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古代近東考古学の巨匠、Ｗ．Ｆ．オルブライト―

不
ふせいしゅつ

世出の天才と言われていたが、彼はこう言った :

「理性的な信仰をさまたげうるようなものは何一つ発

見されず、個々の神学上の説を誤りと断定するものも、

全く発見されなかった。……聖書の言語、その民族の生

活と慣習、その歴史とその倫理的・宗教的な表象はすべ

て、考古学上の発見によって数倍も明確にされている」。

また、「聖書の中の問題となっている大きな点は、全部

歴史的であると証明されている」とも述べている。

三笠宮 崇
たかひと

仁殿下（大正天皇第四皇子、今上陛下の叔

父上）―三笠宮崇仁親王は日本におけるオリエント研究

の第一人者として知られ、数多くの著書・論文を発表し

ている。

｢ 私は戦時中に敵を知ろうと、キリスト教を調べ聖書

にぶつかった。初めは文明を誇る白人がなぜこんなもの

を信じるのかと笑ったが、聖書が歴史的事実と知ったと

き、聖書から離れられなくなった ｣（※三笠宮殿下は、古代オリエントを専

門とする歴史学者として有名です。この言葉は殿下がなぜ歴史を学ぶように

なったかについて述べたときのものです。）

ある著名な聖書学者は「諸国民の起源について信頼すべき記録は、ただ聖

書の中にのみ見いだされる。人間の自負心や偏見に汚されない人類歴史の記

録は聖書の中にだけある ｣と言っている。

聖書を信じる現代の考古学者たちは、聖書の記述を証明しようと懸命

に働いている。地は口を開いて証をしている。現代人よ、過去も未来も

見ないで、行く先、目的地も知らずにただ欺瞞に振り回されて忙しく活

動するのでなく、時には立ち止まって過去の声に耳を傾けようではない

か。そうすれば未来が見えてくるであろう !

聖書が最古にして、最も正確な書であることを知るとき、その中に

ある幸福の道についての教えも全く信頼して良いのではないか？

サンライズ ミニストリー

〒905-0428　沖縄県国頭郡今帰仁村今泊1471

Tel.0980-56-2783／Fax.0980-56-2881
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考古学的諸発見―聖書を実証
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1987年６月20日、トルコの政府が新しいノ

アの箱舟国立公園を設立した。これはアメ

リカ人、ロン・ワイアットと彼の同僚によ

る10年間の調査結果に基づいて政府委員会

が決定した。

航空調査写真

によってアララ

テ山地の一角に

舟の形をした物

があることが明

らかにされた後、

1950 年代後期に

初めてこの場所

が注目されるよ

うになった。

当初は専門家たちによって退けられたけれども、

ロン・ワイアットとその仲間は、約 10 年間この場

所の大規模な調査に着手した。

表面下のインターフェースレーダースキャナー、 

金属探知機や穿
せ ん こ う き

孔機のような機械を使用した結果は

目を見張るようなものであった。海抜 6,300 フィー

ト（約 1,900 ｍ）のところにうずめられたのは、人

工の建造物、つまり巨大な舟の残骸で

あった。

現場でデータを調べた後、「トルコ考

古学者の長老」と呼ばれているエクレ

ム・アクルガル教授が言った：「…それは舟だ、古

代の舟だ…それは保存されなければならない。」

ワイアットの研究結果にはトルコの科学者と考

古学者たちから真剣な関心が寄せられた。その結果、

政府高官の委員会はすべての証拠を検討するために

会合を持った。公式の結論は、その現場には確かに

伝説のノアの箱舟の残骸があるということだった。

その結果、そこは、新しい国立公園として制定され

た。

当然ながら、トルコ政府の結論は学会のある者の

抵抗にあった。なぜなら、この発見は広く影響を与

えるからであった。しかしながら、あふれるほどの

証拠は、今日まで多くの者が探してきた伝説のノア

の箱舟の残骸の現場として、一貫してこの場所を指

し示していた。

トルコ、エルズルムアタテュルク大学のサリー・

ベイラクツタン博士は、この場所の調査を続けて多

くの証拠を収集している。

今やこの発見の歴史、そして東トルコにおける現

地の調査研究の結果を詳しく説明する文献が手に入

るようになった。

2　ディスカバリー・タイムズ

    「これはノアの箱舟だ」
       トルコ政府承認
　

金属探知器によって規則的なパターンで鉄に反応しているところに

テープが貼られている。人間が作った巨大な建造物の残骸がこの現

場にあることが確証された。

ノアの箱船

ノアの箱舟―ロン・ワイアットと政府の科学者

らによって現場調査がなされて確証された
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1959年、定期的に自国の航空写真

