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はじめに

　～ここに編集した目録は、国立国会図書館が所蔵するインキュナブラ・ファクシミノレ

φ目録でBi＞る。いうまでもなく、itンキュナブラとは、15世紀ヨーロッパで金属活字
　　　　　　　　　　ノ　　　　　ノ
を用いて印刷された資料のことであり、今日では世界中で約3万点の存在が知られてい

る。当館で所蔵するのは、男竹のと、ころ13京にとどまり、雪嶋宏一斥の編集した我が

国にあるインキュナブラ総合目録ωを見ると、当館は決してインキュナブラの収集に

熱心とはいえないようである。同書によると、国内にあるインキュナブラは297種、348

p一ピー、うち多数のインキュナブラを所蔵穿る図書館は、明星大学の56点、天理図書

館の50点、慶応大学の40点、近畿大学の27点等である。・
　　　　　　　　　　　　デザイン
　インキュナブラの書物的意匠は、今の本とは相当に異なっており、初めてインキュ

ナブラに出会った図書館員は、その目録作成に大いなる困難を経験することになる。

例えば、読みにくい書体と頻出する意味不明の記号類、，タイトル・ページやページ付

けの無さ等々に接すると、途方に暮れてしまう。河よりもインキュナブラに慣れ親し

なととが必票なのだ．・そこで、少しでも多くのインキュナブラに接するため、当館が

所蔵するファクシミル版のインキュナブラを7覧にしてまとめでみた。

（1）　雪三三一編『本邦所在インキ・ユナブラ目録Union

　JaPanese　libraim’es　（IJL）］　Yushodo　Press，　1995

catalogue　of　incunabzala　in’
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収録対象

　本目録に収録する複製インキ子ナブラの条件は以下の3，点が満たされている．ことで

ある。

　①オリジナルがインキュナブラであること。

　②複製め範囲がオリジナルの全体にわたること。（ただし複製のサイズは問わな

　　い。）

　③　紙媒体への複製であること。

　、したがって、写本や16世紀以降の刊本の複製は収録対象になっていないし、部分的

な複製物も取録対象とはなっていない。また、『英語初期印刷文献集成』（2）o）ようなマイ

クロフィルムーe一コレクションに含まれるものも収録対象からはずした。ただ、複製の

書誌単位がオリジナルの書誌単位と違う場合でも、上記の条件を満たすものは収録対

象としたので、多数の一枚物，（ブロード・サイド）や小冊子が収録対象となった。．こ

れらのものは、オリジナルとは全く別の著者名・書名をもつ著作に含まれており、ま

た、複製の技法も様々にわたるため、今回の収録が完全であるとは言い難いが，広い

範囲を調査したので、一応のとりまとあにはなっていよう。なお、複製が何種類か存

在する場合、できるだけ異なるファクシミル版はすべて載せるようにしたが、一枚物

に？いては、オリ？ナルに一番近い複製、（サイズや複製の技法によって）を1点だけ

・選んだ。・

（2）　Ea’rly　English　books，　・1475－1640　［STC　1］

目録の記入要素
h

　オリジナルのインキュナブラρ目録記述から始ゆやそれに複製の書誌事項や解題を’

つけ加えている。インキュナブラの目録記入は、ゴフの編集した米国のインキュナブ

，ラ総合目録③に準拠した。それにより英国図書館めオンラィ≧・インキュナブラ総合目

en　ISI℃てlncunabzala　Short　7ゼ物Catalogue）や前出の雪三三の我国めインキュナブ

ラ総合目録（UL）とほぼ同じ記入方式どなった。『

　①著者の存在するものは、その著者名のラテン語形が見出しとなる。

　②著者の存在しないものは、統一書名が見出しとなる。

　③　書名はすべて統一書名め形にし、翻訳書名は併記するb

　④　出版事項は統一的な英語形を用いる。．

　具体的な目録記述については、末尾に凡例を付けたので参回忌れたい。本目録はイ

ンキュナブラの詳しい書誌記述が目的ではないので、全体の葉数とか使用活字等、詳

しい書誌記述が必要な場合は、『大英博物館インギュナブラ目録』④や『インキュナブラ

総合目録』（5）等を参照されたい。また、オリジナルの書名及び複製の書名・叢書名と三
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刷者・出版者名については巻末に索引をつけた。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し「

．．

s3）GQff，　F・R・伽励・纏卸・吻旧記・∫　a　third　censzas…N・畔・・k・1964・

　　④C・t・1・g・・　Of　b・・ん吻漉41吻．X陥伽胆・w　i・　th・　Bntish’Mztseum・

　　　London，，1908一　

　．　’　　（s）　．　Gesamtkatalog　der　Wiegendmckev　Leipzig，　’etc．．1925一，

　目録記入の排列

　この目録は、検索することだけが目的ではなく、オンキ4ナブラに親しんでもちえ、

、るような読み物としての投割も持たせている。そこで排列は以下（り7つの分野に分け‘

て、・内容的に近喚ものができるだけま≒まるようにした．・

　　．’1　宗教　　II　法律・政治　　III学芸．　IV　医学・

　　V’文学．VI摩史r地理lVII’その他
　それぞれの分野が、』どのような主題を含んでいるかについては、目録の最初の部分．

で概説した．、な滋一15世綿の知識体系は現在の我々の概念とは相当に異なっているの．

◎南まり細か蛉類は行なわなかうた・・

　．コレクションの特徴

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　最後に、この目録に収録されている

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　インキュナブラの特徴を簡単に述べて

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　みよう。全体で230件のインキュナブラ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を収録しているが、その内訳は左の表

’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　のとおりである。7割近く．はブロー・ド・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1サイ叡一枚物）であるが、』その多くは

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以下の四書に掲載されたものである6

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．　VerbJffentlichungen’der　Gesells一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　漉瞬勉7　T）tPenkunde　desエ5．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Jahrhunderts．　J　ahrg．1－32．　H　alle，’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1907－38・、（本文ではV・rbff・n．t♂i－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　chzangen　der　GLICTと略記）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2．　Vindel，．’Francisco　：　El．．arte　’tipo－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　gra’fico　eit　EspanNa　durante　e’1　siglo

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　XV．　T．1－9．　Madtid，’1945－51．（本

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文ではVinde1，　F．　El　・・arte妙。－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　gra’fico．。．と略記）、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．は2，000点以上のインキュナブラ

オリジナルの刊行年’ 複製版の数

1451～60． 6

1461～70 10

1471～80 50・

1481～90 ．96

1491～1500 68．

オリジナルの判型、 複製版の数
rfo 37・

4
σ r33

＆ 3

Bdsde 157　　　，

オリジナルの印刷国 複製版の数

ドイツ 73　L

・　イギリス 、37．

スペイン．’ 58

イタリア 21
　　　　　　F　　－　一

tフンス・ ユ4

．その他 27

N
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　　ρ1ページ分の複製であり、2．は界ペインで印刷されたインキュナブラの1ぺ］一一一ジ分の

　　複製であるが、この中に多くの免罪符や出版広告が含まれていた。ドイツ、スペイン

・　の複製イシキュナブラが多いのは、・この一枚物が多いたあである。

　　　イギリスのインキュナブラは・米国NorwoodやNew　YorkあるいはオランダA無
　　sterdalhで刊行されたThe　English　exPerience，　its「eco　「d　in醐吻P「intedろooks

　　ρ初傭舵4in　facsimile（本文ではThe　English　exPen’ence，　its．．・と略記）という叢書に

　　多数のキャクス，トンやウォルデの複製インキュナブラが含まれており、それが数字に

　　反映している。その他まとまったものとしては、中世法制史の叢書、15～17世紀の地

　　．図を集めた叢書に含まれるものや、書き込みの残るコロンブス旧蔵書の複製3点等が

　　ある。分類別の点数としては宗教125点（うち免罪符103点）、「法律’政治11点、学芸25

　　点、医学7点、歴史・地理18点、文学13点、その他31点どなった。

　　　　　　　　　　’
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　？
　　　凡例

①　　　②　　．　　　③
144・．　BoethiUs・De　cons・三蓋・働・・phi…［E島gil・h＆L・ti・］（T・I　G・・ff・ey

Ch・uceL　Additi留・鴫St・ph・nu・S・・ig・ng・）［Westmin・t・・］・Willi・m　C・xt6n・．

　［about　1478］fφ【Duff　47；Goff　B81・3；GW　4576；HC　3399；Proctor　9630】
　　
　ボエティウス「哲学の慰め」ボエティウス（o．480－524）はイタ．リアの哲学者。東

ゴート王テオドリックへの反逆罪に問われた獄中で書いた本書は、囚人（ボエティウ

ス）と婦人（哲学）の対話から成り、中世知識人の愛読書となった。写本の段階でぽと

んどすべての西欧語に訳され、本書は『カンタベリー物語』（190参照1を著したチョL．

サーの手による英訳。末尾（第94二二）にミラノの修道士スリゴによるチョーサーをた

たえる詩が付け加えられている。キャクストンは本文にはタイプ2を使用し、他にタ

イプ3も使用している。　　tt　＝
　⑧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑨　「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊Issued　as　his　Boecius，エ）e　coso　lacione　philo．s’ophie．　Norwood，　N．J．，1974．・（The

Engli、h・、。p、rience，　．its…n。．644）＜豊C33．5＞％ジナルの所蔵館C。mbfidg。　Uni－

versity　Library　　 　　　　　　　　　　　　　　　1

①　本目録のエントリー番号。．1から230までの通し番号で、巻末の索引はこの番号へ

　　の参照である。　．　　’

’②　イ≧キュナブラの著者名（ゴフ編『全米インキュナブラ総：合目録』．にあるとおり

　　の著者名のラテン語形）

③インキュヂブラの書名（統一書名となっておりぐ翻訳書である場合は翻訳書名を

　　併記する。必要に騰三惑悪者名、翻訳者名等が記載してある。’）、　．　　t／　t

④　インキュナブうめ出版事項（印刷地名：印刷者名、印刷日付の順。印刷地名は英

　　語形を用い、印捌者名、、印刷日付は本にあるとおりとするが、実際にはこれらの

　　事項は本に記載されていない場合が多い。その際は、できQだけ母語形に統rす

　　る。また、本以外から得た情報は角カッコに包んで記載する。）
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⑤判型（三三はfφ、三三は4φ、1だ繍は8φ、，一枚物はBdsdeと表示）　　1

⑥有名な書誌の登録番号（有名なイγキスナブラ書誌への登録番号を記載しだので、

　　詳しい書誌記述が必要な場合は、それらの書誌に直接当左られたい。対象とした

　　書誌は次のとおり。
　　　・・’Haih，　L．　R¢ρ6％o磁〃¢bibliograPhicum．．．（1826－38）及びその一連の補遺

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【H：，C，　CR，　HC，耳CR，　HR，　R】と表示

　　　・　Catalogue　of　boofes　Printed　in　the　XVth　centu？y　now　in　the　British

　　　　　Mzaseum（1908－85）　　　　　　　　　　　　　　　　【B．MC】と表示

　　　・Duff，　E．G．　F漿θθ％飾century　Eng！ish　books（1917）．　　　【Duξf】と表示

　　　　・　Goff，　F．R．　lncunabzala　in　A　merican　libraries；　・a　third　censzts．．．　（1964）　．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【Goff】と衆示

　　　　・Gθs群群孟α109砂型磐朋4航んθ（1925一　）、　　　’【GW】と表示
　　　　・　Einblattdrucke　des　XV．　lahrhuzideits’　（1914）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【GW　Einblattdrucke】と表示

　　　　・　lndi’ce　generale　degli　inc．unab，　oli，．delle　biblioteche　d7talia　（1943－81）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【IGI】と表示
怨』．P，。ct。，，　R．・An・lndex　t。渉外勿漉4∂・・k・・in・th・・B・iti・h・Muse・m…

　　　　　（1898）　　　　、　　　　　　　　’　　　　　　』【Proctor】と表示

⑦解題（インキュナブラや印刷者たついて簡単な解説を試みた）・

⑧　複製の書誌事項　，　　　　　　　　　　’一

　　　1．複製の目録記入単位がインキュナブラと同じ場合Issued　asで始め・．．複製の

　　　，著考が②と同じ場合は著者名はhis（又はher）と書き・その後に書名牽串載し

　　　た。複製の著者が②と異なる場合は、その著者名を記入した。

　　II．複製の目録記入単位がインキュナブテより大きな場合（即ち、大きな著作g）

　　　中にインキュナブラの複製が載っている場合）Issued　inで始め、複製の著者、

　　　書名を記載した。またそれが雑誌論文である場合は、論文の著者名、論文の標

　　　題、雑誌名、野牛、該当頁数を記載した。、
⑨複製の湯治（⑧で目録記入した複製の轍繍．ただし出版地と出鮮のみ

　　　で出版者名は省略した）

⑩　複製の叢書名（複製がシリーズ・タイトルを持つ場合は、それを記載した）

⑪国会図書館請求記号（〈〉に包んで記載）
㊨　オリジナルの所蔵館（複製の元となったインキュナブラ・bピーを所蔵する図書

　　旧名を記載し、末尾に所在都市名を補った。ただし図書一名に都市名が含まれて

　　　いる場合は補うことをしていない）
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複製インキュナブラ目録

韮雛駿難難羅箋購照鞭臆陣離麟罵概籔誰

饗灘懸難民一

　中世ヨーロッパの文字文化は修道院を主な舞台としていたので、印刷術が発明され

てしばら’ ｭは、著者も読者も大半は宗教関係者という状況が続いた。、まとまった最：初’

の印刷物は他ならぬ『聖書』（8－9参照）’であり、『聖書』は約50年というイ．ンキュナ

ブラ時代に174点印刷された・しかし．それ以上印刷され筋が「ミサ鰭』丁日課祈

陳書』『聖詩集』『時回書』のような聖務書（典礼書）であった6この他、キリズト教

教義書、道徳教義書、・・聖人伝、法王の教書や命令等が多． ｮ印刷されている。Rgbert．

Steeleという研究者によると、インキュナブラの45％は宗教書であるという。

　今回、特に多ぐ…採録されているのが：免罪符である。インキュナブラとじては400点以

上の免罪符力・“知られているが・うち103点の複製を見付けることが出来た・免罪符は非

常に暦数が多いので、宗教の末尾た一括してある。　　・　．　　・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゴ

1　Alcock，　Johannes．　MonS　peOfectionis．［English］The　hyll．　of　Peofeccyon．　West一．

　mihster；　．wynkyn　de　wordg，　23　May　1497・4¢．・【Duff　13i　GW　848；，　H　622；Pr6ctor

9706A】・．　＼’　．　．　　．’　　tt一・．、
　アルコック「完全な山1．本書の印刷考ウィンキン・デ・、ウォルデ1（d．　1530）’はキャクス1

　　　　　　　　　　　トン（3参照）の助手として来益し、キャクス．トンの死後、彼の

　　　　　　　　　　　印刷所を継いfi‘oインヤナブラltteナでも110岬刷し’N鮪ド・，

　　　　　　　　　　　1501年にロ．ンドンへ移ってから700点印刷した。彼の使った活字は’

　　　　　　　　　　　9種あるが、うち5種はキャクズトンから継レ｝だものである。ま

　　　　　　　　　　　た、彼のプリンターズ・マ「グは3種と．．もキャクストンのものを

　　　　　　　　　　　基にしたもので南り｝さらにはキャクストンが使ったキ・リス．．ト傑、

　　　　（図1）　　．　刑の木版画をそのまま使用した。

　ジ’ヨン・アルコ・ック（1430－1500＞はケンブリッジの学者で、各地の司教を務めた、本書

はElyの司教時代に｛『聖書』の言葉を注釈しながら宗教生活を説いた書。標題紙に木版画

が南り、．末尾には第1種のプリンタ「ズ・マーク（図1）。ウォルデは前年に、も『完全な叫

を印刷していう．【Duff　12；Goff．　A366】し、戸、シドンのリ’チャード・「ピンソ≧・（96参照）

も1497－98年に印刷している。

＊Issued　as　his　Monsρθ吻。あ。ηなNorwood，　N．J．，’1975．（The　EngltShαゆ6瘤％αも物＿no．706）

〈HP121－1＞　オ・リジナルの所蔵館　Cambridge　University　Library

　◎
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2　Alcock，　Johannes．’SPousage　of　a　・virgin　to　Christ．　Westminster：　Wynkyn　de
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　w・・d・，［・b・ut・1497］4¢1【D・ff　20；GW．855；P・・ct・・9724】‘　．．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ツア・eコック「聖母の三面轄もア・レコ・クがEl・咽三代の・聖母をめぐる高女

向けの説教6ウhルデは前年にもr聖母の婚約』を印刷している【1）uff　19】。1と違って、

挿入猷たキリス罪刑り木版画・は＋字架の右下の兵士醐子に卿目が見られる・

・Issu・d・・hiS　Sp・z・S・g・　・f　・　・irgin　toyCh7ist；　dn　exip・rt・・y・一4・肋伽鰐・燃

圃Norwood，　NJ．，1974．（The　English　emPen●ence，ゴお二．．　no．638）＜HP125－5＞．オ．リジナルの所蔵館

Bpdleian　Library’（Oxford）

3　Ars．mortθndi．［Westminster：William　Caxton，．abQut　1491］4¢・［C　671；Duff

　「33；GW　2634；Procto士　9687】　、．　　　』　　．　　　『　　，

「往生術」．轄の印刷者ウィリアムーーキャクストン（c・．1422－c・・1491）1ま・イギリスで最

初の印刷者。：ブルージュで印刷業を始め、1476年に帰国。ウエス・ト．ミンスターで開業」．

　　　　　　　　　　フォント98点印刷1彼の使った活字は16種あ、り、古い順にタイプ1、2、2＊、3、4、4＊、．5、61’7、8

と名付けられている。タイプ3、5ど8はテタストゥラ体、その他ぽバタード体。

　『往生術』はもともとジギン‘・ド・ジェルソン（1363－1429）

が書いたとされる、人がキリスト教徒どしていかに死ぬかを

説いた小冊子。1450年頃から木版本で出版されるようになり、

激烈な詩文と恐ろしい光景の木版画からなる。，ぺ又トにより

死と常に隣り合わせの中世9－Pッパに広く普及し、そンキ

【のε曲f¢脚ε三三麗漁ゆ趣q吻2ゆ
‘omPP竃εo　attO‘aHeO農r6　r臨02‘e齪翼ノ薩旧εIs

to　ta’垂?f @・thg　ct　aft　fol　to　ecpe　fqt　the　betlpeef

即自tttte6　fOUrt¢。

⑩誓灘灘臨朧痛
惜贈’偽¢恥61幽勤P蟹b；‘IP恥！P2飢りP2帥¢

　　　　（図2）

　　ユナブラとしては79点が知ちれる。？本書はキャクストン晩年の印刷怨非常に簡略なテク

’　ズト（全S葉）に他あ祈濤文（全3葉）も付されている。現存は書誌学者Henry　Bradshaw

　　（1831－86）が発見したボドレイ図書館蔵のものしか確詳されていない。使用活字は6（本

　　文）’と8（見出し）（図’2）。：『書物の敵』〈1880）で有名な書誌学者W・Bladesも1868年・・本

　　　　　　　　　　　　　　　　E　　書の複製を刊行して図る6．t

　　＊　lssiued　as　Arsmon’endi．．．　tke　helthe　of　mcznnes　sowle．　Norwood，　N．J．，　1974．　（The　Edaglish

　　吻6瘤三二薦．．．no：639）〈耳P41－5乞〉　オ：リジナルの所蔵館　Boqleian　Library（OxfQrd）’

4　The　Art　and　crα　ft　to　know　well‘σ曲．［Westminster：’　William　Caxton，

　　about　1490］fφ　【Duff　35；GW　2615；1耳C　4404；．Proctor　9678】．、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゴ　丁良く死ぬ三二本書は『往生術』．のフランズ語簡略版をキャクス．トンが英訳したもので、

後半部は琴約した文にt4っている6ブル「ジーユ時代、キャクズトンと一緒に印刷業を術な

ったコラード・マンシゴ乙¢1425＝串4）も1480年にフラン二三版を印刷。完全な英語版は

・．Andfew　Chertseyが訳し、1506年にウィンキ・ン・デ・ウォルデによ6て印刷されている・　・

本書はすべてタイプ6を使用6

＊1・…d・吻鋤麟擁む11伽細論卿碗＆・鷹N・wY・・k，・1970・（・The

E麟励・脚麟∴…221）＜HP41－44＞オリジナルの薩茸官J・h・Ry1・hd・Lib・q・y

（Manchester）
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5　・　’Ave．　Maria．　Add：　Orationes　ad　B．　V．　M．　［Basel：　Lienhart　Ysenhut， about　1500］

　　Bdsde　（GW　3099；　GW　Einblattdrucke　387］　・

　「アヴェ・マリア」－、聖母ヤリアに対する祈濤文。天使祝詞ともいわれる。聖母像の木版

’画が入っている。

＊Issued　in　Verbffent，lichungen　der（；ff，　Jahrg．12（1918）Taf．1019．、〈YP21－45＞　オリジチ

ルの所蔵館St．　Katharinenkirche（Harqburg）．

6　　1］Bernardus　Claravallensis．　Epistola　de’gubernatione　rei／2z〃z〃毎％＆、、［Colognさ］：

　　Johannes　Solidi　（Schilling），　［abQut　1472］　Bdsde　［GW　3964；　GW　Einblattdrucke．

　　442a］　．　’．　”
．苓ルナルドゥス「家族統治についての言簡」　クレルヴォーのベルナルドゥス’（．1090一　・

1153）はフランスの領主階級出身のシ，トー会士で、クレルヴォこ修道院9）創立者。「蜜の流

．れる博士」と呼ば艦多くρ書簡が公表さμた。ベルナノレド望スの著作はインキュ．ナブ7

だけでも160点が印刷されているbしかしsこの書簡の本当の著者はBern4rdus　SilvestriS

である。1

・・’ Dlssu・di・％伽励・伽9卿・・解J・h・g・・，8（1914’）Tq£625・＜YP2！一45＞オリジナ・レの

所蔵館Stiftsbibliothek　S．　Peter（Salzbμrg）

n7　Betso烈，　Thomas．　A　treatise　to　dt［　ipose〃zθ％’o∂6翻％o％s砂ooo吻厩　［Wさstmin－

　　ster］：　Wynkyn　de　Worde，一［about　1500］　4¢　’（Duff・．43；　Goff　B522；　GW　4190］　・

）

猫ソン「美徳論」、三訂に小さ旧版叫末尾には第2種の

プリンターズ・・マーク（図3）。

・lssu・d・・＃i・窺蘭・・励蜘三門伽・伽納∂岬ツ・諾

Norwood，　N．Ji，　1977．’　（The　Engldsh　anen’ence，．　its．．．　no．848）　〈HP41一　’

66＞オリ．ジナルの所蔵館　Cambridge　University　Library

．　・．（図3）

8Bibli・　lqtinα・．42伽・＆［M・ip・・P血t・…fth・42－li・・Bible（J・hann　G・t・n－

berg），　about　1454－55］　f¢　（BMC　1　17；　Goff　B526；　GW　42Pl；　H　3031“；　Proctor　5．6］　．

　「42行聖書」　グー．テンベルク（c．1399－1468）が印刷したとされる最古のまとまつ．た活版

印刷物（欄の印刷物にっ匠1ま15参照）18・西脇れたと擬されてv・る力槻存は48

部で＼日奉で1ま慶応大学に蔵されている。複製もこれまで少なくとも6種類が刊行されて

お朕．本複製めように・津ルリン国立図書館所蔵本を用いたみのゐ他、パリ②マザラン図書

館所蔵本の複製（1985）とブルゴス州宰図書館所蔵本の複製（1997＞がある。との複製は

ベルリン国立図書館所蔵本（三葉部分はフルダのヘツ翌ン州立図書館所蔵本から補うグを

Slとに1913－14年に出されたInse1版からの再複製である6（表山裏「清福図録」・（43）参照）

　部分的な複製も多く、例えば1997年｛東京でハンテン・トン図書館蔵の3葉が篠製されて

いる。　　　　　1』．　．　　　　　　　　　　　　　　tt　　・　　　　　　’：・tt一一t．、

＊Issued　as　Biblia　sacra．　Paterson，　N．J．，1961．＜220．47－Lg＞オリ・ジナルの所蔵館・　S‡aats一’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　rm　12　‘



bibliothek　zu　Berlin，　HesSische　Landesbibliothek　Fvlda

9　Bii　lia’　latina，　42　lines．　［Mainz：’　Printer　of　the　42－line　Bible　（Johann　Guten－

berg），　about　1454－55］　f¢　（BMC　1　171　Goff　B526；．　GW　4201；　H　30．31”　；　Proctor　561　／

　「42行聖書⊥　8．と同じベルリン国立図書館所蔵本9）Idio「i社による複1舞（朱葉部分はへ

。セン州立図書館所蔵本と殉チンゲン大学図書館所蔵本々・ら襯）この複製はフルダの

ヘッセン州立図書館蔵のコピーゐ装禎（1460年にエルフルトで製本）も復元している。’（表

紙裏「清福図録」（43）参照）　　　　　　ゴ　　　・　　’．　一

・IssU・q・・pie　・w・iundvieneig2eilige　Bibel　」ohann（taenbergs．　Mq・・h・n・・1977“78・＜了P9τ52＞

オリ、ジナルの所蔵館　Staatsbibliothek　zu　Beflin

10　”Contemplation　of　．sihners．　Westminster：　Wynkyn　de　Worqe，　10　July　1499．　4¢

　　［Duff　106；　Gdff　C869；　GW，7445；　H　5674；　Proctor　9714］

　「罪人の黙想」tt曜自ごとに分かれた臨調書。各曜日の始めに木版挿図が入っている・ウ

ォルデの第2種プリンターズ・マーク。
＊　lssued　as　ContemPlacon　of　synners．　Norwood，　N．J．，　1974．　（The　English　exPen’ence，　its・．．．　no．645）

＜HP9－13＞オリジナルの所蔵館　Bodleian　Library（Oxford）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ら11　Pθμ面一加dprαyers“O　gloriotZs　Ihesu’）．［W6stminster：William．Caxton，

　．about・1490］Bdsde【c　4838；Duff　112；GW　Einblattdrucke　509】

　「死の床の祈り」・死を前にした人に対する「おお、すばらしい

イエス！」で始まる祈りを記した一枚物現存はW・B14desがス

ペンサ抵当あ蔵書中で見つけたディギュルヴィル『魂”）巡礼』（195

参照）と一緒に製本された不完全な形のもののみである。使用活

字はタイプ3’ i見出し）と4・（本文）（図4）。・

⑪籍海難．
崩三三α“～塗ttOπむ“◎嶋蓼恥e

　　』（図4）

＊　lssued　in　Englisti　incunabula　in　the　John　Rylands　Libra7zy．　Manchester，．1930．　Plate　3．　．．〈100

．一
U26＞オリジナルの所蔵館John　Rylands　Library（Manchestgr）’

12Hier・nym・・，肋・6媚・脚妙襯，吻vit…P・t・um・
　　［English］「The’lyff　of．　the　faders．（Tr：Willia血℃axtqn）

　　Westminster：　Wynkyn　de　Worde，　［before　21　Aug．］　，　1495．　f¢．’

　　（C　2961；　Duff　235；　G6ff　H213；　Proctor　96971

　ヒエロニムス「聖人伝」キャクストンが出版準備をレた誌面の大

作。’聖ヒ畑田ニムス’（C．347－419／20）はキリスト教の教父で、ベブラ

イ語やギり．シア語から『聖書』をラテン語訳し、ウルガタ訳と呼ば

1れる。ルネサンス期には学者の鑑とみなさ』れ、160点のインキ・ユナブ・
（図5）

ラが出された。『綿入伝』は1474年以来・．数多ぐ刊行されておD．一・ラテシ語・イタリア語・

ドイツ語版など53点の異版がある。キャクストンはり、ヨン刊（1487年）の仏語版【Goff・

一13一



k　．　　　　　　　・．
　H214】を翻訳し、1491年前完成さ、せたが印刷を前に死去U．後継者ウォルデが印刷したの

　が本書。ウォルデはキャクストンのプリンタT．ズ・マークをそのまま即翻して吟る。木版

　挿図多数（図5）。．

　　・1・，・u・d．・・hi幽纏鯨N・・w・・d，　NJ・・1！7㍗伽翫9傭ぬ吻脚咋・⑳＄74）’

　　＜HP122－98＞オリジナルの所蔵館、Cambr・idge　University　Library　　　　　・・．’1

　　　　　　　　　　　サ13　Ho）αe　beαtαe　Virginis　Mariae．’・［Ghent：Arend　de　Keysere，　not　before　1487］

　8¢」C3055；Proctor（T）III　985A】

　「聖母時回書」．Keysere＠1490）は1480年にオウデチルデで印刷業を始め、1483年がら’

はヘントへ移り1488年まで29点を印刷した。ボエティ．ウス『哲学の慰め』のオランダ語版

’を印刷Uた他、免罪符（35等参照）、暦（1ら3参照N予言書論を印刷した。’

　『時濤書』はパリ．を中心に、．インキュナブラだけでも400点ほど印刷されている。『聖母時

疇書』には1481一甲年頃・U（achのC6nrad　Fyner炉即落した．ドィ．ツ語版を初めとして・10

点の異版があり、本書では聖母子像を初めとする多数の木版画炉印刷されている。

＊Issued　in　’　Machiels，　J．』n4eester’　A　rend砂Keysere，エ480一エ49Q．　G6nt，．1973．　pp．177－203．

＜UE82－21≧オリジナルあ所蔵館　K・ngelige　3ibll・tek　（C・Penhagen）・「Cambridge　tt

UniVerSity　Libraty

14　lnnocentius　VIII，　Portt．　Max．　（Giovanni　Battista　Cibo）　Articuli　abbreviati

　indulgentiaram　lubilei　et　Cntciatae．　［Swedish］　［Stockholm：　Types　of　Barth－

　olomaeus　GhQtan　（Johannes　Fabri　（Smedh）？），　before　28　Oct．　1489］　Bdsde　（GW

　2700；　GW　Eihblattdrucke　3751

　インノケンティウス8世「十字軍教書要項」1．488年12月11日付十字軍教書の要項。イン

ノケンテ／’ウス．8世（1432－92＞はジェノバ出身で、ローヤとペドヴァで学びや聖職者とな’

る。1473年に枢機卿となり、1484年、シクトゥス4世を継いで法王とな？た1オスマン、・

トルコペの十字軍派遣を計画したが成功しなかった』

＊Issued　in　Collijn，「1．．Svensle卯09魑んα磁s，エ400－och　1500－talen．　Stockholm［1952］図版

XII　〈093x－C699s＞　．　．　．・　，　，　’　J　’　’　

．15 y6櫨盤：儲［囲ype㎡thr3句臨御14rl］Bdsde

1「三冠」’グプンベ7．・ク糧初｝・作った活字はシュトラスブルクで印届’j「した『シビル

の書』で用い牽ものといわれている，・マインツに戻ってもrドナトゥス文法書』やrトル

ゴ暦』（1454－55）を同じ活字で印刷し、この活字はDK活字と呼趨れ◎・φ。『PK活字で印

刷された小品には、この一枚物以外に、『医回暦』（1456）、『ト．ルコ教書』（1456N『キシア

ヌス』（1457）等がある。この活字は1458年頃、バンベルクのプフィスター（189参照）へ

売却され『36行聖書』（146Q頃）が印刷されたどいわれる。’

＊‘lssued　in　Kapr，　A．ノJohannes　Gzatenberg．　Mtinchen；　1987，　P．216．・〈GK441－A21＞　オリジナ　　’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一L　14　一　・



L

、ルの所蔵館．Universitatsbibli6thek　Mttnchen

t

16帥伽・・t・mp…んε・脚εε鋤・・μ・mini・482・・一d・…［f…h・

欝r㎡顎㎜］．［S噌押nP｝隅騰Pし1481］肺岬

　「1482年聖務案内」1482年9月から1483年4月までの・ウォルムス管区の教今活動スケ

ジュール。プリエスはシュトラスブルクの多作な印刷者で1175点のイ．ンキ・L・ナブラを印刷

している。，’，

、＊Issued　in　Verb；ffentlichzangen　der（；fT，　Jahrg．15－16（1921／22＞Taf．1270．　＜YP21－45＞’オリ

