◆神に認証された ｢ 本当の聖書 ｣
認証されなかった聖書 !!
★（詳細は→聖書のホームページ http://www.bible-jp.com および『クリスチャンへの警告 第 18 集』参照）

■神に認証された『本当の聖書』

神が人間にお与えになった『本当の聖書』は、歴史的系譜から明らかであるだけでなく、神の認証によって確かなものとされました。
1994 年２月 19 日、アラビア半島の某国の某都市にある学校の教室で、イエス・キリストは 10 歳のイスラム教徒の子どもたち

21 人に同時に現れてくださいました。（この顕現とリバイバルに関する詳細は→『クリスチャンへの警告 第 18 集』参照）
その時、神の御子イエス・キリストは聖書を手に持って彼らに現れてくださいました。
二人の生徒の証言は次の通りです。（他の生徒たちの証言等は→ HP " イエス様が確証された『本当の聖書』" 参照）
■ M. サルマン（タンザニア・ダルエスサラーム出身）の証言 『私が決して忘れることのない日』
1994 年２月 19 日は、私の人生で最もすばらしい日でした。朝、私が祈っていると、すぐ上の空に一人の紳士が見えました。
私はショックを受けましたが、彼が地上に近づくと、彼が三人になるのが見えました。私は、どの人が本当のその人なのか、わ

かりませんでした。私は気を失いそうになりましたが、この人には何か違うものがありました。彼は私を見た時、微笑んでおられ
ました。それから彼はどんどん近くに来られました。初めは、私はとてもおびえていましたが、この時は、私の心臓の鼓動はあま
り速くはありませんでした。私の心は幸せで満ちていました。彼が歩いておられると、同じことが起きました。

彼は三人になって、また一人になり、また三人になり、また一人になったのです。
次に、彼が片手に非常に古い一冊の本を持っておられるのが見えました。

その本には、
『H.B. キング・ジェームズ』と書かれていました。

■ S. ファラー（タンザニア・ダルエスサラーム出身）の証言 『私が決して忘れない日』
2 月の間、私たちのクラスは祈りをしていました。断食の時でした。その日は 19 日でした。
私たちは、黒雲を見ました。窓からぱっと光が入って来て、壁にぶつかりました。その雲から、一人の男の人が現れました。その人は、
天井に触れるほど背が高い人でした。彼の髪はカールしていて、髪の色は褐色でした。彼の片方の肩に、緑色の布切れがありました。
彼は白いカンデュラ（イスラム教国で着用される長服）を着ていました。 彼は片方の手に 一冊
の古い本を持っていました。その本には革製のカバーがあり、そのカバーの縁は金で、『H.B.』
とあり、その上に、ある王の名前もありました。
●この学校を訪れたアメリカ人女性伝道者のクリスティン・ダーグ師（『クリスチャンへの警告 第
17 集』参照）は、こう述べています。
「彼は金縁の
を持っておられました。生徒たちは、その本が、
『古い本』
『H.B.』とエンボス加工（浮

き彫り）されているのを見ました。それは、"Holy Bible"（聖書）を表しています。

とてもすばらしいのは、このイスラム教徒の複数の少年たちが、イエス様がキング・ジェームズ版の聖書を持っ
ておられることに気付いたことです！
このイスラム教徒の子どもたちが、さまざまな翻訳聖書に関する神学的論議について知っていた可能性があるとは、ありそうに

ないことです。

この顕現は、キング・ジェームズ版の聖書が、" 天国の選びの聖書 " であると考える人々に信任を与えている
のです！」
●キング・ジェームズ版の聖書は、どういうものでしょうか？
キング・ジェームズ版の聖書の旧約聖書は、ヘブル語のマソラ本文 ( ヤコブ・ベン ･ ハイーム編纂）から
翻訳されており（→ F5-3）、新約聖書は、ギリシャ語の TR 本文から翻訳されています。
つまり、イエス様が手に持っておられた " 天国の選びの聖書 " は、マソラ本文から翻訳された旧約聖書と、
TR 本文から翻訳された新約聖書なのです！
このアラビア半島におけるイエス様の顕現は、マソラ本文から翻訳された旧約聖書と、TR 本文から翻訳
された新約聖書こそが本当の聖書であることを認証しているのです !!
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■神に認証された ｢本当の聖書｣
★神に認証された『本当の旧約聖書』