を調べているとき、トルコの陸軍

大尉ラハーン・ドルピナールは右

の写真にあらわされているような

形のものを見つけた。

アララテ山地の一角に、野球場

よりも長い戦艦サイズの船の形を

した物体が、標高 1,900 メートル

の場所にあった。

オハイオ大学の写真測量の専門

であるブランデンバーガー博士が

興味を持った。ブランデンバーガー

博士はケネディー大統領時代に、

キューバのミサイル基地を発見した人であるが、写

真を注意深く研究して言った：「この物体が船であ

ることにはいささかも疑いはない。立体写真でこの

ような物体を見たのは生まれて初めてだ」。

1960 年、９月にこの写真が「ノアの箱舟？」と

題してライフ誌（アメリカの有名な雑誌）に公表さ

れた。同年、ラハーン・ドルピナール大尉に伴われ

たアメリカのグループがその場所を１日半探索した

が、表面的な調査は何の期待される物も見つけるこ

とができなかった。彼らは発掘はしたが、「考古学

的に何も価値ある物ではない」と結論を下した。但

し、彼らの判定は全員一致したものではなかった。

17 年後の、1977 年、ロン・ワイアットがそこを

訪れた。公式な許可を得て、ロンと他の者はもっと

徹底した調査を数年の間行った。金属探知器、表面

下レーダースキャナー、実験室での検査、そして化

学的分析などを用いた彼らの調査は驚くべきもので

あった。証拠は否定できなかった。

1986 年 12 月、科学者、

外務省やアタテュルク大学

からの調査団が下した結論

は、これこそ伝説の箱舟の

残骸だということだった。

彼の功績が認められて、ロ

ンは 1987 年６月 20 日の新

しい国立公園設立の開会式

にスペシャルゲストとして

招待された。

　ディスカバリー・タイムズ　3

標高1,900メートルに
      埋もれていたノアの箱舟発見！
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ドローグ石（バケツ形海錨）―いくつもの石の錨が箱舟の近くから発見

左：ロン・ワイヤット↑

オハイオ大学、ブランデンバーガー博士は「この物体が船であることにはいささかも

疑いはない。立体写真でこのような物体を見るのは生まれて初めてだ」と語る。

ノアの箱船
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この場所から取り出された化石化した甲板の材木が合

