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まえがき

―水田文庫の三層構造―

日本学士院会員
名古屋大学名誉教授

水田

洋

水田文庫というのはぼくの蔵書の中から、名古屋大学に寄贈または売却した 11,200
冊以上の中から、貴重書（1850 年以前）を中心として整理編成された 7,143 冊のこと
である。従ってすぐお判りのように、ぼくの蔵書の中から、二つの数字の差の 4,050
冊以上が、文庫の外で館内にちらばっているのである。これを水田文庫を覆う書物の
ひとつの層だとすれば，さらにその上を覆う第三層として、自宅にあって少しずつ増
える蔵書があるというわけである。第三層の中には貴重書として遺贈されるべきもの
が 10 冊以上含まれている。
この蔵書全体は、ぼくの社会思想史研究の必要上集められた。ぼくは経済学史担当
の助教授として着任したのだが、経済学史の講義をしたことがなかったから、そのた
めの本を買う必要がなかった。従って社会思想史研究者として当然、反体制であり批
判的であり、蔵書もそれを基本線としている。この基本線の上では、ホッブズもヴォ
ルテールもスミスも反体制派である。ジョン・トランド以下の理神論者についてはい
うまでもない。この基本線を方法論的に言い換えればマルクス主義、あるいは唯物史
観、史的唯物論であるが、思想に個人名をつけることと唯物論の性格に疑問がある。
ここで重要な役割を持つイデオロギー論が、思想の問題になるのは比較的遅く、それ
ははじめ、下部構造に対する上部構造すなわち制度の問題であった。その反面で、思
想のすべての営みは社会的であるとする社会思想の概念も理解されにくく、1973 年
にアダム・スミス生誕 150 年記念講演のためカコーディー市によばれたとき、司会者
のロイ・ハロッドは、社会思想 social thought、社会思想家 social thinker という言葉
が理解できなかった。彼が社会哲学とすることを提案し、ぼくは拒否したのだが、か
れがぼくのペーパーを by far the best と評価して、アメリカの友人に語っていたこと
が後でわかった。
日本では、社会思想史の研究は、東京帝大で社会政策を担当した河合栄治郎にはじ
まるといっていいだろう。これは戦前には結局、思想善導型の反マルクスであり、戦
後は第二インターの社会民主主義を継ぐのかと思われたが、研究者による継承が途絶
えた。教壇における直接の継承者は大河内一男だが、彼はマルクスによって河合を左
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へ超えた。右であれ左であれ社会思想史の枠組に関して言えば、それは社会主義思想
史であり、京都帝大の講師として 1919 年に『輓近社会思想の研究』を出版して、た
ちまち版を重ねた米田庄太郎の場合も同様である。これに対して出口勇蔵は、体制と
反体制の思想史としての『社会思想史』
（1967）を提案した。しかしこれでは、支配
者の思想としての体制思想が残ることになるだろう。ぼくは彼に思想の体系を構築す
ることをしきりに求められたが、思想の本質は反体系・反体制だと考えているので、
受け入れなかった。
さてこのあとが、東京商科大学（現在の一橋大学）の社会思想史ということになる
のだが、表で代表した金子鷹之助ではなく、資本主義発達史講座の関係で検挙されて
失職、戦後復活して看板教授になった大塚金之助である。ぼくは学生時代に大塚と接
触したことはなく、
『一橋新聞』の断続する匿名コラムで、社会思想史的断片を読み、
戦後は岩波新書の『解放思想史の人々』を読んだだけであった。従ってぼくは、戦前
戦中の学生時代に読んだ断片によって、社会思想史家大塚金之助をつくりあげ、思想
はすべて社会的であるという自分の社会思想史の枠を組み立てていたことになる。し
かし戦後まもない国立の、東京商科大学に戻ってきた人気教授と、捕虜から帰った人
気特別研究生は、大塚が狭量であったため師弟関係を結ぶことなく、1949 年末にぼ
くは名古屋大学法経学部助教授に就任する。その時多くの人が、ぼくはすぐ母校にも
どるものと考えていて、就職の為の健康診断で名古屋大学医学部の病院の医師からも
そういう質問を受けた。その可能性がなくなったことの直接の結果として、ぼくは文
系学部がなかった後進地帯の名古屋で近代思想を説くことになり、そのための資料を
集めることになるのだが、他方で大塚金之助はその時可能な限り最有能の、社会思想
史の助手及び後継者を失ったのである。このあとのことをすぐ実証したのは岩波小辞
典の『社会思想』であって、大塚が広げた枠を弟子たちが処理できなかった。そこで
は社会思想史は成立しなかったのである。大塚門下にはぼくが三羽烏とよぶ人々がい
て、それぞれ成果をあげているが、このこととは直接に関係がない。ここではぼくが
大塚の思想史的断片から、社会思想史の枠を広げたことをいえばいいのである。
このような広がりで反主流の資料を集めようとしたのだから、貴重書などは眼中に
なかった。しかしその反面で、貴重書としてマークされていない、思いがけないもの
があるのに、それは上記のようにちらばったままになるかもしれない。中世末期のキ
リスト教異端に注目することを教えてくれたのは、林達夫の『社会史的思想史

中世』

（岩波講座哲學）と新島繁（本名：野上巖）『社会運動思想史』
（唯物論全書）であり、
アルビ派とヴァルド派については現地を踏んだけれども、いくつかの二次文献を得た
だけであった。これらについてはそれぞれ専門的研究が進んでいるようだから、まか
せておいていいだろう。異端といっても糾問の主体が消滅してしまった。しかし主流
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と異端が争ったもうひとつの思想の流れ、すなわち社会主義・共産主義・マルクス主
義については、西川正雄『社会主義インターナショナルの群像 1914―1923』がコミン
テルン側を含めて広い展望をあたえているし、日本の図書館にも一応の蓄積はあるだ
ろう。しかしコミンテルン系マルクス主義では統一が第一であって、普及による多様
化は嫌われた。この点で日本共産党の思想政策はとくに若い研究者に犯罪的な影響を
与えた。ヒルファディングは『金融資本論』の著者として評価されるけれども、カウ
ツキーは「背教者カウツキー」（レーニン）なのである。このような傾向に対して、
ぼくは各国の多様化したマルクス主義の資料を集めた。イギリス、アイアランド、ド
イツ、オーストリア、オランダ、スイス、ハンガリー、フランス、イタリー、アメリ
カなどである。もちろんその数も範囲も限られているけれども、散らばっている中に
あるオランダのホルテル（Gorter）やロランド・ホルスト（Roland-Holst）はほかに
日本であるだろうか。まだ手元にあるカウツキーの最後の著書『社会主義者たちと戦
争』（1937）はどうだろう。イギリスのマルクス主義については、スペイン内戦関係
とレフト・ブック・クラブ版を社会思想史学会で展示したが、ほかにスペインで戦死
したコードウェルやフォックスの論文集、オーデンの詩『スペイン』の初版（1937）
などがあるが、水田文庫ではないために見逃されそうである。遺贈されてそういう状
態になるものとして、現在残っている蔵書は、半分がロマン主義とマルクス主義関係
である。遺贈と書いたとおり、
少数例外を除いてさしあたっては手放すつもりはなく、
ロマン主義については同人誌『象』に書き続けている。マルクス主義については、光
文社の『マルクス主義入門』（1966）がたちまち版を重ねて 45,000 部、現代教養文庫
で 20,000 部であり、夫婦共著の『社会主義思想史』（東洋経済新報社刊
版

社会思想社現代教養文庫

1958、増補

1971）と、編著『マルクス主義思想史』（1970）があ

るのだが、第二次大戦後にひろがったマルクス主義をカヴァーするには、まだ時間が
必要である。
なお、
上記のように共著があり、蔵書票も連名になっていることから分かるように、
現在の水田文庫を含む全水田蔵書は二人の共有であるが、上に述べたものとは別に、
女性解放思想史関係数千冊が半ば未整理のまま、研究の便宜のために自宅に残されて
いる。そのなかにゴドウィンの著書がほとんどそろっているのは、かれがウルストン
クラフトの夫であっただけでなく、珠枝の名古屋大学法学部における卒業論文の主題
であったからである。
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はじめに

本稿では、日本学士院会員・名古屋大学名誉教授水田洋氏（みずた

ひろし

1919

年生れ、以下水田教授）の旧蔵書からなる名古屋大学附属図書館所蔵「水田文庫」の
概要を報告する。
2009 年度に購入した水田教授の旧蔵書については、すでに次の文献がある。
（1）名古屋大学附属図書館・附属図書館研究開発室編集『水田文庫新収蔵記念

アダ

ム・スミスと啓蒙思想の系譜』名古屋大学附属図書館・附属図書館研究開発
室

2010

（2）中井えり子「水田文庫付属資料等調査（1851 年以降刊行図書）について」名古
屋大学附属図書館報『館燈』182 号 2012.1
（3）中井えり子「水田文庫の概要（報告
第 10 号（2011）2012.3

p. 5―7

その 1）」
『名古屋大学附属図書館研究年報』

p. 55―77

オンライン版については、それぞれ参考文献 34、30、31 を参照。水田文庫展示会
関連については、参考文献 34 のほか 29 を参照。
（1）は、2010 年 10 月に開催された展示会の図録で、展示した図書の著者および著
作の解説と、標題紙の写真、参考文献が掲載されている。
（2）は、1851 年以降刊行
の和洋図書に挟み込まれたメモ類、蔵書票、直筆署名等を調査したものを簡単に報告
している。（3）は、2011 年度末以降にさらに水田文庫の蔵書を受け入れることが決
まっていたため、それまでに受け入れていた「水田文庫」の数値的な概要と、1850
年以前の刊本（貴重書）を中心に、
「水田文庫」を特徴づけるような著作物を紹介す
ることで、報告その 1 としてまとめたものである。
このたび本稿では、その 1 に補足修正を加えて、2011 年度以降に購入したり、寄贈
された図書や雑誌も含めて再構成し、あらためて「水田文庫」の概要を報告する。
「水田文庫」の範囲は第 1 章で述べるが、水田教授の研究テーマの関心上、第 5 章で
は、「水田文庫」外の旧蔵書についても触れた。

7

第1章

水田文庫の概要

第1節

水田文庫と水田教授の旧蔵書

名古屋大学附属図書館における水田教授の旧蔵書には、2009 年度と 2011 年度に購
入した和洋の図書・雑誌と、主として 2007 年度以降寄贈された和洋の図書・雑誌が
含まれている。本稿を執筆している間にも、たびたび寄贈されており、その整理・配
架上の取り扱いも異なるため、本稿では「水田文庫」を次のような範囲とする。
受け入れた年度や、購入か寄贈かを問わず、1850 年以前の刊本（すべて洋書。以
下貴重書という）および、1851 年以降の刊本（和洋図書と雑誌）で 2009 年度購入分
とその後に寄贈された 2009 年度購入著作に関連した洋書を「水田文庫」と呼ぶこと
とする。
すなわち、
2009 年度に購入した和洋の図書・雑誌が「水田文庫」のベースであるが、
2011 年度に購入した貴重書およびその後寄贈された貴重書や、1851 年以降の刊本（和
洋の図書と雑誌）で 2009 年度に購入した図書の継続物や関連の図書を、それぞれ、
貴重書を貴重書室に Mizuta︱︱○○○○（一連番号）として、1851 年以降の刊本を研
究図書の開架スペースに 309.02︱︱Mizuta︱︱xxxx（一連番号）のもとに配架したこと
による。今後寄贈される図書・雑誌があれば、この範疇に入るものは、「水田文庫」
本として、これらの一連番号が付され、一か所に配架されることになる。
それでは、研究図書の開架スペースに 309.02︱︱Mizuta︱︱xxxx（一連番号）として
まとめて配架された 1851 年以降の和洋の図書・雑誌はどのようなものなのか。
「水田
文庫」の貴重書は、古代ギリシア・ローマ時代からほぼロマン主義時代までの西洋社
会思想史関係の原典からなるが、これらの時代の出版物のリプリント版や、これらの
時代を対象とした書誌や事典などの参考図書、研究書などで、水田教授の研究活動に
直接関わった著作であるといってよい。しかし、2011 年度以降に寄贈されたマルク
ス主義以降、第二次世界大戦までの社会思想史関係の和洋図書の範疇に入るものも少
し含まれる一方、2011 年度以降に寄贈された和洋図書・雑誌の中にも、1850 年まで
に刊行された著作のリプリント版や各国語版などが少し含まれているので、その区別
は少し曖昧になっている。今後、調整が必要かもしれない。
2012 年 12 月現在で、上記の範囲による「水田文庫」は、合計 7,143 冊となり、水田
教授が所蔵した図書・雑誌のかなりの部分に相当する。さらに水田教授旧蔵書のうち、
2007 年度に寄贈された欧米の大学史および図書館史、出版社史や印刷史を中心とす
る広義の書誌学関連の図書が 300 冊余（この中にも「水田文庫」に該当するもの含ま
れているが、現在は一般研究図書として配架）と 2011 年度に寄贈された和洋図書・
雑誌が 3,800 冊余、その他折りにふれて寄贈された図書が何点かあるが、それらは一
8
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般研究図書として主題ごとに分類順に、あるいは雑誌としてタイトル順に、他の図書
や雑誌と一緒に配架されており、一か所にまとめられていない。これらは、本稿では
「水田文庫」には含まない。
このような文庫外の図書・雑誌と「水田文庫」を合計すると、11,200 冊以上になる。
文庫外の著作物には水田教授の蔵書票（後述）が貼付してあるものとそうでないもの
があり、現物からは水田教授の旧蔵書であることがわからないものもあるが、事務上
のデータとして、水田教授の寄贈本は記録されている。
水田教授の旧蔵書には、これらのほかに筑波大学が購入した書誌学関係の洋図書、
中国の浙江大学に寄贈された和図書・雑誌、一橋大学に寄贈された古書店のカタログ
のほか、
まだ使用中で水田教授の手元にある貴重書もあることをつけ加えておく（注 1）。

第2節

整理と保存・管理

（整理）
水田文庫は、2010 年度から 2012 年度の間に、原則として国立情報学研究所（以下
NII）の NACSIS-CAT に登録したが、詳細は次のとおりである。
雑誌、和図書及び 1801 年以降刊行の洋図書は、NII の各種目録規則の適用細則に従っ
て登録した。1800 年以前刊行書は、NACSIS-CAT の『目録情報の基準』第 4 版（学術
情報センター 1999）に拠って、個別に書誌レコードを作成し、
『稀覯書の書誌記述』
Bibliographic description of rare books: rules formulated under AACR 2 and ISBD(A) for
the descriptive cataloging of rare books and other special printed materials. (Washington:
Library of Congress, 1981) に準拠して書誌レコードを作成した。1801 年以降の刊行書
は、名古屋大学蔵書検索 Online Public Access Catalog（以下 OPAC）にはすべて登録
されているが、NACSIS-CAT では同一のロケーションには重複図書を登録することが
できないため、すべてが登録されているわけではない。
水田文庫のうち、近代西洋社会思想史研究の一つの区切りとされる 1850 年以前刊
（注 2）
に則って、図書、
行書を「名古屋大学附属図書館貴重図書・準貴重図書取扱い基準」

雑誌ともに貴重図書に指定した。これらは雑誌と図書に分けて、雑誌はタイトルのア
ルファベット順に、図書は、ほぼ著者のアルファベット順に一連番号を付して配架し
た。その他の図書と雑誌は、和洋別に一般研究用図書として、開架書架に一連番号を
付して、309.02︱︱Mizuta︱︱（一連番号）のもとにまとめて配置されている。
それぞれ該当する番号は次のとおりである。1851 年以降刊本は図書と雑誌を区別
していない。
貴重書（図書） Mizuta︱︱0001〜2113（欠番
貴重書（雑誌） Mizuta︱︱S001〜S126
9

0910）

1851 年以降刊本（和書） 309.02︱︱Mizuta︱︱W001〜W314
1851 年以降刊本（洋書） 309.02︱︱Mizuta︱︱0001〜4594
水田文庫および 2011 年度に水田教授から寄贈された図書には、原則として水田教
授（正確には水田教授と珠枝夫人との連名）の蔵書票（40×70mm）が貼られており、
これはすべて受入以前に水田家で貼付されたものである（図 1）。

図 1 水田教授と珠枝夫人との連名の蔵書票
（実寸大）

（保存・管理）
水田文庫は、全体的に保存状態が比較的よいが、手入れ・修復が必要なものは次の
処置を行っている。
①図書館での作業：若手図書館職員の研修の一環として、2010 年度から実施
・革装本の革磨き（ほこりや黴とりを含む。2013 年度に全冊完了予定）
・表紙がはずれた比較的小型本に薄いジャケットをかぶせる。
・劣化した革装本に厚いジャケットをかぶせる。
・装丁の状態が悪い図書を保存箱や封筒ホルダーに入れる。一般研究図書用の簡
易保存箱は、担当部署で日常業務として作成。
②専門家による修復：2010 年度から毎年予算内で依頼（貴重図書のみ）
・製本の綴じ糸が切れているもの
・過去に不適切な補修がしてあるもの
・原装本でない図書で、装丁が崩れている図書
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第3節

数値的に

1）冊数
種

類

冊数（冊）

貴重書（洋図書）

2,112

貴重書（洋雑誌）

126

1851 年以降刊本（洋図書）

4,563

1851 年以降刊本（洋雑誌）

28

1851 年以降刊本（和図書）

311

1851 年以降刊本（和雑誌）

3

合

7,143

計

2）書誌点数（書誌レコード登録点数）
種

類

件数（点）

貴重書（洋図書）

1,617

貴重書（洋雑誌）

26

1851 年以降刊本（洋図書）

4,071

1851 年以降刊本（洋雑誌）

24

1851 年以降刊本（和図書）

291

1851 年以降刊本（和雑誌）

2

合

6,031

計

3）刊年別書誌数
刊行年代

和書（点）

洋書（点）

1600 年以前

0

4

1601―1700 年

0

136

1701―1750 年

0

295

1751―1800 年

0

650

1801―1850 年

0

552

1851―1900 年

0

242

1901―1950 年

61

756

1951―2000 年

205

2,879

2001 年以降

27

168

刊年不明
合

計

0

56

293

5,738
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4）言語別書誌数
複数言語の著作もあるため、合計書誌数は 6,031 点より多い数値となっている。
貴重書では、全体に占める割合は英語が約 79.8％、フランス語が約 14.8％、ド
イツ語が約 3.8％で、
これら 3 か国語で約 98.4％を占める。1851 年以降の刊本では、
英語が約 64.4％、フランス語が約 13.4％、ドイツ語が約 10.5％で、これら 3 か国語
で、約 88.4％を占める。その他の言語には、スペイン語、ロシア語、チェコ語な
ど 10 か国語以上が含まれる。
貴重書（冊）

