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国際旧約学会エディンバラ
大会に出席して
菅 沼 英

二

エディンバラ大学の旧約学の諸先生方︑Z．芝・℃07

gO玩博士︵元・神学部長︶︑○︒著・︾民㊤ωo⇒教授︑

菊︒げ〇二〇鋤鼠勢○昌教授︵現・グラスゴー大学︶︑トO●賢

○皆ωo嵩博士︵古典語学︶︑翻友︾︒9＞三傷牧師︵現・

同火講師︶等との再会の機会を与えられ︑感慨無量で
あった︒

℃○同酔oo￠06博十山は御退職後点ハ偏ヰを経た今日も大変やお一兀

気で︑ご自宅に招いて下さり︑旧約研究の圏際状況やご

自身の学問的立場を話され︑また︑かつてエディンバラ

に留学された植村環先生︑浅野願一先生の思い繊をなつ

菊︒甑餌①琴︒で︑ アーサ⁝・シートと呼ばれる丘に近く︑

本大会の会場はエディンバラ大学の℃oζOo犀￠巴一〇暁

︵1︶
国際旧約学会︵﹃8諺箕6コ巴︵︾σq⇔巴塁葺op︷霞蝕︸ざ かしそうに語っておられた︒

年八月十八日より二十三日まで︑英国のエディンバラ大

牧草地に群がる羊の群れのみえる長閑な場所であった︒

ω讐︵曙Oh肝︸ざOζρ︑o︒︒窮影五二︶の第八團大会が⁝九七四

学で開催された︒

十万︒ヨーロッパでも最も美しい都の一つといわれてい

いた︒参加者数を分類すると︑開催国の英国は一番多く

なごやかな雰囲気であり︑国際交流のよい機会を供えて

参加老は世界各国から四百名余りで家族連れが多く︑

る︒かつて四年近く︵一九六七年〜七一年︶留学した地

八一名︑その他は主としてヨ⁝ロッパで︑西欧︵西ドイ

エディンバラは英麟スコットランドの首都で︑人日五

であり︑恩師の○ タ︑■諺P儀窪ω8教授が同大会の会長を

ツ五四名︑オランダニ八名︑

○名︑イタリや一六名︑ベルギ⁝七名︑オ⁝ストリア一

スイスこ○名︑フランス

勤めるという蘭係もあり︑教授ご夫妻から﹁再び帰って
来るように篇との再三のお招きを受け︑七月に﹁第二の

名︶︑北欧︵デンマーク一五名︑

スウェーデン﹁⁝名︑

故郷稀エディンバラへ樵った︒

一
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報

ノルウェー六名︑

フィンランド五名︶︑東欧︵東ドイツ

六名︑チェコスロバキアニ名︑ハンガリー︑ポーランド

他方︑

十八日に︑

園際マソラ研究会︵Hp欝露鎮ご降飢

○薦鋤聖母けごロ︷〇二≦器○目①畝︒ω銭凸Φ︒︒︶が︾eOo窟ゆ教授

︵エール大学︶の議長の下で開催されていた︒

ギリシ

各一名︶︑ 南欧︵スペイン一〇名︑ポルトガル︑

さて︑

国効＝の大講堂で︑会長○ 毛．︾路自Φ携︒旨教授の開会講

本大会は十八日︵ヨー︶の夕八時から℃o嵩Oo犀

ャ各一名︶︑また︑かなりの数はアメリカ︵三七名︶︑カ

ナダ︵一八名︶︑イスラエル︵二九名︶で︑その外︑オ

演をもって始まった︒開会挨拶ののち︑ウプサラ大会

︵〜九七一年︶以後に亡くなられた旧約学界の指導表乏．

ーストラリア︵五名︶︑アジア︵インド︑インドネシア︶︑

アフリカ︵南アフリカ︑タンザニア︶︑レバノン︑アル

︵2︶
智露霧護三♂⇔げ霞σqの諸先生の業績をたたえて追悼した

国噸︾ま吋蒔︸き菊含伽①＜勲︒潮○．︿o⇔即簿90欝︒煙ω既Φ缶f

村岡崇光氏

のち︑﹁スコットランドの二人の旧約学・セム語学者︾．

ゼンチンからの参加者もあり多彩であった︒

このよう

日本からは中沢治樹教授︵立教大学︶︑
︵現・マンチェスター大学︶と私が出席した︒

じσ．09鼠留︒⇔と妻︒即︒げ2けω巨渉﹂について︑特に二人

苦難についてのべられ︑

一時思余りの︑感銘深い講演で

の学問的貢献︑二人の関係︑また︑後者の学問的試練︑

︵3︶

に今購︑旧約学研究の交わりはヨーロッパ中心から世界
全体に広がっている︒

本大会の始まる前日の八月十七臼と十八購に︑国際セ

あ．つた︒．裏書学研究はかかる試練・逆境を克服していか

ωΦ讐纈螢臓ぎ叶9づ伽OoσqP象①ωε象①ω︶が開かれ︑ζ．顕■ ねぽならないことを深く思わされた︒

プトゥアギント研究会︵H三㊦ヨ簿瓢︒ご巴○巴αq㊤巳鑓甑︒口出oN

大会版に発表されると期待される︒主なものだけをここ

たが︑その主なものは︑近く︑S・V・Tのエディンバラ

十九日からの四日間︑多くの講演︑研究発表がなされ

おける七十人訳聖書刊行計画﹂の講演を始め︑旨じご餌畦

に紹介する︒

Ooψプ鯨でOo簿ω毎帥p教授︵イスラエル︶の﹁イスラエルに

教授︵マンチェスター︶の﹁ヘブル語聖書の翻訳者たち

︵ローマ︶の﹁旧約聖書の文学的研究に関する解釈学的

十九臼︵月︶の午前の講演は︑U◆諺◎ωoげ窪ハ色教授

の読み方のテクニックの諸相﹂︑村岡氏の﹁ギリシャ語
訳創世記における代名詞の文章論﹂外︑十二篇の研究発
表があった︒
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一