板であることが分かった。

テネシー州ノックビルのガルブライス実験室でのテス

トによると、そのサンプルは 0.7％が有機炭素で化石化

した木であることが分かった。この標本はかつて生きて

いた物質であった。

そのサンプルの薄い部分は三つの層から成っている。

それはほんとうの合板（張り合わされた木）であったの

だ！

張り合わせの石化された木が発見されたことはかつて

なかった。このサンプルは世界において

全くユニークであり、箱舟の建設者たち

の方法は非常に発達していたことを表し

ている。このタイプの木―合成された木

のこと―を創世記で「ゴフェルの木」（欽

定訳、新改訳、新共同訳）と言っている

のかもしれない（口語訳ではいとすぎの

木 )。

レーダーと他のテストは石化が進んだ状

態と崩壊した状態を示している。

上部二段の甲板は崩壊し、図にあるよ

うに瓦礫が船底にたまっていることを示

している。レーダーは船体と船底はかな

りよい状態で保存されていて、なお空洞

の部屋があることを示している。

その建造物の全体の長さ、幅、側部を表面下レーダー

スキャナーで走査した。

地中を貫通するレーダーは非常に詳細に、金属探知器

と同じような模様を示した。そしてレーダーは更なる驚

くべき情報を与えてくれたのだ。壁、空洞、出入口（前面）

とランプ（傾斜路）がスキャナーに反応したのだ。船首

の近くに高さ４.２メートル、幅７.２メートルの二つ

の大きな円筒のタンクが金属で縛られていた。

他の人々はどう反応しただろう？

この場所で働いていた海軍の海難救

助員であったデビッド・ファソルドは、

「アララテ山に長さ 300 キュビット、

幅平均して 50 キュビットの船の形を

した物を遠隔から見てこれはただの偶

然にしかすぎないと屁理屈を言うの

は、私の意見としてはそれは救いがた

い懐疑主義に追い込むことだと思う」

と言った。

4　ディスカバリー・タイムズ

● 建築者たちは金属のリベット（目釘）を使用した

● 世界でもユニークな化石化した合板の木！

石化した木−テストで確証された

合板材−明らかに三層になっている

ビジターズ・センター。箱舟の残骸が見える。

1989年５月オープン。

断面図−箱舟の残骸の各位置の深さと長さ

肋（ろく）材−建造物に沿って
今なおはっきり見える。

レーダースキャンをするロン・
ワイアット。

ノアの箱船

金属リベット―化石化した木に

なお埋め込まれたまま。船体が

どのように造られたかを示して

いる。
調査の期間、３種類の金属探

知器は等間隔で置かれた鉄板

の規則的な模様を示した。

聖書の記述 実際の発見
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イスラエル、死海からの報告

死海の渓谷は地球上最も低い地点である。それ

はイスラエルとヨルダンの間に位置し、海抜より約

400 メートルも低くなっている。

ここでは事実上何も育たない。死海の水の中では

魚も生き延びられない。なぜなら、そこは海水より

も何倍も塩辛いからである。荒廃した岸には古代の

樹木の切り株が塩で覆われて立っている。

夏になると、谷間一帯は、オーブンの中で焼かれ

ているようだ。この辺一体が美しい園で、極めて肥

沃なところであったとは信じがたい。

伝説のソドムとゴモラの都市は、実にこの場所に

繁栄していたのである。そして、それらはかなりの

大都市であった。この現場から離れた渓谷で働いて

いた考古学者らは百万人を収容できる巨大な墓を発

見している。このことから、これらの都市は空から

火と硫黄が降って絶滅する前にはどれほど発展して

いたかを示している。

不信心に生きた者たちに下った神のさばき

記録によるとソドムとゴモラの都市は性的倒錯と

不品行の温床であった。

そこは神の寛容の限度を超えるほどあまりにも堕

落していた都市であった。今日、「ソドミー」と言

えば、あの邪悪な都市で行われた悪と同意語に用い

られている。

たとえば、ヴェスヴィオ山の噴火によって破壊さ

れた都市、ポンペイは火山灰がすべてを覆って都市

を埋め尽くしてしまった。

ポンペイの中には元の状態のままの絵画が家々

の壁に見られる。ポンペイの犠牲者の姿は、火山灰

の中の空洞となって残っており、それを石膏でかた

どったものが博物館に展示されている。それとは反

対に、ソドムとゴモラの場合はすべてが全く灰と化

してしまったのである。

ロン・ワイアットによって失われた都市で発見さ

れた骸骨は、灰になっていた。骨髄が見えるほどで

あったが、それは全く灰と化していたのである。

ソドムとゴモラ
　―失われた灰の都市　

地球上で最も荒廃した地域に、かつて繁

栄した都市の廃墟が発見された。灰と化

した都市…　それはソドムとゴモラの失

われた諸都市である。その中で発見され

た証拠は疑いの余地がない。聖書だけが

その説明を可能にしてくれる。

↑都市の城壁―腐食しているが識別可能　　↑今も残る都市の境界線 所々に灰の中に木炭が見える↑破壊された建造物の残骸↑

　ディスカバリー・タイムズ　5ソドムとゴモラ

ゴモラ―3900年前に猛烈な火と硫黄によって全く灰と化した

荒涼たる都市の残骸
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聖書の記述 実際の発見

現場一帯に純粋な極めて異常な硫黄の玉

聖書は言う：｢ 主は硫黄と火とを主の所すなわ

ち天からソドムとゴモラの上に降らせて ｣ 創世記

19:24。

その超自然的な現象を考えると、そのような硫黄

にはユニークな特徴が期待されるであろうが、まさ

にこの場合はそれである。地熱地域 ( 地下の岩石中

に保持されている熱 ) で見いだされる硫黄は一定不

変にひし形の「斜方晶系」でよく知られている明る

い黄色なのではっきりしている。

それと対照的に、これらの死海現場からの硫黄は、

青白い「単斜晶系」の形である。硫黄は今までの例

では、ある長い期間、高熱にさらされるとこの形に

変わるのである。Ｘ線蛍光半定量分析と他のテスト

により、硫黄の玉は 98.4％の純粋な硫黄で、自然に

見いだされる硫黄よりもかなり純粋であることを示

している。

硫黄の玉は、破壊された五つの都市全部で見つ

かった。多数の地質学者の意見を聞いたが、自然に

見いだされる硫黄で、地上のどこでもこれらの場所

で見られるような形に少しでも似ている例は見つ

かっていないという。所々に焼かれた粘土と木炭の

残骸も見つけることができる。

すべての証拠を考慮してはっきり

することは、これらの現場はある人た

ちがほのめかしているような干あがっ

た湖の沈殿物や火山活動の結果ではな

い。膨大な証拠の唯一の説明は、創世

記 19:24 に見いだされる。すなわち火

と硫黄とによる完全な破壊である！ 

これらの都市の状態は実に聖書が言っ

ているとおりである。すなわち「ソド

ムとゴモラの町々を灰に帰せしめて破

滅に処し」と ( 第二ペテロ2:6)。

「硫黄」―    特異な証拠　

 

 

 