1851 年以降
刊本（冊）

1,318

2,995

245

623

ドイツ語

62

489

ラテン語

18

36

オランダ語

4

58

イタリア語

4

95

日本語

0

294

中国語

0

2

その他

1

56

1,652

4,648

言

語

英語
フランス語

合

計

第2章

水田文庫の洋雑誌（貴重書）

第1節

雑誌リスト一覧

貴重書指定された雑誌は 30 点であるが、The lounger や The mirror など、NACSISCAT の既存の書誌レコードとの関係もあり、雑誌として登録されていない書誌もあ
る。従って第 1 章第 3 節の貴重書の雑誌書誌点数では、26 点となっている。
下に全点をタイトルのアルファベット順に、書誌事項（ESTC 番号を含む。ESTC
については参考文献 43）、請求記号、所蔵事項の順で記載する。
（1）The Aberdeen magazine for the year .... Aberdeen, Printed by Francis Douglas, 1761.
Vol. 1, Jan. (1761)-v. 1, Dec. (1761). ESTC P3078
〈Mizuta︱︱S001〉
〈1761―1761〉
（2）Anti-Jacobin, or weekly examiner. Originator: George Canning; editor: William
Gifford. Vol. 1―36 (1797―1798). London, published by J. Wright, No. 169, opposite
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Old Bond-street, Piccadilly; by whom orders for the paper, and all communications
of correspondents, addressed to the editor of the Anti-Jacobin; or, Weekly examiner,
will be received. Sold also by all the booksellers and newsmen in town and country,
[1797―1798]. ESTC P2134
〈Mizuta︱︱S118―S119〉1―36〈1797―1798〉
（3）The Anti-Jacobin review and magazine: or Monthly political and literary censor.
Edited and written by “John Gifford”, i.e. John Richards Green. Vol. I (July to
December, (inclusive,) 1798)-vol. XXXV. (January to April, inclusive. 1810.). London,
printed, for the proprietors, by J[ohn]. Plymsell. And published, by J[ames].
Whittle, at the Anti-Jacobin of fice, Peterborough Cour t, Fleet Street; and by
C[lement]. Chapple, no. 66, Pall Mall, 1799―1810. ESTC P1913
〈Mizuta︱︱S117〉3(5―8)〈1799〉
（4）The athenæum: a magazine of literary and miscellaneous information (published
monthly): containing general correspondence, classical disquisitions, account of rare
and curious books, memoirs of distinguished persons, original poetry, literary and
miscellaneous information ... conducted by J. Aikin. London, Printed for Longmans,
Hurst, Rees, and Orme ... and Cadell and Davies, 1807―1809. vol. 1 (Jan. 1807)-v. 5
(June 1809)
〈Mizuta︱︱S002―S006〉1―5〈1807―1809〉
（5）The bee, or, Literary weekly intelligencer: consisting of original pieces and selections
from performances of merit, foreign and domestic ... by James Anderson. Edinburgh,
Printed by Mundell and Son, 1791―1713 [i.e. 1794]. Vol. 1st (Dec. 22,1790/Mar.
2.1791)-v. 18th (Nov. 6.1793/Jan. 21.1794). ESTC P1970
〈Mizuta︱︱S007―S024〉1―18〈1790―1794〉
（6）Le conservateur: le roi, la char te, les honnétes gens. Paris: Au Bureau du
conservateur: Chez Le Normant fils, 1818―1820. Tome 1 (1818)―6 (1820).〈Mizuta︱︱
S025―S030〉1―6〈1818―1820〉
（7）Économie politique. Recueil de monographies ; examen des questions sociales,
agricoles, manufacturières et commerciales. Par MM. Jules Burat.-Michel Chevalier ...
et autres économistes français et étrangers. Bruxelles, Meline, Cans et compagnie.
Volumes for 1848 & 1849 only.
〈Mizuta︱︱S120―S123〉
〈1848―1849〉
（8）The Edinburgh evening courant. Edinburgh, Printed for R. Fleming and Company,
1718―1886 ESTC P2048
〈Mizuta︱︱0030〉Jan. 2,1762〈1762〉
（9）The Edinburgh magazine, and literary miscellany: a new series of the Scots magazine.
Edinburgh: G. Ramsay, 1817―. Vol. 1 (Aug./Dec. 1817)
〈Mizuta︱︱S034―S035〉1―2〈1817―1818〉
（10）The Edinburgh magazine and review/Society of Gentlemen. Edinburgh [Scotland]:
printed for W. Creech, successor to Mr. Kincaid, and W. Smellie printer, Anchor-
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close; and sold by all the booksellers in Scotland; by J. Murray, no. 32, Fleet-street,
London; and by T. Ewing, Capel-street, Dublin, [1773―1776]. Vol. 1 (Oct./Apr.
1774)-v. 5 (Feb./Aug. 1776). ESTC P2048
〈Mizuta︱︱S031―S032〉2―5〈1774―1776〉
（11）The Edinburgh magazine, or Literary miscellany. [New series]. Edinburgh, Printed
for Laurie and Symington ..., and sold in London by J. Murray ..., and W. Boag
Holborn, 1793―1803. vol. 1 ([Jan.-June] 1793)―vol. 22. ([July-Dec.] 1803). ESTC
P2027
〈Mizuta︱︱S033〉vol. 1〈1793―1803〉
（12）The Edinburgh review, or critical journal. Edinburgh, A. and C. Black, 1803―1929.
Vol. 1, no. 1 (Oct. 1802)-v. 250, no. 510 (Oct. 1929).
〈Mizuta︱︱S046〉28〈1817〉
（13）The English review, or, An abstract of English and foreign literature. London, Printed
for J. Murray, 1783―1795. vol. 1 (1783)-vol. 26(1795) ESTC P2292
〈Mizuta︱︱S036―S045〉1―3, 5―8, 10―12〈1783―1788〉
（14）The guardian. 7th ed. London, Printed for J. and R. Tonson, 1740. Edited by
Joseph Addison and Richard Steele. No. 1 (Mar. 12,1713)-no. 175 (Oct. 1,1713)
ESTC T97926
〈Mizuta︱︱S047―S048〉1―175〈1713〉
（15）Knight’s penny magazine. London,: Charles Knicht [i.e. Knight], 1846.
〈Mizuta︱︱S124〉1 ―2〈1846〉Vol. 1 cumulates issues for [no. 1]-no. 16; v. 2
cumulates issues for no. 17―no. 31
（16）The London gazette extraordinary. [London], Printed by T. Harrison, [1681? -]
ESTC P2496
〈Mizuta︱︱S049〉1780―1782, 1793―1794, 1798―1799, 1801, 1805―1814〈1780―1814〉
（17）The lounger: a periodical paper, published at Edinburgh in the years 1785 and 1786.
The sixth edition. In two volumes. London, 1794. Authorship attributed to Henry
Mackenzie and others. ESTC T63913
〈Mizuta︱︱1109―1110〉
（18）The lounger: a periodical paper, published at Edinburgh in the years 1785 and 1786.
6th ed. In three volumes. London, 1804. Edited by Henry Mackenzie and others.
〈Mizuta︱︱1111―1113〉
（19）The mirror. Edinburgh, W. Creech, 1779―. No. 1 (Jan. 23,1779)-no. 110 (May
1780). Editor and contributor: Henry Mackenzie and others. ESTC P1433
（図 2）
〈Mizuta︱︱0031〉1―97〈1779―1780〉
（20）The mirror: a periodical paper, published at Edinburgh in the years 1779, and 1780:
in three volumes. v. 1. The fourth edition, corrected. Anonymous. By Henr y
Mackenzie and others. London, 1782. ESTC T84639
〈Mizuta︱︱1117〉
（21）The mirror: a periodical paper, published at Edinburgh in the years 1779, and 1780:
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in three volumes. v. 2―v. 3. The
fifth edition, corrected. London, 1783. ESTC N5403
〈Mizuta︱︱1118―1119〉
（22）The monthly miscellany, or,
Gentleman and lady’s complete
magazine. Vol. 1 (1774)-v. [5]
(1777) London, Printed for R.
Snagg, R. Cruttwell & Hodson
& Johnson. ESTCP2496
〈Mizuta︱︱S050〉3〈1775―1775〉
（23）The northern star, or Yorkshire
magazine: a monthly and permanent register of the statistics,
literature, biography, arts, commerce and manufactures of
Yorkshire and the adjoining
counties. vol. 1 ― 3. London,
Sheffield [printed], 1817―1818.
〈Mizuta︱︱S125〉1(1―7)〈1817〉
（24）The reformers’ gazette. No. 61―
90 (June 30,1832―Feb. 23,1833)
Glasgow: Printed and published by Muir, Gowans.
図 2 The mirror 第 1 巻 Jan. 23, 1779
〈Mizuta︱︱S126〉61―83, 85―90
〈1832―1833〉
（25）The republican. [London], Printed and published by W. T. Sherwin, 1817―. No. 1
(Mar. 1,1817)-.
〈Mizuta︱︱S051〉1―4〈1817―1817〉
（26）Revue du dix-neuvième siècle. Paris, Bureau dela Revue du dix-neuvième siècle,
―1837. -t. 7, 2e livr. (8 janv. 1837).
〈Mizuta︱︱S052〉7〈1837―1837〉
（27）Revue du dix-neuvième siècle. Nouvelle série. Paris, Bureau de la Revue du dixneuvième siècle, 1837―. t. 2, 3e livr. (15 janv. 1837)-.
〈Mizuta︱︱S052〉2(3―18, 22―24), 3(7)〈1837―1837〉
（28）Scots magazine: containing, a general view of the religion, politicks, entertainment,
etc. in Great Britain and a fuccinet account of publick affairs foreign and domestick.
Edinburgh [Scotland]: printed by W[illiam]. Sands, A[lexander]. Br ymer,
A[lexander]. Murray and J[ames]. Cochran. Sold by the booksellers in town and
country, and at the printing-house in Burnet’s Close, MDCCXXXIX. [1739]―1803.
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Vol. 1 (1739)-v. 65 (1803). ESTC P1945
〈Mizuta︱︱S053―S111〉1―42, 44―53, 56―60, 62―63〈1739―1801〉
（29）L’utilitaire: journal de philosophie sociale. Genève, AB. Cherbuliez, 1829―. 1ere
année (1829)-.
〈Mizuta︱︱S112〉1〈1829―1829〉
（30）The weekly magazine, or, Edinburgh amusement. Edinburgh, Printed by and for
Wal. Ruddiman. vol. 1 (7 July 1768)-v. 46 (22 Dec. 1779) ESTC P2260
〈Mizuta︱︱S113―S116〉12―13, 15, 21〈1771―1773〉

第2節

アディスンとスティール

The guardian を編集したアディス
ン（Addison, Joseph, 1672―1719）と
スティール（Steele, Richard, Sir,
1672―1729） は、The tatler（1709 年
創刊、1711 年廃刊）や The spectator
（1711 年創刊、1712 年廃刊。クラレ
ンドン版全 5 巻は〈309.02︱︱Mizuta
。 以 下 1851 年 以 降 刊
︱︱3465―3469〉
行の水田文庫本の請求記号は
309.02︱︱Mizuta︱︱ を 省 略 し て 番
号のみを〈

〉内に記載する。
）を

発行し、18 世紀におけるジャーナ
リズム活動に貢献したことで知られ
る。スコットランド出身のアディス
ンの著作は、共和制ローマ時代の政
治 家 カトー（Cato, Marcus Porcius,
234―149 B.C.）の人生を描いた悲劇
『カトー』Cato: a tragedy.（London,
1770.

初 版 は 1713 年 ）〈Mizuta︱︱

0063〉
（図 3）、
『キリスト教の明澄』
The evidences of the Christian religion.

図3

アディスン著 『カトー』 ロンドン

1770

（London, 1730）
〈Mizuta︱︱0064〉
『
、詩
歌・ 散 文 集 』 テ ィ ッ ケ ル（Tickell, Thomas, 1686―1740） 編

全 3 巻 Miscellaneous

works, in verse and prose.（London, 1736. 初版は 1726 年）〈Mizuta︱︱0059―0061〉、およ
び『雑録集』全 4 巻 The miscellaneous works of Joseph Addison（Oxford, 1830）
.〈Mizuta︱︱
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0065―0068〉
が水田文庫にある。スティールの図書としての著作は、貴重書にはないが、
The guardian を引き継ぐかたちで発刊された雑誌 The Englishman のクラレンドン版
（1955）
〈3478〉がある。
The guardian は、John Calhoun Stephens による序文と注のついた University Press
of Kentucky（c1982）版〈3441〉がある。

第3章

水田文庫の図書（主として貴重書）―啓蒙思想まで―

7,000 冊以上におよぶ水田文庫の図書は、トマス・ホッブズやアダム・スミスを中
心とした西洋社会思想史の文献であるということ以上に踏み込んで概要を語ることは
非常に困難であるが、水田教授が自らの著作物で、蔵書収集や 60 年以上にわたる研
究活動について書かれているので、それらをもとに、水田文庫の特徴をとらえ、主と
して 1850 年以前刊行の特に重要な書物について紹介することを試みる。ほぼ同様と
思われる文章が複数の文献に書かれていることが多々あるため、より出版年の新しい
次の文献を利用した。個別の著作物について書かれたものは、その都度記述する。
（1）「編集のあとで」
『象』62 号 2008 年秋

2008.11.15

p. 146―148

http://chikyuza.net/modules/news2/article.php?storyid=186（注 3）
（2）講演記録「ぼくの思想形成と蔵書形成」『名古屋大学附属図書館研究年報』第
9 号（2010）2011.3 p. 47―59。
http://libst.nul.nagoya-u.ac.jp/pdf/annals_09_05.pdf
この二つの文章から、水田教授の蔵書収集の特徴について、水田文庫の文献を使っ
て西洋社会思想史の論文を書くことができるほど広範囲であることと、ホッブズの初
版を除いてあまり高額なものは買っていないということが読み取れる。たしかに、貴
重書をざっと見る限り、自らの研究や学生のために集められたもので、いわゆる稀覯
本といわれるものや、高等学校までの教科書に掲載されているような著名な著作はあ
まりない（注 4）。例えばデフォーやスウィフトの著作や研究書はあるが、『ロビンソン
漂流記』や『ガリバー旅行記』の初版本は貴重書にはなく、一般研究図書として所蔵
されている。書誌学的に特に必要な版本以外は、リプリント版やファクシミリ版で利
用できれば、それでよいということであろう。
ここからは、主として 1850 年以前刊行の水田文庫の刊本について、西洋社会思想
史の時代に沿って、ギリシャ・ローマからロマン主義までを紹介するが、前述したよ
うに、水田教授の研究活動に沿うよう収集された書物の紹介であるので、学問的に西
洋社会思想史を解説するものでないこと、従って、内容解説はしていないが、一部の
著作については、2010 年に名古屋大学で開催された展示会の図録『水田文庫新収蔵
17

記念

アダム・スミスと啓蒙思想の系譜』（参考文献 34）で、著者とともに解説され

ているので、
（図録

p. ○○）と記載する。

本稿で紹介する著者と著作については、水田教授と相談して、所蔵点数の多い人物
や他機関があまり所蔵していない稀少な著作を選んだ。

第1節

古代ギリシャ・ローマ

古 代 ギ リ シ ア で は、 ペ ロ ポ ネ ソ ス 戦 争 に 参 加 し た 歴 史 家 ト ゥ キ ュ デ ィ デ ス
（Thucydides, c. 460 (―55) ―400 B.C.）のホッブズ（Hobbes, Thomas, 1588―1679）が初
めて翻訳した『ペロポネソス戦争史』新版 The history of the Grecian War.（London,
1822. ホ ッ ブ ズ 訳 は Eight bookes of the Peloponnesian Warre written by Thucydides the
sonne of Olorus のタイトルで 1629 年に出版されたのが一番早い。）
〈Mizuta︱︱1707〉と、
Thucydides, in English（Oxford, 1823）〈Mizuta︱︱1706〉、およびストア派の哲学者エ
ピクテトス（Epictetus, c. 55―c. 135）の全集 All the works of Epictetus: which are now
extant, consisting of his discourses, preserved by Arrian, in four books, the Enchiridion, and
fragments.（London, 1758）〈Mizuta︱︱0594〉が入っている。
活版印刷術が発明された 15 世紀に最も多く印刷されたのが、古代ローマの中期ス
トア派の哲学者、政治家であるキケロ
（Cicero, Marcus Tullius, 106―43 B.C.）の著作で、
中世末期のから近代初頭にかけてベストセラーであった。そのキケロの著作 3 点があ
る。
・
『義務について』英語版 修正・改訂第 6 版 Tully’s three books of offices, in English.
With notes explaining the method and meaning of the author. The sixth edition,
corrected and improved by Tho. Cockman.（London, 1739. 英 語 版 初 版 は Tully’s
offices, in three books のタイトルで 1680 年刊行）〈Mizuta︱︱1954〉
・
『カトー』Cato: or, an essay on old-age. Translated by William Melmoth.（London,
1773）〈Mizuta︱︱1953〉
・『神々の本性について』英語版 M. Tullius Cicero of the nature of the Gods: in three
books with critical, philosophical, and explanatory notes to which is added, An enquiry
into the astronomy and anatomy of the antients . Edited by Thomas Franklin.
（London, 1741）〈Mizuta︱︱1955〉
伝記として、ミドゥルトン著の『キケロ伝』（後述）がある。
ま た、 ロ ー マ の 風 刺 詩 人 マ ル テ ィ ア リ ス（Martial, Marcus Valerius, ca. 40―ca.
104）の『短詩集』The epigrams of M. Val. Martial, in twelve books: with a comment: by
James Elphinston.（London, 1782）
〈Mizuta︱︱1165〉が 1 点ある。
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中世

正統に対する異端のなかで、ノミナリズム（唯名論）と理神論が蔵書の特徴の一つ
で、
パドヴァのマルシリウス（Marsilius, of Padua, d. 1342?）の『平和の擁護者』
（Defensor
pacis, 1324）が、一般研究図書に、英語版〈4614〉、フランス語版〈4613〉、ドイツ語
版〈4611―4612〉、トスカナ語版〈4610〉が揃っている。

第3節

ルネサンスと宗教改革・宗教戦争

ルネサンスの著作として、水田教授の大学の卒業論文の主題であったマキアヴェッ
リ（Machiavelli, Niccolò, 1469―1527）の著作が、貴重書に 1 点『ティトゥス・リウィ
ウスの最初の十巻についての論考』英語版 第 2 版 Machiavel’s discourses upon the first
decade of T. Livius. The second edition much corrected & amended.（London, 1674.
英語版初版は 1663 年）
〈Mizuta︱︱1107〉と、一般研究図書 6 点のうち、
『君主論』
（Il
principe, 1513）はイタリア語版〈2567〉と英語版 2 点〈2558〉〈2562〉がある。
宗教改革関係では、カルヴァン
（Calvin, Jean, 1509―1564）の主著『キ
リスト教綱要』英語版 全 3 巻 Institutes of the Christian religion.（London, 1813. 初版はラテン語で 1536 年
刊）
〈Mizuta︱︱0305―0307〉が 1 点あ
る。

第4節

ホッブズとその時代

ボダン
この時期の思想家として、ホッブズ
や啓蒙思想に影響を与え、当時よく読
まれたフランスの法学者、経済学者
であるボダン（Bodin, Jean, 1530 ―
1596）は、主権の絶対性を宗教から
切り離し、絶対王政を理論的に擁護
した。水田文庫にはボダンの『歴史
の方法』Io. Bodini Andeg. in Parisiorum Senatuadvocati methodus, ad
facilem historiarum cognitionem: ab
ipso recognita, et multo quam antea

図 4 ボダン著 『歴史の方法』 パリ
19

1572

locupletior: cum indicererum memorabilium copiosissimo.（Parisiis, 1572. 版の記載はな
い。初版は 1566 年）〈Mizuta︱︱0180〉
（図 4）と、ラヴィ（Lavie, Jean Charles de）編
の『簡約ボダン国家論』初版 全 2 巻 Abrégé de la République de Bodin. t. 1, t. 2.（A
Londres, 1755）
〈Mizuta︱︱0178―0179〉があり、『歴史の方法』は水田文庫の中でもっ
とも古い刊記を持つ。
リプシウス
『政治学六巻』ラテン語版 Iusti
リプシウス（Lipsius, Justus, 1547―1606）の著作には、
Lipsi Politicorum, sive, Civilis doctrinae libri sex: qui ad principatum maximè
spectant...（Antverpiæ, 1599）〈Mizuta︱︱1069〉とフランス語版 Les politiques, ou
Doctrine civile de Iuste Lipsius: ou est principalement discouru de ce qui appartient à la
Principauté...（A Paris, 1609）〈Mizuta︱︱1070〉（図録 p. 5―6）の他に、オランダ語の
『ハレ案内』Wonderen der heylighe stadt Halle, uytghekosen plaetse van de groot-machtighe
Koninghinne des Hemels, om haer hulp en by-standt, aen de menschen, te betoonen op der
aerden.（Tot Brugghe, 1682）〈Mizuta︱︱1071〉や、上記『政治学六巻』ラテン語版と
合 冊 製 本 さ れ て い る『 恒 心 論 』Iusti Lipsi De constantia libri dvo: qui alloquium
praecipuè continent in publicis malis. Ultima editio.（Antverpiæ, 1599）がある。
グロティウス
ホッブズより少し前に活躍したオランダの思想家グロティウス（Grotius, Hugo,
1583―1645）の著作『戦争と平和の法』のフランスの法学者バルベイラック（Barbeyrac,
Jean, 1674―1744）訳によるフランス語版 新版 Le droit de la guerre et de la paix.（A
Leide, 1759. ラテン語による初版は 1625 年）〈Mizuta︱︱0759―0760〉（図録

p. 6―7）の

ほかに、宗教的平等を述べた『キリスト教の真理』最新版 Hugo Grotius De veritate
religionis Christianæ. Editio novissima, in qua ejusdem annotationes suis quæque
paragraphis ad faciliorem usum subjectæ sunt.（Amstelodami, 1680. 初 版 は 1627 年 ）
〈Mizuta︱︱0758〉
と、その英語版 訂正第 2 版 The truth of Christian religion: in six books.
A translation, by Simon Patrick. The second edition corrected.（London, 1683. 初版は
1680 年）
〈Mizuta︱︱0761〉があり、一般研究図書には、『戦争と平和の法』のラテン
〈2601―2603〉や、
語版（Cambridge, 1853）
〈2595―2597〉、英語版（Indianapolis, 2005）
『自由海論』の英語版（New York, 1916）
〈2780〉などがある。
『ハーリアン・ミセラニー』とパーカーの『請願あるいは宣言』
宗教改革直後から、ホッブズ（Hobbes, Thomas, 1588―1679）とその前後の時代の
20
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ものは集中的に集められており、
この 時 代 の 原 資 料 と し て、『 ハ ー
リアン・ミセラニー』 The Harleian
miscellany と、パーカー（Parker,
Henry, 1604―1652）の国王にあてた
『請願あるいは宣言』がある。
『ハーリアン・ミセラニー』は、
初代と二代のオクスフォード伯であ
る 政 治 家 の ロ バ ー ト・ ハ ー リ ー
（Harley, Robert, first earl of Oxford
and Mortimer, 1661―1724）と集書家
の エ ド ワ ー ド・ ハ ー リ ー（Harley,
Edward, second earl of Oxford and
Mortimer, 1689―1741） が 集 め た 16
世紀なかばから 18 世紀初頭にいた
る、イギリスの政治と宗教について
の批判的パンフレットの一部分を復
刻したもので、初版は 1744―1746 年

