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朝鮮半島における聖書翻訳再考察 

―キリスト教受容者の立場を中心に― 

 

洪   伊 杓 

 

１．はじめに 

近代以前のヨーロッパにおいてラテン語が国家と民族をつなぐ共通語であったように、東

アジアでは漢字が共通語であった。ラテン語が聖書と教理書を、漢字が四書三経などの儒教

経典を表現するいわゆる「神聖な真の文字」として知識人の言語であったという点も類似す

る。1しかし、ヨーロッパの近世に言語民族主義が展開されたように、東アジアでも新しい

国語ナショナリズムが本格化し、漢字に象徴される「中華文化圏」からの離脱と自立という

国語形成は、近代の必須課題として認識された。2日本は明治維新以後、伝統的な訓読法を

近代的な「今体文」(普通文)として発展させた。3漢文及び漢字と断絶されない日本の近代

国語の定立過程は、日本語聖書翻訳にも反映された。では、中国の漢語聖書と日本での訓読

式聖書などは、より遅く着手された朝鮮での聖書翻訳にどのような影響を及ぼしたのだろう

か。 

 朝鮮半島における聖書翻訳史には大きく二つの経路がある。まず、(1)半島北部から満州

に至るまでイギリスの宣教師と接した商人出身の改宗者たちの協力によって、瀋陽で最初の

ハングル聖書『耶蘇聖教路加福音全書』(1882)などが出版された。次に、(2)日本に留学し

た李樹廷
イ ・ ス ジ ョ ン

がヘボン、ルーミスなど宣教師と接した結果、 漢文聖書に「吐
ト

」を付けた『縣吐

漢韓新約聖書』(1884)とハングルの『馬可傳福音書諺解』(1885)などを横浜で翻訳、出版し

                                                   
1 金成恩(김성은)、「李樹廷における聖書翻訳と啓蒙文体」『李樹廷の『マルコによる

福音書』出版 130 周年記念国際シンポジウム』資料集、(2015 年 6 月 30 日、東京在日

韓国 YMCA)、146 頁。; 김성은、「이수정의 성경번역과 계몽문체」、『韓国基督教

와 歴史』第 43 号, 2015 年 9 月、83 頁。 

2 村田雄二郎、『漢字圏の近代―ことばと国家』(東京大学出版会、2005)、6-7 頁。 

3 斎藤希史、『漢文脈の近代』（名古屋大学出版会、2005）、236-263 頁。金成恩、

『宣教と翻訳―

漢字圏・キリスト教・日韓の近代』(東京：東京大学出版会、2013)、13-34 頁。 
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た。現在まで朝鮮半島における聖書翻訳史は、主に宣教師の立場と論争に焦点があてられて

きたが、漢字文化圏での受容者の立場から再評価することができる。本論考は、朝鮮半島の

北部や満州で活動した翻訳者が庶民であったことに対し、日本で活動した李樹廷などは両班
ヤンバン

(貴族)であったという立場の相違に着目し、同時に漢字文化圏における朝鮮語への聖書翻訳

過程についてその関連性を再考察する。 

 

２．中国(満州)での「ロース訳」聖書(徐相倫など) 