硫黄の玉―破壊され

た建物の灰の残骸に

埋めこまれている↑
硫黄ー焼かれた結果、単斜

晶系の形をしている。↑

灰の幽霊屋敷−近くの古代墓地の大き

さから、かつては非常に人口の多い都

市であったことが明らかである。

6　ディスカバリー・タイムズ ソドムとゴモラ

ゴモラの「料理さ

れた」硫黄（左）

と自然に産出され

る黄色い硫黄↓

ユダ1:7

創世記19:25

←硫黄はマッチをつける

と燃える
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聖書はバビロンの軍隊がエルサレムから持ち運ん

だ品々を列挙している ( 列王紀下 24:13 ／ 25:13-

18 ／エレミヤ書 52:17-23)。これらのリストから

漏れているものに、神殿の器具で重要かつ中心的

な契約の箱があった。このことは、契約の箱がバビ

ロンの軍隊の所有とはならなかったことをしめして

いる。ユダヤの伝説書、たとえばエレミヤの書き

物（Paralipomena of Jeremiah）には、これらの重

要品はバビロン侵入の直前に隠されたと書かれてい

る。

切迫する滅亡を

警告され、預言者

エレミヤは洞窟に

これらの品目を隠

したと言われてい

る。後になって、

神殿が再建された

とき、神殿を再建

するための教えの

中に、契約の箱をもとどおりに配置する事に関して

いっさい言及されていないのである。エレミヤはイ

スラエルのためにもはや契約の箱は回復されないと

言っている（エレミヤ 3:16）。それだからはっきり

していることは、それは隠されたままで、どこに隠

されているかは現代まで知られないままであった。

ハリウッド映画、レイダース―失われたアーク

（櫃）以来、契約の箱を発見しようとする試みは急

増したが不成功に終わった。しかし、それを見つけ

ようと計画もしない誰かによって、ついに正確にど

こにあるのかが確認されたのだ。

ロン・ワイアットは契

約の箱を探すつもりはな

かった。しかし、1978 年、

エルサレムにいる時、旧

エルサレム市のすぐ北の

方を探し始めるように導

かれた異例な経験があっ

た。旧ゴルゴタの「スカ

ルフェイス」( されこう

べ ) の近くを歩いている

とき、思わずある一点を指して言った。「あれがエ

レミヤの洞穴だ。契約の箱がそこにある」。その時、

ロンは遺物省の主だった人物と話していた。彼はす

ぐに、ロンにこの場所を発掘するのに必要な許可を

与えると言ってくれた人であった。ロンは、この経

験が超自然的であることを知っていた。しかし、彼

の提案を受け入れる前に、ロンはその問題に関して

もっと徹底的に研究するため米国に帰る決心をし

た。注意深くこの問題を調べて後、彼は指さしたそ

の場所は可能性の範囲にあると考えた。1979 年に彼

は発掘を開始するために戻ってきた。

エルサレム近くで発見された　

困
難
な
作
業
―
オ
ー
ス
ト
ラ
リ

ア
人
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

契約の箱　

二
六
〇
〇
年

　

隠
さ
れ
て
い
た

　
　

前
代
未
聞
の

　
　
　

衝
撃
的
な
発
見
！

狭い穴をかろうじて通りぬける

BC586 に破壊されたソロモンの神殿
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イスラエル政府は厳重な制限の故に今は公表できないことがある
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エルサレムは何世紀も破壊され、数回再建

