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2022 年 夏号 新 改 訳 ニ ュース 

 聖書と私のふれあいは私の⺟が⽇々聖書を読んで

いる姿に接したところから始まります。⺟の聖書

（当時は⽂語訳）は⾚線で⼀杯でした。⺟が祈ると

きよく聖句を⽤いて祈っていました。しかし私はイ

エス・キリストの救いにあずかるまで聖書は私のも

のとなりませんでした。新約聖書を開き読み進もう

としても進めません。次々と出て来る奇跡が信じら

れない。どうして⼈々は何の苦もなく聖書を読める

だろうか。彼らの理性を疑ったほどです。 

 ところが不思議なことに⾃分の罪が⽰され、それ

を⾔い表し、涙ながらに主イエス・キリストの⼗字

架は私の罪のためであったと信じ、⽣まれ変わった

途端、聖書は全く新しいものになりました。それか

ら何⼗年、聖書を何⼗回通読したことでしょうか。 

 ⾹登教会で奉仕していたとき、⼀⼈の姉妹が講壇

から勧められた聖書通読を新年元旦から始め、7 ⽉

の終り頃、「先⽣、創世記から黙⽰録まで通読しま

した」と顔を輝かせてうち明けてくれました。朝早

く起き、恵みのうちに読み進んだというのです。

「それではまた創世記に戻って読み進みましょう」

とお勧めしたことです。彼⼥の夫君は『新改訳

2017』が出版されるとすぐに購⼊し、「これは信仰 
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く起き、恵みのうちに読み進んだというので

す。「それではまた創世記に戻って読み進み

ましょう」とお勧めしたことです。彼⼥の夫

君は『新改訳 2017』が出版されるとすぐに

購⼊し、「これは信仰⽣涯における六冊⽬の

聖書です」と表紙に御⾔葉を書いて欲しいと

求めてきました。 

 ⼈類が罪に陥り、その罪と滅びからの救い

に関わるすべての真理が特定の者たちに聖霊

により「啓⽰」（レベレーション）されまし

た。その啓⽰された尊い真理が時間空間を超

え、⼗全に⼀⾔⼀句誤りなく伝達されるため

に聖霊により「霊感」（インスピレーショ

ン）され、「書物」に表わされました。それ

が「聖書」です。その聖書を今私たちは同じ

聖霊により「照明」（イルミネーション）さ

れ、わがものとして理解するのです。 

 聖書を通して語られる神︕聖書が「神のこ

とば」であると信じることは聖書を通して語

られる神を信じることです。聖書は⽇々に新

しい。それは⽇々聖書を通して語られる神の

語りかけが新鮮だからです。臨在の主を前に

きょうも主の語りかけを期待して聖書に対座

する者でありたいと願わされることです。 
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『聖書 新改訳 2017』改訂作業の今後 翻訳編集委員⻑ 津村俊夫 

 

 新⽇本聖書刊⾏会の翻訳編集委員会は、『聖書 新

改訳 2017』が出版されてからも継続して活動してい

ます。その作業は、「2017 版に必要な修正を加えて

いく研究」と「次の版に向けた研究」の⼆つに分ける

ことができます。 

 まず、前者の作業については、毎⽉の主任会議（委

員⻑・津村俊夫、副委員⻑・旧約主任⽊内伸嘉、新約

主任・内⽥和彦、⽇本語主任・松本曜、新約常任委

員・三浦讓、研究員・⼭中直義、研究員・公⽂光）に

おいて、読者からの質問への応答、訳⽂の改訂作業、

データベースの更新、著作権許諾に関する問題など、

それぞれに取り組んでいます。その他に、『簡易注

解』の執筆（2027 年出版を⽬指す）、『⽤語集』の

編集、『地図』の改訂などにも従事しています。中期

的プロジェクトについては次⾴をご覧下さい。 

 後者の、「次の版に向けた研究」に取り掛かってい

る理由は⼆つあります。まず、聖書翻訳の研究には、

時間に制限があっては取り組めないような課題があり

ます。たとえば、原語と⽇本語のテンス・アスペクト

（時制･相）に関する研究がこれに当たります。新改

訳 2017 で⼤きく翻訳が変わったサムエル記第⼆ 7 章

1, 8-11 節を 3 版と⽐べると、その意義が分かりやす

いかもしれません。動詞のテンス・アスペクトの理解

が変わるだけで、テキストの意味は⼤きく変化するの

です。『聖書翻訳を語る』 (2019), 123-27 ⾴、『み

ことば––聖書翻訳の研究––』の第 1 号と第 3 号をご

覧下さい。 

もう⼀つの理由として、翻訳委員会が⼤事にしてい

る「継続的な改訂」作業の性格上、次世代に知識を正

しく継承していく必要があります。次の⼤改訂は、今

の 30 代、40 代の研究者が中⼼になって⾏われま

す。その時までに、2017 版の完成に⾄るまでに蓄積

された経験と知恵が継承されていくことが必要です。 

 

 翻訳編集委員会は、2018 年の秋から「翻訳研

究会」を⽴ち上げ、2017 版の翻訳・編集で核と

なった研究者と次世代の研究者が共に集い、研究

会が年 2回開催されてきました。2021 年までの

研究会では聖書の様々な⾔語的現象についての活

発な議論が⾏われました。この 4⽉からは、副委

員⻑の⽊内主任を中⼼として、若⼿研究者が改訂

を具体的に発案する「訳⽂検討作業部会」が毎⽉

開かれています。この取り組みは私たちの聖書理

解を深めると同時に、若⼿の研究者たちが先輩の

研究者たちから翻訳と共に編集作業がどういうこ

とであるのかを知るための良い交流の場となって

います。 

翻訳編集委員会は、原典に忠実な⽇本語聖書を

引き続き主の教会と⽇本社会に提供するため、

⽇々研究を積み重ねています。新改訳聖書の翻訳

理念に基づく「継続的な改訂」作業が滞りなく続

けられるように、祈りと財政的な⽀援をもって⽀

えていただきたいと思います。どうぞよろしくお

願いいたします。 
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期待しています。また、今後の改訂編集作業も、イン

