト教が、ユダヤ主義から生まれたことも確かである。
そして｢義の教師｣は確かに存在した。
イエス･キリストが現れたとき、周囲の人々は、イエス･キリストを実在した｢義の教師｣
に模してメシアとして迎えたのではないだろうか？
そして、イエス･キリストを聖書に描かれている｢イエス･キリスト｣として育んだのは、
彼に洗礼を与えたヨハネだったのではないだろうか？
いずれにしても、イエス･キリストが何者であるかは、その謎はこれらの検証からでは
解明できそうにない。
その論攷は次章で、彼の実態を見ていくことで解けるかもしれない。｣
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｢義の教師｣の片鱗２
６．さて、｢死海文書･義の教師｣なる人物像については、上記３の①｢死海文書の謎｣(P･デ
イビス 著 浜洋 訳 大陸書房 1978 年刊)の次の一文も重要な傍証なのでここに紹介
しておく。
｢第四章 エッセネ派とイエス 義の教師とはだれか？
すでにみてきたように、ユダヤの信仰集団――クムラン派ももちろんつながるし、ク
ムラン派が創始者だったかもしれない――は、歴史上で知られる他の運動と同様に、
その発展過程でさまざまの変容と多様性をもつ一つの運動として捉えなければならない。
クムランの修道院を規準とすれば、エッセネ派の信仰と実践は他の面でかなり違った
ものになる。
自分たちの住居を都市以外の荒野に求めた死海派はより厳格な宗規を追求し、その教
義と敬神を弱めることのないよう努力したもののようである。
その教典はあらゆる行動の確信にみちた源泉でなければならなかったはずである。
クムランの修道僧たちは、それでは何を信じていたのか？
第一に彼らは、自分たちを選ばれた人、最初の契約の人、モーセの法の人、そしてエ
ホバがこれらの人びとの中で、"選民"と呼ぶところの者、モーセの法へ帰依して、あ
らゆる手段でそれをみたす者……と信じていた。
モーセの法は――『ダマスコ文書』に従えば――あまりに神聖で、それは宣誓の形で
述べることはできない。
シナイ山の契約は単なる歴史の転回点ではなく、モーセは宇宙の中保者である。
そこでエホバはイスラエルの息子たちと不滅の契約を結び、その規約の数々は聖なる
ものとして崇敬され、厳重に従われなければならない。
この責務を、イスラエルの祭司や支配者たちは恥しくも裏切った。
修道士は彼らのこの背神行為を激しく責めはするが、彼ら自身の忠誠でもって、それ
を回復しなければならない。
したがって彼らは、モーセの法を正確に究(きわ)めようと不断に努め、字義どおりに
それに従おうとする。
第二に彼らは、<油を注がれた者>であるダビデの治世下で、エホバはその契約を強固
なものにした、と信じた。
ダビデの勝利は、イスラエルの最終的栄光の予告である。
ダビデは神聖な王にして、彼の子孫は<油を注がれた者>として永遠に続く。
ダビデの直系であるザドクはエルサレムの最初の、そして最高位の大祭司となった。
修道院の祭司たちはこのサドクの"血を継ぐ"者であり、義を実践する真実のサドカイで
ある。
彼らは邪悪のザトカイ(サドカイ派)と対立する。
なぜなら邪なサドカイ派はエホバの祭壇を汚し、不正の利益に汲々とし、貧しき者の
労働による果実を横領して争いを起こすからである。
宗派の祭司たちのすべてがザトカイと同じく、レビ人かどうか、なにを基準に選ばれ
たのか、はっきりしない。
またモーセの兄弟でエホバの最初の高貴な聖者であるアロンとのつながりも判然とし
ていない。
しかしアロンは確かに高潔の人で<油を注がれた者>(あるいは者たち。
期待され続けてきたメシア以上の存在)と見なされていた。
<油を注がれた者>はこれまでもいったように、イスラエルのすべての人びとから熱烈
に待望されていたのである。
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第三に彼らはきたるべき預言者エリヤ、またはエリヤを範とする者を信じていた。
この思想はユダヤのあいだで広く信じられていたものである。
あのアンティオコス･エピファネスが、豚を捧げるようにいいつけた神殿の汚された祭
壇を引きはがしたとき、ユダス･マッカバイオスは、そのような"不潔な石"を聖祭に使
うなどという恐ろしい先例を知らなかったのであった。
そしてマッカバイオスは｢預言者が立ち上がり、彼らに何をなすべきかを告げるまで｣
待つように人びとにいった。
このような預言が待たれるべきだという待望の声は、いく度もいく度もユダヤの民の
あいだで叫ばれた。
預言者は<油を注がれた者>(メシア)のための道を見つけてくれるはずであった。
第四に、クムランの共同体は預言者の魂に深く染められていた。
預言者アモスは｢水の流れのように正義を逆巻かせよ｣といったし、イザヤとエレミア
は｢彼の子供である人びとが義に帰るとき、エホバは救済の手を差し伸べるだろう｣と
約束した。"記述された"預言のすべては再興された。
それは洞窟から発見された断片の中でかたく信じられている。
写本の二巻はもちろん『イザヤ書』である。
宗団の各員は内にあっては互いに正義と慈悲を、外にあっては義を行なう強い倫理的
動機をもっていたが、それはこれらの預言に起因するのである。
彼らは"悪魔"を憎んだ。
このことを私たちは認識すべきだが、それは｢神の意志にそぐわないとき、エホバは神
の怒りとして描かれる｣という預言に支えられているのである。
また、モーセの書(『申命記』モーセの五書の第五番め)として修道院の各人が受け止め
た預言の書の製作は、預言的動機が第一となっていることも認識されるべきであろう。
預言的な言辞はそれゆえに、預言者たちが書いた文書と同じように律法でなければなら
ない。
第五に、エッセネ派の実践は"新しい契約"(これは新約聖書と同義語であることに注意)、
つまり明らかに、ダマスコにおける契約にもとづくものであることは疑問をはさまない。
新しい契約のこの特別の法令に全宗派が含まれていないとすれば、
『ダマスコ文書』を
書いた宗派はさらにはっきりする。
いずれにせよ、これは｢義の教師｣に導かれて、モーセの律法に立ち戻る契約であった。
｢義の教師｣とは――神がその召命者たる預言者のすべての言葉を解釈できるように、
神の知を彼の心に吹き込まれた者――人びとと会衆の上に起こるすべてを解義できる
能力をそなえた者のことである。
｢義の教師｣は、クムラン派が非常な権威者として描くものだが、それは『ダマスコ文
書』が公刊されたとき(一九一〇年)、初めて私たちに紹介された。
文書の中で彼は"義の教師"あるいは、"唯一無比の師"と呼ばれている。
また｢終わりの日に義を教え導く｣者についての記述もある。
『ハバクク書』が公刊されたとき、｢義の教師｣に関する直接の言葉は少なくとも七ヵ
所以上認められた。
同時に｢神がその心に知を与えられたので、未来を予見する能力をもった｣祭司につい
ても、同様な記述がみられる。
それでは｢義の教師｣とはいったい、だれのことだろうか？
これが大事である。
不幸にも、彼を証明する確かな資料はない。
実証しようとする試みには相当の異論が生まれるだろう。
聖書学者はこの解答は、他の二つの疑問点の中に見い出されるだろうという。
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つまり、キッチーム人とはだれか？
さらに紀元前一、二世紀の歴史的実在の人格者は、教師とその迫害者、すなわち邪悪
な祭司とリエの人とどういう関係にあるかが明確にされる必要がある。
キッチームの語(Kittim=は多分二音節の Khit-tēēm と発音される。
欽定聖書では Chittim となっている)はギリシア、またはラテン人を意味するものだろう。
彼らは地中海諸島出身で、西方からの有力な軍事力に吸収され採用されたと考えられる。
『ハバクク書』写本ではこのために、ギリシア人を意味するセリューシド人、または
のちの侵入者ローマ人を指す(Seleucid=セリューカス王朝の人びと。
セリューカス一世はアレキサンドロス大王配下の武将で王朝=三一二 BC～六四 AD=
の創始者。小アジア、ペルシア、シリアを統治した)。
前者を指す場合、写本は紀元前二世紀を意味し、後者の場合、紀元一世紀に関係する
ことになる。
このことから、｢義の教師｣の年代決定は、キッチーム人が何者かを知る点が重要な鍵に
なる。
おそらく紀元一世紀そこらのことだろうと想像されるのだが。
少なくともローマ人の侵入という事実は、大きな意味をもつといえるだろう。
｢義の教師｣の正体を明かすもう一つの鍵は、邪悪な祭司とリエの人が何者か、という
点である。
紀元前一、
二世紀のドラマチックな人物の中で、
この主役を演じる人びと(あるいは個人。
邪悪な祭司とリエの人というのは同一人物かもしれない)は無数にいるのである。
ほんの短い時期に、途方もない悪漢が権力の座を占めたというのは信じられないことで
ある。
｢義の教師｣の役柄を決めるとき、舞台はあまりに狭すぎる。
アンティオコス･エピファネスによって王位を剥奪された大祭司のオニアス三世が指
摘されるかもしれない。
つまり彼の仇敵であったメネラウスはオニアスを迫害したことが知られており、邪悪
な祭司といえなくもない。
世紀の転換期のアリストブラウス一世が邪悪の祭司といわれるなら、｢義の教師｣はエ
ッセネのユダということができるかもしれない。
ユダに関してはヨセフスが｢彼は神殿で人に教え未来を予知する指導者である｣と記述
している。
しかしながらユダが歴史上それほど重要な役を負っていたのなら、ヨセフスはなぜ、
もっと詳しく彼について書かなかったのか？
それともユダなる人物はエッセネ派の年代史の中でのみ重要な役を演じていたのか？
｢義の教師｣は有徳のオニアスというのが最適かもしれない。
ヨセフスによれば、彼は紀元前六五年に石打ちの刑で殺害された。
このときのサドカイ派の指導者が、邪悪の祭司と呼ばれたのかもしれない。
パリサイ派の指導者、つまりリエの人とサドカイ派はオニアスに敵対しており、彼ら
はお互いにその殉教者を非難していたのである。
いずれにせよ、実証することは困難であると、認めざるをえない。
数多くの学者がさまざまのテクニックを使ってそれを実証しようとし、互いに自分の
仮説を押し立てては他の説をぶち壊すのに懸命だが、一般の読者がこれについて行く
には非常な混乱を招くだけだろう。
これらの言葉が書かれた時点では少なくとも、｢義の教師｣を実証する結論は何もない、
というのが真実である。
それでは｢義の教師｣なるものは果たして実在したのだろうか？
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はっきりいえるが、実在したことに疑問の余地はない。
彼について特別の歴史家が書いたものが存在しないという事実は、イエスの場合と同
様に、あまり問題にされないようだ。
イエス自身が｢義の教師｣だったのか？
その可能性はなきにしもあらずだがしかし、これは無視したほうがよさそうだ。
｢義の教師｣とイエスとは、少なくとも一世紀の開きがある。年代的に無理なのである。
――彼は紀元前二世紀か一世紀頃(多分後者だろうが)に実在した祭司、それも神殿の
高僧だった。
彼は子弟を新しいメシアの契約に導き、宗団を創り、そこで律法の義を教えた。
そして彼自身の教えと預言も含めて、子弟を指導した。
彼はまた宗団の殉教的預言をいい放ち、やがて訪れるメシアの時代のために祈るこ
とを教えたのだった。
この点に関しては『ダマスコ文書』や『戒律』の書で指摘されている
『ＨＧＷ』の書――その断片でも――が発見されれば、さらに詳しいことがわかるだ
ろう。
この書は特別に貴重な価値のあるものとされている。
この失われた巻物は私たちを困惑させている秘密のドアを開ける鍵のように思える。
その点でことのほか重要である。｣