：商人(庶民)のハングル翻訳作業の意味 

中国東北地域(満州)では、1870 年代初に満洲に定着したスコットランド連合長老教会所

属のジョン・ロース(John Ross、羅約翰)とジョン・マッキンタイヤー(John Macintyre、馬

勤泰)が、徐相崙
ソ・サンユン

、 李成夏
イ ・ ソ ン ハ

、李應贊
イ・ウンチャン

、白鴻俊
ベック・ホンジュン

、金鎭基
キム ・ジンギ

、李益世
イ ･ イ ッ ク セ

、崔成均
チェ・ソンキュン

など義州中心の朝

鮮人商人の尽力によって聖書を朝鮮語に翻訳した。1879 年、4 人の受洗者を出したこの場

で、ロースを中心に聖書が翻訳され、1882 年 3 月には『ルカ福音』を、5 月には『ヨハネ

福音』をそれぞれ刊行し、その翌年には『使徒行伝』を刊行した。そして、1887 年には

『新約全書』である『耶蘇聖教全書』(예수셩교전셔)を刊行することになった。このように

聖書をハングルで翻訳、配布したが、この聖書は様々なルートで朝鮮に導入された。 

平壌を中心とする北西地域には、朝鮮時代末期以降に自立的中産層(Independent Middle 

Class)が浮上してきた。その中で、清国との貿易によって成長した商人グループが代表的で

あるが、特に義州は国境貿易の関門として商売を通して財産家になり勢力化した第三階級と

しての商人が多かった。李萬烈は、「彼等はほとんど漢文と満州語に精通した學人として読

書層であった」4と評価している。従って、 徐相崙などロース訳聖書の協力者たちは、ハン

グルを重要視しながらも、漢文も習得していた。 

  朝鮮末期まで漢字は「眞書」として高い価値が認められたが、ハングルは「諺文」とし

て軽視されていた。しかし、徐相崙などはカトリックの『天主実義』がハングルで翻訳され、

女性など民衆の中で拡散して行った経緯があるので、ロース宣教師にハングル翻訳を依頼し

た可能性が高い。その結果、ロース訳聖書はすべてがハングルで翻訳された。 

  ロースは「朝鮮人は至高神 (the Supreme Being)に該当する言葉をハングルで

「하느님(하나님)」(ハヌニム、ハナニム)と表すが、この名称は非常に独特であり普遍的に

使われているので、これからの翻訳や説教に問題なく使っても良い」5とし、中国語の「上

                                                   
4 李萬烈(이만열)、『大韓聖書公会史 1』(ソウル：大韓聖書公会)、31 頁。 

5 J. Ross, History of Corea, Ancient and Modern, (London, Elliot Stock) 1879, 1891, 

p.355. 
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帝」にあたる「하느님(하나님)」(Hanunim, Hananim)の概念を 1882 年の最初の聖書翻訳

(ルカ、ヨハネ)に使った。ロースはまだ「分かち書き」が確立されなかった時期に、「ハヌ

(ナ)ニム」や「主」のような単語の直前や直後にスペースを置く、いわゆる「擡頭法」を採

用することから、新しい礼拝対象であるキリスト教の「神」を韓国人に紹介するために特別

に強調した。「擡頭法」は古来から王や皇帝、また国名など権威ある名の前後にスペースを

入れて文章を書く伝統であった。6ロースは韓国人協力者たちからの助言を参考に、このよ

うな細かい配慮までしていた可能性が高い。 

ロースはこの 10 年後に『耶蘇聖教全書』を出版した後に書いた文章でも中国が「上帝」、

「天主」、「神」など様々な漢字語の中で「不必要な論争を長くしたが、朝鮮人が

「하느님(하나님)」という良い用語を持っている事は幸いだと感じた」7と記している。ロ

ース訳は、韓国の「神」概念が聖書のエロヒームと等しいという開放的な神学に基づいてい

た。すなわち、キリスト教の伝統の中に存在する、ヘブライ人の「エロヒーム」、ギリシア

人の「テオス」(θεός) 、英米人の「God」が、韓国人の「ハヌ(ナ)ニム」と連続性を持つと

考えたのである。これは、聖書の神が宣教師と共に朝鮮半島に入ってきたという消極的意味

ではなく、すでに太古の数千年前から韓国人とともに存在して来たという積極的な認識の表

現でもあった。ロース訳が「天におられる主」という意味として選択した「ハヌニム」とい

う言葉は、道教の造化翁である「上帝」や原始儒教の主宰者であり唯一神である「上帝」と

似た意味を持っているが、それ以上に、まずハングルの概念であり、そして経典に表現され

た堅い意味での神ではなく、民衆言語の中でダイナミックに生きている神としての用語採用

を好んだ結果であった。ロースは中国で漢文聖書を翻訳する時、すでに儒教と道教の原始唯

一神概念である 「上帝」を支持した経緯があり、朝鮮人改宗者と出会った時も同様に成就

論的な立場からハングルの「하느님(하나님、ハヌニム、ハナニム)」の用語を採用したので

ある。8  

                                                   
6 李徳周(이덕주), 

“한글聖書翻訳史概観”、『韓國聖經大全集』第１巻、韓國敎會史文獻硏究院、 

2002、7 頁。 

7 J. Ross, “The Gods of Korea,” GAL, Aug., 1888, p.370. 

8 玉聖得(옥성득)、「존 로스, 韓国改新教史의 첫 장을 열다」、『福音과状況』、第 2

97 号、 

2015 年 7 月 29 日。; 

カトリックのフランス神父たちは、民間信仰に基づいた「ハヌニム・ハナニム」を知っ

てはいたが、保守的であり排他的な神学によって、その用語を迷信的に用語と転落させ

た。しかし、朝鮮人商人とともに聖書を翻訳したロースは、スコットランド長老教会の
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その他にもロース訳は、「元始」(文理本, 1855) あるいは「太初」(1911 年の旧訳本、

