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岡 道男先生 には本年 3
月3
1日,京都大学文学部を定年 によ りご退官 になる.

4
年 4
月に同志社大学 よ り京都大学 に移 られて以来 ,松平千秋名誉
先生 は昭和 4
4
年 4
月以降は主任教授 として,西洋古典語学西洋古典
教授 とともに,そ して5
文学講座 を担当 して来 られた.
先生 は京都大学 において松平千秋先生の,チュ‑ビンゲ ン ｡マイ ンツ両大学
においてはヴォルフガング ･シャーデヴ ァル ト教授 とヴ ァルター ･マル ク教授
の薫陶を受 けられ,西洋古典学 の精神 を深 く体得 し,いまだ歴史の浅 い我 が国
の この学 問に高 い理想 を掲 げ,かつそれを体現 して来 られた.すなわち,全人
格的表 出を理想 としたギ リシア人 ｡ローマ人 の文化遺産 に相対 して,後世 の学
徒 はともすれば哲学 ｡史学 ･文学 に分 かれて研究 を行 いがちであるが,先生 は
一身 を もってギ リシア ･ローマの全体 に立 ち向かお うとされ る.その ことは,
先生 の これまでの教育研究 の対象がホメロス以下の文学 は固よ り,プラ トン ･
ア リス トテ レスの哲学, トゥキュデ ィデスや リウィウスの歴史を も含 んでいる
ことか ら容易 に窺 える.主要 な関心 は自ずか ら文学 に帰す るが,その際,先生
が常 に重視 され るのは,文学 における伝統的要素 と作者 の創意 との関わ りの問
題である.その結果,研究 はギ リシアに先立 つオ リエ ン トの神話 ･文学 に も及
び,ギ リシア ･ラテ ン文学 が常 に一体 の もの として把 え られ るのである. まこ
とに,先生が公 に して来 られた学術論文及 び翻訳 は,神話,ホメロス,へ シオ
ドス,ギ リシア悲劇,アポロニオス, ローマ喜劇,キケ ロ,ウェルギ リウス,
ラテ ン拝情詩 ･恋愛詩等 ,驚 くべ く広範 なジャンルを覆 っている.
先生が とりわ け情熱 を傾 けて来 られたのはホメロス研究であるが,その成果

1
9
8
8)にお
は数 々の秀れた論文 と著書 『ホメロスにおける伝統 の継承 と創造 』(
いて発表 された. これは現存す る 『イ リアス』 『オデュッセイア』 と失 われた
｢
叙事詩 の環｣の諸詩 との関係 を能 うか ぎりの論理的精密 さで考察 し, これ ら
の詩 に見 られ る詩的技巧 を論 じ尽 くして余す ところのない大著 である.古代以
来 の伝統 を もつホメロス学 の成果 を存分 に汲 み上 げ, しか も創見 にみちた,記
念碑的な労作 として内外での評価 は高 い.
先生の学問の国際的な評価 は,数々の独文 ｡英文 の論文 によって, また,昭

0
年 4
月よ り 1カ年,同6
3
年1
0
月よ り 1カ年,招解 されてマイ ンツ大学客員
和4
教授 を務 め られた ことによって も裏づ けられ るが,先生 はまたボナール 『ギ リ
人文書院)の翻訳 や 『ギ リシア悲劇全集 』 (
岩波書店 )の
シア文 明史』 3巻 (
‑ 1‑

編集 を通 じて,西洋古典 の読者 の啓蒙 に も意 を注 がれた. ご退官後 はア リス ト
テ レス 『
詩学』(
松本仁助先生 と共訳 ) とホラテ ィウス 『詩論』(
岩波文庫 )の
訳稿 の制定 ,今秋 には論文集 『ギ リシア悲劇 とラテ ン叙事詩』 (
仮題,岩波書
京都大学学術 出版会)
店)の上梓,その後,ウェルギ リウス 『アユネイス』 (
の翻訳 に取 りかか られ るご予定 である.

5
年,
京都大学 において教育研究 に,そ して学 内行政 に心 を尽 くされ ること2
｢
文学部 の良心｣ と景慕 され る先生 のお人柄 は, フ‑マ一二 クースの学 として
の西洋古典学 によって培 われ,先生 もまた この学 問を,われわれがそ こに付 く
ことを誇 りとしうるものに して下 さった. 『
西洋古典論集 』刃 は京都大学文学
部 において岡道男先生 の講延 に列 した学生 たちによる論文集 である. これだけ
の人数 を もって してなお,先生 の ご研究 の広 さと深 さに達 し得 ぬ ことを恕 じっ
つ,漁 らぬ ご指導 を庶幾 う意 を こめて,本書 を先生 に献呈 したいと思 う.
本号 の編集 にあた り,編集委員で もある松本仁助先生 か ら 『
若 い頃の岡道男
さん』の一文 をお寄せ いただいた ことにまず感謝 しなければな らない.岡道男
先生の良 き師友 の こと,そ してマイ ンツにおける師 との出会 いの経緯 を伺 って
粛然 とす るのは筆者 だ けではあるまい. 田中博明氏 は先生 の京都大学 における
最初 の授業,プラ トン 『エウテエプロン』の受講者 であ り, 『ギ リシア悲劇全
集』や今秋刊行予定 の論文集 の編集者 であるが,今 回, トゥキュデ ィデスにつ
いての論考 を投 じて下 さった.本号 の編集作業 は山下太郎氏 の労 に負 うところ
が最 も大 きく,パ ソコン入力 では伊藤朱美 さん と岩谷智氏 に,英文校正 では根
本英世氏 に もご協力 いただいた.そ して,献呈論文集 としては奇妙 な ことだが,
本号作成 のために岡道男先生 よ り過分 の ご援助 を賜 った ことを付記 してお きた

い.
平成 6
年 3
月
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中 務 哲 郎 識