｢義の教師｣の片鱗３
７．つまり、｢義の教師｣とは上記５においては｢洗礼者ヨハネではないのか!?｣、上記６に
おいては｢ユダかもしれないし、有徳のオニアスが最適かもしれない!?｣と、いまいち
曖昧な指名である。
もっとも大方の聖書学者達？は｢オニアスを支持しているようであるが｣。
又、｢ヤコブ｣が｢義の教師｣であるとする説もある。

｢義の教師｣は聖書世界唯一の善人なのか!?
８．私(新村)は、本文引用者を除く、所謂聖書学者達の軽薄な手合いを心底軽蔑する。
そもそも聖書なる奇々怪々にして魑魅魍魎なる文書の正体は次の一語につきる。
(1)．旧約聖書は｢猿轡と殺戮の書｣(異民族生け贄･燔祭)である。
(2)．新約聖書は｢金轡と殺掠の書｣(異教徒生け贄･燔愛)である。
という聖書の正体を知らずして何をかいわんやなのだ。
旧約聖書は殺人者モーセの逃亡劇を奇々怪々なる『奇跡』で脚色した異民族殺戮の物
語であり、新約聖書はそのモーセの奇々怪々なる『奇跡物語』を 100%パクったペテ
ン師パウロ、ルカ共謀による福音書なる殺掠の書であって、この事はルカによる｢使徒
行伝｣５章｢アナニアとサフィラ｣という善良な夫婦が殺掠される一事をもって証明さ
れる。
①．アナニアという男は、妻のサフィラと相談して土地を売ったが、妻も承知で代金
をごまかし、その一部を持って来て使徒たちの足もとに置いた。(使徒行伝.5.1-2)
②．するとペトロは言った。｢アナニア、なぜ、あなたはサタンに心を奪われ、聖霊を
欺いて、土地の代金をごまかしたのか。(略)あなたは人間を欺いたのではなく、
神を欺いたのだ。｣(使徒行伝.5.3-4)
③．この言葉を聞くと、アナニアは倒れて息絶えた。そのことを耳にした人々は皆、
非常に恐れた。(使徒行伝.5.5)
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それから３時間ほどして、夫の死を知らない妻のサフィラがペトロの前に現れる。
ペトロは、妻を試すのである。
サフィラも嘘をついたため、ペトロは｢今度はあなたを担ぎ出すだろう。｣と宣言する。
すると彼女はたちまちペトロの足もとに倒れ、息絶えるのである。(使徒行伝.5.7-10)
使徒行伝のこの節話こそイエス･キリスト教の核である福音書と言われる物語の全貌
であって、正に新約聖書が｢金轡と殺掠の書｣の証左なのである。
(3)．何故この節話が福音書の全貌に値するのか。
①．この夫婦は、土地を売ってキリスト教団に参加しようとしていたのであり、未だ
ユダヤ教徒のはずである。
全財産の処分と供出が教団への入団資格であるならば、売却代金をごまかした夫
婦は入団を許さないだけで十分ではないのか。
この行為が死に値するものとは到底思えず、そのためこれを知った信者達は恐れ
おののいたのである。
②．次にこの夫婦に死を与えたのは、神なのかペトロなのか、ということである。
神だとすると、救いや愛の神ではなく、怒りや妬みの神ということになる。
これはイエス･キリスト教の根本教義とは相反する旧約の神(ヤハウェ)の面貌である。
③．イエス･キリストは自分を裏切っても、だましても死をもって罰したことはなかった。
イエス･キリストの一番弟子に過ぎないペトロが、イエス･キリスト以上に過酷な
死の罰を与える権威や権限をどこから得たのか。
特に、ローマ法王はペトロをもって創始者だとしている以上、ペテロの｢当該言行｣
こそが、イエス･キリスト教の信仰原点なのである。
ペテロに斯様な権限や権威を付与したのは各福音書、使徒行伝を捏造したパウロ、
ルカのペテン師二人である。
(4)．イエス･キリスト教は、愛の宗教･救いの宗教であり｢汝の敵を愛せ｣という。
自分の土地を売った代金供出の問題で、善良な夫婦二人が殺掠されるような教え
ではない筈だ。
イエス･キリスト教の全貌は｢汝の敵を愛せ｣だけではなく｢右の頬を打たれれば左
の頬も差し出せ｣(全て出せ！)の教えが核心であって、この教えの最たる喩えが、
上記｢アナニアとサフィラ｣の節話で、私(新村)が言う｢金轡と殺掠の書｣の所以な
のである。
因みにイエス･キリストの正体は｢洗礼者ヨハネ｣である。