1937 年の改訳本)などの漢字表現も、「はじめ」(처음)というハングルで表現した。9子供や

女性などにも読める民衆の言語で翻訳しなければならないという原則が主張された結果であ

った。実際にロースは、、徐相崙などの義州商人に初訳を読ませて、難しく感じる部分は修

正していった。 

一方、旧約聖書におけるヘブライ語の「ダバル」(דבר、行動する神の話)と新約聖書におけ

るギリシャ語の「ロゴス」(λόγος、宇宙を統治する神的な理性)を意味する「御言葉」の場

合は、漢字語である「道」と翻訳したが、それもハングル発音である「도」(ド)と表記した。

これは儒仏仙の三教が追い求めて来た東洋での「道」(ド)という言葉が、すでに民衆の間で

は、困難な漢字語ではなくなっていた結果である。 

「神」や「太初」などの漢字の名称を避けて、最初からハングルの「하느님(하나님)」の

価値に注目したのは、ロース個人の能力だけではなく、数年間ともに翻訳作業を助けた徐相

崙など商人出身の朝鮮人の存在が決定的であった。 

満州での最初の朝鮮語聖書がすべてハングルで翻訳されたにもかかわらず、知識人として

漢文にも精通していた徐相崙などは、ハングル文章に漢文の用語や文体をそのまま適応して

反映させた。これは、ハングル翻訳を優先視する庶民の立場も考えながら、両班貴族を読者

として含めるために高級言語を反映させたかった徐相崙などの立場が影響を与えた結果であ

った。しかしその結果、ハングル訳の文脈や神学的に核心的な用語が分かりにくくなってし

まった。平安道の方言、正書法(綴字法)の誤謬、困難な漢字語のハングル表現などは、最初

のハングル訳(ロース訳)が持つ決定的な弱点となった。この点がその後、李樹廷
イ ・ ス ジ ョ ン

から失敗作

として批判されることになる。漢字に基づいた外来概念や表現をすべてハングルで表記した

ので、表音文字としては音読可能であるが、その深い意味が庶民には理解困難であったから

だ。同時に、漢字を使っていないため両班からは軽視されることとなった。 

結局、その後の 1887-1890 年には、ソウルで開らかれた「常任翻訳者委員会」が『ロー

ス訳』の改訂に対して論争をしたが、誤謬ばかりのロース訳の改訂を放棄する代わりに、新

しい訳本を作ることを決定した。アンダーウッド、アペンゼラー、ゲールなど、ソウル地域

の宣教師の韓国語の実力が急激に向上し、そのような背景から新しい訳本の出刊につながっ

たのである。 

 

                                                                                                                                                     

開放的な福音主義と 19 世紀末に拡散した成就論的な立場を活用して東アジアの宗教に

内在する部分的な啓示性に注目して受け入れる姿勢を示したのであった。 

9 玉聖得(옥성득)、「존 로스, 韓国改新教史의 첫 장을 열다」。 
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ロース訳、『耶蘇聖教ルカ福音書全書』第 1 章(1882 年 3 月) 

 

 

   
『耶蘇聖教ヨハネ福音書全書』 第 1 章 (1882 年 5 月)     『耶蘇聖教マルコ福音書全書』 第 1 章 (1884) 
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『ロース訳』の翻訳文体

 

 

３． 両班による日本での「李樹廷訳」聖書 

(1) 漢文に基づいた『縣吐漢韓新約聖書』(1884) 

李樹廷
イ ・ ス ジ ョ ン

(Rijutei, 1842?～1887?)は 1882 年から 1886 年まで日本に留まり、津田仙の助け

を借りて聖書研究を続けた。洗礼は 1883 年 4 月 29 日に、米国宣教師ノックス(G.W.Knox)

によって執り行われたが、洗礼問答は安川亨牧師が李と漢文による筆談で通訳した。10同

年 5 月 8 日から 5 日間、東京で開かれた「全国基督教徒大親睦会」11 において日本語及び

朝鮮語で祈祷し、翌日にはヨハネによる福音書 15 章に基づいた内容から信仰告白12 をした。 

李は日本語が不十分であったが、明治時代の知識人と自由に筆談できるほどの漢文能力を

持っていた。ルーミス宣教師も李の高い学識について次のように紹介している。 

 

 

 

                                                   

