
聖書翻訳比較の散歩道 
430 年後？ 

Exo 12:40-42 vs Gal 3:17 

NT-BHS-LXX 
 

Gal 3:17 には、以下の様に書かれています。 

 

tou'to de; levgw: diaqhvkhn prokekurwmevnhn uJpo; tou' qeou'  
oJ meta; tetrakovsia kai; triavkonta e[th gegonw;" novmo"  
    400          30     YEARS 

oujk ajkuroi' eij" to; katargh'sai th;n ejpaggelivan. 
 

Gal  3章 17節 

[口語訳] わたしの言う意味は、こうである。神によってあらかじめ立てられた契約が、四百三十

年の後にできた律法によって破棄されて、その約束がむなしくなるようなことはない。 

[新改訳] 私の言おうとすることはこうです。先に神によって結ばれた契約は、その後四百三十年

たってできた律法によって取り消されたり、その約束が無効とされたりすることがないというこ

とです。 

[新共同訳] わたしが言いたいのは、こうです。神によってあらかじめ有効なものと定められた契

約を、それから四百三十年後にできた律法が無効にして、その約束を反故にすることはないとい

うことです。 

 
これは、Exo 12：40-42 からの引用です。BHSは、以下の様に、翻訳されています。 
 

12:40 イスラエル人がエジプトに滞在していた期間は四百三十年であった。 

12:41 四百三十年が終わったとき、ちょうどその日に、主の全集団はエジプトの国を出た。 

12:42 この夜、主は彼らをエジプトの国から連れ出すために、寝ずの番をされた。この夜こそ、イスラエ

ル人はすべて、代々にわたり、主のために寝ずの番をするのである。<新改訳> 
 

LXXを見ると、430年には、違いはありませんが、滞在期間に、カナンの地（アブラハムに約束が与えら

れた時期）が追加されていることが分かります。Gal3章の内容から判断すると、パウロは、LXXの伝える

ところに倣っているようです。 

 
h` de. katoi,khsij tw/n uìw/n Israhl h]n katw,|khsan evn gh/| Aivgu,ptw| kai. evn gh/| 

Canaan e;th tetrako,sia tria,konta 
And the sojourning of the children of Israel, while they sojourned in the land of Egypt 

and the land of Chanaan, [was] four hundred and thirty years. 
kai. evge,neto meta. ta. tetrako,sia tria,konta e;th evxh/lqen pa/sa h` du,namij 

kuri,ou evk gh/j Aivgu,ptou 
And it came to pass after the four hundred and thirty years, all the forces of the Lord 

came forth out of the land of Egypt by night. 
nukto.j profulakh, evstin tw/| kuri,w| w[ste evxagagei/n auvtou.j evk gh/j Aivgu,ptou 

evkei,nh h` nu.x au[th profulakh. kuri,w| w[ste pa/si toi/j uìoi/j Israhl ei=nai eivj 
genea.j auvtw/n 

It is a watch kept to the Lord, so that he should bring them out of the land of 
Egypt; that very night is a watch kept to the Lord, so that it should be to all the children 
of Israel to their generations. 

 



また、40-42節では、カナンの地滞在の追加の他、二つの違いがあります。ひとつは、41節の「夜に」エ

ジプトを出たという箇所です。LXXの翻訳者は、42節の冒頭にある、夜を、41節にとりこんで、「その夜

に」と、出エジプトの出来事が夜におきたことを印象付けているようです。 
 

~AYh; ~c,[,B. yhiy>w: hn"v' tAame [B;r>a;w> hn"v' ~yvil{v. #Qemi yhiy>w: 
 その日 ちょうど           400 と  年   30    

  ~yIr'c.mi #r,a,me hw"hy> tAab.ci-lK' Wac.y" hZ<h; 
 エジプト 地   主の  全集団   出る    

hw"hyl; hZ<h; hl'y>L;h;-aWh ~yIr'c.mi #r,a,me ~a'yciAhl. hw"hyl; aWh ~yrIMuvi lyle 
  主のために       この夜こそ  エジプトの地   出るために  主がご自身で   夜番 その夜 

 @ ~t'rodol. laer'f.yI ynEB.-lk'l. ~yrIMuvi 
 代々にわたり イスラエルの全ての人々  夜番    

 

 

もうひとつは、BHSでは、「主が夜番をされた」ことが、述べられ、その感謝の応答として、記念の祭り

の儀式としての「代々にわたり、夜番をする」を説明している箇所です。LXXでは、ひとりの夜番が主のた

めに立つ、彼らをエジプトの地から連れr出すための、となっています。主がイスラエルの人々にどのよう

なことをして下さったと言う部分は、訳出されず、祭りの儀式の説明に重きをおいているようです。 

 

profulakh, evstin tw/| kuri,w| w[ste evxagagei/n auvtou.j evk gh/j Aivgu,ptou  
ひとりの夜番が      主のために   不定法 連れ出す 彼らを エジプトの地から 

evkei,nh h` nu.x au[th profulakh. kuri,w| w[ste pa/si toi/j ui`oi/j Israhl ei=nai  
夜どうし     故に ひとりの夜番が 主のために  全てのイスラエルの人々は   行うべし 

eivj genea.j auvtw/n 

代々にわたり 

 

以下は、BHSのExo 12：40の本文批評欄をスキャンした画像です（106頁）。 

 

 
 

そこには、LXXを参照、「カナンの地とエジプトの地」と情報がありました。 

また、岩波訳の12：40の430年には、注として「創15：13」では、「異教の地での滞在期間は400年と言

われている」とのコメントがありました。 
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