図 5 『ハーリアン・ミセラニー』
第 1 巻 ロンドン 1808

に 8 巻本として出版された（水田洋
（注 5）
）
。二つ
「ハーリーとソマーズ」

のセットが水田文庫にあり、ひとつは、パーク（Park, Thomas, 1759―1834）による注
の追加があり、紋章官、古事研究家であったオールディス（Oldys, William, 1696―
1761） の 解 題 が つ い た 四 つ 折 本 の 10 巻 本（London, 1808―1813）〈Mizuta︱︱0799―
0808〉
（図 5）で、序文を書いたのはジョンソン（Johnson, Samuel, 1709―1784）であ
る旨が、序文の注に記載されている。オールディスによるハーリー家の蔵書目録
Catalogus bibliothecæ Harleianæ: in locos communes distributus cum indice auctorum.
（Londini, 1743. 全 5 巻がロンドンで 1743―1745 年に出版）の第 1―2 巻〈Mizuta︱︱0786―
0787〉も水田文庫にある。不完全本とされるもう 1 セット〈Mizuta︱︱0788―0798〉は、
序文の前に、マラム（Malham, John, 1747―1821）の前書き（Preface）がついており、
全 12 巻（London, 1808―1811）のうち、11 巻が欠落している（名古屋大学経済学図書
室は全巻所蔵）
。
イギリス革命期のパーカーの『請願あるいは宣言』A petition or declaration, humbly
desired to be presented to the view of His most Excellent Majestie, by all His Majesties most
loyall and dutifull subjects: shewing the great danger and inconveniences that will happen
21

both to the King and kingdome, if either His Majestie or his people desert his grand and
most faithfull councell, the High Court of Parliament.（London, 1642）
〈Mizuta︱︱1307〉
（図
録 p. 10）は、国王チャールズ I 世にあてて、議会の重要性を訴えたパンフレットで、
匿名で、しかも出版者名も記載されないで出版された。パーカーの大量のパンフレッ
ト類は、彼の友人であるトマスン（Thomason, George, d. 1666）によって収集された
が、その目録 Catalogue of the pamphlets, books, newspapers, and manuscripts relating to
the Civil War, the Commonwealth, and Restoration. v. 1, v. 2.（London, 1908）〈0311―
0312〉も水田文庫にある。
ホッブズ
ホッブズ（Hobbes, Thomas, 1588―1679）の『リヴァイアサン』Leviathan, or, The
matter, forme, & power of a common-wealth ecclesiasticall and civill.（図録

p. 7―9）は、

ロンドン1651年の刊記のある3 種（図6―1〜4）のほか、オランダ語版（Tot Amsterdam,
1667）
〈Mizuta︱︱0869〉
、ラテン語版（Amstelodami, 1670）〈Mizuta︱︱0868〉がある。
また、
『市民論』は、ラテン語版 Elementaphilosophica de cive.（Amstelodami, 1669）

図 6―1 『リヴァイアサン』
初版 ヘッド版 1651

図 6―2 『リヴァイアサン』
初版 ヘッド版 1651 口絵

標題紙
22
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図 6―4 『リヴァイアサン』 初版
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ベア版

1651

オーナメント版

1651

〈Mizuta︱︱0867〉と、オランダ語版 De eerstebeginselen van een burger-staat.（’T Amsterdam,
1675）
〈Mizuta︱︱0866〉が揃っており、オランダ語版はいずれも NACSIS-CAT では他
機関の所蔵はない。
『リヴァイアサン』は、一般研究図書にはファクシミリ版のほか、ドイツ語、フラ
23

ンス語、
ハンガリー語、
イタリア語、
オランダ語の各版が 13 点ある。
その他ホッブズの著作は、第 3 章
第 1 節で触れたトゥキュディデスの
訳書や、マリット（Mallet, Philip, d.
1812）編『人間本性論』The treatise
on human nature and that on liberty
and necessity with a supplement.
（London, 1812）〈Mizuta︱︱0872〉を
含めて、全部で 19 点が貴重書に、
42 点が一般研究図書にある。マリッ
ト編の『人間本性論』は、政治家、
言 語 学 者 で あ る ト ゥ ッ ク（Tooke,
（注 6）
John Horne, 1736―1812）
への献

辞が印刷されている。
『人間本性論』
Humane nature.（London, 1650）の
初版はないが、原著第 2 版（London,
1651）から、ドルバック（Holbach,
Paul Henri Thir y, baron d’, 1723 ―
1789）によるフランス語訳のファク
シミリ版（Paris, 1971）
〈0778〉や、
ロ ペ ス（Lopes, João Aloísio） に よ

図7

るポルトガル語訳（Lisboa, 1983）

ホッブズ著 『異端についての歴史的説明と、
それについての処罰』 初版 ロンドン 1680

〈0811〉が一般研究図書にある。
ま た、
『 ホ ッ ブ ズ の 弁 明 』Considerations upon the reputation, loyalty, manners, &
religion, of Thomas Hobbes of Malmsbury: written by himself, by way of letter to a learned
person.（London, 1680）
〈Mizuta︱︱2009〉は、最初は Mr. Hobbes considered in his loyalty,
religion, reputation, and manners, by way of a letter to Dr. Wallis のタイトルで 1662 年に
ロンドンで出版され、ホッブズの数学上の間違いを指摘したオクスフォード大学の数
学教授職であったウォリス（Wallis, John, 1616―1703）に対して反論したもの。
さらに『異端についての歴史的説明と、それについての処罰』初版 An historical
narration concerning heresie, and the punishment thereof.（London, 1680）〈Mizuta︱︱
2010〉（図 7）もあり、この 2 つは、水田教授編訳・解説『ホッブズの弁明 / 異端』未
來社 2011.6（転換期を読む 12）の原著である。前者の標題紙及び装丁は翻訳書の口絵
24
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を参照のこと。
ハリントン、フィルマー、セルデン
ホッブズと同時代のイギリスの思想家である、ハリントン（Harrington, James,
1611―1677）、セルデン（Selden, John, 1584―1654）、フィルマー（Filmer, Robert, Sir,
1588? ―1653）の著作がある。
ハリントンについては、大学図書館等への本の寄贈やリプリント版の出版で知られ
（注 7）
の 資 金 援 助 に よ り、 ト ラ ン ド（Toland,
る ホ リ ス（Hollis, Thomas, 1720―1774）

John, 1670―1722. 後述）の編集で出版され、標題紙の真ん中に小さい「自由の帽子」
が印刷された『オシアナとその他の作品集』The Oceana and other works of Iames
Harrington: with an account of his life by Iohn Toland.（London, 1771.

版の記載はない

が、トランド編の初版は 1700 年）
〈Mizuta︱︱0810〉（図 8、図録 p. 10―11）のほか、
1851 年以降の刊本であるが、共和国論の『オシアナ』The commonwealth of Oceana.
With an introduction by Henry Morley.（London, 1887）〈2823〉や『政治著作集』The
political works of James Harrington. Edited with an introduction by J. G. A. Pocock.
（Cambridge, 1977）
〈2939〉がある。
法学者、歴史家、政治家であるセルデンの主著『十分の一税の歴史』The history of
tythes: that is, the practice of payment of them, the positive laws made for them, the opinions
touching the right of them ...（[London], 1680. 初版は 1618 年に The historie of tythes のタ
イトルで刊行）
〈Mizuta︱︱1521〉のほか、
『名誉の称号』第 3 版 Titles of honor.（London,
1672. 著者自身の追加・修正がある。初版は 1614 年）〈Mizuta︱︱0025〉、『イングラン
ドの法律と政府についての歴史的政治的論説』An historical and political discourse of
the laws & government of England: from the first times to the end of the reign of Queen
Elizabeth: with a vindication of the ancient way of parliaments in England.（London,
1689. 初版は 1682 年に印刷されたが、弾圧されたため新しい標題紙をつけて再版され
たもの）〈Mizuta︱︱0024〉（図 9）がある。また、主著の一つである『食卓談話』The
Table talk of John Selden は、S. W. Singer 編（London, 1890）〈2884〉とセルデン協会
The Selden Society 編（London, 1927）〈2910〉のものと 2 種類ある。セルデンの伝記
として、ジョンソン（Johnson, George William, 1802―1886）による Memoirs of John
Selden and notices of the political contest during his time.（London, 1835）〈Mizuta︱︱
1522〉がある。
王権神授説を主張するフィルマーの著作として、その第二論文で、ホッブズの『リ
ヴァイアサン』を批判している『統治起源論』Observations concerning the original
and various forms of government: as described, viz. 1st. Upon Aristotles Politiques. 2d. Mr.
25

図8

図9

ハリントン著
『オシアナとその他の作品集』
ロンドン 1771

セルデン著『イングランドの法律
と政府についての歴史的政治的論
説』 ロンドン 1689

Hobb’s Laviathan. 3d. Mr. Milton against Salmatius. 4th. Hugo Grotius, de Jure bello. 5th.
Mr. Hunton’s Treatise of monarchy, or the nature of a limited or mixed monarchy.（London,
1696. 初 版 は 1652 年 に Observations concerning the originall of government, upon Mr.
Hobs Leviathan ... の書名で出版）
〈Mizuta︱︱0625〉および『族長論』Patriarcha, or, The
natural power of kings.（London, 1680. ESTC には、組版の異なる 1680 年の刊本が 2 種
類あり、本学のホッブズ・コレクションにも本書と異なる 1680 年版を所蔵している。
本書はチャールズ二世の肖像画がない方の版）〈Mizuta︱︱0625〉があり、この 2 冊は
合冊製本されている。『族長論』は Peter Laslett 編・序によるマニュスクリプトより
活字をおこした版（Oxford, 1949）
〈2885〉もある。その他ファクシミリ版として、
『魔
女に接するイングランドの臣従宣誓者への告知』An advertisement to the jury-men of
England touching witches.（Exeter, 1975. 原著はロンドン 1653 年）〈2887〉がある。

第5節

ホッブズ後の啓蒙思想

ホッブズから広がる啓蒙思想について、フランス、イギリス、ドイツの啓蒙思想家
の著作を紹介する。イギリスについては、イングランド、スコットランド、アイアラ
ンドに分け、
さらに理神論者についても項目を一つたてた。また、その他として、キャッ
26
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プをとりあげた。
〈フランス〉
ヴォルテール
ヨーロッパの啓蒙思想全体を代表
す る 人 物 ヴ ォ ル テ ー ル（Voltaire,
1694―1778）の著作は、貴重書だけ
で 13 点、一般研究図書として、洋書
25 点、
和書 7 点が収蔵されている。
『イ
ギリス便り』
（別名『哲学書簡』
）初
版 Letters concerning the English
nation.（London, 1733）
〈Mizuta︱︱
1808〉
（図 10、図録 p. 31）のほか、
第 4 版（1739）
〈Mizuta︱︱1809〉や仏
語 版 の ラン ソン（Lanson, Gustave,
〈1692―
1857―1934）編（Paris, 1964）
1693〉がある。カラス事件（18 世紀
フランスで起きた冤罪事件。後述）
に関連した著作 2 点『カラス氏の残

図 10 ヴォルテール著
『イギリス便り』
初版 ロンドン 1733

酷な死にかんする原資料』
〈Mizuta︱︱

1811〉
『
、無知なる哲学者』
〈Mizuta︱︱1818〉
（図録 p. 37―41）がある。ヴォルテール著『カ
ラス事件』の邦訳〈W132〉は、
水田文庫の一般研究図書にもある。他の貴重書として、
ス ミ ス が『 エ デ ィン バ ラ 評 論 』 第 2 号 The Edinburgh review, no. 2（July 1755―Jan.
1756）p. 126―127 で言及している『ルイ十四世の世紀』英語版 The age of Lewis XIV.
（London, 1752）
〈Mizuta︱︱1812―1813〉や『歴史哲学』英語版 The philosophy of history.
（London, 1766. 原著初版は、
1765 年に故バザン師の名で出版）
〈Mizuta︱︱1820〉がある。
カラス事件関係資料
ジャン・カラス（Calas, Jean, 1698―1762）が、1761 年に息子を殺害したとして 1762
年に冤罪で処刑された事件について、「カラス事件とアダム・スミス」（『アダム・ス
ミス論集：国際的研究状況のなかで』ミネルヴァ書房 2009

p. 51―57）でも述べら

れているが、ヴォルテールの項でも紹介したこのカラス事件の原資料（図録 p. 37―
41）が次のように 12 点 3 冊あり、ほとんどが国内所蔵のないものである。
カラスを弁護した裁判書類 6 点を 1 冊に製本した「カラス事件関係資料」
〈Mizuta︱︱
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0301〉は、
一番古い日付のある Déclaration du sieur Louis Calas. [2 Décembre 1761].（出
版地、出版者、出版年は記載されていない）から最も新しい Memoire pour dame
Anne-Rose Cabibel, veuve du sieur Jean Calas, marchand à Toulouse, Louis & Louis-Donat
Calas leurs fils, & Anne-Rose & Anne Calas leurs filles: demandeurs en cassation d’un
arrêt du parlement de Toulouse du 9 mars 1762.（[Paris?], 1762）などが含まれる。
『カラス事件の訴訟趣意書および原資料集』Lettre de M. de Voltaire, à M. d’Alembert,
a l’occassion d’un brochure intitulée: lettres critiques d’un voyageur anglois sur l’article
Geneve, du dictionnaire encyclopédique & sur la lettre de M. d’Alembert à M. Rousseau,
publiées avec une préface par R. Brown ...: pour servir de suite aux memoires des Calas.
（[S.l.], 1763）
〈Mizuta︱︱1810〉は、
「カラス未亡人の手紙からの抜粋」や「ピエール・
カラスの供述」のほか『カラス氏の残酷な死にかんする原資料』（前出）や『エリザ
ベス・カニングとジャン・カラスの
物語』から成る。
『1765年3月9日の被告人全員に対す
る最終無罪判決』Jugement souverain
des requêtes ordinaires de l’hôtel du
roi: qui décharge Anne-Rose Cabibel,
veuve de Jean Calas, marchand à
Toulouse; Jean-Pierre Calas, son fils;
Jeanne Viguiere, fille de service chez
ledit Calas; Alexandre-FrançoisGualber t Lavaysse: et la mémoire
dudit défunt Jean Calas, de l’accusation contre eux intentée: du 9 mars
1765 .（A Paris, 1765）〈Mizuta︱︱
0302〉は無罪判決が言い渡された時
の判決文である。
モンテスキュウ
哲学者、政治学者であるモンテ
スキュウ（Montesquieu, Charles de
Secondat, baron de, 1689―1755）は、
男爵家の生まれで、ボルドー高等法
院の評定官（裁判官）
、同法院部長

図 11 モンテスキュウ『ローマ人盛衰原因論』
英語訳 第 3 版 グラーズゴウ 1752
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評定官職を歴任し、またボルドー・アカデミー会員として活動した。
『ペルシア人の
手紙』
（1721）や『法の精神』
（1748）とならぶ主著の一つで、政治を論じた『ローマ
人盛衰原因論』英語訳 第 3 版 Reflections on the causes of the rise and fall of the Roman
Empire.（Glasgow, 1752. 原著初版は 1734 年）〈Mizuta︱︱1229〉（図 11）、同フランス語
版の新版第 2 版（Paris, 1897）〈1790〉、および『百科全書』Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, par une société de gens de lettres（Paris,
.
1751―1780）のために書かれた『趣味論』の遺稿が、ジェラルド（Gerard, Alexander,
1728―1795）の『趣味論』修正追補第 2 版 An essay on taste.（Edinburgh, 1764. 初版は
1759 年）
〈Mizuta︱︱0695〉に英語訳が収録されている。
レナル
ジャーナリストとして活躍したレナル（Raynal, abbé, 1713―1796）が、匿名で出版
し た 主 著『 両 イ ン ド 史 』Histoire philosophique et politique: des établissemens & du
Commerce des Européens dans les deux Indes のフランス語

ジュネーヴ版（A Geneve,

1775. 初版は 1770 年）
〈Mizuta︱︱1438―1440〉と英語版（Edinburgh, 1782）〈Mizuta︱︱
（図録
1413―1418〉

p. 23―24）のほか、フランス語版（A Geneve, 1782）全 10 巻〈Mizuta︱︱

1428―1437〉、英語版全 8 巻（London, 1788）〈Mizuta︱︱0419―0426〉、および『両イン
ド史』から抜粋して出版した『アメリカ革命』初版 Révolution de l’Amérique.（A
Londres, 1781）〈Mizuta︱︱1441〉などがある。
コンディヤック
感覚論哲学者のコンディヤック（Condillac, ÉtienneBonnot de, 1714―1780）の著作
は貴重書として、
『体系論』初版 Traité des sistêmes, où l’on en démêle les inconvéniens
& les avantages.（A La Haye, 1749）
〈Mizuta︱︱0459―0460〉が 1 点あるほか、一般研究
図書に George Lyon 序の『感覚論』新版 Traité des sensations.（Paris, 1921）〈4232〉
など 10 点ある。
エルヴェシウス
功利主義者でベンサム（Bentham, Jeremy, 1748―1832）にも影響を与えたエルヴェ
シウス（Helvétius, 1715―1771）の主著『精神論』英語版 De l’esprit: or, Essays on the
mind, and its several faculties.（London, 1759. 原著初版は 1758 年）
〈Mizuta︱︱0829〉、
『人
間論』全 2 巻 De l’homme, de ses facultés intellectuelle[sic], et de son education ouvrage
posthume de M. Helvetius. t. 1, t. 2.（A Londres, 1774. 初版は 1773 年）
〈Mizuta︱︱0833―
0834〉
（図 12）。本書は『精神論』の反駁書として、エルヴェシウスの死後刊行された。
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水田文庫本は第 1 巻のタイトルが
intellectuelles で あ る べ き と こ ろ が
intellectuelle と印刷されており、版
表示はなく、刊記が A Londres: chez
la Société typographique, M. DCC.
LXXIV. とあるが、ESTC によると、
刊記が

Londres: chez la Société

typographique, 1774

と印刷され、

intellectuelles の綴りが intellectuelle
と誤った版本と、本書と刊記は同じ
であるが、タイトルの綴りが intellectuelles と正しく綴られているも
のがあり、前者はベルギーで、後者
はハーグで印刷されたものとされて
いる。本書はそのいずれでもない。
コンドルセ
貴族の家系に生まれた数学者、哲
学 者、 政 治 家 の コ ン ド ル セ 侯 爵
（Condorcet, Jean-Antoine-Nicolas de
Caritat, marquis de, 1743―1794） の
図 12 エルヴェシウス著 『人間論』
第 1 巻（全 2 巻） ロンドン 1774

著作は、
『テュルゴ氏の生涯』英語
版 The life of M. Turgot, comptroller

general of the finances of France, in the years 1774, 1775, and 1776.（London, 1787. 原著
初版は 1786 年）
〈Mizuta︱︱0462〉
（図録

p. 52）、人間の精神と学問の発展をまとめた

代表作となった遺著『人間精神進歩史』第 3 版 Esquisse d’un tableau historique des
progrès de l’esprit humain: ouvrage posthume de Condorcet.
（A Paris, 1797. 初版は 1795 年）
〈Mizuta︱︱0461〉ほか 1 点がある。
コンスタン
文筆家、政治家であるコンスタン（Constant, Benjamin, 1767―1830）の著作は、『源
泉、形式、発展において考察された宗教について』全 5 巻 De la religion, considérée
dans sa source, ses formes et ses développements. t. 1―t. 5.（Paris, 1830―1831）〈Mizuta︱︱
0469―0473〉や『文学政治雑論集』初版 Mélanges de littérature et de politique.（Paris,
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p. 55―56）のほか、代表作の一つとして、スミス（Smith,

Adam, 1723―1790）の影響がみられる『政治の諸原理』Principes de politique, applicables a tous les gouvernemens représentatifs et particulièrement a la constitution actuelle
de la France.（Paris, mai 1815. 執筆は 1806―1810 年）〈Mizuta︱︱0478〉がある。一般研
究図書には、コンスタン研究書も含めて 23 点ある。
シスモンディ
フ ラ ン ス 最 後 の 古 典 派 経 済 学 者 と い わ れ た シ ス モ ン デ ィ（Sismondi, J.-C.-L.
Simonde de (Jean-Charles-Léonard Simonde), 1773―1842）は、最初はスミスの『国富論』
をフランスに紹介するなどしていたが、1818 年のイギリスの恐慌後、スミスを批判
するようになった。著作として、『南欧文学』英語版 全 4 巻 Historical view of the
literature of the South of Europe. Translated from the original, with notes, by Thomas
Roscoe, ESQ.（London, 1823. 原著初版は 1813 年）〈Mizuta︱︱1566―1569〉、『自由な諸
民族の政治組織に関する研究』Études sur les constitutions des peuples libres.（A Paris;
A Strasbourg, 1836）〈Mizuta︱︱1564〉、
『 政 治 経 済 学 と 統 治 哲 学 』Political economy,
and the philosophy of government: a series of essays selected from the works of M. de
Sismondi: with an historical notice of his life and writings by M. Mignet translated from the
French, and illustrated by extracts from unpublished memoir, and from M. de Sismondi’s
private journals and letters, with a preliminary essay, by the translater.（London, 1847）
〈Mizuta︱︱1565〉がある。また、一般研究図書には『日誌および書簡断片』Fragments
de son journal et correspondence.（Genève, 1857）〈2303〉ほか 2 点ある。
〈イギリス〉
（1）イングランド
第 3 代シャーフツベリ伯アンソニ・アシュリ・クーパー
ロック（Locke, John, 1632―1704）が、第 3 代シャーフツベリ伯（Shaftesbury, Anthony Ashley Cooper, Earl of, 1671―1713）の家庭教師をしており、シャーフツベリ伯
がロックを継承し、ハチスン（後述）に影響を与たとされる。ヨーロッパ大陸にも影
響を与えた主著『人間、風習、意見、時代の諸特徴』第 3 版 Characteristicks of men,
manners, opinions, times: in three volumes.（London, 1723. 初版は 1711 年で、その現代
活字版〈3414〉がある。）
〈Mizuta︱︱1525―1527〉（図 13）のほか、トランド（後述）
が序文を書いた『シャーフツベリ伯からロバート・モールズワース宛書簡』［第 2 版］
Letters from the Right Honourable the late Earl of Shaftesbury, to Robert Molesworth, Esq.
（London, 1721. 初版も 1721 年）
〈Mizuta︱︱1530〉などの 18 世紀に刊行された書簡類が
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図 13