｢義の教師｣の条件と脚光の一文
９．私(新村)の傍らにある上記３の７冊の本から上記 1 頁中段、2 頁後段、16 頁後段の、
下記文意は、的を射た確かなる文献学的検証/符合であった。
ここで改めて｢義の教師｣となりえる人物の条件を整理してみる。
(1)．｢ダニエル書には｢秘密の事｣(ラーズ)とその｢解き明かし｣(ペシャー)が述べられて
いるが、これらの語はクムラン文書にも見出され、神の使信はこの二つに分けら
れているので、この二つが結合されなければ、その真意がわからないのである。
この二つを結合した者はクムランでは｢義の教師｣であり、原始キリスト教におい
てはイエス･キリストである。｣
(2)．｢……〔祭司、すなわち義の教師に手をかけ〕た邪悪な祭司は彼を死に追い込ん
だ……そして、神は、彼が流した〔血のゆえに罰することが〕ないまま邪悪な祭
司を許したりはしないだろう。
〔神は〕、彼を処刑〔復讐〕するために諸国の中で最も乱暴な者の手へと送り出し、
〔む〕くいを受けさせるだろう｣
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(3)．「――彼は、紀元前 2 世紀か 1 世紀頃に実在した祭司、それも神殿の高僧だった。
――彼は、新しいメシアの契約に導き、宗団をつくり、そこで律法を教えた。
――彼は、自身の教えと預言も含め、弟子を誘導した。
――彼は、宗団の殉教的預言を言い放ち、やがて訪れるメシアの時代のために祈
ることを教えた。」
となり、この線に沿って｢義の教師｣の実像に迫ると、次の一文が見事に脚光を浴びる
のである。
新井佑造氏の論文｢ヨセフスにおける第四哲学党｣(9 頁中段)
｢第１に、紀元前 47 年頃、ガリラヤでおこったエゼキアスの運動があげられる。
エゼキアスはガラリア人ユダの父であり (エゼキアスをガラリア人ユダの父とする考え、
すなわち、ヘロデ死後ガリラヤのセポリスで反乱をおこしたエゼキアスの子ユダ (ユダヤ
戦記 2, 56; ユダヤ古代誌 17, 271) とガリラヤ人ユダ (ユダヤ戦記 2, 118; 7, 253; ユ
ダヤ古代誌 18, 4. 23; 20, 102; 行伝 5, 37) とを同一人物とする考えは Schürer 以来、
多くの人々によって認められている。
H. Graetz, op. cit., S. 250, 258. J. Wellhausen, Israelitische und jüdische Geschichte,
Berlin, 1894, 19589, S. 353. O. Holtzmann, Neutestamentliche Zeitgeschichte,
Tübingen, 1895, 19062, S. 55. Schürer I, S. 486 (New Schürer I, p. 381). G. Hölscher,
Geschichte der Israelitisch-Jüdischen Religion, GieΒen, 1922, S. 227. A. Schlatter,
Geschichte Israels von Alexander dem GroΒen bis Hadrian, Stuttgart, 19253, 260f. R.
Eisler, IHΣOΓΣ BAΣIΛEΓE OΓ BAΣIΛEΓΣAΣ, Heidelberg, Ⅱ, 1929-30, S.
69, n. 3. R. H. Pfeiffer, op. cit., p. 35, 59. J. Jeremias, Jerusalem zur Zeit Jesu, Ⅱ,
1924, S. 13, 147 (ET: Jerusalem in the Time of Jesus, 1969, p. 277). J. Klausner, op.
cit., p. 200,――, Jesus of Nazareth, 1925, pp. 156, 162, 207. J. S. Kennard Jr., op. cit.,
pp. 281ff. W. O. E. Oesterley, A History of Israel, Ⅱ, Oxford, 1932, 19512, p. 366. F.
M. Abel, Histoire de la Palestine, Paris, 1952, I, p. 423. H. Braunert, Der Römische
Provinzialcensus und der Schätzungsbericht des Lukas-Evangeliums, Historia 6, 1957,
S. 213. C. Roth, The Historical Backgrounds of the Dead Sea Scrolls, 1958, pp. 6f. ―
―, Zealts in the War of 66-73, JSS 4, 1959, p. 338, n. 1. Hengel, S. 337f. Brandon, pp.
28f,, 53. Bo Reicke, Neutestamentliche Zeitgeschichte, Berlin, 19682, S. 83. A.
Schalit, Hezekiah, Encyclopaedea Judaica, Jerusalem, 1972, vol. 8, p. 455. ――, Judah
the Galilean, Encyclopaedea Judaica, Jerusalem, 1972, vol. 10, p. 354. S. Applebaum.
op. cit., p. 159. M. Grant, Herod the Great, New York, 1971, pp. 38, 221. M. Black, op.
cit., p. 47. M. Stern, op. cit., pp. 138, 157.
これらに対して、エゼキアスの子ユダとガリラヤ人ユダとを異った人物とまたは否定的に
考えるのは、G. Dalman, Worte Jesu, Leipzig, 1892, S. 112f. F. Jackson and K. Lake, op.
cit., I, p. 424 (cf. F. Jackson, Josephus and the Jews, 1930, p. 265, n. 1). E. Meyer,
Ursprünge und Anfänge des Christentums Ⅱ, Berlin, 1921, S. 403, n. 1. H. St. J.
Thackeray, Josephus Ⅱ, (Loeb), p. 367, n. (e). M. Lagrange, Le Judaisme avant
Jésus-Christ, Paris, 19313, p. 213, n. 1.) 、ヨセフスによると彼は多くの部下をもつ
ἀρχιληστής (盗賊の頭目) でシリアに近い辺境で勢力をふるっていたが、その頃がガリラヤ
に｢知事｣ ( στρατηγός ) として赴任してきた若きヘロデは彼らを捕えて処刑してしまった
(ユダヤ戦記 1, 204; ユダヤ古代誌 14, 159.) 。
ヨセフスはこの後、ヘロデの裁判なしのエゼキアス処刑は律法を逸脱した行為であったた
め、ヘロデがサンヘドリンに召喚されたことを伝えている (ユダヤ戦記 1, 210;ユダヤ古代
誌 14, 167.このサンヘドリン召喚にヘロデは軍隊と共にのぞんだ(ユダヤ古代誌 14, 171)。
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ヘロデはこのサンヘドリンでの裁判の件をうらみに思って (ユダヤ戦記 1, 214) 、後にヒ
ルカヌスⅡとサンヘドリンの親ハスモニア系議員を殺害した (ユダヤ古代誌 14, 175). ) 。
このサンヘドリン召喚と、またこの記事が親ヘロデ的傾向をもつダマスクスのニコラウス
の資料によっていること (H. St. J. Thackeray, op. cit., Introduction, p. xxii. 新見訳｢ユ
ダヤ戦記Ⅰ｣、総説、22 頁. ) 、さらにその後のヨセフスにおける ληστής という言葉の偏
向的使用 (K. H. Rengstorf, " ληστής, " Kittel, Theological Dictionary of the New
Testa-ment, vol. 4 (E. T., 1967), p. 258: " In Josephus it ( ληστής ) is constantly used for
the Zealots. " Cf. A. Stumpf, " ζηλωτής, " Theological Dictionary of the New Testament,
vol. 2, (E. T., 1964), pp. 884f.; C. Roth, op. cit., pp. 332f., n. 2; Hengel, S. 41, 42-47 (と
くに 43, 46, 47); S. Zeitlin, Zealots and Sicarii, JBL 81, 1962, p. 396; Brandon, pp.
36, 45, 55, 78, 105f, 108f, 112, 127; Marc Borg, The Currency of the ' Zealots ', JTS 22,
1971, pp. 505f; S. Applebaum, op. cit., p. 163; H. Paul Kingdon, op. cit., p. 80; S. B.
Hoenig, Qumran Fantasies, JQR 63, 1972/73, p. 249. 。
前述したように、ヨセフスは｢戦記｣において、ゼーロータイやシカリが、ローマに対する
反乱を企て、その結果、エルサレムとその神殿の破壊･崩壊をもたらし、ユダヤ民族を最大
の危機に陥れた張本人であり、彼らはヨセフスにとって、ユダヤ人の不幸の元凶としての
犯罪者でしかなかった。
それゆえ、彼らを実際の盗賊･略奪者と区別せずに ληστής と呼んで蔑視した。
その意味で｢戦記｣は彼らに対するヨセフスの一大告発書である。)
などから、エゼキアスはヨセフスのいうような単なる ἀρχιληστής 盗賊の頭目ではなく、
民衆の間にかなりの指導力と影響力とをもった人物――おそらく、政治的抵抗を目的とし
たゲリラ活動の指導者――であったのであろう (cf. J. Klausner. op. cit., p. 141; A. H. M.
Jones, The Herods of Judaea, Oxford, 1938, 1967, p. 29; K. H. Rengstorf, loc. cit., "
Hezekiah was not a bandit but a political revolutionary, perhaps with Messianic aims ";
Hengel, S. 319-22; Brandon, p. 28; S. Applebaum, op. cit., p. 159; M. Grant, op. cit.,
p. 38, " Ezekias (Hezekias) was a nationalistic, underground political agitator, and in
some circles a national hero in the tradition of Judas Maccabaeus himself " ; H. Paul
Kingdon, op. cit., p. 79; M. Black, op. cit., p. 47. エゼキアスの運動はその子ガリラヤ
人ユダの運動と共に、ガラリア人の人々が熱烈な親ハスモニアで、親ローマのイドゥメア
人ヘロデによる統治に反対した背景をもっている (ch. M. Grant, loc. cit.) ) 。
彼はまた、メシア僣称者であったともいわれている (エゼキアスのメシア的解釈について
は、H. GreΒmann, Der Messias, 1929, S. 458f.; R. Meyer, Der Profet aus Galiläa, 1940,
S. 73ff.; S. Mowinckel, He That Cometh (E. T.), 1956, p. 284 らによって主張されている。
ラビ伝承によればエゼキアス (ヒゼキア) はヒレルによってメシアと認められている
(Babylonian Talmud, Sanhedrin, 98b, 99a) 。
なお G. F. Moore, Judaism, Ⅱ, p. 347, n. 2 はこのヒレルはイエスと同時代人であった有
名なラビ、ヒレルではなく別人であるとしている。
また、タルムード記者はこのヒゼキアがユダヤ王ヒゼキアであるとしている。
しかし、S. Mowinckel, op. cit., p. 284, n. 6 は H. GreΒmann の考えるガラリア人ヒゼキ
ア説 (op. cit., S. 449ff.) を正しいとしている。
さらに３世紀の伝承によると、Rabban Yohanan Ben Zakkai は死の直前に、ヒゼキアの
メシア性を述べている (Jerusalem Talmud, Sota 24c, 29f. ) 。cf. H. Strack und P.
Billerbeck, Kommentar zun Neuen Testament aus Talmud und Midrasch, München, I,
S. 30; P. Volz, Die Eschatologic der jüdischen Gemeinde im neutestamentlichen
Zeitalter, Tübingen, 19342, S. 206f; Hengel, S. 297f.,, n. 3.) 。｣
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｢死海文書･義の教師｣の全貌
10．もとより上記９後段の新井佑造氏の論文は、｢義の教師｣について論じたのではなく、
所謂｢熱心党｣について、ヨセフスが説く｢第四哲学党｣の｢ガリラヤ人ユダ｣について論
証したのであって、その｢ガリラヤ人ユダ｣の父親である、｢エゼキアス｣については上
記９後段の小論の通りほんの傍証程度なのである。
然し乍ら、私(新村)にとっては、これほど重要且つ貴重な検証記録はない。
なぜなら上記９(1)(2)(3)でいう｢義の教師｣の条件に｢エゼキアス｣は全て当てはまるか
らである。
(1)．｢ダニエル書には｢秘密の事｣(ラーズ)とその｢解き明かし｣(ペシャー)が述べられて
いるが、これらの語はクムラン文書にも見出され、神の使信はこの二つに分けら
れているので、この二つが結合されなければ、その真意がわからないのである。
この二つを結合した者はクムランでは｢義の教師｣であり、原始キリスト教におい
てはイエス･キリストである。｣とは、両者共に｢メシア｣であるということである。
この条件に｢エゼキアス｣は氏の論文終段(メシアの僣称)の通り 100％符合する。
(2)．｢……〔祭司、すなわち義の教師に手をかけ〕た邪悪な祭司は彼を死に追い込ん
だ……そして、神は、彼が流した〔血のゆえに罰することが〕ないまま邪悪な祭
司を許したりはしないだろう。〔神は〕、彼を処刑〔復讐〕するために諸国の中で
最も乱暴な者の手へと送り出し、〔む〕くいを受けさせるだろう｣
この条件にも｢エゼキアス｣は、下記①②の通り 100％符合する。
①．｢エゼキアス｣を直接手を下し殺したのはヘロデ王朝を築いた若きヘロデである。
しかし当時のヘロデは単なるガリラヤの知事でしかなく｢エゼキアス｣を反乱分子
として処刑する権限はなかった。
権限を持っていたのは、ハスモン王朝末期の、ヒルカノス二世であり、ヒルカノ
ス二世は｢属王｣(エスナーク)であると同時に｢大祭司｣でもあった。
上記｢……〔祭司、すなわち義の教師に手をかけ〕た邪悪な祭司は彼を死に追い込
んだ……｣とは、ヒルカノス二世と｢エゼキアス｣の事である。
②．｢エゼキアス｣を直接手に掛けて殺したヘロデは、越権行為をしたとして、サンヘ
ドリンに召喚されるが、ヘロデはヒルカノス二世に追認され、何ら処罰される事
はなかった。
しかし、｢神は、彼が流した〔血のゆえに罰することが〕ないまま邪悪な祭司を許
したりはしないだろう。
〔神は〕、彼(ヒルカノス二世)を処刑〔復讐〕するために諸国の中で最も乱暴な者
の手へと送り出し、
〔む〕くいを受けさせるだろう｣との通り、最も乱暴な者(ヘロ
デ)によって、ヒルカノス二世は殺されたのである。
(3)．「――彼は、紀元前 2 世紀か 1 世紀頃に実在した祭司、それも神殿の高僧だった。
――彼は、新しいメシアの契約に導き、宗団をつくり、そこで律法を教えた。
――彼は、自身の教えと預言も含め、弟子を誘導した。
――彼は、宗団の殉教的預言を言い放ち、やがて訪れるメシアの時代のために祈
ることを教えた。」
この条件にも｢エゼキアス｣は、下記①②③④の通り 100%符合する。
①．彼(エゼキアス)は、紀元前 47 年にヒルカノス二世の黙認によりヘロデに殺された
クムラン宗団の高僧であった。
②．彼(エゼキアス)は、新しいメシアの契約に導き、宗団(クムラン)をつくり、そこで
律法を教えた。
③．彼(エゼキアス)は、自身の教えと預言も含め、弟子を誘導した。
④．彼(エゼキアス)は、宗団(クムラン)の殉教的預言を言い放ち、やがて訪れるメシア
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の時代のために祈ることを教えたのである。
｢エゼキアス｣の偉大さは、子･ユダの第四哲学党(熱心党)⇒孫･ヤコボスとシモン
の継承⇒ひ孫･エレアザロスのシカリ党、と四代に通底し、ローマ帝国に最後の最
後まで民族の大義を示し、エルサレムの神殿が陥落するまで、｢義の教師｣(メシア)
としての鑑となったことである。
尚、孫二人は｢洗礼者ヨハネ｣の最初の弟子で、後の｢ヤコブ｣と｢ペテロ｣である。

謝辞 ｢義の教師｣確信の御礼
11．前回の｢聖書の正体『燔･han』Ⅳ｣2 頁 29 で、｢義の教師｣は｢エゼキアス｣であると予
告しておきましたが、私(新村)が、｢義の教師｣が｢エゼキアス｣であると確信に至った
経緯は、まさしく本文に引用した、｢義の教師｣の実像に迫った奇特な先学者達の検証
論文、①イギリスの福音主義･新約学者フレドリク･F･ブルースの小論文｢ダニエル書
とクムラン宗団｣、②｢死海文書と義の教師｣(ベティ･ストックバウナ 著、石川道子 編)、
③｢死海文書｣封印された真実』(K･V プフェッテンバッハ 著 並木伸一郎 訳編 竹書房
2012 年刊)、④｢死海文書の謎｣(P･デイビス 著 浜洋 訳 大陸書房 1978 年刊)、⑤新井
佑造氏の、｢ヨセフスにおける第四哲学党｣の論文、等他の先学の論文に接したお陰であ
ることを、ここに感謝の意を表して厚く御礼申し上げる次第です。
本稿以上。追って詳論。
尚、ある論壇の先覚から、｢新村さんのこの度の、義の教師=エゼキアス同定論文は、全て、
引用論文を『符合』して、まるでステンドグラスのように色ガラス板小片の個性を繋ぎ合
わせ、一個の芸術的個体を美事に完成させたようなもので、結実としての、義の教師=エゼ
キアスの発見であり、引用した論文執筆者の功績は多大であることを忘れてはならない｣
とご指摘を受けました。
私としても、誠にその通りであり、改めて引用者各位に敬意を表する次第です。
付録１．｢義の教師｣を確信させた、新井佑造著｢ヨセフスにおける第四哲学党｣全文掲載。
付録２．｢死海文書の謎｣ マイケル･ベイジェント／リチャード･リー 共著 高尾利数 訳
第 12 章『使徒言行録』。第 16 章『パウロ＝ローマのスパイあるいは密告者？』。
付録３．｢イエス･キリスト｣の正体。
付録４．｢神に殺されたモーゼ｣。
以上。

真実の愛とは生老病死に対する慈悲であり守護である。聖 四門。

義の教え
義の教師／義の教祖
義の教主／義の教授

・エゼキアス
聖 四門・新村 紘宇二
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Ezekias - The Dead Sea Scrolls and The Teacher of Righteousness Identified Paper by Koji Niimura
December 26, 2013