犀Φ嘉島︒隆教授︵ハイデルベルク︶の﹁神学者としての

原理と旧約聖書の形成﹂であった︒午後の講演は閃．

おけるユダヤのたそがれ﹂と題するものであった︒この

ルサレム︶の﹁エジプト・バどロニアの大激動の渦中に

二十一日︵水︶の午前の講演は︾■窯巴露5￠︒什教授︵エ

と題する一般講演がなされた︒

ヤーウイストi淫書批評のディレンマ﹂で︑夕方には︑

後︑総会議事がO・薯

諸問題﹂と︑︸の．蜜coぴ教授︵ストラスブ⁝ル︶の﹁正典

ζ．国．Oo︒︒開惹亭Oo馨︒︒器ヨの﹁キリスト教︑ユダヤ教と現

タ刊行計画報告︒

①ペシタ刊行委員会委員長︑ζ■蛍鈴穿教授のベシ

︾コ傷￠屋︒コ議長のもとで行なわ

代聖害学﹂と題する一般講演があった︒夜には︑エディ

れた︒

ンバラ大学の招待によるレセプションが○峯Ooご①αq￠の
豪華なご唱℃㊤譲倉ユ一一で開かれ︑副学長︑禎●羅9諄胃︒教

②V・T︵国際細密学会誌︶編集委員交替︒アメリ

カ代表委員︑＝●O・ζ醸教授の後任に︑芝■ピ●嵩〇一♂ら錯

授︵神学部長︶御夫妻を始め︑︑け頃．80廷碧9教授︵教
義学︶︑＝■誤突♂塗︒臣教授︵新約神学︶等︑神学部のなつ

と園﹄．ζ葺℃ξを承認︒

ローマ革嚢委員︑6霧搭二一同6教授の後任に︑旨︾．OQO咋

ｬ教授︑ドイツ代表委員芝■Nぎご⇒￠ユ一教授の後任に
菊ωヨΦう餌教授を承認︒

③次期大会︵一九七七年︶の揚所と会長の選挙に移

り︑会津にゲッティンゲン︑会長に老 謬ヨ壼Φ婿ば教授︑

書記に犀．ωヨ⑦質︵一教授を選んだ︒午後はωβ︾口伽門Φタ︑ω

一
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かしい諸先生に再びお合い繊来︑大変幸わせであった︒

ゆΩo導︒葺ω博

二十日︵火︶の午前の二つの講演は︑園eωヨ9凶教授
︵ゲッ︑ティンゲン︶の﹁エリア﹂と︑菊

中沢治樹教授の﹁イザヤ五三・一一

士︵ケンブりッ︑ジ︶の﹁ヨナ轡の目的一とであった︒午
後の研究発表には︑

の本文修正に関する新提案﹂がなされた︒午後の講演は

中09①p教授︵デンマーク︶の﹁旧約知恵文学と後期

ごご円にαqΦを渡り︑広々とした牧草地を眺め︑古色鷲然と

へのバス旅行︒エディンバラ郊外にある新しい鴨○婦夢

ト︶の﹁タルグムと新約におけるヤコブの夢の解釈﹂等

ざ喰Φ﹀︑古い大学チャペル︑海岸に残るカトリック大聖

した古都ω戸﹀影費ゆ芝︒︒の大学︑神学部︵ω鉾竃螢蔓︑いOO7

﹁エジプトから来た民ーエジプト学者からみた旧約肇書﹂

があり︑夕方には︑菊．﹄．芝三貯諺︒・教授︵トロント︶の

