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Abstract
After The catalogue of the Library of Professor Mizuta (The Mizuta Library of rare books 

in the history of European social thought …,『水田文庫貴重書目録』was published in 2014, 
we were required to edit the catalogue of the rare books which Professor Hiroshi Mizuta had 
kept for his research. Professor Mizuta continued to donate them to Nagoya University 
Library. His wife, Professor Tamae Mizuta, has also been donating her rare books collection 
to the library and Gender Research Library (GRL), Nagoya University since 2015.

Professor Mizuta financially contributed to the publication of the catalogue to the Graduate 
School of Economics, Nagoya University. Consequently, The Mizuta Library of rare books in 
the history of European social thought : a supplementary catalogue of the Nagoya University 
Library collection, including the catalogue of Mizuta Tamae Library of rare books『水田文
庫貴重書目録補遺：水田珠枝文庫貴重書目録所収』was published in 2021. 

Here, we introduce the several differences between『水田文庫貴重書目録』and『水田文
庫貴重書目録補遺：水田珠枝文庫貴重書目録所収』in editing book-form catalogues, and 
the relationship with each item contained in the main and supplementary catalogues.
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はじめに
「水田文庫」は、名古屋大学が2009年度末に水
田洋名古屋大学名誉教授・日本学士院会員（以下、
水田教授）の蔵書の一部約7000冊を購入した1こ
とにはじまり、その後も名古屋大学附属図書館が
水田教授からの寄贈図書・雑誌を受け入れた。
2010年には秋季特別展として、「水田文庫新収蔵
記念 アダム・スミスと啓蒙思想の系譜」が名古
屋大学附属図書館で開催された2。2011年度末に
も水田教授から200冊余の貴重書を購入した。
2014年にThe Mizuta Library of rare books in the 
history of European social thought ...（『水田文庫貴
重書目録』、以下「本編」と記す） をエディション・
シナプシスとRoutledgeから出版し3、同年12月に
は、『名古屋大学附属図書館蔵　水田文庫貴重書
目録』刊行記念講演会と展示会が開催された4。
講演会は名古屋大学全学同総会支援事業の助成金
により実施され、序文を執筆された坂本達哉、水
田教授のゼミ生であった山田園子、安藤隆穂の各
教授が水田文庫について講演された。この2014年
の「本編」は2013年度までに水田教授から名古屋
大学附属図書館へ売却及び、寄贈された貴重書が
収録されているが、「本編」出版後も、あらたに
購入されたり、手元に残されていた水田教授と水
田珠枝教授（以下、珠枝教授）の貴重書が名古屋
大学附属図書館へ寄贈された（珠枝教授所蔵本の
一部は名古屋大学のジェンダー・リサーチ・ライ
ブラリに寄贈）5。
水田教授が100歳になられた2019年に、ご夫妻
が収集された貴重書のコレクションの全貌を公開
したいというご希望があり、「本編」の補遺として、
「本編」に収録されていない水田教授の貴重書及
び珠枝教授が所蔵された貴重書を収録したThe 
Mizuta Library of rare books in the history of 
European social thought : a supplementary catalogue 
of the Nagoya University Library collection, including 
the catalogue of Mizuta Tamae Library of rare books
（『水田文庫貴重書目録補遺：水田珠枝文庫貴重書
目録所収』、以下「補遺版」と記す）を中井・松
波共編で、2021年 3 月に上梓した。すでに「本編」、
「補遺版」ともに、名古屋大学リポジトリに登録
されている6。
本稿では、この「補遺版」の編集方法や文庫本
の内容・特徴などを報告する。

