
講師：ブラッシュ・リチャード

© Richard Brash, 2021



聖書新改訳2017 ©2017 新日本聖書刊行会

エズラ記（ラテン語）は日本聖書協会『聖書新共同訳』

©共同訳聖書実行委員会

Executive Committee of The Common Bible Translation

©日本聖書協会

Japan Bible Society, Tokyo 1987, 1988

英語の聖書は

The Holy Bible, English Standard Version® (ESV®)

Copyright © 2001 by Crossway,

a publishing ministry of Good News Publishers.

All rights reserved.

新世界訳聖書（New World Translation of the Holy Scriptures）

© 2019

Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania 



§Accurate な（世話を受けた、守られた）聖書はあるか。

§「霊感」と「照明」との間の「溝」には、聖書に対する神の

お働きはあるか。

§疑う人は多いが、

§聖書も、

§また組織神学も、神の摂理による聖書の保持を語っている。

§しかし、現存する諸写本の「現状」は？



画像：unsplash.com





§奇跡的な介入による

1. 祭司エズラと炎の杯（「奇跡」による原語のテキストの保持）

2. 七十人訳の伝承（「奇跡」による翻訳聖書の保持）







§「この世は闇の中にあって、そこに住む
人々には光がありません。あなたの律法が
焼かれてしまったので、誰もあなたがこれ
まで何をなさったのか、またこれからどの
ような働きが始まるのか、知らないので
す。」



§「もし私が御前で恵みにあずかっているの
でしたら、私の内へ聖なる霊をお送りくだ
さい。私は、この世でその初めから起こっ
たこと、あなたの律法に書かれているこ
と、そのすべてを書き記しましょう。それ
は人々が道を見いだし、生きたいと望む
人々が終末の時を生きるためです。」



§杯は「水のようなもので満
たされていたが、その色は
火のようであった。」
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§「それまで知らなかった文字で」書き取った。















プトレマイオスの
図書館、
アレクサンドリア



§王は、もしかすると長老たちが申し合わせて、聖書の真理を翻訳に
よって隠そうとするといけないと危惧したので、彼らを個別に試し
たいと考えた。ゆえに、［王は］長老たちを離れ離れにした上で、
全員に同じ翻訳を書くように命じた。王はすべての書巻に対して同
じようにした。長老たちがプトレマイオス王の前で一堂に会した時、
各々が自分の翻訳を他の翻訳と比較した。すると、神は確かに栄光
を受けるべき方で、聖書は真に神からのものだと認められたのであ
る。なぜなら、長老たち全員で[自分たちが準備した]翻訳を読み上
げると、最初から最後まで一言一句まったく同じに読み上げたから
である。こうして、同席していた異教徒たちでさえ、聖書が神の霊
感によって翻訳されたと認めたのである。

§（『異端駁論』Ⅲ.21.2）



§主よあなたのみわざはなんと大きいことでしょ
う。

あなたの御思いはあまりにも深いのです。

§詩篇92:5





https://www.flickr.com/photos/patrickdown/11275938653/



奇跡を「自然法則」を侵犯するものと定義した。



§旧約聖書のヘブル語「モフェット」は、「不思
議」を意味する。

§新約聖書では、「デゥナミス」（dynamis）と
いうギリシャ語の単語は「力」や「力強いわ
ざ」を意味することばである。



「奇跡」を「自然界に起因する力を超えた、また
はそれ以上の効果」と定義した。



§ラテン語の ordinarius = 規則







§イエスは彼らに答えられた。「わたしの父は今
に至るまで働いておられます。それでわたしも
働いているのです。」



§見よイスラエルを守る方は

まどろむこともなく眠ることもない。





§ 36:1 ユダの王、ヨシヤの子エホヤキムの第四年に、主からエレミヤに次のようなことばがあっ
た。

§ 36:2 「あなたは巻物を取り、わたしがあなたに語った日、すなわちヨシヤの時代から今日まで、
わたしがイスラエルとユダとすべての国々について、あなたに語ったことばをみな、それに書き
記せ。