10 「韓人受洗」、『七一雜報』 第 8 巻第 19 号、1883 年 5 月 11 日、3-4 頁。 

11 「東京大親睦會記事續き」、『七一雜報』, 第 8 巻第 19 号、1883 年 5 月 11 日。； 吳允台、 

『韓國基督敎史Ⅳ-改新敎傳來史先驅者李樹廷編』、45-47 頁。  

12 “左の一編は去ることバプテスマを受けられし朝鮮人李樹廷氏が其信仰を言いあらはしものに

て我等の愛し奉る仁慈深き天父の愛のかく速くに彼の國人に伝はりて今日此証文を視る事は実に

喜ばしき至りならずや是は其往年欧米の兄弟か千里の波濤と打越えて我が日本に道を伝へよとの

神意にはあらざるか我愛する兄弟等よ李○の事について聊か考へあらまほし（上略）… 天父在

我我在父我在爾爾在我卽神人相感之理有信必成之確證耶蘇設譬曰我父爲圃人我乃眞葡萄樹爾爲此

樹枝其理己直捷易解不煩穿鑿今僕更有何辭發明乎曰。(略)盖神人相感之理如譬燈炷不燃卽無光燈

炷是向道心燃然信心火爲神感故神感非由信心卽不可得徒有炷卽不成爲燈故不燈時終不見光不信時

終不得救。(略)神之在天如聲之在鐘擊卽響槌有聲鐘與槌雖具而各懸一處其有聲乎故燈以大炷燃卽

光大鐘以小槌叩卽聲小卽多求多與小信小成之意惟無不成之理（略）故欲確知得救之成否只自省信

心之有無莫問於師莫求質於神.（下略）」”(「東京大親睦会記事、第四報」、『七一雑報』、第 8

巻第 21 号、1883 年(明治 16 年)5 月 25 日、7 面。) 
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李樹廷訳、懸吐漢韓聖書『馬可傅』第 1章(1884年) 

 

   

李樹廷訳、懸吐漢韓聖書『馬太傅』第 1章(1884 年) 
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李樹廷は津田仙を訪ね、福音を聞きました(あるいは漢訳聖書を読みました)。李はそ

の時日本語がわからなかったので、漢字の筆談を通して教えられました。(中略) 漢学

者として彼は日本の最高の学者と同等であると認められます。彼は王室や王の発表す

るハングル漢字混用文体の政府文書を作成することに慣れているそうです。彼の漢詩

に皆感嘆し、名高い日本の新聞は彼の作品を得ようと必死です。(中略) 彼はすばらし

い学識と能力と同時に彼の高い地位は大きな影響力を発揮しています。13 

 

このような李の高い漢文知識は、日本で漢文聖書と日本語聖書を読みキリスト教を理解す

るために役立ち、日本人知識層と円満に交流することを可能にする原動力になった。 

その結果、米国聖書公会の日本支部とその総務であったルーミスが積極的に朝鮮語聖書翻

訳を提案することになる。ルーミスの提案を受け入れた李は、まず『漢文聖書』に当時の朝

鮮知識層の間で広く使われていた「吐
ト

」をつける『懸吐漢韓新約聖書』(1884、『馬太福

音』から『使徒行伝』まで)を作成した。14 参考本として 1864 年に中国上海の「美華書

館」で発行された『新約全書文理』を用いた。15 

李のように漢学に精通した人にとっては本文の理解ができれば「吐」をつけることは難

しい問題ではなかった。16例えば、漢文聖書の「文理訳」のマタイによる福音書 5 章 3-10

節の部分に「吐」をつけると下のようになる。 

 

 

 

 

 

                                                   

13  ルーミスが送ったギルマンへの手紙、1883 年 5 月 30 日｡ 

14 「吐
ト

」とは、朝鮮の官庁や漢文学習などで広く使われていた方法として、朝鮮第 11

代王である中宗
チュンジョン

の時代（1506-44 在位）に学者の柳崇祖
ユ ・ ス ン ゾ

がまとめたものであり、漢文

字の一部分を取って  

「音」にして、それを文章中に挿入して単語の語幹あるいは語尾として使う方式である。 
15 。『新約全書文理』はブリッジマン(E.C.Bridgeman)とカルバートソン(M.C.Culbert

son)が共同で 1852 年に出版した『代表者訳本』(Delegates' Version)、すなわち『文理

』(High Wenli, Classical Wenli)を改訳したものである。 

16 H.Loomis が Dr. Gilman に送った書簡、1883 年 6 月 11 日。； 李は作業を始めてから一ヶ

月余り過ぎた 6 月 9 日に『使徒行伝』まで完成させ、すでにローマ書に入っていた。 
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大韓聖書公会ホームページから引用 

(http://www.bskorea.or.kr/about/owntrans/about/bibabout01.aspx) 

 

『懸吐漢韓新約聖書』は、1880 年代後半に朝鮮国内の知識層に主に配布された。アペン

ゼラー宣教師は知識層が漢文聖書を好んでいるので、朝鮮ではまだハングル聖書への需要が

求められていないと判断した。17アンダーウッド宣教師もソウルで出会った初期の改宗者の

ほとんどが漢文に慣れている知識人であったので、漢文聖書の必要性をより大きく感じてい

た。18  

したがって、中国と日本でハングルと漢文にそれぞれ翻訳された最初の二つの朝鮮語聖書

は、その読者が庶民(民衆)と知識人(両班)両極端に分化して読まれたという特徴を持ってい

る。 

 