され、その都度古い都市の上に新しい都市が

建設された。そのためロンは発掘しながら大

変な岩石や残骸を取り除きながら作業を進め

なければならなかった。これは遺物省の要求

で人工遺物はすべてふるい分けなければなら

なかったのである。

ロンとそのチームは彼が指さした「スカル 

フェイス」の断崖のふもとに沿って発掘した。

そこはローマの磔刑の場所として知られてい

た。次の２年間に、彼の麻酔医としての義務を

果たしながら、いくつかの素晴らしい発見をし

た。そして彼らの発見、回収した人工遺物など

の詳細を権威筋に報告した。彼らが絶壁に沿って発

掘したとき、彼らはある角張った 穴のある岩盤のふ

もとに来た。ロンは、それらは十字架の穴であると

推測した。それらは、約 30cm の四角で、中央の穴は

石で封されていた。それは使用されていない場合は

残骸が穴に落ちないためであることは明らかである。

ロンはまた大きい裂け目が壁面の下方に、この

中央の十字架の穴から中に至っていることに気付い

た。彼がこの裂け目が６ｍ下の基盤に延びているこ

とを学ぶのは１年以上後になるのであった。

彼らがゴルゴタの断崖の「スカルフェイス」の

近くを発掘していると、この場所がキリストの死刑

執行のおよその場所であることがわかった。カルバ

リーの断崖のあたりにあった事実と、聖書の記述と

が合うのでこの場所に違いないと思われた。しかし

ながら、ロンが探していたのは十字架の場所ではな

く、契約の箱である。そこで彼は、何か入り口はな

いかと壁面を探し続けた。もし契約の箱がそのあた

りにあるなら、洞窟の中に隠されていることをロン

は知っていた。

ついに、壁面の岩をこわしてみることにした。岩

は非常に硬いので仕事を困難にした。しかし、空洞

に出くわすのに長くはかからなかった。穴を広くあ

けると、山は蜂の巣のように自然の空洞と地下道に

なっているのを発見した。腹這いになって進んでい

る彼らは、モリヤの山の中にいたのである。

ロンとそのチームは、隣り合わせの地下道を探し

て洞窟の壁を削るのに何時間もかかった。これは困

難な骨の折れる仕事であり、心身両面の犠牲の伴う

仕事であった。しかし、終わりには恩恵をもたらす

はずであった。1982 年に彼はついに長い間失われて

いた神殿の器物の置かれていた洞窟の穴を探し当て

たのである。

ロンは後になって気づいたのであるが、彼はカ

ルバリーの断崖のふもとをまず探すことなしに契約

の箱のある穴を発見していたのであった。まさかオ

リジナルの十字架の場所を発見したとは思えなかっ

た。彼は発掘の前、途中も、発掘全体の仕事が摂理

によって導かれていたことを知った。この発見に導

いたのは人間の知恵ではなかった。

1982 年１月６日、水曜日、ロンは 2600 年以上も

前に隠されていた契約の箱とその他神殿の器物のあ

る洞窟の穴を発見した。

その穴はだいたい６. ７ｍ×３. ６ｍの広さのも

のであるが、一方の角が狭くなっていたので正確な

長方形ではなかった。穴は天井までほとんど岩で埋

まっていた。岩の下には乾いて朽ちた木片と、乾い

て朽ちた動物の皮があり、明らかに長い間手つかず

のままであったことが分かる。

そのいくつかの岩石の下の木片と動物の皮、

それにパンの机は、第一の神殿からなくなって

いた器物であった。穴の一番奥に石棺があり、

その石棺の中に契約の箱が、担ぐ竿がなくなっ

ている以外は完全で、無傷のままであった。

紀元前 586年にエルサレムが破壊される前に

隠された時から、これらの尊い器物を人間の目

で見せられたのはロンが初めてであった。しか

し、最大の驚きはそれからのことであった。

落とし戸ー地下発掘に入るロン・ワイアット

洞窟―モリヤ山での発掘の様子の一部

8　ディスカバリー・タイムズ 契約の箱
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ロン・ワイアットが発見した物の

中で契約の箱以上に重大な物はない。

契約の箱それ自体、非常に重要な

発見である。しかし、十字架の場所

とその下の契約の箱との信じがたい

結びつきは、この発見に計り知れな

い重要性を与える。この結びつきは

幾百万という人の生活と信仰を変え

ている。

ロン・ワイアットがゴルゴタの近

くを発掘中に、オリジナルの十字架

の場所を発見したとき、中央十字架

の穴のそばの石灰岩の基盤に、おそ

らく地震によると思われる大きな亀

裂を見つけた。後になって、彼が契

約の箱が隠されていた穴に入ったと

き、彼は契約の箱の真上に大きな亀

裂を見つけた。 

この亀裂の周りと、契約の箱その

ものの上に黒い、乾いた物質があっ

た。この黒い物質を分析した結果、

まさにこれは推測されたとおり昔の人間の血液であ

ることが判明した。

曲尺（かねじゃく）を差し込んで分かったことは、

この亀裂は上の十字架の場所からずっと下の穴まで

直通していて、20 フィート（約６ｍ）にも及んでいた。

ロンが発見したのは、キリストがローマ兵によっ

て脇腹を突き刺されたとき、キリストの脇腹から血

と水がほとばしり出たものが岩を伝って、契約の

箱の上にこぼれ落ちたものであった。それはカルバ

リーの下に長年の間隠されていたのである。

何百年もの間、ヘブル人は動物の犠牲を捧げる制

度を保っていた。彼らが神との

契約関係にあったことを代々に

わたって示す、神から与えられ

た儀式であった。

今日、我々はこの契約を古い

契約と呼んでいる。それは、シ

ナイ山で制定され、批准された

ものであった。この契約の儀式

には深い意味があった。なぜな

ら、メシアのもとに新しい契約

が制定される、新しい契約の時

に起こる実際の事件を予表して

いたからである。新しい契約の

ことは、預言者エレミヤによっ

て予告されていた（エレミヤ

31:31)。

契約の箱は、古い礼典制度の

最重要器物であった。その第一

の目的は、神ご自身の手で書か

れた十戒の聖なる石を入れるた

めであった。

ロン・ワイアットが契約の箱

を発見したとき、彼は新しい契

約が批准されたという物的証拠

をも発見したのだった。

古い契約がシナイ山で批准

されたように、新しい契約もカ

ルバリーで批准されたのであっ

た。古い契約において、動物の

血と水が「契約の書」の上に注

がれた。新しい契約においては、

キリストの刺し通された脇腹か

ら血と水が十戒の入っている契

約の箱の上に注がれたのであっ

た。

ロン・ワイアット―磔刑の現場を全く期待してもいないし、

下の契約の箱との結びつきを予想もしていなかった。

ゴルゴタの下に信じがたいものを発見

「されこうべの場」｢どくろといわれている

場所―新改訳｣、ゴルゴタ、今日も「どくろ

の丘」と呼ばれている。

　ディスカバリー・タイムズ　9契約の箱
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すべての情報が明らかにされた訳ではないが、い