★真の旧約聖書の系譜

その系譜を大まかにまとめると、こうなります（右図参照）。

●モーセらが聖霊の霊感により手書きした原本 → ユダヤ人レビ人たちの写本
による継承

→ マソラ本文

→ KJ 版聖書ほか

大まかにまとめると、こうなります。
モーセらが聖霊の霊感により手書きした原本
→ ユダヤ人レビ人たちの写本による継承

神が信任をお与えになった " 天国の選びの聖書 "、神が認証された聖書は、キング・
ジェームズ版聖書です。すなわち、マソラ本文から翻訳された旧約聖書と、TR 本文か
ら翻訳された新約聖書こそが『本当の聖書』です。
この系譜の結果として最終的にもたらされたキング・ジェームズ版聖書を神が認証さ

↓
→ マソラ本文

れたという事実は、そこに至るまでの過程をも神が導いてこられたことを意味します。
つまり、上記の各プロセスを経て今日の聖書を聖徒たちが読むことができるようにさ
れたのは、聖書の歴史における神のご計画であったのです！
写本に関わったユダヤ人のレビ人たちも、マソラ本文を編纂したヤコブ・ベン ･ ハイー
ムらも、さらにはキング・ジェームズ版聖書の翻訳と発行に関わった人々も、すべて神

→ KJ 版聖書ほか

↓

の御手の内にあって『本当の旧約聖書』をもたらすべく用いられた人々だったのです。

《神に認証された旧約聖書の真実 !!》
■神に認証された聖書…キング・ジェームズ版聖書 !!
■神に認証された旧約聖書本文…マソラ本文（ヤコブ・ベン ･ ハイーム編）
■神に認証された事実…ユダヤ人レビ人たちの写本による継承により、今日の『本当の旧約聖書』がもたらされていること
■神に認証された事実…モーセらが聖霊の霊感により手書きした原本を基に、今日の『本
当の旧約聖書』がもたらされていること

★真の新約聖書の系譜
大まかにまとめると、こうなります。
マタイらが聖霊の霊感により手書きした原本

★神に認証された『本当の新約聖書』
その系譜を大まかにまとめると、右図のようになります。
この系譜の結果として最終的にもたらされたキング・ジェームズ版聖書を神が認証さ
れたという事実は、そこに至るまでの過程をも神が導いてこられたことを意味します。

↓
→ 大ぜいの聖徒たちの写本による継承

つまり、上記の各プロセスを経て今日の新約聖書（旧約聖書も）を聖徒たちが読むこ
とができるようにされたのは、聖書の歴史における神のご計画であったのです！
そして、写本に関わった初代教会以降の弟子たちも、TR 本文を編纂したエラスムスら
も、さらにはキング・ジェームズ版聖書の翻訳と発行に関わった人々も、すべて神の御
手の内にあって『本当の新約聖書』をもたらすべく用いられた人々だったのです。

↓
→ TR 本文

《神に認証された新約聖書の真実 !!》
■神に認証された聖書…キング・ジェームズ版聖書 !!
■神に認証された新約聖書本文…TR 本文
■神に認証された事実…大ぜいの聖徒たちの写本による継承により、今日の『本
当の新約聖書』がもたらされていること
■神に認証された事実…マタイらが聖霊の霊感により手書きした原本を基に、今
日の『本当の新約聖書』がもたらされていること
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↓
→ TR 日本語訳聖書・ KJ 版聖書ほか

■神に認証されなかった聖書
イエス様が手に持っておられたのは、現代版の聖書ではありませんでした！
すなわち、旧約聖書は、ビブリア・ヘブライカという本文によるものではなく、新約聖書は、
ネストレ本文・ＵＢＳ版本文という本文によるものではありませんでした。