ジナルの所蔵館’Staatsbibliothek　zu　Berlin

’17　Rus母elli　John．　Propositio　ad　Carolzam　ducem　Bllrgundiae．［Westminster：WiF

　　liam℃axton，1476，　before　sept．］4φin　divided　half－sheets’【Duff　367；、　Hc、14048】

f4幽明曝；轟轄1罐鍬認丞織謙
　シャ＞Vル（突進公）とエドワード4世の妹マーガレットと．の結婚話が魚功3三三三日幡

　出た際にイギリス・の使節となうた。本書は、1470年2月4日にヘシト・　　（図6）

　で行なわれたブルゴーニュ公へのガーター勲章授与式において贈られた祝辞である’。マー

　ガレヅトはキャクストンのパトロンの一人であった。活字はタイプ．2（図6）を使用。

　＊．Issu・d　as　hi・P・・p・・ゴあδ蜘燃R鰯・1♂蜘彪4　by　Willi・m　C・w・t・n　・i・・a　A・D・エ476・

　Manchester，1909．（The　John　Rylands　facsimiles，　no．1）＜100－387＞オリジナルの所蔵館9
　ノ　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ら

　John・　Rylands．　Libraty（Manchester）

18　Sixtus　IV，　？ont．　Mak．，　（formetly　Fran．ciscus，　Cardinalis　qe　Rovere＞　Ave　Marp’a　．

　with　indulgence．　’［Low　German］　Gebet　vor　unserer　Frauen　Bild　i’n　der・　Sonne．

　［LUbeck：　The’．Poppy　？rinter，　about　1497］　’Bdsde　（GW．’Einblattdrucke’389　＆

　1327al　，

　ジクスト・ウス4世「アヴェ・・マリア」・シクストゥス4世（1414－84）はフランシスコ会

士から、同門会長を経て～1467年に枢機卿となり、1471年、パウロ2世を旧い’で法王とな

った。ニコラス5世のアイデアを受けてヴァチカン図書館を設立したり、その名にちなむ

システィナ礼拝堂を建てたことで有名。

　このL枚物は＼太陽を三門にした聖母子の木版画の下にアヴェ’一マリアめ祈りの言葉が

印刷されている。ζの印刷者の名前は知られていないが、盾の中に3本のケシの花を入れ「

たプリンターズ・マークを用いており、ポピー・プリンターと呼ばれる。

＊lssu・d　i・V・rblff・ntli・h・ng・n・der（rz　J・h・9・・10（1P・6）T・f・834・〈YP2i一千5＞オ　ジナル

の所蔵館　Klosterbibli　othek（Ebstorf）、

19　Sixtus　IV，．Pont’，　IY［，　ax．　（forrrlerly　Franciscus，　Cardinali’s’　de　Rovere）　Claztsula　de’　’

一　15　一L



　　細蜘・伽燃［sp・n’・h］．』［v・！・n・1・1　B4「tho’r岬r“・d・L’laゆout　1486ユ．

　　Bd＄de　，　（GQff　S556；　GW　Einblattdrueke，4981　一

．シクスト・ス4壁際項⊥轄1ま喋幽霊肌．＋最早をつ。7？る『の条項耀
．』

ｳれでいる。．

，　．＊　lssued　in．Vindel，　F．　El　arte　tiPogra’fico．；；　v．8　（1951）　．pp．214－215．，　〈．UP74－2＞．

20，　Sixtus　IV，　Pont．　Max；　．（，forrpe’rly　Frath．ciscus，，Cardinalis　de　Rovere）　SuniMar一．

　　蜘∂・鰍・三三・脚ω・加蹴9・［C・t・1・PコB・姻・♂漁願螂4・々

灘禦（Szaman’o　de　clausulas）．［即1今1岬F『rh三三d噸

　　シク．琴ト．ウス4樟丁対トルb角償教書要和」．噛・　．　．・「．

嘉Il翻総論懸欝翫13「（1911）P’61：1　〈1　P74－2，111’，1リ7ナ面訴

2i　Si・tti・．　IV・P・nt・Max・．．（f・蝉ly　F・anCiscu・・C・・di・ali・’d・Rg鯛S勿脚〆L

　　iuin．∂蜘・出漁㎏・燃・・4・細雨鋤・6一細く晶晶［M・・s・b・・g・
　．．Printelr　of，lsidorus　Soililoquia　（Marcus　Brandis），　not　before　19　June　1480］　Bdsde　’

　　シクストゥズ4世「マイ．セン管区面面教書要約」．　「』　．一．．．・．

＊Issued　in％〆痂窺面面㎏6η4〃（凋Jahrg．．6．（1912）、Taf・404．＜YP21L45＞　オlvジナルの．

椛?ﾙ　Ratsschqlbiblioth6k（Zwickau）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セこ
．22　Valla，　Laurentius．　De吻s孟碗∂．劒6加療吻a㌧Florence；．Apqd　Sanctum　Jacoわdrp．

　　de・Rip・li，1479・4φ．・．．．・．’1．．　．．t　tt、、一．’

　旦レンツォ・ヴァラ「聖体の秘蹟」ヴァラ（1407－57）．は『ラテン語の典雅』．で有名な

人文主義者で文献学者。「コンスタンチヌスφ寄進状」が偽書であること，を証明㌣た。「本書

製鋼概蒲∵1蹴1齢47隅面恥を亥含坤t’
・lssu・d　i岬r吻・M・i・・．実・・i・・，　1962・．⑳P・63－72・．＜Yr51一今33＞．．．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　、　　．

免　罪・符

　　　　　　　　　　　　　　　　　　に．中世以来・ヤ・カトリック論語ま告解の鞭脚勲記的罪・対する罰の赦し

を与えそ・・た・これは教会ぺ鰍金に対して歌られることが多も．．ζ曝金1ま鵜

や病院・学校；橋・道路の建設や十字軍の派遣を目的に集められたご．献金者には免償

状．（贈回状ともいう）が発行され、罪に対する償いの免除が行なわれた。一般には免

罪符．と呼ばれることが多くく．≒こではこρ名称を用いる。’．．　tt．一1．．．．．．．．1∴・一．．1

，免罪符は普通ぐベラム（子牛の皮）に手で書かれでいたが、’印刷術を発明したグニ「

’一
@’16　m一一’



，

㍗ベルクは・さっそく．．その技術で免聯を印可て．yiる（3二三）・免罪符印刷まビ

．ジネスになったと思われ、グーテ．ンベルクとフストが争う原因もここにあったといわ．

．れる。キャクス．トシが英国に房って最初に申回した（7！も免罪符であった：（97参照〉・．

IISTC：・たよるとく44・点のイ抹ユナプラ免罪符（免esに？いての教書類も含む）が．

知ら4r．そ言分近くの218点はドイ1ソで・．また騨がスペインでく　64点力s’イタリアで

印庸さ過ている。年代的にぽ、半分以上の264点が1481年～1490年に印刷さ．μている。．．

　　一

23　Aegidius　de　Bona　Fide，　commissary．　lndulgentia．　For　the　hqspital　S．Spiritus　in，

Sassia，　Rome．　and　for　prpmoting　the　war．．against　the’Turks．　lssued　by　lppoeentius

YIII，　Po．nt；．Max．　［Lpuvain：　Aeg’idius　v’an　dgr’Heerstraten，．1488］　Bdsde　（C　36，13；

　　GW　267；　GW　Einblattdrucke．88］

　．「23行免罪符」’ロー々にサント」スピリト病院を建てるたあの免罪符。

・．lssμed　i・？・1・i・・MfL・㈱㎎繍・伽・吻面恥・漉脚δ・燃鋤ゆ勿㏄
d・　B・lgiqu・．　Brux’ EHe昏．1932．、t，？．　p．［555］，’〈UP72－14i＞　オリギナル1？所蔵館，耳bli・庫6qu6．

rQyale　Albert　ler　（Brqssels）　’

24・．　Alexander　VI，　Pont．，．Max．・．（formerly　Rodrigo　Botgia）／Indulgentia　1473．1

　　［Spanish］　’For　promoting　the　crusade　against　・the　Turks．　［Segovia？：　n．pr．，　’not

’．．Pe’f，，ore　s　rylair．　1473］　B，dsde　［9，W　894／101　一・　’　・

　「27行免罪符」対トルコ＋字軍．を深遣するための免罪符・アレ7サンぞル6世．（1知一

．・503）．1ヰカ】2ズト．・．ス3世．（1378－1458）．の甥V（“N　．チェザー「レ’ボルジア．（1475－1507）』の

父。買．収により1492年、’法王になった。．tt　．　．・

’＊　lssuted　in　Vindel，　E　EI　arte，tiP’　ogra’fic，　o．．1　v．8　（1951）　p．11．　’〈UP74－2＞

25　’　Alexahder　VI，　Pont．．　Max．　（for．merly　．Rodrigo　’Borgia）　lndulgentia　’1495．

　　［ρ・t・！・P］F・ガp・・m・ti・g．．th・　c・uS・d・．・gai・・t．th・i・fid・1・・．F・・m・1・f・・th・

　　deceased．［T61edo：．Antonio　Tell．ez，　about　1495ユ．Bdsde【BMC　X　69；GW　64】

「1晦免罪制死者向1抑免罪符・
．＊ls・u・di・． ui・d・，！・EE1・吻醜吻・・．v・6（1950）P・83・〈uP74－2＞．オ．！ジカレρ即

題　Biblioteca　de　Catalunya．（Barce16na）

26A16x・nder．》1・．P叫・．Ma・・　・（f雌・1・R・d・ig9・・B・ゆ）1・d・lg・ntia．．エ495・

　　［Spanish］　For．prgrr｝，oting　the　crus4，de　against　the　infidels．　ForMqla　for　the／

：fi2　ZeSi］　［li）．oiedg：，ll．L．　ntgPi9一”ilelie4．・　，gb，　oUt’　i495］　．Bdsdg　，，　，　［Gyv．，　63；．　gW．Elnpiqtt一

「i1行免罪符」．、騨回け．の免罪符，．．

＊
lssued　’in　Vindel，，F‘　El　azte　t／1．　ogra’fic．o．．・1　y・6．　（1950）　．p；84・　・　〈U，　P74’一？〉’　’　．一

LL一　17　一

x



勿Alf・…de　B・1・j・・1・・血missa・y・．．傭ゆ・6．和吻・

　　conversion・　of　Guinea，’Africa．’and　Cana7zy．’．［＄eville：

’　Antonio，　．M’@artipez，　Alfonso　Del　Pp’ertO　and　BqttolQm6

　　Segura，　1472＋73］　Bqsde，’　［GW　7．3：一GW　EinPlattdruqkg，／46）／

　「20行免罪符」アマリカのギニア、．カ．ナリア諸島をキリ’スト教，

化するためあ免罪符。下部に丸い木版画（図7）。GWは1480年頒

の印刷と．している。．「．

禁rμed’n脚難癖噸00　！！19鋼．’〈uP74

　　　　　　　’H　’，　，　　　’　．　　　．　C

該

　　　（図7）．
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28　Alfonso　de　Fonsecai　Bishop　’o’f　Avila．　indulgen6e，　infavo’ur，，of　the　Churbh　of　S．．

　　Salvddol　in　Abila‘．．．　［Valladolid：　Nugstra．SefiOta　del．　Prado，　148’1］’．Bds．de．　．（GW

　　1259；　GW　Einblattdrucke　1183］

「2・三三符」1　’C7ヴィラの聖槻ヴアド磁会のための解郷発行都アヴィラ司

．教Petrus．Alfohs16下部に丸い木版画・r．・・’　．．．．t　t・　．　．．’t　t　t．．．．’

＊　lssued　in　Vihdel，’fF．　El　arte　tiPogra’ficq．．．　v．6．　（1950）　p．5．　，　〈UP74－2＞

　　　　　　　　　　　　　　　　　必

29c蜘i…B・蜘16出・・ii・d・・．・・inmi・s・r・・砂孟・膨融9吻脚・lssu・d　b・・

’1　Pope　＄ixtus　IV．for　prott，　oting　’ 狽奄?Ce　war．against　the　Turks．　［StockhQlm：　Jphann　．

@She1，　between　22，　Aug．t’1484　qpd　7　Ja．n．　148．5，］　，Bdsde．　（Goff・S572｛　9W．3436；　（｝W

．　Eipbla．ttdruCke　406；．　R　17901

「28fi免罪符」恥ン∴ス祉！⑳rデン三三の印鷺B・・th・’・mpey・．d・

C・rheri・・即行する解禅ドイツで．も印刷さμた・tt．

．＊　lssu・d　i・C・11ij・31・S螂吻・9黒々晦、St・・khblm，1952・騨II－6・〈993x－C699・〉

　　．30一　’　Chappe，，？qulintis，　60ftiini＄satyi　lndulgentia　．1．454．　For　co，ntributigns　’tQ　th．e　w．　ar

　　　　ag’ainst　the　ITurks．　［Main4，：，　？rinter　of　the　42－line，　Bible，，11454755］　’Bqsde，，　．　（B．，MC

’　．　1　17；　C　11753）’　GW　6555；　GW　E．iriblattdrucke”487－489；，Proctor　55］

て　滋。三冠ト．陰賭麗民力鱗膿禦麗難てぞ1．
　　　　舗謙職膿：，エヅファt房・tなるフ．ンブレヒ．ト蹄袖ちれたもの一（’“．フスL

、　（圃　　トがグーテンNルク淫しタカ・ら・．自磯免罪符印刷劇

　潤しそき燭の．丁丁されている・使用活興130瀞と呼幽四型のバ外ド騨字
　　　とr42行聖書』．で男いられたテクストワラ体二字グ使わ起右端がそろ、つた形で印刷され

　　ており・初語の頭文字がU．（図8）となうている・1　’6種類の異刷りが養うれ・税存8部・．

　　　こ9免罪符は・，’1453年・トルコのメフメット2世（14串2－81）によりコンズタ．ンチィープル

　　カ1征野さ払きプロス手国救援・早φたやにきプロス9）貴tl　ChaPP・（又eヰ．Z≧PPφ些墨一9．発

　　行された。　　　　’．．　　、　　．’　・　　　．、　1，

一　18　．一



＊1ssuφ頓RμPp・1，、　A・脚・勿・・磁吻㎎B・tlin，　1939・　p・16Q　E！　p・161．の間の図版［1］．

＜926．55－Gg83⑧’．オ｝）．ジナノレの所蔵館　staatspiblioth¢k　zu　Berlin．

．31　　ChapPe・paulinu争con｝misSary・In4ntlgbn’tia－z454一エ455・’For　’contributions　to．　the

．．

浴E・ag・i・・t　th・Turk＄・IM・i…P・i・t…fth・3iTlin・・i・d・lg・ng…nd．・f中・36一

．1 Pi・・．Biわ騨54・与5］Bdsd・【BMC　I　15；G・ff・N48；．GW　6556；Gw耳i・b1・ttq・u・k・．48？．

　　一4sd；．Hc　11754．・且11753潰・ct6・59】

・，　r3・行キフ・・ス鱗J型物ス免罪符］一．．虚って郎二面藪と急

呈された掘際際古嘆下図として・454年・・月22日脚・‘ w醗舗織上。～｝

Ptる・グ÷テンベルク屋敷で刷ら枇もので使鴨字！ま131濡・．．．（図．9）

字と呼ばれる小型のバタ7ド体活字と、1後に『36行聖書』で用い

られることにな1るPK瀞（鯵照）乏隔れる大型のテクストゥラ体活字が使二三．

聡瓢1総㌘面掛岬語即州騨何凱
「＊1蛤ued．in　RupPel，　A．ノ∂加珈2s　Gutenberg．　Berlin，1939．　P．160とP．16iの間の図版．［2］　　　・

〈926・55－G983rs≧．・オリ．ジ抄の所騨St4atspiblig‘hf　k　4u　Be「lin　　、

32・． b・nx・ll・・」…b・…c・面ss・・y・吻ゆあ4エ48・F・ゆ・b・n6fit・f　th・0・d・・

　．’of　Mercyl．［Barcelonai　f61　Matheu　，Vendrelli．betwee耳　1483　ahd　1488］Bdsde【GW

　　7463．】

　　　　　　　　　　　　　　「23行免罪符」．慈悲修道会の卑下符・’

＊Issued．’in　Vindel，　F．1　El　arte　tiPogra’fico．’．．　v．1（1945＞p．43．〈UP74－2＞．．オリジナルの所蔵

館　　Biblioth6que　national’e　d宇’　France（Patis）

33・　D・mi・i…．d・Run・hq…蝉・r・ry・五吻r・・卿三郷卿・・卿・砂づ繍・

　S．’　SPintzas　in　Saxia　de　Roma．　［BrUnn：　Cbnrad　Stahel　and　Mathias　Pretmlein，　not

　・・befor’e　1492］　Bdsde，

　「24行免罪符」．P一マにサン．ト．・スピりト病院を嬉てるための免罪符・

＊　lssueq，，lin　．BQrsa，　．G．　fYibr，，unbekarinte　Einblattdguck．e　aus’．dem’XV：，　Jahrhuijdert，iri　der’

。SterreiChi・rh・「i・N・ti…lbibli・th・k’，．．G・t・nb，erg　Jahrbuch　33（1958）P・87・．・〈Z65－A89，〉オII坪

ナルの所蔵館Osterreichisρhe・Natiohalbibliothek（Wien＞．．・

34．Emeric血s　de　Ke血61デcohlmissary．　Indulg’entia　1482．　Issued　by．．Si客tus　IV．for．．

　．promotihg　the　war．．agaihst　th骨　Turks．．’［Nuremb農rg：ptinter　Qf　the　Roe．huSlegende，

　1482］Bdsdg．【GW　9298／10】、．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「2・三三制・シクズト・ス4世公右の対トルコ＋字軍三三．E鱒rh．・g・K・m・1は

1481年3月15日に対トルコ十字軍免罪符の代理人となり・、マインツのシェッ・ファ．ゾやロイ

．トリンゲンのMichael　GroyffがEP刷した。本免罪符は．三ユルシベルクで印刷されたもめ。

一丁　’
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・1・S・・di・B・rsa，・． f・‘Vi・・il・b・kamt・．Ei・bl・ttd・u・k・aU・d・m．文Y　J・h・hund・・t　i・d・r．

．。・terrei。hi・ch・P・Nati…lbibli・lh・k’；　Gutenberg．」ahrbuch　33（195S）．P．85r＜16S－A89＞．オリ？

ナルの所蔵館Osterreichische　Nationalbibli’othek（Wien）．

・35．・晦・・J・hqnn・＄…t・mi・’sary・伽吻吻エタ88　F・ゆ・be・・fit・1・h・m・mb・r・

濃聯兵’t画面∵t年∵h岬d撫岬．

♂欝搬∵1ティ騨郷智慮獅穿1騨畔
・1・S・・di・吻・hi・1・・　J・’　Mee・囲痂”吻・雌80一エ49q・　G・nt・．1973・μ115・’〈UES2一

．21＞オリジナルの所蔵館．Bibliotheek　van　de．Rilks面iversiteit．　te　G6nt

．36 P器1盤面，膿漏乙寄辮磯・∫撫騨
「獅三三」．．u・・一ル・脚シ・（・三一・5・・）はフラシス三音防．四ヌ’●シー1一ル’．ワ

ス生まれの神学者・人文主義者・‘三位＋体修道令で学9ε丸．．1463年牟ら1ヰソルボンヌで教鞭．．

をと、うた・・14艇力1ら三位7鋼多道会総風7イシェ（150参照）ρ影響綬1ナN，．エラスム．

、スやフ．イ．「チーノ、トマス・モア等と棄際した。多数あ著作があり．、、1ラランク木の起源と歴

史磯要』が有名・出離にも興味を持ち・後1・多作な印刷鱒るゾヨス・べ「．ド．（・461

．一D1535）をリヨγからパリ｝『昭y・た。』　　　　　　　　　　　　　　　　、

＊．Issued　in　Vindel，　F．　E暗唱⑳ρ9頑。∂…V・8（1951）P・66・＜UP74「2＞．オリジナルの所蔵

．館　　BibliQte¢a　d臼（）ataluhya（Barc（llon’a）

　　　　　　　　　　　／一

37　Gaguinus，　Robertus．　Litterae　’　indlllgentiamin　prq　o雌π6　S，7三三あs，エ487：

1

（図1σ）

‘38［儲1翻臨剛者”畿灘四脚1胴麟．149Z．

　「42行免罪符」三位一体修道会の免罪符．。

・1§r・・di・，Vihd・1，’F・・El．弔％・魏励9…郵♀46）P・155・〈UP74－2‘〉・オリギナルの所場

館　　Biblioteca　de　Catalunya（Barceloha）　．．　　　　　　、　　　　　　　　．　．．・・．．．．tt．、、、．．．一・．

　　［Gheht：　Are’nd　d　e　Keysere，　befote　6　’Ap’r“1487］’　．一Bdsde

　　．（GW　10475］

　．「25行免罪符」　与位一体修道会の免罪符。イニシャルが木版画

　（図10）であ、り、．一左下には35と同じ木版画。’

＊・lsS・・d　i・蜘・hi61亀」・躍・・塑．三三〃吻・解エ48・一エ49・・

．G・n・・19731雌・・IUE82－2・〉．オリギカ・感心BibliOlheek』

van　de　Rij　kSUniversiteit　te　Gent

　　　　　　　　　h

黶@20　．一



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し
．39Ga・・inu・・Rdbertu・・．・6mpi＄r・・yμ吻♂卿吟興脚P・・．』・珈S・

’丁吻吻’♂s4498．［Valencia：．Nicolaus　Spindeler，1498］Bdsde【GW　10480】

廟挽回符」・耳位「体騨会娩罪符・

＊Issued魚Vindel，　F。　E1α惣妙Og吻70g＿v．3（1946）p．162．1．．＜UP74－2＞、オリジナルの所蔵．．

館．．．Bibliote6a．　de　Ca’talunYa（Barcelo耳a），　．．　　午．．

40　P　Hari，・Johinnes，　commisSary．　lndulgentia　1480．　’For　promoting　the　war　against’

　　the　Tdrks．　［HungqrY：　’Printer　of　the　Confess．ionale，　before　11　May・1480］　Bdsde

　「18行免罪符」対トルコ十字軍を派遣するためあ免罪符。．

＊　lssued　in．　＄oltdsz，，　E．　‘Eine　・Upikum－lnkunab，el／1’der　，Bu’　dape．s．tgr　一UniVgrsitatsbiblio’thek’，

Gutenberg．Jdhrbuch　33．（1958）』P・65・．〈z65．TA89＞・オリジナルの所蔵館．∫E6ty6s葬。項nd

T・ゆa・y・gyrt曲Kδ・p9・ti　Kδヰγ・ta・a（Bゆp・99）’・　．：・

．41．　Jndtzlgentia．　’［French］　Le　grand　PardQn　de　Arotre　Pame　de　Reim．s．　［1　aris：　Guy

　　Marchant，　before　．17　Qct．　1482］　Bdsde　’　（GW　．107；’　GW　Einblattdrucke　1076］

　．「23行免罪符」　・ギイ「・ヤルシャン（d・　1508）1ヰ、もと．は聖職者◎多作なぴリOP印刷者と

勧た1．インキュナブラだけで．もi6・点印刷し・特にr死の舞馴’（147参照）や『門門の．

・暦』．1の印刷で有名6　．　．　．・　　’　．．　　　　．．　　　．．．．1

＊　．lssued　in’ DClaudin，，　Al　Histqir．，e　4e　1’im，Pl’z’me’nle　en　Finnce．．．　t．1’　（Patis，　1，90P）　p．221．’　一　．〈YP21

7六三Vジカ・の所騨Bibli・the・・一’・’・・1・母・Rg’m・

42　一lndulgentia；’ mFrench　and　Lati4］　Le　panton　4q　Sa．zintes．　F6r　t，h．　e　restorqtion　of，’

鵬、鴇麟灘。i9，6’9’lels：Jeap．耳。μ7　b6ut　148ひ861　Bdsd∵ρw

　「38行免罪符」Le　p群don　dg　X孕int♀s’で始まる．サント大聖堂復興の．ための卑罪符。

＊一1・Sμ6d　l・Claudi・・A。0三三．・傭ろ・お．昭三三・万・δ三三P・・i・，1897・孕1・27・．

．＜UE31－35＞オリジナルの所蔵館．．Biblio㌻埴que　natiOpale　de　France（Paris）

L43　．　Indulgentia，　［Latin］　For　the　cal　hedral　at’Oviedo．　［Zamora：　Antonio’一de

旛撒」a戸塗櫛］ド轟轟濃鍵E幽“「urke．51】

＊lssu・d　l・Vi・d・1，　Fβz・％吻㎎痂・…v12（1946）・・？62・〈uP74－2＞．オリ．ジナ・，・…1・FJiLme’

館　．Biblioth6que　nationale　de　Franc6（Pa士is）’

44．駕ψ吻・［Lq・i・］F…h・．f・・t・・a・i6塾・f’th・¢・th・d・al・玲・i…s・．［L・・P・・

　　Martin　HUss，’　not　after．　17　F．　eb．］，　1477／78：　Bds，de　・　・　，

　「23行免罪符」サン．トの大聖堂復興のたゆの免罪符・印刷者フスはドイツ人で、1．トゥ．ル

LA’からリ．・ンに移り、こ．eでフラ聯最初の挿絵入り本．（r人嫌罪の劃．）を印肌た・

一　21一一



・　x．．

＊　lssued　in・　Dalbanne，　C．　‘Les　’premiersi　’travaux　d’imprimerie・　ex6cut6　pdur　le　Chapitre’　de

謝盤搬欝欝翻1931）P；87’．rlU聯、．．罰リ7カレの騨

　　　　　　　45’　Lndalgentia．　［Latin］　ln　favotir　of　the Cathedral　at　？qmplon4．，　［Pa’m，　Plona；．

　　　　　　　　　Arnoldo　Guillepl　de　Brocar，　abp一．ut　149，5］　Bd＄de　［GW　83；’GW　Einbl．attdrucke　581

　　　　　　　　「18行免．罪符」　パシプロナゐ天．聖堂のための免罪符、下部に丸い木版画』　　　　　　　・

　　　　　　　＊IssUed　ih　Vind61，　F．．初α吻励6g吻写60．．．寸．6（1950）．p．231．．〈UP74－2＞・．．オリジナルの所蔵

　　　　　　　三一・早la1即iot6c『岬lllehzg岬坪。「ia1．t．　・．

　　　　　　’46・　・　lhdulgen’tia’．　．［Latin］　ln　favour　o’f　the　Cathedral　of　Saht｝’agg　de　Cotnpos’tela．，

　　　　　　　　　’［Mopterrey？］’：　一GUndisalv一’us　［R6derici］　de　la’　Pa，ssera，・．　［abouY・　1500，一19？1　BdSde一

　　　　　　　　　（GW　Einblattdrucke　3521

　　　　　　　　「免罪符　2段組．（66、．62行）」　コンポステラの大聖掌．のleめOP免罪符・

　　　　　　　＊Isshed．in　Vinde1，　F．、．E1α物痂09痂ξ9…v13〈1946）P・284・．〈UP74－2＞オリジナルの所蔵

　　　　　　　館．「Archivo　General　de　S加anca串

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　N
　
一

　　　　　　　47駕吻・吻・’［Latin］1・favq…f・h・Dglni・i・an・・f　L・Ch・晦．［y・！，epei・・

　　　　　　　　　Lambert　：P’　alinarti　about　1477－78］　B．dsde　’　（GW　101；・’GW　Einblattdrucke　481

　　　　　　　　．「21行免罪符」．ルチェンテ．のサント・’クェルポ・ドミニコ．会堂のための免罪符6　’　Palm4rt

　　　　　　　　（d・　1490）はフ1ランドル出．身のEP三都∴・475年には印刷を亥ltめ回り・スペインで最初

　　　　　　’鰻轡や．鑓ヤ7騨r鰍・この騨▽7㌣体で三口刷さ．

　　　　　　　嘉Is講論謡1灘崎翻即∵UP7㌻2！．1酬～嚇、

　　　　　　　48曲面・漁．．［L・wG・・m・n］F・r　th・．eh・・che・qf　Lub・ck・2［Lub・’・k・．　B・rth－

　　　　　　　　　r矯翻a喫曙謙晶晶羅Einblltld「畔e14】一’．1　L

　　　　　r＊lssu・d’・・噂・’鵜㎎・吻G朔」・h・g・101（19，16）．T・f17791　・．〈YP21，，一4s＞オ｝），ジナル・

『　　　の所蔵館．一Bibliothek　der　HanSestadt　LUbeck・．・　　・’＼

　　　　　　　49，．　lndulggntia．．　［Spqnish］　ln　favbur．’of一’the　Dbminicans’of　Lughente．　ICqstile：

　　　　　　　　　’Printet　of　the　Linchente　lndUlgerice」　abgut　14’80T90］　Bdsde’　（GW，74；．GW　Einblatt－

　　　　　　　　　drucke　49］，　，・・　・　．　．．　．・　．．　．，　．，，．．　／，　，，・

　　　『　　「23行無罪符」ルチェ．ンテのドミ鼻コ会の免罪符。　．　　　』「　　1．　　　　　．

・　．　＊．Issued　in　Vindel，　F：　El　arte　，tiPogra’fico．．．　v．8　（1951）　p．213．　〈UP74－2＞　 　・…一・．．．．，．．L　．

　，
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’50　lnduigentiae．et’ptivi．qegia　ordinis　Sahcti　liTrctncisci，’”i489．　［Barcelona：

’i，　Pedro　P6sa，　after　23’Mar．　1489］　Bdsde　（GW　，72］　・　，・，

’．’ D「27行免罪符」’・フランチェスコ会の免罪符。．．’、・．tt．一　　　、　1、．1．1、’∴

．． 磨DIssued　in　Vin叫F・E勿吻09伽。…．v・1．（1145）pi84・〈u．P74’9＞．オ！）三論の噸』

，fiE
D’

@Bib．ligteca　qe　Catalgpya　（Barcelona）／．’一，　’
　一．　，．　．　一

C　，’
@．．，　．

51．1・d・g9・π惚．1・a・1・en・9　for　benefactors．加ψん・写生f．　S乱伽・・…

　　　IVeuhdusen，　nedr／　va．orms．　［Mainz：　Johann．　Eust・’a’nd／Peter　SchQeffer，　1461］．

　　・Bdsde，　（GW　77；　GW　EinblattdtuCke　51］　’　’

同囎蝋翻黙二野£購黙1：f購黙
〉エ．ッファら及びグ；一一デンベルクが印刷したものと思われている6．．．「』 @（図11）．

さら．に、．1461年印刷．のものと1462年印刷のものが知られ、本免罪．符．

．は前都ある諌用活字は7ストtシェ・フ’7一がi459年・7“aラン．ティ『聖三論』碑

届iに恥、たもので・．ド．9ランド・ス活字（図・1）と呼ばれる・この解符は146・年・．ウオ1

雨樋卿1マダ幽門鞭三絶さ撒脚瞬発興柳
＊1・§・・d・i・Kap・，　A・　Johanneε　Gzatenberg．　Mtih・h・n・　198，7・P・237・IGK441－A21＞・．オリジナ

ルの所蔵館Herzog　August　Bibliothek（Wolfenbuttel）
　　　　　　　　　　　’

52’．Indulgentiae：　lndtztgence・for　’一benefuctors　to・．the　church　・of’St．　Ciriacus，

　　’IVbtzhaul　en，　near　Wornis．　lssue　for　women．　［Mainz：　Johann　Fu＄t　and　Pbter

　　，Schoeffer，一’1462］　Bdsde　，（GW　79；　GW　Einblattdrucke　53］

「16行ノ．イハクゼン解符」韓励ド・ランド・ス瀞で印刷されている均～1462年

印刷のもので、女性向けのデクストであ，る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．

＊・．ls・ti・d　i・’Ri・・i，　S・d2¢・晦・II郷・吻4・8加痂％・．⑫㎎・・燃4・吻・…（1445一エ467）

’聯19111拳末の鴎9ρ727斗30｝オ1！ジナルの瀧lstaatsb’blilthl伽bρ「g

53’@in．declgentiae：　lndutgence．for　be’nefactors　to・the　church　of　SC．　Ciriacus，

　　’IVeuhausen，　ne’ar　’Wor’ms．’　lssue　for　wbmeh．　［Ma’inz：・Johann　Fust　and　’Peter

　　　Schoeffer］，・1462　［before’5Apr．］　Bdsde”　．’　’　’　・　・

　　「16行ノイハウゼ．ン免罪符」52．の異版’で、，16ヶ所に違いが見られる・

・ls・μ・d　i・C・11ij・I　J・‘Ei・w・iterer　E・・mpl・・d・・Ablassb・i・f・・fti・．N・血・u・e「i．14！2’・G晦