(2) 李樹廷の「ロース訳」批判 

李樹廷は、当時の日本知識人が訓点を取った『訓読新約全書』を読んでいることをみて大

きな刺激を受けた。『懸吐漢韓聖書』を完成した李はその経験に基づいて、すぐにハングル

聖書を翻訳しようと試みたが、それは日本語聖書の有用性に注目した結果であることをルー

ミスは次の手紙の中で述べている。  

 

彼はすぐ漢韓聖書の翻訳にとりかかり、ついでそのハングル訳に着手するという私の

提案を喜んで引き受けてくれました。彼は熱心にこの仕事に着手しました。漢文は朝鮮

王室の言葉であり、学者の言葉です。この翻訳版は恐らく日本の訓点版より一層有用に

なることでしょう。(学校で朝鮮語を教えている)彼の友人はこの仕事を助けることを約

                                                   

17 H.G.Appenzeller が Bryan に送った書簡。1888 年 12 月 4 日。 

18 アンダーウッドが廬春京
ノ・チュンキョン

（朝鮮での最初の受洗者-訳者註）の改宗を言及する書簡で「漢文聖

書と漢文註釈書、漢文小冊子及び『真理易知』などの書物がどれほど緊要かを知った」 (H. G. 

Underwood が Dr.Ellinwood に送った書簡、1886 年 7 月 9 日。) 
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束しました。彼は日韓対訳版を作成すれば、朝鮮人と日本人両者に教材として使われる

だろうと提案しました。19 

 

李とルーミスは、1882 年に刊行されたロース訳『イエス聖教ルカ福音全書』

（예수셩교누가복음젼셔）と『イエス聖教ヨハネ福音全書』(예수셩교요안복음젼셔)をスコ

ットランド聖書公会の NBSS 日本支部のトムソンから受け取り、これを参考として使用す

ることとなった。しかし李はこのロース訳について大きく失望し、次のように批判20してい

る。 

 

私がロース訳を見せると、李樹廷は大変失望し、それは役に立たないとはっきり言い

ました。何よりロース牧師は有能な助手無しに、朝鮮語を理解する校正者の助けもない

まま出版したので、綴字に多くの間違いがありました。21 

 

また翌年も李はロース訳について次のように低評価を下している。 

 

ロース訳の改定版である路可伝と使徒行伝を受け取り、その価値を評価するように

と李樹廷に渡したところ、十分に検討した後、彼はその翻訳は出版には不適切である

と強く断言しました。朝鮮語の文体からも程遠く、間違いだらけの翻訳をどのように

出版したのかどうしても理解できないと言いました。彼はロースが完全ではない漢訳

版と佛韓字典を用いたため朝鮮語の文法や文体を無視してしまったと考えています。

李樹廷は新約全書のすべての翻訳を完成することが彼の計画(あるいは願い)であると言

います。22 

 

(3) 李樹廷の国漢文体の『馬可傳福音書諺解』翻訳(1884)と出版(1885) 

結局、李はこのような「ロース訳」の問題を乗り越えるため『新約聖書』のハングル翻訳

を試みたようだ。安川牧師の助けをかりて 1883 年 7 月 11 日に「馬可福音」第四章までの

                                                   

19 H.LoomisがDr. Gilmanに送った書簡、1883年5月30日。 

20 李樹廷の「ロース訳」への批判に関する詳しい内容は、金成恩、「李樹廷における

聖書翻訳と啓蒙文体」、140-142 頁を参照。 

21 H.LoomisがDr. Gilmanに送った書簡、1883年5月30日。 

22 H.Loomis が Dr. Gilman に送った書簡、1884 年 8 月 15 日。 
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翻訳を終えた李は、231884 年 4 月 10 日頃にはその翻訳が完了した。24翻訳に使われた参考

本は、ロース訳はもちろん、日本語訳『馬可伝』も含まれていた。安川牧師は、神学知識の

足りない李に、「洗礼」(バプテシュマ)や「基督」(クリシュドス)などの用語、そしてギリ

シャ語の発音などを教え、李の翻訳作業に影響を及ぼしたと考えられる。 

李樹廷は『新約馬可傅福音書言解』(신약마가젼복음셔언해、1884)を国漢文混用体(ハン

グル・漢字交じり文体)で翻訳した。これはまず、漢文に精通している両班知識層を対象に

したかったからである。活用した単語の中に漢文調(漢文套)のものが多く見られる。それは

李が漢文調に慣れており、その翻訳の参考本も漢文聖書であったからだ。この点は満州での

ロース訳がハングルを使って庶民・民衆層を対象にした点と根本的に異なる。しかし、李も

『新約馬可伝福音書言解』では、漢字の横にハングルの発音を併記して民衆階層にも分かり

やすく読んでもらうための努力をした。さらに「ロース訳」と比べて、李樹廷訳の『馬可福

音』は、ギリシア語の発音を参考にした結果、用語及び固有名詞の表記がよりギリシア語原

文に近いと評価されている。25 

宣教師ハルバート(Homer B. Hulbert)も、「すべての中上流層は漢字ハングル混用文に

慣れている」とし李の翻訳方法論を指示する姿勢を見せた。  

 