★現代版の旧約聖書の系譜
大まかにまとめると、こうなります。
【1】異教・異端の諸思想・諸文書
【2】編纂者キッテルの信念・思想

★神に認証されなかった旧約聖書

→ ビブリア・

現代版旧約聖書の系譜を大まかにまとめると、右図のようになります。

↓

ヘブライカ

■ビブリア・ヘブライカをもたらしたルドルフ・キッテルは、
敬虔なクリスチャンではありませんでした。彼は熱烈な反ユダヤ主義者（ユダヤ人排斥者）
でした。彼はユダヤ人を軽蔑しました。彼はキリスト教を拒絶しました。彼はイエス・キリ
ストの教えを否定しました。彼は旧約聖書の霊感を否定しました。彼は新約聖書も旧約聖書

→ 新改訳聖書・

↓

共同訳聖書（新共同訳・口語訳・文語訳）

も否定しました。彼は「古代ギリシャの諸宗教を熱心に信じる者」でした！ 彼は聖書を信じ
ない『聖書改ざん者』でした。 彼は『異端者たちを受容した異端者』…でした。

★神に認証されなかった新約聖書
現代版新約聖書の系譜を大まかにまとめると、右下図のようになります。
■ネストレ本文・ＵＢＳ版本文による現代版聖書をもたらしたのは、こういう人々でした。
イエス・キリストの神性を否定する人々。聖書の霊感を否定する人々。聖書を神のこと
ばと信じない人々。イエス・キリストのあがないを否定する人々。聖書改ざん者
哲学者・万人救済主義者。アリウス主義異端者。悪霊との交信者
三位一体否定者

神のことば不信者 / 根本教理反対者。進化論者

《新改訳聖書》
旧約はビブリア・ヘブライカ準拠

ギリシャ

ユニテリアン主義者。
外典支持者…

改ざん聖書を作った異端者オリゲネス、バチカン写本 / シナイ写本の作成に関わったエ
ウセビウス、聖書本文 RV を作ったウェストコットとホート、ネストレ - アーラント版 /

新約はネストレ版本文準拠

《共同訳聖書》
旧約はビブリア・ヘブライカ準拠
新約は UBS 版本文準拠

UBS 版聖書本文の編集者たちは、聖書を神のことばと信じない人々や、イエス・キリスト
を神と信じない人々、神と神のことばに不信感を持つ人々でした。

★神は、聖書を神のことばと信じない人々や、イエス・キリストを神と信じ
ない人々、神と神のことばに不信感を持つ人々がもたらした " 聖書 " に信任
を与えることも、それを認証されることも、ありませんでした !!

★現代版の新約聖書の系譜
大まかにまとめると、こうなります。
オリゲネスの
改ざん聖書

神が『信任』をお与えになったのは、そういう " 聖書 " に対してではありませんでした。
神に『認証』されたのは、そういう " 聖書 " ではありませんでした。
神が信任をお与えになった " 天国の選びの聖書 "、神が認証された聖書は、
マソラ本文から翻訳された旧約聖書と、TR 本文から翻訳された新約聖書でした。

↓

→ バチカン写本・シナイ写本

《神に認証されなかったもの》
■神に認証されなかった、ビブリア・ヘブライカ !!
■神に認証されなかった、ビブリア・ヘブライカに基づく旧約聖書 !!
■神に認証されなかった、ビブリア・ヘブライカに基づく新改訳聖書・共同訳聖書

↓
→ ネストレ版 /UBS 版本文

（新共同訳・口語訳・文語訳）!!
■神に認証されなかった、異端者オリゲネスの改ざん聖書 !!
■神に認証されなかった、バチカン写本 / シナイ写本 !!

↓
《新改訳聖書》 新約聖書はネストレ版本文準拠

■神に認証されなかった、聖書本文 RV!!

《共同訳聖書》 新約聖書は UBS 版本文準拠

■神に認証されなかった、ネストレ /UBS 版聖書本文 !!