．berg　lahrbuch、（1940）．　P．140．〈Z65－A89＞．オリジナルの所蔵館　Kung1．　BibliQt6ket

（Stockholm）

54配吻・漁・r⑳願・eS・・ゐ・π・fa・tQ・・　t・　tlie伽とhlgf　St・　ci．riactz・・

　　ハTetthaeesθn，　neαr　VVorms．　Issue．．for　Women．．［Mainz：Type　of　the　C4tholicon，

一23一



　　　　1462］Bd§d・lGW・78；GW　Ei・b1・ttd・u・k・、s21．、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．．．　　　　　　．　「18行ノイハウゼン免罪符」　この免罪符の活字は1460年に印刷．
．：fセ翻磁づされた〉・ノ・掬ゐトリコ’t』k同じ．もあ窃．ト．リコシ三三、

　　　　．OS5’e　Plo　rep’aCP－n¢．　12）と呼ばれる。『カトリコン』．を印刷したのがグーテシベルクで

　　　　酬儲2．b“．㌦ると思われるたあ・この騨もグマテンベルクに聯ので

　　　　　　　　　　　　一ら　　細ろう・

　　　・Issu・d　l・Ka・・I　A・」・hannes　GUtenberg．　Mtin・li・hl　1987・．・・？38・’一　’〈・GK441“，A21＞．刺ギナ．t

．！Vの所灘・．Ha・p・・taa・・a・chiY．S・・t・g…　　　　　　一t．

55例吻・吻・1ρ・伽ε・βρ・t・e・　M・・i・e　d・’二吻・吻．・48・・，　［v・11dlm・・a・．

　　　　　Nicolaus　Calafat，　about　1485－90］Bdsde．【GW　75】

　　　　「27行免罪符」．メルセス会の免罪符・一．　』＿‘．．．■、．、’．

　　・＊，ISsued　in　Vinde1・　F・El．¢瘤ゆ09吻伽…V・3（1946）』P・193・，．＜UP7t！T2＞　オttリジナルρ所蔵

　　．館　　Bibliote6a（le　Ca七altiny．a（Barcelona）

　　56．．・・…ゆ串・V・・1・P・翠t・￥ax・（dig蘭i　B・tti・t・．Cib・）1・4・lg・ntin．エ485・．

　　　　　［C・t・1・hゴFQ・　pfoM・ti・g　th・er・・ad・．・g・i・・t　th・i・fid・IS，　F・・m・1・f・r「th・・

　　　　　d・bea・ed．．［V・11d・m・・a・．Ni・qlau・C・1・f・t・・bg・t　1485］Bd・d・．【GW94】

　　　　T‡4行免皐符」死者向け免罪符・年ンノケンティウス8世』（14参照）は対トルコ＋字軍

　　　派遣のための免罪符を多数（’IIS7℃によると66点）発行した。

　　　’＊1　1…ed．i・Vi・d・1，　F・E1・％ゆ・9卿…v・3．（1946）P・19s．’．　，〈UP74－Z＞オワジナゆ臓

館．・Bib”・t・¢・．．4吻t・’・hya一（Ba「ce’ona｝．．一．，

　　　57・Inn・b・・ti・・VIII，1血・nt，　Mρ・・，（Gi・va4hi1　B・t醜qh・）’・llld・Zg・nti・　・．486・P

　　　　　［C・t・1・・］．一F・・p・・rr｝・tip9　th・．　cru・ade　again・t．．th・　lnfid・1・・Fb・mVl・f・・th・

　　　　　decea，ed．［Hu・te？・A1・…de・c・・t・・，・b・ut．1487］Bdsd・．．【Gw．s4】．．■

1．．「・2’s論述」死都けの免罪符・’

　　　58・nn・・entiu・．．YII・・P・4t・．Mq・・．（Gi・va・・i　B・tti・t昂Cib・）1・d・lg・nti・　1487・

　　　　　ゆt孕1・n］F・・p・・m．・ti・9．・h・ζτ・・ad・，　agai・・t　th年、i耳fid・1岬・蜘・1・f・・．th・

　　　　　deceaS・d・　［H．・e・・？・A1…gd・C・・tr…bg・t　1487］Blsde【B解C　X．那W　51】．

　　　　「10行免罪符」死考向けの免罪符。　、．・．‘．　　．．．・』．　y　　　　　　　，

　　　．＊・．lssu・d　i・vi・d・1；F．　E1盈吻・9励・…vL6（1950）P・175層＜uP74－2＞

♂

59　一lnnocentiu’s　VIII，・Pont．　Max．　（Giovanni　’Battista　Cibo）　lnduigqntia．14．8．　7．1

　　［Spanish］　For　promoting，the　crushdel’　against　the　infidelS．　，　［Huete？：’　Alvaro　’de

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，．’　’r2．4．一　’　，’　r，



」

　　CaStro，　about　1487］　Bdsde　（GW’55；．GW　Einblattdrucke　381

　　「12行免罪符」・対トルコ十字．軍免罪符。　　．、

＊Issued　in　Vindel，　F．　E1α晩ゆρ9吻700．．．　v．6（1950）P．176．．＜UP74－2＞オリジナルの．所蔵

館‘Bibliotheque　nationa16　de　Franc6、（Paris）　　　　　　　　　　　　．、

60．．Innocentius　VIII，．．　Popt．．．．］Max．（Giovan，ni　Battista　Cibo）‘lndulgentia，1488．

器搬瀦欝e【：諮欝μnsg・．［ga1’daゆehseP）岬nn層

　　「51行免罪符」、オレン増大聖堂のた．めの．免罪符。

・lssq・d　i・∀ihd・1，　F・E1・噸醜峨・…1y・2（1946）．　P・286・．．＜UP74－2＞．．．’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こコ
611噸・ntfu・Vlll・1P・・t・M・xi．（Gi・脚i　B・tti・ta．Cib・）動四聖．1490・．・

　　　［Cata13n］For　pr6moting　the　crusade　’　agains㌻‡he　infid61s．．　［Hμet69．：．　Alvaro　d俘

。・・t・9・　b・fQ・e．書・・・…49・］玲d甑【Gw．・58・Gw　Eipbl・ttd・u・k・391．

　　「37行免罪符」』．対トルコ十字軍免罪符。．．．‘

＊，・lssu・d　i・Vi・q・1，　F・E1諺吻醜励・1・・　，・・6（195・）・・1．78・・．〈UP74－2＞オリジチ・レρ

所蔵館．B．　iblioteca　dC一　Cataltinya（Barcelo耳a）・．　　．’

・62‘．．1血nocentius　VIII，’，　Poht．］M3x．（Giovanni．Battistal　Cibo）．　Indulgentia、1490．

　　　［Catalan］F6r．Prbmoting．the　crusade　against七h6　infidels．．［Valepcia：Lambβrt

　　　Palmart，　before　Mar．　’1490］BdSde

　　「43行免罪符」対トルコ十字軍免罪符。

＊Issued　in　Vi⑩el，　E　E1α惣⑳og彫『o＿v．3（1946）p．83．　．〈UP74－2＞オ．リジナルの所蔵

館、Bibli・t・r・de：．C・t・IU・y・（Barcel・P．・）．．〔…　．．　t／

63　lnnocentius．VIII，　Pbnt．　Max．　（Giovanni　Bgttista　Cibo＞’lndulgqntia．1490．

　　　　［Catalan］　Ftt．r　promoting　the　’cr’usade　againgt．　theinfidels．　’［Yalengiq：　Lambert　1

　　　：Pa1血art，．befor『Mar．・i4gg］Bdsde．1【GW　57】．　　．、．．　　　　　、

　　’「9’行免罪符」対トルコ十字軍免罪符。．　．、

．1＊lr・9・d’「i　Vi・d・1，　E．E！・吻魏卿・・v・3〈’g46）・・84・・＜町1－3＞．オ1）ジカビの所蔵，

　館　　Biblioteca　de　Catalunya（Barcelona）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヤ

64　lnno．centips　VIIIs・P6nt．　Max．　（Giovanni　Battistq　Cibo）1’lnaulgentitz　1490．

’． 譁ﾊ］晶盤e錨．欝．留留．甲onast鯉．　Cado叫6「llal

　　　「36行免罪符」．カ．ドインのシト．一派修道会めための免罪符g’．　　　　　　　　　　　　’

　＊Issued　in　Vindel，、　F．　E1α舵’φ09吻700＿v．1（1945）P．103．＜UP74－2＞　オリジナルの所蔵

．館　　BiblioteCa「de　Cataluny3（Barcelona）　．1．．．　　　．”　　　　．　．・、　．　．t　　　　　，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一’25　一　．　一　一　．　．一一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，



　65　　1nnρcentiIls、マIII・、　Pont・Max・　！（｝iovanni　Battista．　Cibo）　Indulge．ntia．一Z490・

　　　［Sphnish］．　For　Prom6．ting　the．　crgsade　’againSt一’　，the’　inlldels’：　Fgtmula　．for　’the’

「携熱烈島纏籍Call「g岬410］・鉢dl．．1【G▽騨0】．，

．翻嚇繋駕盤含ll150＞P1771．．岬∵1，ギカ嚇

66．1－e・ti・・V耳1・．　P・・則・x・1（qi・vanni．　B・tti・t・．伽）三三・吻．．エ491・

　　　　　　　　　　　　　　　　’［Catalah］．　For　the　bepefit　of　the　Cistercian　monastミry　of

　　　　　　　　　　　　　　　　　C・d・uih・．［L6・id・・H・1・・i・h　B…1・．・b・u・・49・］Bd・．d・．．．・．．【G・ff・

　　　　　　　　　　　　　　　　　1134；GW　69’；　GW　Einblattdru6ke．421

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ウ
　　　　　　　　　　　　　　　　「41行免罪符」・カドインのシトL派修道会のためり免罪符。インノ

（図．、3）．

D忽ウス8世鱒1図剛轡の岬に木即1て
・lssued’ 堰E噸・1・kE14卿・9励・・1・照945）P・110・’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜UP74－2＞’

67・一ehtiu・V・II，・P・ntr．M・xL（Gi・⑳i酬i・t・Cib・）・・d・lg・n（ia．エ4解～

．［C・；a14n］F・r…m・・’P・・th・　・t・＄・d・ag・．’・・t　th・’hf’d・IS’［Va’enci戟F．La典e「t

搬輸。鷲照隠61】．・1．．．♂一．．．一・．．’．

益ls蹴。謙器灘臨1予1（’946）　・P’99’〈UF7杢2＞．．I」」ジカレ囎．

β8・・加・entiti・・vl…’P・nt・・　Max．’（G脚hi　Bワtti・t・cib曲三三．∫エ4囎～．

離］。繍0認1．講響nltlle．’lfide’∵．嚇蜘blrll

　　　　「7行免罪符」三下ルゴ十字軍免罪．符．・一’．．

拙離踏細∵1∵．．岬1211∴嚇
69．’ i6h・・…de・A・ag・ni・・E卿蜘・．H職・B三三三脚・・．en・fav・膨

　　　　　盈曲論1．d・　H・・Se・・．［Z・・ag・・aごG…gi・・69・i・P・・naゆs1　H卿1

耀購nt難鰹思羅ll醐柔版，、ui。一ン．・
　　　＊　lssued　ih　Mead，　H．R．　‘’Uniqu6．　SPanish　・incunabula’1　Gutenberg’lahrbzagh　25　（195q）　p．157．

’　．〈Z65－A89＞　オリジナルの所蔵館．．．HUntington．．Library！San　Marinol

、マ・・蜘n皿・・．d・　’Ca・d・・a…m血陣三三・脚．エ480・．　F・・．pr・m・li・g．the　w・・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　；　26一．1一　，，’1，．　’・’　’・．・・，



／

、

　　’againSt’ehe　Turks　and．the　defence　of　RhodeS．　・・　h［Eltville：’　Nicola’us・Beehtermuntze？，，

　　148qコBd・de・【GW　E醐・ttdr・ρk・778】．

∫獅解符」・iルトヴィ於最棚鯛工房は・・イ著リ．級びニコラウズ∫’ベヒタr

ミュンツi兄弟理解したヵ＜．亡命してきたグ÷テシベルクが彼らを手伝ったともいわれ・

’この免罪符はカトリコン活字（54参照）で申刷されている6．

’＊．ls・卿・Ricci・．S・．d・c蜘・蜘二四㎎螂鱗・卿・吻14μ445一：

1．467），Mainz，1911・巻末の図版　〈UP72－130＞

71　Johannes　de　Cardona，　commissary．　lndulgentia．1481．　．For　prbmoting　the　war

　　againSt　the　’］｝urk＄　hrid　the　defence　of　Rho，deS．　1［LoUvain：／JohanrigS　de　Westfalia，

　，　1481］　Bdsde　’　（GW　Einblattdrucke　7841

　ki
　「30行免罪符ゴ対トル．コ十字軍免罪符。．

1＊1・§・・d血Pρ1・iri，　M－L　C興野吻づ吻郷6・・吻翻開脚・・ろ脚郷

1繍欝1畔⑳rlゆr7∵41＞、オリジ坤所出’帥iVl『．・19．

’i’ V2　Johahne’i　de’　Gigliisi　conlnliSsa．ry．　lndu（gentia　1481：　FoT．　p．rolnotihg　the’W．ar

　　against　the　Turks．’Plural　issue．　［WestmihSter：　Willidrri　Caxt6n，　1481］　Bdsde　／．，tC

　　’　5506；　Duff’210；　GW　10917i，GW　Einblattdrucke　・797；　Proctor　．9642］　．

　　「免罪符．．麟版」i480年・トルコ箪剛タリア鴇まで攻め入り・それを迎え撃つ！’・

め二三符力獄丁ではキヤクズ．ト’ン袖ttgμにより印刷された力囎年閃きヤクスト

ンは二種の免罪符を帥刷した6この免罪符．は複数の買い手がある場合の．ため、．二つの免罪

符をいっしょた印刷した版である。使用活字はタ．イブ4．。

　　Oigliisは1434年、．ブルージ立隼ま1れ。．、オックスフォ’ドで法学博：士となる。1478年に’

Wellsの三会評議耳とな駄．英国でのロLマ法王庁歳入集金人である・　　　1．．　．tt　／t

・ilSsμ・d　i牲E㎎励伽漁．励・脚蹟・下野M・n・h・・t・r，　1939’　Plate　2・・＜100

－6Z6＞オリジナルの三品・J・h・Ryland・’　Lib・aτ・．餌・nrh・・te「）

73　．　Johinhe’s　de　IGigliis’and　Perseus　de　Malyitiis，　commissaries．　lndulgentia　1489．

　　For’　promoting　，the　war　against’the　Turks．”　［一Westrriinster：．・William　Ca“Xto’n，，1489，．’

　　befQre　24　APr．］　Bdsde　’1　［C　3？94；　Dutf　21，1；，Goff　1123；　GW　10919；　GW　Einblattdrycke

　　798；　，ProCtor　9，6751，　，

　　　　　　　　　　　　．．「27行免扉符」この免罪符はGigliisが同僚のMalvibiis．と共に

議灘蝋．．暫鴇犠深翻穿腎；㌶驚野崎難欝

リニ∴り1に難して騨たもρで異学f212】．剛≧の！

．＊　tssued　ih　Duff）　E．，G．　FzlfZe2nth　centu7zy・English　bobks．　i［Lqridon］　19171　Plate　9．　〈UP72r132＞

，一@27　L



オリジナルの所蔵館．．British　Library．． iLondon）　　・　．・　幽　　’．．1．

74　　．Littei・αe　confrαterμiψatis，’Sαncti　Spiritus［Spapish］・耳or　c6ntributions　tQ　the

　　co’nstruction　of　a，　mopastery’，at　Portilla，　1499．　［ValladQ！id：　Pedro，Gi；aldi’　and

　　Miguel　de　Pl’an6s，　abotit　1499］　Bdsde　IGoff　167；　GW　，5572；　GW　Einblattdrucke．　61．；　’

　　R6Q2］，，　・
　・　’　．　’x

「2・行解符」ポルテ・やに修道院を痴る⑳の免罪符・．

’＊　lssued　in　Vindei，　F．　El　arte　tipogrt；　ico．．．　’v．6　（1950＞　p．40．　．〈UP74‘2？　，．　1．

75．L・・a，　Alpゆ≒n・d・，・・mmissa・y・1・d・lg・ntiaエ498・』「F・r　th・b・n・fit・f　t典・

　　confraternity　df　St．　James　de　Compositella．　．’［Westmin’ster：　’Wynkyn　de　Worde）

．，　abgut　1498］　BdSde　，（Duff　213；’G6ff，1133；’GW’Einb！attdrUckg　870；　Proctol　9706B］

、・
D．　ttt．’・「12行免罪符」Alf・nSμ・d・L・S・は火事礪失したコンポステ

　　　　　　　　　．（図15）
　＼　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　r

　　　　．　　76・　Lucas，　EPiscopus・．　SibinicenSis．五〃㌍㎎θindulgentiarum　l　annlブubilaei．causa－Z　478

　　　　　　　　　．［Brussels：Fratr幹s．Vitae．Compnunls

　　　　　　　　　「？十17行免罪符」

　　　　　　　＊．Issued　in　P61ain，．．M．一L

　　　　　　　de　Belgiq’　ne．　Bguxelles，1932．　t．2．．p．［555］

　　　　　　　・・y・1・Alb・・t　1・r，（B・ussel・）』．．．．．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぴ
ノ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ミ

　　　　　　　77’Lu・a・，　Epi・b・p・・Sibi・icefi・i・・伽鵤・．卿忽勿伽脚四二吻乙・・ρ．・48・・．

　　　　　　　　　　［’B・u＄・bl・・F・atr・・Vit・e　C・mmuni・，・・48・］Bd・d，・，．・■．　tt．　．t．tt

　　　　　　　　　「25宥免罪符」．一1480年大赦免罪符。

　　　　　　　・Issu・面P・1・i・，・M・一L・d・嫌繍・晦吻渤三三吻魏・ieNcl・・des　bibliothtt　ues

　　　　　　　売磁磁Bm。，11，，，’　1932．　t．2．’P．［549］　．〈uP72’・141＞rオリジナル三三官．Bibli6theek

　　　　　　　…n・d・脚・’vers’t・’t　tg　99・t・．二．一．．・1

　　　　　　　78L・dQyi・u・d・S・ghi・・．三二卿エ492・F・・th・b・n・fit．・f　th・Sl・．Cl・r・B「・the「一・　’，

　　　　　　，織器k，欝ig＝Cgnlρd脚fe　bOl∵492］Bdlde　，，．｝畔Oll

　　　　　　　　　［18哲騨1吻セン1フ㌣㌍飾二巴ナ∵∵∵回し畔

勿論復興のためオランダ・づルギーやイ判文で解符醗行
しだ。．．．この免罪符には2種の割付のもの寮知られるb左下にコンポ

ステラベの巡礼を旧い．た円形の木版画（図15）があり、右下には

Alfonsu6　de　Losaの乱妨

．＊Issuedl　in．　Duff’ C　E．　G．　Fzlf｝eenth’　centa7zy　English　books，［London］工917．

Plate　15．　＜UP72「132＞、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　へ
　　　　　　　　　　　　　●，14．78］Bdsde　　・：　．　．．　．　　　・　　　』．：　1

1478年大赦免．罪符・’．　　．　．』「　　．．．’！．

　　　．c・上卿三三吻吻卿・・卿・ゴ魏s溜・4・・6げ伽惣・・

　　　　　　　　　　　　　〈UP72－i41＞・オリジチルの所蔵館、Biblioth6que



符・．二枚あ紙に2裡の免罪符が別々の漬字で印刷きれており・．こちらは上段に印刷された、

もので、バタr．ド体活字によ．る．・ゴ）1ラッド・・カヘロフ、エンは’ライプヅィヒの多作な印刷

募薫；3岬1≧∵7遡呼㌣々．．丁聯でも5◎螂れでレ留001207

＊・Is’sued　in　Gaselee，　S．　‘Notes　ori　single：sheet．incunabula’，　The　Libra7ry，　4th　ser・．，・　v．12，　（1，931一

誌1諮轡8中醐くZ5卜1369＞．．轡レ騨∵稗㌣’191

／　79　．　．　Ludovictis’de　Seghin．　lndulgentia　1492．　Fbr　the’bgnefit　of・the　St．　Clara　Brother－

　　hood　at　ZwiCkau．　［’Leipzig：　Conrad，　Kachelofen，　about　1492］　BdFde　（GQff　L381；

　　qW恥bl孕ttdruぐke　8＄7】

　　「18行免罪符」こちらVま下段に印刷された．も0）で、テクストゥラ体活字による。

・Issu・d　i・．G・・elee・S・．‘N・・e・・n・i・g！e一・hee・i…n・b・1・’，伽L物4th　S・r・，・v・12’（1931一

蹴i藩L糠9418、and　P’419，’〈ZS5”C31g＞オリジtルの所醐Ca坤「idge．

⑱9，Mil・・Lui・・d・・．　・・d・lg・ntia・．［C…1・n］‘1・f・v・u’・．・f・he　ca中・d・al・t1　Le・id・1’

　　［L6rida：　Heinri6h　Botei，’a．bout．1498］　Bdsde　（Ggff　M5691　’・

「？4行解符」ヒリダボ聖二三免黙一枚の紙に2種の鱗が印刷され9お．

ワ、．ζちらは上段。

岬㌍Y’岬岬㎎彫叫l14∵　λ〈UP74－2＞’．

81　Mila，，L“is，　．de．　lndulge．n．　tia．　［Catalanlln　favour　of　the　cathedral　at　Lerida．，

　　［L6riqai　H6intich　Botel，　about　1498］　’Bdsde　・（Goff　M5701　’　．　，L

「2鋳免罪符」．こちちは下段にE口刷されたもの・．1．・

』＊Issued’奄?FVindq1，　F．　El，　．arte吻ρg頭oo＿v．1．（1945）p．212．　くUP74「㍗

82，　，　NiXs’teip，．　Johannes，’　coptmissdry：．　．lndbllgent／1　．　For　promoting　the　war　against

．　i．h，e，，T，U．’gki　／／　，，［，M．，Jagqeb”’g：　1　artP，giomggys　GIPotan・．abgut，　14so］　Bd．sdei　（gw．　Einb一

　「20行免罪符」対トルコ†三三免罪符・．

・lssued　i・　V・rblff・ntli・hOP・gil・　d・r　GfT・　J・h・9・2（1908）．T・f・・109・〈YP2，1－45＞．オリジチルの

所蔵館　UppSala　UniversitetSbibliotek

．門鋸難」∵∵購J卿岬讐．’［（∵latil．

＊Issudd．　in　Claudin，　AL　O㎏勿θsθ’4あ薦de　l’i吻万挽θガθdi∫b卿6鳳Paris，ユ897r．Pl．28．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，一　2．9　T・



＜UE31－35＞オリジナルの所蔵館　Bibliothδque　nationale　de　France．（Paris）一

．’ W4・pe・q・di・Rqim・ndu…6mmissa・y・indulgentia，．，・486・．　FQ・p・・m・ti・g　th・w・・

　　　against　the　Turks　and　for　the　restoration．　of　the　Cathedral　6f　Saihtes．・［Colo塞ne：

　　　UlゆZ・1・．1486コ．Bd・de・．．【gW　Ei・bl・ttd・u・k・．4q6】．■、．．、

　　．「28行免罪符」｛R律imopd　P6rault（1435－1505）は．フランスS亡rg6res出身の聖職考で・‘

・493年より．三二1・・4畔・2月．・教皇インノケンカウス8世』（・4参卿に．よ・り・ブリ．“‘一　；

．ドリッヒ3世のもとに派．遣され、対トルコ十字軍のたあ．0）免罪符代理人となつ’た。．Pさ士ault

醗行し娩罪三脚点柳ら．れ・』．シi［一ツフ・7一一（131二丁）がそのうち23髄1・閉し酉

　る。　　・　　　　tt．．　　・　　　　．’．．　　・．‘．，　　．．‘．．．．ト．

驚譜離鰍瓢解Jlh「9’i（lg121T岬．〈Y121141＞rぞリ，7

85． o・ragdi・’@R・im・ndu・…mmiS・a・y・・’　1・dallg・nti・　1487・・F・r…m。ti・g　t葦・w・・．．．

　　　against　the　Turks　and　f（）r．the　restoratiop　of　the　Cathedral　’of．　SainteSt■・［Ghent：．　　’

　　　A・e・dd・K・y・e・e・148ηBd・d・．．．．tt　t＿一一、・．・．．

　　　「24行免罪符」対トルコ十字軍ならびにサン・、ト修道院復興免罪符。左下に35、37と．同・じ

木版画。　．　．．．　　一、．．．1　　．　．．．．．『．tt　．．．．．　　．．．．　■、．’

＊Issued　in　Machiels，　J．　Mqeste7．Arend　de　K．　aysere，1480－149ρ．　Gent，1973：　p．163．．、．＜UE82－

21＞オリジ． iルの所蔵館’Rij　ksar¢hief　te　Gent．　、1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、　〆

．86　Peraudi，　Raimu血d並s，『commissary．　Indulgentia’1487：For　pro士noting　the　war

　　　againSもthe　，Turks　aロd　for　th6　rさstoration　of．the　Cathedral　of　Saihtes．．．．［Ghent：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　も　　　　　　マ
・・冷・epd　d・K・y・er・・1　1487］，．Bd・dC　y’．．．∴』、一t．t．・

同驚符」「．対ト㌍†三三rlびrブ∵イll道騨罪符1・騨・3∵5と

　＊Issued　in　Machiels，　J．　Mellst2r　Ar2nd　de　Keysere，．エ480一エ490．　Ge’nt．1973．，p．162．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ
＜UE82・21＞．．オリジナルの所蔵館．．Archives　de．　II亘tat．（Mons）．．

87　Peraudi，　Raimundus，、c61nmiβsary．三三忽θη加．1487：F6r　promdting　，七he・・war

・g・i・・t・・　the　’ ET・・k・砕d　f・r　th・r・・tg・ati・只・f　th・．　C・thgd・41つf　S・i・te…．．［GQ・da・

．．Ptinter　of　Godevaert　van　Bolgen・　（Collagieb．　r6eders？），　1487］　，Bd＄de

「27行免罪符」．対トルコ＋字軍ならびにサン．ト髄院復興免罪筏．

＊　lssued　・in’ DRhodesl　D．E，　‘Ap　vnrecorqed．　Putch　indulgence　of　1487’，　（ip．tehabctg　」dhlbuch’34

（1959）、P．62．’ モy65－A89＞オリ・ジナルの所蔵館　Publiと．Record．Office．、（London）．．．

88　Peraudi，　Raimundus，　coTqmissary．　lndzalgentia．　1488．　．　For　prombting．．thtt．War／

　　against　’the　Turks．　［Antwerp；’Gerard　Leeul，1488］IBdsde　．　．　・・．，，　・．
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「23行解符」レーウ．（d・・493）1ダ7タ（ハウダ）繊肉の野晒でく．マ・レ．ii．・・ポrr

P・のr条規甲録』．（・8Q・i8・七三）．．も「印刷Pてv・Q・・484年に．はア‘．　・Fワープへ移．り・両

．都市で合わせて215弱めインキュナブラを．印刷。iζ1、uとvを区別して印刷し始あたのは

　　　　　　　　　　　　　　　しレ「ウが最初。また、レ「ウはキャクストンあ印刷した『イアソ．ン』『パリ．とウィこン』『イ

ングランド年代言己』（173参願）．．，a）再版を行タみた。．　‘t

串1『帥e“in　Balive士t，　M．　ep　al．．‘Les　incUnables　de　la．Bibliothδque　des　Mus6es　Arth6010giques『

．1膿ll認翻蝋．62．∫！1117）？3∵騨81＞1オ．i轡ノレ噸館・耳lrp・

89　Peraudi，　，　R4imupdus’，　commissary．．　lndu，lgentia　’14881　’Fbr．　pforr｝oting　．the　／wag．・

against　the　Tu「ils・．［Luberk：，・B4「tholomqeus　ghotan・1188ユBdr中＼【BM¢．II　554・．

　　C　3？74；・GW・．Einblattdrucke　1112；　Pyoctor　2624］

、「23行免罪符」　対．トル．コ十．字軍免罪符。（口絵2参照）一

＊・lssu・d　in三三’♂蜘㎏・漉・G毘，　J・h・9・2（1908）T・f・69・．〈YP211－45＞．オリ7ナ・レの

所蔵館．．British　ILibrary（L6ndon）　　　　　　　　　　　　　　．1

．90．．．Pera・di・Rai…dμ・P一 cml・lssa．・y・鰯聖・解加エ48＆T・・P・。m・・i・1・・ね6　w無・

　　against　the／Turks，and　／for一．the・　resto’ratipri　of　the，　Cathedral　of’　Saint＄．　［Gprida：・

　　Printer　of　Godgvaert．va’n，Bolob’n　（C611c’iebrgeders？），，　・1488］’　Bdsde’　（C　5521；　GW，

　　Einblattdrudke　llO7］　．　一　／　’　．　・　’・．

一「？6行解符」対トルコ＋字恥らびVqサント髄噸興隅隅・．』

＊．Issu・d　in「pQ1・i埼・M・・私．蜘・比・姻燃吻噸昭．卿翻．・競⑳6㈱蜘・

de．Bellgique．　BruXelles，．1932．¢P．［544］‘＜UP72－141＞』．．オリジ．ナルの所蔵館．Biblioth6que

royale　Albert　ler．　〈，Brussels），

　　　　　　t

91Pera・di・R・i血舳・…血mi・s・・y・1・d・lgq・ti・　1489・・’，F・r　P士・m・ti・，9　th・面・・

　　against．the　Turks．　．　［LUbeck：　Barthglomaeus　Ghotan？，　1489］　Bdsde　，　（GW　Einb－

　　lqttdrucke　l135］．’・　，1　・’　・・，’．　”　．　’　’”　’・

　　「32行免罪符」対トル．フ十．字軍免罪符。”
’＊IssUe（1．　in　Verblffentlichungen．　der（；f71，　Jahrg．、19「20（1925／26）』Taf．1526．　＜YP21－45＞　オ’リ・

ジナノレの所蔵館　Universitatsbibliothek（Rostock）

92’　・　Pera．udi，　Raiirtundus，．coiniriissary．　lnduigen　tia　1490．’　For　prQmOtih．　g　？he　war

’agaipst　the’T”gk・・．［＄P・ye「・、P・七・r．Dr・・h，1490］Bd・dr【c　3282・GW　Ei・b1・ゆu一

　．　cke　1167；’　Proctbr　2382］

　「34行免罪符」対トルコ十字目免罪符・Drachはシユパイアーの多作な印聡警で1　159点

のイ7eeiナ．ブラを印刷した6

＊1・＄・・d・’・．即吟饗・吻GLi「T・・J・fU…13－14．（1919／20）Tρf・　1181‘＜Y？2・一45・．オ．リ

　　，．．．　．　　　．　’”　，m－31．一”　・’　’”　’’ 　’



ジナ、ルの所蔵館　Staatsbibliothek　zu　Berlin

髪

　　　93　，　Radulphus，　Frater．・lndulgqntia　’（to　be－n．efeclbrs．．gf．the70“nt．er．　of．，　the　E（Oly．1Trin．ity．）1　1”

　　　　　　［M・i・2・Typ・・f　th・cqth・1吻］・1464［b・f・・e耳pec・］．Bd・d・．

　　　　　rig行V免罪符」．カトリコン活字を用い論罪符で、・’1464年・2月1．1　E．付で発行さ・れたも

　　　、の。．’1464年はグ’テンベルクがエルトヴィルペ亡命した後であるので、こ：の免罪符はエル

　　　　．トヴ身．ルのべヒター．ミュンツ土兄弟．（70参照）が印刷し、たとの説もあるる籾語6i’頭辛字が

　　　　Vとなっているのは『31行キプロス免罪符』（31参照）．乏同p。

　　　　’＊　lssued・　in　Hoffman，　L．　‘lst　Gutenberg　der　Drucker　des　’Catholico4’，’lentla（bla4，fde’r　Biblio’　the，　r

」’． 撃戟Awesen，’・Bd．93・（1979）P．204．．．．＜Z5S－AiS4＞．．オリ．ジナ・レの所蔵館’U・iversi・・tSbibli・th・k

　　　　（B・ch・血）．．．．．．．’．．．．．　、・．，．

’

94R・d・lph・・伽ter・碗・濃紺・伽伽呵魏・0吻げ鋼ψ胴吻）．
　　エ464．　’［M・i…J6hann・F・・t・nd　P・t・・S・h・eff…．1464］Bd・deド【G・ff’　R4】