Ⅰ．編集作業
編集方法は、原則として「本編」を踏襲し、ほ
ぼ同じ体裁、構成、作業手順であるので、「『水田
文庫貴重書目録』編集後記」7を参照いただきたい。
名古屋大学附属図書館のOPACの書誌・所蔵デー
タを、エクセルファイルにまとめることを図書担
当係に依頼した。所蔵レコードの注記に記述され
ている書誌データなどは、記載順序にフィールド
を並べ替えたうえで、Wordファイルへと変換し
た。その後、配列の整理や体裁を整える作業を
行ったうえで、Item番号を付与した。
書名索引は、エクセルファイルの書名関連
フィールドを抜き出し、冠詞・定冠詞を省いて、
アルファベット順にソートした。
「補遺版」は収録点数が「本編」の13％弱のため、
装幀は並装としたほか、「本編」と異なった主な
点は下のとおりである。
・ Item番号は、図書、雑誌とも「本編」の続き
番号を使用する（水田教授の指示による）。
・ 「本編」に収録された書誌と関連性のある著
作（版や刷違いの版本、多巻物の欠号補完、
重複本など）は、相互参照を記載した（水田
教授の指示による）。
・ 折記号は、1800年以前の刊本について、多巻
物もすべて付与した。
・ 「本編」は、旧水田教授所蔵本のみで、今回
は旧珠枝教授所蔵本と合体されたため、中央
図書館所蔵本のほかにGRL（名古屋大学ジェ
ンダー・リサーチ・ライブラリ）所蔵本も含
まれる。珠枝教授本の請求記号は、中央館所
蔵本は、「Mizuta||T000（「一連番号」）、GRL
所蔵本は、「分類番号||著者記号||巻号（あれば）
||珠枝文庫」のように、各項目の書誌の末尾
に記述されている。
・ 書誌記述については、「名古屋大学西洋古典
籍整理規定」、及び「付録　注記集」「付録　
参考資料集」が2015年度に完成しており、そ
れらに従ったため、「本編」と微妙に異なる
部分があるが、大きな変更はない。比較的大
きな違いの 1つとして、1800年以前の刊本に
ついては、標題紙に印刷された書誌データは、
そのまま転記することを徹底させた。例えば、
u や j が、v や i と印刷されている場合、変
換せず、そのまま記述したことなどである。
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OPAC上では双方から検索できるよう「その
他のタイトル」のフィールドに、採用しなかっ
た書名を記述した。

Ⅱ�．「補遺版」に収蔵された貴重書の統計的なデー
タ
「補遺版」に収録された目録対象の貴重書は、「本
編」作成後の2014年度～2020年度に水田教授ご夫
妻が寄贈された資料のうち、1850年以前に刊行さ
れた刊本209点  302冊である。以下がその統計的
なデータである。全体の約 6割が珠枝教授所蔵本
として収蔵された刊本である。言語としては全体
の 8割強が英語で執筆された出版物である。

◆書誌点数及び冊数　209点　302冊の内訳
　図書（書誌数）　　  204点　298冊
　雑誌（書誌数）　　　  5点　　4冊

図書 雑誌
水田教授本 67点　86冊 　　 0 冊
珠枝教授本
（中央図書館所蔵）

104点  163冊 2 点 1 冊

珠枝教授所本
（GRL所蔵）

33点　49冊 3 点 3 冊

合　計 204点  298冊 5 点 4 冊

◆刊行年別の内訳
　1601-1700年　　　　  11点　11冊
　1701-1800年　　　　  71点　77冊
　1801-1850年　　　　127点  210冊
　※ 1800年代の出版で、出版年が確定していな
いものは1801以降に含む。

◆言語別の内訳
　英語　　　　　　  178点  263冊（約85.2％）
　フランス語　　　　31点　35冊（約14.8％）

なお、本来であれば、貴重書と、一般配架され
ている本（309.02||Mizuta||0000，和書はW000）を
合わせた水田文庫全体像をここで示すべきである
が、データベースから抽出していただいたデータ
と筆者らが作業したデータとの整合性がとれず、
これを検証する時間が十分ではなかったため、全
体像としての統計データ提示については今後機会

を得て公開できればと考えている。

Ⅲ．「補遺版」所収本の特徴　
〈水田洋教授本〉
⑴　理神論者の著作
水田教授が2009年度に名古屋大学に売却しな
かった貴重書について、「・・・アースキンの弁
論集 5巻のほかに匿名著『アーマタ』（第二部と
もに第二版）などを残したのは、読むつもりだか
らである。」8と言うように、トマス・ペイン（Thomas 
Paine, 1737-1809）を擁護した大法官トマス・アー
スキン（Thomas Erskine, 1st Baron Erskine, 1750-
1823）の著作 8点のうち 7点が、「補遺版」に追
加されている。そのうちの 1 点、A view of the 
causes and consequences of the present war with 
France （London, 1797）『現在の対フランス戦争の
原因と結果についての見解』は、ESTCを検索す
ると、1797年中に34版も出版されており、第19版
が「本編」に収録されている9。「補遺版」に収録
されているのはその初版本である（図 1）。
ただし、ECCOの画像（Queen's University of Belfast
所蔵本）では、p. 138の後に、広告頁が 6頁ある
が、水田文庫本にはなく、ページ付は［ 2］， 138 