くつかは詳細が明らかにされている。穴の中には、

ソロモン神殿の主な備品がすべてあった。その中の

最も重要なものは十戒の書かれた石板を入れてある

契約の箱である。また、ロンが見つけたものの中に

は、次のような物があった：

● パンの机　　● ７つの燭台

● 金の香壇　　● 金の香炉

それに前バビロン時代の種々雑多の物があった：

● 大型の剣（1.57m）　● 多くのオイルランプ

● 真鍮のシケルのはかり　● エポデ

● 象牙のざくろ

その後の旅行で、ロンは穴からざくろを取りだし

た。それは現在エルサレムのイスラエル博物館に展

示されている。

そこに書かれている碑文は、

第一神殿時代のものであった。

博物館を訪れる人々は、このざ

くろはソロモンの神殿にあっ

た物だと知らされている。

ロン・ワイアットはまた、エ

ルサレムから隠された契約の

箱が持ち運ばれたオリジナル

の地下道を探し、その入り口

も掘り出すのに成功した。エ

ルサレムの下にはゼデキヤの

洞窟として知られている古代

の地下石切場がある。1854 年

に石切場が再発見されたとき、

ケルビムの彫刻が見つかった。

それは、バビロン侵入の時期

の物であった。おそらくこの

彫刻はユダヤ人の伝説にもと

づくもので、マカビー書に記

されている。それによると、

神殿の器物を隠すことに関与

したある男の人たちが道にし

るしをつけた。1989 年にこの

彫刻が見つかっ

た近くで、ロン・

ワイアットは、エ

ルサレムから箱

が持ち出された

地下道を見つけ

たのであった。

ソロモン時代の人工遺物

ロン・ワイアットと当時のエル
サレム古器物省長ダン・バハ
トーは発掘の間に見いだされた
陶器の復元を検討している。

箱が運ばれた地下道は
現在ふさがれている

象牙のざくろが発掘の時に取り出された

ここに展示されてい

るざくろは、驚くべ

き発見で、古代イス

ラエルの歴史と、ま

た考古学にとって非

常に重要な発見であ

る。それには古代ヘ

ブル語で碑文が掘り

刻まれている：

「ヤーウエーの家に

仕える祭司たちのた

めの聖なる献金」

「…我々のこのざく

ろはエルサレムのソ

ロモン王によって建

てられた第一神殿か

らの唯一の遺物であ

る。」

エルサレムにあるイ

スラエル博物館から

の報告。今日、洞窟

の穴から出た象牙の

ざくろが展示されて

いる。

10　ディスカバリー・タイムズ ソロモン時代の人工遺物

ロン・ワイアットの描写に基づき
画家が描いたもの

碑文は、侵入時の地下
道近くで見つかった。

Ⅰペテロ

Ⅰヨハネ

　　　　　　　　　　　　古い契約は子牛とやぎの血と水のそそ
ぎによって批准された。
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多くの人々はイスラエルの民が紅海を渡ったのは、シ

ナイ半島の西側、スエズ湾だと思っている。ほとんど

の聖書地図を見るとシナイ山はシナイ半島に位置して

いるが、それは言い伝えに基づいている。しかしダイ

バーたちはアカバ湾に聖書と一致する証拠を発見した

のだ。

神が歴史に介入された記録で最もドラマチックなもの

の一つは、ヘブル人がエジプトを脱出したことである。

出エジプトの後、全エジプト軍が紅海に溺死したこと

は、意味のない事件ではなく、この事件が裏付けられ

れば、聖書の物語は信頼性のある本当に抵抗しがたい

証拠となる。何年もの間、多くのダイバーたちが聖書の

記録を確かめ人工遺物を見つけるためにスエズ湾を探

索したが無駄骨であった。しかし、注意深く聖書と出

エジプトの歴史的記録に従っていくと、出エジプトは

ヌウェイバに導く。そこは、アカバ湾の広いビーチで、

1978 年にロン・ワイアットが発見したところである。

60～200フィート（18ｍ〜 60 ｍ）の深さの海に潜る

こと幾たびも繰り返し、延べ約 2.5Kmに及んだが、海

底に戦車の部品が散らばっているのがあちらこちらに見

つかった。見つかった人工遺物は、車輪、人間と馬の

骨と戦車本体であった。ダイバーたちはヌウェイバの対

岸つまりサウジの海岸沿いにも同様の残骸を見つけた。

1987年以来、ロン・ワイアットは４つのスポークのつ

いた、金メッキされた、3つの車輪を見つけた。珊瑚は

金には生えないので、形が非常にはっきり残っていた。

しかし、金張りの板の中は崩壊しており、動かすにはあ

まりにももろくなっていた。

将来はリモートカメラか小型潜水艦でもっと深く探検

することを願っている。

溺死したパロの軍隊

←カイロの博物館

に展示されている

ツタンカーメンの

墓にあった６つの

スポークの車輪

エジプトの墓にある絵は

車輪がどのように作られ

たかを示している。

「 古 代 エジ プト人 」

J.Gardner Wilkinson

の絵→

珊瑚で覆われた戦車の車輪
―サウジ海岸で撮られたも
の、ツタンカーメンの墓の戦
車の車輪とマッチする。↑

ミネラル化した骨(右)↑
渡ったところから見つかった
物の一つ。
（左）現代人の骨。

出エジプトのルートを確証したダイバーたちの発見―
　アカバ湾に珊瑚で覆われた骨と戦車の残骸があった！

４つのスポークの戦車↑
ヌウェイバの海底でロン･ワイアットが撮
影したもの。古代イスラエルで使っていた
４つのスポークの車輪と同じ。

幾百万のイスラエル人が　
紅海を渡ったのはスエズ湾
ではなく、アカバ湾であっ
た証拠が明確になった！

金メッキされた車輪↑

3,500年前ヘブル人が紅海を

渡ったという奇跡の沈黙の

証人。　 

　ディスカバリー・タイムズ　11紅　海
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アカバ湾は非常に深く、ある

