


第一章: 
神の言葉 –聖書 



フレデリック・ケニオン卿: 
 

 クリスチャンは自分の手に聖書を持って、恐

れやためらいなしに言うことができる。自分
は、世紀を超えて世代から世代へと重大な
損失なしに伝えられた真実の神の言葉を手
にしていると 。  

                            (Kenyon, 1958) 



 旧約聖書： 
ヘブライ語とアラム語 
 

 旧約聖書は３つのカテゴ
リーに分けることができる。 
(２つという人もいる。） 



律法：創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、  申
命記  

 

預言者：ⅰ前期預言者 － ヨシュア記、士師、１・２
サムエル記、１・２列王記 

         ⅱ後期預言者 － イザヤ書、エレミヤ書、
エゼキエル書、１２の小預言者 

  

書物 : 詩編、箴言、ヨブ記、雅歌、ルツ記、哀歌、コ
ヘレトの言葉、エステル記、ダニエル書、エズラ
記、ネヘミヤ記、１・２歴代誌 

 



新約聖書（ギリシア語）も３つに分類
できる： 

 
 5つの歴史書 － マタイから使徒言行録 
21の教えの書 － ローマからユダ 
１つの預言書 － 黙示録 
 



写本の年代はどのように特定されるか。 
 
• アンシアル（大文字）書体 (３－７世紀) 
• 小文字書体(９－１５世紀) 



 
アンシアル（大文字）書体… 
 
 PAULCALLEDTOBEANAPOSTLEOFCHR

ISTJESUSBYTHEWILLOFGODANDOUR
BROTHERSOSTHENES 



小文字書体 



  写本分類                      アンシアル書体   小文字書体 
 
パピルス P1-P88                     88        
アンシアル写本01- 0274                  274 
小文字写本1- 2795                                          2795 
   聖句集 /1- /2209                              245          1964 
                                   計  607          4759 
 
新約聖書の聖句集の総数： 2,209 
新約聖書の写本の総数 ： 5,366 
 
                                       (Page 387, Geisler and Nix) 
 



• ５０００以上のギリシア語写本 
• １００００以上のラテン語写本 
•エチオピア語2,000、スラブ語4,000
などその他の初期の写本9,300  

 

今日、総数24,000以上の新約聖書写本
が現存。 
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年代順の素材 
 
- パピルス(紀元前3000から, 2ヨハネ12：紙, ９
メートルの長さ) 

- 羊皮紙（Parchments） (羊,ヤギ, 2テモテ4: 
13：羊皮紙) 

- べラム紙（上等皮紙）(４世紀にパピルスに
取って代わる：子牛やアンテロープの皮。書
き直されたものは重記写本（パリンプセプト）
と言われる。 

- 印刷(１５世紀) 
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http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%BB%E5%83%8F:Plato-Alcibiades.jpg
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%BB%E5%83%8F:1638vellumlarge.jpg


重要な新約聖書写本： 
 

・ヴァティカン写本(コデックスB) – 
ローマ 



・シナイ写本 
(コデックスアレフ, א)  
– イギリス、ロンドン 
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•アレキサンドリア写本(コデックスA) 
– イギリス、ロンドン 

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:CodeAlexandrinusFol65vExplLuke.jpg


その他重要な写本: 
d. エフライム写本(コデックスC) – パ

リ 
e. ベザ写本(コデックスD) –イギリス、

ケンブリッジ 
f. ジョン・ライランズ写本 – 紀元125

年, イギリス、マンチェスター 



新約聖書のテキストの変化… 
 

新約聖書の写本の中には200,000もの
変化があると言われれば、みなさん
はどのように思うでしょうか。 

 
 
(Lightfoot 1986, Geisler & Nix 1986). 