ユダヤ教の二元論的思惟﹂︑鵠側OGΩ鷲犀⑦教授︵トロン

σq

気︑おいしいティー︑等々︒スコットランドの美しい伝

ピューリタンの精神伝統をとどめる清らかな町の雰囲

堂・修道院の廃鰯︑世界に有名なゴルフ場の美しい緑︑

さを痛感した︒

お会い出来︑その人格にふれ︑学問の交わりのあたたか

書物でしかお名前を知ることが繊来ない諸先生と直接

宿舎で﹁隣人﹂の交わりを与えられたζ︒頴費畠教

ぶ︒向かい合わせの室で朝∵晩お合いした背の高い老紳

授ご央妻︵040a︶︑その車椅子のお姿が痛しく目に浮

統を偲ぶことが出来た︒

二十二臼︵木︶午前の講演は︑NOぴ鉱教授︵ハレ︶の

士ゆΦヨの9いω錺導ヨ教授の物静かな姿も印象的で

﹁初期王朝時代の大ユダの歴史について﹂と︑﹀．ωoα脅σq賦

教授︵ローマ︶の﹁古代イスラエルの詩︑法典と五書資

あった︒

やさしい山①ゆ︒賃教授︑親しく話しかけて下さった

料PとJ・E馬であった︒午後の講演は︑○瀞︒︒o鄭博士
︵エディンバラ︶の﹁ケレトとアカト・テキストにおける

国．尋く■イく︒醸教授︑青山学院神学部間題を心配しておら

芝．Oo算︒誘博士︵レキシントン︶の﹁モ

神話と伝説﹂︑○

れた若い伊州B訂αL教授とゆ鋤冒㊤教授︵鼠恩讐①コの
ご自宅で︑再会︶︑等々︒

ーセ対アマレク人の戦い1出エジプト一七・八−一六の

起源説話と伝説﹂とであった︒これらが最後の講演と

弟︑姉妹たち︑との再会の喜びを胸にひめ︑国際旧約学

エディンバラの恩師の方々︑旧友︑教会の交わりの兄

夕閣の迫る︑七時頃から大ホールで閉会晩餐会が開か

会の親しい交わりに神．の祝福を祈りつつ︑つきない思い

なった

れた︒会長○●タが︾⇒匹の誘O昌の挨拶の後︑次期会長に選

これまでの大会は次の通り︵会場会長︶︒

三儀①く⇔βメ

Hり器Oo℃①昌げ鶴m①ジbづΦ轟陣No誕

野お露bづ鼠7鎮

累︒チ

ω◎む㎝り○惹︒篭り○．裳U臨く霞

bδ．お㎝①ω三田び︒霞σq

ド

注︵1︶

出の筆をおく︒
饗宴たけなわの

ばれた妻・岱露ヨ貧罵教授のスピーチと︑本大会会長と
書認U巴．湘︒︒・︒︒への感謝がのべられた︒

頃︑キルトをはいたスコットランドのじd餌αqら五霞が会揚

の外を静かに演奏して歩き︑その美しい響きは︑夕闇に

こだましあるいは余韻を残し︑いつまでも別れを惜しむ
ようであった︒

一一
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N

◎

簿

お謡￠℃琴丘2頃．も︒ Z楼げ︒彊

お①G︒ヵ︒ヨρ戸︾■搾ζ躰色︵o嚢δ