朝鮮語は他の二つの国の言語とは全く異なります。朝鮮では二種類の聖書が必要です。

ハングル専用文の聖書と漢字ハングル混用文の聖書です。漢文聖書を読めるのは少数の

上流層しかありませんが、すべての中上流層は漢字ハングル混用文に慣れています。そ

れに対して、下層民や女性はハングル専用文のみが読めます。朝鮮語が隣の中国語や日

本語と全く異なるので、外国で聖書を出版することは現地でするほどうまく出来ません。

その一例が中国瀋陽のジョン・ロース牧師が出版した聖書です。彼は朝鮮語に堪能な学

者ですが、彼の翻訳は少数の上流層を除いた他の人々には理解できません。その理由は

漢文調を使い過ぎたからです。朝鮮で出版する場合、優れた朝鮮人の学者が必要です。

彼が現地で間違いを修正し、朝鮮人の好みに合う形になっているかを判断すべきです。

26 

                                                   

23 Rijutei the Corean, The Foreign Missionary, Sept 1883, 151。 

24 H.Loomis が Dr. Gilman に送った書簡、1884 年 4 月 9 日。 

25 用語及び固有名詞の表記における各翻訳本の比較は、李萬烈、1998 年、124 頁を参照。 

26 H.B.HulbertがH.Loomisに送った書簡、1890年7月19日。朝鮮、ソウル。 
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『新約馬可傅福音書言解』第 1 章 (신약마가젼복음셔언해、1884) 

 

漢文に精通した両班貴族の李樹廷は、ロース訳のハングル専用文体がキリスト教の固有の

概念を伝えるためには相応しくないという限界を感じた。しかし、ハングル漢文混用文体は、

聖書概念や固有名詞については漢字を採用し、新しい用語も創作しながら漢字による思想の

視覚化によって読者がより分かりやすくなると考えたのである。27このように漢文に慣れて

いた両班出身の李の聖書翻訳は、結果としては漢字とハングルの調和を成り立たせ、ハルバ

ートの主張のように「中上流層」を中心にして両班と庶民（民衆）の両極の階層もともに満

足させることを可能にした。それは、徐相崙のような商人出身よりは漢文により精通してい

る李樹廷による翻訳であったため可能であったと言える。 

李が理想的な近代翻訳文体であると考えた「ハングル漢文混用文体」28については、米国

聖書公会も「日本のように知識層は漢文本を読め、彼らの中の一部は漢文でより効果的な理

解ができる。ハングルだけ使う場合、多くの人々が文章の正確な意味を理解することができ

ないだろうが、漢字を使えば意味が明らかになる」29と支持していた。  

 

                                                   
27 金成恩、「李樹廷における聖書翻訳と啓蒙文体」、143 頁。 

28 金成恩、「李樹廷における聖書翻訳と啓蒙文体」、148 頁。 

29 ABS Annual Report for 1885, p.146. 



朝鮮半島における聖書翻訳再考察―キリスト教受容者の立場を中心に―  

15 

４． 「神」の訳語に関する論争(1895-1905)と定着(1906) 

中国では、モリソン(R. Morrison)が「神」という語を最初に採択してから、「上帝」と

「神」の二つの翻訳語が長い期間論争され、また共存した。日本でも多くの過程を経たが

「神」が定着した。しかし、朝鮮での最初の聖書翻訳は商人出身の協力者たちが漢字を捨て

て、「하느님(하나님)」というハングルの名称を選択する方向へと導いた。一方、両班出身

の李樹廷は日本語聖書の影響を受け、漢字を使った「神」(かみ)を採択した。李の漢字使用

は以後朝鮮半島での漢字の「神」名称使用を台頭させ、論争を引き起こした。 

  

聖書翻訳者会訳、『マルコが伝えた福音書言解』第 1 章(마가의젼한복음서언해、1890) 

 