　　「22行U免罪符」　ドウラシトゥ．ズ活字（51参照）を用いた免罪符で・1465午．4月4目付

でBertoldus　Bobent2ehとその娘M碑gare⑫に対して発行されている・初台の頭文字が

’Uとなっているのは．『30行キプロズ免罪符』（30参照）乏同じ。』．

．＊．lssu。d　i。　H。ffm・n，　L，・1・t　G・t・・b・・g　d・・D・u・k・・d・・C・th61i…’・z・nt・alblatt　ftir　Bibliothe一．

襟論．（’9・71）P20晦A151＞．オリジカレの所岬unt’ngton　Llb「a「y

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　へ
95・’qi・i・，・　L・d・vi…． Dd・and・Ni・・lau・B・rra・r・・’c・mmi・S・・i・・：　・・ddllg・ntl・’　1481；

　　F。，th。も。n。fit・f　th・o・d・・qf　M・・cy，．．［z・・ag・・a・P4・田・・蜘dlJ・h・nn　P1・n・k・．

　　1481］白dSd・【GW　Ei・b1・ttd・u・k・1260】

　　「19行免罪符」憲悲修道会娩罪符。　・．．．．1；
、＊Issued．in　Vihdel，　F．　El　drte　tipogPta’ficb…v・4（1949）P・32・（Up74－2＞．オリジナルの所蔵・

館　Biblioth6que　nationalg　de．Ftance〈PariS）．

’96．』R6berもus「Castellensis，　co血痴is6a士y．．加4嘱gθ吻づら26　Feb．「14’ №W．耳or　i　prgmoting

“w・・a・・i・・tth・T・tk…Si・g・1・r・’@issye・［L・nd・y｝1．R’・h・・d　P引回98］Bdsde．

　　　【D・ff・215‘（画ρΨElhb1・七ゆu・k・．1262】

　　「・2行免罪符」リ’チャニ．ド・ピγソン（d…528）．．｝ホノルマン人で1・レー㍗で印刷術を

瓢・ンドンた来てWilli・m． пEM・・hli・i・（・6惨照）．のエE9＆ZzY・だ・ややナブ・

ラだけでも123点を印刷。ま々、1SO9・IPにほ英国にローマン体活字を持ち込んだ6

＊・　lssu。d　i・　E・gldSh　i・Cun・b・1・　i・　tla・．J・h・　’ qyl・ndS・Lib・a・Zy・・M・n・h・・ter，．ll　30・Plat・．111＜100

－626≧．’オリジナルの三韓．J・h・Ryla・d・Lip・ar・（M・pchester）．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
97．S・nt，・J・h・nhes；　Abb・t．’ ﾏf　Abingd・n；・…i・S・・y・肋三三エ4悶．　F・T．

一32一



　　瓢課譜遊芸ご瓠韻a窺1譜『T癖幣’．［甲『『t甲iρs16『willia血『aXキ。瓦bet’かee戸

「22行免罪符」キャクズトン三三ごグ希醸最初に印刷したもの三三冒頭鞭

井野ゴシツ7勧タイプ3はこ拶初めて磯回・グエラム　・印刷さ綴おり・1476年

開：3昼膨謙対し漏れた嫡1ヰ1928手｝〒賜≒rρ1部〆

　J⑳n＄antはアビン1トンのづネディクト修道院畢で・1474年にイタリアへ赴き・’シク．ス

巖灘糀騨認識響謬1繍権を取り騨
＊Issued． 奄?@Hellinga，．L・　Ctixton　in　focus．　London，1982・P・41・．〈UE82－A1＞オリジナルの所

iestfiE’　Pgblic’Recgr．d　Office　．（Londo．n）一　’　．　・，　“．　，．　．，　一　，．．　，，

98　Silvester　de，　Datariis，　copamissary．　lndulgentia　1482．　For’　promgti’ng　the．’war

　　against’the　Tutks．’・　［Audenarde：　Arend　de　Keysere，　1482］　Bdsde　（GW　Einblatt－

　　drucke　1322］　’．

．「2マ行免罪符」対トルコ＋字軍免罪符。

＊　lssued　in　Machielsj’ i：　Mees．ter　Atend　de　Kaysere，　1480，一1490：　．Gent，．　19731，・p．133．

〈UE82－21，〉オリ．ジナルの所蔵館Kest・6r－M・・蜘（H・p・v・・〉．

99　Silvester　de，　Datariis，　commissary．　lnduZgenti．iz　1482．　Fo；　ptomoting　the　war

「蕪雛∴∵二瀬：甲de脚’岬岬『lw　EinPiatt一

・．潤Edi・M・chi・1・・J・M・e・t・T．A・・nd’・d・　K・ysere・　i1480一・490二G・nt，1973・P・134・．

＜yE82r21＞．．轡騨尊1．騨聯bibl　k〔￥伽6飴n）

100　SiXtu・IV・P・nt・M・k・（f・rme・1・F・age・i・c…C・・dinaliS・　’@d・R6三三4協
畿撫留朧謹il喚7騨Plや’ggus’　［Pguva’n：’・Rolo1［．

　　「27行免罪符」　ゲオルギウス’・’パレ二戸ガろ一家救済のための免罪符・シクストヴ冬4

製難灘難r申る18嬉）．畔漏し’轡コ働ヤ1、

・Issu・q　i・・P61ai・・M・一L・鋤1・9三二・吻万口卿・三三・滋．．吻S伽・伽・

り蜘・Br・X・IJ・S，．1932・「t・2・．・・553・・i　fUp7？一・4・〉．．オリ・閉．ナ励所蔵fi官

，U垂撃凾?DrgiteitsPl．biigthee5，一K・　．　ili，　Lge，　ven’

．　101　Sixtus　IV，　Pont．．］yt．　ax，　（formerly’Frinciscus，　Cardinalis　de　Rovere’）　ln’d41gentia

岬帥Q∵hlc畠th『岬16v“ik’岬「fu「t即tP：1「i”te「　gf’

　　　　　r　　－33「：．．．1．．・．．1．．ll

認い



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ
・h・1・d・1・・n・e，・b・u・ユ473］Bdrd・．【GW　71i　GW　E’nblattd「肝。騨】’．．1・．．

　「16行免罪符」　エルフルト9）教会建設あための免罪符・

＊・・lss・edi・v・rbff・ntli・h・・ng・n　d・r．　GfTl．J・h・9・8（191：4）Ta£626・岬1145＞．．．オ1，ジtノヒの．

聯官．rla弓t一．lnd，Yn’ve「sitltsh’lliltlek　lF「1乎kfu「t　a．M．）．．．一t）

・02』si・t・li・v，　P・ntiM・l　i　1（f…6・1・F・an・iscu・・’・c・・dip・li・d・皐・vere）’inddrlgentia

　　エ48・．．F・・p・・m6・i・9．・h・w・・ag・i・串t　th・T・・k・qPd．・h・d・f・4ce．．⇔f即・d・§・

　　［Audenarde．：、　Arend　de　keys6re，．148Q｝Bds4e．【c　550窃（｝W　lo；Gw．Einblattdrucke

　　1】

「25行免罪符」448・年・トルコのS7メ・ト2世．（3・参照）1は馴乎ゲティクi’．アフメッ・

ト・容シャーこ大軍． �^え、イタ．リア征服に乗り出．し、．オト7ントを一時占領した。教皇シ1

クスト．・ス4世（・8参卿は焔1・コ＋鐸を募る二二を鱗発行した・．メフ松、2

世は1481年511月に急逝し、、’「イ’タリア征服はな．らなかった’・．

・．1・s・・di・、M・・hi・1・，　J．μ・・吻肋・〃・働・・姻8・一エ49…G・nt・1973・p1124・．〈uE82－

21＞，オリジナル噺蔵品Bibli・theek　van　d・Rijk・9・i・prsit・it　’・t・　G・¢

103・Si・t…V，　P・・t・M・k・！f・一ly・Ftan・isc…C・・din湘・R・v・’re）1・dμlg・ntia．

　　ll　81．　For　promoting　the・vウar　qgainSt　the　Tu士k＄andl　for七he　defencel　of　Rhodes．

瞬・…Pau脚…n，d　Jgh・nn　Plan・k，1481］Bd・dρ．．にW．23・Gw　Eilb’aFt一，

．ld・u・ke　9】．・一． @　　．．、一』．一．
「33行満引」．対トルゴ＋韓鯉符・’P－yン体で印刷・1．．．’．．．．．・　・・／

・lssti・d　i・・Vi・dgl・　F・．El．・⑳・9痂9・・…4（1949）P・3’・〈UP74「2＞．1オUジナルρ下

館Bibli・theq9・n・ti・na1・d年F・qnce．（P・・is）

　　　　　　　　　　　　　　　
104． ri・t・・IV，　P・pt．晦・．（f6・m・止lyF・a・・i・ρ・・…C・・di・qli・d・R・vere）動四四

盤欝膿蜥躍S欝き潔玉1謙。賭今lvalO、
　「S4行免罪符」　対Etトルコ十字軍免罪符・

一＊1・S・・di・Vi・d・1，　F』1・％・痂・9励・…v・6（1950）P・150・．．．i　〈UP74－2＞

ユ05Si・t・・IV，　P・nt’．　Max・〈f・・m・rly・Fr・n・iscu・・C・画・li・d・R・v・署・）動吻卿毎

1縄躍ef畔　holthe岬Sa’1∵1面素畔lylρ「．

「27行免罪符」サント大盤復興のたあの免罪符・．オリジナルは第三世界大戦で失わ「‘

れた模様・■．∴　　
1．

@’． ．．． @　・湿．・

墓鵬難甥紬燦懸盤畿精1鑑ノ櫟翻糊4∵1811
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．s

106　Sixtus　IV，　Pont．　Max．　（formerlY・Frapciscus，　Cardinalis　de　Rovere）　lndizlgentia，

．’@1484．’　［Cqtqlan］　For　p’rompting一　the，　crusa－de．　agaipst，the　ip，fide，ls；．　，［Huet，e？：　Alyaro　・

　　de　Castro，　before　14　Aug．　1484］　Bdsde’（GW．　52］　，　／，

．「39行解悟」対ト．ルコ＋韓免罪符・■．■．／．．．rゼ．．．1「・

・・Issu・dやVi岬・11　E　E19孝吻聯・…v・6（195q）・μ9一〈Up71－1＞．、

107βi・畑V・P・nt’・・Max・・（f卿・・1・F・an・i・cμ・・圃lh・li・q・RQ・e・e）　lnduigentia

濫卿・鵬lti膿el葛usldearl’n∵hl’nl’d『∵ole岬

　　「45行免罪符」’対トルコ十字軍：免罪符。

・Issu・d．i・Vi・d・1，、F・E1吻．’醜畷・・…v・6〈1950）P・55・1．．〈UP74－2＞オリジナル細雨・

館．Biblioteca．de　Catalu血ya（Barce1Qna）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

108Six加・IV，　P・nt・M、ax；（f・・merly・F・qnciscu・，　C・・di血・li・．de』R・vere）．．．鰯卿漁

　　　　1484？　［Catalan］　Fpr，’prbmoting　the’crusade　againsit　the，infidels．　［Toledo：　’Juan

　　　　Vazquez，　about　1484］，　Bdsde　．（GW　49；　GW　Einblattdru6’ke　35］　・　，’　，・　

　　　「43行免罪符」．対ト．ルコ十字軍免罪符。

＊lr＄・rd　i・Vi・d・1・F・E1・％・惣鰍・：一一・v・6．（1950）・・56・〈UP74－2＞，、すり滑ルの所蔵

fiE　Bib，．liotec．a，de，9atalunya　（Barcelon4）　’

109．Si・t・・IV・P・血t・幽・・（f・一ly・F・aneiscu・・C・rdinali・de　Rp…e）1・du4ge吻．

　　　　1484？　・［Cat’a’　lan］　For　proinoting　the　crusade　against　the　infidcls．　Formula　for　the

　　　　decea＄ed．　［Tol’edo：．　Jixan　Vazquez，．about　14．8．3－84］　Bdsde．　［GW　44］．

「　「11行免罪符」．．死者向けめ免罪符。．． 　　　．．　　　’　．．「1

＊1§sued　in．Vinde1，　F．　E1α惣伽g畷60＿v．6（1950）p．52．〈UP74－2＞オリジナ！gの所蔵

　館．Biblioteca　de　CatalUnya（BarcelOna）．．

110．si・t・・Iv・P叫恥・・（f・・圃・．Frangi・ρ・・，　Cゆ・li・d・R・v・・e）勿惣4吻

　　　　1484．？　［Catalan］　FQr・promoting’the　crus．ade　against，　the　infidels．　，Formula　・fot　’the

　　　　dece’as6d．［Toledo：Juan　Vazque2，　apoutユ484］．　Bdsde【GW　45】

　　　「12行総意符」一t死者向けの免．罪符ρ　：

．＊Issued　ip　Vindel・，．F．　E；1・α吻ゆog吻700∴輔（1950）．　p．53・．〈UP74－2＞．．．オリジナルφ所蔵

　館、．Biblioteca　de　Catalunya．．（Barcelonの「「．．　．「　、‘■　　　　：．

t

，　111，　，＄ixtus　IV，　Pont．．Max．　（torTrt，erlY　Franciscup，　Carqinalis　de　Rovere）　．lndulgentia’　’，

　　　1484i［spanishユFo「p「bm6ti”g　the／，　c「usade　aga，inst　the　ihfidels・：』［Toledo：坤．

　　　Vqzquez，　befgre　4　May　1484］’Bdsde　”（BMC　X　67；　Goff　S570a；　GW　47／101

「391テ解符⊥．対トル叶字靴扉筏＿＿、．．．．・一　　一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　35　；　…　　　　．　，　　／

’
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一

帯1認臨鑑灘ゆ’iy・6　（i959）P’51●．〈UP74－2＞．．オリ．ジtルの所蔵

i12，　Sixtus　IV，　Pgnt．　．Max．　（．formerly　Francisgus，　Carqinqlis・de　Rovete）　／lndpa．　lgentia

　　　1484．．　［SPanish］　．For　prom6ting　the　crusade　against　the，infidelS．　［Toledo：　Juan

　　Vazquezi　before　20　Feb．　1484］　Bd＄de’　（GW　461．，　’　”　’　，．

　　「43行免罪符」．．対トルコ＋字軍免罪符。　　　　　　　　　　　．t一，

・Issu・d　・in　vi・d・1，　F・・El・ait・・tip・9瞬卿6．（1glo）・・54・＜up74－2＞‘オリ』け～レの噸

館　Real　Academia　de∫1a　Histofia．（Madrid）1　　　－1

．113　Sixtu’@s　IV，’ Hont．　Mqx．　．（fOTir｝er，ly　Francl’scgs，　Cardi4ali．s．　de　RoVere）　lptdulgentia

　　’，1486．　F6r　the／restoration　of　the，　Cathedral　of’SainteS．　［Cologne：　Johann　Koelhof・f，

　　　the　Elder，　before　28　Dec．　1486］　Bdsde　（GW　851

　　「28行免罪符」　サ．ン．ト大聖堂．復興．の．ための免罪．符。1　‘．　－　．　S．ノ

＊　lsSued　in　Polain，　M；一L．　’Catdlogue　des　livres　imPn’me’s　’au　quin2ieSine　sieScle　des　bibliotheNques．

銀離塁島譜翌le温ll：1＆25）P・［5581・〈uP72－14i＞オリジナノセの所蔵館．・　Bibligthegue

114．　Si・t・・IV・P・nt・Max・1 if。一1・F・an蜘・・，Catrdi・・li・dr　R・ve・e）…d・lgenlia

1486．　［SpaniFh］　一E，or　promoting　the．crtisade　against　the．infidels．　［Toledo：　Jgan

Vazque’z，’ @about　1486］．Bdsde　（GW　50；　GWi’Eipblattdrucke　37］’

　　「50行田．罪符」対．ト．ル1コ十字軍免罪符。．．．．　、　・．．・　　　．tt．．　．．．．．

・Issu・d　i・励伽」漁㎎・吻（凋J・h・g．5’（19111）：T・f．366．1＜yl・21・45＞

　　　　　　　　　　　　　c，，

’115　Sixtus　IV，．Pont；　Max．　（fbrmerly　FranciscU’s，’CdrdinaliS’de　Rovere）　Jndulge’ntia

　　　1486．　［Spanish］　For　ptomoting　thd　crusade　against　the　infidels．　［Toledb：　Juan

　　　Vazquez，　about　1486］　Bdsd．　e　（GW．，50：，GW　Ei．nblattdrucke　371　・’　・　’／

　　「50行免罪符」「対トルi十字軍免罪符。』’　　　．．1　　　　　　．・．　．・．

1＊Issued　in　VindelジF．　El　L’arte．tipogralifico　L，．　vr6．．（1950）p，57．．〈UP74－2＞tt．

116、Siktu・iY・P・・t・吻x・（fg・m・・1・．F・an・i・c…．C・・di血・l」r　d・R・vere）1・4zalg・n・ia

　　／1486．　［Spanish］　For　prortioting　the　crusade’against’　the　infidels．　Formula．・fbr

　　prpperty　illegally　gained　in　the　crusades・against　the’ipfidels；　・　［Hqete：　Alvayo de

　　C．　astro，　about　J1486］　BdSde　一　（Goff　S573；　GW　51］　，

’r14行免罪符」．対トルti十字軍免罪． пB　．　．

＊　lssued’i！i　Vindel，，Fr　El　arte　tiPogra’fico．．．，v．6　（1950），p．174．／．　〈UP74一？〉　［’　’，

117　Turrianus，　Joachinus，．　Genetalis，　ordinis　Praedibatorqm．　lndtzlgentia　1494．’　ln

一一一　36　一’

E



fa凾潤Dyr　of　the　Dominicqp　orde’rl　［Venice：．　Johanne＄　．Hammap，　pdt　after．　5　Sept．］’

　　1494．　Bdsde

　　「16行免罪符」　ドミニね会免罪符。．

＊，　lssued　in　Borsa，・G．　‘Eipe　unbekannte，Abla6brjef－lnkdnabel　vpn　1494．’，　Gutenberg・Jahrbuch，

．69．（1994！P・94・〈z65－A89＞オリジナ・ゆ旧館．　H・vati・ki・df・avni・・hlf〈za9・eb）

働

’，　L

118．W・rd・nberg，　R・d・lf・・，　G・af．・・n，　c’・mmiS・a・y．．鰯・品品エ48αF・・．P・・m・t，

　　ing　the　war　agaipst’the　Tqrks．　ana　the　defence　of　Rhodes．　Prihcipat　commiSs．ary，．

｛器n藷羅5。聡器lflρ「echt　Ku辞nr　nbt．・bef6「e　14脚ρ

　「26行免罪符」．．アルプレヒド・キュンネは．メン、ミン．ゲγゐ多作な印刷者で113点のインキ．

ユナブラ脅印刷したd．こρ免罪符の発行者ベルゲンベルク伯ルドルプは聖ヨハネ騎t団に

所属し、1480年から81年にかけて、ドイツ各地で免罪符を．発行した。　　　　　　　　’

＊Issued．　in％噸召π三三％紹π．　der（；fT，　Jahrg．10（1916）Taf．83＆．ぐYP2i－45＞　オリ．ジナル

め所蔵館　Kestner　Museutn（Hannover）』1．．．　　　　　　　・．・　、

（図16）

119werdenbetg，　Rudolfus，　Gr3f　v6n，　commissarY．．

　　．、肋血温θ漉αエ48エ．For　promoting‡he．　War　again＄t．

　　th・．　T・・k・and　th〈d・f・n・e・f’・Rh・d・＄・．tt［Passau；．

　　Benedictus　MaYr，14N　81］Bdsde

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シヒル
　　「23行免罪符」．オリジナルの下部に代理人の印章（函

16）．が残っている。．．

＊Issu♀d．．in　Gaselee，　S．‘Notes　on　single・sheet　incunabula’，

銑ρLψ㍑η；4．th　ser：，　v．12．（1931－32）Figユbetweeヰp．418　and

．P・419・｛Z55“C369＞オリジナルの所騨Caゆ・idg・

University　Library

x

　　　　　　　　　　　　し
120．Xime・曲C脚・・，　q・rciq…mmi・S・・y・1・a・lg・n，tl・・1498・・F・・．th・b・n・fit・f『

the　m・nart・・y・f． pt・errat・．［B・・cel・n・・．J・h・nn　R・semb・ρh］・．1498・Bd・d・．

　　【Goff　A374】

．「38行免罪符」　i［：ントセラートのベネディクト会修道院のための免罪符。＼

＊IsSued　in　Vindel，　F．　El　arte，妙og痂oo＿v．1（1945）．　P．214．、＜UP74－2＞

．121　Ximenes．de’Cisneros，　Garcia，／conimissary．．lndulgenlia．　［Catalan］　．For　the’

　　bePefit　of　the　moria＄tery　of　Montser’rat．　’　［Bar，gelQha：’Johannes　Lqschner，　before，

　　28　May　1498］　Bdsde　’，　・　，・’　．　 ．’

@・一，　，　F一．，

　　「39行免罪符」’．モントセラート．のべネディ．クト会修道院のための免罪符。

＊Issued　in　Vindel；　F．　E1α吻⑳og痂601．．　v，1．（；945）p．246．．≦UP74－2＞　オリジナ）vの所蔵

一一
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，

伽

館B’bl’・teca．d・C・・qfu・y・（B・・ce1・・の．． D』 D．． D．1 |t／

122Xim晦．．d・Ci・血e，・…G・吻・e・mmissar・・r駕卿吻［C…1叫F6・lth・

認．0∵h興On斧stl∵革Oltsel「a∵聯llt：JOhah門sL聯・．14g　’

「33行三三」モントヤラ・一一ト．の磐デ汐陰修道院の働の免罪符．．

端騨撫臨∵45）岬『∵∵∵所燕
123　Ximenes　de’ bisnero＄7・．Garcia，　，eo’m．　mi＄sary．　li　dulgentia．　For　the’bepefit　6．f　the

Mopastery　of　MontSerrat．　・　’［Montsertat：　．Johannes　’Lus6hner，’・1499］　．　Bdsde

　　「33行免罪符」「モントセラートの、ベネディグト会修道院のための免罪符。

・lssued‘i・▽i・q・1・F』1・鱒・9畷・・…v・・1　・　（1’g45）・・247・．＜Up74－2＞k、オ　i，ジナルの所蔵

食官　Bibliote（｝a　de　Catal｛1nya（Barce16na）　　　　　　　　　　　　　　一』

124文imenes　de．．Cisheros，　Garcia，　cbmmissary．、rndulgentia，　For　the　benefit　of　the．

　　Mgnasgery　of　Montserratf　・FormUla’　・for　・the　degeased．　［Montserrat：　・Johannes

　　Luschner，　1499］’　Bd＄de　’

「22行解符」．死者向晩罪筏．．．■．、．．．tl　．・．．　「’

耀d齢糠雨1（耀∴1＆．∵∵’
125　XimXenes　deL　Cis4er．ds，　Garcia，，’eommissarY．　lnjulgentiai　，For’　the　benefit　of　’the

1＜ �Z9離「rl’　Fg「岬1τt耳e．．decll？eδ、［￥lntler脚anhl§．

「22硫罪符」．死者向晩罪符。’・．’　．・」1．■．、
・Issu・d　i・Vi・d・1；F・E1ρ吻麹蜘∴…（1945）・・琴48・．i32（4）層．｛UP74－2＞．オリ．

ジナルの所蔵館　βiblioteca　de　Catalqnya（Barcelona）

　　　　　　　　　．’　tt　t．　・・．ン1．態i羅麟鰻鐵「．1．．1．．・、、

前に弓． P．いたR・．Steeleによ、るとイシキュナブラの10％は法律書であるという．6・中世’

・T・、ツ．パの法eeasは大きく分けると．∫グラティアヌス法則を．ほじめeす町会決、

rユステ…＝ア．ヌス瀬』をはじめとす、る・一マ法・そ馳の記法晦かれるh・’、と．

こにみつズいるのはカール．4：世の『金印憲章』6？ホうな中世め法律文書でおるb．・他に

9・iマクシ．ミリアン1世がロTマ王に選ばれた事を伝えうニユニス等が含ま紅ている・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　38　一一一　’・’



　　　　　　　　　　　　　　　　t

購教皇梱王の齢や布舗しばUボ匠醐婦鱒マイン物エツ7ア
ーはあたかも政府の印刷局の「ような様相も見せている。・

・法論はi6世紀に入る濡要力s’増＊し・鰍臨書の中では主要雄彫占めるよ：

うになったq　　　　　　　　　．・　．　、・　　、　　　　、一

t

・　1・26　Carolus　IV．’Bulla　auTea．　［German］　Die　gdr’ldin　i　Bull．

　　Add：　Fyidericus　III，　’Reformation　und　Ordnu．ng　vom　Z　4，’

　　August　1442．’　Strassburg：　J6hann　PrUss，．1485．　f¢

　　（BMC　1　119；　Goff　C209；　H　’4081’　；　Proctor・515］　．

力魂4世「金印騨」；フりニド】）ツヒ3世「・442年騨

、令」カール4世（1316：78）もフり・一ドリヅヒ3世（1415－93）

轟鰐ヨ講藩騨1鹸窪雌髭　（ila・7）
、た（1356年）も9）。黄金の印璽を弔いたとごろからその名が由来する・木版挿図（図17）・

ちなみに写本としてはボヘミア王ヴエンツエ～・4世のため14・・年三三三現在ウ

ィー財6？国立図書鮪に所蔵されてい1るものが・美しいミニテチュrルで有名で因る・

＊　lssued　as　D2’e　gdr’ldin　Bullb，　und　kzadaigclich　Rqformpci．on，　Stinssbyrg　1485．．Frankfurt’am　Main’，

1968．　（Mittelalterliche　Ges’ ?狽嘯bр?fcher　e4roPa’ischer　La’nder　in．Fafesimiledrucleen，　Bd．1）　〈A．G3－141

－42＞　’　’　．，　．　　　　・L
　　i27　Chalon，　AntOine　de，　Bishop　of　Autun．．Letter　contesting　the・election　of　A　ndrd　d’

　　　　ゆ吻・一π励吻げ願・［Ly・n・・Ghilla・m・L・R・y・・b・ut　7　M・y　1489］

　　　　Bdsde　．

　　　オータン司教・「り．ヨン大司教選任の融書」　リヨン大司教にアンドレ・デUネイが選ば4

’　．』たととに異議を唱えるオータン司教アシトワ「ヌ・ド…、斗ヤロンの教書・・　　　1・・

　　＊』Is≒ued　in　HoursジH・＆Dalbann〔））c・‘De亡x亘1aca七ds　impr無色s　a　Lyon　en　1489’・G三三θ勿

　　1・h・bl！・la　29（19’54）－b・［140］〈Z65・A89＞．オリジナルの所蔵館．A・chi・e・depa「tgmentaler

　　du　・Rh6ne

128　’　Ebdr’ ?＝Erd　．　der　・Altere，’　Graf　von　Wilr：tt・emberg．　Befeanntmachung　’　betr．一　die

E伽晦4・・翫勿・磁’撚囎刎ミ・u・d』at　U・a・h・’・3・J・1y　1477・［Bl・・b・u・9・・’

’　9－o’　AnAr．．a．d　Man，cz，　，’aftgr　3，　July　1．47711　Bqsdg　’．（一GW　91Z5；　9W　Einblattdrugke　5L23；　H

　156621　．　．　．　　i　．　．　　．　．　　．　　．　　一
　ヴユルテ1ンベ川ク伯「チ■一ビンゲン大学設立布告」1477年に設立’され牟チarビンゲ・

ン大学の設立二品。．ドイツの大学1ホハイデルベルグ（1385）、ケルン（1388）、午ルフル’ト

（1389）、ラィプッィとて1409）、ロズトック（1419）、グラィフスワルト（1456）・．フライ・

ブルク「（i457）、バーゼル（11460）、インブルシ4タット（1472）、、トり1エ！レ（1473）、マイ

一39＝



ン．ツ，（1477）に設立さ醜いな・・

＊　lssued　in　Verblffentlichungen　der　Gf7T，　Jqhrg．6　（1912）　Taf．470．

所蔵館　Univ6rsitatsbibliothek（Ttibingen）’

＜YP21－45＞　オ・リジナルの

　　　　　　　x

（図18）

　129　Fabri，・　Sigismund，　von　Prustat．　Practica　eolonien’sis’

　　In4．9q・　［Gtefirll19－n］一一　［Nuremb．erg：　Peter　W．　agner）　about　14gs－

　　96］　4¢　（BMC　II　465；　GW　9668；　Proctor　2252A］

　　「1496年ケルン事蹟」14％年のウォルムス帝国議会でめマクシ

　ミ．リアン1世のドイツ王封土授与式⑳模様を伝える縦長の小冊
子・「 ﾘ版挿図（図．18）がr導入っ、てv・る．

・lssu’Ed　i・S・h・tt・nl・h・・，ρ．（・d．）D巧・三三・ん。雛三三

・” №?唐モ?奄モ?狽?D　Leipzig，　1938．　pp．　［79－90］　〈093－S375t＞

130’勧・ε鋤・nuM・［Z・・ag6・a・Paul　H・・u・a耳d踊・f・h　B。・，1，』・477］f¢【と・

　　5184；　GW　10174］

　「アラゴ≧国の政事」．アラブシ国の法令集Codigo　de飾乙s4（1247）の最初の三三本

（・diti・P・ihb6P・）・第2版1ま1496年に、第3伽1517年目a刊行された．

＊．　．　lssu・d・・酬卿旧臣・娩㎎・・a，・・476／7Z　vhd。、，1979．（〃ゼ繍，三三、、々協

・三面晶晶磁・劾鰺漉4磁・B己8）〈YP・一33＞1オリジチルの旧館Bib一’、

lioteca　Nacional　（Madrid）

’131iGF浴fid奄?r3
奄S
bit／nS．・iiL． aegde’ngnis・　mMain2i @Peter　Schgeffgr，　after　i2　Deg．．i．493’i　f¢

リrドリ・ヒ’3 ｢1葬儀」1493年8月・蜘・亡くなったフリードリヅヒ3世の義をt一

える纈の小冊この判型は中世のある渤講を興たという．シL。．ファー（d．

592）はヨノ＼ン・フスト（dc・466）鋤手として印刷を始めたカss｝1467年頃フストの女婿

連騰餐驚矯議露増齢書のよう轍出版』
　lssued　in　Schottenloher．，　O．　，（ed．）　Drei　Frde‘hdreecfee　zur　Reichsgescle，zlchte．　Leipzig，　1938．　pp．’

55　一　75］〈093　一　S375t＞オリジナルの所蔵館Stadtarchiv

amberg

32　Ju　tisch　Lowbok；　［Low　German］　［Lttbe6k：　Matthaeus

Brandis］，’1486．　4¢　（C　（Add）　3424a；・H　10225）

エトランド瀬」’デンマラ主ヴァルデマール2世1・・7・一

241）が1241年に発布した齢・印刷された駒のスヵンジナビ

ア法令集である？第．1葉に木版挿図（図19）。

＊　lssued　as　」zalisch　Lowbble，　．Ldr’becle，一　1486．　．Giashtitten　im　T4unus，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（．

　　　　　　　　　　　　　　　　．一　40　一，

図19）



1976．　（Mittelalterliche　（lesetzbdr’cher　euroPdisbher　Ldinder　in　Falesimiledneeken，　Bd．5）　．　，　〈AD2－141

－2＞、オリ‘ Wナルの所蔵館　Landesbibliothek　01dehburg．

133　Maximilian　1．　Electio　Meximiliani．　［German］　Erzvdhlung　．Meximilians　．2u　einem

　吻露・h・n・晦匁・、［M・ili・・P・t・・S・h・eff・r・・fte・12．・M・r・・窪86］f¢【GW　N・Ch－

　trage　221］　・’　　．　．　．．　．
　マクシミリアン1世「n一マ王選挙」マクジミリアン1ぜ（1459－1519）が1486年、ロ．

一マ王に選ばれたことを知らせる縦長の小冊子。’これ以外にも少なくとも7点のローマ王tt

選挙を知らせる出版物が出され、戴冠式のプログラムや出席者を伝えている。

，　＊　lssued　in　Schottenloher，　O．　・　（ed．）　Drei　FM’hdruclee　zur　Reichsgeschic’ ?狽?D　Leipzig，　1938．，　pp．

［33－51］　．〈093－S375t＞

134　Sqbauaia’e　decreta　duca　lia．　Ed：　Petrus　Cara．　’Turin：　Johannes　F’ ≠b窒堰@Lingonen－

　sis，　17　Nov．　1477．　i¢　（BMC　VII　1054；　Goff．　Sl；　HC　14050；　IGI　8484；　Procto’r　7217｝

