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はじめに

　天野惠先生は我々にとって、なにより研究の人であった。改めて確認する必要はな
いだろうが、一連の論考に結実したアリオスト研究をはじめとして、我が国のイタリ
ア・ルネサンス文学の研究に先生の果たした貢献は実に多大なものであった。業績の
数が問われるこの時代にあっては、先生は多作な研究者とは言い難い。だが、正確な
読解と緻密な分析に裏付けされた先生のご論考は、いずれもえも言われぬ迫力を備え
ている。先生の作品のうちには、京都大学イタリア文学研究室が受け継いできた文献
学としての文学研究の伝統が濃縮して詰め込まれている、といってもよいかもしれな
い。
　天野先生はまた、教育の人でもあった。折に触れて、文学研究がいかにあるべきか
を我々に論じられた。ともすれば印象批評に陥りかねない文学部の学生に、研究は徹
底的に科学的でなければならないことを教え込まれた。イタリア語の読解に関しても
誰よりも厳しく、大学院生は研究発表をしようとすると、きまってイタリア語が読め
ていないことを指摘され本題に入る前に発表を終える羽目になった。だが、我々がひ
とたび研究に取り掛かったとき、先生の指導は極めて懇切丁寧なものであった。京都
大学文学部の学位論文の締め切りは毎年 1月の初頭であり、学生はそのために正月休
みを返上しなければならないことになるのだが、そんなときでさえ先生は一寸の妥協
もせずに論文の添削をしてくださった。
　ひょっとすると、天野先生は、京都大学に勤められた最後の数年間、ご自身の研究
に宛てるべき時間を学生の指導のために犠牲にしてこられたのかもしれない。その恩
恵に最もあずかった人間が言うのは随分身勝手なことかもしれないが、大学の業務か
ら解放されたいま、先生が新たに濃密なご論考を発表されることを我々は密かに期待
している。

　本論集には、学生として直に天野先生の論文指導を受けた研究者、今年度を含む数
年来（人によってはもっと長く）天野先生の担当授業に参加してきた研究者、そして
天野先生がイタリア語学イタリア文学専修の主任になられて以降に同専修関連の授業
を担当された同僚の先生方に、ご寄稿いただいた。ダンテから近現代までの幅広い
テーマの論考に加え、イタリア文学の枠を超えた論考（言語学、英文学、フランス文
学…）をも収録した、大変ヴァラエティに富んだ内容の論集とすることができたのは、
それぞれにお忙しい中、快く執筆をお引き受けくださった皆さまのおかげである。こ
の場を借りて心よりお礼申し上げたい。

國司航佑・霜田洋祐
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天野惠先生経歴

　天野惠先生は昭和27年5月1日、岐阜市に生まれ、同51年3月、京都大学文学部を
卒業し、同 53年 3月、同大学大学院文学研究科修士課程を修了、同 58年 3月に同博
士課程を単位取得満期退学されました。この間、イタリア政府給費留学生として、同
53年より2年間にわたってピサ高等教育院に留学されています。
　その後、昭和 60年 6月京都大学文学部助手、同 63年 4月山陽学園短期大学助教授、
平成 8年 4月山陽学園大学助教授を経て、同 11年 4月京都大学文学研究科助教授とな
り、同 22年からは同研究科教授として、精力的に研究・教育活動を行ってこられま
した。平成 25年 4月には京都大学国際高等教育院に移籍、同 27年 3月まで同院企画
評価専門委員と文学研究科教授の職を兼任されております。
　またイタリア学会においては平成 22年から同 25年まで学会長を勤められ、公益財
団法人日本イタリア会館においては平成 11年より常務理事として、また、同 20年以
降は理事長として現在に至るまで同会館の運営に当たっておられます。
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研究業績一覧