その結果、常設聖書実行委員会(The Permanent Executive Bible Committee)傘下の「聖

書翻訳者会」(The Board of Official Translators)は、1890 年に翻訳出版した新しい

『마가의젼한복음서언해』(マルコが伝えた福音書諺解)から「上帝」のハングル表記である

「상제」を神名称として提示した。ロース訳の 「하느님/하나님」(ハヌニム/ハナニム)と、

李樹廷の「神/天主」を見直しながら、中国で広く使っていた「上帝」を一時的に採用した

のである。このような翻訳の風潮は、特に両班階層で歓迎され、知識人である兪星濬
ユ・ソンジュン

によっ

て国漢文混用で 1906 年に翻訳出刊された『新約全書』にも影響を及ぼした。兪星濬は代表

的な国漢文混用体の近代入門書『西遊見聞』の著者として有名な兪吉濬
ユ・キルジュン

の弟でもある。兪星

濬は自分の訳本において「神」名称を「상제」(上帝)と表記している。この翻訳は『懸吐漢
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韓新約聖書』をそのまま発展させた形態だったので、高度の漢文知識がなければ読みにくか

った。この聖書は、大韓帝国の高宗皇帝に献呈され、皇帝はその功を労ったほど支配層の中

では好評を得、1930 年まで発行された。 

 

  

兪星濬訳, 『新約全書』マルコ第 1 章(1906) 

 

しかし同年(1906)に、聖書翻訳委員会は『公認訳新約聖書』をハングル専用で出版し、

「神」名称も 「하나님」(ハナニム)と表記して大衆の間に広く流布した。両班知識人出身

である兪星濬の国漢文混用聖書翻訳の試みは、日本の明治知識人が主導した和訳聖書に比べ、

その時期がずいぶん遅れた。結局、彼の訳本は漢文に慣れた両班階層以外からは歓迎される

ことがなく、大衆化に成功することもできなかった。すなわち、朝鮮の滅亡とともに両班階

層の急速な没落は、韓国で庶民(民衆)がハングルを中心に聖書翻訳を主導する形をもたらし、

キリスト教伝道も両班よりは庶民(民衆)を中心に拡散したのである。その結果、朝鮮語聖書

は漢文聖書から急速に離脱し、ハングル訳に帰結されて行った。 

一般的 に 朝鮮 に お け る 初期聖書翻訳史 は 、(1)「하느님(하나님)」採択期(1881-

1894)、(2)「하느님(하나님)」と「天主」の共存期(1895-1905)、(3)「하느님(하나님)」の

定着期(1906-1911)と分類される。30すなわち、横浜で李樹廷の「ハングル漢文混用文体」

                                                   
30 李萬烈、『大韓聖書公会史 1』(ソウル：大韓聖書公会)、105 頁。 
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聖書を持って渡韓したアンダーウッドがロース訳は信用できないと判断して「神」名称も

「上帝」や「真神」や「天主」などに置換することを求め論争となった。その結果、アンダ

ーウッドの主張で「天主」という名称が 10 年ほど共に使われることもあった。1894 年の

春、翻訳者会議において「神」名称の問題で投票が行われ、４対１で「天主」に決まったが、

現場の宣教師は「하느님(하나님)」を採択することを求めた。結局、『馬太福音』と『使徒

行伝』を各 1,500 部ずつ印刷する際には 1,000 部は「天主」で、 500 部は

「하느님(하나님)」で出版した。ここで中国の伝統概念である「上帝」、日本神道を連想さ

せる「神」 (かみ )概念は排除されている。しかし、最終的にはアンダーウッドも

「하느님(하나님)」というハングルの「神」名称の中にも古代の高句麗時代からの唯一神的

な神概念が反映されていることを認め、論争が終息していった。すなわち、ハングル

(하느(나)님)と中国で新しく造られた漢字(天主)の対立がみられたが、最終的にハングルの

「神」名称が採択された。アンダーウッドがハングルの「神」名称を認めるよう影響を及ぼ

したハルバートは次のように語っている。 

 

朝鮮人が所有する純粋な宗教的概念は、外来的な意識と関係なく、原始的な自然崇

拝とも遠い「하느님(하나님)」信仰である。この「하느님(하나님)」という単語は、

「天」と「様」の合成語として漢字の「天主」にあたる。すべての朝鮮人はこの神は

宇宙の最高主宰神だと考える。(中略)朝鮮人は厳格な一神教者(monotheists)であり、

(中略)エホバ(Jehovah)の属性及び権能とも一致する。中国では「天主」という名の

偶像が発見されるが、朝鮮では「하느님(하나님)」に対するどのような外的形状も造

らない。31  

   