　「サヴオイ法令集」アマデヴス8世（i383－1451）によりi430年に編纂されたサヴォイ公

国の法令集。ア々デウス8世はバーゼル公会議によりエウゲニウス4世の対立教皇に推＄

れ、フェリ7，ス5世と称した最後の対立教皇であう。『サヴォイ法令剰の申刷本としては

最：古のもの（editio　prindeps）である。

＊　lssued　as　Deeteta　Sabaudiae　dzacalia．　GlashUtten／Taunus，　1973．　（Mittelalterliche　Gesetzbde’che’

europdiischer五三467　in　Falesimiledmcken，・Bd．7）＜AF2－141－18＞矛　］」ジナルあ所蔵館

Staatsbibliothek　zu　Berlin

135　Statuta　Siciliae’；　Constitationes　Regni　Siciliae．　，（Ed：　Marinus　de　Car－

　　arpanico）　Nqples：　Sixtus　Riessinger，　，　for　Francgsco　del　Tuppo，　1475’．　f¢’　（HR’5665；

　　IGI，8964　十　8963］　’　・

　「シチリア王国三法集成」フリードリヒ2世（1194－1250）が1231年にシチリア王として

，発布した法令集・P’一一マ法に基嘩を置いて：編纂された中世最初の国法典といわれる．

’＊　ls＄Ued　as　Liber　Augztstalis；　constitzationes　Regni　Siciliae，　AteaPel，　1475．，　GlashUtten／Taunus，　’

1973．’（Uittelalterliclae　’Gesetzbdr’cher　euroPdiischer　Ldindept　in　Falesimiledmcleen，　Bd．6）　〈AI9＝141一・

5＞．オリジナルの所蔵館John　Rylands　Library㌔ iManche合ter）

136　Zeichen　der　falschen　Gutden．　Ulm：　［Johann　Zainer，　1482］　Bdsde　’（Goff　Z20；　・

　GW．　Einblattdruckeユ569】

　「贋造グルデン貨幣bD．しるし」贋造貨幣のレるしを知ちせる一枚物，ヨハン、・ツァイナ

ーはpイトリンデン出身で1アウグスブルクめギュンター・ツァイナー（138参照）とは親

戚・シ9トラス7“ルクで印刷術を学び、，1472年ウルムで開業した。ボッカチオrデカメロぐ

シ』（二二）等166点のインキ4ナブラを印刷したが、木版挿図を多く取り入れた『イソッ

．プ寓話』（1480年頃）はウィリアム．Lモリ’ X（1834－96＞の賞賛の的とな6た。また、見事

　　　　　　　　　　　　　　　　　　二41一



　　　　　　　　　　　　＼
　ポ　ダ　
な縁飾りと文字装飾でも有名である。
「＊Issu・d　l・D・utS・h・　B・・hdincker　des．fdrlnf2ehnten　Jaipthu’nderts．　Wi・・P・d・n・．・1971・T・f・54・

＜YP51－A520＞・オリジナルめ所蔵館＄taatsbibliothek　zu　Berlin、

：灘灘灘灘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　トリヴィゥム
　二一ロヅパ中世は、もちろん科学は自立しておらず、’学問ζいえば！伝統的な三科

（　　　　　　　　　　クウアドリヴィウム　ヨ
ｶ法・修辞学・論理学）四学　（算術、幾何学、音楽、、天文学）塑郷7舳学．

芸がその中心であった。そして、その上位に学問の学問である哲学が位置していたσ

　こ・うした内容め書物は、教科書≧して、あやい1ま学問のため多数印刷されへR・Steele

’によるとイ．ンキュナブラの25％はギリシア・ローマ古典、文法書、スコヲ哲業その

他自然科学書（医学を除く）騰る・ま・た・A・・C・・Kl・b・の・一勲「遡肱・・’

medica（1938）0）よう・な研究書も・出ている・ここには・そうした哲学書や・！・レネサ≧

廟に登場してきた入娃義編作がとりあげちれている也・百科全書的著作裸

衆評けの暦1占星術書、あるいは貴族向けの狩猟書や建築三等が含まれている。

　ただし・医学番は別立てとし・’独立した分類項目とした・ま替ダイ『世界像』や

プトレマイオス『宇宙誌』のような地理学書は歴史・地理に分類した・

137　．Albumasar．　Flbres　astrologiae．，　（Tr：　Johannes　Hispalensis）

　Ratdolt，　18　Nov．　148，8．　4¢　（，BMC　II　382；　Goff

　A356；　GW　837；　HC　609“　；　IGI　262；　Proctor　1877］．

　アブ∵々アシャル「占星術の華」アブーーマアシャ

ル（c．810－886）』はアラビアの天文学者。・アルブマサ7．レの

名で中黒ヨー「ロッパに知られた，翻訳者セヴィリアのジ

’ヨン（fl．’1139－55）．はトレドで多数のアラビア語科学文献

Augsburg：　Erhard

　　　ロエゆ　　ぽいゆじ　ぬ　じゅの

艶羨、輸縷
（図20）

をラテン語訳した』本書は同じ著者の『大会合』を睡った星座にもとつく占いの書で＼4◎

点近くの写本が残っている。申言者ラトドルトにつv｛ては220を参照のこと。木版の挿絵！図

20）入り。インキュナブラとしては他に1495年刊と1500年刊の異版がある。・

＊　lssqed　as　hi’s　1，Zores　Albunzgxsar，is．　Leip4ig，　1928．　〈ll．fE，　2－041Q＞

’　・　138　Almanac　14　72．　［Latin］　Augsburg：　GUnther　Zainer，　1472．　Bdsde　｛BMCII　316；．

　　　　C　2170；　GW　1293；　GW　Einblattdrucke　l19；　Proctor　1529J

　　　「1472年暦」1582年にグレ：ゴリウス暦が公布されるまで、ヨーロッパ1まユリ．ウス暦を採

　　用していた。1i世紀には・「万年一tSJ　’という形で二天祭日の計算法が確立し、三会め祝日や・

　　天体の位置、天候や農事の知識等を記す暦が作られるようになつ，牟P15世紀に入るζ木版

　　　で印刷されたといわれる。ヨハン・ミ．L一ラー〈別名レギオモンタヌス222参照）は天文

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一42一



し

暦の作成．・印刷で酩であや…STCには329点出血耀が囎されているカ＼ほとん

どがドイツで印刷された．もので、‘うち75点がアウグスブルクで1・　64点が二途ルンベルクで、　1

143点がラ：イプツィヒで印刷されて、いる・年代も1480年以後のものが80％を占めていう・

　．ギュンター・ツァイナー（fl・　1．468－78）はロイトリンゲンの出身で・・おそら．くシュトラス

プルクでメンテリン．の助手となり、1468年アウグスブルクで最初の印刷者となった、との

暦はドイツ謡初め恥マン体瀞で印届唖『れて噸舛μはツアイt一輪7マン体

活字の広告として刷られたともいわれる。’

．＊　Issued　in　Dqutsche，Buqhdntcleer　des　fdr’nf2ehnten　Jahrhzande7ts．　Wiesbaden，　1971．　Taf．・　19．

〈YP51－A520＞　・

IL39　A　lmanac　1478．　［German］　［Augsburg：．Anton　Sorg，　about　1477］　Bdsde　（GW

iV　1323／10］　，・　．　・・　’．，　．．　．・
　・「1478年ドイヅ根出」アントン・ゾルグは：アウグスブルクの多作な印刷者て＼190点のイ．

・ンキュナブラを印刷した。暦の作者はJobst耳ordともいわれる。

＊　lssued　in　Eisermann，　F．　‘Ein　Augusburger　Almaqach　auf　das　Jahr　1478’，　Gutenberg　lahr－

buCh・　’70（1995）P・91・、〈Z6与一A89＞　オリジナルの所蔵館　Niedersachi『is『he　Staats－und

Universitatsbibliothek，　（G6ttingen）

140　Alma．nae　1492．　［German］　’　［Augsburg：　Johapn．Btimler，　．about　1491－92］　Bdsde

　「1492年ドイ〉ソ回暦」ヨハン」ベムラー（fZ．1472－92）はアウグスブルクの多作な印刷者

で・114点のインキ．ユチブラを印刷した・’ベムラーは木版挿図を多数用いたことで有名・

＊　lssued　in　Flooq，　J．L．　‘Ein　Almanach　4Vf　das　Jahr　1492　mit．．．’，　Gutenberg　」，　ahrbuch，．67　（1992）

P、63，＜Z65－A89＞　オリ1ジナルの所蔵館　Institute　of　Germanic　Studies（Londori）．

141　．Almanac　1494．　［German］　lngolstadt：　［Printer　of．　the　1494　A　lmanac　（Georg

強岡M鱒脚119争gl］Bdsdg　．【gW　’48．1；GW陶鮮㎏．

　「1494年ドイツ回暦」

・Issu・d　’i・　Verb；ff・n（li．・hung・n　der（朔・h・9・　113－14（19！9／20＞T・£　11・4・〈YP2エー45＞∫オi）

ジナルの所蔵館Staatsbibliothek’zu　Berlin’

1舘灘gl濫蜘［晦㎞dSt岬臨㎞’ri”∫．
　「1495年ウィーン暦∫

・lssU・d　i・B・rsa，1 f岡・・P・b蜘・・li）i・blqttd・u・ke　au・d・m既J・hゆd・t・i・d・・

。・・errei・hi・ch・n．野・・i・nalbibli・・h・k’，’　G・t・nb・rg　1・h・b・・h　33（1958）’P・86・＜Z65－A89・．オ「，ジ

ナルの所蔵館osterr6ichische　Natiohalbiりliothek（Wieh）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　一43一



　143　Barzizius，　Gasparinus．　Orthographia．　Guillaume　Fichet　to．　Robert　Gaguin．　Guar－

　　　inus　Veronensis：エ）e　diphthongis．（Ed：Johannes　de　Lapi（Je）GuillauMe　Fichet：De

　　　art・　P・n・tandi：．　’1［P・・is：「Ul・i・h　G・・i・g・．M・・ti・C・ant・and　Mi・hael’　E・ib・・g・r，

　　　shortly　after　l　l　Jan．1470／71］4¢（C　916十2815；‘HC　2680；Goff　B269；GW　3691】・

　　バルツィツァ「正書法論」パ・リへの印刷術②導入は、パリ大学のヨハン・ハイソリンと

　ギヨーム・フィシェ（150参照）・がソルボン．ヌ内へ三人のドイ・ソ人ウルリ・ッヒLゲーリング、

」マルチィン・クランツ，ミハイル・フライブルガーを招き、　燐吃ヒ即ζn｛a毎e血bn三U1κ麺雇

一インリンの編集したrガスパリーノ・バ・幽ツァ諦鑛畿膿画趣焉護．

　集』（1470）を印刷したのが始めである。本書はパリで印刷　卓策t∈』騨⊂08～殉。応qロうca1鵡皇．

　された3番目の本で、ロベール・ガガン（36参照）宛のギ　　　　　　（図21＞

　ヨ．一ム・フィシェの書簡が前に付けられており、そめ中で、bonemontanq（ラテン語で
　グヒトベルク　　　　　　　　　　　セ　　　　　　　ヨ

　良い山の意味。グーテンベルクのごと　図21）という’人物が印刷術を発明した旨が述べら

　れている。本複製は書簡の部分のみだが、例外どして採録した。ゲーリングらはフィシェ

　　膠辞学』やキケ・無血につ・・て』辮2点を次Rに印肌たが（i50．．151拳照）・1473年

　には「黄金の太陽」「の看板を掲げてサン・ジャック街へ移り、‘ソルボンヌ印刷所は解散し

　た。‘　　、　　　‘　．・　　　　　　　・　　　　　）』

　＊』Issu6d　i・D・li・1・，　L・　Epit・・　・dresse’・　di　R・b・rt（弛9・納畑島・14勿・漁ゴ品物

、Fi・h・t…P・・is・・1889・巻末（10P・）＜UE31－114＞．オリジナルの所蔵館6ff・ntli6h・Bibli・th一

　．ek　．der　Univer§itat　Basel、、　』「、』　　　　「・　’　　「’』』　　　一　　　　　　．、

1尋4品目ethi・s・・D・・c・ns・1・ti・n・・P’hilosoPhiae．［E・gli・h＆L・・i・］（T・・G・gff・ey・Chauce・・’・”

　　　Additi・n師y　St・ph・・μ・Sy・ig・nu・）［W・・tmi・・t・r］・’　Willi・m　C・文t・n7［・b・ut

　　　1478］．　f¢、【Duff　47；Gotf　B813；、　GW　4576；耳C　3399；Proctor　9630】　　　　　　　　　’

　　ボエティウス「哲学の慰め」　ボエティウス（’c．480－524）はイタ．リアの哲学者。東ゴート、

　王テオドリックへの反逆罪に問われた獄中で書いた本書ぽ、囚人』（ボエティヴズ）と婦人

　（哲学）の対話から成り、中世知識人の愛読書となった。写本の段階でほとんどすべての西

　欧語に訳され、7ド書は『カンタベリー物語』（190参照）．を著したチョ「サーの手による英’

　訳。’末尾（第94葉表）にミラノの修道士スリゴによるチョーサ・・一をたたえる詩が付け加え

　られている。キャクストンは本文に信タイプ2を使用し、他にタイプ3も嘩用している。
　1＊Issued　as　his　Boecius，1）2　cosδ1abione　pleilosoPhie．　Nofwood，　NJ．）．．1974．（The　English吻6が

　enbe，　its…no・644）〈HC33－5＞オリ、ジザノヒの所蔵館　Cambridge　．Univer一

・ity　Lib・a・y’一” @・：’．・　　・．、rtt’　．く

145　Book　o’f　hawking，　hunting，　ana　heratary．　St．　Albans：　School－

　master　Printer，　1486．　f¢　’IDu’ff　56；　Goff　BIO30；　GW　4932；　HC　2465；

　Proctor　．98281

　「鷹狩、狩猟、紋章の書」　英国で最：初の鷹狩、狩猟、騎士の家系、紋章

についてのインキュナブラで、著者は宮廷経験のあるジュリァナ・バーナ

p
m（図22）
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x

r
f

．一
Y（b・1388？）≒・・う雄であるとゆれて・・るカs’Nす壁が微の作ではタく・．フラ、ン

ス語写本からopew訳も貧まれるQ『

　本書の印刷考は名前が不詳で、印刷地名から「セント・オルバンスの校長」と呼ばれる。

1480年から86努め間に8点を印刷したが、本書では色制印刷を試みた。1末尾にプリンター

ぞ々Lグ（図22）．・，・881・EI’・　W・・Bl・des」は糟の複製を師して・・る・・

　ウォルデは1496年、釣りの章を加えて再刊しているが1そ‘の原稿としてめ書き込み入り

．の本書が1961年、Alan　G．　Thomasによって発見された。

＊　lssued　as　The　bolee　of　Saint　Albans．　New　York，　1969．　（The　Engldsh　exPen’ence，　its．．．　no．151），　’

〈KD987－21＞

146，，　Cicero，　Marcqs　Tulli－s．　Cato　maior，　sive　de　senectute．　［English］　Of　o　ld　age．　Add：

　　Laeliu．s，’　sive　de　aimicitia．　Bonacctirsius　de　Montemagno：　De　nobilitate．　［W’estrriin－

　　ster］：　Will・iam　Caxton，　12　Aug．　1481．　f¢　［Duff　103；　Goff’C627；　GW　6992；　HC　5311；

　　Proctor　9640］　・

　キ・ケp「老年について」「友情論」　キケロ（B．　C．　106－B．　C．　43）は共和制u一マの最：後を’

かざる政治家で雄弁家。ルネサ．ンス期に最も読まれた古代ローマの作者で、イシキュナブ

ラだけでも331点にのぼる。フストとシェッファーが最初に印刷した古典はキケロ『義務に

ついて』（1465＞セあった。　，

　本書はJohn　Tiptoftによる英訳とされてきたが、最近ではキャクストン自身による翻訳

と考えられている。使用活字はタイプ2＊と3。

＊IsSued　as　his（）f　old　age．（）f　fn’endship．　NorWoodl　N．J．，ユ977．（The　English　exPerienCe，薦＿

no・861）〈KR26－34＞　オリジナルの所蔵館　Camb？　idge　University　Library

147Dαπ・・配・・伽・［L4ti・］伽・a　ab　・x励臨・・ろ・・脚∂贈伽卿・is　e卿

　（Ed：　Petrus　Desrey）　Paris：　Guy　Marchant，　for　Geoffroy　de　Marnef，　15　Oct．　1490．

　f¢　，　（Goff　D21；　GW　7957；　HC　10415］”

（図23）

　「警め舞踊」　『死の舞踊』1ま死考が生者を墓地岱とさぞう

壁画で、パリのサン・ジノサン墓地に1425年完成したもの』

が有名。1485年には木版挿図に死者と生者の対話テクスト

（仏語）を付けて、！Xoリでギイ・マルシャン（41参照）が

　　　　　　　　　　　　　ダ冊子として印刷した。この本は好評でマルシャンは翌年に

も印刷し直している。ラテン語版である本書は1490年に印

刷されたσ挿入された木版画’（図23）’は計24枚。その後も

再版され、インキュナブラだけで13点0）『死のi舞踊』が印制された。なお、上記の壁画は

1529年に破壊されて、現存しない。

　複製は工essing　J．　Rosehwald（1891－1979）が1943年に米国議会図書館に寄贈したコピ

ーかち作られた。ちなみに、Rosenwaldは米国議会図書館に’ P943年から旧観書の寄贈を続

け、そのコ・レクショジは生前にはペンシルヴァニア州J6nkintownの私宅Alverthorpe

　　　　　　　　　　　　　　　　　，　・一　45　一



Galleryに｛輩かれていたが》1没後、ワシントンへ移された。コレ．クジョン全体は3，060点を

翫rマイン吻麹ト望笥と呼ばれる写本聖書も含ま奴おりぽた、インキュナブ

　ラも600点含まれている。

　＊’Issued　as．跣θ吻η66げ三三Washington，　D．C．，1945．・＜655．144－U1697d＞．オリジナルの』

所蔵館Library　of　Congress（Washington，　D．C．）、　・　　　　／t

’148　D／／ts　des　philoSophes．［English］　Tlae　dictes　or、　sayengis　of　the　philosophres．

　　Tr皐nslated　froin　the　French　of　．Guillaume　de　TigonVille，　by　Anthony∫Wydeville（or

　　Woodville），Earl　Riversl　，　Westmins牟er：William　Caxton；［1477］f¢【D琴ff　123；Goff

　　D272．；GW　8321；H：C6284；Proct6r，　9622】

　　「哲人の箴言格言集」本書はもともと、ダマスカ、スのアラブ人哲学者Mubashshir　ibn

　Fatikが1050年頃、古代の哲人（例えばソロン、ピタゴラス、ヒポクラテス等）の言葉を集

しあてMulehtar　al－htl　amとして著したものだが、　BocadOS　de　oroという題でズペイン語訳

され・さちに12ら0鞭・J・h・n・・d・P・・cidqにより4ib・r　’m・脚三三・吻三三い

　ラ題でラテン語訳された？14qO年頃に（｝uillaume　de　Tigonvilleによ「り仏訳され・それが

　キャクストンのパトロンであるリバニス伯の手に渡医伯が英訳したのが本書である。キ
　ャクストンが英国に帰ってEp罪したま：とまった本として1ま『イアソン』（1477）．に次いで2

　番目のものであり・マンチェスターのジョン’ライラ≧ド図書館に麟されている・コピー

，puff　123a】のみ｝こは1477年11月18日・付のコuフォンがつけられて回る。’使用活字はタイ

　プ2。　tt　　　　　　　』　　‘　　　　　　’　．　　’　　1’
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒ　　　　　　　　　ど　　キャクストンは後た本書を2度（1480》：1489）再版して孕り：・キャクストン研究家W・

　Bladesも、、1877年に本書の複製を出版した。．　　　　　　　　　　　　　　，

、＊lssu・d・・Mub・・h・hi・・’ib・F・t騨b・・1－W・faπ・砒然・r・の・㎎呵鋤蜘・吻＆．T

　Amsterdam，1979・／　The　Engltlh吻6漉％64恥…no・920）・　〈HC5－10＞オi）．ジナルの所蔵館

　Cambridge　UniVersity　Library

149　F・b・i’d。　Budw・i・I　W・nt／・・lau・・　Alm・n・・　・496・　for　LeiPzig．［G・・m・n］［1・9・野11

　　…d・・J・h・n⑳・h・1・f・域1495］玲drd・・【G・ff　F3・GW　g562・G叩inμattd「gcke’

　　578al．．　　　　　「　　一　　　　　　’　　　　　　　一

　　フ？一バー・フォン6ブドヴ、アイス「1496年ライプツィヒ暦」　この隅一ロフェンはライ

プツ社のコンラ・ドrカへ．trフ鋤とはS・J人・本騨上部のみレ醐存しない・・G珂！・

・よると28点のファrバ…フォンヴドヴァイスによるrライプツィヒ暦』が知られる’・

　＊Issued　in　Gaselee，　S．‘‘Notes　on　single－sheet　incunabula’，2腕。　Lあ危刎4th　ser．，　v．12（1931－

32）Fi・・4・b・・ween・P・418一・nd・p1419．＜Z55‘9369＞オリジナノゆ旧館Camb「idre　Unil

　versity　Library

　　　　　　　　　　　亡

150Fi・h・t…G・illermu・・胸脚4勿媚・mit・m・G・b・nn・nsem・　”［pa「lr：．P1「ich、

　　Gering，　Manih　Crantz　and．Michael　Friburger，　．after　22、sept・1471］4¢【Gw　9868】．

一：．　46　一



　フィシェ「ジュネーブ伯ヤヌスへの書簡」　ギゴーム・フィシェ（b．1433）．『ばサヴォア出
　　　フ　マ　ニ　ス　ト
身（7？人文主義者一神学者己1459年にバリへ移り・・ソルボン界で教える・1468年頃・声代作

家の正確なテク勾トを堅めるグループの中心となり、ヨハン・ハィンリンと協力してパワ、

に印刷徹導入する9どに尽力Vた・．働サりオン枢機卿．と共に対ト・レr†字聯遣にも

努力し、1472年u一マへ移り、1480年頃に同地で没した。　　　　　・「、
へ

　、幽．本書はジュネーブ伯ヤヌス（1435L92）へ宛てたフィシェの書簡。「

　＊Issued　i只champioh・P・］H・．Les　plus　qnciens　monum『nts．de　la数ρ09吻乃彪ρα7呼餉糾問？a「is，’

・1904．pp；78－84．．＜UP74二3＞

　　　　　　　　　r　　　　　　　　”　　　　　　　　　　　　　　．　　　　’　　　　・　　』　　　　』　　　　　　　　　　L

1

151　Fichetus，　Guillermus．　EPistq（a．e．　A　collectiQn　of　the　dedicatqry　letters　added　to

　individual，　copies，　of　the　’Rhetorica’　（．to　Bessarion，．Sixtus　IV，，Rene　d’Anj　ou，　Jean．

　Rolin）　Guill・aume　Chartier．　AISo　to　Charles　d’Aq，uitaine　and　o’thers）　［Paris：　Ulrich

　’Gerihg，　Martin’　Crantz　ahd’　Mi　chael　Friburger，　after　22　Sept．　1471］　4¢　’　（GW　98691

　フィシェ「書簡集⊥フィセェは自著『修辞学』（1471）トをソルボンヌで印刷し、ベッサ

リオン枢機卿やシクス、トヴス4世上に書簡を付けて寄贈した。これはその5通の書簡を印

刷したもの。

＊Issued・　in　Cha・mpilon，　P．旺．Les　plzts　anciens　mqnuments　de　la　tlmpograPhie　Pardsienn．e＿Paris，

1904．　pp．35一・49．　〈UP74－3＞

』152Hermes・Tris血1egis加s．tt．1）e　potestate　et　sapientia　Dei．．（Tr：Marsilius　Fici・nus）・

　　Treviso：Gerardus　de　Lisa，　de　Flandria，18　Dec．、1471．8¢　【BMC　VI　883，．　XII　64；

　　Goff　H77；HR　8456；IGI一　4684；Proctor’6458】・・

　ヘルメ．ス・トリスメギズF，ウス「ポイ1マンド」レス」三重に偉大なるヘルメスの
　ドコルプス　ヘルメテイクム

　『ヘルメス文書坦ま、エジプトのトート神によるものと言われる哲学著作で、ルネサ．ンス
　　ネオダ
期の新プラトニズム研究の中で注目されるタう’になった・マルシリオ1フオ：チーノ．（1433

－99）はコシモ・．デ・メ・デイチめ庇護下でプラトンやプロティノスのギリシア語原典をラテ

ン語訳した魁・462顯・rぺ・レ〆ス辛書』1の入った躰枢申し・1463年にrポイマンド

｝レス』のラテン語訳（『神の力と叡智について』）を完成した。その翻訳の自筆写本は現

在、フィ．レンヅェのリ労ルド図書館（Biわ1ioteca　Riccardiana）に蔵されて》・る。．本書はそ

の最初の刊本∫（editio　princeps），で＼ト’レヴィ・ゾのGeraert　van　de　Leyeに1よpI印刷され

た。’

＊、16sued　as・his　Pin’iandex　Firenze，’　1989．ぐH：C2rA31＞　オ・リジナルの所蔵館・Biblioteca

’M類nicipalb“A．Panizzilt’di　Reggio　E毎ilia

153／　Kalendaritzm’ Carntelitanunzi　［Ghent：　A，tend　de　Keysere，．　rtet　before，1487s］．，8¢

　「カルメル会暦」．エ6葉からなる暦。（図24）．Keysereの刷った『聖母時奏書』・（13参照）の

蔀分を成すと考えられているが㍉ユトレヒト大学図書館蔵のものしか現存せず、また最後

め3葉を欠いている1。、

’r’・　47’　一

x



藷総論羅叢誌懲1．麟1欝難駐
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一1　　、1．・．編幽・．撃．

15

　17i32，7133，7134；P・1・6t・・51q8】．．　、一．　ttt　，／　’一！図24）

　パチヨーV「算爾・幾何大全」ルカ・容チ≒リ「（母4507乙．

152・）・はフ、ランシスコ会門門学割．鰭で当駒獅や三三の織蝶成し・獄簿

記につい備．じると． ､に・、．キアリT二．r商業論』やピ増ゲラ．・．フランチェ効の遠近

．法論も含まれている。また、・．パチョリ『黄金比』（1509）にはレォチルド・ダ．・ヴィンチの．

描いた図が載っている。．

・＊Issued　as　P3ccioli，　L　s％脚4θ副伽磁64…［Kyφto，1974］．ぐMAZ1－119＞　オリジナルの

所蔵館Columbia　University　Library（New　Yφrk）

．155・Mansfeld，　Balthasar．．41脚％αoエ50エ，　for　Munich．［Gefman］．／　［Muriich：Jgha耳n

　　Schobsser，　about　1500－Ol］　Bdsde

　マンスフエ川ト’　［1501年ミュシペン暦」．

＊　lssu・d・i・，・Geld・…F・D勿三三⑳励・伽ゆSt・ttg・・t，．1968・・：1・P・258：＜UE82一，

．66＞． Dオリジナルの所蔵館．BaYerische　Staatsbl，bli6thek（MUnC：h6h）・　．　　．1　・

　156．．Myrroar　Of．theωortde．（Tr：William　Caxton）．

　「●［W…mi・・ter・Willi・m瞬⑳．・48・］勲【D・ff　4・1・・．

　　．．（｝off．M883βW、10966；HC．11656；Proctbr　9638】’．　　　　　　　　　　　　　　　・．

　　「世界の競」13世紀頃・Gossouip　delMetzが書いたとさ

　　　　　　　　　　　　　　　ダ　れるブラシ不語の韻文ImageS　du　mqndeのキャクストン

による英糺市参事会員ヒュー一・ズライスがヘイネティγ．’、

　グス卿にささげる・ため（キャクストシに印刷をたのんだと1
・． ｢う．中味は地誌占賄四国の門門搬帥科轄　　　（図25）一

で2敢の木版挿図（図25）が入って・・るが癌クXIFン鱗格的騨図を入れたのは・

この本岬めて・キャク．ストγは．1の奉を1489年に再版した・使用活字はタ．イブ2＊・

　　なお・フラン廟騨1491年／ぐ1，のアントワrヌ‘’ガイゴ（165参照）沁1初めて印刷し‘

　た。ド．已．ド　　　　　　　．　．　　　　　　　　　　　　　　．

．＊．Issu・d． ≠刀@Th・　mi・Pt・ur　・f　the．w・tld，．　NQ・w・・d．N．エ，1979．（・The．塊1三三・脇・幡．．，n・．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一．48．一



960）＜KR159－1＞オリジナルの所蔵館　B6dleian　Library（Oxford）

157　Ptaneten－Tafel，　sive　Ephemerides　1448．　’［Germari］　［Mainz：　Type　of　the　36

　－line　Bible，’aboUt　1458］　Bdsde　（GW　’1285；　GW　Einblattdrucke．113］

　「占星術暦！この一枚物はグーテンベルクがDK活字で印刷した最後a．もOPといわれ

る・この暦は1448年罪なので・かつては最も古い印刷物とみなされて1｝たが・占星術師が

計算することで20－30年は利用できるものであり、V．　Stegemann．とUiう天文学者の計算に

よっ灘あ印刷年は10三品と結論rけら縞6つ9紛から成る醐存する”
のは1月から加計までの部分のみである。’

＊．　lssued　in　Bechtel，　G．　Gutenberg　et　1’inventiop　de　1’imPrimen’e．　Paris，　1992．　p．345．　〈．GK441　．

一A89＞オリジナ＞vの所蔵館1　Biblioteka　Jagiellonska（Cracow）

158Roritzer，　Matthaeus．　Buchlein　von　der　’Fialen　Gereclatigleeit．［Regensburg］：M

　　［atthaeus］、　R［oritzer］，28　June　1486．4¢

　　　　　　　ピナクル
　ロリ・ッツァ「尖塔の正確さについての小冊子」マッテウス・ロリッツァ（ぬ492／95）は
「．

激uンスブルクの聖堂建築家、建物の垂直髄強調するため・頂部に作られう急傾斜の

屋根をかけた尖塔をピナクルというが、本書はその建設法を述べたものるラティスボン（レ

』一 Qンスブ～・ク）の司教の賭を叡匠日刷された・末辱プリ咳一ズ・マーク・．

＊lssu・d　i・D・・躁陀卿・伽肋勿G磁敏甑・・鷺洲・耀剛胆敏・・Wi・・b・d・n，

1965・lp・｛9－27］〈KA51－5＞オリジナルの所蔵館・universitatsbibliothek’　Wurzberg・、

Stadtbibliothek　Ntirnberg

x

（図26）

159．Roritzer，　Matthaρus．　G60甥θ擁α．［Germah］　［Regensburg；

　　Matthaeus　Roritzer，　abou七1487－88］4¢、

　ロリッツァ「幾何学」本書も尖塔の建設法を述べたもので、多数

　　　　　　　　　　　　　　　　ピナクル
の図版（図26）が挿入されている。『尖塔の正確さについての小冊子』

と共に、ロリッツァ自身が印刷したもρ。，
tt 魔hssued　in．Das．Bit’chlein　von　der　Fialen　Gerbchtigkeit．．．　Die　Gebmetria

．deutsch．．．　Wiesbaden，1965．　P．［31・42］〈KA51－5＞オリジナルの所蔵

館　Universitatsbibliothek　WUrzberg

160Vocabulariusr［English　ahd　Fren6h］．41ittle　tre4tiseプb7　to

　learn　Eng（ish　and　French．　Add：　Boofe　bf　courtesy　．　samPle　letters．・　［English　’and

’French］　We＄tminsteri　Wynkyn　de　．Worde，　［4bout　1499］　4¢　（C1819；　Duff　4Q7；

　Proctor　，9734］

「単語集」キャクストンは1480年にrフランス語〒フランド・岬町諜』を婦≒英語

へと翻案したDo6三三to磁挽．French　and　Englishを印刷しているが、本書はウオルデ

の刊行した同趣旨の本で、若干短いも’のとなっている。また、同種のものはぜンソンも印

　　　　　　　　　　　　　　　　　　一，49　一



回している。標潭糧に木版画。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、　　　一・

・1＄・u・母・・且圃1繍・帥あ曜野鴨轟瀧N・Vi　Y・・k，；　1973・（乃・E㎎勘、

⑳吻鷹なh・・630）・＜KR72－5＞’オリジナルの所灘官．． pi紬．怠b・a・y．　tt（L・nd・n）

膿畔耽ll噸［轡仰ng㎞6脚剛419二15601

♂騨ρ｝≒マ四∫148Q年i｛ら1530年rか　てr即一即岬◎

Issued．in　Bag．　rmeisterl　1－1．　‘VQn　wundeflichen　Dingep’，　Gut’eipberg　fahrbtzch　（1978）’　p．　［88］1