 200,000個の変化は誤解されやすい… 
 
 もしひとつの単語が5,000の異なる写

本の中で誤ってつづられた場合、そ
れは5,000個の誤りになります。 



変化の原因は何か？ 
 
a.英語にも見られるような、時代によるつづりの変

化 

b.文法における変化も時代により生じる 

C.複写の過程での、筆記の誤り(ひとつ単語を抜
かした、間違った行に単語を入れた、など) 

 



 全体から見て、変化の数は非常に少ないの

で全体のテキストに対する影響は無視でき
るものです。 

 



旧約聖書… 
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ヘブライ語写本 
 
カイロ コデックス  
– 紀元895年  
 
レニングラード コデックス  
– 紀元916年 

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:LeningradCodex_text.jpg


 マソラ学者は、それを非常に真剣に受けとめた。

それは、複写に対する宗教のようだった。以下
は彼らが厳守したガイドラインのうちのいくつか
(Lightfoot 1986 & Kenyon 1958): 

 

・各書の、節、単語、文字に番号を付けた。 

・各文字が各書に使用されている数を数えた。 



   
・すべてのアルファベットの文字を含む節を
書き留めた。 

・各書の、真中の節、真中の単語、真中の文
字を計算した。（モーセ五書の真中の節は
レビ記8:7、一方ヘブライ語聖書の真中の節
はエレミヤ6:7)。 
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マソラ学者 – 紀元500年  
彼らの細心さの証明: 
• 死海写本が1948年に発見される。  
• それらの巻物は紀元100年ごろのもの。  

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Qumran.jpeg
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Deadseascrolls.jpg


 マタイ5: 18 
 はっきり言っておく。すべてのことが実

現し、天地が消えうせるまで、律法の文
字から一点一画も消え去ることはない。  



日本語訳聖書 
 
韓国語、中国語、英語のみなさん、ごめんな
さい。 



日本語訳聖書の歴史 
 
1549年キリスト教伝来 
イエズス会 
フランシスコ・ザビエル 
↓ 
1614年徳川家康 禁教令 
以後キリスト教徒への激しい迫害によってキリスト
教はほぼ根絶させられた。（隠れキリシタン） 

 



キリシタンによる全訳の聖書は写本すら存在しない。 
 
火事や迫害により、消失。 
 
海外の記録：ヤジロウ、フェルナンデス、フロイスと
いう人物の記録現存。 



禁教令からおよそ250年後の幕末：隠れキリ
シタンの発見。 

しかし、迫害が継続、水責め・火責めなどの
拷問、3400名に及ぶ流刑などが行われた。

欧米諸国からの猛烈な抗議を受けて、明治
政府がキリスト教禁制の高札を撤去したの
は1873年のことである。 

 



現存する最初の日本語聖書 
 
ギュツラフ訳「ヨハネ伝」「ヨハネ書簡」： 
マカオにて、船で遭難、漂流した岩吉、久吉、
音吉という３人の日本人が英国商務庁主席
通訳官であるオランダ伝道協会の宣教師の
カール・ギュツラフに出会う。1835年12月翻
訳開始。翌年11月に完成。 

 



しかし、ギュツラフもその3人もその聖書
を日本に持ち帰る事はできなかった。 

 
1859（安政６）年、翻訳完成の23年後、開

国後、ヘボンがその聖書を日本へ持ち
込む。 

 



 
日本で最初に出版された聖書 
 
ゴーブル：1871（明治４）年日本最初の「摩太（マタ
イ）福音書」出版 

ヘボンとS.R.ブラウン：1872（明治５）年「新約聖書馬
可傳」（マルコ）、「同約翰傳」（ヨハネ）、1873（明
治６）年「同馬太傳」（マタイ）、木版刷りで出版。 

まだ、キリスト教は禁制下にあり、命がけの事業で
あった。 

 



「文語訳」：1887（明治２０）年 
「翻訳委員社中」   ⇒新約聖書 
「聖書常置委員会」⇒旧約聖書 
米国、英国、スコットランドの聖書協会の経済
的助け 

「明治訳」（元訳）とも言われる。 
 
「大正改訳」：1917（大正６）年 
「明治訳」の新約聖書改訳版 



「口語訳」：1955（昭和30）年 
米、英両聖書協会の協力 
初めて日本人の聖書学者による翻訳 
 
「新改訳」：1970年 
４２名の翻訳者による委員会訳 
 
「新共同訳」：1987年 
現代日本を代表する聖書学者100余名 
初めて日本人の手によって資金がまかなわれる。 

 
 





 ルカ２４：４４: 
イエスは言われた。「わたしについてモー
セの律法と預言者の書と詩編に書いて
ある事柄は、必ずすべて実現する。こ
れこそ、まだあなたがたと一緒にいたこ
ろ、言っておいたことである。」  
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