ターリニア聖書を⽤いつつ進めていくことで、原⽂と

の透明性がより⾼く、原典により忠実な翻訳を⽬指す

ことが出来るようになります。 

今回刊⾏を⽬指しているインターリニア聖書は、
『聖書 新改訳 2017』を⽤いる皆様と諸教会にとっ
て、聖書理解に⼤きな実りをもたらすものになると信
じます。ただし、完成までの道のりは容易ではありま
せん。上掲のヤコブの⼿紙 1 章 1 節の原⽂は 15語で
構成されていますが、旧新約聖書全体は 56 万語以上
で構成されています。⼀つ⼀つの⽂法情報を精査し、
新改訳 2017 の訳語を当てはめて体裁を整える作業に
は、多くの時間と労⼒が必要です。皆様からのご要望
に⽿を傾けつつ、今後、改良を重ね、より良いものを
完成できるよう努めてまいります。この働きを覚えて
祈り、ご⽀援くださいますように⼼からお願いいたし
ます。 

『聖書 新改訳 2017』をお読みくださり、また、
新⽇本聖書刊⾏会の働きを覚えてお祈りとご⽀援を
いただき⼼から感謝申し上げます。本⾴では、『聖
書 新改訳 2017』を⽤いた中期計画について、紹介
させていただきます。 

 新⽇本聖書刊⾏会は、五年後を⽬指して、原典
聖書の⼀語⼀語に⽂法情報と新改訳の訳語を併記
したインターリニア聖書の刊⾏を計画していま
す。以下に、ヤコブの⼿紙 1 章 1 節のサンプルを
⽰します。 

インターリニア聖書を⽤いることによって、ヘ
ブル語やギリシャ語で書かれた原典聖書に馴染み
のなかった⽅々も、原典の語意や語順を確認する
ことが出来ます。⾒出し語およびその番号は、刊
⾏を計画しているコンコーダンス(語句索引辞典)
の情報と対応しています。コンコーダンスで検索
することで、その語が聖書のどこで、どのように
訳されているのかを確認することができます（コ
ンコーダンスは、次号の「新改訳ニュース」で紹
介します）。 

このインターリニア聖書が、説教者はもとより、

『聖書 新改訳 2017』を読む⽅々にとって、主のみ

ことばをより深く理解するための助けとなることを 

 

『聖書 新改訳 2017』を⽤いた中期計画 - インターリニア聖書の作成 - 

研究員 公⽂光・⼭中直義 
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●事務局からのお知らせ 

☆ご⽀援について 

当刊⾏会の活動は、いのちのことば社が発⾏して
いる「聖書 新改訳 2017」の印税と、皆様から寄せ
られています献⾦によって進められています。  

聖書翻訳は⾔語的研究も、⼈材育成も、⻑期的な
取り組みが必要とされます。今号でも紹介していま
すように、そのためのプロジェクトを順次進めてお
りますので、どうかぜひ、ご⽀援下さいますようお
願い申し上げます。 

ご⽀援には、以下の⼝座へのお振り込みをご利⽤
下さい。その際には刊⾏会へもお名前、ご住所なと
どをお知らせくださいますようお願い申し上げま
す。  

各種お問い合わせは、基本的にホームページの
「お問い合わせフォーム」より寄せてください。聖
書の使⽤許諾については、著作権管理事務局へご相
談ください。 

新⽇本聖書刊⾏会 
ホームページ  https://www.seisho.or.jp/  

献⾦振込⼝座 
郵便振替 001905678487 
ゆうちょ 〇⼀⼋ 普通 59182041  

著作権管理事務局  
ホームページ: 
https://wlpm.or.jp/seisho-copyright 
メールアドレス; shinkaiyaku@wlpm.or.jp 

 

⼀般的に⾔えば、終わりのない取り組みと いうも

のは苦悩をもたらすものですが、聖書の翻訳という取

り組みは、まさに終わりのないものでありながらも、

⼤きな幸いを覚えさ せられるものです。それは、神

のことばである聖書を、少しでも良い形で⽇本語社会

に届けることができる意義は⼤きなものであるからで

す。  

当刊⾏会の取り組みは、諸教会、個々⼈の祈りとご

⽀援の中で進められてきましたが、それはこれから先

の取り組みにおいても変わることのない基盤であるこ

とを思わせられます。そこでこのたび、皆様との定期

的な交流を意図して、ニュースを発⾏することにいた

しました。現状の活動をご紹介するとともに、新たな

計画などもご案内できるものと考えております。聖書

の翻訳編集の取り組みは、⼈材的にも、財源的にも、

多くの必要がありますので、そういったアピールもさ

せていただくつもりです。どうか皆様からもご感想、

ご質問などをお寄せ下さい。 

このニュースは、ご賛同いただいています諸団体の

教会代表委員会を通じて配信しておりますし、刊⾏会

のホームページからもご覧いただけるようにして参り

ます。⼩さな紙⾯ではありますが、これを⼿がかりと

して、皆様とのより豊かな交流が築かれていくことを

と切に願っています。 

これからもどうか、新⽇本聖書刊⾏会が取り組んで

おります聖書の翻訳編集事業をご理解下さり、また、

ご⽀援下さいますよう、お願い申し上げます。 

「新改訳ニュース」発⾏のご挨拶 

新⽇本聖書刊⾏会代表理事 森 恵⼀ 

 