〈z65－A89＞オリ1ジチルの所蔵鯨　Bibligthegge　’nati6pale　d’e．Frahce（Paris）．．

鑛鎌麟難璽．

有名なパ防湿をはじめとして・．雑・ルネサンス期にかて…医学は湿し一

揃燦r煮糊二（即乏聯卿嚇か即｝・．
．．qポクラテス綱レ以のよ縁ギ　1詫ナ．・P一マの騨やア餌ケンナやテ「ヴ干

ロエス1りよう存アラ．ビデの医学を基にヤ．中世期に多数の医学的著作輝書かれiた。、イ1ン

キ身ブラも・多蜘刷さ．れており・・．R・S・ee1・鵬とイン拙ナブラづ2．’5％ほ畔

書である・．また・W・．　Osler，．のIncunabzaig　Medica　（1923）のような三三書も串てヤ・る。．．・

は轟鷺1抄雛糊歩脚轡購書や糊卿，

■6l点騰麟砦畿31鑑蒲tmi飴t岬’llla’P．
三生術」＋般向け顧三一（iX．もと．もe7．テン語で三三た・鞠三脚吻’三熱

訳者はJ・h・d｛　B6・de・ux類B・・th・1・nia・u・M・・t・g・・nゆ・y・ung・㌣もY・われで

いる融訳は・472年置tアウ’グスブ～レクで干！行されてv・．．6・タイズr附置“・35晩鴨

B1・desは轄の三三刊行してv・る・．

・Issu・d・・伽・麟燃［・i・］惣撚吻・ゆ・型名げ磁N・w　Y・・馬聯．

（The．English　e　tiPen’enbe，　its；．．　no，192）．〈SC35L36＞．オリジナルの所蔵館．Bodleian　Libraty．

（Oxford）

163’ ge・ゐ・伽如励［R・mφ］・J・hann・s．』PhilipP・・d・Lignami・e，．［・b・・tユ48i－

82］4¢【BMC　IY　．13・ゴ（…）・C532・（…）・G・ff・HSS；GW　23…H・322r・運即5・．

P「octH「396211’．．一∫、伝一．．ジ．、．．』．噸

　　　　　　　　　　　　　　　　　　LL　．50　r
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　、「擬アプレイウズ本草書」tt印刷された最初の本草書。ディオス，

コリデスの本草書をもとに、ラテン語訳、編集されたもので、著

者としてApuleius　Barbarus（『黄金のnバ』のアプレイウスとは

黒人）が撫れで・判木版岬絵入り（図27）・．G・ffは鰯年を

・1483－84年．としている。1

＊　lssued　as　Herbarium　Abzalei，　1481；　Herbolan’o　volgare，　1522．　v．1．

Milano，1979．¢伽鵤圃3）＜RA275－77＞・オリジナルの所蔵館

Biblioteca　Nazionale　di　S．　Ma．rCo　（Venezia）　一・

164　Jacobi，　Johannes．　Re’gime　de　1’e’P’ 奄р?Dm，　ie．　［French’verse］

　［Lyons：　GUillaume　Le　Roy，　about　1476］　4¢

淋ン・ジヤスム「疫病の養生」・ジャン・9ヤスム（．J・an．・J・・m・文はJ・ごm¢41384）

．はモンペリエの聖職者で、ウルバヌス5世（c．　1310－70）の主治医も務めた。本書はペスト

の養生P・・．⑭フランス語の訊、・357年に完成したと・、われるk節はすNてle－

pedimieという、言葉で終わっている。

　本書のラテン語版はRegimen　contra　Pestilentiamという題で知られ、かつてはスウェー

デンめ司教Benedictus　Canutusが著者であるといおれたが、現在では疑商視される。

＊　lssued　in　Klebs，，A．　C：．＆　Droz，　E．，　Reme”des　contre　la．　Peste．　Paris，　1925．　（Documents

so伽繊4郷du．　XVe　sieNcle，　t・1）PP・6－25．一くU．P72T220＞オリ7ナルの所蔵館　Bibllotheque

municipale　de’ larseilles．　’　’　一　’　’・’・’・　，

（

165．　Jacobi，　Johannes．　RemeNd，　e　tre’s　utile　contre　fieNvre　Pestilenqieuse．，　［Paris：　Aritoine

　Caillaqt，　about　1491］　4¢．　（C5103］　’　・　・’　．　”，

　ジャン・ジャスム「尽ス’ト熱あ養生」、磁g三三contra’　Pestilentiamの仏汎アントワ

乙ヌ・カイヨはパリの多作な印刷者で、268点のインキ立ナブラを印刷した。，

＊　lpsued．iri　Klebs，　A．’CT　＆　Droz，　E．　RemeNdes．eontre・　la　Peste．　Paris，　1925．　（Docuinents

scientzfiques　du　・XVe　sie”cle，　t．1）PP．40－45．〈UP72－220＞．オリジチルの所蔵館　Biblfotheque

Mazatine　（Paris）　・　・　．

　　　　　　　　　　　　　f

166J鴫J噸・h・三郷魏撫三三三郷ガ1惣・・㌦』［P・・i・I　Eti・nn・

　Jehannot，　about　1497］　4¢

　ジャン・ジャスム「ペスト熱の養生」165と同じテクストだが、こちらは2置旧。ジャ』

スみめペズ｝書は他にアウグスブルクやブサンソンでも印刷された。

＊，lssued　in　Klebp，　A．　C．　＆　Dr．oz」　E．　RemeSdes．　contre’ @la　Peste．　Paris，　1925．　．（Documents

sci・nt・fiques　d・　XVe　sieNcl・・’t・1）PP・33－38・〈りP72－220＞一　．1　iJジチルの臓館Bibli・thbg・・

national．e　de　France　（Paris）

．167　Jacobi，　JohahneS．．　Regimen　contra　Pestilentiam．　［Engl’ish］　Trentise　on　the　Pesti一
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　lenqe．　［Lbndon：　William　de　Machlinia，　about　1483］　4¢　［Duff　72］

　ジャン・ジャスム「ペスト論」』R㎎勿θηcontra　PestilentiaMの英訳。本書でほ著者を

Arhsiehs司教としているが、実際はジャスみの著作の翻訳である。ちなみに、1495年にリ，

スボシで印刷されたポルトガル語訳は著者を：Ramintoとしている。

　William　de　Machlihiaはフランドル出身で、、ロンドンでJohn’Lettouと共同で印刷業

を始め、後に独立した。両者を合わせると28点のインキュナブラを印刷した。・また1490年

頃、彼の印刷機類はリチャード・じ1ソソン（96参照）1こ貴い取られた。’

＊Issued　as遵碗ゐ。んθ伽納ゴ。乃θ楽譜α％4吻忽郷矧go鹿物9θs膨ssα万θsカ7醜6…

Pesthlence．．．mtide’　by　the．．．BishoP　of　Amsiens．．．　Manchester，．　1910．　（　The　John　Rylands　facsimiles，　no．

3）＜100－387＞オリジナルの所蔵館　John　Rylands　l　Library（Manchester）『

168　MundinuS．　Anqtomia．　Pavia：　Antonius　de　Carcano，　19．DecL　1478．　4¢　．　［BMC　VII

　．996；・耳c11634；．IGI’5g11；P…t・・7051】．　．　『「r．．

　モンディーノ・デイ・ルッツィ「解剖書」　モシデ／一ノ（41326）はボローニャ生まれ

の医学者。ヒポクラテスやガレノスの注解三等多数の著作が1らる。『解剖書』O写本は少な・

くとも蹴恥しており・インキュナブラとしても・8点の異版が麺が・轄はEP三年9

明記されたものとしては最古のもの。．・　j・　　　　．　　　t’

　’有名なケタム『医学あ束』のイタリア語版．（」％s6纏10　de〃medicina．・1493／4）にも収録

されており、こちらには解剖の場面の木版画も見られる。

＊，　lssugd　in　Wiekersheimey，　E．　Aziatonzies　de．Mondino　dei　Leq2zi　et　’de　Guido・　de　Vigevaito．

・Paris，1926．（Documents　．scientzfiques　du　XVe　sieNc－le，　t．3）PP．7－50二「〈SC61－22＞オリジナルの所

蔵館　　BritiSh　Library（London）

i妻縣lii灘難灘難i…1

古典三代からへ・ドトス・ttト・キュ西デス・ストラボン・‘リヴィウスのゆ旧

名な歴諸家・地理学者が輩出したが、歴史は神話や文学、．伝記と、又、地理は天文学、

宇宙学と境を接しており、、．学芸や文学へ分熱するかどうかで迷うものも多い。、，

　ここに分類されているものは、プトレマイオス『宇宙誌』のい・くつかの異版やコU
　　　　　　　　　　　　・））・　1　・　．s’
ンブスの『新発見された島に関する書簡』のいくつかの異版、あ．るいはコロンブスが

愛読していたダイr世界像』等の贋書が中心◎さらにマル＝　一1ポ＝・棟輝聞．

録』や三点の年代記等が含まれている。

　前出のRSteeleによると〕イ≧キュナブラの3・4％が歴史・伝串書・tt．0・4％が旅行記、

であるという。

．169　Alliaco，　Petrus，de．　lmago　mzanbli　et　’tractatzas　alii　Add：・Johanpes　Gerson：
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　躍9吻9伽Zastrologiae魏60♂㎎三論Contra鋤θ磁露OS碗ψ脇Z　observantiain；：

　Contra　saperstitionem　sczalPturae　leonis．（，adversusi’doctn’nam　cuiusdam　medi．ci　in’

’Moaptopessulanq）；　De’observatz．’one　dieruM　quantum　ad　oPera：　［Louvain：　Johannes

　de　Westfalia，　’about　1477－83］　f¢’　（BMC　IX　146；　Goff　A4’77；　HC　1836“＝H　837；　IGI

　387；・Proctor　9258］　’1　・　’　一
ダイ「世界豫」ピエール・、ダイ（135・一・420）’はフランスの神学者一（］“N枢eeilep・8なる・

ピマ、コンスタンッ両奪会議に出席し、『教会i5C革論』等170点を超す著作がある。．

＼
．

　　　　　　　　　o．：Ftmpt　tia　pott．lt’c6fc　’

轍発熱1蕪
　　　　　　　　・瓢鵬趨躍1

　　　　　　く図28）

{書はダイが1410年旧いた地理書v（7tX一マリヌ

ス（1世紀末）1の説に従い、単独大陸説を採って’

いる。これによるとスペインとインドの問の距離

は大きくな‘いとされ、コロンブス（1451－1506）（174

参照）はこの記述から大西洋航海を思いついたと

もいわれる。’ ﾀ際、．コロンブスは本書を読んでお

り》彼の書き込みのあるコピー（図28）がζヴィ

「リアのコ戸ンブス図書館に残り、．本複製はそれカ・

らのものである。．

　コロンブスの次男フェルナンド（1488－1539）は大変な愛書家で、生涯で15，370冊あ刊本・

写本を集めたがk彼の蔵書の中に1ま父親の愛読書も含まれ、ピウ系2世『世界誌』（179参

照）、マルコ・ポ「コ『東方見聞録』・（180参照）、プリみウス『博物誌』（1489）、プルタル

コス『英雄伝』（1491）等が残されて・Y・．る。’　‘

・・1・ryed・・hi・伽9吻繍M・d・id［1990］　・＜G83rA12＞オリジナ・レの臓館．・Bib・・

liotec，a　Colornbina　CSevilla）　，

　　　　　　　／　．　　　　．　　　　，　，
17Q　Bartolommeo　dalli．Sonetti　（Zamberto）　lsolan’o．　［ltalian　verse］　［Venice：

　Ggil・1m・・A・加・Mi…T・idihg「i・i・？，・・t・ft…485］4¢・【BMc　v　41・；G6ff　B183；

　耳CR　2538＝H　14890；IGI　1278；Proctor　5107】　　　　　1

　’バルトロメオ・ダリ・ソネッティ「島喚」　印刷された海図としては最初の本。‘エーゲ海

の49枚の木版海函（コンパ不の方向が円で示されている）が含まれ、それぞれの島は韻文

で叙渾されている。複製のオリジナル・コピーば米国議会図書館Lessing　J．　RosenWaldコ

レクション（147参照）．に含まれるもの。　　　　　　　　　　　　　　、

＊Issu・d・・hi・ls・励・Am・t・・d・m・1972・（Th・al・・M　orbis　terrarvm，　6th　S・・．，　v．1）〈YP7T8

（VI－1）〉オリジナルの所蔵館・L，　iPrary　of　Congress．（Washington’，　D．q）

1．71　Berlinghieri，　．Francesc6．　Geog’rmphia．．　［Florence：　Ni，colauS　Laurentii，

　Alamanus，　bef．ore　Sept．　1482］　f¢　・　（BMC　VI　629；　GQff　B342；　GW　3870；　H　2825“　；　IGI

　1491；　1492；　PrQctor　6121］

　ベルリンギエリ「地理学」プトレマイオ冬『宇宙誌』のイタリア語韻文への翻案。フラ

ンチェスユrベルリンギ手リ． i1440－1501）はフィレンツェの貴族で、人文主義者マルシリ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　53　一　・　・　・　，・



オ・フィチーノ（152参照）め弟子：。1465年「 ﾉはも
う準備を始めていたというから、出版のアイデア

雌遡プトレアMスr宇騰』（i82T184参照）

よりも早い。本書ぽウルビノ公フェデリゴ“に献呈

されており、その死（1482年9月10日）・までに・印

刷し終えていたと考えちれる1

　本文はダンテの韻文（四韻句法terza－rima）で、

31枚の銅版地図（図29）が付き、さらに；地名索引

（図29）

　（gazetteer）「も付けられている。イタリア1ズペイ）で・フラシスの部分は最古の近代的地

陣といわれるρ

　　　　　　　　　　　　　　　ノ＊・1＄sued　as　his　Geogzaphia，　FZo名盤6θ1482　Amsterdam，1966．（’Theatrvniρrbis妙7α70〃ろ3d　ser．，

v・4）〈Y，P7－8．（III－4）〉オリジナル④所蔵館’　British　Library．1 iLondon）

　　　　　　　　　　　　　　　ノ172Caorsin，　Guilelmus．，0∂8顔。％お1～乃。諺虎urbis　descriplio．［English］The　s彪g60f

　　4h・des・（T・・耳・h・K・y）［L・nd・P・P・i・t…fC・・rsi・乃・吻呵．磁晦・a・ly

　　i・・483］f¢1【D・ff　75・G・ff　C11・；GW、　6・12；HC　436・；P・・ct・t　g764】

　カオルシン「ロードス島の包囲」』，カオルシン（i430－1501）はロードス島で40年にわた、

つてマルタ騎士団の副大法官を務めた。、Tロ’一・一ドス島史（1480－S9）』とい，う著作があり1本

書ではメフヌッ下2世（102参照）による、u一ドス島包囲を描いてい661480年、ラト’ h）v

！（220参照）によりまずラテン語纐；膀郵以後伊訳版槍め・・点の異版がある・

　本書で使われた活字は、どの英国の印刷者のものとも一致しない（部分的には画シドン

の印刷者LettouとMachliniaあものに似ている、）ため、こρ印刷者は匿名のまま「『ロr

・’ hス島の包囲』のプリンター」と呼ばれている「 Bまた、本書は翻訳者である詩人John　Kay

！生没年不詳）がエドウード4世（1442－83）．に献呈．して喝楓エドワード4世の死亡白

　（1483年4月9日）以前に印刷されたと考えられてv｝る。’．

＊Issued　as　his　The　8彪g60f‘　Rhodes．　New　York，、197Q．（コ「ア乞2English吻θ7z●e7¢6θ，　ゴ彦s．．．　no．236）

＜GG596－17＞オリジナルの所蔵館　John．「Rylands　LibrarY（Manchester）

．173D．　Cb窒?@nlcAle．s’：’Eng．11annq・　Ch．r－one’glef　oi　j（lng－land．．［Englishl　W．eStmipster：　william

　　Caxt6n，　10　June　1480．　f¢　（Duff　97；　Goff　C477；　GW　6670；’　HC．5000；　PrQctor　9633］

　電6塊6鱗塾曙の邸6P蜘‘

購資産鰯
場鵬蜘cρf馳銘¢修。煽㈱，

　　　（図30）・

　「インダランド年代記」．キャクズトン．は14SO年にタイプ4〈図

30）という小型活字を導入し、祠時に折丁記号の印刷など印刷技

沫の改良を行なった。元はフランス語の．Bint　d　’A　ngle’te　rreとい

う神話時代から1333年まであ年代記が土台で、’その英訳にさら’た

”1377年までを追加し駕本が・4世紀に作ら麺・たカSk・　」eヤクストシ1まそれに1461年まで

を埠加し・奉書とした。まt3．）彼は本書を1482年に再版している。・

　さらに・セシト・オルバンスの校長やM4chlinia、レー．ウ、ウォルデも『イングランド年

代記』を印刷した。
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／

＊　lssued　as　Chronicles　of　Ehagland．　Neva　York，　1973．　（The　Engldsh　exPerience，　its．．；，’　nQ．508）

＜GG227－13＞’オリジナルあ所蔵館．　Bodleian　Librζry（Oxford＞・

174　Columbus，　Christophorus．　EPistola　4e　’insulis・　nuPer　．inventis．　［Spapish］　EP．istola　・

　　．de　su　gran　’descubn’miento．’［Barcelona：　Pedro・？oSa，　after，4　Mar．　1493］　f¢　IC

　　17Ql；　Goff　C756；　GW　7171．］

　コロンブス「新発見された島に関する書簡」「ユ493年2月15日にスペイシ語で書力1れた、．

．新大陸発見を伝えるフェルナンド王財務官ルイス，デ・サンタンヘル宛書簡（3月14日付

の追伸付）。コnンブス書簡は1493年から94年にかけて13版も「印捌されたが1この；折サイ

、ズのもの力撮古であ．る。現存はニューヨーク公共図書館（Len・x　Library）蔵のもののみ

「で、同・ゴピーにはアラゴン王家の紋章にある人頭のウォーター・々一クが見られるという。’

当蒔、アラゴン王の宮廷はバルセロナにあり、．活字がバルセtコナの：印刷者ポサあものと同

じである『ことから、層本書は彼の印刷であるとされている。この唯一のコピーは、1889年ど

．、

奄W91年に複製が作られているが、・さらに1987年、忠実な複製が三ユ・一口』クで刊行された。’

　・ちなみに、Leno琴　Librafyを設立したJames　Lenox（1800－80）はグ’テンベルクの『42

行聖書』を初めてアメりカにもたらしたコレクタ「で、他にコロンブス、ヴェスプッチ、

マルコ・ボーロ等の旅行記やミルトン、シェイクスピア等の初版本など多数の叡山書を集

めた。また、天爵博物館の六二！ッツィ館長との問で重篠本の交換を行なったりした。彼の

コシクショシは現在、二』一門」ク公共図書館に蔵されている。

　本複製は政治家・ユのブス研究家J・h・B・yd　Thach・・（1847－1909）の著書に掲載さ

1れたものであるが、著者サッチャーは愛書家でもあP、主にインキュナブラ、初期アメリ

黙黙総総烈烈鑛瀦’そQ’＝・レクション5’1脚

＊　lssueld　in　Thacher，　J．B．　Chn’stoPher　Co　lumbz（s．　New　York，　1967；　v．2，　pp．17T20．　〈GK422一　．

29＞・オリ・ジナルの所蔵館　New　York　Public　Library

175　ColUmbus，　Christophbrus；　EPisto　la　de　insulis　nmper　inventis．　［SPanish］　Epistola

　・蜘細民・・吻脚渉α［V・11・d・lid・P・d・Q’　Gi・aldi・「id　Mig・rl　d・Pla・・s・・ft・・

　；4　Mar．　1493］　4¢　，’　（C．1700：’GW　7172；　IGI’　3058；　R　1497］’

’・コロンブス「新発見された島に関する書簡」174と、同内容の四折版。1852年、Pietro
　　it’

：Cust6di男爵の旧蔵書がミラノのアンプuシウス図書館1こ寄贈されたが、その中から量見

’されたユ子一クなコ1ピーで、開いた手と花のウォータ〕・マークが見られるという。

　一また、’GabrierSahchez　lこ宛てられた同種のコロンブス書簡は、1493年4月末にはLean一

．dro．d6　Coscoによりラテン語訳され、・’ローマ、バーゼル、パリ、アントワープで印刷され

・た。「ざらに、本書からの詩人Giuliano　Datiにタるイタリア語韻文訳も1．493年6月には完

成’している。

零lssu6a　inこ」Th・・h・r…J・B・Ch・i・t・ph・r・C・1・ntb・・s・　N・w　Y6・k・工967・鴫PP・33－40・「・≦9耳422一

’29＞ttオリジナ：ル9）所蔵館・Biblioteca　Ambr？siana（Milano）
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民

176　Godefrey、of　Boloyne，　or　The　siegeαnd　c6μ9πθs♂of　Je「usαlem・o「E「αctes’

　Westminster：William　Caxton，20　NQv．1481．　fφ「【Duff　164；Goff　G316；耳C　3684；

　Proctor　9641】「、

　「ボロイ冬のゴドフリー」、　Gulielmus　de　Tyrqの書いた十字軍卑1（研s孟。磁remin　in

ρα漉ろ勿s』・trnsman’nis　gestarum）の仏訳めうち、剛ドフロア・ド・ブイヨン（c．1060－1100）

が活躍する部分のキャクストンによる’英語への抄訳。使用活字はタイプ4。

＊Issued　as　William，　of　．　Tyre．　The　bolee　intitulede　Eraeles　and，．．of　Go4吻of　Boloyne．

Amsterdam，1973・（The　EngldSh¢膨漉η04．iilS…，no・604）・〈GA64T7＞　オリジナルの所蔵鮪

Cambridge　University　Library　　・’「　　，・

　　　　　　　　　　　　　　　　し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

177Higd・・，　R・nulphu・・．　Th・　descmption　of　England．　W・・tmi・St…wi11iamlc・x－

　ton，18．Aug．1480．　f¢【Duff　114；Goff　C477；GW　6670；HC　5000；Proctot　9709】

　ヒグデン．「イングランド誌」キャクズトンはラヌルフ・ヒグデンの世界年代記『ポリク

ロニコン』（John　Trevisaによる英訳1387）のうちイングランドの部分を『イングランド

誌』と題して印刷し・r㌣ダランド年代二巴』（・73参照ゆ補遺とした面諭字1ま刻プ

’孔本書はしばしば『イングランド年代記』と一緒に製本されている。

　なお、1482年には『イングランド年代記』が再版されるとともに、『ポリクロニコン』全

体が印刷された。’

＊Issued　as　his　The鹿s6吻ガ。ηof　Bn’tain：New　York，1971．（The　English⑳爾θηαろ爵．．．no．

316）・〈GG231”15＞オリジナルの三冠館　Bodleia塾　Lib「a「y（0紅。「d）　　　　一tt

N

178　Oralre　of　chyvalry　’or　knyghthode．　（Tr：’　William　Caxton）　［Westminster：

　William　Caxton，　1484］　4¢’　IDuff　58；　Goff　093；　HC　12077；　Proctor　9651］　’　一，

　ルルズ「騎士階級または騎士道の本」・ライ毛ンド・ルルス（1235－1316）』’は、スペイン

のスコラ哲学者で聖人。もともとカタロニア語で書かれた本書は、、騎士道の本分と象徴的

意義について記している。翻訳はフラシス語版からのキャクストンによる英訳。恐らく『イ

ソップ寓話』（187参照）の後、1484年4月頃に印刷6使用活字は3と4＊。木版によるイニ’

「シャルを使用。　　　　・　』　』

＊Issued　as　Lu11，　R．7勉bQole　of　the　ordte　of　o伽α勿or　knyghthode．　Norwood．NJ．，1976．

伽E㎎鰍⑳、伽，のお．．．。。．778）＜GG122－9＞オリジナルの所蔵館B，iti、h　Lib，a，y’

（London）

179　Pius．　II，　Pont．　M　tix．　〈f’　ormerly　Aeneas　Sylvitis　Piccolomini）　His’to’ria　reram

　zabique．gestarum．　Venice：　Johannes　de　iColonia　a’nd　Johannes　］X［［anthen，　，1477．　f¢

　［BMC　V　233；　Goff　P730；　HC　257’　；　IGI　．7821；　？roctor　4322］　．

　ピウス2世「世界誌」ピウス2世（1405－64）は法王になる前はエネア・シルヴィオ．・．

ピラコvミー二と，いう名で、イタリアの古興学者、聖職者。1456年枢機卿を軽て、、14＄年1

法王となる。回想録をはじめと、して著作も多く、’159点のイ、ンキュナブラがある。彼はグー
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　　　　　　　　　．、ln・germ加ユIh　a

鷺勲惣講1灘
　’　　　　　　　　　　rum山uα【1tユ＄ll

　　　　　　　　　　　’　men　n2pagaturn
　　　　　　　　　　　・㎜5a｛hコdltヒ‘
　　　　　　　．悩31）

・テンベルクによる印刷術発明についての重

要な証言者でもあり、1455年3月16日付書

簡の中で、、フランクフルトにおいて聖書の

一部が記された冊子を大量に販売して吟る

驚くべき木物に串会ったと書いている。ζ

れが『42行聖書』のことであるごとは間違

いないと見られている。

　本書は世界く即ちアジア・アフリカ・．ヨ、

．一 鴻bパ）全体の地誌で、169同様、コロンブスの愛読書であった。本複製もコロンブス旧

蔵書からのもので、中国はインドの始まりで「スペインとアイルランドに向かいあってV｝

る」という書き込みく図31）などがそのまま複製されている。

　ヴェネツィアあコロニア＆マンテンは多作な印刷者で、81点のインキュナブラを印刷し・

た。

＊f合sued　as　hiS　1％三三renem．　Madrid［1991］〈G83－A9＞オリジナノヒの所蔵鯨　Bib－

lioteca　ColomPina．（＄evilla）　・　’一　一

180P・1・・恥ρ・・De仰…幡伽・・’・・n伽励・・ρ伽如卿r・g雪叩
　［Gouda：　．Gerard　Leeu，　between　．1483　and．11　June　1484］　4¢　（BMC　IX　37；　Goff　P902；

　HC　13244；．IGI　7976」　Proctor　8，　9361　’，　．

謙譲齢膿麟謡識綴織野離．　マルコ・ボーロ「東方見聞録」　ヴェネヅィアリ商人マル

鵜瓢磯i篇欝；籍ヲ・ポζ卯25を1393？）の酩な旅行記（原文1ま傭）の・

　　　　　　霧鞍．髪門門門門諜鰯細震二1

．幽匠仙師三一墨下野．．翫本複製のオリジナルもまたコロンブスの旧蔵書で、欄外

　　　　（図32）　’　　　にコロンブスによるといわれる書き込み（図32）』がある。

＊Issued　as　his　Libro　de　las　Uaravillas　del　mllndQ．　Madrid［1986］　＜GE84－A11＞　1リジナ

ルの所蔵館，　Biblioteca　Cplombina、’（Sevilla）

181　Polo，　Matco．　De　一consuetudinibus　et　conditionibzas　on’entalium　regionuM．

　［Gouda：　Gerard　Leeu，　between　1483　and’11　June　1484］　4¢　（BMC　IX　37；　Goff　P902；

　HC　13244；　IGI　7976；　Proctor　8936］

　マルコー■ボーロ「東方見聞録」支部東洋文庫所蔵本を、

国立国会図書館が1949年に800部復亥iJしたものである（当

、館ではNo．50とNo．484の2部を所蔵）。180とは異な1り、

手書きのルブリケーション（図33）あり。』本複製はJ．W．

HoltoPやM．　F．　A．　G．　Campbell、　M．一L．　Polaih等に従．

って、アン．．トワープで印刷されたとしているがくBrad－

shawによる活字や造本（特にタイトル・ページ）の研究

　　　　　　　　　　　　　　・　一57　一’

面心蹄留鶴面貌綴辞轟陀竺．

’翻義母慧畿認

細蟹潔一一翻響1

瓢灘贈舗麟壽

黙羅雛‘
師㎝c面じcliIrOll恥《‘Otrceξ

wl鋼南。1蜘鰍ou【引戸鵠‘窩mpliu。随1加。bjwls。’

　　　　（図33）



　から、現在はゴータ（ハウダ）で印刷されたという説が有力である。

・lr・u・d・・hi・伽・漁細・聯想エ485　T・k・吋949・「』＜915－P778i＞ttオリジナルの三
二‘

?ﾙ　東洋文庫（東京）

　182　Ptolemaeus，・　Claudius：　CosmograPhia．・　（Tr：　Jacobus　Angelus．　Ed：　Domitius’　Cal－

　　derinus）　’　Ropae：　Arnoldus　Buckinck，　10　06t．　1478．・，　f¢　’　（BMC　IV　78；　Goff　PIO83；

　　HC．135371’　IGI　81，82；　Proctor’3613］　．

　　プトレマイオズ「宇宙誌」本書は『地理学入門』（Geographifee　HLmPhegesis）の題で、160「

　年頃アレクサンドリアで著された68巻の本文と多くの地図から成るこの書物は、8世紀

1にはイスラム世界に導入され、13－14世紀にはギリシア語の写本としてビザンチン帝国に伝

　わった・’この書物において・プトレマイ、オズは地理学を世界地図を描く学問でEE？るとし・、・

　1～2巻では円錐図法による地図作成法を説いている。3～7巻は当時知られてい’た全世

　界の約8000地点の経度緯：度を地方毎に列挙、8巻では世界地図の区分について述べている。

　この地理学書は（］eograPhiαどいうタイトルでも知られ

るが、ラテン語訳の段階でCosmogrmphiaの名で広められ、

後世の地図学に大きな影響を与えた。’この本の伝わる以前

は、プトレマイオスはラテン語圏では先に天文学書『アル

マゲスト』によって知られていた。

『宇宙誌』の最初のラテン謝ま1イタリ1アにおける判

』シア語の権威であったヤコポ・アンジェロによってなされ、

インキュナブラは皆この訳をもとにしたものである。印刷

（図34）

は1474年にPhiliPPus　de　Baldouinis等により1イ，タリアの3都市で同時に企図、され、．ヴィ

チ☆ツァ（・475）・岬略ヤ・・一マの順に刊行された・P・一ヤで出されたこO版は・

・ボu一ニャ．と同時期に企画されたものであるが、銅版地図、（図34）、についてはボP一三や

版より早く作ら禰めたといわれv（　，V“る，聯の描線や鵬の記入など・・一ア版（27点）

の方が幾分精密な仕上がりになっているよ

＊Issued　as　his　Cosmogrmphia，　Roma．エ478．　Amst6rdam，　i966．（Theatrv勿。乃ゐterrdrvm，2nd

ser．，　v．6）〈Yp7－8（II－6）〉「 Iリジナルの所蔵館　Ne宙berry　Libraryくchicago）

刀

銭 ．壁藍．罎

（図35）

鴇聯・ ．183　Ptplemaeus，　Ctaudius．　・ qosmographia．　．（Tr：’

　　Jacobus　Angelus．　’Ed：　Nicolaus・Gerrrianus）

　　Ulm：　Lienhart　Holle，　’16　JulY　1482．l　f¢　”［rBMC’ill

　　s3s；　c　4976；　Goff　plos4；’　Hc　13s3g＊　；’？LrGI　’sls3；

　’Proctor　2556）　V　．　，」

　プトレァイオス「宇宙誌」　ウルム版は、：．『宇宙磯』

、のラテン悪刊奉としては4襯にあ’たる・活字ば和

tニャ版、ローマ版より大きく、語頭の飾り文字や三一

り枠などめ装飾も施．されている。地図は木版（図35）「に．よる。
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＊　lssued　as　his　CosmograPhia，　Ulm　1482．　Amsterdam，　1963L　（The’a’trvm　・orbis　terrarvm，　lst　ser．，

v．2）〈YP7－8（1－2）〉．オリジナルの所蔵館　StadtrBiblfothek　NUrnberg・Stadabiblioth－

eek．Bruges’　一

184　．Ptolemaeus，　Claudius．　Cqsmographia’．　（Tr：　Jagobus　Angelus，．　Ed：　Philippus　Ber－

oqldus　and／gthers）　Bologna：　Dominicus　de　ltapis，　23　June　’‘1462’　［i．e．T　・1477］・f¢．