図 1 　 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』（ロンドン、1797年）
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p.である。p. 138の末尾にErrataがあるのは、同じ
である。また、ESTC T50763のページ付は、［2］，
138，［2］ p.となっており、広告頁は 2頁しかない
と推測される。
またこれとは別に、書簡や演説などアースキン
に関連する著作 4点（OPACのキーワード検索可）
が、いずれも「補遺版」に収録されている。この
中にトマス・ペインからアースキンに宛てたトマ
ス・ウィリアムズ（Thomas Williams, 1755-1839. 
1796年にペインのThe age of reason『理性の時代』
を出版。『理性の時代』のオリジナルは、イギリ
スのLibrary Hub Discoverのケンブリッジ大学の書
誌情報によると、第一部は、1794年に、第二部は
1795年にロンドンから出版）の訴追についての書
簡 A letter to the Hon. Thomas Erskine, on the 
Prosecution of Thomas Williams for publishing The 
age of reason, part II（London, B.D. Cousins, 1834）
『『理性の時代、第二部』の出版者トマス・ウィリ
アムズ訴追に関するアースキンへの書簡』（図 2）
がある。この水田文庫本と同じ画像のみでなく、
書誌も見つからず、似た書誌を登録しているLSE
図書館（London School of Economics）は、同一タ

イトルで、1826年と1834年刊行の 2点を所蔵して
いるが、いずれも出版者記述がなく、水田文庫本
は178頁あるのに対し、1834年本は178頁あるが、
1826年本は29頁しかない。もう 1つのオーストラ
リア国立図書館本は、178頁であるが、出版者がR. 
Carlileであることから、水田文庫本とは一致しない。
水田教授が「・・・理性が神を飲み込んでいく
理神論とノミナリズムの発展は、啓蒙思想史のお
もしろいドラマである・・・」10として、関心を持っ
た理神論者の一人、アンソニー・コリンズ（Anthony 
Collins, 1676-1729）の著作は文庫内に10点あるが、
匿 名 で 出 版 さ れ たA discourse of freethinking: 
occasion’d by the rise and growth of a sect call’d free-
thinkers. 初版 （London, 1713） 『自由思想論』（図
3 - 1 ，3 - 2 ）は、2009年度に購入した版本と
2016年度に寄贈された版本とは重複している。「補
遺版」収録本は表と裏の表紙に紋章が金箔押しさ
れており、古書店の書き込みと思われるが、遊び
紙に“Ex-libris Marquess of Anglesey”（アングル
シー侯爵蔵書）と鉛筆書きされている。水田文庫
の 2つの重複本は、いずれも巻末に出版広告頁が
なく、p. 7の補語（catchword）はallow’d.である。「本
編」所収本は白紙葉が 1枚綴じられているが、「補
遺版」所収本は、その白紙葉もない。ESTC 
T31966によれば、Errataのある刷やp. 7の補語が
異なる刷があるらしい。この版本は、ホッブズ・
コレクションIIにも重複本があるが、Contentsが
末尾に間違って綴じられているほかは同じであ
る。なお、ESTCには本文末尾に広告があると注
記があるが、リンクされているECCOの画像もプ
リンストン大学の画像にも、広告はついておらず、
後者はContentsが末尾に綴じられている。
同じく理神論者として、トーランド（John 

Toland, 1670-1722）の著作は 1点を除いて「本編」
に収録されており、その中にThe life of John 
Milton. 初版（London, 1699）『ミルトン伝』も含
まれている（ただし、全166頁のうち161頁以降欠
落）が、トマス・ホリス（Thomas Hollis, 1720-
1774）11の出版になる1761年の刊本The life of Iohn 
Milton（図 4）が寄贈された。「ホリス版」と呼
ばれるホリスによるリプリント版で、ホリスの編
集であるという記述は、著作物内にはなく、
ESTCの注記やW.H.BondのThomas Hollis of 
Lincoln's Inn12によってわかるのみである。