ところは１マイル（1,600 ｍ）も

ある。

海が干上がったとしても、側

面が険しい傾斜のゆえに歩いて

渡るのは困難である。しかし、

もし水が除かれれば一か所だけ

人間も動物も降りていくことの

できるところがある。それは、

ヌウェイバとサウジアラビアの対岸の間を結んでい

る道筋である。

音響測探機による探検は、ヌウェイバから湾に

なめらかで穏やかなスロープになっていることが分

かってきた。これは、自記深度計に、ほとんど道の

ように記録される。それは聖書に書かれていること

を確証している。

「海のなかに大路を設け、大いなる水の中に道を

つくり」（イザヤ 43:16）。

聖書記者たちは、紅海を渡ったこ

とに関して何度も言及している。な

ぜなら、歴史においてこれと匹敵す

る事件は見当たらないからである。

ヘブルの預言者たちは、渡った海の

事を次のように描写している：「大

いなる淵（非常に深い―欽定訳）の

水をかわかし、また海の深き所を、

あがなわれた者の過ぎる道とされた

のは、あなたではなかったか」（イザヤ 51:10）。

聖書記者たちが言っている正確な位置を知るこ

とができた。ではその深さはどれほどであろうか？

ヌウェイバとサウジの海岸に見つかった人工遺物の

あったところまでの距離は、約 18Km(11 マイル )で

ある。この道筋のいちばん深いところは800ｍである。

霊感を受けた聖書記者たちが、｢ 大いなる水 ｣ と

描写したのも無理はない。水が彼らの上に覆いか

ぶさった時、エジプト人の誰一人として生き残らな

かったのも無理はない。

深さはどれくらいあったのか？

ロン ･ ワイアットが 1978 年にヌ

ウェイバを訪ねたとき、彼は水の中

にフェニキア式の円柱を発見した。

残念ながら、その碑文は浸食していたので、

1984 年までその円柱の重要性は、二番目の花崗岩

の円柱が対岸のサウジ海岸で最初のと同じような

ものが発見されるまで理解されなかった―その碑

文はなおそこなわれていないままであった。

フェニキアの文字（古代ヘブル語）にはこのよ

うな言葉が含まれていた。「ミズライム（エジプ

ト）、ソロモン、エドム、死、パロ（ファラオ）、モー

セ、そしてヤーウェー。それは紅海を渡った奇跡

を記念してソロモン王がこれらの円柱を設置した

ことを示している。

サウジアラビアは旅行者を受け入れない。おそらく無許可の訪問者

を恐れて、サウジの権威筋はこの円柱を除き、それが立っていたとこ

ろに旗印を置き換えたのであろう。

ソロモンの記念柱

ヌウェイバビーチ―渡り始めた場

12　ディスカバリー・タイムズ 紅　海

聖書の記述 実際の発見
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地図製作者は、伝統的にシナイ山を今日シナイ半

島と言われている所に置いた。毎年その山に巡礼者

たちが群がる。しかし、アカバ湾の紅海をわたるルー

トを確かめたら、シナイ山はサウジアラビアにある

ことがはっきりしてくる。

聖書自身が次のようにこの事

実を証している。｢アラビアにあ

るシナイ山｣(ガラテヤ4:25 欽定

訳)。

シナイ山と考えられている聖

書的な山は、現在ヤベル・エル・

ローズとして知られている。こ

の山は何百万という人々とおび

ただしい家畜の群を十分収容で

きるような場所である。

山の頂上は黒く焦げている。出エジプト記 19:18 

に「シナイ山は全山煙った。主が火のなかにあって、

その上に下られたからである。その煙は、かまどの

煙のように立ち上り、全山はげしく震えた」とある。

この場所は、何百万の人々が宿営できることの確実

な証拠を与えている。テントを張った所があり、た

くさんの水が供給された証拠があ

り、金の子牛が建てられた祭壇さえ

ある。

ロン・ワイアットが 1984 年にこ

の場所に注目して以来、サウジアラ

ビアの権威筋は、そのふもとの周り

に金網を張り巡らし考古学上の場

所と指定し、許可が与えられていな

い者は立入禁止とした。

アラビアにあるシナイ山
　　―山頂は超自然的な熱で焦げている

北
西
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
か
ら

　
　
　