§ 36:3 ユダの家は、わたしが彼らに下そうと思っているすべてのわざわいを聞いて、それぞれ悪の
道から立ち返るかもしれない。そうすれば、わたしも、彼らの咎と罪を赦すことができる。」

§ 36:4 それでエレミヤは、ネリヤの子バルクを呼んだ。バルクはエレミヤの口述にしたがって、彼
に語られた主のことばを、ことごとく巻物に書き記した。

§ 36:5 エレミヤはバルクに命じた。「私は閉じ込められていて、主の宮に行けない。

§ 36:6 だから、あなたが行って、あなたが私の口述によって巻物に書き記した主のことばを、断食
の日に主の宮で民の耳に読み聞かせよ。また、町々から来るユダ全体の耳にもそれを読み聞かせ
よ。

§ 36:7 そうすれば、主の前で彼らの嘆願が受け入れられ、それぞれ悪の道から立ち返るかもしれな
い。主がこの民に語られた怒りと憤りは大きいからだ。」

§ 36:8 そこでネリヤの子バルクは、すべて預言者エレミヤが命じたとおりに、主の宮で主のことば
の書物を読んだ。



§ 36:9 ユダの王、ヨシヤの子エホヤキムの第五年、第九の月、エルサレムのすべての民と、ユダの
町々からエルサレムに来ているすべての民に、主の前での断食が布告された。

§ 36:10 そのときバルクは、主の宮で民全体に聞こえるように、その書物からエレミヤのことばを
読んだ。そこは、主の宮の、新しい門の入り口付近の上庭（かみにわ）にあった、書記シャファ
ンの子ゲマルヤの部屋であった。

§ 36:11 シャファンの子ゲマルヤの子ミカヤは、その書物にあるすべての主のことばを聞き、

§ 36:12 王宮にある書記の部屋に下ったが、見よ、そこには、すべての首長たちが座っていた。す
なわち書記エリシャマ、シェマヤの子デラヤ、アクボルの子エルナタン、シャファンの子ゲマル
ヤ、ハナンヤの子ゼデキヤ、およびすべての首長たちである。

§ 36:13 ミカヤは、バルクがあの書物を民に読んで聞かせたときに聞いた、すべてのことばを彼ら
に告げた。

§ 36:14 すべての首長たちは、クシの子シェレムヤの子ネタンヤの子ユディをバルクのもとに遣わ
して言った。「あなたが民に読んで聞かせたあの巻物、あれを手に持って来なさい。」そこで、
ネリヤの子バルクは、巻物を手に持って彼らのところに入って来た。



§ 36:15 彼らはバルクに言った。「さあ、座って、私たちにそれを読んで聞かせてくれ。」そこで、
バルクは彼らに読んで聞かせた。

§ 36:16 そのすべてのことばを聞いたとき、彼らはみな互いに恐れおののき、バルクに言った。
「私たちは、これらのことばをすべて、必ず王に告げなければならない。」

§ 36:17 彼らはバルクに尋ねて言った。「さあ、あなたがこれらのことばをすべて、どのようにし
て書き留めたのか、私たちに教えてくれ。エレミヤが口述したことばを。」

§ 36:18 バルクは彼らに言った。「エレミヤがこれらのことばをすべて私に口述し、私は墨でこの
書物に記しました。」

§ 36:19 すると首長たちはバルクに言った。「行って、あなたもエレミヤも身を隠しなさい。あな
たがたがどこにいるか、だれにも知られないようにしなさい。」

§ 36:20 彼らは巻物を書記エリシャマの部屋に置き、王宮の庭にいる王のところに行って、このす
べてのことを報告した。



§ 36:21 王はユディに、その巻物を取りに行かせたので、彼はそれを書記エリシャマの部屋から
取って来た。ユディはそれを、王と王の傍らに立つすべての首長たちに読んで聞かせた。