All about The Dead Sea Scrolls and The Teacher of Righteousness
The Teacher of Righteousness As the Person Who Revealed Teachings of the Secret
1. According to The Book of Daniel and the Qumran Community by the Scottish biblical scholar
who supported the historical reliability of the New Testament, Frederick Fyvie Bruce:
Thoughts in the Book of Daniel have had a great influence on the New Testament and the Qumran
Community and the book and the community seem to share the same ideological tendency. During
the war that led to the Jerusalem destruction in AD 70, anti-Roman Jews seemed to act following
the teachings of the Book of Daniel which preached the arrival of the Messiah. Furthermore, “you
who are highly esteemed” referred in the Book of Daniel and “The Unique Teacher” referred in the
Qumran Texts seem relevant. Although there is no directly related to the Book of Daniel, fragments
of the Book of Daniel were found in the Qumran Texts and a document called The Prayer of
Nabonidus referred Jewish multiple exorcists, Gazurin, who healed the King's mental disease for 7
years. (Daniel 4-25, 32 and below) In addition, there're three kinds of fragments written in Aramaic
language from Qumran Cave 4 and florilegium mentioned like “...written in the Book by the
prophet, Daniel” and there's no wonder the Qumran Texts were relevant to the Book of Daniel and
tradition about Daniel seemed to be spread out. The Book of Daniel described secret things called
Lars and interpretation called Pesher and these words are also found in the Qumran Texts. The
wisdom of God were separated and they needed to be combined to find out the truth. The person
who combined them is called the Teacher of Righteousness in the Qumran Community and Jesus
Christ in primitive Christianity. During the time of the Daniel, people who understood such secrets
considered wise men and were shining in the firmament. People in the Qumran Community seem to
be successors of these wise men. Hasmonean Dynasty, also known as “A Little Help”, became more
powerful, but expected the Messiah era wouldn't come, that's why people in the Qumran
Community chose a week-year theory to count one year to seven years, the same as the Book of
Daniel. Anyways, knowing how the Book of Daniel and others in the Old Testament were
considered in the Qumran Texts is really as important as understanding the New Testament.
The Teacher of Righteousness As the Person Killed by the Wicked Priest
2. As being referred by Frederick Fyvie Bruce, the Book of Daniel described Lars (secret things)
and Pesher (interpretation) and these words are also mentioned in the Qumran Texts. The person
who organized the wisdom of God was the Teacher of Righteousness in the Qumran Community
and Jesus Christ in primitive Christianity. That seems to be reinforced with some sentences
referenced in The Teacher of Righteousness and the Dead Sea Scrolls by Bette Stockbauer:
The scrolls grouped under the title of Pesher have been the most closely scrutinized of all for they
contain the major references to events in the life of the Teacher of Righteousness. Pesher is a term
that refers to a reworking of a biblical passage. The scroll writer examines a book of the Bible,
usually a prophetic work, and reinterprets it in terms of the events of his own time. The prophets -Isaiah, Habakkuk, Nahum -- were a logical choice, for their books were warnings for the Jewish
leaders to return to the ways of God and prepare for a Messianic Age.
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Within the nation there are other forces -- those called the “Seekers of Smooth Things”, or those
who are looking for easy interpretations, “... who with their fraudulent teaching and lying tongue
and perfidious lip misdirect many; kings, princes, priests and people together with the proselyte
attached to them. Cities and clans will perish through his advice, nobles and leaders will fall due to
the fero city of their tongues... a mass of corpses will fall in their days; there will be no end to the
tally of their wounded and they will even trip over their bodies of flesh because of his mistaken
counsel.” (PN-II)
There is the “Scoffer” or the “Man of Lies”, a member of the Teacher's own community. In
Habakkuk 1:13 they had read: “O traitors, why do you look on and keep silence when the wicked
swallows up the man more righteous than he?” Their pesher interpretation was: “The explanation of
this concerns the House of Absalom and the members of their council who were silent at the time of
the chastisement of the Teacher of Righteousness and gave him no help against the Man of Lies
who despised the Law in the midst of all their council”. (PH-V) The “House of Absalom” may be a
general reference to “traitors”, as Absalom was the son of King David who rebelled and betrayed
him.
There is the “Wicked Priest”, “... who was called by the name of truth at the beginning of his
coming; but when he commanded over Israel, his heart rose up and he abandoned God and betrayed
the precepts because of riches, ... and he followed the ways of abomination in every kind of unclean
defilement.” (PH-VIII)
The phrase “swallow up” in the next passage usually means, in Hebrew, to do away with, or to kill.
The implication in this passage is that the Wicked Priest captures the Teacher on the Day of
Atonement and eventually sees him killed. It speaks of “... the Wicked Priest who persecuted the
Teacher of Righteousness, swallowing him up in the anger of his fury in his place of exile. But at
the time of the feast of rest of the Day of Atonement he appeared before them to swallow them up
and to cause them to stumble on the Day of Fasting, their Sabbath of rest.” (PH-XI)
Another phrase tells of “... the Wicked Priest who laid hands on the Priest, the Teacher of
Righteousness, to put him to death... And God will not let the Wicked Priest go unpunished for the
blood which he has shed, but God will pay him his reward by delivering him into the hands of the
violent of the nations to execute vengeance upon him.” (PP 37-IV)
If one assumes that the Teacher is Maitreya/Jesus, then a logical choice for the “Wicked Priest”
would be the Jewish high priest Caiaphas, or possibly Annas, his father-in-law who held the real
power. One could conjecture that the “Man of Lies” was Judas.
The Kittim are portrayed as a force of vengeance for those who persecute the Teacher and the
community of the poor. Pesher Habakkuk speaks of “... the last Priests of Jerusalem who heap up
riches and gain by plundering the peoples. But at the end of days, their riches, together with the fruit
of their plundering, will be delivered into the hands of the army of the Kittim.” (PH-IX)
From Pesher Habakkuk
“Hab 2:1-2: 'And God told Habakkuk to write what was going to happen to the last generation, but
he did not let him know the end of the age ... And as for what he says: “So that the one who reads it
may run …” Its interpretation concerns the Teacher of Righteousness, to whom God has disclosed
all the mysteries of the words of his servants, the prophets.
Philology Contour of The Teacher of Righteousness
3. Regarding books about Dead Sea Scrolls published with Japanese language, I tend to read
something heterodox to find out more details. In my opinion, something orthodox tends to cater to
the Vatican and makes it more difficult to understand the truth. Now I will utter my confident
opinions on this matter thanks to my elaborate research from trusted online articles, reports, and
2

books about Dead Sea Scrolls, such as The Meaning of the Dead Sea Scrolls by A. Powell Davies,
The Dead Sea Scrolls Deceptions by Richard Leigh and Michael Baigent, Jesus and the Riddle of
the Dead Sea Scrolls by Barbara Thiering, The Teacher of Righteousness and the Dead Sea Scrolls
by Bette Stockbauer and some Dead Sea Scrolls-related works by Kenneth Von Pfettenbach.
Elucidation of The Teacher of Righteousness
4. This time, I will proudly clarify and publish the truth of the Teacher of Righteousness referenced
in the Dead Sea Scrolls and Jesus Christ based on trusted proof and verification.
The Note of The Teacher of Righteousness 1
5. First, I'd like to introduce the following sentences from The Sealed Truth of the Dead Sea Scrolls
written by Kenneth Von Pfettenbach:
Chapter 1 The Mystery About Deciphering the Sealed “Dead Sea Scrolls”
In 1947, the “Dead Sea Scrolls” were found in the cave of Qumran on the shores of the Dead Sea,
located in the Northwest Arabian Peninsula. It has been more than half a century since the
document has been discovered. However, the decoding work is not progressing. Initially, they were
expecting completion of the decoding work by 1960, but it was significantly delayed. Today, only
about half of the total has been reached and the outcome has not been announced. The discovery of
the “Dead Sea Scrolls” was historically sensational, however the document itself was not able to
draw the attention of the people. Why is that?
Firstly, the rumors of it being a false scripture, so people did not take it seriously with the exception
of some experts who were interested. However, in 1950, the situation changed because french
professor Andre Dupont-Sommer of the Sorbonne University revealed that the “Dead Sea Scrolls”
mentioned the “Teacher of Righteousness” and that Jesus was prefigured by a character who was
said to be this “Teacher of Righteousness”. Afterwards, this discovery began to attract the interest of
the general public while simultaneously throwing the document into the midst of a scandal. DupontSommer's theory claiming that the character was Jesus is quite interesting.
However, for those who believe in Christianity, it was an earth-shattering event. They respected
Jesus Christ as the “Father”, but suddenly someone in the “Dead Sea Scrolls” seems to be based on
Jesus Christ. This claim had the community in an uproar and the Vatican could not overlook the
situation.
The Vatican held a monopoly over the interpretation of the Bible for a long time and this theory was
shaking their stronghold. In fact, Dupont-Sommer was punished by Father Roland de Vaux, leader
of the “Dead Sea Scrolls International Team”, who was under pressure from the Vatican. However,
in spite of pressure from the Vatican, another person who was part of the same “International Team”,
John Marco Allegro, appeared to support the theory of Sommer.
Allegro was a dynamic, original, and intelligent scholar. There is a reason he supported the theory
of Sommer. He was not satisfied being part of the “International Team” because the findings were
only shared amongst specific people. Everything was controlled by Father Milik and Father Roland
de Vaux.
In 1923, Allegro was born in the United Kingdom and studied logical science, Greek, and Hebrew.
Later, he went to a Semitic course and studied the Bible in the field of linguistics. He then moved
into the doctoral program at the University of Oxford and was recommended to be the chief
professor of the “International Team” one year later.
Allegro was not bound by any religious prejudice and sometimes used a violent tone when
expanding on theories, but he was known to be a genius with a fiery temper. He was still young and
ambitious and the “International Team” often tried to conceal the truth and it was unbearable.
In January of 1956, in Northern England, Allegro was broadcasting a short lecture about the “Dead
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Sea Scrolls” from a radio station supporting Sommer's argument. He said, “I am the one promoting
the study of the fragments of manuscripts and the more I think about Dupont-Sommer's arguments,
I am convinced he is right. I support Dupont-Sommer. The origin of faith and dogma in Christianity
was referenced in the documents, which existed 100 years prior to the birth of Jesus Christ, which
were kept by an extreme Jewish sect. The model of Jesus existed.”
“The New York Times” was quick to react to Allegro's broadcast and reported that Jesus and his
teaching from the "Lord's Supper" and the "New Testament" were supposed to come from the
mysterious community by the Dead Sea called the Qumran community. The international team
countered indignantly after Roland de Vaux saw the Times article like, “It was possible for the team
to acquire all of the materials Allegro got.” They also claimed they had no reason to support what
Dupont-Sommer was saying. The international team procured 800 scrolls from the fourth cave in
1954 at the request of a government office in Jordan that managed ancient treasure. It appeared the
international scholars chosen for the team were not experts. The international team consisted of the
chief of the international team, Father Roland de Vaux, his Polish confidant, Father Joseph Milik,
American seminary professors, Professor Frank Cross and Professor Skeehan, Father Jean Sutaroski
and Father Barthélemy from France, Dr. Klaus from Germany, a graduate student of Oxford, John
Strugnell, and John Marco Allegro. Each member was given a certain material which they were
assigned to research or translate. The main purpose was the publication of the “Dead Sea Scrolls”.
However, the true purpose is different. De Vaux was backed by the Vatican and was to earn the trust
of the other members and control them with Father Joseph. The Vatican was the head temple of
Bible study and was dedicated to maintaining its monopoly on study of the Bible. By monopolizing
the biblical interpretation, the Catholic organization maintained peace. In order to reinforce its
orchestrated attempt to control the study of the “Dead Sea Scrolls”, the Vatican was using Father De
Vaux.
The Fatal Blow That the Biggest Discovery of the Century Dealt to Christianity
Since they were discovered and brought to the international team at a high price, there has been one
discovery after another. Why is it possible for a small international research team affliated with the
Jordanian government to continue spending such big money? There seemed to be The Vatican in the
background. This was the topic of much speculation in the book, The Dead Sea Scrolls Deceptions
by Richard Leigh and Michael Baigentand published in 1991. The two authors suggested that most
of the documents kept by the international team were not revealed and that the research was taking
too long. “Why is the Vatican so reluctant to release them to the public? Because it would lead to a
negative image on the Catholic church.” This was condemned by the Vatican as a ridiculous
conspiracy theory. Depending on the contents of the Dead Sea Scrolls, it might be focusing on the
real image of Jesus Christ, used to be partly mentioned in gospel of the New Testament and Acts. It
might shed an unfavorable light on Christianity. That is the reason the Dead Sea Scrolls is often
referred to as the “biggest discovery of the century”. What is it about the Dead Sea Scrolls that the
Vatican is afraid of? To find out the truth, I'd like to introduce the mysterious anecdotes surround its
discovery.
In the Book of Prophecies, left by the astrologer, Nostradamus, it was predicted that the Dead Sea
Scrolls would be discovered. According to volume 1 of the “Hundred Psalms Collection”, there is a
prophetic poem that reads:
“Lost. Hidden for a long time. It is found again.
A shepherd is respected just like God.
Thus the moon is about to end.
According to other rumors, will bring disgrace.”
Let's take a look at the first and second lines. Something lost and hidden for a long time discovered
by a shepherd. “Found again” is believed to be the prophesy of the discovery of the Dead Sea
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Scrolls. Also, the fourth line stands for the words of the Bible being overturned. It is a little difficult
for us to understand what is mentioned in the third line, but the moon relates to the symbol of Islam
and prophesizes the end of Islam. In 1948, the era of an Islam-controlled Palestine came to an end
as Israel took control. In the following year, the Dead Sea Scrolls were discovered. The most
effective prediction in the 16th century foretold the Dead Sea Scrolls discovery?
Chapter 2