図 2 　 ペイン『『理性の時代、第二部』の出版者トマス・
ウィリアムズ訴追に関するアースキンへの書
簡』（ロンドン、1834年）
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⑵　ロマン主義
水田教授は、1993年に『名城大学人文紀要』で、

「［ロマン主義への］関心はいぜんとしてきえてい
ない。それはとくに、ロマン主義と初期社会主義
や小市民急進主義との関連についてである。」13と
述べ、さらに2010年には、同人誌『象』で、「・・・
ロマン主義については、いくらか書いたもの、か
きかけているものがあり、（中略）できればまと
めたいと思っているので、バイロンの議会演説や
シェリーの政治論文などを含めたイギリス・ロマ
ン主義の全部と大陸の若干を留保した。 そのた
めに大学に入った七千冊がロマン主義を分断した
ことになるかもしれない。」と述べているように14、
ロマン主義の著作は、「本編」にもかなり収録さ
れており、その中に、ドイツ・ロマン主義の著作
はすべて含まれている。「補遺版」では、完成さ
れていないイギリスとフランスの著作が追加され
たと考えられる。ロマン主義については、参考文
献 1と14を参照されたい。
シェリー（Percy Bysshe Shelley, 1792-1822）自

身の著作は「本編」に 2点採録されており、「補

図 3 - 1 　コリンズ『自由思想論』（ロンドン、1713年） 図 3 - 2 　 コリンズ『自由思想論』（ロンドン、1713年）
表表紙のアングルシー侯爵の紋章

図 4 　トーランド『ミルトン伝』（ロンドン、1761年）
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遺版」では、シェリー夫人（Mary Wollstonecraft 
Shelley, 1797-1851）編集によるシェリーのEssays, 
letters from abroad, translations and fragments. v. 1, v. 
2. （London, 1840） 『随筆、海外からの便り、翻訳
及び断片』全 2巻（図 5）が収録された。また、
サウジー（Robert Southey, 1774-1843）の著作15も
8 点のうち、The book of the church. 4th ed. （London, 
1837） 『英国における宗教発展史』 4 版とSir 
Thomas More. 2nd ed. v. 1, v. 2. （London, 1831） 『ト
マス・モア卿』 2版  全 2巻の 2点が追加されて
おり、前者のThe book of the churchは、3版（1825
年）が「本編」に収録されている（初版は1824年）。
バイロン（George Gordon Byron Noel, 6th Baron 

Byron, 1788-1824）の著作16も 6 点のうち、「補遺版」
には、Ode to Napoleon Buonaparte .  11 th ed.  
（London, 1815） 『ナポレオンへの頌歌』11版（初
版 は1814年 ）、The parliamentary speeches of Lord 
Byron （London, 1824） 『バイロン卿の議会演説
集』、及びThe age of bronze （London, 1823） 『青銅
時代』の 3点が収録された。
フランス・ロマン主義では、小説家で政治家の
シャトーブリアン（F r a n ç o i s - A u g u s t e - R e n é  

Chateaubriand, vicomte de, 1768-1848）の著作が、
「本編」に32点（うち19点は全集所収）収録され
ている17、その中のPolitical reflections on the true 
interests of the French nation ... （London, 1814） 『フ
ランス国家の真の利益に関する政治的考察』の原
著Réflexions politiques sur quelques écrits du jour et 
sur les intérêts de tous les français （Paris, 1814）と、
ラマルチーヌ（Alphonse de Lamartine, 1790-1869）
のHistory of the French revolution of 1848 （London, 
1849） 『1848年革命史』（原書は、Histoire de la 
révolution de 1848. Paris, 1849）があり、ラマルチー
ヌの全集（パリ，1850年刊）が「本編」に収録さ
れている。これらのほか、珠枝教授本で、スター
ル夫人（Anne Louise Germaine Necker, baronne 
de Staël-Holstein, 1766-1817）の代表作で、フラン
スのロマン主義に影響を与えたとされるDe 
l'Allemagne『ドイツ論』（初版は1810年であるが、
本書はパリで出版されているものの、刊年は不明。
序文より、1819年以降の出版と推測される）（図 6）
と、その英訳本Germany. v. 1-3 （London, 1813） の
2点が追加された。『ドイツ論』は1810年にナポ
レオンにより発禁処分とされ、イギリスでこの英