シャーフツベリ伯著
『人間，風習，意見，時代の諸特徴』
第 3 版 ロンドン 1723

ある。モールズワースの著作も水田文庫にあり、（3）アイアランドの項で紹介する。
サッシェヴァレル
トーリー高教会主義者で、非国教徒を攻撃したサッシェヴァレル（Sacheverell,
Henry, 1674? ―1724）は、1710 年にウィッグ内閣をたおし、トーリー内閣の成立をも
たらすことになったサッシェヴァレル事件として知られる人物。名誉革命の精神を攻
撃し、その事件のきっかけとなった『聖パウロ大聖堂における 1709 年 11 月 15 日の説
教 』 第 2 版 The perils of false brethren, both in church, and state: set forth in a sermon
preach’d before the Right Honourable, the Lord-Mayor, aldermen, and citizens of London,
at the cathedral-church of St. Paul, on the 5th of November, 1709.（London, 1709. 初版も
同年）〈Mizuta︱︱1503〉を含めて、著作や関連書 11 点が貴重書に、3 点が一般研究図
書にある。これらの中に英国貴族院でのサッシェヴァレル裁判の初日 1710 年 2 月 27
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日から、3 年間の説教禁止という判決の 1710 年 3 月 23 日までの裁判記録 The tryal of
Dr. Henry Sacheverell, before the House of Peers, for high crimes and misdemeanors: upon
an impeachment by the knights, citizens and burgesses in Parliament assembled, in the
name of themselves, and of all the Commons of Great Britain: begun in Westminster-Hall
the 27th day of February, 1709/10, and from thence continued several adjournmetns [sic]
until the 23d day of March following.（London, 1710）
〈Mizuta︱︱0023〉
（図 14）がある。
この本は、サッシェヴァレル裁判に関するソールズベリ主教やオクスフォード主教の
演説、や裁判の判決投票に参加した下院議員の名簿など 3 点が合冊製本されたフォリ
オ版である。

図 14 『サッシェヴァレル氏の裁判記録』 ロンドン

1710

ホードリ
ウィンチェスター主教等を歴任した低教会派聖職者のホードリ（Hoadly, Benjamin,
1676―1761）は、バンガー主教だったときにイギリス国教会史上に残るバンガー論争
を引き起こす。その原因となった、国家と教会における名誉革命体制の合法性を擁護
す る 内 容 の『 キ リ ス ト の 王 国、 キ リ ス ト の 教 会 の 本 性 』 第 7 版 The nature of the
kingdom, or church, of Christ: a sermon preach’d before the King, at the Royal Chapel at St.
James’s, on Sunday March 31, 1717.（London, 1717. 初版も 1717年刊）〈Mizuta︱︱
1639〉
（図 15）があり、この著作と合冊製本された関連著作『スネイプ博士のバンガー
主教への手紙に対する反論』初版 An answer to the Reverend Dr. Snape’s letter to the
33

Bishop of Bangor.（London, 1717）
〈Mizuta︱︱1639〉や、
『教会と国家双
方における臣従拒誓者の原理と実践に
対する予防策』第3版 A preservative
against the principles and practices of
the nonjurors: both in church and
state: or, an appeal to the consciences
and common sense of the christian
laity.（London, 1716. 初版も 1716 年
刊）
〈Mizuta︱︱1639〉など 13 点が水
田文庫に含まれる。
パウヌル
イングランドに生まれ、アメリカ
のマサチューセッツ総督を 3 年間
（1757―1759）務め、帰国後はイギリ
ス下院議員にも選出されたパウヌル
（Pownall, Thomas, 1722―1805）の著
作 と し て、 ニ ュ ー ト ン（Newton,
Isaac, Sir, 1642―1727）の影響を受け
て、匿名で書かれた『統治論、原始
契 約 説 の 回 顧 』 初 版 A treatise on
government: being a review of the

図 15 ホードリ著 『キリストの王国，キリストの
教会の性質』第 7 版 ロンドン 1717

doctrine of an original contract, more particularly as it respects the rights of government,
and the duty of alle-giance.（London, 1750）〈Mizuta︱︱0037〉（図 16）や、その後の著
作『統治の原理』初版 Principles of polity, being the grounds and reasons of civil empire:
in three parts.（London, 1752）〈Mizuta︱︱1343〉のほか、英国のアメリカ植民地政策
に影響を与えた『植民地行政論』第 3 版 The administration of the colonies.（London,
1766. 初版は 1764 年）〈Mizuta︱︱1344〉など、貴重書に 6 点ある。一般研究図書には
伝記を含めて 4 点あり、それらは、『植民地行政論』の第 4 版（London, 1768）のファ
クシミリ版〈1543〉
、スミスの『国富論』を批判して書いた手紙を出版した A letter
from Governor Pownall to Adam Smith, L. L. D., F. R. S.: being an examination of several
points of doctrine laid down in his Inquiry into the nature and causes of the wealth of nations [1776].（London, 1776） の リ プ リント 版、 お よ び シ ュ ッ ツ（Schutz, John A.,
34
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パウヌル著 『統治論、原始契約説の回顧』
初版 ロンドン 1750

1919―2005）による伝記〈4042〉と、パウヌルの遠縁にあたるチャールズ・A. W. パウ
〈4043〉による伝記である。
ヌル（Pownall, Charles Assheton Whately, 1848―1920）
カートライト
政治改革運動家で普通選挙権などを主張したカートライト（Cartwright, John,
は、
アメリカ植民地の選挙権拡大のための選挙法改正運動にたずさわった。
1740―1824）
その著作に、
『コモンウェルスの危機』The commonwealth in danger: an essay.（London,
1795）
〈Mizuta︱︱0332〉
、
『 イ ン グ ラ ン ド の 政 体 に つ い て 』 初 版 An appeal: on the
subject of the English constitution.（Boston [Lincs.], [1797]）〈Mizuta︱︱0331〉、『イギリ
ス の 憲 法 』 初版 The English constitution produced and illustrated.（London, 1823）
〈Mizuta︱︱0333〉があり、いずれも生前の出版である。カートライトの姪の編集よる
伝記と書簡集 The life and correspondence of Major Cartwright: in two volumes.（London,
35

1826）のオリジナル〈Mizuta︱︱0334―0335〉とリプリント版〈3868―3869〉もある。
プライス
ウェールズ出身の非国教徒牧師プライス（Price, Richard, 1723―1791）は、アメリ
カ革命やフランス革命を支持し、
『市民的自由』第 3 版 Observations on the nature of
civil liberty, the principles of government, and the justice and policy of the war with
America ...（London, 1776. 初 版 は 1767）〈Mizuta︱︱1358〉、 同 4 版（London, 1776）
〈Mizuta︱︱1354〉、
『 祖 国 愛 に つ い て 』 第 5 版 A discourse on the love of our country,
delivered on Nov. 4, 1789, at the meeting-house in the Old Jewry, to the Society for
commemorating the revolution in Great Britain: with an appendix, ...（London, 1790. 初
版は 1789 年）
〈Mizuta︱︱1353〉などを著わした。ほかに、『神意、祈祷、理性、キリ
スト教に関する 4 つの論文』第 3 版 Four dissertations: I. On providence. II. On prayer.
III. On the reasons for expecting that virtuous men shall meet after death in a state of
happiness. IV. On the importance of Christianity, the nature of historical evidence, and
miracles.（London, 1772. 初版は 1767 年）
〈Mizuta︱︱1355〉、『生存給付について』第 2
版 Observations on reversionary payments: on schemes for providing annuities for widows,
and for persons in old age: on the method of calculating the values of assurances on lives,
and on the National Debt, ...（London, 1772）〈Mizuta︱︱1357〉やその第 3 版（London,
1773）
〈Mizuta︱︱1356〉など 10 点がある。
プリーストリ
非国教徒のプリーストリ（Priestley, Joseph, 1733―1804）は、
神学者、自然哲学者で、
『自然宗教と啓示宗教の原理』第 3 版 全 2 巻 Institutes of natural and revealed religion:
in two volumes: to which is prefixed, An essay on the best method of communicating
religious knowledge to the members of Christian societies.（London, 1794. 初 版 は 1792―
1794 年全 3 巻）〈Mizuta︱︱1374―1375〉
、『西ローマ帝国崩壊に至るキリスト教会史』初
版 全 2 巻 A general history of the Christian church, to the fall ofthe Western Empire.
（Birmingham, 1790）
〈Mizuta︱︱1364―1365〉（図 17）、『キリスト教堕落史』全 2 巻 初
版 An history of the corruptions of Christianity: in two volumes.（Birmingham, 1782）
〈Mizuta︱︱1371―1372〉のような宗教を扱った著作のほか、フランス革命を支持した
『 バ ー ク 閣 下 へ の 手 紙 』 修 正 第 2 版 Letters to the Right Honourable Edmund Burke:
occasioned by his Reflections on the Revolution in France, &c.（Birmingham, 1791）
〈Mizuta︱︱1379〉がある。これらの出版や活動により、体制派による 1791 年 7 月のバー
ミンガム暴動の標的となって、住居を焼かれ、1794 年にアメリカへ逃れることになっ
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図 17 プリーストリ著 『西ローマ帝国崩壊に至るキリスト教会史』
初版 全 2 巻 バーミンガム 1790

た。1795 年までの自伝と病気になるまでの続きを同名の息子が書いた伝記 Memoirs of
the Rev. Dr. Joseph Priestley, to the year 1795.（London, 1809. アメリカ版 1806 年刊のリ
プリント）
〈Mizuta︱︱1361〉もある。水田文庫の貴重書には、以上を含めて 20 点の著
作が収蔵されている。
ペイン
は、
1774 年にアメリカにわたったイングランドのペイン（Paine, Thomas, 1737―1809）
『 コ モ ン・ セ ン ス 』Common sense; addressed to the inhabitants of America.（London,
1776）で有名であるが、その新版（London, 1791）〈Mizuta︱︱1298〉、『人間の権利』
第 5 版 Rights of man: being an answer to Mr. Burke’s attack on the French Revolution.
（London, 1791. 初版も 1791 年）
〈Mizuta︱︱1299〉と、同書のボナー（Bonner, Hypatia
Bradlaugh, 1858―1935）編 The thinker’s library 所収本

第 2 版〈4161〉、および『イギ

リ ス 財 政 制 度 の 衰 退 と 崩 壊 』The decline and fall of the English system of finance.
（London, 1817. 初版は 1796 年）
〈Mizuta︱︱1300〉
がある。
『人間の権利』
は、
バーク
（Burke,
Edmund, 1729―1797）が『フランス革命の省察』Reflections on the French revolution.
（London, 1790）でプライスやフランス革命を批判したことに対する批判の書で、フラ
ンス革命を支持したもの。バーク著『フランス革命の省察』の J. A. Auvray によるフラ
ンス語版 新版 Réflexions sur la Révolution de France.（Paris, 1819. フランス語版初版は
37

1790 年）
〈Mizuta︱︱0277〉のほか、
バークの著作 2 点が水田文庫の貴重
書に、17 点が一般研究図書にある。
ワイヴィル
エディンバラに生まれ、ケンブリッ
ジ大学に学んだ政治活動家で、
「ヨー
クシャ連合運動」の指導者であっ
たワイヴィル（Wyvill, Christopher,
1740―1822）の著作が貴重書に 6 点
と、研究書が 1 点一般研究図書にあ
る。そのうち貴重書の
『政治資料集』
全 6 巻 Political papers, chiefly respecting the attempt of the county of
York, and other considerable districts,
commenced in 1779, and continued
during several subsequent years, to
effect a reformation of the Parliament
of Great-Britain.（York, 1794―1804）
（注 8）
は、 ワ イ
〈Mizuta︱︱1885―1890〉

ヴィルが政治活動の中で書いた文書
を自ら集めて出版したもの。そのほ
か『プライス博士とイングランドの

図 18 ワイヴィル 『1785 年のピットの原理にもと
づくイングランド人民の代表の状態』
初版 ヨーク 1793

改革者たちの擁護』初版 A defence
of Dr. Price, and the reformers of England.（[York], 1792）〈Mizuta︱︱1883〉
（プライス博
士は前出のリチャード・プライスのこと）や、小ピット（Pitt, William, 1759―1806）に
関連した著作として、
『書簡』第 2 版 The correspond-ence of the Rev. C. Wyvill with the
Right Honourable William Pitt.（Newcastle, 1796. 初版も同年）
〈Mizuta︱︱1796〉と『1785
年のピットの原理にもとづくイングランド人民の代表の状態』初版 A state of the
representation of the people of England, on the principles of Mr. Pitt in 1785: with an
annexed state of additional propositions.（York, 1793）
〈Mizuta︱︱1884〉
（図 18）がある。
アースキン 3 兄弟
アースキン 3 兄弟の末弟で、ペインのフランス革命論を擁護した大法官トマス・アー
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スキン（Erskine, Thomas Erskine,
Baron, 1750―1823）の『現在の対フ
ランス戦争の原因と結果についての
見解』第 19 版 A view of the causes
and consequences of the present war
with France. 19th ed.（London, 1797.
初版も 1797 年）
〈Mizuta︱︱0598〉
（図
19）と長兄、ディヴィッド・ステュ
アート・アースキン（11 代バハン伯）
（Buchan, David Stewar t Erskine,
Earl of, 1742―1829）著『バハン伯の
匿名による小論集：種々の定期刊行
物より』第一巻 The anonymous and
fugitive essays of the Earl of Buchan:
Collected From various periodical
works.（Edinburgh, 1812）
〈Mizuta︱︱
0254〉
（図録

p. 51）があり、ディ

ヴィッドが投稿した雑誌のうち、
The bee や Scots magazine も水田文庫
にある（雑誌として前出）
。上記外
のトマス・アースキンの著作 11 点
が、水田教授の手元に残されている
（
「ぼくの思想形成と蔵書形成」p. 54

図 19 アースキン 『現在の対フランス戦争の原因
と結果についての見解』
第 19 版 ロンドン 1797

参照）
。次兄ヘンリー・アースキン
（Erskine, Henry, 1746―1817）の著作は水田文庫にはない。
（2）スコットランド
スコットランド啓蒙の開拓者ハチスンとケイムズ卿
『道徳哲学序説』
アイルランド生れのハチスン（Hutcheson, Francis, 1694―1746）は、
A short introduction to moral philosophy: in three books: containing the elements of ethicks
and the law of nature. Translated from the Latin.（Glasgow, 1747）〈Mizuta︱︱0934〉（図
録

『道徳哲学要綱』A system of moral philosophy: in three books.（Glasgow;
p. 29―30）、

London, 1755）〈Mizuta︱︱0935〉
、及び『美と徳の観念の起源』2 版 An inquiry into the
original of our ideas of beauty and virtue : in two treatises. The second edition, corrected
39

and enlarg’d.（London, 1726. 初版は 1725 年）
〈Mizuta︱︱0936〉が貴重書としてあるほか、
一般研究図書に洋書 14 点があり、ファクシミリ版として、
『道徳哲学序説』
（1747）
『美と徳の観念の起源』
（1725）
〈3278〉、
〈3281〉
『道徳哲学要綱』
、
（1755）
〈3282―3283〉、
さらに
『美と徳の観念の起源』
のフランス語版
（Anne-Dominique Balmès 訳 1991）
〈3287〉
やドイツ語版（Wolfgang Leidhold 訳 c1986）〈3290〉などが含まれている。
ケイムズ卿（Kames, Henry Home, Lord, 1696―1782）は、スコットランド啓蒙思想
家の中では、最も著作が多いとされ、水田文庫の貴重書でも、ホッブズやスミスに次
い で 18 点 を 所 蔵 し て い る。 匿 名 で 出 版 され た『 法 史 論 集 』 第 3 版 Historical lawtracts.（Edinburgh, 1776. 初版は 1758 年）〈Mizuta︱︱0978〉、『教育試論：特に心情の薫
陶について』初版 Loose hints upon education: chieflyconcerning the culture of the heart.
（Edinburgh, 1781）
〈Mizuta︱︱0980〉、
『人類史素描』初版 全 2 巻 Sketches of the history
of Man: in two volumes.（Edinburgh, 1774）〈Mizuta︱︱0983―0984〉
（以上、図録 p. 18―
19）
、
『 道 徳と自然 宗 教 の原 理 』初
版 Essays on the principles of morality
and natural religion.（Edinburgh,
1751）〈Mizuta︱︱0969〉（図録

p.

32）のほか、同時代のドイツの思想家
にも影響を与えた『批評の原理』第7
版 Elements of criticism.（Edinburgh,
1788. 初版は 1762 年）〈Mizuta︱︱
0966―0967〉、同初版のリプリント版
全 3 巻（Hildesheim; New York,
、同 6 版の Liberty
1970）
〈3296―3298〉
Fund 版 全 2 巻（Indianapolis,
c2005）〈3293 ―3294〉、同ドイツ語
版 全 6 巻（ W i e n , 1 7 9 0 ― 1 7 9 1 ）
〈Mizuta︱︱0972 ―0977〉、『衡平の原
理』第 2 版修正・増補版 Principles
of equity.（Edinburgh, 1767. 初 版 は
1760 年）
〈Mizuta︱︱0015〉
（図 20）、
前述の『人類史素描』第 2 版 全 4 巻
（Edinburgh, 1778）〈Mizuta︱︱0985―
図 20 ケイムズ卿 『衡平の原理』
第 2 版修正・増補版
エディンバラ 1767

0 9 8 8 〉、 グ ラ ー ズ ゴ ウ 版 全 4 巻
（Glasgow, 1802）〈Mizuta︱︱0989 ―
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992〉
、エディンバラ版の新版 全 3 巻（Edinburgh, 1807）〈Mizuta︱︱0993―0995〉、農業
改革について書かれた『ジェントルマン・ファーマー』第 6 版 The gentleman farmer:
being an attempt to improve agriculture, by subjecting it to the test of rational principles.
（Edinburgh, 1815）
〈Mizuta︱︱0998〉などがある。
さらに、スコットランドの法律家で著述家のウッドハウスリー卿（Woodhouselee,
Alexander Fraser Tytler, Lord, 1747―1813）によるケイムズ卿の伝記 Memoirs of the
life and writings of the Honourable Henry Home of Kames ....v. 1―2.（Edinburgh, 1807）
〈Mizuta︱︱0981―0982〉があり、本書には補遺（Edinburgh, 1809）が合冊されている。
ステュアート
経済学者ステュアート（Steuart, James, Sir, 1712―1780）は、スミスの『国富論』に
先立って書かれた最初の経済学の体系である『経済学原理』初版 An inquiry into the
principles of political oeconomy: being an essay on the science of domestic policy in free
nations: in which are particularly considered population, agriculture, trade, industry,
money.（London, 1767）
〈Mizuta︱︱1649―1650〉を著したが、この原著のほか版本として、
〈4571―
出版地と出版者が印刷されていないが、日本の経済学史学会による翻刻版（注 9）
4572〉
、スキナーによる編および序文の版本（Edinburgh, 1966）〈1048―1049〉や、ス
キ ナ ー（Skinner, Andrew S.） が 小 林 昇、 水 田 洋 と と も に 編 集 し た 版 本（London,
1998）
〈1053―1054〉がある。また、日本語訳〈W045―046〉もある。
また、ステュアートの息子が、父の遺した修正版を使って編集した著作集 The works:
political, metaphisical, and chronological of the late Sir James Steuart of Coltness, Bart.,
now first collected by General Sir James Steuart, Bart., his son, from his father’s corrected
copies, to which are subjoined anecdotes of the author.（London, 1805）〈Mizuta︱︱1651―
1656〉がある。
ブレア
スミスのエディンバラ公開講義の後継者ブレア（Blair, Hugh, 1718―1800）は、『修
辞学・文学講義』第 11 版 全 3 巻 Lectures on rhetoric and belles lettres.（London, 1809.
初版は 1783 年）〈Mizuta︱︱0165―0167〉（図録

p. 45―46）のほかに、修辞学の講義の

簡約版である『修辞学論集』第 3 版 Essays on rhetoric: abridged chiefly from Dr. Blair’s
Lectures on that science.（London, 1787. 初版は 1784 年）
〈Mizuta︱︱0163〉がある。また、
長老派牧師のブレアには , 説教（集）が 3 点、The importance of religious knowledge to
the happiness of mankind: a sermon preached before The Society for propagating Christian
Knowledge.（Edinburgh, 1750）〈Mizuta︱︱0164〉、Sermons. 7th ed.（London, 1779）
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〈Mizuta︱︱0173〉と Sermons. v. 1―5（London, 1804―1805）
〈Mizuta︱︱0168―0172〉がある。
スミス
スミス（Smith, Adam, 1723―1790）の著作は、生前に出版された『道徳感情論』と『国
富論』
、遺稿を編集した『哲学論文集』だけであり、このほかには、グラーズゴウ大
学で行った、修辞学・文学や法学の学生による講義ノートが残っているのみである。
スミス自身が主著としている『道徳感情論』The theory of moral sentiments は、初版
（London, 1759）
〈Mizuta︱︱1576〉
（図 21―1）、第 6 版（London, 1790）〈Mizuta︱︱1578―
1579〉
、エイドゥ訳（A Paris, 1764）（図 21―2）〈Mizuta︱︱1580―1581〉、ブラーヴェ訳（A
（ 図 21―3）、 ソ フ ィ ー・ コ ン ド ル セ 訳（A Paris,
Paris, 1774―1777）〈Mizuta︱︱1582〉
1798）
〈Mizuta︱︱1583―1584〉（ 図 21―4） の フ ラ ン ス 語 版（ 以 上 す べ て 図 録

p. 33―

35）ほか、英語版の第 2 版（London, 1761）〈Mizuta︱︱1577〉もあり、一般研究図書
には、英語版初版および第 2 版のファクシミリ版や、スペイン語訳やドイツ語訳も所

図 21―1

スミス著『道徳感情論』
初版 ロンドン 1759

図 21―2
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スミス著 『道徳感情論』
エイドゥ訳 全 2 巻 パリ

1764
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スミス著 『道徳感情論』
ブ ラ ー ヴ ェ 訳 全 2 巻 パ リ 1774―
1777
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図 21―4