The Mystery of the Ancient Chosen Jewish Group Named “Qumran”

Qumran is located only 30 km from the holy city of Jerusalem.
To go to the banks of the Dead Sea, you have to make a detour to avoid steep slopes, tight curves
and deep valleys. You can’t go straight there, as if drawing a straight line on the map.
The elevation difference between Jerusalem and Qumran is about 1,000 kilometers. You need to go
down from Jerusalem, which is at an altitude of 700 meters, to Qumran which is 300 meters below
the sea. Therefore, it is no wonder that the weather there changes easily. For example, you feel some
differences between the two places; it is icy and raining in Jerusalem, while on the other hand, the
sunshine is strong at the banks of the Dead Sea. Qumran’s climate is very dry. This is why the Dead
Sea Scrolls have been preserved in very good condition even after 2000 years have passed. Fish
can’t live in the Dead Sea, and also people can’t live on the side of a lake in Khirbet Qumran. A
religious organization called Qumran lived under a harsh environment as the basis of their
livelihood. There is Khirbet Qumran near a cave where the Dead Sea Scrolls were found. It suggests
that Khirbet Qumran is systematically constructed because there are waterways and water tanks
around there. It indicates advanced construction technology, but also you can understand the people
must have suffered from lack of fresh water. Water is not just a beverage for them. It is also used for
bathing and it is a very important ritual (purifying) for them.
However, why did they come and decide to live in Qumran as the basis of their livelihood? What
are Qumran believers really like? Let’s check who they are, based on the facts which were already
proven. There are a lot of things that have been proven by recent research; lustrum, regulation of a
diet, discrimination between right and wrong, and they had consciousness of “the chosen one”.
The idea of “the chosen one” is a significant feature of this group. They believe that they received a
spiritual revelation from God and could assist God. The Qumran group believed that the Essenes is
a group of sects of Judaism. So, let’s think about what the Essenes is.
The Brothers Who Wore White Clothes, The Essenes
The origins of the Essenes are in Egypt. In 1370 BC, a random leader made one big secret group
and it was formed by several groups. There is a theory that it originates from Zoroastrianism, and it
is because King Akhenaten might had supported it. In any case, one group is formed by language,
religious basis or occupation. The Essenes’ members are doctors or healers, and it is formed in the
center of the Alexandria of Egypt. Humanitarian activities pleased people and the Essenes expanded
their power. Palestine and Enghede near the Dead Sea were its main base of activity. The People
of the Essenes, who moved to Palestine, had to contend with the jealousy from the dictatorship and
the clergy by the rulers of the country. They were forced into silence and solitude. They wore a long
dress made of white cotton and had to live barefooted. Generally, people called them “the brothers
who wore the white clothes”. After BC, the Essenes came on history's center stage. However, there
are not many writings about them. We can find a few things from the works by Philo Judaeus, Gaius
Plinius Secundus, Hippolytus, and Flavius Josephus and these works tell us more details about the
Essenes. Let’s look at Philo's literatures at first.
“They lived in Syria in Palestine, and about 4,000 people lived in rural villages.”
“The Essenes didn’t kill animals. They believed that unswerving loyalty to God was only selfsacrifice. Therefore, they were denied worship at the temple in Jerusalem. They worked only
agricultural jobs, and they strongly opposed slavery. Moreover, they observed the Sabbath and
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gathered in synagogue. They sat on chairs which were laid out so that the sitting positions of
participants were decided according to their hierarchy.”
They had strict rules, and these are filtering into their minds and lives.
“The Essenes were well known for being indifferent to worldly things. They lived divided into
several colonies. There were warehouses, clothes which everyone could use, and accounting firms.
They saved all their money and it was used only for everyone. When people came from other
colonies, the visitors were treated very well.”
This is all about the Essenes Philo knew. Let’s check the other literatures.
Religious Precepts Kept by Essenic People
A Palestinian inspector Osevio also observes the Essenes’ strange habits:
“Anyone can be a member, regardless of race. They don’t get married, and there is no child in the
group.”
Philo and Osevio show you some characters of the Essenes. They lived divided into several places.
They had a common faith and a Church. They lived ascetically such as the trait of great selfdenial(especially refraining from worldly pleasures). Plinius also mentions the same opinions as
Philo and Osevio.
“The Essenes is a group who lived in the Dead Sea of the west coast.”
“They don’t like money. And they avoid contacting with women.”
“They are the strangest people in the world.”
“The people who felt tired come from far every day; therefore, even if women haven't their child,
the population was not down.”
According to their literature, The Essenes’ life is similar to the Qumran’s. Plunius also said that the
Essenes lived in the dead sea of the west coast called the northern Enghede, located only 30 km
from the Qumran caves. Khirbet Qumran also live there, so it means that this place might be the
monastery of the Essenes. The Essenes believed that there was the best place for a religious life. But
why did they choose to live there? It is because they may have been trying to avoid contact with the
Jerusalem of priests and nobles.
However, they did not completely shut themselves off from the world. In the first century B.C.,
there was the very famous Essene gate called the “Gates of the Essenes”.
It symbolized the Essenes' big influence. Therefore, they were recognized by the public. For
example, when people suffered from hunger, or an epidemic disease broke out, they ran medical
facilities due to care for the people who were poor or invalids.
It was called Bethesda and it formed the foundation of medical facilities or hospitals nowadays.
Moreover, the specialists of the group were called “hospital warriors”.
The Essenes also established “the gates” which were the medical facilities. The people who needed
to help for living were protected by them. This was why the Essene’s gates were established. Lastly,
let’s introduce descriptions that Josephus gave about the Essenes.
“The Essenes are a saint.”
The Essenes lived as saints and they lived based on nature.
There are a few descriptions of them below.
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“They lived not only in cities, but also other towns or villages. They didn’t get married, but they
adopted children and taught them the way of living.”
Josephus also mentioned about women. According to him, women were tested for their religious
faith, and then they could get married. However, after having a baby, they couldn’t live together
with their children and husband. Because sexual intercourse was admitted for only having a baby.
Therefore, when they took a bath, men and women wore underwear. The Essenes believed women
caused something bad to happen. Philo also described images of women.
“The Essenes never get married.”
“Women are selfish and jealous.”
“Women tempt men by using their jealousy.”
“Women use a lot of ways to fascinate men and women make men lose control.”
“Women become selfish after having a baby.”
If modern women heard these comments, they would be angry. However these ideas were important
for them to maintain a safe living.
The Unrevealed Secret Document, “Mystic Apocalypse”
As explained above, the Essenes shared their money with everyone. There was an accounting firm
and accountants managed their money and daily products were provided by them. Let’s look at how
they lived austere lives. Josephus' document described the routine of their daily lives. Their day
started with attending worship.
“They worshiped the sunrise, early in the morning.”
They worshiped the sunrise early in the morning. They believed that they would live a wellregulated life when they did it.
“After worshipping, they worked until 11 am. After that, they put on a white robe and cleansed their
bodies with cold water.
Next, they would go to a dining room and eat lunch and go on to sing hymns. After taking off the
white robes, they started working again.
At dinner time, they did the same things as they did at lunch time. They could eat only simple and
uncomplicated meals there.”
And their days ended with attending a worship at night. Josephus also described the registration for
the Essenes.
“Candidates have an examination period for becoming a member of the Essenes.”
“Candidates need to study about the rules of the Essenes.”
“After passing the test, candidates are checked for their patience. And then, they can take a bath
with the Essenes.”
“Two years later, the candidates are permitted to join the Essenes.”
“The candidates swear their faith; to be honest, keep theirs secret and don’t talk about their bible
with other people.”
The candidates who are permitted to join the Essenes teach the rules and the principles of the group
to their children. The children follow the rules for living until 21 years old as an apprentice and gain
some experience. When they turn 21 years old, they can get formal permission to join the group
and they are expected to be an excellent or a respectable member. They consider themselves to be
7