徐相崙など朝鮮人助力者と共に最初のハングル聖書を翻訳した J．ロースが、「上帝」や

「天主」、また「神」の代わり「하느님・하나님」(ハヌニム・ハナニム) を採択すること

で、その後の韓国プロテスタント教会は数回にわたる用語論争を経ながら、結局はロース訳

の最初の立場に帰結して行った。すなわち、(1) ロースの唯一神の痕跡可能性の主張、(2) 

ゲールの語源的な再解釈による「天におられる偉大なる唯一神」という主張、(3) ハルバー

トの檀君神話の再解釈による原始唯一神信仰の存在可能性の強調、(4) 最後に、アンダーウ

ッドのこの三つの立場に対する衝撃的な受け入れ姿勢への変化を通して、初めは十分な考察

なしに用いていた「하느님・하나님」(ハヌニム・ハナニム)の用語を新しい神学的用語とし

                                                   
31 H.B. Hulbert, The Passing of Korea, Wm. Heinemann Co., London, 1906, p.404. 
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て再生させた。結局、1906 年からは「하느님(하나님)」に固定化され、その年に出版され

た公認訳(Authorized Version)『新約全書』から漢字の「神」名称は消え、改訂版が出るま

で 30 年間これが使用された。 

 

   

公認訳『新約全書』マルコ第 1 章(1906) 

 

このような結果に至ったのは、徐相崙など商人出身者がジョン・ロースを助けて聖書を初

めて翻訳する際、「하느님(하나님)」の「神」名称を使用することと同時に、聖書全体をハ

ングルで翻訳するように導いたことが重要な原動力になった。中国と日本の聖書翻訳に影響

を受けた初期来朝宣教師(アンダーウッド、アペンゼラー)にハングルの価値にも目覚めさせ

ることを可能にした。また、1895 年から朝鮮でも「神」名称を中心に「用語論争」が始ま

ったが、その 10 年の間、徐相崙、徐景祚など平安道地域の商人がソウルでアンダーウッド

と出会って最初の組織教会である「セムンアン(新門内)教会」を設立し、アンダーウッドを

補佐したことも重要である。「上帝」、「天主」などの漢字使用を主張したアンダーウッド

が最終的にハングルの「神」名称をも認めるに至ったことも、民衆階級の信徒との交流の広

がりが影響を及ぼしていた。 

それ以降、「하느님(하나님)」のハングル「神」名称も「하느님」 (hanunim)と 

「하나님」(hananim)が、「天主」の概念と「唯一神」の概念として厳格に区分され、「神
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学化」される作業にまで発展して行った。したがって、ハングルによる高い水準の神学作業

と新用語造語の可能性を示すこととなった。 

 

 

「初期朝鮮語聖書における翻訳語の変遷」(事例：マルコ福音書１章１-２a 節) 

 

 

 

５．おわりに 

韓国の国語学界では、近代の文体発達過程を一般的に「漢文体 → ハングル漢字混用文体 

→ ハングル専用文」と移行したと把握する傾向がある。しかし、聖書翻訳の場合は「満州

でのハングル専用文 → 日本での漢文体 → 日本でのハングル漢字混用文体 → 朝鮮

でのハングル専用文」の順になっている。先駆的に中国でハングル専用で翻訳されたが、そ

れは様々な面で限界があった。「漢字・平仮名混用文体」を使っていた近代日本の翻訳文化

を経験した李樹廷は、満州でのハングル専用文の時代的な限界を批判し、まずハングル漢字

混用文体が求められていると考えた。32両班出身として漢字の重要性を尊重しつつ、女性や

子どもなど庶民が外来の新しい概念を最初から理解するためにも漢字を諦めなかった。しか

し同時に、庶民に配慮してハングルも共に使用することを試みた。李のこのような考えは、

                                                   
32 金成恩、「近代国漢文体形成과 翻訳文体」、『外国学研究』第 22 集(2012)、171-

176 頁。 
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中国と日本で蓄積されて来た聖書翻訳の経験を生かして、朝鮮での伝道活動も考えた結果で

あった。  

朝鮮での最初の聖書翻訳は、「中国と日本」という外国で、「庶民(民衆)と両班(貴族)」

という異なる受容者によって行われた。その結果、「ハングルと漢文(漢字)」という対立的

な翻訳成果が生まれ、その後妥協的な「ハングル漢字混用文体」の翻訳と新しい「用語論

争」の過程を経た。しかし、結果的にはハングル聖書翻訳に帰結され、知識人はもちろん庶

民(民衆)も易しく接することができる書物として完成されて行った。これは、数十年先に中

国と日本で成り立った多様な聖書翻訳の試行錯誤を参考にしつつ、宣教師よりは受容者の立

場を重要視して翻訳した結果であると評価できる。 

 

（HONG Yi Pyo 京都大学大学院キリスト教学専修博士後期課程） 