スミス著 『道徳感情論』
ソフィー訳 全2巻 パリ
1798

蔵している。初版の標題紙に書きこまれた William Small は、ウィリアム・アンド・
メリー大学の教授でジェファーソン（Jefferson, Thomas, 1743―1826）を教え、スミス
とも親交のあったウィリアム・スモール（Small, William, 1734―1775）かと思われる。
『国富論』An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations は、ブラーヴェ
（Blavet, Jean Louis, 1719―1809） 訳 の フ ラ ン ス 語 版（A Paris, 1800―1801） が あ る
〈Mizuta︱︱1606〉
（図録

p. 36）。初版本（London, 1776）は、経済学図書室に 2 セッ

トあり、水田文庫には、650 部限定で 1966 年に Kelley 社から出版されたファクシミリ
版〈1336―1337〉、キャンベル（Campbell, R. H.（Roy Hutcheson））とスキナーの総編
集による 1976 年クラレンドン版〈1329―1330〉がある。また、英語版原典では、第 5
版（London, 1789）〈Mizuta︱︱1585―1587〉、 第 5 版 補 遺 版（Dublin, 1793）〈Mizuta︱︱
1591―1592〉、第 6 版（London, 1791）〈Mizuta︱︱1588―1590〉、マカロック（McCulloch,
J. R. (John Ramsay), 1789―1864） に よ る ス ミ ス の 伝 記 等 が つ い た 版（Edinburgh;
London, 1828）
〈Mizuta︱︱1596―1599〉、リカードゥ等の注のある新版（London, 1843）
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〈Mizuta︱︱1588―1590〉があり、訳本としてガルニエ（Garnier, Germain, 1754―1821）
訳フランス語版（Paris, 1843. 一番早いガルニエ訳は 1802 年）〈Mizuta︱︱1604―1605〉、
ドゥーガルド・ステュアート（Stewart, Dugald, 1753―1828）の「アダム・スミスの生
涯と著作」からの追悼文がついた原著第 4 版からのガルヴェ（後述）訳ドイツ語
版 第 3 版 全 3 巻（Wien, 1814. ガルヴェ訳ドイツ語版初版は Breslau, 1794―1796. 全 4
巻）
〈Mizuta︱︱1610―1612〉がある。一般研究図書には、フランス語、ドイツ語、イ
タリア語、ポルトガル語、スペイン語、ロシア語の各版が揃っている。
『哲学論文集』Essays on philosophical subjects には、英語版（London, 1795）
〈Mizuta︱︱
1613〉とプレヴォ訳のフランス語版（A Paris, 1797）〈Mizuta︱︱1614―1615〉がある。
グラーズゴウ大学における法学講義ノートは、1895 年にキャナン（Cannan, Edwin,
1861―1935）によって発見されたキャナン版（略称 LJB）Lectures on justice, police,
revenue and arms.（Oxford, 1896）
〈1378〉と、
1958 年にロージアン（Lothian, John M.,
1896―1970）によって発見されたロージアン版（略称 LJA）The Glasgow edition of the
works and correspondence of Adam Smith.（Oxford, 1978）第 5 巻所収〈1332〉の二つ
がある。キャナン版については、水田文庫に中国語訳〈W050〉もある。スミスは『道
徳感情論』第 6 版の冒頭で、
「読者に（Advertisement）」として、「私は別の論説で、
法と統治の一般的諸原理と、それらが社会のさまざまな時代と時期において経過した
さまざまな転換とについて、正義に関することだけでなく、生活行政、公収入、軍備、
そのほか法の対象であるすべてのことについても、説明するように努力するつもりだ
ということである」
（水田洋訳『道徳感情論』上

岩波書店 2003（岩波文庫）p. 19―

20）と述べており、法学一般理論の構築を試みる重要な著作といえる。なお、LJB の
岩波文庫版『法学講義』
（2005）に続いて、水田教授ほか訳で LJA の訳本が『アダム・
スミス法学講義：1762〜1763』として 2012 年に名古屋大学出版会から刊行された。
スミスの全集は、ドゥーガルド・ステュアート（前出）が編集した The works of
Adam Smith.（London, 1811―1812）全 5 巻〈Mizuta︱︱1616―1620〉がある。ステュアー
トは最後のスコットランド啓蒙思想家の一人とされ、水田文庫にも、エディンバラ大
学の学生のために書かれた『道徳哲学の概要』第 3 版 Outlines of moral philosophy.
（Edinburgh, 1808. 初版は 1793 年）〈Mizuta︱︱1657〉や、
『エディンバラ大学における
最近の数学教授選考に関する重要名事実についての短い声明』初版 A short statement
of some important facts, relative to the late election of a mathematical professor in the
University of Edinburgh: accompanied with original papers, and critical remarks.
（Aberdeen, 1805. 同年に第 2 版出版）
〈Mizuta︱︱1659〉
（図録

44

p. 53―55）などがある。
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リチャードスン
古典学者で文学研究者のリチャー
ド ス ン（Richardson, William, 1743―
1814）は、グラーズゴウ大学を卒業
し、カスカート家の家庭教師として
ロシアに行き、帰国後の 1773 年から
1814 年までグラーズゴウ大学の人文
学教授を務めた。グラーズゴウ大学
での講義ノートの手稿『言語の美に
ついて』On the beauties of language:
including the use of figures.（[S.l.],
1786 ― 1787）〈Mizuta︱︱1464〉（図
22）がある。これは本文 109 頁に索
引がつけられたもので、標題紙に相
当する部分に

Thoughts on the

beauties of language including the

図 22 リチャードスン 『言語の美について』
出版地不明 1786―1787

use of figures（Begingextended
notes of lectures delivered by
Professor Richardson, Glasgow.）1786―1787

と書かれ、Thoughts のみ薄く鉛筆で、

その他はペン書きされている。講義ノートをとった人物については、本文には記載が
ないが、遊び紙に鉛筆書きで S. M. Threipland と書かれている（注 10）。このノートは公
刊されていない。
リチャードスンはグラーズゴウ文芸協会（Literary Society of Glasgow）の会員でも
あり、文学研究もおこなった。シェイクスピア（Shakespeare, William, 1564―1616）
劇の人物分析をした著作がいくつかあるが、その中の二つ『シェイクスピアの注目す
べき人物の哲学的分析と説明』第 3 版 A philosophical analysis and illustration of some
of Shakespeare’s remarkable characters.（London, 1784. 初 版 は 1774 年 ）〈Mizuta︱︱
1462〉と『シェイクスピアのリチャード三世、リア王、アテネのタイモンの劇中人物
についての論文』第 2 版 Essays on Shakespeare’s dramatic characters of Richard the
Third, King Lear, and Timon of Athens: to which are added, an essay on the faults of
Shakespeare: and additional observations on the character of Hamlet.（London, 1785. 初
版は 1784 年）〈Mizuta︱︱1463〉がある。
ロシア同行中に書かれた『数年前のサンクト・ペテルブルクからの書簡中のロシア
帝国秘話』Anecdotes of the Russian Empire in a series of letters written, a few years ago,
45

from St. Petersburg.（London, 1784）のファクシミリ版（London, 1968）
〈1174〉もある。
ブルース
スミスと親交のあったブルース（Bruce, John, 1745―1826）の著作は、『自然哲学の
原 理 に も と づ く 倫 理 学 要 論 』 フ ラ ン ス 語 版 La morale naturelle, ramenée aux
principes de la physique.（A Paris, [1794]

英語版は 1786 年）
〈Mizuta︱︱0251〉
（図録

p.

53） の ほ か に、『 英 領 イ ン ド 統 治 計 画 史 論 』 初 版 Historical view of plans, for the
government of British India: and regulation of trade to the East Indies: and outlines of a
plan of foreign government, of Commercial Oeconomy, and of Domestic Administration, for
the Asiatic interests of Great Britain.（London, 1793）
〈Mizuta︱︱0248〉、および『ヨーロッ
パの権力均衡と英国に有利な貿易均
衡をもたらした事件と条約について』
Review of the events and treaties
which established the balance of
power in Europe, and the balance
of trade in favor of Great Britain.
（[London?], 1796）〈Mizuta︱︱0249,
0250〉がある。最後の刊本はいずれ
も少し不完全本ながら 2 セットある。
マケンジー
エディンバラで活躍し、スミスと
も交友のあった小説家のマケンジー
（Mackenzie, Henry, 1745―1831）は、
ジャーナリストとして、
文芸誌『ザ・
ミラー』The mirror.（前出の雑誌リ
スト No. 19―20 を参照）や『ザ・ラ
ウンジャー』The lounger.（雑誌リス
ト No. 17―18 を参照）を編集した。
小説はいずれも匿名で 3 作『世故の
人』
『感情の人』
『ジュリア・ド・ル
ビネ』が出版され、この 3 作は、水
図 23 マケンジー
『著名な政治家へのブルータスの手紙』
エディンバラ 1791

田文庫では『ヘンリー・マケンジー
著 作 集 』 全 3 巻 The miscellaneous
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works of Henry Mackenzie, Esq.（Edinburgh, 1819）〈Mizuta︱︱1120―1122〉に納められ
て い る ほ か、『 感情の人』新版 The man of feeling.（London, 1787. 初 版 は 1771 年）
〈Mizuta︱︱1114〉、
『 世 故 の 人 』 初 版 The man of the world: in two parts.（London,
1773）〈Mizuta︱︱1115―1116〉がある。政治的な論文として、当時のピット内閣を支
持 す る『 政 界 名 士 に あ て た ブ ル ー ト ゥ ス の 手 紙 』The letters of Brutus to certain
celebrated political characters.（Edinburgh, [1791]. ESTC に は、 出 版 事 項 の 記 載 が
Dublin, [1791] と Edinburgh, 1791 の 2 点があるが、いずれが初版であるかの記載はな
い。
）
〈Mizuta︱︱1108〉
（図 23）がある。ブルータスとはマケンジーのことで、The
Edinburgh Herald のために書かれたものである。
マクファーラン
マクファーラン（M’Farlan, John,
1781―1849）は、DNB（参考文献 46）
では Macfarlane［Macfarlan］と記述
されているが、ESTC および NACSISCAT の記述に従い、
M’Farlan とする。
『貧民研究』Inquiries Concerning the
Poor.（Edinburgh, 1782）〈Mizuta︱︱
1096〉
（図 24）が有名であり、
ガルヴェ
（後述）によるドイツ語版（Leipzig,
1785）は、中央図書館が所蔵してい
る。マクファーランは、スミスの墓
があるエディンバラのキャノンゲー
ト教会の牧師をしており、スミスは
この教会の近くに住んでいて、
『貧
民研究』はスミスに献呈された。そ
の他、水田文庫本には『誰が宗教と
教 会 の 友 か？』Who are the friends
of religion and the church?: being an
answer to Sir Archibald Edmonstone’s
図 24 マクファーラン著 『貧民研究』
エディンバラ 1782

six letters to the electors of Stirlinghire.
（ E d i n b u r g h , 1 8 3 8 ）〈 M i z u t a︱︱
1095〉がある。
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（3）アイアランド
モリニュクス
ダブリンの政治家・科学者・哲学者で、アイア
ランド・ナショナリズムの代表者の一人であるモ
リ ニ ュ ク ス（Molyneux, William, 1656―1698） の
主著の一つである『アイアランドがイングランド
議会の諸法によって束縛されている事情について
の弁明』The case of Ireland’s being bound by Acts of
Parliament in England, stated.（[S.l.], 1719. 初 版
は Dublin, 1698）〈Mizuta︱︱2037〉
（図 25）と、同
書の出版地が Dublin と印刷され、モリニュクス
の肖像画があり、ダブリン生まれで判事をしてい
たバリー（Barry, James, 1603―1673）著の『土地
保有権事情』The case of tenures が付いた 1725 年
版〈Mizuta︱︱2038〉がある。また、一般研究図
書には、シムズ（Simms, J. G. (John Gerald),
1904―1979）によるモリニュクスの伝記〈0915〉
がある。

図 25 モリニュクス著
『アイアランドがイングランド
議会の諸法によって束縛され
ている事情についての弁明』
［出版地不明］ 1719

スウィフト
ダブリン出身のスウィフト（Swift, Jonathan, 1667―1745）の著作として、1724 年か
ら匿名で書かれた「ドレイピア書簡」を集めた『ドレイピア書簡集』The Hibernian
patriot: being a collection of the Drapier’s letters to the people of Ireland, concerning Mr.
Wood’s brass half-pence.（[London], 1730. 最 初 の 書 簡 集 は、Fraud detected: or, the
Hibernian Patriot のタイトルで、ダブリンで 1725 年刊行）
〈Mizuta︱︱1675〉（図録 p.
『雑録』Miscellanies. v. 2.（London, 1727）〈Mizuta︱︱0086〉があり、スウィ
17―18）や、
フト関連書も 2 点ある。一般研究図書には、著作が洋書 11 点、和書 1 点があり、研究
書は、洋書 26 点、和書 4 点がある。『ガリヴァー旅行記』のダブリン版スウィフト著
作集（1735 年刊）所収のリプリント版〈3444〉も含まれている。
モールズワース
デンマーク公使を務め、ルターの宗教改革が専制政治を生むことを指摘したモール
（注 11）
『デンマーク事情』
［初版］
ズワース（Molesworth, Robert, 1656―1725）の著作は、

An account of Denmark, as it was in the year 1692.（London, 1694）
〈Mizuta︱︱2039〉の
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初版（図26）と第 6 版（Glasgow, 1752）
〈Mizuta︱︱2040〉がある。デンマークの専制
政治を批判したもので、匿名で出版された。
水田文庫収蔵本は、標題紙に出版者の記載が
なく、タイトルの 1692 がアラビア数字で印刷
され、正誤表のない版である。
また、モールズワースが訳した書にオトマ
ン（Hotman, François, 1524―1590）著の『フ
ランコ・ガリア』初版 Franco-Gallia: or, an
account of the ancient free state of France, and
most other parts of Europe, before the loss of
their liber ties. （London, 1711）〈Mizuta︱︱
2014〉と、その第 2 版

訳者による増補、新

しい序文付（London, 1738）〈Mizuta︱︱2015〉
（注 12）

がある。

これらの内容や書誌については、水田洋著
『思想の国際転位：比較思想史的研究』
（名古
屋大学出版会 2000）の第二章アイアランド
の啓蒙とデンマークの専制に詳しい。
シング
スウィフトと同時代人で、テュアムの大主
教シング（Synge, Edward, 1659―1741）の著作
は、次の 2 点のそれぞれ二つの版が水田文庫
にある。
『宗教入門』第 21 版 An essay towards
making the knowledge of religion easy to every
capacity; being a short and plain account of the
doctrines and rules of Christianity. 26th edition,
corrected.（ London, 1773. 初版はダブリン
1718 年 ）
〈Mizuta︱︱2090〉
、 お よ び 修 正 31 版
（London, 1827）
〈Mizuta︱︱2091〉
。
『カソリック・
キリスト教』ロンドン版 Catholick Christiani図 27

シング著 『カソリック・キリスト教』
ロンドン 1729
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図 26 モールズワース著 『デンマーク事情』
［初版］ロンドン 1694

ty: or, an essay toward lessening the number of controversies among Christians.（London,
1729. 初版は同年ダブリンで出版）
〈Mizuta︱︱2089〉（図 27）および、第 4 版（London,
1761）
〈Mizuta︱︱2090〉。
（4）理神論者
啓蒙思想史のなかで、理神論は水田教授が特に関心を寄せたもので、本稿ではジョ
ン・トランド、アンソニ・コリンズ、コニアズ・ミドゥルトン、ピーター・アネット
の著作を紹介する。
トランド
アイアランド生まれで、カトリックからプロテスタントに改宗したトランド（Toland,
John, 1670―1722）の主著で、発禁処
分となった『キリスト教は神秘的で
は な い 』Christianity not mysterious:
or, A treatise shewing, that there is
nothing in the Gospel contrar y to
reason, nor above it: and that no
Christian doctrine can be properly
call’d a mystery.（Stuttgart, 1964. 初
版は London, 1696）
〈3383〉や、宗教
的な偏見を批判した『セリーナへの
手 紙 』Letters to Serena.（StuttgartBad Cannstatt, 1964. 初版は London,
1704）
〈3382〉は、いずれもファク
シミリ版であるが、
『アミュントー
ル、 ま た は ミ ル ト ン 伝 弁 護 』 初
版 Amyntor: or, A defence of Milton’s
life .（London, 1699）〈Mizuta︱︱
1735〉
、
『自由なイングランド』
Anglia libera: or The limitation and
succession of the crown of England
explain’d and asserted, as grounded
on His Majesty’s speech, ...（London,
1701）
〈Mizuta︱︱1739〉
、『 テ ト ラ ダ

図 28 トランド著 『ナザレ派，またはユダヤ人・
異邦人・マホメット教徒の基督教』
初版 ロンドン 1718
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イマス（四論集）』初版 Tetradymus.（London, 1720）〈Mizuta︱︱1741〉、『ナザレ派、
またはユダヤ人・異邦人・マホメット教徒の基督教』初版 Nazarenus: or, Jewish,
gentile, and Mahometan Christianity.（London, 1718）〈Mizuta︱︱1737〉（図 28）など、
初版も少なくない。
『セリーナへの手紙』は Philosophische Studientexte 所収のドイツ
語版（Berlin, 1959）〈3381〉もある。そのほか、
『ドルイド教史』Rodney D. Toland 編
による新版 A new edition of Toland’s history of the Druids: with an abstract of his life and
writings, and a copious appendix, containing notes, critical, philological, and explanatory.
（Montrose, 1814）
〈Mizuta︱︱1740〉や、
トランドのほかシャーフツベリ、アディスン（以
上前出）
、コリンズ（後述）らと交流のあったフランス生まれでイギリスに帰化した
デメゾー（Desmaizeaux, Pierre, 1673? ―1745）編による『ジョン・トランド小論集』
全 2 巻 A collection of several pieces of Mr. John Toland, now first publish’d from his
original manuscripts: with some memoirs of his life and writings.（London, 1726）
〈Mizuta︱︱1733―1734〉もある。
コリンズ
コ リ ン ズ（Collins, Anthony, 1676―
1729） は、 ト ラ ン ド や テ ィ ン ダ ル
（Tindal, Matthew, 1653? ―1733） の 影
響を受ける一方、ロックを崇拝し、交
友を結んだ。そのロックから自分宛の
手紙をデメゾー編で 1720 年に出版し
て い る が、 そ の 第 2 版 A collection of
several pieces of Mr. John Locke:
Publish’d by Mr. Desmaizeaux, under the
direction of Anthony Collins, Esq.
（London, 1739. 初版は 1720 年）
〈Mizuta︱︱0016〉がある。コリンズの
最初の著作は、
『学識あるヘンリー・
ドッドウェル氏への手紙』Letter to the
learned Mr. Henr y Dodwell.（London,
1706）とされるが、そのフランス語版
Essai sur la nature et la destination de
l’ame humaine. （A Londres, 1769）

図 29 コリンズ著 『自由思想論』
初版 ロンドン 1713

〈Mizuta︱︱0452〉がある。
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水田文庫にはいずれも匿名で出版された『自由思想論』初版 A discourse of freethinking: occasion’d by the rise and growth of a sect call’d free-thinkers.（London, 1713）
〈Mizuta︱︱0448〉
（図 29）
、そのフランス語版（A Londres, 1766）
〈Mizuta︱︱0451〉
、
『聖
職 者 支 配 の 完 成 』 修 正 第 3 版 Priestcraft in perfection: or, A detection of the fraud of
inserting and continuing this clause (the Church hath power to decree rites and ceremonys,
and authority in controversys of faith) in the twentieth article of the Articles of the Church
of England.（London, 1710. 初版は1709 年）
〈Mizuta︱︱0453〉
、多くの反論書が出版され
た『キリスト教の基盤と根拠について』初版 A discourse of the grounds and reasons of
the Christian religion: in two parts.（London, 1724）
〈Mizuta︱︱0449, 0450〉
、および『ナ
サニエル・マーシャル師への書簡形式による著作における嘲笑と皮肉に関する論考』
初版 A discourse concerning ridicule and irony in writing, in a letter to the reverend Dr.
Nathanael Marshall.（London, J. Brotherton, 1729）
〈Mizuta︱︱1966〉があり、
『キリス
ト教の基盤と根拠について』は同じ版が 2 セットある。
主 著 の 一 つ で あ る『 人 間 の 自 由 に 関 す る 哲 学 的 研 究 』A philosophical inquiry
concerning human liberty の初版は 1715 年であるが、前出のプリーストリによる序を
つけてバーミンガムで 1790 年に再発行されており、水田文庫には 1990 年刊行のファ
クシミリ版〈0895〉がある。
ミドゥルトン
ミドゥルトン（Middleton, Conyers,
1683―1750）は、イギリス国教会の聖
職者で、初期の合理主義神学者とされ
るが、カトリック教会の儀式や信仰は
古代の異教が起源であるとして論争を
巻き起こした『ローマからの手紙』初
版 A letter from Rome, shewing an exact conformity between poper y and
paganism ...（London, 1729. 同年に同
じくロンドンから、2 ぺージの広告が
つ い た 第 2 版 が 出 版 さ れ て い る。
）
〈Mizuta︱︱2034〉（図 30）
、およびその
第 5 版（London, 1812）〈Mizuta︱︱
1177〉がある。ほかに『奇跡の力につ