the elite because they are selected by God. Why do they strive to be the elite?
According to Josephus, they follow the rules as believers, they want to show their ability as
members of the group of the prophet. It means that they are the specialists of a prophet. Specifically
about the prophet named Mahenum.
“Mahenum is a prophet and appeared 2 B.C. He preached the precepts of God and told them to the
people.”
“His predictions came true.”
“Herod the Great was impressed with his predictions and he released him.”
“Mahenum recognized the Essenes as a prophetic group.”
Josephus also described the Essenes’ ability of prediction.
“Among the Essenes, some people read bibles and predicted the future.”
“These predictions were based on various thesis, so they were rarely wrong.”
Josephus, being a Roman, it was surprising that he said these things. Because Romans regarded the
Essenes as a lower class. However Josephus had a high opinion of their ability. According to his
writings, you could learn interesting things about them. First, there are a lot of prophets to warn the
Jewish people. Moreover, a group of the Essenes people trained the ability of predictions and
asserted their status as an elite group. Josephus’ “sacred writing” or “monographs” are remarkable.
From above, they were indicating the “Dead Sea Scrolls”, weren’t they?
In fact, there are not only seven documents, but also a document titled the “Mystic Apocalypse“ in
the “Dead Sea Scrolls”. “Secrets” or “mysteries” are words often used in the books. Therefore, it’s
also called “Mystic Apocalypse”. If the Essenes people wrote the “Dead Sea Scrolls”, the “Mystic
Documents” may be describing their means of divination. As Josephus said, if they had attained the
ability of divination, they might have written about the future we exist in today or other
unpredictable things in the book.
What kind of secrets are there in the “Mystic Apocalypse”? We look forward to new information
being released about it.
The Teacher of Righteousness Who Shocked Religious Beliefs
Then, what do monks in Qumran, who were in the core of Essene and also in a group of elite
prophets believe? It seems that there are five objects of worship from analysis.
First of all, it’s the objects against the Law of Moses. They believed that they are as ‘the chosen
one’, ‘the one of the first contract’, ‘one of Law of Moses’, ‘the one who call it Jehovah’ and ‘the
one who devoutly believed in the Law of Moses and take measures to fulfill it’. The Law of Moses
is excessively sacred. The contract of Mount Sinai (the Ten Commandments) is not only a turning
point in history. Moses is a mediator between God and the people. The contract with God through
Moses is undying, sacred and should be strictly followed. The priests and aristocracy brazenly
betrayed it. The monks blame their immoral conduct, but also think they must recover it through
their faithfulness.
Therefore they, as the chosen one, master the law of Moses, and tried to follow it literally. Secondly,
what they believed is David was the “anointed” (Messiah). David’s victory which unified Israel is
the preliminary of Israel’s final glory. Thirdly, they believed in the prophet Elijah. Fourthly, they
believed in the soul of the prophet. Fifthly, they believed in the Teacher of Righteousness. The
Teacher of Righteousness was revered as a person with dignity and his appearance is seen in the
Book of Habakkuk of the Dead Sea Scrolls.
“God told him to write what happens in the end of the world.
However, He was not told about fulfillment of the end.
God notified the Teacher of Righteousness all of mystery of the words by the prophets.”
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Based on the description, it seems that the Teacher of Righteousness is a monk who is well
informed about the ethereal secret mystery through revelation of God. That is, the possibility that
the Teacher of Righteousness led the elite prophets who were chosen by God to Qumran is
extremely high.
If the Teacher of Righteousness was the new prophet who received a secret mystery, they should be
a present who enhances the ability of the elites of the prophecy. Of course, it would be a subject of
reverence. Perhaps, among a list from first to fifth of those elite group of Qumran believers, it is no
doubt that the fifth Teacher of Righteousness is the true leader for them. In addition, the mission of
the Teacher of Righteousness is described as follows:
“Lead them on the road in a way that makes your heart, God notified them that those that would
betray them would assemble in the end of the night, before the end of the world.”
From above, the Teacher of Righteousness also preached repentance of sins and prepared for the
approaching end of the world. Life of cleansing and prayer in Qumran by the religious elite, is
exactly meant to assume the end of the world.
However, by “Dead Sea Scrolls”, the strong enemy which was called “the evil priest” appeared in
front of the Teacher of Righteousness who was believed to be the Messiah for a moment, the
Teacher of Righteousness was exiled from Qumran, persecuted, tortured and martyred. From this
prehistory, can you be reminded of something? Yes, it is a tragedy that struck Jesus Christ. If so, the
Teacher of Righteousness is Jesus Christ. Even it is not, there’s a possibility of there being a
porotype or model. That is a fact that could shake the foundation of the Bible faith. That is why the
“Dead Sea Scrolls” is scandalous material. Who in the world is “the Teacher of Righteousness”?
Is John “the Teacher of Righteousness”?
Who is the Teacher of Righteousness?
The answer to this question cannot be found in the disclosed “Dead Sea Scrolls”. Here’s my original
reasoning for it. To derive the identity of the the Teacher of Righteousness, it is necessary to seek a
person or race who turned against him in history. If one were to succeed in this, the person who
turned against an agonist, that is he can be specified. A person or race who turns against includes the
evil priest and Kittim who appears in the “War of the Sons of Light Against the Sons of Darkness”
from the “Dead Sea Scrolls”.
First, who is the evil priest? Among historical people, the person who turned against the Jewish in
1-2 B.C. was the high priest in Jerusalem, Aristobulus II. He was a notorious high priest who ruled
over the Jewish country for three years (67-63 B.C.). He was arrested in B.C. 63, imprisoned in
Rome by Pompey. Once he succeeded in escaping and went back to Palestine, but got caught again
and sent back with fetters. After that, in B.C. 49, the supporter for Pompey poisoned him in prison.
To assume that the evil priest is Aristobulus II, this coincides with a document. There’s a phrase in
the Book of Habakkuk.
“This meaning relates to Absalom’s house and its party’s people. They kept silent about the Teacher
of Righteousness’ punishment, and didn’t help him against people who spoke lies. These deceitful
people ignored the law in all of congregation. ”
According to Josephus' description, Aristobulus II had an uncle named Absalom and he got married
to Absalom's daughter. If I assume that “the evil priest” was Aristobulus II, the Teacher of
Righteousness can be the Judah the Essene. However, if Judah were such an important person, it’s
much too blunt even though Josephus mentioned “he is a leader, teaching people in the shrine and
predicting the future.”
Guessing from this point, it seems that Judah didn’t play an important role. In other words, there are
too few signs to assume that Judah is the Teacher of Righteousness. From another viewpoint, what
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about another clue, the enemy, Kittim, originally means 'the residents' in the city of Cyprus.
However, Jewish posterity vaguely thinks it means “neighbor of the Mediterranean Sea”. They
widely used it for people in Macedonia, islands in the east, and even Italians. He describes the
Kittim people in the “Book of Habakkuk” below,
“Agility and bravery in battle.
A root of fear for the nation.
Scoff at great people.
Scoff at the king and lord.
Despise the nation’s ford.
Beset it.
Ruin it.”
Furthermore, their leaders were responsible for various brutalities. The description is below.
“They disappear one after another. After plundering, they imposed heavy taxes, killed many people;
youth, adults, elderly, women and infants. They don’t even have sympathy for unborn babies.”
All of the descriptions like this apply to Roman soldiery. The leaders disappearing one after another
could describe the situation in a civil war when an administrator and general change all the time. In
addition to that, there was the description, “eat the nation just like an eagle”.
To assume that Kittim is Roman, 1 B.C becomes obvious, Then, there is an opportunity that the
Teacher of Righteousness could be the Judge of the virtuous, Onias as well. However, there is not
so much evidence if this person is the Teacher of Righteousness. So, who is the Teacher of
Righteousness? Is it Jesus Christ himself after all? However, there is about one century between
the Teacher of Righteousness and Jesus Christ. To assume that the Teacher of Righteousness = Jesus
Christ is impossible from the view point of age. Now let’s see the conditions for the Teacher of
Righteousness once again.
- He actually exsisted in 1 or 2 B.C. and was a high priest of the temple.
- He created the religious group based on the new Messiah contract and taught the law.
- He led his disciples and taught them his own prophecy.
- He spoke martyrdom prophecy of the group and taught people to pray for the upcoming era of the
Messiah.
Based on these descriptions, the Australian scholar, Barbara Elizabeth Thiering, presented a new
hypothesis in Jesus Of The Apocalypse in recent years:
“The Essenes were exiled to the land of Qumran after 2 B.C, an earthquake destroyed Qumran in 31
B.C., and they were revived by the Teacher of Righteousness from Jerusalem in 26 B.C.”
If this Thiering’s hypothesis was correct, one person as the Teacher of Righteousness comes to mind.
John appears in the New Testament. John is the person who succeeded in solving Isaiah the
Prophet's mystery of words and told people, “Repent, for the kingdom of heaven has come near.”
Besides, he was known for wearing clothing made of camel hair and tied a leather belt around his
hip. He ate locusts and wild honey and denounced The Pharisees and The Sadducees aggressively
saying, “Such a pit viper. How dare you think you can escape the imminent wrath of God.”
Does John, who is described in the New Testament, and the Teacher of Righteousness, who reported
the words of God powerfully and led people to the wilderness, look very similar? However, if we
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assume that the Teacher of Righteousness is John, his violent mood doesn’t match the image of the
Essenes' community of “the palm tree as a companion, peace-loving community” which was written
by Plinius. Perhaps, the Essenes which was observed by Plinius is from the age of the ascetic and
peace. After that, it may have completely changed into an extreme denomination which did not
hesitate to fight in order to report the words of God. The point that Barbara E. Thiering states about
it being revived by the Teacher of Righteousness might be this one.
Interpreting this hypothesis leads us to believe that the Teacher of Righteousness = John.
Due to this, Jesus Christ, who got baptized by John, must be related to the newly-transformed
Essenes. Jesus Christ cannot have existed without the newly created Essenes (Qumran Community)
and being its leader as the Teacher of Righteousness, John.
Early Christian Church = The Qumran Community
So far, we have compared the Qumran Community and the Essenes to research who is the Teacher
of Righteousness which resembles Jesus Christ on the basis of the historians of the description in
B.C to A.D. In conclusion, the scheme of “Qumran Community = the Essenes reborn as hard-liners”
comes to mind.
To continue the inference, there needs to be a scheme of “hard-liner Essenes = early Christian
church (primitive Christian church group)” being established by contrasting both characteristics of
denominations. Also, if it is established, the scheme of “Qumran Community = early Christian
church” is also established, and Jesus Christ is a member of Qumran Community, and who he was,
also becomes clear. To assume, if these assumptions are right, we will follow the common points of
characteristics between the Essenes and early Christian church. First, the common point is the
number twelve. The Essenes use the word “plurality” to describe themselves as a denomination. In
early Christian church, they represented the number twelve as numerous. At the same time,
“twelve” is the number which represents twelve tribes in Israel. The ancestor of Jews, Abraham’s
grandson had twelve sons--twelve tribes.
These twelve tribes divided into the South Kingdom of Judah and the North Kingdom of Israel
which consisted of the other ten tribes, after King Solomon, who built a golden age for the Jewish
people, died. The tragedy of Jewry started from this, because the South Kingdom of Judah finally
could declare the founding of Israel in 1948, after suffering a number of persecutions. The North
Kingdom of Israel, which consisted of ten tribes, disappeared from history. Now the ten tribes are a
phantasmal presence. However, Jews believe that one day the lost ten tribes will appear from
somewhere, unified by the two tribes, become “twelve” again and enjoy a golden age as they did
under King Solomon. In conclusion, for both denominations, “twelve” is a common number which
means “totality”, “plurality” and “completion”. The second common point is the order “all is
common property” for both denominations. In the case of the Essenes, the trustee manages any
properties in a common storage and paid any expenses from this storage. How about the case of the
early Christian church? Jesus Christ’s words from “The Old Testament” and “Deuteronomium ”
give a hint.
“Go and sell all of your own property. Then give them to poor people.”
Jesus Christ might state that people should join a denomination such as the Essenes (who were
poor) and give all of their wealth to the communal fund. Both denominations provide severe
penalties for fraud of common properties. In the Essenes, they provided that “whoever swindles a
person out of common property and reduces the property must return all of it.” Moreover, the early
Christian church provided a more severe penalty.
An example can be seen in the story of Ananias and his wife, Sapphira. Peter, who knew Ananias'
injustice, gave warning by saying, “Do whatever if you think it’s yours. However, if you pretend to
comply with the rules and give it to common property…” Ananias is is said to have lied to God.
Besides, Ananias died early and his wife, Sophilia, who fell into the fear that God abandoned them,
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succumbed to the same fate a few hours later. Judging from this dramatic story, defrauding common
property not only resulted in excommunication in early Christian church. The third common section
is a conciliation act of dispute. For both denominations, when a peer was charged, at first the
defendant and plaintiff discussed the situation one-to-one. Additionally, three witnesses were
brought forward and joined the discussion. When it was still not resolved, a council was involved.
Moreover, just before the council made a final decision, the defendant and plaintiff had a thorough
discussion again. In addition to that, only the council had the right to decide to excommunicate
someone. The fourth common section is the presence of the ritual of baptism.
It is not clear that the early Christian church was partaking in bathing everyday like the Essenes,
there is no big difference in it anyway. The fifth common section is, the Messiah existed in the
denomination. The Messiah in the early Christian church was Jesus Christ and he was the only one.
However, perhaps, there was a possibility that some people were integrated into one person during
the developiment of the early Christian church. The sixth common section is that both
denominations were conscious as a new denomination. People in the Essenes were conscious as the
“chosen ones”, prescribed as a new contract with God. Members of the early Christian church were
also conscious as having a new contract through their return to the law of Moses, returning to the
Ten Commandments. The seventh common section is, the presence of “Holy Communion”. “Holy
Communion” in the Essenes is described as below.
“Even though the table is prepared, wine is mixed and ready to drink, no one is supposed to start
eating bread or drinking wine before the High Priest does. Then, the Messiah in Israel reached for
bread. Then the whole congregation gave their blessing depending on their class. Also, when at least
ten people gathered, they had a meal according to the ritual.”
This exactly embodies Christ's Last Supper. There are still common points. It is the idea that the
world is heading toward a terrible revolution, and after that the kingdom of God comes by the hand
of the “anointed one”. The battle of the children of light and dark happens and the last judgment
would be made soon. Both denominations have basically the same outlook on the world. We
considered eight common sections until now, and from these common points, it seems that the
opinion that “the Essenes = the early Christ church“ is correct. That is, the theory that the “Qumran
Community = the Essenes = the early Christ church” is established.
The City Called Nazareth Which Didn't Exist in a Historical Evidence
As we have seen so far, it seems that the Essenes and the early Christian church are the same root of
the stem. In Matthew of the New Testament Book, Jesus Christ is described like this below.
“This man is dangerous and a riot of mastermind. Furthermore, he is a leader of the community of
Nazareth.”
However, in the researchers’ consensus, the city, Nazareth, does not exist in any historical evidence.
Then, where was Nazareth of Galilee which is Jesus Christ’s birthplace?
Unfortunately, there is no word for Nazareth in the Old Testament. Is Nazareth a fictional town? If
that is the case, how about thinking that Nazareth is a synonym of Galilee. This is not my subjective
assumption,
The Essenes in Galilee are sometimes called the People from Galilee or Nazareth. In addition to
that, how about thinking that Nazareth is not the name of a town, but instead a monastery or
institution for people from Galilee, such as the Essenes. Also, some scholars state that the word
“Nazareth” means a lookout tower. Now we would like you to remember that there was a short and
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thick tower in Khirbet Qumran. If this tower is a lookout tower which characterizes the area in
which the denomination lived, Nazareth connects to the Essenes in this hypothesis. Was Jesus
Christ in a monastery of Qumran denomination after all? Was he crucified?
From the scheme of “Qumran Community = the Essenes = the early Christian church” that we have
discussed above, it seems that the image of Jesus Christ can be pictured in the scheme. That is, in
the conclusion, the image of Jesus Christ in the Dead Sea Scrolls is the same as the one which was
drawn by the Christians in the New Testament book. In fact, we cannot conclude so easily.
Because there is a slight difference between the image of Jesus Christ in the Essenes and the one in
the New Testament. For example, people were forced to strictly comply with the rank or hierarchy
in the Essenes. Jesus Christ ignored it.
Besides, in the Old Testament, it says, “An eye for an eye. A tooth for a tooth. A hand for a hand. A
foot for a foot. A burning for a burning. A wound for a wound.” But Jesus Christ says “Love your
enemies.”. He also says “Whosoever shall smite thee on thy right cheek, turn to him the other also.”
Those words do not describe Jesus Christ as a violent revolutionist. However, we should not forget
about the next following points. Between the Essenes and the early Christian church, there are
surprisingly many things in common, such as organizational structure, rules, rituals, and the