著書
平成22年10月『イタリアの詩歌』（共著） 三修社、pp. 32-119

学術論文	
1　Cortegiano における言語論争の背景 『イタリア学会誌』27号

pp. 120-129
昭和54年10月

2　 Sprezzaturaをめぐって
―『宮廷人の書』を支える中心概念―

『イタリア学会誌』32号
pp. 64-78

昭和58年10月

3　ルネサンスの人々2　
「アルフォンソ・ダラゴーナ」

『イタリアーナ』15号
pp. 43-49

昭和61年 4月

4　 『オルランド・フリオーソ』第 37歌
をめぐって

『イタリア学会誌』35号
pp. 15-38

昭和61年10月

5　 『オルランド・フリオーソ』第 9歌を
めぐって

『イタリア・ルネサンス文
化』（清水純一教授退官記
念論集）pp. 249-268

昭和63年 3月

6　アリオストの火器批判 『イタリア学会誌』41号
pp. 63-83

平成3年10月

7　ルネサンスの人々5 
「ボルソ・デステとその時代（1）」

『イタリアーナ』21号
pp. 2-9

平成5年 8月

8　 『オルランド・フリオーソ』第 33歌、
フランス軍敗退史をめぐって

『イタリア学会誌』44号
pp. 1-24

平成6年10月

9　ルネサンスの人々6 
「ボルソ・デステとその時代（2）」

『イタリアーナ』22号
pp. 2-9

平成7年11月

10  『フリオーソ』Ｃ版付加エピソードと
《盾》

『岩倉具忠教授退官記念論
文集』
pp. 143-155

平成9年 3月

11 ルネサンスの人々7 
「ボルソ・デステとその時代（3）」

『イタリアーナ』23号
pp. 5-15

平成9年 9月

12 ルネサンスの人々8 
「ボルソ・デステとその時代（4）」

『イタリアーナ』24号
pp. 39-49

平成10年 9月

13  アリオストの 1532年 1月 15日付マ
ントヴァ公宛書簡

『イタリア学会誌』48号
pp. 62-86

平成10年10月

14 Ｃ版『フリオーソ』　出版直前の改変 『イタリア学会誌』49号
pp. 91-114

平成11年10月

15 ルネサンスの人々9 
「ボルソ・デステとその時代（5）」

『イタリアーナ』25号
pp. 2-12

平成12年 4月
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16 ルネサンスの人々10 
「ボルソ・デステとその時（6）」

『イタリアーナ』26号
pp. 28-37

平成13年 6月

17  マンゾーニ作品における《国民》意識
の形成

イタリアにおける《庶民》
の発見とその《国民》への
変容過程の研究、pp. 4-38

平成15年 5月

18 ルネサンスの人々10 
「ボルソ・デステとその時代（7）」

『イタリアーナ』30号
pp. 21-33

平成17年 3月

19  ベンボとアルドゥス版『カンツォニ
エーレ』

『イタリア学会誌』56号
pp. 42-70

平成18年10月

翻訳	
1　 ニコラ・アッバニャーノ『ルネサンス人文主義』
（『ルネサンスと人文主義』所収）

平凡社
本文pp. 128-161
解説pp. 248-254

昭和62年1月

2　 ペーテル・ヘルデ『イタリア人文主義』
（『ルネサンスと人文主義』所収）

平凡社
本文pp. 162-204
解説pp. 255-260

昭和62年1月

3　 バルダッサルレ・カスティリオーネ『宮廷人』
（共訳）

東海大学出版会
本文pp. 217-611
解説pp. 880-914

昭和62年2月

4　J. K. ゲイドル『普遍人』
（『天才とは何か』所収）

平凡社
本文pp. 94-126
解説pp. 221-226

昭和62年7月

5　 エウジェニオ・ガレン（編）
『ルネサンス人』（共訳）

岩波書店
pp. 105-183

平成2年12月

6　『マキアヴェッリ全集』
（第4巻、共訳）

筑摩書房
pp. 152-172
pp. 201-216

平成11年7月

7　 ヴェスパシアーノ・ダ・ビスティッチ『ルネサン
スを彩った人々』（共訳）

臨川書店
pp. 1-145,
pp. 293-315

平成12年5月

8　 ベンボ『アゾラーニ』第一巻（共訳）（『原典イタ
リア・ルネサンス人文主義』所収）

名古屋大学出版会
pp.798-853

平成21年1月
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編集後記

　ちょうど1年前の2017年3月から、霜田・國司両氏とともに『天野惠先生退職記念

論文集』の刊行の準備を開始した。原稿の締め切りが年末に、校正が年度末にさしか

かり、大学業務の繁忙期のなか執筆者のみなさまにはご負担をおかけしたが、おかげ

さまで、ご覧のようにクオリティの高い論集を出版することができた。いずれの論文

も専門誌に掲載されておかしくない、密度の濃い内容である。この論集の一つの特徴

は、各論考からうかがえる、テクストの緻密な読解に基づいた実証的な探求の姿勢で

ある。天野先生にゆかりのある研究者のみなさんならではの特色だろう。人文学の存

在意義が問われている現在、このような『論文集』で先生の退職を祝うことができた

ことを、編者の一人として心より喜んでいる。

　編集にあたっては、書式の統一を図るべく何人かの先生に煩瑣な修正をお願いし

た。お詫び申し上げたい。また参考文献の表記に一部統一がなされていないところが

あるが、様々な研究分野からご寄稿頂いた冊子の性質上、多少の相違はやむなしとい

う方針で編集を行った。ご寛恕いただければ幸いである。

2018年3月　　村瀬有司
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