図 30 ミドゥルトン著 『ローマからの手紙』
初版 ロンドン 1729

い て の 自 由 研 究 』A free inquiry into
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the miraculous powers, which are supposed to have subsisted in the Christian church, from
the earliest ages through several successive centuries ....（London, 1749. 同年刊行の初版
本の再版）
〈Mizuta︱︱0942〉 や『 キ ケ ロ 伝 』 全 3 巻 新 版 The life of Marcus Tullius
Cicero.（London, 1810. 初版は 1741 年に The History of the Life of Cicero のタイトルで出
版）
〈Mizuta︱︱0417―0419〉や、死後出版された『雑論集』全 4 巻 The miscellaneous
works of the late reverend and learned Conyers Middleton, D. D. principal librarian of the
University of Cambridge: containing all his writings, except the life of Cicero: many of which
were never before published: in four volumes: with a complete index to the whole.（London,
1752）
〈Mizuta︱︱1178―1181〉がある。
アネット
アネット（Annet, Peter, 1693―1769）の経歴についてはあまり知られていない。速
記法を発展させ、プリーストリ（前出）が彼の速記法を学び、その改良を提言する手
紙をアネットに書いている。アネッ
トの著作は名古屋大学以外の所蔵は
NACSIS-CAT に登録されているもの
はほとんどなく、水田文庫と本学の
「18 世紀フランス自由思想家コレク
ション」に大半が含まれている。
キリスト教を批判して匿名で書か
れたパンフレット『我ら自身のため
の審判』Judging for ourselves: or, freethinking, the great duty of religion:
display’d in two lectures, deliver’d at
Plaisterers-Hall.（London, 1739）
〈Mizuta︱︱0082〉（ 図 31） は、ESTC
で は 1739 年 出 版 の も の が 3 種 類 あ
る。本書は 8 つのパンフレットを集
めた版で、それぞれに出版事項の異
なる別個の標題紙がついているが、
ページ付はすべて続いている。その
一番新しい出版年が 1749 年である
ので、
それ以降の出版と考えられる。
また、8 つのパンフレットを収録し

図 31 アネット著 『我ら自身のための審判』
ロンドン 1739
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た A collection of the tracts of a certain free enquirer という総合タイトルがついた 1750
年刊とされる版本がある。History of British deism というシリーズの 1 冊としてファク
シミリ版が出版されており、それには遊び紙右頁に相当するところにこの総合タイト
ルがついているが、水田文庫本は白紙となっている。このファクシミリ版のプライス
（Price, John Valdimir）による序文には、アネットが 1750 年に 1 点を除いて宗教問題
を扱ったパンフレットのリプリント版を出版したとある（注 13）。ESTC には、この総合
タイトルのついた版（T139700）と、総合タイトルのない版（N51458）があるが、そ
のデータの記述を信じるならば、前者では本文頁の前に 4 頁が存在することになって
おり、後者には何もないが、水田文庫本はそのいずれでもない。本書は本文頁の前に
2 頁あって、出版者がパンフレット印刷の順番を間違えたことが記されている。
『神の心にかなう人類史』新版 The history of the man after God’s own heart.（London,
1766. 初版は 1761 年）〈Mizuta︱︱0308〉も匿名で出版された。ドルバックによる本書
の仏訳 David, ou L’histoire de l’homme selon le coeur de dieu: ouvrage traduit de l’anglois
は初版、新版とも「18 世紀自由思想家コレクション」に所蔵している。
また、アネットは 1761 年に旧約聖書を批判した週刊の雑誌 The free enquirer を 9 号
までロンドンで発行して、刑を受けたが、リチャード・カーライル（Carlile, Richard,
1790―1843）が再出版した 1826 年版が水田文庫にある〈Mizuta︱︱0083〉。アネットの
伝記として、トゥイナム（Twynam, Ella）による Peter Annet: 1693―1769.（London,
1938?）
〈1063〉がある。
（5）その他
ニュウカム・キャップ、キャサリン・キャップ
スミスの旧蔵書であった非国教徒牧師ニュウカム・キャップ（Cappe, Newcome,
1733―1800）の説教『アメリカ独立に対する武力行使の反対』A sermon preached on
the thirteenth of December: the late day of national humiliation, to a congregation of
Protestant-dissenters, in Saint-Saviour-Gate, York, and published at the request of the
audience.（York, MDCLXXVI［i.e. 1776］）（図 32）を買いそこなったことが、「蔵書に
ついて」等で書かれているが、2010 年 4 月以降に、アダム・スミスの蔵書票が貼られ
（注 15）
〈Nagai︱︱287〉
に収蔵されていることが判明した。その
た本書が、永井文庫（注 14）

ため、
「ぼくの思想形成と蔵書形成」では、付録 2「ニュウカム・キャップの説教パ
ンフレット」として一項目を充てて書き直されている。
水田文庫には、
キャップの同じ趣旨のパンフレットで、
『アメリカ独立戦争について、
ヨークの非国教徒集会でおこなった反戦平和の説教』A sermon preached on Friday the
fourth of February, MDCCLXXX: the late day of national humiliation, to a congregation of
54
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キャップ著 『アメリカ独立に対する武力行使の反対』
ヨーク［1776］（永井文庫より）

Protestant-dissenters, in Saint-Saviour-Gate, York, and published at the request of the
audience.（York, 1780）〈Mizuta︱︱0323〉（図録

p. 47―48）と、これに合冊製本され

た 1795 年 刊 行 の A sermon preached on the eighth of February, 1782, a day of national
humiliation: and again (by the assistant minister) on Wednesday, the 25th of Feb. 1795,
the late day of national humiliation, to a congregation of Protestant dissenters in St.
Saviourgate, York.〈Mizuta︱︱0323〉および、妻キャサリン（Cappe, Catharine, 1744―
1821）編の『神の摂理と統治についての説教』第 2 版 Discourses on the providence
and government of god.（York, 1811. 初版は London, 1795）〈Mizuta︱︱1944〉がある。
また、18 世紀後半の女性の教育や役割についてや、当時の非国教徒たちの伝記的情
報が書かれている、妻キャサリンの自伝 Memoirs of the life of the late Mrs. Catharine
Cappe. 2nd ed.（London, 1823. 初版は 1822 年）〈Mizuta︱︱0321―0322〉もある。
〈ドイツ〉
プーフェンドルフ
法哲学者・歴史家であるプーフェンドルフ（Pufendorf, Samuel, Freiherr von, 1632―
1694）の『自然法と万民法』第 2 版 Samuelis Pufendorfii de jure naturae et gentium
libriocto.（Francofurti ad Moenum, 1684. 初 版 は 1672 年 ）
〈Mizuta︱︱1393〉（ 図 録 p.
12 ―13）の他にこの英語版 Of the law of nature and nations: eight books. （Oxford,
1703）〈Mizuta︱︱0022〉と、簡略版 S. Puf fendor fii De of ficio hominis et civis,
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juxtalegem naturalem, libri duo: supplementis & observationibus in academic juventutis
usum auxit illustravit Gerschomus Carmichael ...（Edinburgi, 1724）
〈Mizuta︱︱1392〉、
『教
皇 職 の 歴 史 』 英 語 版 The history of popedom, containing the rise, progress, and decay
thereof, &c.（London, 1691. 原著は不明）〈Mizuta︱︱1394〉、『市民生活におけるキリス
ト教のあり方について』英語版 Of the nature and qualification of religion, in reference
to civil society.（London, 1698. 原著は 1687 年）〈Mizuta︱︱1395〉、『ヨーロッパ諸国史
入門』英語版 第 8 版 An introduction to the history of the principal kingdoms and states
of Europe.（London, 1719. 原著は 1682 年）〈Mizuta︱︱1391〉がある。また、スイスの
法学者ビュルラマキ（Burlamaqui, J. J. (Jean Jacques), 1694―1748）の『自然法原論』
バルベイラック（前出）訳 Élémens du droit naturel と合冊して 1820 年に新版として
パリから出版された『人間と市民の義務』フランス語版 Devoirs de l’homme et du
citoyen.（Paris, 1820. 原著は 1672 年）
〈Mizuta︱︱0279〉 がある。なお、ビュルラマキ
の『自然法原論』は、著述家で旅行家のニュージェント（Nugent, Thomas, c. 1700―
1772）による英語訳 The principles of natural law...（London, 1748）〈Mizuta︱︱0278〉
がある。
プーフェンドルフにはこれらの他、文庫内の一般研究図書に著作が 5 点ある。
ヴォルフ
哲学から神学を切り離したハレ大学の教授、ヴォルフ（Wolff, Christian, Freiherr
von, 1679―1754）の著作は、
『社会生活の理性的考察』
Vernünfftige Gedancken von
dem gesellschafftlichen Lebender Menschen und insonderheit dem gemeinen Wesen
zu menschlichen Geschlechtes, den Liebhabernder Wahrheit mitgetheilet.（Franckfur t und Leipzig, 1725）
〈Mizuta︱︱1873〉（図 33）
と『人間の知性の力と真理
認識におけるその正しい使
用にかんする理性的思考』

図 33

英語版 Logic, or rational
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thoughts on the powers of the human understanding: with their use and application in the
knowledge and search of truth.（London, 1770. 原 著 ド イ ツ 語 版 は 1712 年 ）〈Mizuta︱︱
1872〉がある。
ゲラート
詩人、劇作家のゲラート（Gellert, Christian Fürchtegott, 1715―1769）は、ライプツィ
ヒ大学で文学、雄弁術、倫理学、教育学を講義した。死後出版されたその講義録『道
徳講義』C. F. Gellerts Moralische Vorlesungen. Nach des Verfassers Tode herausgegeben
von Johann Adolf Schlegeln und Gottlieb Leberecht Heyern.（Leipzig, 1770）
〈Mizuta︱︱
〈Mizuta︱︱0691―0692〉がある。
0681―0682〉とそのフランス語版（A Lausanne, 1786）
道徳の理想を説いた詩
『寓話と物語』
Fabeln und Erzählungen.
（Wiesbaden, 1959）
〈2473〉
は、インゼル文庫所収版である。
ガルヴェ
ガルヴェ（Garve, Christian, 1742―1798）は、前述したスミスやマクファーランな
どのほか、ファーガスン（Ferguson, Adam, 1726―1816）やバークを翻訳し、ドイツ
に 18 世紀のイギリス思想をひろめたが、翻訳のみでなく、自らの著作もある。水田
文庫の主な著作としては、
『道徳・文学・社会生活に基づく諸対象についての試論』
Versuche über verschiedene Gegenstände aus der Moral, der Litteratur und dem
gesellschaftlichen Leben. （Breslau,
〈Mizuta︱︱0674―0678〉、
『ア
1792―1802）
リストテレスの時代から現代までの道
徳 哲 学 主 要 原 理 概 要 』Uebersicht der
vornehmsten Principien der Sittenlehre,
von dem Zeitalter der Aristoteles an bis
auf unsre Zeiten. （Breslau, 1798）
〈Mizuta︱︱0672〉など 5 点がある。
クニッゲ
フリーメイソンの改革者である男
爵、クニッゲ（Knigge, Adolf, Frei-

図 34 クニッゲ著 『人間交際術』
英語版 ロンドン 1799
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herr von, 1752―1796）は、『人間交際術』第 5 版 Ueber den Umgang mit Menschen: in
drey Theilen.（Frankfurt; Leipzig, 1808. 初版は 1788 年）〈Mizuta︱︱1012〉、同 1815 年版
〈Mizuta︱︱1013〉
、英語版 Practical philosophy of social life: or The art of conversing with
men: after the German of Baron Knigge: in two volumes.（London, 1799）〈Mizuta︱︱
（図 34）の 3 点がある。この『人間交際術』は現代に至るまでよく読まれ、
1010―1011〉
日本でも明治時代から多くの訳書がある。
レッシング
劇 作 家、 批 評 家 で 啓 蒙 思 想 家 の レ ッ シ ン グ（Lessing, Gotthold Ephraim, 1729―
1781）の著作には、貴重書として、『賢人ナータン』第 6 版 Nathan der Weise: ein
dramatisches Gedicht in fünf Aufzügen.（Berlin, 1819. 初版は 1779 年）、および『賢人ナー
タン』のモデルであるメンデルスゾーン（Mendelssohn, Moses, 1729―1786）との共
著『形而上学者！ ポープ』Pope ein Metaphysiker!（Bern, 1787. 初版は 1775 年）との
合冊本〈Mizuta︱︱2030〉がある。
1851 年 以 降 に 出 版 さ れ た 著 作 と し て は、『 散 文 選 集 』Prosaschriften in Auswahl.
『詩劇
（Breslau, [19―]）〈2396〉、

賢 人 ナ ー タ ン 』 の Schöninghs Ausgaben deutscher

Klassiker mit ausführlichen Erläuterungen 所収本 第 2 版（Paderborn, 1902. 初版は 1898
年）
〈2394〉
、チャドウィック（Chadwick, Henry, 1920―2008）による撰・訳『神学論集』
の A Library of modern religious thought（
. Stanford, Calif., 1957）所収本〈2397〉がある。
ヘルダー
聖職者で思想家であったヘルダー（Herder, Johann Gottfried, 1744―1803）の『人類
史の哲学』初版 第 1〜2 巻 Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit.（Riga
und Leipzig, 1784―1785）〈Mizuta︱︱0836―0837〉は、本来は 1784―1791 年刊行の全 4 巻
本であり、水田文庫に 3〜4 巻はないが、本書のフランス語版 全 3 巻 Idées sur la
〈Mizuta︱︱0840―0842〉があり、
philosophie de l’histoire de l’humanité.（Paris, 1827―1828）
そのほかに『ヘブライ詩の精神』ライプツィヒ版 全 2 巻 Vom Geist der Ebräischen
Poesie: eine Anleitung für die Liebhaber derselben, und der ältesten Geschichte des
menschlichen Geistes. 1. T, 2. T.（Leipzig, 1787. 初版は 1782―83 年）〈Mizuta︱︱0838―
0839〉がある。
ダールマン
ハノーファー国王にエルンスト・アウグスト（Ernst August, 1771―1851）が即位し、
自由主義的な憲法を廃棄したことにゲティンゲン大学の七人の教授が抗議文を提出
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したため、その七人が罷免されるという
「ゲティンゲン七教授事件」が 1837 年に起
こった。ドイツの歴史家、政治家である
ダールマン（Dahlmann, F. C. (Friedrich
グリム兄弟（兄
Christoph), 1785―1860）は、
Grimm, Jacob, 1785 ― 1863 と弟 Grimm,
Wilhelm, 1786―1859）らとともにその七教
授の一人であり、指導者であったため、免
職のうえ国外追放となった 3 人のうちの一
人でもあった。
この事件の翌年にドイツ文字で印刷され
た『ゲティンゲンの七教授の抗議と免職』
初版 Die Protestation und Entlassung der
sieben Göttinger Professoren. （Leipzig,
1838）〈Mizuta︱︱1972〉（図 35）は、ダー
ルマンが編集して事件の経緯を発表したも
ので、11 月 18 日付けの抗議文や、12 月 11

図 35 ダールマン編
『ゲティンゲンの七教授の抗議と免職』
初版 ライプツィヒ 1838

日付けの国王の判決文なども付いている。
ザルトリウス
スミスの政治経済学をドイツに初めて紹
介 し た ザ ル ト リ ウ ス（Sartorius, Georg,
『国富要論』
［ 第 2 版］
1765―1828）に は、
Von den Elementen des National-Reichthums,
und von der Staatswirthschaft, nach Adam
Smith: zum Gebrauche bey akademischen
Vor lesun g en und be ym P r ivat -Studio.
（Göttingen, 1806. 初版は 1796 年にベルリン
で Handbuch der Staats-wir thschaft zum
Gebrauche bey akademischen Vorlesungen:
nach Adam Smith’s Grundsätzengen: nach
Adam Smith’s Grundsätzen のタイトルで出
版）
〈Mizuta︱︱1515〉（図 36）が 1 点ある。
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図 36 ザルトリウス著 『国富要論』
［第 2 版］ ゲティンゲン 1806

第4章

水田文庫の図書（主として貴重書）―ロマン主義と社会主義―

ロマン主義は、現在も水田教授の研究課題であり、バイロンの議会演説やシェリの
政治論文などを含めたイギリス・ロマン主義の大半と、大陸の若干が 2012 年度にお
いても水田教授の手元にあるため（注 16）、すべてではないことをおことわりしたうえで、
国別にイギリス、フランス、ドイツの順で紹介する。
とりあげた人物や著作は、水田教授の次の文献を参考にした。これらの文献以外で
言及されたものは、その都度記載する。
「ロマン主義について」
『象』30 号 p. 2―13
「ドイツのロマン主義」
『象』36 号 p. 96―112
「イギリスのロマン主義（1）」
『象』41 号 p. 55―71
「編集のあとで」
『象』62 号

p. 147―148

「ウィーン体制期の思想：ロマン主義を中心に」
（『岩波講座

世界歴史』18

近代 5）

p. 381―390、407―431
『社会思想史概論』第二部第三章中、ドイツのロマン主義
『新稿

第1節

p. 129―133

社会思想小史』p. 115―118、126―127、144、166、174

イギリス

コールリジ
詩人、批評家、哲学者であったコールリジ（Coleridge, Samuel Taylor, 1772―1834）
の『フレンド』新版 全 3 巻 The friend: a series of essays: in three volumes: to aid in the
formation of fixed principles in politics, morals, and religion, with literary amusements
interspersed. v. 1, v. 2, v. 3.（London, 1818. 初版は 1812 年）〈Mizuta︱︱1964―1966〉は、
1809 年 6 月創刊、翌年 3 月で廃刊した短命な週刊新聞をまとめたもの。そのほか、
『コー
ルリジ書誌』A bibliography of Samuel Taylor Coleridge.（Philadelphia, 1903）
〈0455〉が
ある。
サウジー
著作のうち『ワッ
詩人で批評家であったサウジー（Southey, Robert, 1774―1843）は、
ト・タイラー』と『ネルソン提督伝』が邦訳されており、また日本の子どもたちにも
（注 17）
読まれる童話『3 びきのくま』
の再話者でもある。最初はフランス革命を支持し

ていたが、
ワーズワースや前述のコールリジと交流するようになり、保守党に転向し、
湖水地方の桂冠詩人となる。水田文庫には、貴重書として 6 点の著作があるが、その
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うち 3 点を紹介する。
『ワット・タ
イラー』初版 再版 Wat T yler: a
dramatic poem. In three acts.（London, 1817. 初 版 初 刷 も 1817 年 刊 ）
〈Mizuta︱︱2086〉
（図 37）
。『ワット・
タイラー』は、1817 年に 5 つの版が
出ているようで、初刷は、標題紙に
サウジー自身による引用句が印刷さ
れている（注 18） が、本書はシェイク
スピアの『ヘンリー四世』からの引
用句

Thus ever did rebellion find

rebuke. （こうして反乱は必ず報い
をうけるのだ）が印刷され、Sherwood, Neely, and Jones 社 か ら 出 版
されている。もう一点は、
『ジョン・
ウェズレーの生涯ならびにメソジズ
ムの勃興と発達』初版 全 2 巻 The
Life of Wesley, and the rise and
progress of Methodism .（London,
ウェ
1820）
〈Mizuta︱︱2082―2083〉で、
ズ レ ー（Wesley, John, 1703―1791）

図 37 サウジー著 『ワット・タイラー』
初版再版 ロンドン 1817

は、メソジスト運動を指導した英国
国教会の司祭。水田文庫にはウェズ

レーの著作も 2 点（1 冊に合冊）
、
『理性のある宗教人に強く訴える』第 6 版 An earnest
appeal to men of reason & religion.（London, 1771. 初版は 1743 年）と『理性のある宗
教人にさらに強く訴える』第 5 版 全 3 巻 A farther appeal to men of reason and religion.
（London, 1778―81. 初版は 1745 年）〈Mizuta︱︱1849〉がある。
3 点目はサウジーの義理の息子ウォーター（Water, John Wood, 1806―1878）編による
『サウジーの備忘録』Southey’s common-place book.（New York, 1849）
〈Mizuta︱︱2084〉
、
本書はロンドン刊の 1876 年版〈4618―
同 1st-4th series.（London, 1876）
〈4618―4821〉で、
4621〉もある。
バイロン
詩人で第 6 代バイロン男爵（Byron, George Gordon, Baron, 1788―1824）の著作は、
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貴重書に次の 3 点がある。
『バイロン雑録集』初版 The miscellaneous works of lord
Byron. Comprising Werner, a tragedy; Heaven and earth; Mortgante maggiore; Age of
bronze; Island; Vision of judgement; and Deformed transformed. Two volumes in one.
（London, 1824）〈Mizuta︱︱1940〉、『伝記・書簡・日誌』Life, letters, and journals of
Lord Byron: complete in one volume with notes. [with notices of his life, by Thomas
Moore].（London, 1838）〈Mizuta︱︱1938〉、『全集』ガリアーニ版 The complete works
of Lord Byron, reprinted from the last London edition, containing besides the notes and
illustrations by Moore, Walter Scott, Campbell ... etc., ...（Paris, 1841. パリ版初版は1835
年）
〈Mizuta︱︱1937〉。
シェリ
『ク
議会改革や女性解放に携わったシェリ（Shelley, Percy Bysshe, 1792―1822）には、
イーン・マブ』Queen Mab.（London,
1826. 初版には「哲学詩」という副
題がついており、1813 年に出版）
〈Mizuta︱︱2072〉（ 図 38）、
『シェリ
詩集』 The poetical works of Percy
Bysshe Shelley. （London, 1840）
〈Mizuta︱︱2067〉
、および 1819―20 年
に書かれたものの、1920 年になっ
て初めて出版された議会改革を説い
た散文集『改革の哲学的考察』初
版 A Philosophical View of Reform.
（London, 1920）〈4617〉がある。
カーライル
スコットランド生まれの批評家、歴
史家で、最後のロマン主義者ともいわ
れ るカ ー ラ イル（Carlyle, Thomas,
には
『チャーチスト運動』
1795―1881）
第 2 版 Chartism.（London, 1840. 初
版は 1839 年）
〈Mizuta︱︱1948〉と『末
期 パ ン フ レ ッ ト 』 初 版 Latter-day

図 38 シェリ著 『クイーン・マブ』
ロンドン 1826

pamphlets.（London, 1850）
〈Mizuta︱︱
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1947〉がある。ドイツ・ロマン派を
紹 介したという『シラー 伝 』は、
The shilling edition of Thomas
Carlyle’s works 所収本［2nd ed.］
（London, 1888. 初版は 1825 年）
〈4616〉がある。