Messiah Long-awaited Theory. It is certain that Christianity was born from Semitism. Additionally,
the Teacher of Righteousness surely existed. When Jesus Christ appeared, people around might
accept Jesus Christ as the Messiah who imitated the Teacher of Righteousness who truly existed.
Furthermore, John who baptized Jesus Christ, might have encouraged him to become “Jesus
Christ ” which appeared in the bible.
Either way, we cannot elucidate the mystery of who Jesus Christ is. The discussion about it can be
solved by seeing his substance in the next chapter.
The Note of The Teacher of Righteousness 2
6. Now, to consider the personality of the Teacher of Righteousness in the Dead Sea Scrolls, I will
introduce the following important sentences from The Meaning of The Dead Sea Scrolls by A.
Powell Davies:
Chapter 4. The Essenes and Jesus Christ, Who is the Teacher of Righteousness?
As we have now seen, the Jewish religious party with which the Qumran sect was connected—and
which it may have created—must be viewed as a movement whose development, like that of all
other movements known to history, produced changes and variations. If we regard the Qumran
monastics as the norm, Essenic belief and practice in other places may have differed from it
considerably. Since, however, there is every likelihood that the Dead Sea Sect, which had chosen
the wilderness rather than cities for its habitation, was ruggedly clinging to the more rigorous rules
of the order, striving thus to maintain its doctrines and pieties undiluted, its scriptures are the surest
sources that we have for understanding what was at the heart of the entire movement.
What, according to these scriptures, did the monastics of Qumran believe? First and foremost, they
believed that they belonged to a chosen people, the people of the first covenant and the Law of
Moses, and that Jehovah had called them to be an “elect” among this people, “returning” to the Law
of Moses and fulfilling it in every way. So sacred was the Law of Moses that, according to the
Damascus Document, it could not be mentioned in an oath. Sinai was not merely a turning point in
history but a cosmic intervention through which Jehovah had made an everlasting covenant with the
Children of Israel, the provisions of which must be sacredly honored and solemnly obeyed. This
obligation, the priests and rulers of Israel had shamefully betrayed. The monastics, although
condemning this betrayal, must also “redeem” it by their own faithfulness. It was thus their constant
study to understand the Mosaic Law precisely and obey it literally.
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Second, they believed that Jehovah had consolidated his promise in the reign of David, his
“Anointed One.” David's victories were the foreshadowing of the final triumph of Israel. David
himself was the Sacred King of whose lineage the “Anointed One” that was to come would be
derived. With David stood Zadok, the first and holiest of the high priests of Jerusalem. The priests
of the monastics were “descended” from Zadok, the true Zadokites who had followed righteousness,
and were sharply at variance with the evil Zadokites (Sadducees) who were profaning Jehovah's
altars, amassing unrighteous wealth, making wars of spoliation to steal the fruits which came from
the labors of the needy. Whether all the priests of the sect were “Levites” as well as Zadokites or
precisely how priests were selected is not clear; the relationship of the priesthood to Aaron, the
brother of Moses, who was the first Jehovistic priest, is also not plain. But Aaron was certainly
regarded as an exalted figure, and whether literally or in symbolism, was closely connected with the
“Anointed One” (or “Ones”: more than one Messiah may have been expected) who was eagerly
awaited.
Third, they believed in a prophet to come, either Elijah or patterned upon Elijah. This was in any
case a widespread Jewish anticipation and had been so for some time. When Judas Maccabeus tore
down the defiled altar of the Temple upon which Antiochus Epiphanes had offered swine-flesh, he
did not know in such unprecedented circumstances what it was ritually appropriate to do with the
polluted stones and so ordered them laid up “till a prophet should rise to say what should be done
with them.” There are many other references to decisions which must await this prophet, was that of
preceding and preparing the way for the “Anointed One.”
Fourth, the Qumran community was deeply imbued with the spirit of the prophets, the Amos who
said “Let justice roll down like waters,” the Isaiah and Jeremiah who had promised that Jehovah
would bring salvation when his people returned to righteousness. All of the “written” prophets are
represented, it is believed, in the fragments recovered from the caves; and, of course, two of the
Scrolls are of the book of Isaiah. It is from the prophets that the great ethical impulse came which
moved the sectarians to justice and benevolence in their relations with each other and towards the
righteous outside their community. The “evil ones” they felt bound to hate, and this, too, we must
acknowledge, can be supported from the prophets, for Jehovah and depicted as a God of wrath
when his will was not obeyed.
It must also be remembered that it was the prophetic movement that had produced the book of
Deuteronomy, which the monastics regarded as a book of Moses. The prophetic message was
therefore represented in the Law as well as in the books that the prophets had written.
Fifth, it is clear that the Essenic movement had joined in a “New Covenant” (which, it may be noted,
is synonymous with “New Testament”), apparently at Damascus. Or, if the entire party was not
included in this particular enactment of the new covenant, the sect that wrote the Damascus
Document most certainly was. In any case, it is a covenant to return to the law of Moses, guided,
however, by a Teacher of Righteousness, “the priest into whose heart God put wisdom to explain all
the words of his servants, the prophets,” and who also had predicted “all the things that are coming
upon his people and his congregation.”
The Teacher of Righteousness, to whom the sect ascribed such extraordinary authority, was first
introduced to the modern world when the Damascus Document was published (1910). In this
document he is called both a “Teacher of Righteousness” and a “Unique Teacher,” and there is a
further reference to one “who shall teach righteousness at the ending of days.” When the Habakkuk
Scroll was published, it was at once noticed that there are no less than seven direct references to a
Teacher of Righteousness as well as a reference to a priest “into whose heart God gave wisdom” so
that he possessed a foreknowledge of the future.
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Who was this Teacher of Righteousness? Unfortunately, there is no sure way of identifying him, and
the attempt to do so has led to considerable controversy. Scholars have contended that the question
hinges upon the answers to two other questions: Who were the Kittim? And what historical
personalities of the second and first centuries B.C. fit the description of the Teacher and his
persecutors, the Wicked Priest and the Man of the Lie?
The word Kittim, which may have meant originally the Greek and Latin peoples from the
Mediterranean islands, came to be applied to any dominant military power from the west, and the
mention of the Kittim in the Habakkuk Scroll may therefore be interpreted as meaning the Seleucids,
who were Greeks, or the later invading Romans. If the former were intended, the Scroll relates to
the second century B.C., and if the latter, to the first century. The date of the Teacher of
Righteousness would thus be fixed in either one century or the other if we could know who the
Kittim were. At the time of this writing, the question has not been settled, but the weight of opinion
is in the direction of the Romans.
Another possible clue in identifying the Teacher of Righteousness would be any strong indication as
to who the Wicked Priest and the Man of the Lie might have been. Among the dramatis personae of
the second and first centuries B.C., the available figures to fill these roles (or role: the Wicked Priest
and the Man of the Lie could have been one person) are extraordinarily numerous. It is almost
incredible that so many unconscionable rascals should have occupied positions of power within so
short a period.
When it comes to the possible candidates for the role of the Teacher of Righteousness, the field is
much sparser. Onias , the high priest deposed and banished by Antiochus Epiphanes, has been
suggested, in which case his rival, Menelaus, who persecuted him, would be the Wicked Priest. If
Aristobulus , of the turn of the century, is adopted as the Wicked Priest, the Teacher of
Righteousness might have been Judah the Essene, whom Josephus describes in divining the future.
If, however, Judas had so prominent a role in history, why does Josephus say no more about him?
Or was he prominent only in the annals of the Essenes?
One of the most persuasive of the theories is that the Teacher of Righteousness was Onias the
Righteous, who, according to Josephus, was stoned to death in 65 B.C. In this case, the leader of the
Sadducees could be called the Wicked Priest and the leader of the Pharisees the Man of the Lie,
since both parties were opposed to Onias and both seem to have blamed his martyrdom on the order.
It must be admitted that the problem of identification is difficult and elusive, and also extremely
technical. The general reader will find the utmost difficulty in following the theories advanced by
the various scholars, although he may admire the skill with which they demolish each other's
hypotheses. The truth is that, at least at the time these words are written, there is no conclusive way
of identifying the Teacher of Righteousness.
Did he then exist? It cannot seriously be doubted. The fact that there is no account of him by secular
historians is no more impressive in his case than in that of Jesus. Was Jesus himself the Teacher of
Righteousness? The possibility has been considered but has had to be discarded; the Teacher and
Jesus are separated by at least a century.
What we can be reasonably sure of is that the Teacher of Righteousness was a priest, perhaps a high
priest of the Temple, who lived in either the second or first century B.C., probably the latter, and
who led his followers into a new Mosaic covenant, forming them into a religious order, instructing
them in the meaning of the scriptures, adding his own teaching and his prophecies, and remaining
the martyred prophet of the order, adored and venerated and expected to play a part in the Messianic
age of the future.
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At this point, it should be remarked that we might know a great deal more about all these matters if
a copy were found, or even sizable fragments, of the book “HGW” which is mentioned in the
Damascus Document and the Manual of Discipline as a text of high value. This mysterious missing
scroll has aroused much speculation and appears to be the key which, if we had it, would unlock the
door to some of the secrets that still tantalize us.
The Note of The Teacher of Righteousness 3
7. According to 5, the Teacher of Rightrousness might have been John the Baptist; however, the
person might have been Judah the Essene or Onias the Righteous as well. Most of biblical scholars
consider Onias as the one, but some of them insist Jacob might have been the Teacher of
Righteousness.
The Teacher of Righteousness is the Only One Good Person in the Biblical World?!
8. In my opinion, frivolous biblical scholars, except the authors I referred to in this paper, and their
dishonest opinions shouldn't be accepted. I mean, the Bible is nothing, but evil documents such as:
(1) The Old Testament:
documents about brutal slaughters involving sacrificing different ethnic groups, which is called
han-ai meaning burnt offering.
(2) The New Testament:
documents about desires and maltreatments by sacrificing different ethnic groups, which is called
han-sai meaning burnt love.
The Old Testament is based on stories killing different ethnic groups, covering up the truth by
showing the brave, magical episodes of a murderer, Moses, and the New Testament is based on
brutal documents called the Gospel conspired by swindlers, Paul and Luke, and it is proven from
the following bible verses:
Now a man named Ananias, together with his wife Sapphira, also sold a piece of property. With his
wife’s full knowledge he kept back part of the money for himself, but brought the rest and put it at
the apostles’ feet. (Acts 5.1-2)
Then Peter said, “Ananias, how is it that Satan has so filled your heart that you have lied to the Holy
Spirit and have kept for yourself some of the money you received for the land? Didn’t it belong to
you before it was sold? And after it was sold, wasn’t the money at your disposal? What made you
think of doing such a thing? You have not lied just to human beings but to God.” (Acts 5.3-4)
When Ananias heard this, he fell down and died. And great fear seized all who heard what had
happened. (Acts 5.5)
About three hours later his wife came in, not knowing what had happened. Peter asked her, “Tell me,
is this the price you and Ananias got for the land?"“Yes,” she said, “that is the price.”Peter said to
her, “How could you conspire to test the Spirit of the Lord? Listen! The feet of the men who buried
your husband are at the door, and they will carry you out also.”At that moment she fell down at his
feet and died. Then the young men came in and, finding her dead, carried her out and buried her
beside her husband. (Acts 5.7-10)
(3)
These verses are the truth of the Gospel based on Christianity and they proved maltreatments were
hidden in the New Testament because...
This couple was trying to join the Church of Christ by selling land belonging to the Jewish. If the
disposal and donation of all property is the qualification to join the group, the punishment that the
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couple who cheated the money weren't allowed to join was enough and they didn't deserve to be
killed; therefore believers who knew this were terrified.
Then, who gave the death to the couple, God or Peter? If it's done by God, we can say he's not a
savior, but a God of anger and jealousy and it's the same as Yahweh in the Old Testament against
the New Testament.
Jesus Christ betrayed and tricked himself, but didn't condemn people to death. Why was Peter given
the authority to give the punishment so harsh as death, although he was nothing, but the most
faithful disciple of Jesus Christ? As long as Pope was originated with Peter, what Peter said and did
was the origin of Christianity and who gave privilege and authority to Peter but the swindlers, Paul
and Luke, who trumped up Acts.
(4)
Christianity is the religion of salvation of love, teaching us to “love our enemies”. In that case, the
couple who cheated the money shouldn't have been killed. According to the episode about Ananias
and Sapphira in Acts, I have to say Christianity is not the religion that loves and accepts enemies
but the religion that tries to slap both cheeks. It's no wonder I can say that Christianity is based on
documents about desires and maltreatments. In addition, the truth of Jesus Christ is John the Baptist.
The Requirements of The Teacher of Righteousness and Remarkable Sentences
9. Each sentence from 7 books I referred to are matched with each other and brought philological
verification. Now, I'd like to organize the requirements of the Teacher of Righteousness.
(1)
The Book of Daniel described Lars (secret things) and Pesher (interpretation) and these words are
also mentioned in the Qumran Texts. The person who organized the wisdom of God was the
Teacher of Righteousness in the Qumran Community and Jesus Christ in primitive Christianity.
(2)
The Wicked Priest who killed the Teacher of Righteousness drove him to death....and God will send
violent people in the countries in order to execute the Wicked Priest because he will never be
forgiven.
(3)
- He actually exsisted in 1 or 2 B.C. and was a high priest of the temple.
- He created the religious group based on the new Messiah contract and taught the law.
- He led his disciples and taught his prophecy.
- He spoke martyrdom prophecy of the group and taught people to pray for the upcoming era of the
Messiah.
Following these sentences, I'd like to introduce the following sentences referring the real image of
the Teacher of Righteousness from The Fourth Philosophy based on Josephus by Yuzo Arai:
First, we have to consider the Ezakias Movement occured in Galilee around 47 B.C.: Ezekias is a
father of Judah from Galilee and also a father of another Judah who caused the rebellion in Sepolis,
Galilee after the death of King Herod, and these Judahs are considered the same according to
Flavius Josephus's The Jewish War and Jewish Antiquities. In the meantime, some people have
objections to what they're saying. According to Josephus, Ezekias was a leader of the local bandits
and had a lot of subordinates in Syria. After Herod came to Galilee as a governor, he was captured
and executed with his people. Herod was summoned because his Ezekias execution was a deviant
act. After that, Herod was against the decision with his soldiers and killed a resresentative as his
revenge. In his works, Josephus blamed Zealots and Sicarii because they actually destroyed and
collapsed temples and put people in danger in Jerusalem, so he suggested that Ezekias was not a
bandit but a political revolutionary, perhaps with Messianic aims and as a nationalistic, underground
political agitator, and in some circles a national hero in the tradition of Judas Maccabaeus himself.
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The Ezekias Movement was considered as the movement by people in Galilee against the reign by
Herod and they seemed to consider Ezekias as the same as the Messiah. Also, he is recognized as
the Messiah by Hillel according to the rabbi tradition. There are lots of opinions about the relevancy
of Ezekias and the Messiah.
All About The Dead Sea Scrolls and The Teacher of Righteousness
10. According to the paper written by Yuzo Arai, he seemed to mainly focus on Judah from Galilee
and his father, Ezekias, was not well-inspected. However, Ezekias referenced by the author seems to
be matched completely with the requirements of the Teacher of Righteousness.
(1)
The Book of Daniel described Lars (secret things) and Pesher (interpretation) and these words are
also mentioned in the Qumran Texts. The person who organized the wisdom of God was the
Teacher of Righteousness in the Qumran Community and Jesus Christ in primitive Christianity.
That is to say, both Jesus Christ and the Teacher of Righteousness could be the Messiah. In that case,
Ezekias could also be the same.
(2)
The Wicked Priest who killed the Teacher of Righteousness drove him to death...and God will send
violent people in the countries in order to execute the Wicked Priest because he will never be
forgiven. This situation could be matched with what Ezekias encountered.
The person who executed Ezekias was recognized as Herod, but he was nothing but a young
governor in Galilee and the actual person who had authority was Hyrcanus of Hasmonean
Dynasty. Meaning to say, the Wicked Priest who killed the Teacher of Righteousness could be
Hyrcanus .
Herod was summoned because of his arrogation, but was allowed by Hyrcanus without being
punished; however Hyrcanus ended up being killed by Herod and it seems to be related to, “God
will send violent people in the countries in order to execute the Wicked Priest because he will never
be forgiven.”
(3)
- He actually exsisted in 1 or 2 B.C. and was a high priest of the temple.
- He created the religious group based on the new Messiah contract and taught the law.
- He led his disciples and taught them his own prophecy.
- He spoke martyrdom prophecy of the group and taught people to pray for the upcoming era of the
Messiah.
On the basis of those sentences, we can also say Ezekias could be matched with to according
to the following sentences:
Ezakias was a high priest killed by Herod because of the conspiracy by Hyrcanus
Ezekias created the Qumran Community based on the new Messiah contract