　（BMC’VI　814；　Gdff　PIO82；　H　，13538“；　IGI　8181；．Proctor　65381　’．　，

（図36）

1963．　（Theatrvm　orbds　terrarvm，　lst．　ser．，　v．1）

pont－Morgan・Library　（New　York），　British　Library　（London）

’185　Schedel，　Hartmann；　Liber　chronicarum．　［Geirman］　Das　Bzach’der　Cro．niken　und

　　Geschichten．　（Tr：　Georg，Alt）　Nurernbe！g：　Anton　．Koberger，．　23　Dec．　1493．’　f¢

　　（BMC　II　437；　GQff　S309；　H　14510“．；　IGI　8830；　Proctor　2086］　一

パルトマンー・シェーデ・レ「ニユイ・ンベル霊代記」フント．）・　；コベ・レガー（21鯵照）

の印刷した有名な年代記。ラテン語版とドイツ語版の2種があ肌ほぼ同時（6ケ月程の

違い）に完成したが、こちら｝ホドイツ語版6両版ともミヒャエル・ヴォールゲムート、ヴ

ィル岱ルム1プライデンヴIVフ・アルプレヒト・デューラーによる木版画（図37）』が多数

収録されている∴

　ラテン語、ドイツ語両方の稿本がニュルンベルク　　　　　　　　　壬㎜…

　プトレマイオス「掌宙誌」地図（図361を含む『宇宙’

誌』としては最初あ刊本6，26点の地図はTaddeo　Crivelli

による金属旧版。コロフォンにはM．CCCC．LXII．とある

が、1477年4月．にPhilipPus　de　Baldquinis等とDe

Lapis’ ﾌ間に500部を印刷して、少なくとも，1。5ドゥカッ

ト以上で売るとの契約がなされており、コロフォンに

XVが抜けたものと考えられている。

＊，　lssued　as　hgs　Cosmogrmphia，　Bologna　1477．　Amsterdam，

　　　　　〈YP7二8（1－1）〉　オリジナルの所蔵館　Pi6r一

権iiZ図書館に残されてお？・また出版契和書の原奉

‘も残っている。出資者はゼバルト・シュライヤーと

セバスティアン・カンマーマイスター。印刷部数は、

・正確にはわからないが、』ラテン語取1，500部、ドイツ1

語版1脚部ζいう講がある9テク府を書いた♪｝

ルトマン・・シェLデル（1440－1514）は医者であり人

、文主義者。愛書家でもあり、1，000冊近い蔵書を集め．

た（226参照）。r二“i一ルンベルク年代記』は他の年代

記を引用しながら作られている。ドイツ語版の翻訳

（図、37）

者ゲオルク・アルト‘ 翌Pら10）はアウグろブルク生まれで・1473年にニュルンベル．クの住民

どなり、・1485年から同市の収入役。初めはラテン語テクストの写字生として本書の企画に
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参加し、途中から翻訳へ転じた。「

・Issu・d・・hi・膝励・β螂砂C繍・刎厩磁ゐ勿伽幡聯一4駕4・鰐…

翻晦翻脆燃吻跳・・窩・晦ゆ・pi…四壁・野望蘭，N・wY・・k，
1966．　＜YP5－313＞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ　　　　　　ロ
186Scyllacius，　Nicolaus．　Deゴ％8漉s〃z爾伽卿atque肋年初¢副s　nmper　invedatis．

　，［P・vi・・F・an・i・cu・’Gi・a・d・ngy・，・ft・・ユ3　Dec．．1494］’・4¢．【G・ff　S35i；IGI　8858；R

　320】　』’・　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　1　　　　’　．．　　、　　・

　シラキウス「南あるいはインド洋上に新発見された島につい》と」・コロンブズぼ1493年9「

月25日・第2回自の髄海に出た。．本書はこφ航海に同行したアラゴン貴族GuglielMo

Comaがパヴイア無人ニコ・．’シ7チオに宛て譜簡をラテン融して印届0」たもρで，

ある。

　部分的に赤vSインクで印刷されており、「現存は5部が確認されている。複製のオリジ≠

ル●コピーほ止ユ一直「ク公共図書館Lenox　Library蔵のものだが、このコピーの三蔵者

として・Rocca　Saporetti侯爵やフェラーラのオリヴィエリ・コレクジョンまでさかのぼ

れるという。－

　新大陸発見のニュースの印刷は、ヴェ、ズプッチや≒ルテス等のものも含めると11532牟

までに130点にものぼる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゴ．・＊Issu・d　i・Thach・・，　J．B．伽麟・・C・1・mb・・s．・N・w　Y・・k，1967i・v．2，　PP．223－242．〈GK422

－29＞オリジナルの所蔵館　New　York　PubIic　Library　．、．　1’

糞1鰻難灘懸

　文字め発甲以前から音画は存在’し、率メUスの詩ほちsテど、そg～境界上の時残に』

あたる。小説が誕生し、職業作家が誕生するのは17～18世紀のことであり、それまで

の文学は宮廷文学か教化文学グ中心であっ準。，民衆文学は口承で伝えられ、今日まで

伝わらなかったものも多数1と上る’と．思われる。マルi・ポニロの『東方見聞録』を文

章として書き下ろしたピサのルスティケロはアーサー王伝説の作家でもあった。武勲’

詩や将情詩、典礼劇、受難劇、奇蹟劇、調刺文学等々、様々なジャンルの文学が存在

した参インキュナプラとして活字化されたものは限られたものであった。

前出のR・　＄teeleによると・インキュナブ794・3％滞・14・・％欄・欄・書簡・

、3L8％が物語で回るという。

’　187　’Aesopus．　Vit．a，　after　Rinu6ius，　et　Fa．bulae，　Lib．．　1－IV，　prose　vefsi6n　of　Romuius．・

　　［E・gli＄h］Add・F・b・lae　extra・a9・ntes・i・飽ろ吻脚e．（T・・Rinuとi・・）∴、晦乙・・

　　Aviani・Fabulae　collectae・．［English］westminster：Wi11iam　caxtbn，、26・Mar．ユ4s4．
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f¢　（Duff　4；　GW　376；　HC　360；　Prbctor　9658］

（図38）

Amsterdam，　197？：　（The　Engldsh　open’ence，　its．．．no，439）

Bodleian　LibrarY　（Oxford）

　イソップ「寓話集」『寓話集』のインキュナブラ

は146点も印刷されているr奉書は’．有名tsウ！レム版

（独訳）【Goff　A116；GW　351；HR　330；IGI　82；

Pr6ctor　2517】からジュリアン・．’マーチョが仏訳し

た写本をキャクストンが英訳したものらしい。186枚

もの挿図（図38）『があるのが特徴である。使用活字

はタイプ3と4＊。

＊’ hssued　as　his　Szabtyll　histo2zyes　and　fables　of　EsoPe．

　　　　　　　　〈KP31－31＞オリジナルの所蔵館

．188’ aodcaccio，　Giovanni，　De・cczsibus　giromm　illzastn’um．　．［E，ngli，sh］　The　falle　of

　　ρ吻。蝕．London：Richard　Pynson，27　Jan．1494．　f¢「【D”uff　46；Goff　B710；Gw　4431；

　　　HC　3345；　Proctor　97831

　　ボ・カチオ「名士列伝」ボ・力材（・3・3－75）1まrデヵメ・ン』無恥イ列アの

　文学者。’1）e　casibus　virorzem　i14ustn’umは1355－60午に執筆。本書はLqurent　de　Premier－

　faitによる仏訳く1476年・ブ～レージュでコラード・マンションにより．印刷【Goff　B711；GW．．

・4432；HC　3341；・　Proctor　9316】）を詩入ジョン・リドゲート（c．　1370－1451）’が韻文へ翻案

　したものgり・ドゲhトはイギリスの修道僧で、チ．ヨーサー亜流の多作な詩人。ピ．ンソンは

　これを600部門ど印刷したといわれる。

　　9枚0木版挿図・複製のオリジナ！レは葉H4を欠いているため・この複製ではピ≧ソンの

　プリンターズ・々ニクが見ら．れない。

　＊　lss’ued　aS　hi’s　The，　fall　of　Ptn．　cyS，　Pn’ncessys　and　other　nobles．　Norwood，　N：J．，　1976．．（The

　翫91酌吻θ碗η6昭お…no・777）．〈YP18－45＞オ、リジナルの所蔵館　Carpbridge　Uniyersity

　Library

189’　Boner，　Ulrich．　Dizr　’Edelstein．

　’　1203；　GW　4840］

　ボナー「宝石！lバ．tzベルクで最初め印刷者

となったアルプレピト・プフィスターはグー

テンベルクの弟子ともいわれ、．1460年頃、PK

活字（15参照）’ �gって『36行聖書』を印刷

した。アウグスト候図書館（ウォノレフェンビ

ュッテル）．に残る本書の異版【H3578；GW

4839】は刊年の明記された（14FeP・11461）

最初のドイツ語の本で、本書はその後版。『宝

［Bamberg：　Albreght　Pfister，　about　1462］　f¢’　［C’

瀞r領導，瞠
（図39）

石jは寓話集で、多数の木版画’（図39）ゐミ挿入されそいる。
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＊Issuedl　as　his』Der　Edelstein．　Berlin，1908．〈YP51－A541＞オリジナルめ所蔵館　Staats一・

bibliothek　zu　Berlin

190　Chaucer，　Ge6ffreyr　The　Can’terbu7　y　．　tales．　［Westminster：　William　Caxton，

　．about　1483］　f¢　（Duff　88；　Goff　，C432；　GW　6586；　HC　4922；　Proctor　9661］　．

　ヂョーサー「カンタベリー物語」　ジョフリー・チョー・

サー（c．　1340－1400）は滋ンドン生まれの宮廷人L詩人で

『善女伝』『トロイルスとクリセイデ』等の作品やボエテ

ィウス『哲学の慰め』．の英訳（144参照）等の仕事がある。

「カ1タベリー物語』は1387年頃かち執筆され、彼の代表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　な作となった6、同物語の写本は約80点が現存している。キ

ャクスト≧は147＄年頃rカン・タベ．リー物語』（全374葉）

【puff87；Goff　C431；GW6585；HC4921】を印刷した。．

適
（図40）

これは彼の最初の旧作であウ、残存部数が少なレ・（10部）こともあって、．1998年7月のオ

ークションでは460万ポシドで落札されて話題となった。．

　本書（全312葉）はその第2版であるが、急いで作られ、テクスト1ご初版との異同があり、．

キャクストンの序文がつけられている。．26点の木版画（図40）が挿入され、この図は後に

ピンソン（1492）やウ1オルデ（1498）による異版でも繰り返し’ l　v｝られた。．

’＊　lssued　as　his　The　Cantereu7zy．　tales．，　London，　i972．／　，一，rK，　．　一　’1．，　L

纒盤i鵜縄蔵鯉　㏄剛1麹蜘轍1

191’　Chicheface．　［Pari＄：　Guy　Marchant，　ab6ut

「￥騰函幽翠芝綱・奮騨
（図41）入りの一枚物6シシュファ久・は2000年に1度、

善良な女（bonne　femme）、を食べて生きている怪物で、山羊の脚と雄鶏の脚が互い違いに

ついている。1ちなみに、善良な男だけしか食べない怪物はビゴルヌ（bigorne）という名が

付けられていると

＊　lssued　in　Geldner，　F．　‘Chicheface：　ein　unbekannter　franz’oischer　Einblattdruck’，　Gzttenberg

fahrbuch　34（1959）P．43．〈Z65－A．89＞ttオ1リジナルの所蔵liE’　・　Ba・yerisφhe　Staatsbibliothek

（Mttnchen）’　’．．　・’　’c，

　i，1；．V ．　．　．：

難ノ・・洲・

，二二i・脳

192　Christine　de　Pisan．　Faits　d’arptes　et　de　ch2va’len’e．［English］Theノ’ay渉（～プ．auaes

　and（ザ6伽α1解Translated　from　the　FCench　by　William　Caxton．’［Westmin一

　・t・・］・Willi・m　C・xt・h，14　Jtily　1489・fφ【D・ff　96；’　’G・ff　C47．2；GW　6648；HC・4988－

　15918；Proctor　967711’

　クリスティー’ヌ・ド’・ピザン「「輩勲言剃　ピザン（1364－c．　1430）『は、『婦女の都」、（1405）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　じド　　　　　　　　　　ノ
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’で知ちれる7ラ〉’　X・・．の女撤回養本書はヴェゲテイウスrデ・レ・ミリタ・，候赫r闘

いの木』をもとに作られた騎士の勇ましい戦いの書。ヘンリr7世の命1とより、フランス

語の写本からキャクヌふン自身が英訳を行なった。本書に使われているのはタイプ6。
・

　lssin・d・・he・肋削げ醐・・嗣僧伽N・w　Y・ik，1968．．（Th・　Eitglish－eiperience，1

its……13）〈A65・一22・〉オリジナルの麟館℃・rPb・idge　University　Libt・・y・・

193・　ch・i・t圃r・Pi・anL　Prbvecbes　in・raux．　［一E・gli・h］’M・ral・pr・verb・．・T・・A・th6・y

　　Wydeville　（or・Woodville），　Earl　Rivers．　WgstTninster：　William　Caxton，　20　Feb．．

　　1478，　．f¢　（Duff　95；　Goff　C4731

　クリステ1一ヌ・ド∵ピザン「道徳格言集」本書はピザンが息子のために書いたLes

θη頭gη6窺θη∫mora4x〈道：徳教育）を補足するために書かれた。翻訳は『哲人の箴言格言

集』（14鯵照〉の訳を手がけたり2．・“一ズ伯である・ほとんどすべての行末ρ文字が「ejで

あることが特徴・タイプ2を使用。1859年・W・　Blqdesは本書の複製を刊行している。・

＊lssu・d・・h・・Th・’　’　m・吻・・u・rbes　・f’・Ch・dSlyne．　N・w　Y・・kl・197・・、伽E麟六二・・畠

’　its…no・241）「〈KR167－10＞オリ・ジナルの所蔵館　John　Rylands　Library・（Manchester）

（図42）

ブラは2点だけである・。16世紀までに、スペイン語で60版、

語で耳版を：重参、他にドイツ語版、オランダ語版、ラテン語版等も出ている’。木版挿図（図’

．’@42）’o　，　’
＊’　ISsued・・h’・C噸謡I　C・絢・M・lib・a・　T・1・d…5…［C・1ゆG・n・v・］Bibli・・h6・41

・Bqd甲er晦1961・〈KR489－30＞オ、iJジナルの三韓Blbli．・・eca　B6dme・（G・ne・・）・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’t’195　・Guillapme　de　Digulleville．　Le　Pe’lqn’i　age　de　1’aAm’　e．　［EngliSh］　The　ptigremage　of’

　　t．hg　soaple．　Translated’i　and．　emended　．by　Johp　Lydgate．　’　Westminster：　Wil！laM

　　Caxtop，　6　June　1483．　f¢　（Duff　267；　Goff　G64b；　HC　8331．；’　Proctor　9650］

　ギg．．一ム・ド・ディギュルヴィル「魂の巡礼」フランスの修道僧ギヨーム・ド・デイギ

ュルヴィル（c．1294－1355）が1330年頃書いた死後の魂の試練について．の寓意的作品1本来

は韻文詩だが・’本書はギャロップの翻案したフラシス語散文からリドゲートが英訳したも

の。本書はキャクストンがタ’イブ4を使用しだ最後の本。

・Issued、a・hi・Th・　pylg・・in・ge．　of　the　sobele．．　N・rw・・d，　N・エ，1975．’
iTh・’・E・glish・mP・mP’，nb、，．・it、．．．

194．：　Fernando　de．Ro3“as．　Celestina：　coinedia　de　Ctzlis一

（O　y．　Me（ibea．　Toledg：　［Peter．　Hagembach］，．　1500．

　．’4¢　，
’フェルナンド・デ・ロハス．「セレスティーナ　カリス

トとメリベアの喜劇」ユダヤ人政宗者フェルナンド・

デ・ロハス（q．　1465－1541　）の有名な小説6戯曲形式で書

かれ、最古の版（1499）では16幕、1502年以降の版では

21幕からなる。．非常に多くの異版があるが、t．／インキュチ

　　　　　　　　．、　　フランス語で12版、イタリ．ア
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no．726）＜KR157－22＞噛オリジナルの所蔵館　British　Libr4ry（LQndon）

196　”Johannes　de　Hilde’唐??奄香D　Li．　ber　de　gestis　et　translatione

　　t’n’um　regum．　［English］　The　most　ehrcellen　t　treatise　of　tlee

　　’伽θ纏9θsげco勿磁Westminster：wynkyn　deword6，

　　［after．　July　’1499］　4¢　（C　’3361；　DUff　398；　G6ff　J341；　Proct6r

　　97151　，　・　；
　ヨハネス・フォシ・ヒルデスハイム「ケルン三王伝」　ヨハネスゼ

フォン・ヒルデスハイム（1310／20－75）はコッペンブリ．ユッゲ生

れのカルメル会士。著作には本書三門磁tn’um　．　regzamの他、

・　Biblicusがある。本書ばケルシの三王伝説を散文化したもの。ラテ

ン語版は1477年にケルンで印刷されている。、木版挿図〈図43＞。．

（図43）

＊　lssued　aS　his　Th．e　moost　excellent　treatise　of　the　thre　leynges’　of　Co（ayne．　Norwood，　N．」．，　1974．

（The　English　OPerience，』its．．．no．648）＜KR26－28＞・オリジナルの所蔵館　British　Library　l

（London）　’　・　一’

・197　La　Marche，　Olivier　de．　’Le　chevaliept　de”libe’re’．’

　　Paris：　［Guy’Marchant　or・Antoine　Caillaut］　for

　　Antoine　Verard，　8　Aug．　1488．　4¢　IGoff　L29；　HC

　　4952］　．　．　・．
　・ラ・マルシェ「「救い出された騎士」オリビ土・デ・ラ・

やルシェ（1425T1502）はブルコr一ニュ公の廷臣で、『回悪

録』で有名。本書は1483年4月に完成した死をめぐる寓意

詩で・13点の木版画（図44）を添えてアントワニヌ・ヴF

ラニルが出版。印刷者はギイ・々ルシャン（41参照）かア　　　　　　（図44）

ン；トワ｝又・カイヨ〈165参照）であると考えられている。本書にはインキュナブラだ：けで

他に5点の異版が．ある。　　・一

　オリジナル・コピーは147と同様にLessing　J3Qsen甲aldが米国議会図書館に寄贈した

もので、それ以前の来歴（provenance）としてFairfax－Mur士ay、　William　Mitchell、　Robert

Sannue1　Turnerの名が見られる。

＊・lssued・・hi・L・伽・泥・・．磁剛・＄hi・9‘・n・・D・C・・igl！・＜KR161－41＞・オリ．ジナ・レの

所蔵館．Library　of「 曹盾獅№窒?唐刀iWashington，：D．C．）　　　　　　」、

198　Lydgate，　John．　The　lzfe　．of　Our　Lady　［Westminster］：　William　Caxton，　［1483］

　　f¢　IDuff　266；　Goff　L409；・HC　10352］

　リドゲート’「わが貴婦人の生涯」本書は、ジョンrリドゲート（188参魚）が聖母マリ

アの生涯について、ヘンリー5世の戴冠の際に詠んだ6，000行の詩。キャクストンはN’全文

．タイプ4＊を使用している。

　　　　　　　　　’　’　．　’一　64　；　　 ．．　’　・　・，



＊Issued、as　his　Theろoo々of　theあグOf　Ozar　Lady．　Amsterdam，1972．〈The　English　emperiehace，

itS…no・473）〈KS163「45＞’オリジナルの勅号館　Bodleian　Library（Oxford）’

199’Pdlitianus，　Angelus．　Stan2e　per』la　Giostin；0吻。／Stanza勿g6痂os露s勿σ‘℃he　fai

　tu』Eco　mentr’io　ti　chiamo・P’；’Canzoaletta　‘tton　potre　mai　dire　Amore”t　Pr61im：

Alessand・Q　S・・ti・Epi・t・1・、　・d・　Ant・ni・G・1・a…β・三脚B・1・gna・F・an・i・cu・

’（plat・〉．deB・n・di・ti・・’9A・9・・1494・・4¢一’「tt’ttt．、・「　・　．｝

ポi」ツィアTノ「スタンザ集」アンジ；u・ポリツィアーノ（1454－94）は一ト肋拙

身破学菰ホ胆子rイ．一　i）．アス』第2巻をギリ・シア語から背シ語訳しやレンツォ・

デ・メディチに献じたのは有名な話で、フィレンツェでメディチ家の家庭教師を務め、の』

　　　　　　　　　　ヨちフィレンツェ大学でギリシア・ラテン文学を講じた。’

　ボb一山ャのFranciscus　de　Benedictisは1491年にはポリツィアーノの『シルヴァ』を｛

1492年には．『ロレン．ツォ書簡』を、また1476年にV．ま『著作集（⑰6勉）』を印刷している。・

＊lssu’・．q・・hi・吻・脚t3・T・・i・P，1971・PP・5－81・＜YP51－A29＞’

灘論難購

　　　　・　　　　　　　　　　’　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　プリンター
　ここに分類さμ々もつρほとんどは、／ンキュナブラの印刷者が自らの販売広告の

ために印刷した一枚物（ブロード」・サイド）である。15世紀の書籍販売は印刷・出版、

「から独立しておらず、プリンター自らが販売人でもあった。マインツのフストは自分

の印尉した書物をパリに売りに出て、そこ．で客死しでいる（1466）。フストの後を継い

だジェシファーは、早くも1470年に且ら印刷した19タイトルめリストを印刷し（226参

照）、販売に利用∫している。こうレた一枚物は30点以上が確認されており、それぞれ

50～ユ00部程度刷られ，たと推定される。これらは場合1ごよ！ってはポスターとして壁に張

ちれたという。また、書名がリス1トされたものは書誌としても使われ、16世紀には質・

量ともに増し、後にコンラッ．ド1ゲスナー（，15ユ6－6．5）はBibiotheca　universalis（1545）

を作る際に、それらの出版目録を利用している。　　　．‘、．

200Arnoldi，　Georgius．　IAnnozancement　of！θo卿s　on　Seneca，　P8帯鉄9uber－

　n・atiotae］’［Leipzig：conrad　Ka6helofen，　after　1500］Bdsde【Gw・II　co1676；GW』

　Eirtblattdrucke　355】

アーノルディ1「議心心セネガr神の灘による世界の統治につや・て』講義予告細

書はカへ・フェンが1498年｝ζ燃犀Uした【G・ff・S．390；HC14§121も礁．この一勘は同書

ぺの広告となっている。、　　　、　’、「　tt　　　　　　　　　　　、　．』

∵，＊　．lssued　in　Verbffentlichuηgen　der．（］ff，　Jahrg．11（1917）Taf。912．＜YP21－45＞　オリジチル

　セ　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ダ

の所蔵館Staatsbibliothβk（Bamberg）‘
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20i　Caxt・nr　W皿i・m・”Ad．vertisement　for　Sarum・Pie［Ordinale　ad　zasum　Sarum］・

　　［Westminster：　William　Caxton，　about　1476－77］　Bdsde　（C．．32；　Duff　80；　GW　6440；

　　GW　Einblattdrucke　479；　Proctor　96251

　キヤグズト≧「ミサ規則書要点の広告」　キャクストンはタイプ3を用レ｝てQ，　rdinale　ad

usum　Saram【Dμff　3呂6】を印刷したρ乳この一枚柳は同じ活字で印刷さ．れたぞの広告で

ある。「ソールズベリー大聖掌の記念にこれと同じ活字で印刷された上等で正確なミサ芦を．、

購入し．たいと思われる・方は、ウェストミンスタ「のRed　PaleにあるAlmlonry（施物分配

所）まで来られれば、安価で手に入れることができます。このビラ御まがさ．ないで下ざい。」

と書か’れており’、ポスターとして使われていたことがわかる。

．＊IsSued　in　painter，　G．　D．　Willinm　Ctutton，　London，1976．図版IIb　between　p．84　and　85．

．〈GK419－24＞　・

202．Creussner，』Friedrich．　Adventsement．［Nuremberg：Friedrich　Creus串4er，　about

　　　　　　　　　　　　　　　ぞ　・1476－77］Bdsde【Goff　C976；GW　5675：】

　クロイスナー．「出版広告」ブリ「ドリヒ・グロイスナーは、アントン・コベルガーと並

ぶニュルンベルクの多作な印刷者で’．1470年から　1499年にかけて、‘『ドナトゥス文法書』や

r暦』など様々なものを176点も印刷している。マルコ・ボーロ，r東方見聞録』を最初に印

刷した（1477）ことで有名。このr枚物はニュルンベルク、アウグ冬ブルク1ストラ．スブ

ル久ぐ一ギルで刊行歌た3・点の印刷物をリ府しか祝

＊Issue4　in　Dθ麟躁4磁θ吻吻瞬正忌卿励％吻＆wiesba“e岬71・T4f・3s・
〈YP51－A520＞’

203．，Eggest・i・・Hgi・・i・h・肋郷一ち励吻9伽41－1初・β肋・（GW　42ρ8）

　［strassburg：Heihrich　Eggesteip，　about　1470］Bdsde．【GW　9245；Gw　Einblatt一

　．drucke　529】　　　　　　i’

　エッゲスタイン「41行聖書広告」、．ハインリッヒ．・エッゲスタインは、同じストラスブル

　　　　　　　　　　　　　　　パ　トナロクの印刷者・ハン・’メンテリン嘱力者として印刷を始め・その後独立して約70点ほ三

代した。1彼は『ラテン語聖書』を1468年、69年、70年と三回印刷しているが、ζの一枚物

は、イ≧キュナブ7としては7番目の『ラテン語聖書』にあたる1470年刊の41行聖書の広

告である。　　．　　’、　　　　　．

廃学suedlnGe’d「ie’・　F，．D聯㌘吻騨輪S噸繋駕p6「＜聯

204　Horiorius，　Johannes，　Cubi’tensiS．　［Annoudacement　of　lecture　on　Homtius，　Ars

　Poetica］・　［Leipzig：　Martin　LandSberg，’about　1496－1500］．Bdsde　’．’　’　・　・’

　ホノリウス「講義予告」ホラティウス『詩学』講義予告。同書はランドズベルクが1492、

年に印刷したホラティウス『著作集（OPera）』．【Goff宜445】に含まれており、・こμを編纂・

したのがヨハネス・ホノリウスである。『詩学』は単独でも印刷された【Goff　H465】。ζの
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　r

一枚物はそれ．らへの広告となっている。

マプィ・．）／・．ランドスペル．クはう1プツィヒの多作な印刷都アリストテ．レス．1鹸

w』∴．キケロ．『義務論』，．『ライブ’一Y　／’ Ctl暦』等366点のインキュナブラを印刷・した。

’，＊　．lssqed　ih　Verbffentlichmpgen　der　Gf7r，　Jah．　r．g’　．’　15－16　（1921／22）　Taf．　1206t3．　gYP21－45＞，　＞t一

、リジナルの所蔵館Stiftsbibligthek（St．　PaU　1　in　Ktirnten）’　　　．’t

205，　Hoporius，IJbhannes，　Cubitensis．　［Announeeine’nt　of　’lecture　．　on・Iloratius，　Epis一

，t・1・・］・匹6ip・ig・M，・・七i・．L・nd・b・・g・・b・ut　1498－15Qo］．　Bd＄d・’．・

’ホンリウス「三三剖．・ホラティウろr旧離儲義予告三部前言己．r著作剰に含

まれてv｝る目弾独でも1499年｝r匠謂れなlqQfギ瑚】・この÷枚物は禍へ1・）広告．．

とな．っている。

＊Issued　in　VerQ；ffentlichungen　der　G配Jahrg・15L16（1921／22）．　Taf．12Q6－2．　〈YP21－45＞．オ1

リジナルの所蔵館．Stiftsbibliothek（St．　paul　in　，Karnten）

206　Hop－o，　rigs，　Johannes，・　Cubitensis．　［Announcement　of　lecture　on．Horati．api，　Sbr－

montCs］　［Leipzig：　Martin　Landsberg，　about　i492－1500］　Bdsde

　ホノリゥネ「講義予制　ホラティウ入『説教集』講義予告。同書1ま旧記『薯作集』に含

まれているが、単独でも1492年頃印刷された． yH890716こto．　一L枚物はそれらへの広告とな

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i
つている・。　　　　　．　　．　　　　．ジ　　／

＊　lssued　in　Verblffoptlichungen　der，　GfT，　Jahrg．．15－16　（1921／22）　Taf．　1．206－1．・　’〈YP21－45＞　h　・

．リジナ・ゆ臓館、Stift＄bibli・th・k（Stρa・1・ln一　Kat・tr・）♂．

．2Q7「恥m・’，・…J・h…・s・・C・b’t・h・i・・1［Ann・un’・・nt・Zi’・　・f　lec…re・三品励・

　　Thebeis．　of　Statizts　and’Hedioides’，of　Ovidius，　afad　qn　Alexandel，de　Vil（a　Pei］

　　［LeiPZig：　Conrad　KaChelofep，．aboutl　1494］　Bdsde　（GW　Einblqttdrucke　795］　’

．・
虫lウス「議予告」詩法や解ティ・ワスrテーN人』・　tウ・デ・4．ウスr愛の二三、

アレクサンデル・ド■ltヴィルディユー『学翠』．講義ア告。．邑．

＊．lssue“in　Verbffentlichungen　．d6r　GfT，　Jahrg．11．（1917）Taf．　9i2．〈YP21，一45＞　オリジナル．

の所蔵館．Bayerische　StaatsbibliQthek（M伽chen）．

’．．208　Hund・．M・r坤・・［Ann・纏脚．・f・1・ctures・n　C・mpendium．t・ガ三図．Sive・

　　Parvul・S．・・ntiqu・吻］・B・頭・s，・⑳h・三四蜘・・ar…e・・a・ip…．Vi・：it・［L・ip一．

　　・ig］・M・rti・・Land・P・tg・［・b・ut．1493］Bq・d・．【GW　Ei・bl・ttd・u・ke・7・41

　　　　　　アフント・「講予告J．フン．ト．r論酵腰』議予年膳はラン．ドス悩嬬・493年に．

印潤たもので【H9031】1後に1窺98年に襯版した・．・この一枚物1嗣書への広告とな幽

っている・．．．．．．．「 P　．．’㌃t，t　　t、．
＊1・r・・d血嫌伽㎏・・．d・r、（桝J・h・9・’・15・．16（1921／22），Ta£　1207・1・・碑・二45≧

　　　　　　　　　　　　　　　　　　L67一



x・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　J．．，，　．　．　，’，，　．’　’．’　／．　’L’

　　　2ρ1翻鵬欝；驚r喫繭ρiρr．N’⑳＄LJe玲s醐脚聯

’た碁繍櫛騨泡㍗9印刷Vfe『畢丁丁か四三剛1
　　　　．ニゴラ・ジやソ≧（i42・一sq）．はウラン、ス入の印刷者◎．たぶん回ンツt“印賄を学．．

　　　び、1470年にヴェネツィアで印刷業を始あた。10年間で103点のインキュナブラを印刷し、、．

　　　特た1472年に申刷y’たプリ留ウ■．、『博物誌』が有名。彼の彫ったUrマン体活字は非常た

・蒙細し禦1こ∵アム1モV，ス（1834π♀∵丁珂∵ン∵冴（1849’1921，　）　，・

　（　＊　lssued　in　Breitenbruch，　Bi’　‘Ein　FragMent　einer　biSher．，unbekanriten　Buchhahdlerhnzeige’，　’　’r

謙留岬、（1987）．畔141’岬ll＞．オ1：1カレ嚇Stadtl’㌣．

　　　210J・nr…Ni・・1・岬4む・脚撚［V・・ice・．J・hanhes　H・・b・・t・・d・S・1i・・P…dち

　　　　not，before　24　Jgpe，or　14　1）1．　g，v．　1481］　Bdsde，　’　（GW　5676；’GW，Einblattdrucke　712］