第2節

フランス

スタール夫人
フランスのロマン主義はスタール
夫人（Staël, Madame de (AnneLouise-Germaine), 1766―1817）が『ド
イツ論』 De l’Allemagne .（Paris,
1810）でドイツ・ロマン主義を紹介
したときにはじまるとされる（注 19）。
水田文庫には、文壇に認められる
ことになった『ルソーの性格および
著作についての手紙』第 2 版 Lettres
sur les ouvrages et le caractère de J. J.
Rousseau.（Paris, 1798. 初 版 は 1788
図 39 スタール夫人著
『個人と国民に及ぼす幸福に対する情熱の
影響について』英語版 ロンドン 1813

年）
〈Mizuta︱︱1643〉 や、
『個人と
国民に及ぼす幸福に対する情熱の影
響について』英語版 The influence

of the passions upon the happiness of individuals and of nations.（London, 1813. 原著初版
は 1796 年）
〈Mizuta︱︱1644〉（図 39）などがある。
メーストル
保守的な思想を持つ反革命のロマン主義者、メーストル伯爵（Maistre, Joseph
Marie, comte de, 1753―1821）の著作として、全集 Oeuvres de M. le comte de Maistre.
（Lyon, 1822） 第 1 巻 所 収 本 の『 フ ラ ン ス に つ い て の 考 察 』Considérations sur la
France.（初版は 1796 年）
〈Mizuta︱︱1142〉と、匿名で出版された『諸政体の創造原理』
Essai sur le principe générateur des constitutions politiques et des autres institutions
humaines.（St.-Pétersbourg, 1814. 初版は 1809 年）
〈Mizuta︱︱1143〉がある。その他、
『サ
ンクト・ペテルブルク夜話』全 2 巻 Les soirées de Saint-Pétersbourg: ou entretiens sur le
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gouvernement temporel de la providence suivies d’un traité sur les sacrifices.（Lyon, 1878.
、『教皇』Du pape.（Genève, 1966. Les Classiques de
初版はパリ 1821 年）
〈2006―2007〉
la pensée politique 所収本。初版は 1819 年）〈2012〉など 12 点が一般研究図書にある。
シャトーブリアン
フ ラ ン ス 革 命 後 の ロ マ ン 主 義 者 で、 作 家、 政 治 家 で あ る シ ャ ト ー ブ リ ア ン
（Chateaubriand, François-René, vicomte de, 1768―1848）の『シャトーブリアン全集』
Pourrat frères 版 全 36 巻 Oeuvres complètes de m. le vicomte de Chateaubriand.（Paris,
1836―1837）〈Mizuta︱︱0367―0402〉について、「編集のあとで」（『象』No. 62 p. 148 参
考文献 15）で、
「シャトーブリアンの全集三十六巻をアヴィニヨンの古本屋で手に入
れたときは、調べられた限りでは、国内にはほかになかった。
」とあるが、NACSISCAT では、現在でも本学以外には 1 大学が所蔵しているのみである。
この全集のほか、
『ボナパルトとブルボン朝』初版 De Buonaparte, des Bourbons, et
de la nécessité de se rallier à nos princes légitimes, pour le bonheur de la France et celui de
l’Europe.（Paris, 1814）を先頭に当時のフランス政治に関する著作 5 点が合冊された
版本〈Mizuta︱︱0363〉がある。この中には、
『立憲君主制』De la monarchie selon la
Charte.（Paris, 1816）や『政治体制論』Du système politique suivi par le ministère.（Paris,
1817）が含まれているが、これらは、それぞれ別個に製本された〈Mizuta︱︱0364〉
と〈Mizuta︱︱0365〉もある。ただし、『立憲君主制』については、合冊版と単独のも
のと出版者、出版年は同じであるが、組版や頁数も異なり、単独のものが初版である。
合 冊 本 は 再 版 で、 標 題 紙 裏 に は、 Cette edition est mot à mot conforme à la
première. と印刷されている。
『立憲君主制』には英語版 The monarchy according the
Charter.（London, 1816）
〈Mizuta︱︱0408〉もある。
そのほかに『イギリス文学論』英語版初版 全 2 巻 Sketches of English literature:
with considerations on the spirit of the times, men, and revolutions.（London, 1836. フラ
ンス語版も 1836 年）
〈Mizuta︱︱0406―0407〉がある。
ラムネ
宗教思想家で、保守的なカトリック司祭からキリスト教社会主義に転じたラムネ
（Lamennais, Félicité Robert de, 1782―1854）の著作は水田文庫に貴重書のみで 16 点あ
るが、ここでは、出版年が古く、他機関があまり所蔵していない次の 4 点を紹介する。
ガリカニスムを批判した『宗教的無関心に関する試論』全 4 巻（第 1 巻は第 6 版、
第 2 〜 4 巻は初版）Essai sur l’indifférence en matière de religion.（Paris, 1820―1840. 初
版 第 1 巻は 1817 年、第 2 巻は 1820 年、第 3 〜 4 巻は 1823 年 )〈Mizuta︱︱1030―1033〉。
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本 書 の ほ か に、1840―1846 年 刊 の 4
巻本〈Mizuta︱︱1026―1029〉もある。
『革命の進歩と教会に対する戦い
に つ い て 』 初 版 Des progrès de la
révolution et de la guerre contre
l’Église.（Paris; Bruxelles, 1829）
〈Mizuta︱︱1024〉。 こ の 著 作 は、 フ
ラ ン ス 国 立 図 書 館 や NACSIS-CAT
によると、1829 年中に版表示がな
く、出版地やページ数の異なる版本
が 4 点と、第 2 版が 1 点出版されて
いるが、パリとブリュッセルで出版
され、xi, 387 p. のページ付けのある
本書が初版とされる。
『信者の言葉』第 2 版 Paroles d’un
croyant, 1833.（Paris, 1834. 初 版 も
1834 年 ）
〈Mizuta︱︱1038〉
。本書は
1834 年の教皇の回勅により禁書と
された。水田文庫には、1837 年刊
行のリヨン版〈Mizuta︱︱1025〉や、

図 40

ラムネ著 『国家と政府』 初版

パリ 1840

松下和則による邦訳〈W159〉もある。
この著作が出版されたのち、ラムネはローマ教会から破門される。
ま た、『 国 家 と 政 府 』 初 版 Le pays et le gouvernement.（Paris, 1840）〈Mizuta︱︱
1035〉
（図 40）の出版後、反体制者として起訴され、翌年から 1 年間投獄された。
ボナルド
政治家、政治学者で、出版の自由に反対していたボナルド子爵（Bonald, LouisGabriel-Ambroise, vicomte de, 1754―1840）の著作に、
『政府内対立と出版の自由』初
版 De l’opposition dans le gouvernement et de la liberté de la presse.（Paris, 1827）
〈Mizuta︱︱0194〉があり、伝記としては Studies in modern European history 所収本の
.（New York,
The French counterrevolutionary theorist, Louis de Bonald（1754―1840）
c1996）〈1971〉がある。
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ドイツ

シュレーゲル兄弟
ドイツのロマン主義は、イギリスやフランスより早く起こり、シュレーゲル兄弟が
『アテネーウム』
（Athenaeum, 1798―1800）を創刊したときに、運動としてのロマン主
義が成立したとされる（
「ウィーン体制期の思想」p. 381 参考文献 2）。
シュレーゲル兄弟の兄で、評論家、翻訳家、文献学者であるアウグスト（Schlegel,
August Wilhelm von, 1767―1845）の『大陸封鎖論』初版 Sur le système continental et
sur ses rapports avec la Suède.（Hamburg, 1813）〈Mizuta︱︱2057〉と、哲学者、詩人、
歴史家の弟、
フリードリッヒ（Schlegel, Friedrich, 1772―1829）の『古代・近代文学史』
英 語 版 全 2 巻 Lectures on the history of literature, ancient and modern.（Edinburgh,
1818. 原著初版は 1815 年）〈Mizuta︱︱2059―2060〉がある。
バーダー
ドイツ・ロマン派の特徴の一つである鉱物学に関心を寄せたバーダー（Baader,
Franz von, 1765―1841）は、イギリスに留学し、ウルストンクラフト（Wollstonecraft,
Mary, 1759―1797）やゴドウィン（Godwin, William, 1756―1836）を読み、スミスの『国
富論』を研究するなど、イギリスの啓蒙思想に触れる（注 20）。バーダーの著作には、留
学中のエディンバラでの体験などが書かれた『日記』Franz von Baader’s Tagebücher
aus den Jahren 1786 bis 1793.（Leipzig, 1850. Franz von Baader’s sämtliche Werke. Bd.
11所収本）
〈Mizuta︱︱1922〉
、『実定法存立の変革について―『立法権乱用についての
若干のこと』解説―』初版 Ueber das Revolutioniren des positiven Rechtsbestands als
Commentar zur Schrift: “Einiges über Mißbrauch der gesetzgebenden Gewalt. Frankfurt a.
M. 1832. Hermannsche Buchhandlung.”（München, 1832）〈Mizuta︱︱1922〉など 5 点が
貴重書としてある。
また、（注 20）で述べられている、ホフマン（Hoffmann, Franz）編の全集のスツィ
エンツィア版のリプリント版 Sämtliche Werke: systematisch geordnete, durch reiche
Erläuterungenvon der Hand des Verfassers bedeutend vermehrte, vollständige Ausgabe der
gedruckten Schriften samt Nachlaß, Biografie und Briefwechsel.（Aalen, 1987）は、一般
研究図書に全 16 巻〈4544―4559〉が揃っており、改訂版の日記 Seele und Welt: Franz
Baader’s Jugendtagebücher, 1786―1792.（Berlin, [1928]）〈4596〉もある。なお、上述し
た『日記』が収められているホフマン編集のライプツィヒ版著作集の第 2 巻 Franz von
Baader’s gesammelte Schriften zur philosophischen Grundwissenschaft, oder, Metaphysik.
（Leipzig, 1851）
〈4595〉も一般研究図書にある。
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シュライアマハー
汎神論による自然の神格化を唱えたシュラ
イアマハー（Schleiermacher, Friedrich, 1768―
1834）は、哲学者、神学者で、近代神学の父
と呼ばれ、水田文庫には次の 2 点が収蔵され
ている。
宗教を弁明するために書かれた『宗教論』
増 補 第 3 版 Ueber die Religion: Reden an die
Gebildeten unter ihren Verächtern. （Berlin,
1821. 初 版 は 1799 年 ）〈Mizuta︱︱2063〉（ 図
41）
。
『 従 来 の 倫 理 学 説 批 判 綱 要 』 第2版
Gr undlinien einer Kritik der bisherigen
Sittenlehre.（Berlin, 1834. 初 版 1803 年 ）
〈Mizuta︱︱2062〉
。
図 41 シュライアマハー著 『宗教論』
増補第 3 版 ベルリン 1821

ゲレス
後期ロマン主義に属するカトリック教徒
の文筆家ゲレス（Görres, Joseph von, 1776―
1848） は、 主 著『 ド イ ツ と 革 命 』 初 版
Teutschland und die Revolution.（Coblenz,
1819）
〈Mizuta︱︱1994〉
（ 図 42） の 執 筆 等
により、ドイツ解放戦争後のプロイセン政
府の反動政治を批判するものとして弾圧さ
れた。水田文庫本は表紙にペンで Verboten
（禁書）と書かれている。
そのほか、貴重書には『教会と国家』初
版 Kirche und Staat, nach Ablauf der Cölner
Irrung.（Weissenburg a. S., 1842）
〈Mizuta︱︱
1993〉があり、ゲレス関連書は、一般研究
図書に 4 点ある。

図 42 ゲレス著 『ドイツと革命』
初版 コブレンツ 1819
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第 1 節スペイン内戦
「ぼくの思想形成と蔵書形成」
（前出）の p. 56―57 で、スペインの人民戦線と内戦
（1936―39）に学生時代から関心をもち続けていたと書かれており、簡単な蔵書紹介が
されている（注 21）。水田文庫には、関連図書が 90 冊以上含まれており、ここに言及さ
れていないものの中に、日本語にも訳されたジャクスン（Jackson, Gabriel）『図説ス
ペイン内戦』初版 A concise history of the Spanish Civil War.（London, 1974）〈中央図
『コミンテルンとスペイン内戦』
4F 236.07︱︱J〉、
カー（Carr, Edward Hallett, 1892―1982）
The Comintern and the Spanish Civil War.（London, 1984）
〈中央図 4F 236.07︱︱C〉、ゴー
ドン・トマス（Thomas, Gordon, 1933―）とマックス・モーガン＝ウィッツ（Morgan
Witts, Max, 1931―）共著の『ゲルニカ : ドキュメント：ヒトラーに魅入られたスペイ
ン都市』Scarborough House 版 Guernica, the crucible of World War II.（Chelsea, MI,
1991. 初版は New York, 1975）
〈中央図 4F 236.07︱︱T〉、ビーヴァー（Beevor, Antony,
1946―）著『スペイン内戦：1936―1939』初版 The Spanish Civil War.（London, 1982）
〈中央図 4F 236.07︱︱B〉などがある。
なお、
本学は準貴重書のコレクションとして、
「スペイン市民戦争関係資料」63 点（64
冊）を所蔵しており、これらは主として 1936―1941 年にスペインで刊行されたもので
あるため、水田教授の寄贈によって、互いに補完しあうものとなった。

第2節

レフト・ブック・クラブ（Left Book Club）

水田教授が、自著『知の商人』
（参考文献 6）の第 3 章で「左翼読書クラブ」
（p.
197―203）として紹介しているレフト・ブック・クラブが、1936 年から 1948 年にロン
ドンのゴランツ社から出版した書物のうち 41 冊が水田文庫に含まれている。ルイス
（Lewis, John, 1889―1976）著 The Left Book Club.〈2150〉（参考文献 45）の巻末リスト
によると、レフト・ブック・クラブは 254 冊の図書を出版している。
この読書クラブは、
出版者ゴランツ（Gollancz, Victor, 1893―1967）が始めたもので、
ゴランツ、ストレーチー（Strachey, John, 1901―1963）、ラスキ（Laski, Harold Joseph,
1893―1950）が選定した書物を毎月出版した。彼らは自らも執筆し、それぞれゴラン
ツ著『われらの脅かされている価値』Our threatened values.（1946）、ストレーチー著
『我々は何をなすべきか？』What are we to do?（1938）、ラスキ著『信仰、理性、文明』
Faith, reason and civilisation: an essay in historical analysis.（1944）が水田文庫に所蔵
されている。ルイスによると、その目標は、「三つの密接に結びついた問題、貧困の
解決としての社会主義をめざしたのであった。
」（前出 The Left Book Club の鈴木建三
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訳（注 22） による）
。レフト・ブック・クラブが出版した図書の表表紙には

Left Book

Club Edition Not for sale to the public と印刷されているものが多い。
また、同クラブの機関紙『レフト・ニュース』The Left News. No. 8（Dec. 1936）―128
（Mar. 1947）
（前誌は 1936 年創刊のレフト・ブック・ニュース）のうち、No. 30、36―
38、40―41（Oct. 1938―Sept. 1939）
〈中央雑〉も水田教授旧蔵書である。
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水田文庫の貴重書には、個人、団体合わせて 280 点余の蔵書票が貼付されている。
ここでは貴族、聖職者、政治家、事業家、学者の蔵書票から、タイプの異なる蔵書票
票主の著作が水田文庫にあるものを選んでみた。
を少し紹介する（注 23）。できるかぎり、
・第７代ベドフォード公爵（在位 1836―1861）
ケ・セラ・セラ（Che sara sara
なるようになる）のモットーがある
フ ラ ン シ ス・ ラ ッ セ ル（Russell,
Francis, seventh duke of Bedford,
1788–1861)の紋章型蔵書票。なお、
文庫内に、同じモットーのついた第
8 代 べ ド フ ォ ード 公 爵（William
Russell, 8th Duke of Bedford, 1809―
1872）の蔵書票もある。
貼付図書：Belsham, William,
1752―1827.
Essays, philosophical,
historical, and literary. v. 1―2. London,
1789 ―1791.〈Mizu-

第７代ベドフォード公爵
フランシス・ラッセル
サイズ：107 × 85mm

ta︱︱0150―0151〉
・第５代ロンズデール伯爵（在位 1882―1944）

英国自動車協会（AA）の初代会長やナショナル・スポーツ・クラブ（NSC）の
初代会長などを務め、近代ボクシングの基礎を作った、ヒュー・セシル・ラウザー
69

（Lowther, Hugh Cecil, fifth earl of
Lonsdale, 1857―1944）の紋章型蔵書票。
貼付図書：Sharp, Granville, 1735 ―
1813.
An account of the ancient
division of the English
nation into hundreds and
tithings .... London, 1784.
〈Mizuta︱︱1533〉
Forbes, William.
An account of the life and
writings of James Beattie,
LL. D.v. 1―2. Edinburgh,
第 5 代ロンズデール伯爵
ヒュー・セシル・ラウザー
サイズ：125 × 102mm

1806.〈Mizuta︱︱0141〉
・ダ ル シ ャ ン ボ ー （ A r c h a m b a u l t ,
Charles Claude de, bap. 1731―
1786）
フランスの版画家、作家、政治家で
あるアントワーヌ・フランソワ・セル
ジャン・マルソー（Sergent-Marceau,
Antoine François, 1751―1847） が 18 世
紀に作成した、天使や十戒などが描か
れ、票主が聖職者であることを示す寓
意的な蔵書票。A Sergent Scul Carnuti
1778 のサインがある。セルジャン・マ
ルソーは、フランス革命を支持し、彼
の妻は共和国軍マルソー将軍の姉。
票主シャルル・クロード・ダルシャ
ンボーは、
フランスの貴族の生まれで、
サンリス大聖堂の司教総代理やシャル
トル大聖堂の参事会員などを務め

シャルル・クロード・ダルシャンボー
サイズ：130 × 84mm

た（注 24）。
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貼付図書：Cumberland, Richard, 1631―1718.
Traité philosophique des loix Naturelles, ... A Amsterdam, 1744.
〈Mizuta︱︱0501〉
・ブランズビー（Bransby, James Hews, 1783―1847）
ユニテリアン派牧師の風景画の蔵
書票。蔵書票は匿名であるが、The
Welsh book-plates in the collection of
Sir Evan Davies Jones .（London,
1920）p. 6 により、ブランズビーの
蔵書票と判断できる。この風景は
ウェールズ地方の景色とのことで、
John Scott sculpt. のサインがあり、
彫ったのはイングランドの彫刻師
ジョン・スコット（Scott, John,
ジェイムズ・ヒューズ・ブランズビー
サイズ：77 × 90mm

。
1774―1827）
貼付図書：Belsham, Thomas, 1750―1829.