.

and taught the law.

Ezakias led his disciples and taught them his own prophecy.
Ezekias spoke martyrdom prophecy of the Qumran Community and taught people to pray for the
upcoming era of the Messiah. Then, Ezekias exerted his own influence on his descendants, such as
his child, Judah and his philosophical party, his grandchildren, Jacob and Simon, his great
grandchild, Eleazar and his Sicarii party and showed his justice to the entire Roman Empire as their
Messiah or the Teacher of Righteousness until corruption of the Temple in Jerusalem. In addition,
his grandchildren were John the Baptist's first disciples named Jacob and Peter.
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Tribute to My Conviction Regarding The Teacher of Righteousness
11. In my former work, The Truth about the Bible - han -, I foretold that the Teacher of
Righteousness must be Ezakias according to the following inspirational works by the remarkable
experts, such as The Book of Daniel and the Qumran Community by Frederick Fyvie Bruce, The
Teacher of Righteousness and the Dead Sea Scrolls by Bette Stockbauer, The Sealed Truth of the
Dead Sea Scrolls by Kenneth Von Pfettenbach, The Meaning of the Dead Sea Scrolls by A. Powell
Davies, The Fourth Philosophy based on Josephus by Yuzo Arai, and more. I'd deeply like to be
thankful for having the opportunity to know these inspirational works.
Furthermore, some expert encouraged me by saying, “Your identified paper, Ezekias, combined
meaningful sentences from some works by important biblical scholars/experts just like creating
stained glass artwork and ended up finding the interesting truth that the Teacher of Righteousness =
Ezekias. It's an act worthy of special mention and you have to respect their exploits.” I
wholeheartedly agree with him and would like to thank the inspirational authors I quoted for my
paper.
Including 1. The paper that made me convinced of the truth of the Teacher of righteousness,
Fourth Philosophy based on Josephus by Yuzo Arai
Including 2. Chapter 12. The Acts of the Apostles and Chapter 16. Paul - Roman Agent or
Informer? from The Dead Sea Scrolls Deceptions by Richard Leigh and Michael Baigent
Including 3. The Identity of Jesus Christ
Including 4. Moses who was killed by God

We are all family under one Earth.
True love is mercy and guardianship towards the four inevitables in human life: birth, aging,
sickness, and death. By Hijiri Shimon

Teaching of Love
The Teacher of Righteousness: Ezekias
The Religious Sect of Righteousness: Hijiri Shimon
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