　　　　ジャ四ン旧版酷」e．イ．刻ア各地で即刷された8・点の書籍の広告6’3．枚でユ縁考．

　　　えられる。ジャンソンは1480年に体調を．くずし∴印刷はヨがネス・デ・コロ．ニアと共同で．

　　　行なうようにな朕同年ジャンソンが亡く．なると、．ジャンソンあ工房はドイツ人ヨハネス・．

　　　ヘノレボルト．が継ぎ「J・h・n…d・’　Co’・n’・・t．N’・・1’・u・J・n・6・・t　S6eii」．ζ・｝．う、出血名

　　　で鱒のプリ．y・Sfrズ々」クを恥た印刷を行なった・

　　　＊．Issu6曲聯轍耀・4・・卿・h・9・．・10（1916）七二四一857i＜￥P21－45＞．．オVジ．

　　　ナノレの所滋藤「’lche．脚tsb｝bliot兵岬Un岬

211　J’ohannes　de　Cblonia　ahd” v｛　hannes　Mapthen．　Advents’　ement．　’一　［Venice：　Jphan－

　　nes　de　Cglonia・and　Johannes．Mapthen，　about，　1476］　Bdsde’

．懸船麟瓢四二二四嘩即きゲ
＊　lssued　in’．　Borsa，’　G．　‘Eine　gedruckte　一venediger　Btichftihrera’nzeige　um’das’　Jahr　’1476’，

G・t・nb・rg，」・h・b・・h・36．（1961）．P・，［45］〈Z65‘・A89＞オ『リジナルの所蔵館．O・t・・r・i・hi・Ch・

Nazionalbibliothek　（Wien．）

　　　　　　　　　　　　　　　　r
212　Kobetger，’Anton．　A　dventsement．・　［Advertisement　for　the’Surhrba　Aritoninl　’（GW，　・

　　2186）　an．d　21　othgr　bo6k＄’printed　or’sold’by　Koberger］　’［Nurem．berg：　Anton

　　Koberger，　about　一1480］　BdSde　．　（BMC　II　417；　C　l　1499；　GW　Einblattdrucke　825；’

　　Proctor　1994］

　9ベルガ“「出版広告」　rニュルンベルク年代記』（185参照）で有名なアントン・・．コベ

ルヴー脚『エ513）1な147q混一1ら印刷を姉め・’群と知ラ哲学あ渤を幅F擁1

ユナブラだけでも215点を印刷した。．彼はア．ルプレヒト・・デューーラ「あ名付け親でもある6

一　68’一L一



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ζのr枚物は1480年頃までに彼が印回した、為る

　　　　　　　　　　　　　　　　　．い．は販売する22点の図書リ．琴ト（図45）．で、．神学書、

　　　　　　　　　　　　　　　　　撒．医学書の三分野油類さ：μてV・る．・、なお・「コ

　　　　　　　　　　　　　　　　　ベルグ孟は『テユルソベルク年代記』の出版広告も．

　　　　　　　　　　　　　　　　　印刷Uてい．る．。彼は商業的に成功し、ブタペズトSl
　　　　　　（図45）．

　　　　　　　　　　　　　　　　　ケルン、フ．ランクフルト、リヨン、パリllウh一ン～．．

ワルシャワに販売拠点を設けている，．　tt．、．　　コ．．．t．．．

鵬認pd’㎏n瓢湖離々噸醜岬r岬恥Plrt6．

21㌔器n補bl講t瀦窺翫k麗1器m血r6n；Alb’echt・　K”pne；．abggt　1500］，’

キュンネ「串版広告ゴニュ・Uンベルクとオ・一三ルぞ印刷さ昧書籍砿缶群・教会、

泳、．法律．肝脳学芸・．塒術天文学に三献れてい．る・

．＊．Issu・d・　i・　V・rblff・ntli・himt’en’der（；f7r・・J・h・9・9，〈19・r）．　T・f・712・．〈YP2・一45＞．・．．オリジナ・ゆ．

所蔵館　Staatsbibliothek　2u．Berlin

214．弄吻忽ILi・t・ギ・h・p・ize・a・・th・・sh・・tin・mq・6hh・ld・n．8．J・1γ・498］［L・i彰i窪・

Conra．d　Kachelofen，　before　8．，’ iuly　1498］一　Bdsde’　（GW　Einblattdr’ucke．847］　・

「ライズソ、イヒ」．・1498年「7月．S甲の射撃試合の賞品リス．ト。

畿蹴、励丁丁1昨噸騨聯卵Wiesbad胆1gl毛T麟．

315，Manuti・・，　Ald・鼠動万9癩黒地・・細・・伽力擁融・・瞬ル⑳
　　［V．e’　nice：　Aldys／’　，　Manutius，　Ro　inanu，g，　qfteti　1　Oct．　1498］　Bdsde　［GW

　Einblattdrucke　897；］ヨ［1・10742】．　∫tt・　　　　　　　　一

．マヌティウス．「ギリシア語刊本書目」　ラスカリ、ス．

鱗鴛繋嘱鶴ll：・灘羅羅肥
る一ﾁ図46），oこの中で彼は本の内容や特徴のみな・翻一聯：轟誰綴

らず・出版の鰭までを述べ・出儲と・しての姿勢を．t／t　（図46）．

打ち出している6なお、彼は1503年と1513年に．も」自ら

出版したギリシア語・ラテ瘤の書目を出版して評・る・　　　　　　　’
＊lssue面肋晦脚．　t’p・grafo，　1494－1515．　Fi・en・e，・1994・．P・61・．． IpE83－A47＞．．オ・，ジ

ナルの所蔵飾．BibliQtheque　n顛onale　de　France，（paris）．

郷Nia鴨P・・1賦［伽・…解碗グ三門r　r三四’9三三三郷・’∂彫・ユ．
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4　．．［Letpzig：　Martin　Landsberg，　about　1492］　Bdsde　（GW　Einblattdrucke．IQ30］．

　　　ニアウZス’「講義予告」ニアウィス『中篇書簡集』同『短篇書簡集』講義予告。ラシド

鴛！まニアマイ擁作を7剣回しており・この一枚物は蹄集』の隙な？．

　　＊　lssued　in　Verbffentlii　hungen　der　Gf7r，　Jahrg．　15：16　（1921／22）　TaL　1207－3’．　〈YP21－45＞

217　IVumm．　us　quae　pars．　・　［Lelpzig：　Printer　of　Capotius　（Martin　Landsberg），’about

　1486－89］　Bdsde　”　’　’
　「銀貨」　当時のik法書のパロディーで｝活字見本として刷られた模様。裏面には赤イン

クでdie　sacratlssimu　celebrates　qと刷られでいる。層現存は1部のみ。　ピ　　　　　　　’

＊’ 撃唐唐浮?п@iri　Gaselee，　S．　‘Notes　on　Single’一sheet　’ihcunabula’，　The　Llbra？　y，　4th　ser．，　v．12　，（1931－32）　．Fig．

2between　p・418　apd　p．419．＜Z55－C369＞　オリジナルの所蔵館　Cambridge　University

　　　　　　　　　　　　　　　NLibrary　’

．218　，P6t’rus　de　Windsheipa’ @（Eolicus）　［Annozancement　of　lecimlbs　on　Lubanus，　Pha．r－

　sdlia］　［Leipzig：　Martin　Landsberg，　aboUt　1496］　Bdsd6　’　・　一，

　ペトルス・デ・ウィンデスハイム「講義予告」ルカヌス『ファルサリア』講義予告。ラ‘

ン’hスベルクほ同書を1496年頃Eb刷【Goff　L306】しており、このL枚物まその広告となっ

ている。・

＊　lssued　in　Verbffentlichu．ngenl．der　GfT，　Jahrg．　15－16　（1．921／2．2）　Tai・1207－2．　〈YP21－45＞

2t9　Propst，　Andreas，　belit．ianus．　［Announcemedat　of　lectures　on　Horatiu．　s，　Epistolde

吻瑚㈱αユ［Leipzi・・J…b・・Than隅・b・ut・1499］Bd・de．【G宙Ei噸tl

　’　drucke　5551

　プロプスト「講義予告」著者はAhdreas　ProbstあるいはAndreas　Epistates

Dglitianu・と・・う名でも知ら松ホラティウスr詩学』の瀦でもある。ヤコブス・夘ナ

ー｝ま『轡簡集』【H8912】も‘・『詩学』【C3155］　・も、印刷しており、この一枚物はそれらへあ広

告どなっている。’．

　タンナーはライブツィ』ヒの多作な印刷者で、アリストテレスrオルガノン』、オウィディ

ウス『サッフォー』等94点のインキュナブラを印刷した。’
D、

＊．lssu・d・’・ ｫ融瞬・（；fT・・J・hl・15　（1911）T・f・391・’＜Ypl・一45＞’、、

220Ratdolt，　Erhard．㌦ ﾚL4θθκ細〃¢珈ちoffePting　bo’okSl　Pn’n　ted厩Venice．　［Venice：’

　Erhard　Ratdolt，　about　1484］　Bdsde’　’（C　5028；　GW’5677；　GW　Einblattdrucke　1250］

　ラトドルト「出版広告」アウグスブルタ出身の印刷三三ルノ〉ルト・ラド．ドル．トはヴェネ

ツィアで印刷を始め、1486年には故郷た帰っ、て印刷業を続けた。彼は多作な印刷者で＼商

都認合わせて177点りインキュナブラを印湿た・この赦励は彼がヴェネツィアで旧

したか・販売する45点の書物のリストで、神学，論理学、人文学・詩学、法学、天文学・

　　　　　　　　　　　　　　　　　一．　70一　’・　・’



幾何学、医学に分類されてい66彼は多色刷を得意と．し、．この．リ．ストも冒頭の二行は赤色．

で印刷隔てV・．る・’　．一・’tt－

1搬鷺齢h畔’Clitpl孕t血e騨mi岬騨thl聯岬騨

221R・td・lt・E・h・・d・．1％4飢伽卿吻・郷・吻吻・ηガ・脚吻地・・加ゴ蜘嫉噛

　　um，　1’APr．　1486．　（Type　specimen）　Augsburgi’Erhard　RatdQlt，　［aftet　1　Apr．　1486］

　　・Bdsde　（GW　Einblattdrucke　1252］

　　ラトドルト「活字見本」この一枚物は・．ラトドノレ．トが故郷に戻？て印刷した有名な活字

肺であるP・1・種のブシツク体臨3種のPrマ躰瀦．1種のギリ．シア諦字と木．

版の装飾文字が16のズウツ．クに印刷され1（いる・！口緯1参照）

蕊lls只ld．’ワG611nrろRD’6三三剛θ騨Stu‡tga三三・、・　〈YE82L

爪、g。、，。嫡・d医61，m出222　R・gi6m・・t・・u・・’J・h4prt・・．．（MUII…J噸n・．bf

韓撫謝謙．，・．．繍監i齢叢翫膿轟潔
繊めｩ．一　。辮恥｛1郷WE’岬岬

　　レギオモンタヌズ「出版広告」．ヨハネス・レギオモンタヌズ（1436－76）は数学者・天．

文学者としても有名な二．ユルンづルクの印刷者で’．．自らの天文書や暦のEp刷で有名．この、・

．一
√ｨ． i図47）’は彼が鯛．したもOに加えで・ttμかち印刷する予定のもの1も含まれてい1

る（約4Q点）・油滴幽したため・一・”‘部1ま未刊に終ったがゴ刎・ド『原論』のよう！・1．

．後三者ラ，b．ド！？トが印刷．した．ものもわる。．

＊・　lssued　一in　Deutsche，　Bucladntcleer・．　des　fdinf2ehnten　Jahrhundertsi．　Wiesbaden，　1971．，　Taf．30．，

＜YP51－A520＞

223．R・m・・Marc・・璃励．1あ万・勿卿［Milt／P・．A…ni・・Z・・。t・・，　b・1噸・8

Aprl　and　17　June　1477］　Bdsde　’ i1，9．1　（re’v）　84321－A］

v＝マ u出糖剛ミラノの鯛者マ・レコ・Wrマが鰯したふ・．あるい1ま肥する書

籍42点の・！Jスト・．簡1察に記され〕場合1・’よっては都名みみが記されで・・る・’Zqrgt・・．！まミ

ラノの多作な印刷都192顛インキユガラを印判準・
．＊Issued　in　Garida，．A．∫ヵγ魏。ゆdella　tipografia’milallese：．　A　ntonio　Z協。あ。　da　Parma．（エ47エ

ー1507）　Firenze，　1984．　p．214．’　．　〈UE82－A34＞／

224　Sehoeffer？　Peter．　A　dvertiseinent　for　Schoeffer’s　．1470　edition　of　the’Epistolae　of

．撫灘32離々，聴講17艶pl瑚rdllel．【肩Mr12与；c

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．一71噛「



　シェッアァー「ヒ、旧臣ニムス書簡出版広告」・1『ヒエロニ・ムス書簡』’は1468年と70年にス

ヴェインハイムとパナルツによって、又1469年にメンテリンによって印刷された。ベータ

「・シェッファーは1470年9月4．日た、回り『ヒエ冒ニム：ス書簡』を完成させるが、売り

上げを心門し、この出版鷹告を事前に印刷した。そあ中で既に市場にあるもg）を買い控え1

間もなく出う優μむ自分の『ヒエロテムズ書簡』を買つように求めている。

＊　lssued　in’　Lehmann－Haupt，　H．　Peter　Schbeffer　of　Gemsheim　and　Main’2．　IRochester，　N．Y．，

1950．　Plate　18．　〈UE82－67＞

225．Schoeffer，　Peter．　A　dve舛tse〃ient．ノbr　Schoqffer’s　Gratia’　nus，、Oecretza〃z（1472）and

　Gregon’us　IX，　Decretales　（1473）　［Main，z：　Peter’　Sc’hoeffer，　about　14731　Bdsde

　［GW　Eihblattdrucke　1298］　’　・　・’　．”　’　’　’．’”

瑠養鰹・聯のツーデ●セータ（図48）・．剛．

＊　lssued・　ip　Lehmann－Haupt，　H．　Peter．，Schoeffer　of　Gemsheim　and　Maing．　Rochester，　N．Y．，

1950．p．94．　〈UE82－67＞

’226’　Sch・eギf…P・ter・！肋・耽一ち痂吻9・エ9　b・qk・　m・吻姻蜘が燃・ろ

　　some　2resuinably　at．　Cb／ogne　by　Uln’ch　Zel．　［Mainz：　Peter　Schoeffer，’　about　1470］

　Bdsde　LG．　W　Einblattdrucke’1－2961　．・一，　，

　シェッ・フ．7・一「出版広告」複数の本をまとめた広告としては最’も古いも、の。、、「下0）リス

トにあるのはぜ同じマインツの活字で作．られた本◎購入を希望される方は，’以下の場所

．へ来られた吋：として，19点の本をリ’スドしている・最後のr行1ま「これ惰篇の活字で

ある」’と印刷して、活字見本ともしている。　　　・層tt

　下部には、手書きで「本の販売入はワイルド・マンの宿にいる」と書かれている’。現存

は1部のみで『ニュルンベル・ク年代記』の著者ノ〉ルトマン．■シェーデル（185参魚）が持

ってySたものである・ちなみに、シェLデルの蔵書は1552年、フ．ッガー家に買い取られ1

さらに1571年にバイエルン公アルプレヒト5世に貴い取られた。今では、’シェLデルの蔵

書全体がバイエルン州立図書館に蔵されている。

＊　lssued　’i’n　Meyer，　W．　‘Bticheranzeigen　des　15．．　Jqhrhunderts’，　Zentralblatt　fa’r　Biblio’　thefe－

swesen，2（1885）fold：．plate　between　p．436　and　p，437．〈Z55－A154＞オ・リジチルの所蔵館

Bayerische’St4atsbibli6thek　（Mtinchen）　
‘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

227　Sorg，　Anton．　Adventsentent．　［Atigsburg：　Anton　Sorg，　about　1483］　Bd＄de

　　（Goff　S634；　GW　Einblattdrucke　1393］

　”　’　’　’　一　72　一一一



　ゾルグ「出版広告」テウグスブルクあアントン・ゾルグ（139参照）の印回したヴオラ

；ご『黄金伝説』等3賊三脚1りが四三の刷1回忌繍が・

＊　lssued　・in　Schmidt，　A．　’BUcheranzeige　v6n　An．ton　Sorg　in　Augsburg　！483／14841，　Gutenberg

．、1・h・b・・h　（・930）PP・12Q二121・‘〈zう5－A69＞オl！ジナ・ヒの所蔵館H・s・isch・L・nd・s一　und

Hochschulbibliothek　DarMstadt

’228　Wtirzburg：　EinZadung　cam　Schiessen．　［lnvitation’issued　on　31　MaY’1486・by　一

tnhe　Mayo ?C　ap9．90．unci．i　io．．a，fih，ogtlng．．1．Ra．1・crh．　ga，　？7，　’Aug：　i4．8・．O．］，．　［WifrFburg：　Georg

　　Reyser，　after　31．May　1480］　’Bdsde　（GW　Einblattdgucke　15541　’．　’　一・一

　「ヴュルツブルグ射撃への招待状」1480年8月27日1ご行なわれる射撃試合への招待

』状。ゲオルグ・．ラーイゼルはpaンジンゲン出身の印刷者で’．1479年から1503年にかけてヴi’、、

ルツブルクで工房を持った。

・Issu・d．i・ρ・纏β・・脚伽・伽㈱肋伽野川飽唆甲iesb・d・n・　’1971・’』T・f・48…

〈YP51LA520＞

．229　Zainer，・Gimther．．　A　dvertisement’ ?盾秩@Rainerius，　de　Pisis，　Pantheologia．　［Atigsbur一

　．g：’Gg．nther　Zainerl　a．　bout　1474］　Bdsde・　IGW　Einblattdrucke　1558」

　ツテイナー「『汎神論』広告」ギiンター・1ツァイナらが1474年印刷したピシズのライ

ネリウス『汎神言剣【Goff　R6】の広告e、　　’・・．・

’＊　lssued・in　Verblffentlichungen　der・Gf7r，　Jahrg．　11　（’1917）　Taf．　868．　〈YP21－45＞

230　Zainer，　Gqnther．　A　dvertisement．　［listing　7　titles］　［Augsburg：　Gttnther　Zhiner，

　hbout　1471コBdsde【GW　Einblattdrucke’1557】

ツ戸ナ「「出版広剖、ツァイナ“T9・EP肌たrカト．リコン』やr聖務謝等7点の書

籍の出版広告。二つの広告が一枚の紙に印刷きれている。

＊ISsued　in　Verblffentlichzangen　der　Gf7r，　Jahrg．11（1917）Taf．866．・＜YP21－45＞　オリジナル

，の所蔵館　Stiftsbibliothek（Michaelbeurn）』

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（おきの　あやこ　　図書部図書閲覧課）

　　　　　　　　L　　　　　tt　’　（おの　さちご　　　専門資料部科単技術資料課）

　　　　　　　　　　　　　　　　　’（おりた　ひろはる　収集部外国資三三）・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ふじもと　なおき　図書部古典三三）
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印刷者g、出版者索引

この索引は向じ印刷者（プ．リンター）又は出儲（パブリヅシ嘉一）による・イン払ナ・

ブラ・を検索するための索引で、排列はProctort・An　index　to、the　early　Pn’nte4∂oo納＿あ

旧いliii・BMC（ρatalogape　Ofゐgo三三吻4　in　the　XVth　century．now　in　tlae．8痂乞s乃

MZtseum）にならって国名k’都市名ジ印刷者・出版者名の順としたカ・’．「’この目録は網羅的な

ものではないことを考えて、印刷術の導入された順番に都市を排列することはせナ、同じ

国の中は都市名（茱語形）．のアルファベット順の排列どレ、同じ都市名の中は印刷者・出

三者名のアノレファベット順（姓・名の形に倒置）の排列とした。国の排列は印刷術の導入

　　　　　　　　　　　　　　ノされ牟順番ζしたが・スイスぽ国名とせず＼Baselはドイツとした．、またオランダ、ベルギ

ーは一括し丸オーストりア・パンガリー、スウェーデンはまとめて’「その他」として、最

後尾に排列した。　　，　’一　　、　　　　　　　　「’t

　　　　　　　「　・一　　．　　嚢1三三難灘難

　．　Augsburg

　　　　，’　Bamler，一Johann　140，

　　　　　　Froschauer，　Johann　　　16ゴ

　　　　　　Ratdolt，　Erhard，　137，221

　　　　　　Sorg，　Anton　139，227

　　　　　Zainer，　GUnther　138，229－2’30．’

　Bamberg
　　，　’　Pfister，　Albrecht　189’

　Basel
　　　　　Ysenhut，　Lienhart　，・　5

　Blambeuren

　　　　　Mancz，　Conrad　128

0　Cologne

　　　　　Koelh6ff，　Johann，　the　Elder　・・　’113

　　　　　Solidi　（Schilling），’Johannes　’　6

　　　　　Zel，　Ulrich　84

　Eltville

　　　　　Bedhterfri伽tze，　Nicolaus　　クO　l

　Erfurt

　　　　　Printer　of．　the　lndulgence　101

　1ngolstadt　一　・一

　　　　　Printer　of　the　1494　A　lmiznac　141

，

与
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　　　　　　　　　Kadhelofen，　Johqnn．．．14p

　　　　　　　　　Wirff『ll　GeQrg＆Ayrer，　Marx　141．

Leipzig．
黶D． D■．・・．． P一．．1．．

　　　　　　　　　1（aqhelofen，　Conrad　・　．78“79，200，207，2i4

　　　　　　　　　Landsberg；Martin　、204－206，208，216－218

　　　　　　　　　Printer．　of　Capo七ius．　217　・『「、、

　　　　　　　　　Thanper，　Jacobs　　219

’Ltibeck．

　　　　　　　　　B・apdi・ジM・むthaeu・＿・32．．「．．．一

　　　　　　　　　Ghotan，．　Bartho16maeus、．　48，89，91．．　．．・．、．．．』一

　　　　　　　　　The．　Poppy　Printer　　18，．’　℃

　　Magdeb腿rg

　　　’、、．　Ghotan，　Batth610maeus　　82．　　』／

　　Mainz

　　　　　　　　　Fust，　Jghann＆schoeffer，　Pet6r．　51「53，94．

　　　　　　　　　Gutenberg，　Johann．．8－9

　　　　　　　　・Printer　of　the　42－line　Bible．　8－9，30

　’t・．．．、？「inter．of．the　．31－lin（r　ipdulgepce　・　and．of　the『6－1ipe】3ible

　　　’．’Sghg・tfe「・P・te「．131・133・224・226　　　　．

　　　　　　　　　Typ・・f　th・．9ψ・li・・n．54・93

　　　　　　　　　Type　of　the　3．6－line　Bible．　15，157

　　Memmingen．　．囁・．

　　　　　　　　　Kunne，：Alhrecht　．118，213

　　Mersebqr，9．．．　　　　＼・、　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∫

　　　　　　　　　Brandisl　Ma；cus　21　．．．．．．、．・　tt

　　　　　　　　．Pri耳ter．of　Isidords　Solilo（7zaia　　　21．

　　Munich

　　　　　一一S・h・bSreちJρゆ讐1・55　‘．．　．．．■

　　　　　　　　　　　ヒ
　　Nur．emberg
　　　　　　　　　　　　　　　ロ
　　　　　　　　　Creussher，　Friedric聴　　　202

　　　　　　　　　KΦ・・ge・，　A・t・n　13ら，．212、

　　　　　　　　　M廿11er，　Johann（Regiomontanus）tt222

　　　　　　　　　Pri準ter　of　the　Rochuslegende．　134　　　　　．　．．、

　　　　　　　　　W・gh…P・t・r　429』．』．ヒ1』・．・．、

　　．Passau　　　　　　　　　　　　　　．．　　　　．’．，

　　　　　　　　　Mayr，　Benedictus．119．

　　］Re窪ensburg．．　．．・　．　’．　　　　　　　　　　．　　　　　：　　l

　　　　　　　　　Roritzer，．Matthaeus　158－159

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．　　　　一75．r・一・一一一
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．SPeYer　．　，
st，．，sbdi　：agh’．Pgter，　・．．g，2　，．．　一／

　　　　　　　／Eggestein，　Heinrich’　203・

Pi4i　illiil’IO，11，S’”1，t　i’1－ki526．．’　一．i・　．．，　ii・　，i，．

肺rzb。31nlりolqnp．1136． D． 黶D．
D・ノ

　　　　　　　Re’ySer，　Georg　22s．・

　　　　　　　　　　　　　．．‘∫「』　’．灘露

Bologna　馳

舳還惣’辮1二199
　　　　　　　Nicoiaus　Laurentii，’Alamanus　”！71・

Miii．’　’，　．9　a／”CtVrtl一　Jaggbum　，　q，　，e　Ripg．ii　．　’／　・　．　22

Napl，s’
@一ZargtUS，”Ant6i　ius’

@一
H．23，・．

・　’”　Francesco　del．Tuppo　’　135　・　，，

Pavia’
@Ri?撃戟f畔．Sixtu∵31．．く．r・．．1・

　　　　　　　Careapg，　Antonius　de　168

　　　　　　　Girardengus，　Franciscus　186

Rgrne　，，f

　　　　　　　BUckinck，’Arnoldus　，182’　’　1．

呵慧繋：：∵Pl’，∵・

Turin　’

，　Fabri　LingopenSiS；　Johanpgs”　，．・134　 　．’@．．　，・’

Venice
　　　　　　，Anima　Mia，　Guilelmu5　．　170　’　’　，’

一・』1

fc・16・i・，．」・hanpb・d・＆M・蜘，　J・h・面es

　　　　　　　H・m血…J・＃ann・＄．117

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．r’　76　一
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Herbort，　Johannes　210

Jen＄op，　Nicplaus　2Qg

Manutius，　Aldus　215

Paganinis，　Paganimis　de一　154

Ratdolt，　Erhard’．’ @．220　，，

ノ

L

’屡1難灘北

Lyons
　　　　　　　宜uSs；Martin　．44．、

　　　　　　．Le　Roy，’Guillaume．　127，164

Paris

　　　　　　　Caillaut，　Antoine　165；197

　　　　　　　Gering，　Ulrich　＆”Crantz，　’Martin　＆　F’riburger）　Michael・

　　　　　　　Jehannotl’Etienne　’　166

　　　　　　　Marchant，　Guy　41，147，191，197’

　　　　　　　Marpef，　GeQffroy　d．el・　147　，　’　，　．　一，．．　”・

　　　　　　　V6tard，　Antoine　197　’　’　

Poitiers　’

BoUyer，　Je．　an 42　’C　83

143，150L151

1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　織二四四四灘難

Antw伽「
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Leeu，　Gera・d，’．88　　　　　　　　，

A題denarde．　’＼．　　　　　　　　　　．
　　　　　　　Kbysere，　Arend　de．　98－99，102

BrusselS

　　　　　　　Fratres　Vitae　Cofnmuhis　　76－77

Ghe血t．、

G。。d評ys岬「9，nd・　de．13　・’　35’37’85－S6’1Q5’153．

　　　　　　　Leeu，　Gerard「．．180－18r．

　　　　　　　P・i…ギ・f・G・d・vaeτt　Ya・B・｝6・n（CPIIaci・br9・ders？）87・9・

．LOuvain　　．　．　　　　　　　　　　’　　　　　　．　　　　・．．　．　㌔　　　　．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　Aegidius　van　d6r　Heerstraten　　23．

　　　　　　　Johahnes　de　Westfalia　71，169

　　　　　　　L・Cff・d・D・i・1・，　Rqd・lphin・．・、100

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－77－

　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、

，
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・翻然74．凱llr．．・・1．1．1∫1忌．㌧

　　　　　　c．，’til．　Ye？qte！ir．1．）agthqu．，　．32．　／．　．．，，．　，，

　　　　　　　　　　　　　P・i晦6f　th・L・¢h・n七e・1・d・19・nce．．49

　，　Galieia
　　　　　　　　　　　　　Gherlinc，）ohahn　，．60

　　　　　’Huete　，　’　・．，　・．，　．　，・，・　’　・，，

，　，’
Leiid5，CgStr9’，AiVarO19，e　i．7m59r．gi・6s・一io4，io6，li6．／．

　　　　　　　　　　　　　Botel，　Heinrich　”　3，6，64，66，soLsl　．　．　’　i．，一一　一．

　　　　　　Monterrey

　　　　　　　　　　　　　GundisalVus　［RQderici］　de　lq．Passera’一．　’，46，

　　　　　　Mg血tserrat．　、　．＿．．．∫　、　　　　　　　　．．亨二
　　　　　　〇．，e．，．　L”S9，h？et JOh4F”e9．，’　．1？，2－11．i　’　／，　，　，　，．・　，，，　．／．，／．／．，

　　　　　　　　　　　　　Ghetlihc，　Johann　60

　　　　　　P昂mp耳ona

：：ゴ∵1∵∴4㌧1．．．．三，

T一．ﾛ濃∵f卿11＆岬B『卿∵7
　　　　　　　　　　　　　Tellez，　Antonip　’25－26　．’”　，．　’　．．’　L・

　　　　　　v．．16．，i．VaZq”91，　JY，　an，　／’　’一lo7．一，112，ll，4－1，ls　．

　　　　　　　　　　　　　Lila，　Bartholo，tp，．　aeus　de，　19　・　．一

　　　　　　　　　　　　　Fernandez　d6　c6rdoba・Alfo血so　　20、　　　．「．・．．，　一

　　　　　　　　　∫1驚議㌔17・砕63・67一68’‘1　『

　　　　　　　　　　　　　，Spindqler，　NiColaus　・．　’一39

　　　　　　Valladolid　’　．．．



　　　　　　　　　　，Nuestra　Sefiora　del　Prado　28

　　　Valldemusa　’

．・
@，．　一’@Calafat，　Nicolaus　ss－56’

　　　Zamora

　　　　　　　　　　Centenera，　Antoriio　de　・’　43

一　’Zaragoza　，　’”　’　，，　’　一一，　 ，；

　　　　　　　　　　9，0ci，　Ge－orgius．　＆　Ilutz，　Leonardus　＆・一Appentegggr，　L“pus．

　　　　　　　　　　Hurus，　Paul＆Bp’tel，　Heinrich　．　130　”

　　　　　　　　　　Hurus，　Paul　＆，Planck，　Johann，　95，103

／69

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．灘懲馨鍵

・Loridon　’　”，　’，・ ／

　　　　　　　Machlinia，・William　de　167　’，　’i

　　　　　　　Printer　of　Cag，　rsip　The　siege　of　Rhodes　172　，’　，．　’1．　”．

　　　　　　　Pynson，　Richard’．　．96，188　・一　，　’　一．　’　i

St．　Albans
　　　　　　　　　　‘

　　　　　　　SchQolma＄tet　Printer　・　145　，　．・　1　一．　’ 　，

Westminster　’　’・　一　’　　・i　，，　9aXtgP・　W・　iiiiarii．　．’　ieg］．lgXi6［il・　gi一，］％sli’　g，・・．li48，・，i，4iii56’・i92473・i76T
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Br茸nn　　　　　　　，

　　　　　　　Stahel，　Conrad　＆　Preunlein，　Mathias　’　33’，142．

Hu4gary
　　　　　　　Printer　of　the　Confessionale’　40

Stockholm　’　・　・
　　　　　　　Fabri，．Joharihes　14

　　　　　　　Sne，　1，　Johann，　2g　，’　’　，・

　　　　　　　TyPes　of　Battholomaeus　Ghotari　・　14
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書．三 三　引．

．よく．知られているように、インキュナブうめ時代にはまだタイトル・ページが制度化さ

れていな・呪書名（舛トル）．と…6回忌御概念eは異なる．回し1鐸㌘

は「ここよ「．閨cの始まり．」どし・う意味の語incipit・．1．・で著作が始まり’、・…の部分力旧名．と見

なされるもめである。之とに．は、．現在、統一書名といわれるものが入る．ことが多く、イン

キュナブラもこの形式を受け継いでいる。Goffに従って、本目録ではこの統一形を書名と1
．し．

ｽ。ただU、・44％燃θ〃36勿やAlma解acのよう．｝t著作の形式が書名と．なみしてv．・．るものも

南る・．．．・』．．■．．・「　髄・　．　．　．・　　　，t
　ここでは、複製の書名、叢書各も含めて本目録中に書名どして記入さ．れ．たもののうち、

鯨の陣にt‘るものをアノ・フアベ州・頂に排列してv・・：る・耀し・灘の繍卿名のよう

購≦薦繍蓑1幣騨ρ四隅rし轡力∵干噸

　　A　．’・．　，’一　．．’’”，
　　Ablassbriefは．　Ihdulgenとe‘またはIndulgentiaを見よ．1／「

・　Advertiserpent．　202，209－213，222一，227，230

　　Ady’ertiSement　for　Rqinerius　de．’Pi．sis，　Paptheg－logia：　2．29．　一

Adverti〟Dement　for　＄a，rum’Pie”［Ordinale・’ad’y．supe　＄a；uM］．．　201
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