Elements of the philosophy of the mind, and of moral philosophy: to which
is prefixed a compendium
of logic. London, 1801.
〈Mizuta︱︱0149〉
・グリースン（Gleason, Joseph M.,
1869―1942）
カリフォルニア州のカトリック教会
St. Francis de Sales の司祭。蔵書家で、
サンフランシスコ女子大学（現在はサン
フランシスコ大学ローン・マウンテン校）
に稀覯書のコレクションを寄贈してい
る。蔵書票の作者は不明である。ラテン
語で書かれたモットーは、「生きている
限り、研究せよ」
。

ジョセフ・M. グリースン
サイズ：105 × 78mm
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貼付図書：Abelard, Peter, 1079 ―
1142.
Ouvrages inedits
d’Abelard pour servir a
l’histoire de la philosophie scolastique en
France. Paris, 1836.
〈Mizuta︱︱0057〉
・ルイス（Lewis, George Cornewall,
Sir, 1806―1863）
准男爵の称号を持つ政治家、文筆
家ルイスの紋章型の蔵書票。ルイス
自身の著作もたくさんあり、そのう
ち『属領統治論』An essay on the
government of dependencies.（London,

ジョージ・コーンウォル・ルイス
サイズ：77 × 57mm

1841）
〈Mizuta︱︱2030〉が水田文庫
にある。
貼付図書：S t e w a r t , D u g a l d ,
1753―1828.
Outlines of moral
philosophy: for the
use of students in the
university of Edinburgh. Edinburgh,
1 8 1 8 〈 M i z u t a︱︱
1657〉
・モ ー ル ズ ワ ー ス（Molesworth,
William, Sir, 1810―1855）
ホッブズの初期の著作集『ホッ
ブ ズ 英 文 著 作 集 』 全 11 巻 The

モールズワース
サイズ：92 × 63mm

English works of Thomas Hobbes of
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Malmesbury.（London, 1839―1845）のうち、第1巻、8 〜 9巻〈Mizuta︱︱0874―0876〉が水
田文庫にもあるが、その編者で政治家の、第8代モールズワース准男爵の紋章型蔵書票
（注 25）

。さらに、この著作集でモールズワースが、歴史家で政治家のグロート（Grote,

George, 1794―1871）宛に献辞を書いているが、そのグロートが票主の蔵書票も水田文庫
にある。
貼付図書：Bielfeld, Jakob Friedrich, Freiherr von, 1717―1770.
Institutions politiques. A La Haye, 1760.〈Mizuta︱︱1931〉
・デベナム（Debenham, Sir Ernest Ridley, first baronet, 1865―1952）
書斎をデザインした、事業家で百
貨店経営者であった初代デベナム准
男爵の蔵書票。
貼付図書：Thomson, John, D. D.,
Minister of Markinch.
General view of the agriculture of the county
of Fife: with observations on the means of its
improvement: drawn
up for the consideration
of the Board of Agriculture & Inter nal Imサー・アーネスト・リドリー・デベナム
サイズ：135 × 107mm

provement. Edinburgh,
1800.〈Mizuta︱︱1704〉

・ウィリアム・ラフヘッド（Roughead, William, 1870―1952）
票主ラフヘッドは、
スコットランドの犯罪学者、著作家。邦訳された著作（編集）
と し て、 自 ら も 証 言 し、 ア ー サ ー・ コ ナ ン・ ド イ ル（Doyle, Sir Arthur Conan,
1859―1930）も関係していたオスカー・スレイター事件の裁判記録をまとめた『目
撃者：オスカー・スレイター事件』上・下

旺文社

1981（旺文社文庫）Trial of

Oscar Slater. 4th ed. (Edinburgh; London, 1950. 初版は 1910 年）があり、これはドイ
ルに捧げられている。また、水田文庫にはラフヘッドが編集した『ポーティアス警
73

備隊長裁判』Trial of Captain Porteous.
（Glasgow; Edinburgh, 1909 printing.
Notable Scottish trials 所収）
〈3063〉や、
ガルト（Galt, John 1779―1839）の『金
持 ち と そ の ほ か の 物 語 』A rich man
and other stories.（London, 1925）
〈4153〉
が あ る。 図 柄 の 下 に、R. Home 1907
と彫られている。
貼付図書：Nairne, Katharine.
The trial of Katharine
Nairn and Patrick Ogilvie
... Edinburgh, 1765.
〈Mizuta︱︱1267〉

ウィリアム・ラフヘッド
サイズ：94 × 71mm

・ポラード（Pollard, Graham,
1903―1976）
イングランドの書籍業者、書誌
学者ポラードの簡素な蔵書票。水
田文庫にはポラードが編集したペ
ンドレッド（Pendred, John, 1742
( c a . ) ―1 7 9 3 . ） の T h e e a r l i e s t
directory of the book trade (1785).
（London, 1955）
〈0203〉を所蔵し
ている。

グレアム・ポラード
サイズ：25 × 38mm

貼付図書：W a r z é e , A n d r é
Joseph Alexis, 1816―1898.
Essai historique et critique sur les journaux belges. Bruxelles, 1845.
〈Mizuta︱︱1837〉
・ギルモア（Gilmour, John Scott Lennox, 1906―1986）
ケンタウロスが彫られたイングランドの植物学者、園芸学者で、ケンブリッジ大
学植物園長であったギルモアの蔵書票。
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貼付図書：Priestley, Joseph, 1733 ―
1804.
An history of the corruptions
of Christianity. Birmingh a m , 1 7 8 2 . 〈 M i z u t a︱︱
1371〉

ジョン・スコット・レノックス・ギルモア
サイズ：102 × 80mm

75

おわりに

一介の図書館員が水田文庫の概要を書くことは、当初思っていた以上に難しく、貴
重書については、著者名のリストを作成して、文庫内の著作点数や、わかる限り、そ
の出身地、生没年（活躍した時期）
、職業を調べたり、水田文庫本の出自がわかるよ
うな蔵書票や署名などを調べた。著者名は、貴重書だけで、766 人におよんだ。
これらの人物のほかに、匿名で出版され、著者名不詳の著作が 40 点、個人名のな
い 26 団体の著作があった。
活躍した国（地域）を現代の国にあてはめてみると、
766 人の内訳は次のとおりで、
イギリスが 72％以上を占める。
イングランド

333

スコットランド

186

アイアランド
イギリス
フランス

24
9（ウェールズ 4、不明 5）
113

ドイツ

42

スイス

15

イタリア

13

その他

31（アメリカ、オランダ、スペイン、ロシア、ギリシアなど）

本稿では 78 人しか項目として紹介できず、ほかに関連人物として 10 人に言及した
が、全体の 1 割程度にとどまった。著作点数の多いにもかかわらず、本稿では触れな
かった（できなかった）人物を掲げておく。5 点以上の著作がある人物に限ったが、
下の 23 人になった。
（）内は著作点数を示す。＊がついているものは、2010 年開催の
展示会の図録『水田文庫新収蔵記念

アダム・スミスと啓蒙思想の系譜』
（前出）で

人物及び著作の一部が解説されている。
1．Chalmers, Thomas, 1780―1847 (14)
＊

2．Ferguson, Adam, 1726―1816 (13)

＊

3．Tucker, Josiah, 1712―1799 (10)
4．Bolingbroke, Henry St. John, Viscount, 1678―1751 (9)

＊

5．Horne, George, 1730―1792 (8)
6．Moore, John, 1729―1802 (8)
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＊

7．Beattie, James, 1735―1803 (7)
8．Burnet, Gilbert, 1643―1715 (7)
9．Eachard, John, 1636? ―1697 (7)
10．Gerard, Alexander, 1728―1795 (7)
11．Thom, William, 1710―1790 (7)
12．Campbell, George, 1719―1796 (6)

＊

13．Defoe, Daniel, 1661? ―1731 (6)

＊

14．Hume, David, 1711―1776 (6)
15．Johnson, Samuel, 1709―1784 (6)
16．Bentley, Richard, 1662―1742 (5)
17．Brougham and Vaux, Henry Brougham, Baron, 1778―1868 (5)
18．Burgh, James, 1714―1775 (5)
19．Clarke, Samuel, 1675―1729 (5)

＊

20．Millar, John, 1735―1801 (5)

＊

21．Robertson, William, 1721―1793 (5)
22．Trenchard, John [pseuds. Cato, Diogenes], 1668/9―1723 (5)
23．Vertot, abbé de, 1655―1735 (5)

あとがき
水田教授に励まされながら、ここまできたが、以上のような内容で、水田文庫の特
徴を読み取っていただき、
研究・調査の文献として活用していただければ幸いである。
本稿では、「報告

その 1」で触れた、水田教授作成の目録、いわゆる「私家版」

に つ い て は 省 略 し た が、 現 在、EX LIBRIS HIROSHI MIZUTA pre 1850
（by original
dates of publication）
、Ex libris Hiroshi Mizuta post 1851（ inclusive）1851―1945,
including those on contemporal subject matters、および本稿「まえがき」にある珠枝
夫人の女性解放思想史関係の蔵書のリスト Ex libris Tamae Mizuta［2011.1010］（ただ
し、未完）が、筆者の手元にある。これらのリストから、まだ名古屋大学の所蔵となっ
ていない水田教授の蔵書がある程度わかる。
また、水田文庫を補完し、既存の文庫やコレクションがより活用されるように、
2010 年度以降、マクファーラン著『貧民研究』のガルヴェ訳ドイツ語版（Leipzig,
1785）、
スミス著『国富論』の厳復訳中国語版（上海 1929）、ホッブズ著『人間本性論』
のドルバック訳フランス語版（Londres［i.e. Amsterdam］, 1772）、グロティウス著『戦
争と平和の法』のモリス訳英語版（London, 1738）などを中央図書館で購入しており、
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今後も関連著作の購入等により、水田文庫を含むコレクション類を充実させていきた
い。
最後になったが、西洋社会思想史の知識を補ってくださった水田教授やドイツ語書
名の日本語訳をつけてくださった高等研究院の大塚雄太先生をはじめ、水田文庫を紹
介する機会を与えてくださった佐野館長をはじめとする図書館幹部の方々、文献利用
や調査を手伝ってくださった情報サービス課参考調査掛と相互利用掛の方々、書誌レ
コードの登録・修正にたずさわり、数値データをだしてくださった図書情報掛の小島
由香さんに厚く御礼申し上げる。

〈注〉
（ 1 ） 蔵書冊数は全部で 2 万冊といわれる（「名大に「水田文庫」7000 冊」
（朝日新聞 2011.1.25 朝
刊参照）。
（ 2 ）「名古屋大学附属図書館貴重図書・準貴重図書取扱い基準」より抜粋
2．貴重図書の指定は次の基準によるものとする。
⑴ 洋書は 1820 年以前、和書は元和以前、漢籍は元末以前に刊行されたもの（写本・手稿類
を含む）
⑵ ⑴に属さないもので特に稀少価値、資料的価値、芸術的価値があると認められるもの。
4．一括して取扱うことによって資料的価値が生ずると認められる集書・叢書は、その全体を貴
重図書もしくは準貴重図書とする。
（ 3 ） オンライン版でのタイトルは「蔵書整理に手をつけて」となっている。
（ 4 ） 名古屋大学が、水田教授の推薦により購入したホッブズ・コレクションについて、水田洋著『思
想史の森の小径で』
（秋山書房 1985）p. 80 で「集書のたのしみは、だれでもしっている一流
品を手にいれることよりも、研究者のうでのみせどころになる二流三流品を、あつめることに
あるのかもしれない」と書かれていることとも関連がありそうである。
（ 5 ） 水田洋著『知の商人』筑摩書房 1985（近代ヨーロッパ思想史の周辺［正］）p. 17―23 では、ジョ
ンソン編とあるが、ジョンソンは編集をしておらず、序文を書いただけのようである。Boswell,
James. Life of Samuel Johnson, LL. D. 2nd ed. Chicago, Encyclopædia Britannica, c1990.（Great
books of the Western World, 41）p. 47 参照
（ 6 ） ホーン・トゥックの著作について、本文では言及していないが、水田文庫には、『パーリー閑
談』第 2 版 Επεαπτεροεντα or, the diversions of Purley.（London, 1798―1805）
〈Mizuta︱︱2101―2102〉
があり、またガーニー（Gurney, Joseph, 1744―1815）の速記による『ジョン・ホーン・トゥッ
ク裁判』The trial of John Horne Tooke, for high treason, at the Sessions House in the Old Bailey, on
Monday the Seventeenth, Tuesday the Eighteenth, Wednesday the Nineteenth, Thursday the Twentieth,
Friday the Twenty-First, and Saturday the Twenty-Second of November, 1794 .... v. 1, v. 2.（London,
1795）
〈Mizuta︱︱1743―1744〉がある。
（ 7 ） ホリスが関係した出版物には、多くの場合「自由の帽子」
（Liberty-cap）が印刷されている。
ホリスについては、水田洋著『知の商人』
（参考文献 6）p. 80―86、及び『2010 年秋季特別展 水
田文庫新収蔵記念「アダム・スミスと啓蒙思想の系譜」
』
（参考文献 29）p. 6 参照。ホリス関係
の 水 田 文 庫 所 蔵 本 と し て、 伝 記 Memoirs of Thomas Hollis, ESQ. F. R. and A. S. S（London,
1780）〈Mizuta︱︱1908―1909〉 の ほ か、 ボ ン ド（Bond, W. H. (William Henry), 1915―） に よ る
Thomas Hollis of Lincoln’s Inn: a Whig and his books.（Cambridge [England], 1990）〈1546〉 と
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From the great desire of promoting learning: Thomas Hollis’s gifts to the Harvard College Library.
（Cambridge, Mass., 2010）
〈4568〉がある。また、
「自由の帽子」が印刷された図書として、
ネヴィ
ル（Neville, Henry, 1620―1694）著 Plato redivivus or a dialogue concerning government ... The
fourth edition.（London, 1763）〈Mizuta︱︱1273〉がある。
（ 8 ） ワイヴィルの『政治資料集』については、宮本憲一［ほか］編『市民社会の思想：水田洋教
授退官記念論集』
（御茶の水書房 1983）の p. 229 で、鈴木亮氏が水田教授の私蔵本を借りて、
同書所収の「ヨークシァ連合運動とクリストファ・ワイヴィル」を執筆した旨が書かれている。
（ 9 ） 経済学史学会編集『日本における経済学史研究十年の歩み：経済学史学会十年史』経済学史
学会十年史刊行会 1961. p. 69
（10） 本書には、水田教授が購入したエディンバラの古書店の説明書きが挟まれており、それには、
この講義ノートは、スレイプランド家が所有していたパースシャー（スコットランド）のフィ
ンガスク城に所蔵されていたもので、Threipland, Stuart Moncrieff, 1771―1838 が、1784 年にグ
ラーズゴウ大学の入学資格を得て、論理学を学んでいたと思われる 1786―1787 年に書かれたも
のとある。アディスン（Addison, William Innes）著の The Snell Exhibitions from the University of
Glasgow to Balliol College, Oxford.（Glasgow, 1901）
〈1084〉p. 65 には、1785―1786 年に論理学の
授業で賞をとったことが記載されている。
（11） Ries, Paul. Robert Molesworth’s “Account of Denmark”: a study in the art of political publishing
and bookselling in England and on the Continent before 1700. Scandinavica. Vol. 7, no. 2, Nov.
1968. p. 114 による。
（12） 版表示は同じであるが、London, printied for Edward Valentine, 1721 の刊記があり、ページ数
が少し異なる版（ESTC T115191）が別に存在する。水田洋著『思想の国際転位：比較思想史的
研究』
（名古屋大学出版会 2000）p. 83 の注（45）の 1738 年版は「第二版のリプリントである」
という記述については確認できていない。
（13） Price, John Valdimir. A collection of the tracts of a certain free enquirer, with a new introduction by
John Valdimir Price. London, Routledge/Thoemmes Press; Tokyo, Kinokuniya, 1995.（History of
British deism）〈1061〉p. viii
（14） 永井義雄名古屋大学名誉教授の旧蔵書。急進改革主義、功利主義を中心とした近代イギリス
経済学史・思想史関係の原典約 600 点からなり、貴重書指定されている。
（15） Mizuta, Hiroshi. Adam Smith’s library: a catalogue. Oxford, Clarendon Press, 2000. p. 45 の古書
店トマス・ゴドフリの 1952 年のカタログの記述では、本の状態として、表紙のジョイントがゆ
るいとされているが、現在はとれてしまっている。
（16） ロマン主義関係の水田教授の蔵書として、次の文献にリスト化されている。水田洋「西ヨーロッ
パ・ロマン主義：蔵書目録」『名城大学人文紀要』第 46 集 1993.12. p. 99―106
（17） The doctor, &c ... 全 7 巻（London, 1834―47） の 第 4 巻（1837）p. 318―326 に The story of the
three bears として所収〈中央貴 934︱︱So〉
（18） Bateson, Frederick Wilse. The Cambridge bibliography of English literature. Cambridge,
Cambridge University Press, 1940. Vol. 3. p. 180
（19）『象』30 号 p. 6 で、『ドイツ論』の出版年が 1813 年とあるが、それは英訳本の刊行年で、原著
は 1810 年刊行である。
（20）『日記』については、水田洋「バーダーとイギリス」
（伊坂青司、原田哲史編『ドイツ・ロマ
ン主義研究』御茶の水書房 2007 所収）p. 489―518 参照
（21） 紹介されている図書の名古屋大学中央図書館の請求記号は〈 〉内のとおりである。
・Akten zur deutschen auswär tigen Politik, 1918 ―1945 . Ser. D. Ser. D(1937 ―1945) Bd. III:
Deutschland und der spanische Burgerkrieg, 1936 ―1939 （Baden-Baden, 1951）〈309.02︱︱
Mizuta︱︱0904〉
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・Spanish White book: The Italian invasion of Spain.（Washington, 1937）〈309.02︱︱Mizuta︱︱
0275〉
・International press correspondence. English ed. 16―18（1936―1938）〈中央雑〉
・Haldane, Charlotte Franken, 1894―1969. Truth will out.（London, Right Book Club, 1949）〈中
央図 1F 309.333︱︱H〉
（22）『出版と読書：レフト・ブック・クラブの歴史』（参考文献 45）p. 18
（23） 1851 年以降刊行の水田文庫本については、
「水田文庫付属資料等調査（1851 年以降刊行図書）
について」名古屋大学附属図書館報『館燈』182 号（前出）p. 5―6 で、少し紹介した。
（24） 票主と製作者については次のウェブ・サイトや資料を参考にした。
・大英博物館のコレクション検索サイト
http://www.britishmuseum.org/search_results.aspx?searchText=d%27archambault+&search
Previous=bookplate&q=d%27archambault+
・小教区日誌 Chroniques paroissaiales
http://radiointensite.free.fr/articles.php?lng=fr&pg=443
・ピュセとその住民 Pussay et son pays
http://www.pussayetsonpays.fr/?page_id=967
（以上は、2013.1.22 参照）
・Aubert de La Chesnaye-Desbois, François-Alexandre, 1699―1784.
Dictionnaire de la noblesse contenant les généalogies, l’histoire & la chronologie des familles nobles
de la France... 3. éd. Nendeln: Kraus Reprint, 1969. t. 1. p. 675
（25） 票主については次のサイトを参考にした。
Masters of Information Studies programme at Victoria University of Wellington.
http://exlibris.iceberg5.net/items/browse?search=molesworth&submit_search=Search（参照
2013.1.22）

〈参考文献〉
配列は、日本語文献、外国語文献の順とし、いずれも水田教授執筆文献を先頭に記載した。
（１） 高島善哉、水田洋、平田清明著『社会思想史概論』岩波書店 1962
（２） 水田洋、水田珠枝「ウィーン体制期の思想：ロマン主義を中心に」
『岩波講座世界歴史 18
近代 5
近代世界の展開 II』岩波書店 1970 p. 381―431
（３） 水田洋著『社会思想の旅』新評論 1975
（４） 水田洋著『ある精神の軌跡』東洋経済新報社 1978
（５） 水田洋著『思想史の森の小径で』横浜 秋山書房 1985
（６） 水田洋著『知の商人』筑摩書房 1985（近代ヨーロッパ思想史の周辺、［正］）
（７） 水田洋著『知の風景』筑摩書房 1988（近代ヨーロッパ思想史の周辺、続）
（８） 水田洋著『アダム・スミスの蔵書』国立 一橋大学社会科学古典資料センター 1989（一橋
大学社会科学古典資料センター Study series, no. 19）オンライン版 入手先 一橋大機関リ
ポジトリ HERMES-IR
http://hermes-ir.lib.hit-u.ac.jp/rs/bitstream/10086/17062/1/studys0190000010.pdf（参照
2012. 12. 27）
（９） 水田洋「ロマン主義について」『象』No. 30 1998.4.1. p. 2―13
（10） 水田洋「ドイツのロマン主義」『象』No. 36

2000.3.15. p. 96―113

（11） 水田洋「イギリスのロマン主義」『象』No. 41 2001.11.15. p. 55―71
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（12） 水田洋「なぜロマン主義なのか」『象』No. 54 2006.3.15. p. 80―88
（13） 水田洋著『思想の国際転位：比較思想史的研究』名古屋大学出版会 2000
（14） 水田洋著『新稿

社会思想小史』ミネルヴァ書房

2006

（15） 水田洋「編集のあとで」『象』No. 62 2008.11.15. オンライン版 入手先 サイトちきゅう座
http://chikyuza.net/modules/news2/article.php?storyid＝186（参照 2012. 12. 27）ただし、
オンライン版でのタイトルは「蔵書整理に手をつけて」
（16） 水田洋著『アダム・スミス論集：国際的研究状況のなかで』ミネルヴァ書房 2009
（17） 水田洋「蔵書について」『象』No. 66 2010.3.15. オンライン版 入手先 サイトちきゅう座
http://www.chikyuza.net/（参照 2012. 12. 27）、及び「編集のあとで」
（18） 水田洋「ぼくの思想形成と蔵書形成」名古屋大学附属図書館研究年報 第 9 号 2011. 3. p.
45―59 オンライン版 入手先 http://libst.nul.nagoya-u.ac.jp/pdf/annals_09_05.pdf（参照
2012. 01. 31）
（19） トマス・ホッブズ著；水田洋編訳・解説『ホッブズの弁明 / 異端』未來社 2011（転換期を
読む；12）
（20） 伊坂青司、原田哲史編『ドイツ・ロマン主義研究』御茶の水書房 2007
（21） 岩波書店編集部編集『岩波西洋人名辞典』増補版 岩波書店 1981
（22） 木村正俊、中尾正史編『スコットランド文化事典』原書房 2006
（23） ルイ・ル・ギユー著、伊藤晃訳『ラムネーの思想と生涯』春秋社 1989
（24） P. B. シェリー著、高橋規矩訳『クイーン・マッブ：革命の哲学詩』文化評論出版社 1972
（25） 鈴木亮著、浜林正夫、飯塚正朝編『『国富論』とイギリス急進主義』日本経済評論社 2009
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1970（筑摩叢書；145―147）
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（32） 名古屋大学附属図書館・附属図書館研究開発室編集『知の万華鏡：書物からみた 18 世紀の西
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An Outline of The Mizuta Librar y

Abstract
At the end of fiscal year 2009 and 2011, Nagoya University Library purchased a part
of the book collection of Prof. Mizuta who is an international scholar on Adam Smith
and English Enlightenment thought. The number of books in the Mizuta Librar y
amounts to over 7,100 volumes and, from 2011 to 2012, more than 3,800 volumes were
donated by Prof. Mizuta. the Mizuta Library includes books and journals written by
some European pre-modern thinkers such as Bodin, Lipsius, and Thomas Hobbes;
Enlightenment thinkers, such as Voltaire, Lord Kames, Adam Smith, Joseph Priestley,
Jonathan Swift and Pufendorf; Deists such as John Toland, Anthony Collins, and by
some Romantic thinkers such as Coleridge, Madame de Staël, Chateaubriand, the
Brothers Schlegel and Franz von Baader.
The total number of bibliographic records in the Mizuta Library is 6,031, including
journals. About 68% of the books are written in English, almost 14% in French, 9% in
German, and the rest are written in Japanese, Italian, Dutch, Latin, and other languages.
More than 2,200 volumes including journals were published before 1850, and were
designated as rare books of Nagoya University Librar y and in October, 2012, the
collection’s online catalogue was completed.
This report describes the scope of the Mizuta Library, followed by an outline of the
management of the collection, such as cataloging and preservation. It is then followed
by introducing mainly rare books and journals which show the feature of the collection,
and the intention of Prof. Mizuta in collecting books, which is mentioned in his various
essays, such as On my library（
「蔵書について」2008）
, My intellectual development and
library building（
「ぼくの思想形成と蔵書形成」2010）
, and others.
Likewise, this report also refers to the books published by Left Book Club and books
concerning the Spansh Civil War which Prof. Mizuta collected and mentions in his
essays above, though they are located separately from the Mizuta Library in the Central
Library.
At the end of this report, some bookplates out of 290 from the rare books of the
Mizuta Library are introduced.
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