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§神は、摂理によって、書かれたみこと

ばを保持しておられる。

§主に「通常の摂理」を通して聖書を保

持しておられる。

§奇跡より混沌に見える！

§数多くの異なる写本が現存する。

§では、「神が保持してくださった聖書

は、どこにあるの？」

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





•（いくつかの）特定の写本において
1. 東方正教会とLXX（七十人訳）
2. ローマ・カトリック教会とウルガタ訳

3. 欽定訳のみ運動（The King James Only movement）
4. マジョリティテキスト派（新約）

5. マソラ本文とへブル語の母音記号論争（旧約）



出典：Wikipedia







名古屋正教会のホームページには、このような説明が載っている：

「別の聖典をお持ちなんですか？なんて質問をよく受け、どっと疲れてし
まうことがありますが、正教会は「キリスト教中のキリスト教」です、新
約・旧約とも、もちろん用います。ただ旧約については、紀元前３世紀ア
レキサンドリヤでヘブライ語原典から７２人の学者によって翻訳された
「７０人訳ギリシャ語聖書（Septuagint）」を用いるのが基本で、他教派
と異なります。」



トリエント公会議
1546年



ヒエロニムス（324−420年）



§たとえ遅くなった場合でも、神の家でどの
ように行動すべきかを、あなたに知ってお
いてもらうためです。神の家とは、真理の
柱と土台である、生ける神の教会のことで
す。



真理 = 聖書

初めに、教会ありき？ OR 初めに、神のことばありき？



欽定訳と欽定訳
英訳聖書から翻
訳されたパプア
ニューギニアの
ピジン語訳バイ
リンガル聖書













1. 保持（そして霊感）が書かれたテキストの
物理的事象、すなわち綴れれた特定の「文
字」に関連しているとしたこと。

2. 神の摂理に従って、真の神の民だけが、書
かれた神のことばを保持することができた
としたこと。



画像：Wikipedia



神は、ご自身のみことばを、正典である旧約聖書と
新約聖書の現存する「写本の伝統」（諸写本）にお
いて保持しておられる。そして、教会に必要な神の
みことばを常に聞くことができるように、また、聖
霊によってみことばに確信を持って成長することが
できるように、ご自身の教会を導いておられる。

1. 聖書の「正典」、
2. 原語の旧約聖書、
3. 原語の新約聖書、
4. 翻訳聖書



§ ギリシャ語kanon, 英語canon
§ 「第二正典」＝「アポクリファ（外典）」



画像：meredithkline.com



§契約関係は、必然的に契約書を要する。

§旧約聖書は、古代近東の宗主国と臣下の条約と全
く同じ要素を含んでいる。

§旧約聖書は、新約聖書の完成と成就を期待してい
る。



私は、この書の預言のことばを聞くすべての者に証し
する。もし、だれかがこれにつけ加えるなら、神がそ
の者に、この書に書かれている災害を加えられる。ま
た、もし、だれかがこの預言の書のことばから何かを
取り除くなら、神は、この書に書かれているいのちの
木と聖なる都から、その者の受ける分を取り除かれる。





画像：unsplash.com



HVN
HeaVeN（天国）
HaVeN（避難所）
HaVaNa（ハバナ）



109:17 彼 [悪き者] が呪いを愛したので

それは自分に返って来ました。

ּוהֵאֹובְּתַו wǎt·teḇô·ʾēʹ·hû それは自分に返って来ました（MT）

והֵאֹובְתּו û·ṯeḇô·ʾēʹ·hû それは自分に返って来るように（ESV）

祝福を喜ばなかったので

それは彼から遠く離れました。

קַחְרִּתַו wǎt·tir·ḥǎqʹ 遠く離れました（MT）

קַחְרָתְו weṯā·reḥǎqʹ 遠く離れますように（ESV）



97:11 光は 正しい者のために蒔かれている。

喜びは 心の直ぐな人のために。

ַעֻרָז zā·rǔaʿʹ 蒔かれる（MT）

orta （日の出のように）輝き昇る（ラテン語）

חַרָז zā·rǎḥʹ 輝き昇る（修正？）

Light shines on the righteous 

and joy on the upright in heart.（NIV）
112:4 直ぐな人たちのために 光は闇の中に輝き昇る。（ חַרָז ）

主は情け深く あわれみ深く 正しくあられる。



21:8 その人は、獅子のように叫んだ。（新改訳）

הֵיְרַא ʾǎr·yē(h)ʹ 獅子（MT）

21:8 見張りは叫んだ。（新共同訳）

הֶאֹרָה hǎr·ʾē(h)ʹ 見ている人（死海文書）

Then he who saw cried out（ESV）



3:23 教えを始められたとき、イエスはおよ
そ三十歳で、人々からヨセフの子と思われ
ていた。このヨセフは、ヘリの子、順次さ
かのぼって、
3:24 マタテの子、レビの子、メルキの子、
ヤンナイの子、ヨセフの子、
3:25 マタテヤの子、アモスの子、ナホムの
子、エスリの子、ナンガイの子、
3:26 マハテの子、マタテヤの子、シメイの
子、ヨセクの子、ヨダの子、
3:27 ヨハナンの子、レサの子、ゾロバベル
の子、サラテルの子、ネリの子、
3:28 メルキの子、アデイの子、コサムの子、
エルマダムの子、エルの子、
3:29 ヨシュアの子、エリエゼルの子、ヨリ
ムの子、マタテの子、レビの子、
3:30 シメオンの子、ユダの子、ヨセフの子、
ヨナムの子、エリヤキムの子、
3:31 メレヤの子、メナの子、マタタの子、

ナタンの子、ダビデの子、
3:32 エッサイの子、オベデの子、ボアズの
子、サラの子、ナアソンの子、
3:33 アミナダブの子、アデミンの子、アル
ニ[別名ラム]の子、エスロンの子、パレス
の子、ユダの子、
3:34 ヤコブの子、イサクの子、アブラハム
の子、テラの子、ナホルの子、
3:35 セルグの子、レウの子、ペレグの子、
エベルの子、サラの子、
3:36 カイナンの子、アルパクサデの子、セ
ムの子、ノアの子、ラメクの子、
3:37 メトセラの子、エノクの子、ヤレデの
子、マハラレルの子、カイナンの子、
3:38 エノスの子、セツの子、アダムの子、
このアダムは神の子である。

（ルカの福音書、新改訳聖書第三版）





初めに、言葉と呼ばれる方がいた。言葉は神と共にい
て、言葉は神のようだった。

初めにことばがあった。ことばは神とともにあった。こ
とばは神であった。（新改訳聖書）





イエスは答えられた。「『人はパンだけで生きるのでは
なく、神の口から出る一つ一つのことばで生きる』と書
いてある。」（マタイ4:4）

漸進的啓示



「失われる聖書」＆「見つかる聖書」

歴代誌第二34：12-21

「主のことばを聞くことの飢饉」（アモス8:11）



「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」

画像：Wikipedia



§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