図 5 　シェリー『随筆、海外からの便り、翻訳及び断片』第 1 巻（ロンドン、1840年）
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語訳が出版された。なお、スタール夫人は全集（パ
リ、1836年刊）のほか 2点が「本編」に収録され
ている18。
また、「本編」に収録されていないフランスの
小説家ウジェーヌ・シュー（Eugène Sue, 1804-
1857） の 新 聞 小 説Les mystères de Paris. t. 1-4 
（Bruxelles, 1844） 『パリの秘密』全 4 巻（図 7）
（1842-43年に新聞 Journal des Débats『ジュルナル・
デ・デバ』に連載され、好評を博した19。1962年
には映画化されている）が「補遺版」にある。こ
の版本もイラスト入りであるが、最初のイラスト
入りの冊子体は、1843年に 4巻本でパリで出版さ
れたようだ。

⑶�「本編」と「補遺版」の関連から
国際法の祖といわれるフーゴー・グロティウス

（Hugo Grotius, 1583-1645）のDe la verité de la 
religion chrestienne （Paris, 1659） 『キリスト教の真
理』（初版はライデンで1627年にオランダ語で出
版）（図 8）は、「本編」には、1680年刊行のラテ
ン語のエルゼヴィア版と、ロンドンで1683年に刊
行された修正第 2版の英訳本がある20。

図 6 　スタール夫人『ドイツ論』(パリ、18－年）

図 7 　シュー『パリの秘密』第 1 巻（ブリュッセル、1844年）
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政治家、哲学者で、フランス革命批判で有名な
エドマンド・バーク（Edmund Burke, 1729-1797）
のA philosophical enquiry into the origin of our ideas 
of the sublime and beautiful. 5th ed. （London, 1767） 
『崇高と美の観念の起原』5版（初版は1757年）（図
9 - 1，9 - 2）は、見返しに “The Revd. Cha's Bishop” 
の蔵書票があり、その下に “The gift of the Rev. 
Mr. Bishop to J.B. Cheston” と印刷されたラベルが
貼られ、“A. R. Winnington-Ingram 1880” という書
き込みがある。古書店Jarndyceのカタログによれ
ば、本文中の鉛筆の書き込みは彼によるもの。「本
編」には 6版（London, 1770）がある。中央図書
館では、水田文庫外にも、本書の初版（London, 
1757）、2 版（London, 1759）、4 版（Dublin, 1766）、
新版（London, 1798）、仏語版（Paris, 1803）を所
蔵している。

〈珠枝教授本〉
『水田文庫概要』の水田教授による「まえがき」
で「・・・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

図 8 　 グロティウス『キリスト教の真理』 
（パリ、1659年）

図 9 - 1 　 バーク『崇高と美の観念の起原』 
（ロンドン、1767年）

図 9 - 2 　 バーク『崇高と美の観念の起原』（ロンドン、 
1767年）The Revd. Cha's Bishop蔵書票他
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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、彼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。」21と書かれているよ
うに、珠枝教授の所蔵だったゴドウィン（William 
Godwin, 1756-1836）の著作が「本編」には 1点
のみに対し、「補遺版」には15点入っている。イ
ギリスの啓蒙思想家であり、女性解放運動思想家
となったゴドウィンを有名にした主著 An enquiry 
concerning political justice, and its influence on 
general virtue and happiness. v. 1, v. 2. 初版 （London, 
1793） 『政治的正義の諸原理の研究』全 2巻（図 
10）のほか、第 2版（1796）と第 3版（1798）が
ある。なお、初版本はホッブズ・コレクションに
2点、経済学図書室に 1点所蔵。「補遺版には」
ゴドウィンの最初の著作で ウィリアム・ピット
（大）の伝記The history of the life of William Pitt, 
Earl of Chatham. 初版 （London, 1783） 『チャタム
卿の生涯』（図 11-1，11-2）、及び The enquirer. 