§ 36:22 第九の月であったので、王は冬の家の座に着いていた。彼の前には暖炉の火が燃えてい
た。

§ 36:23 ユディが三、四段を読むごとに、王は書記の小刀でそれを裂いては暖炉の火に投げ入れ、
ついに、巻物をすべて暖炉の火で焼き尽くした。

§ 36:24 これらすべてのことばを聞いた王も、彼のすべての家来たちも、だれ一人恐れおののくこ
とはなく、衣を引き裂くこともしなかった。

§ 36:25 エルナタンとデラヤとゲマルヤが、巻物を焼かないようにと王に懇願しても、王は聞き入
れなかった。

§ 36:26 王は、王子エラフメエルと、アズリエルの子セラヤと、アブデエルの子シェレムヤに、書
記バルクと預言者エレミヤを捕らえるように命じた。しかし、主は二人を隠された。



§ 36:27 王が、あの巻物、バルクがエレミヤの口述で書き記したことばを焼いた後、エレミヤに次
のような主のことばがあった。

§ 36:28 「あなたは再びもう一つの巻物を取り、ユダの王エホヤキムが焼いた最初の巻物にあった
最初のことばを、残らずそれに書き記せ。

§ 36:29 ユダの王エホヤキムについてはこう言え。主はこう言われる。あなたはこの巻物を焼いて
言った。『あなたはなぜ、バビロンの王は必ず来てこの地を滅ぼし、ここから人も家畜も絶えさ
せる、と書いたのか』と。

§ 36:30 それゆえ、主はユダの王エホヤキムについてこう言われる。エホヤキムには、ダビデの王
座に就く者がいなくなり、彼の屍は捨てられて、昼は暑さに、夜は寒さにさらされる。

§ 36:31 わたしは、彼とその子孫、その家来たちを、彼らの咎のゆえに罰し、彼らとエルサレムの
住民とユダの人々に対して、わたしが告げたが彼らが聞かなかった、あのすべてのわざわいをも
たらす。」

§ 36:32 エレミヤは、もう一つの巻物を取り、それをネリヤの子、書記バルクに与えた。彼はエレ
ミヤの口述により、ユダの王エホヤキムが火で焼いたあの書物のことばを残らず書き記した。さ
らに同じような多くのことばもそれに書き加えた。



摂理の中で捉える霊感 保持

§霊感：奇跡的、神秘的

§保持：人間の細心の注意を払われた作業による
もの、平凡





§ 17:18 その王国の王座に就いたら、レビ人の祭司たちの前にある書から自分のため
に、このみおしえを巻物に書き写し、

§ 17:19 自分の手もとに置き、一生の間これを読まなければならない。それは、王が自
分の神、主を恐れ、このみおしえのすべてのことばと、これらの掟を守り行うことを
学ぶためである。

§ 17:20 それは、王の心が自分の同胞の上に高ぶることのないようにするため、また命
令から右にも左にも外れることがなく、彼とその子孫がイスラエルのうちで、長くそ
の王国を治めることができるようにするためである。







§妻と一緒に来ていたベントレー博士は、当然のごとく、
アッシュバーナムハウスの広く快適な息子の邸宅に泊
まった。博士は「暖炉の心地よい火」でゆっくり休ん
だ。暖炉は「図書館の下」にあった。その後、【中略】
「床に就いた時、暖炉にふいごを置いたままにしたかど
うか」博士には自信がなかった。いずれにせよ、暖炉側
面の木製部分に火が燃え移り、上階の図書館に燃え広
がったようである。博士は「妻の咳によって」眠りから
覚め、「木の燃えるにおいを感じた」。すると、博士は
王立図書館の棚から5世紀のアレクサンドリア写本 [非常
に重要な初期の新約聖書写本] を手に取り、脇に抱えて
ナイトガウンとかつらの姿でうまく逃げ出した。







§アハズヤの母アタルヤは、

自分の子が死んだと知ると、

ただちに王の一族全員を滅ぼした。



§どこに神は聖書を保持しておられるか
§ 次回まで、お楽しみに！
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