シ
ナ
イ
山
の
発
見

シナイ山―神が煙と火の中に十戒を語られた山―黒く焦げて残っている シナイ山ー考古学上の保護区域

もう一つの聖書的な奇跡

聖書によると、主のご命令によって、モーセはホ

レブの「岩」を打った。新鮮な水がほとばしり出て、

そこで宿営している２年間、ヘブル人と家畜の群れ

の必要を満たした。

まさに人工的に作られたと思われる水路が、岩か

らヘブル人が宿営していた平原へと通っている。

ホレブの岩―近接写真は著しい浸食があったことをあらわしている

現在は権威筋によって保護されている

水を出した岩

　ディスカバリー・タイムズ　13シナイ山



〈

金の子牛の祭壇

エジプトの雄牛―かなりの水による浸食がはっきりしている

ロン・ワイアット―科学的アプローチ
　発見の背後にいた人物―ロン・E・ワイアットについて

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　―ビル・フライ

ヤベル・エル・ローズのふもとにエジプト神話のア

ピス、牛が掘り刻まれている。

ロン・ワイアットがこの祭壇をレイヤード大学の

考古学者に見せたところ、彼は直ちにその重要性を

認識した。サウジアラビアに、他にこのようなもの

はない。出エジプト３２章に出てくる金の子牛の物

語はよく知られているが、今日、その実際のものが

ついに発見されたのである。サウジの権威筋が外国

人に立ち入りを許可するまでは、この場所を見るこ

とは非常に困難であった。それにもかかわらず、あ

る者たちはそれをうまくやり遂げたのである。

ロンが成し遂げるよう

導かれた働きは、神の

言葉の正当性を確証し

多くの人々に多大な感

動を与えた。

ロン・ワイアットは、プロの考古学者ではなかっ

た。彼の専門は麻酔士である。彼

は青年の頃に個人的に古代の歴史、

科学と聖書を好奇心から研究しだ

した。

ロンは、1977 年にエジプトで、

1979 年にイスラエルで現地調査を

始めた。最初、彼の「チーム」は

彼自身と二人の 10 代になる息子た

ちであったが、後に興味を持って

いる者たちが支援を申し込んだ。

1999 年、８月に眠りにつくまでに、

ロンは中東に 120 回も旅行してい

たのである。

ロンは、その働きを自費でした。

しかし、数年後に彼の働きを信じた数人が経済的支

援をした。彼の働きは、聖書の記録は完全であると

いう信念に基づいていた。彼の方針は、「求めてくる

者」に証拠を分かち与えることであった。

ロン・ワイアットの「発見」は聖書の物語の真実

性を証するものであるだけに、科学界においても、

学者の間でもかなり論争を引き起

こすものである。結果として、そ

れを「確証」するために科学者や

学者たちに期待しなかった。彼は、

科学的なテストの方法を用い、テ

ストからの証拠を示して専門家の

証言を仰いだ。そして彼は、聖書

的、考古学的、科学的一連の証拠

を提示し、個人個人が自ら決断を

する能力があることを信じた。

ロン・ワイアットは、1999 年、

８月４日に死去した。彼を知って

いた者、彼と共に働いた者たちか

ら大いに惜しまれた。

ロ
ン
・
ワ
イ
ア
ッ
ト
―
箱
舟
の
遺
跡
に
関

す
る
働
き
の
故
に
認
め
ら
れ
た

ノアの箱舟の記者会見―東トルコのアグリ

地域のセブケット・エクニチ知事と共に

トム ヤレルと共に―ABC's20/20

でノアの箱舟の報告を撮影

ノアの箱舟から取り出されたラミ

ネート(合板)された木を見せる

ジェームス・アーウイン大尉と共

に―彼もノアの箱舟を調査した

アリー・ハッサン教授と共に―エジ

プトの遺物協会（古器物局）の会長
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近代の教科書によれば、恐竜は6500万

年前に絶滅した！ 

しかし最近の発見は、人間と恐竜

が同時代に住んでいたことを示してい

る！

恐竜と人間の足跡がテキサスのグレ

ン・ローズ、ポウラクシー川の川床で

一緒に発見されたのである。これらの

足跡について「それはあり得ない」と

して進化論の科学者によって反論され

てきた。なぜなら、恐竜は、人間が進

化したと思われる何百万年前に絶滅し

ていたはずであったからである。しか

し、岩は嘘をつかない！
最近の中央テキサスで

起こった干ばつで、人間と

恐竜の足跡がさらに恐竜州

パークの近くで同じ川岩層

にむき出しにされたのだ。

誰かが人間の足跡を岩盤

にのみで彫ったかもしれな

いという非難に答えるため

に、重機が持ってこられ、

そして 川堤 ( 岸）の一部

が慎重に取り除かれた。 川

床には人間の足跡がいっそう

完璧なかたちで保存されてい

たことが発掘によって明らか

にされた！

同じ岩層で痕跡が作られるためには、泥が乾いて

岩として固まり始める前に、恐竜と人間両方がおよ

そ同じ時に居なければならなかった。

結論は非常に明白：

人間と恐竜がつくられ、そして同時期に地球に住

んでいたのであり、進化論は大いに欠陥がある。

バビロン帝国時代の

人々は明らかに「竜」

あるいは恐竜について

何かを知っていたこと

が分かる。すべての恐

竜が何百万年も前に絶

滅したという進化論科

学者の教えには、多く

の重大な問題がある！
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恐竜はかつて人間と共存していたのか?

バビロン(現イラク）

にある新バビロニアアー

チに古代の「竜」の壁画

が見られる

オリジナルのタイル壁画の１

つ。現在ベルリンのヴァルエラ

シアチシ博物館にある。
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