図10　ゴドウィン『政治的正義の諸原理の研究』 
第 1 巻（ロンドン、1793年）  　

図11- 1 　 ゴドウィン『チャタム卿の生涯』 
（ロンドン、1783年）

図11- 2 　 ゴドウィン『チャタム卿の生涯』（ロンドン、 
1783年）水田文庫及びJ.S. Streetの蔵書票
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Reflections on education, manners, and literature. In a 
series of essays （Dublin, 1797 初版はLondon?） 『探
究者：アナキズム教育論の源流』（図12）などが
収録されている。
さらに、イギリスの思想家でフェミニズムの先
駆けとして知られているメアリー・ウルストンク
ラフト（Mary Wollstonecraft, 1759-1797）の著作
が 4点収蔵されている。J. J. ルソーらが唱えた“女
性は男性とは異なる教育方法で育てるべき”との
考えに反論したことで有名な主著 A vindication of 
the rights of woman: with strictures on political and 
moral subjects『女性の権利の擁護』は、1793年刊
のDublin版が所蔵されている（図13）。初版と 2
版はロンドンで1792年に刊行。珠枝教授とウルス
トンクラフトの関わりについては、「政治思想史
とフェミニズム」名古屋経済大学社会科学研究会
編『社会科学論集』70号を参照されたい22。
この主著の 2年前に出版され、ウルストンクラ
フトを一躍有名にしたエドマンド・バーク『フラ
ンス革命の省察』（1790）への反論の書 A vindication 
of the rights of men, in a letter to the right honourable 

Edmund Burke; ... （London, 1790） 『人間の権利の擁
護』初版も所蔵している。これ以外は、Posthumous 
works of the author of A vindication of the rights of 
woman （London, 1798）『『女性の権利の擁護』の
著者の遺稿集』及び、Letters written during a short 
residence in Sweden, Norway, and Denmark （London, 
1802）『ウルストンクラフトの北欧からの手紙』
がある。
次に、アイルランドの作家、モーガン夫人

（Sydney Morgan, Lady Morgan, 1783-1859）の英語
で公刊されたFrance『フランス』が「本編」に 1
点、「補遺版」珠枝教授本に 1点収録されている。
「補遺版」収録本は1817年に出版された第 2版
（London : Printed for Henry Colburn）（図14）であ
ることが判明しているが、「本編」収録本は標題
紙が欠落しているため、出版年や版を確定する必
要があった。大きさは「本編」収録本が27cmあり、
「補遺版」より 5 cmほど大きい。「本編」収録本
を「補遺版」収録の珠枝教授本と比較すると、初
版には掲載されていないPreface 2 頁目（p. vi）脚
注の追記やErrataの頁がある。これらの修正箇所

図12　 ゴドウィン『探究者：アナキズム教育論の 
源流』 （ダブリン、1797年）

図13　ウルストンクラフト 『女性の権利の擁護』
（ダブリン、1793年）　　　　　
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の頁数は対応箇所に修正されているが、修正内容
は第 2版と同様である。Web上で公開されている
画像データを収集し、「本編」収録本の検討を行っ
た。1817年に出版されたFranceは初版、第 2版、
第 3 版アメリカ版があり、なかでも初版は
Philadelphia版、New York版とLondon版が存在す
る。Philadelphia版及びNew York版にはErrataの頁
が確認できず、London版ではErrataの頁が確認で
きるので、Philadelphia版の方が先に版組されてい
たのかもしれない。「本編」収録本にはErrataが収
録されているので、初版でErrataが収録されてい
るLondon版を比較すると、Preface, Errata, Contents, 
Book Iなどの組版が同じであるので、「本編」収
録本は初版London版であると推察される。
また、英国国教会の聖職者であり詩人、奴隷貿
易廃止論者のトマス・ギズボーン（Thomas 
Gisborne, 1758-1846） の An enquiry into the duties 
of the female sex『女性の義務についての研究』は、
中央図書館に、初版（London, 1797）を 2 セット
所蔵しており、さらに 3版（London, 1798）も 2
セット、水田文庫（「本編」所収）と永井文庫と