お①窃Ω2おくρ旨嗣︒ω欝ヨヨ

○︒． 溢課翻急巳︶虐轟ダ︵︸．ノ＜．︾瓢焦︒塁◎諺

注︵2︶

剛費︵δ＜餌舞P㊤Oω山ミ歴￠﹂Oるb︒︶

づ津男﹀ぴユα歪冨︵Hc︒簿山り誠・ρ同9G︒ω︶

Hゲ没︶

旧約単・の歴史的研嘘九方法を最初にス

O帥三翁○づ︵ド○︒も︒￥おOひ︒︶は2雲・O鼠δ鷺

弾日ρ謡︶

￠．！δ謬力客P8 回 山 ㊤ 謡 ． δ ． ○ ︒ r 刈 O ︶
○箕◎螢塗︷鮎弩︵ ド ⑫ お

牢Oh．﹀．じd

訂ヨ塁ン身二㊤き二円びq︵蕊㊤↓∴箋鳥
注︵3一︶

︸詩撰凄ぴβ触鵬ゲの 教 蒲 獄 で ︑

コットランドに紹介し︑≦﹂召ω融手μは弟子の一人であった︒
著書は次の通り︒ぎ㌶〇二霧ε肖蜜麟①げ零妻○拳B固藁鍵︵同G︒謡︶
︑門7⑦︑男プooげ撃・o︷昏oO・↓●︵60蒔︶

なお︑

﹁国際旧約学会第八測大会扁についザ＼次の二書にも記

第十号︑

℃8︷．℃．客﹀再三︒賓斜H図嵩費ゆ餌甑︒二三○紅︑同塗3b峯摸

されている︒

Goεa♂匿×ワ6．G︒◎唱やHαO山αポら誤・

一九七鷲年︒

中沢治樹﹁園際旧約学会に出席して扁︑
九i一一⁝瓢頁︑

事会

七月十靴口於・藤女子大．学

昭和四十九年度行事報告

理

○第十三回大会
会

昭︷禅四十胃八年度．州何慮Ψ︒ム罫計︒ム器計腰皿査搬出悶を澱伊二相

総

一︑新役員として次の各氏を選出︒

決議審項
秋田

稔
海老沢義道

◎づ跨器︸島〇一︵ド◎︒￠b︒︶

︹会

ρ︶ヨロ影糞勉鉱窪︒昌︸oぴ︵同G︒逡︶

︹会計監査︺

長︺

ティンゲンで学び︑後に教会から異端視され︑アバディーンの

誓︑掬藤邦雄︑佐藤日吉︑三凍武夫︑山崎

管沼英二︑滝沢武人︑土段

博

爾自行磨︑植木幹雄︑宇都宮輝夫︑近野 亘︑

保興

眠

浅井正三︑石沢三郎︑伊藤貫一︑宇野光雄︑大

℃巴O野芝●ヵ︹︶ぴ①場θ○α鐸μ翻プ︵HcQ心①一O駆︶はエディンバラ︑ボン︑ゲッ

審︺

三︑公⁝開講演会は関根正雄氏を講師として招くことの可能性を

なう予定とする︒

二︑次期火会は七月十四日︵月︶︑北星女子短期大学において行

︹幹

︹理

教授．の席から追われ︑余生をケンブリッジ大学で過した︒窯著

︑りげoO唖e．ざ甚①﹂δ雀型一一〇げ霞︒ず︵戸G︒G︒じ

は次の通り︒

繭︐プ︒℃δ茗6ヨ︒︷翻邑︹p色︵固OQQ◎笛︶
一門プ︒矯︒凱σqご葺︒︷暮︒ω費づ搾窃︵口︒︒G︒O︶

本大会期間中︑20零O︵︶︸一〇鷺謹聞髪団に⁝一人の全著書の展承
がなされていた︒
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