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1. 翻訳聖書の違い（どれが正しいか）
§1631年の有名な『邪悪聖書』『姦淫聖書』





2.聖書の原本は一つも残っていない

原典 = autographs
写本 = apographs
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§Accurate (ラテン語の accuratus）= 「大切に管理され
た」、「世話になった」、あるいは「守られた」



霊感 照明?



§聖書の筆記者

§写字生

§翻訳者

§解釈者

§本文批評家

§校閲編集者

§印刷業者

§ウェブデザイナー





§いいえ、神による聖書の保持はない

§イスラム教の立場

§聖書の一部が取り除かれたという、「ダ・ヴィンチ・コード」の立場

§写字生によるテキスト変更のため、オリジナルが失われている、という立場

§テキストが自然なプロセスを通して腐敗した、という立場など



イスラム教の立場

どうして、あなたがたは、
「私たちは知恵ある者、私たち

には主の律法がある」と言える
のか。
だが、見よ、書記たちの偽りの
筆が、それを偽りにしてしまっ
た。
（エレミヤ書8:8）
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イスラム教の立場
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「神が誤りなく霊感したことば
を実際には手にすることはな
く、時折正しく、時折（何度
も）間違える写字生が書き写し
たことばだけを目の前にしてい
るのに、どうして聖書は誤りな
き神のことばであると言えるの
だろうか」
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§ 「サウルは三十歳で王となり、十二年間イスラエルの王であった。」（新改訳第三
版）

§ 「サウルは、ある年齢で王となり、二年間だけイスラエルを治めた。」（新改訳
2017）

§ Saul was…years old when he began to reign; and he reigned…and two years over 
Israel. (ESV 2001)

§ Saul lived for one year and then became king, and when he had reigned for two
years over Israel, (ESV 2011)



§ みことばのすべては真実です。

あなたの義のさばきはことごとくとこしえに至ります。（詩篇119:160）

§ The sum of your word is truth,

and every one of your righteous rules endures forever.（Psa. 119:160）



§ 草はしおれ、花は散る。

しかし、私たちの神のことばは永遠に立つ。

（イザヤ40:8。第一ペテロ1:24-25も参照）

§ The grass withers, the flower fades,

but the word of our God will stand forever. （Is. 40:8）



§ まことに、あなたがたに言います。

天地が消え去るまで、律法の一点一画も決して消え去ることはありません。

すべてが実現します。（マタイ5:18）

§ For truly, I say to you, until heaven and earth pass away, 

not an iota, not a dot, will pass from the Law until all is accomplished. (Matt. 5:18)



§ イエスの時代の「一点」（ヨッド） י
§ 天地は消え去ります。しかし、わたしのことばは決して消え去ることがありません。
（マタイ24:35）

§ 旧約聖書が書かれた時代のヨッド



§この世界の終わりまで（天地が消え去るまで）、書かれた神
のことばはわずかでも「消え去る」ことはない。

§書かれた神のことばが何らかの形で永遠に保持されなければ
ならない。

§この保持は、特定の文字、特定のしるし、または特定の版
（つまり、原典のような特定の巻物）に対するのではなく、
そうした文字やしるしが指し示すことばとその意味に対する
保持である。



§（昔の神の民の国語であった）ヘブル語の旧約聖書と、（し
るされた当時、最も一般的に諸国民に知られていた）ギリ
シャ語の新約聖書とは、神によって直接霊感され、神の独特
な配慮と摂理によって、あらゆる時代に純粋に保たれたの
で、確実である。それで、すべての宗教論争において、教会
は最終的にはこれらに訴えるべきである。

ウェストミンスター信仰告白1.8



1. 保持は「本物の（authentical）」聖書に適用される

2. 保持は、神の「摂理」による

3. 保持と霊感は切り離せない



§ ジョン・オーエン （1616年ー1683年）

§ 「世界の写本すべてにおける一致の不変性」
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§万物の偉大な創造主である神は、すべての被造物、行為、ま
た事物を、大小もらさず、最も賢い、きよい摂理によって、
無謬の予知と、ご自身のみ旨の自由不変のご計画に従って、
その知恵と力と義と善とあわれみのご栄光の賛美へと、保持
し、指導し、処理し、統治される。

§ウェストミンスター信仰告白5.1（神の「最も賢い、きよい
摂理」について）



§「言語十全霊感」、「十全逐語霊感」

§また、自分が幼いころから聖書に親しんできたことも知って
いるからです。聖書はあなたに知恵を与えて、キリスト・イ
エスに対する信仰による救いを受けさせることができます。
聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと矯正と義
の訓練のために有益です。神の人がすべての良い働きにふさ
わしく、十分に整えられた者となるためです。（Ⅱテモテ
3:15-17）

§聖書の目的：神との交わりを建て上げること



§（大前提）神は、霊感によって、聖書のすべてのことばをご
自身の民に与えられた。

§（小前提）神の民には、神の霊感によるみことばが常に必要
である。

§（結 論）それゆえ、神は聖書のすべてのことばを常に保持
しておられる。
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§実際は雑然とした状態...

§では、帰納的推論は、演繹的推論の変更を強いるのか

§そうではない。しかし...

§「現場」で何が起こっているのかを説明するために、別の問
いを考える必要がある...

§どのように神は聖書を保持しているのか

§ 次回まで、お楽しみに！