にあり、今回、水田珠枝文庫としてGRLに、修正
5版（London, 1801）（図15）が寄贈された。『女
性の義務についての研究』の前に執筆された『英
国上流・中流階級における男性の義務の研究』の
初版（ロンドン、1794年）をホッブズ・コレクショ
ン、また修正第 2版を 2セット、ホッブズ・コレ
クションと水田文庫（「本編」所収）に所蔵して
いる。
さらに、「本編」には収録されていない、奴隷
解放運動家として知られる政治家のウィリアム・
ウィルバーフォース（William Wilberforce, 1759-
1833）の A practical view of the prevailing religious 
system of professed Christians, in the higher and 
middle classes in this country, contrasted with real 
Christianity. 初版 （London, 1797）『真のキリスト
教徒との対比における本邦の上中流階級の自称キ
リスト教徒の支配的宗教体系に関する実践的考
察』（図16）が珠枝教授本にある。著者、タイトル、
出版者、出版年がこれと同じ版本が永井文庫にあ
り、永井文庫本には、末尾にAdvertisementがあり、
そのかわり珠枝教授本にあるindexやerrataがない

図14　 モーガン夫人『フランス』第 2 版（ロンドン、 
1817年）

図15　 ギズボーン『女性の義務についての研究』修正
5 版（ロンドン、1801年）
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ため、頁数が異なる。さらに永井文庫本は、遊び
紙に“From the Author to J Beattie”の書き込みが
あり、著者ウィルバーフォースから、親交のあっ
たジェイムズ・ビーティー（Beattie, James, 1735-
1803）への献呈本と考えられる。珠枝教授本は
ECCOの画像と同一であることが確認できたが、
永井文庫本と同じ画像は探しだせなかった。永井
文庫本は、珠枝教授本のErrataの箇所は修正され
ていないので、永井文庫本の方が早い刷、あるい
は著者用の試し刷であると推測される。余談であ
るが、ウィルバーフォースの伝記映画が2007年に
「アメイジング・グレイス」のタイトルで公開さ
れている。
最後に、珠枝教授が学位論文でも取り上げたハ
ナ・モアの著作についても触れたい。ハナ・モア
（Hannah More, 1745-1833）はイギリスの劇作家、
詩人で、福音主義に基づく慈善活動家であった。
先に触れたウィルバーフォースとも親交があり、
奴隷解放運動にも参加した。「補遺版」では 6点
19冊が収蔵されている。Strictures on the modern 
system of female education ... The seventh edition. vol.
I, vol.II『現代女子教育制度批判』 7 版  全 2 巻

図16　 ウィルバーフォース『真のキリスト教徒との対
比における本邦の上中流階級の自称キリスト教
徒の支配的宗教体系に関する実践的考察』 

（ロンドン、1797年）

図17　ハナ・モア『現代女子教育制度批判』（ロンドン、1799年）第 2 巻の遊び紙と標題紙
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（London, 1799）（図17）は、メアリー・ウルスト
ンクラフトの女性教育を批判した著作であり、当
時はウルストンクラフトよりも多くの支持を得て
いた。珠枝教授本の第 2巻の遊び紙には、Charles 
Digbyの署名がある。ハナ・モアは当時、パンフレッ
ト作家としても著明であったが、水田文庫として
は死後に出版された「全集」3点を収蔵しており、
彼女の全体像を得ようとしていたことが伺える。
なお、名古屋大学附属図書館の「永井文庫」には
ハナ・モアの著作が 6点15冊、ホッブズ・コレク
ションには 2点12冊、ヨーロッパ教育史・教育理
論研究コレクションに 1点 2冊収蔵している。

Ⅳ．おわりに
また、名古屋大学経済学部研究科の長尾伸一名
誉教授や関係のある研究者の方から、「水田文庫
に関して、細かいことでも何か気がついたことが
あれば、今回の編集後記で文章化しておき、後世
に伝えるべきである」とのご助言をいただいた。
そこで、筆者らが残しておきたいことについて以
下 6点記載する。
最初に、名古屋大学附属図書館情報管理課には、
水田洋教授のご自宅書庫の様子が撮影されて残さ
れている（2004年 8 月 3 日撮影［イギリス近代思
想コレクション整備事業予算要求のために撮影さ
れたと推察される］：56点、2010年 1 月13日撮影：
223点、2010年 1 月18-19日撮影［搬出作業時］：
28点。いずれも、今回の調査（2021年12月調査）
で判明した点数で、撮影者は情報管理課職員との

ことである）。これらの写真を駆使すれば、水田
洋教授の書庫の配列を再現できる可能性があるこ
とをここで述べておきたい。
2点目は、「補遺版」作成中に、水田教授より、