《新共同訳・口語訳・文語訳》も同様

■神に認証されなかった、ネストレ /UBS 版聖書本文に基づく新約聖書 !!
■神に認証されなかった、ネストレ /UBS 版聖書本文に基づく新改訳聖書・
共同訳聖書（新共同訳・口語訳・文語訳）!!
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■神の認証
天国に案内され、そこにある聖書を目撃した人もいます。
天国の聖書がどういう言語で書かれているのかわかりませんが、神の御子イエス・キリストがアラビアにある都市の学校の二十一
人の少年たちにお見せになったのは、その天国にある『本物の聖書』でした !!
すなわち、それは、《マソラ本文による旧約聖書》と《ＴＲ本文による新約聖書》でした。イエス・キリストは、これらの本文に
よる聖書こそが『天国の選びの聖書』
、天国にある本物の聖書であることを認証し、確証してくださったのです !!

聖書の歴史的系譜が明らかにしているこの二つの聖書本文を、イエス・キリストは認証し、確証されたのです！
イエス・キリストは、御手に持っておられるこの聖書こそが本当の聖書ですと示されたのです！

これ以上のどんな証明が必要でしょうか？
聖徒たちは天国に行けば、そこで『本当の聖書』を見るようになることでしょう。けれども、この地上でそれを見ることを、イエ
ス・キリストはあの二十一人の生徒たちに許されたのです。それは、彼らの証言を通して、それらの本文こそが本当の本文であるこ
とを地上の人々に、とりわけ、神の民に教えているのです！

アラビア半島の生徒たちが見た聖書は、何だったでしょうか？

それは《マソラ本文による旧約聖書》と《ＴＲ本文による新約聖書》の英語版でした。もし、イエス・キリストが、アラビア半島
だけでなく、日本列島でも聖書を携えて現れてくださると仮定したら、どういう聖書を手に持っておられるでしょうか？
それは、
《マソラ本文による旧約聖書》と《ＴＲ本文による新約聖書》の日本語版です！
神が、このすばらしいみことばを長い歴史の中で保持してこられたこと自体、人類に対する神の偉大な愛と恵みを証ししています。
現代の私たちに与えられている真の『神のことば』、『本当の聖書』を、私たちはあらためて感謝しようではないでしょうか。

■日本語聖書に関しての『まとめ』
日本語聖書に関してまとめると、こうなります。
●神に認証されなかった日本語聖書
神に認証されなかった、ビブリア・ヘブライカに基づく新改訳聖書・共同訳聖書（新共同訳・口語訳・文語訳）!!
神に認証されなかった、ネストレ /UBS 版聖書本文に基づく新改訳聖書・共同訳聖書（新共同訳・口語訳・文語訳）!!

●神に認証された TR 本文に基づく『本当の新約聖書』

■エターナル・ライフ・ミニストリーズからのおすすめ !!
神が信任をお与えになった " 天国の選びの聖書 "、神が認証された聖書は、キング・ジェームズ版聖書です。
すなわち、マソラ本文から翻訳された旧約聖書と、TR 本文から翻訳された新約聖書です。
●旧約聖書について
マソラ本文（ヤコブ・ベン ･ ハイーム編纂）に基づく日本語旧約聖書は現在見当たりません。
将来、マソラ本文に基づく日本語の『本当の旧約聖書』が翻訳され発行されることが望まれます。
それまでは、キング・ジェームズ版聖書（英語）あるいはヘブル語原文等で確認しつつ既存の旧約聖書を読むことをお勧めします。
ヘブル語（マソラ本文）と英語の併記聖書としては、Jay P.Green 著の "The Interlinear Bible" をお勧めします。
●新約聖書については、神に認証された TR 本文に基づく『本当の新約聖書』
、『TR 新約聖書』をおすすめします！

エターナル・ライフ・ミニストリーズ

mail@eternal-lm.com

〒 734-8691 広島市宇品郵便局私書箱 20 号

FAX：082(252)8889
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www.eternal-lm.com