ゴドウィンの旧所蔵本がちゃんと収蔵されている
か何度か問い合わせがあった。一度ご自身で確認
していただくために、名古屋大学附属図書館貴重
書室で、収録対象の ゴドウィンの著作及び関連
本の貴重書をすべて確認していただいた。ゴド
ウィンの著作の大半は珠枝教授本（Mizuta||T が
ついている請求記号）として収蔵されているが、
水田教授も高い関心があったことが伺えたことも
添えておく。
3点目は、水田教授の貴重書収集の経緯につい

ては『思想史の森の小径で』23などに書かれてい
るが、珠枝教授の収集経緯については特に明文化
されていない。筆者が編集打合せの際に尋ねたと
きには、1987年のイギリス在外研究の際に多くを
購入されたとのことであった。
4点目は、珠枝教授が所蔵されていた貴重書に

ついては、名古屋大学附属図書館とGRLが収蔵し
ているが、今回の調査を進める途中で、珠枝文庫
として整理しきれていない図書が見つかったり、
いまだ受付されていない水田教授ご夫妻の一般書
が数百冊残っているので、コレクションとしての
整理が急がれる。
5点目は、水田教授の寄贈本のうち名古屋大学

附属図書館では「一般研究図書」の扱いとなる刊
本については、寄贈本の受け入れ原則に照らし合
わせて複数所蔵となるため受理できなかった刊本

図18-1（右）　 水田教授のご自宅の書庫（2004年 
8 月 ３ 日撮影）

図18-2（左） 水田教授のご自宅の書庫（2010年 1 月
13日撮影）
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が存在する。ただし、水田文庫の重要性から、受
け入れられなかった刊本も含めて、一旦名古屋大
学附属図書館に寄贈を希望された刊本については
リスト化し、水田教授ご夫妻の所蔵本の全体をで
きる限り把握できるように名古屋大学附属図書館
の担当係に依頼している。筆者らが把握している
限りでは、水田教授ご夫妻が収集されてきた蔵書
は、自宅にまだ保管されているものを除けば、名
古屋大学附属図書館、GRL、浙江大学（中華人民
共和国）が所蔵していることも付け加えておく。
6点目は、海外から届いた水田教授宛書簡を

160点余いただいており、現在、目録をOPACに
登録中である。その中には経済学者のスラッファ
（Piero Sraffa, 1898-1983）、ハロッド（Roy Forbes 
Harrod, 1900-1978）や経済学者、社会哲学者のゾー
ン＝レーテル（Alfred Sohn-Rethel, 1899-1995）、元
イタリア大統領のエイナウディ（Luigi Einaudi, 
1874-1961）らが含まれる。研究者によって水田
教授の研究活動と関連付ける調査が急がれる。
このたびの「補遺版」の編集前の2019年度末に、
名古屋大学附属図書館研究開発室の西洋古典籍を
担当してきた部門は廃止された。水田文庫を購入
した2009年度以降、中央図書館所蔵の水田文庫を
主とする西洋社会思想史に関わる西洋古典籍を僅
かながらでも補完するべく、96点  130冊余を購
入・寄贈受入をしてきた。今後は、西洋古典籍の
受入も減り、研究開発室がサポートしてきた西洋
初期刊本の目録作業もなくなるが、2012（平成
24）年 3月30日付けで、水田教授と当時の松浦好
治附属図書館長の間で結ばれた「死因贈与に関す
る契約書」、及び「2009年度購入の水田文庫に含
まれなかった水田氏蔵書等の受入について覚書」
があるため、それらに従って、受入や目録登録が
なされ、水田文庫が完成されることを祈る。
「補遺版」の作成過程では、新型コロナウイル
スの流行で作業計画を何度も修正する必要があっ
た。厳しい社会情勢下でありながら、これまで西
洋古典籍の目録整備にたずさわり、『水田文庫貴
重書目録補遺：水田珠枝文庫貴重書目録所収』の
編集の際に御尽力くださった図書情報係の皆様、
時間に追われながら、ご無理をきいてくださった
エディション・シナプスの金子貴彦氏、西洋古典
籍の折記号について、たびたび来名してご指導く
ださった高野彰氏に感謝申し上げる。

最後になりましたが、「補遺版」を作成する機
会を与えてくださった水田教授ご夫妻に心より感
謝申し上げます。

注
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