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ヒュームの初期覚書 1729 年− 1740 年（１）（1）

諸言と編：アーネスト・キャンベル・モスナー
訳：竹中久留美

　デイヴィッド・ヒュームの『人間本性論』の最初の二巻は 1739 年の初め、彼の 28 歳の誕生日の約 3 か月前に出

版された。これら二巻のための原稿は、1737 年夏のフランスから帰るときに出版のためにほとんど準備できてい

た。実際の構成のほとんどは、1734-1737 年のフランス滞在中に完成され、その著作で具体的に表現された見解や

思考のほとんどは、1729-1734 年のナインウェルズとエディンバラ時代にさかのぼる。それゆえ、創作のこの決定

的な時期、あるいはより一層早い時期に関連するいくらかの証拠の断片は、『人間本性論』そのもののより十分な

理解への価値について、またもちろん、その著者の全経歴について証明するものかもしれない。1725-1726 年にエ

ディンバラ大学での学部学生研究の修了頃に属するであろう「騎士道と近代的誇りについての歴史的小論」という

彼の若き日の筆跡からある断片が、最近利用できるようになった（2）。この小論は、精巧な文学、歴史、哲学的方

法論へのヒュームの初期の関心を強調するものである。とは言え、疑いもなく、彼の関心の傾向と彼の思考の発展

を詳細に描写しているより重要なものは、全部で 318 片ある直筆の覚書に含まれ、またエディンバラ王立協会にあ

る原稿の中に見出されもする 26 片である。

　おそらく、多くのもののうち残存する 2、3 片以外、これらの草稿がヒュームの知的発展の完全な輪郭を決して

与えるのではない。実際、おそらくは決定的な数年間の原稿集の最も重要なものは、ヒューム自身によって 1751

年に破棄されてしまった。というのは、彼がミントーのギルバート・エリオットに次のように知らせたからであ

る。

	 そして、私が二十歳前に書いた古い手稿の帳面を私が焼いたのはそんなに前ではありません。それには何ペー

ジにもわたってその項目（宗教的懐疑論）についての私の思惟の徐々の進捗が含まれていました。論証を切望

する探究で、普通の意見を確証することを始めました。疑念が知らぬ間に襲い、消散し、よみがえり、再び消

え、また戻ってきたのです。そして、それは傾向に反する、おそらくは理性に反する、絶え間ない想像力の果

てしない闘争だったのです。（a）

　現存する覚書は、すべて同じ大きな用箋に書かれているが、明らかに何年にも渡る多くの筆跡からなる作であ

る。ヒュームの手で番号を付けられておらず、その 26 枚は三つの区分へと分けること以上の表面的な組織を欠い

ている。これらのうち最も大きく最も雑多なものは、20 枚からなるが、タイトルを持たない。ある紙片が唯一「自

然哲学」と、5 枚の一まとまりが「哲学」と名前を付けられている。エディンバラ王立協会のコレクションでまと

まっている上の順序は、純粋に偶然のものであるように見えるし、手短にあらわされているために、現在の出版で

倣われることはないだろう。

　ヒュームの覚書はロックやその他の模範についての備忘録をなしてはおらず、単にざっくりと三項目にわたる読

書においてのヒュームの考えやコメントの記録である。それでも、それぞれの節の中は、数片が構成のオリジナル

の順のままである限り、暗黙に年代をおっている。さらに、少なくともある程度まで、三節が同時発生的に書かれ

てきたかもしれないけれども、明らかにそれぞれが年代決定について個別的な問題を与えている。それらが共通し

て持っているものが、同じ筆跡や同じ用紙なのである。紙の透かしはノーマン・ケンプ・スミスによって検討され
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てきた。彼は「覚書の紙片の透かしも、1734 年、1739 年、そして 1743 年に使われた紙だと分かるが、私が見る限

り、エディンバラ王立協会の原稿をはっきりと時期を特定できるものではない（b）」と評する。ジョン・ヒル・バー

トンは、これら覚書の抜き取り見本を出版した最初の人であるが、『人間本性論』の完成の後で『人間知性研究』

出版の前に、すなわち 1739 年と 1741 年の間に、これらの大半を日付する。「自然哲学」の項目を、彼は 1739 年に

先立つ直前年に割り当てる。これらの推測に、ケンプスミスは明らかに同意している。どの程度までそれらが利用

できる事実すべてをカバーするのか、また日付をつけることについて提示されうるのはどんなより正確なものなの

か、問われるべきままである。

　一般的には、バートンのつけた日付は、そのノートのいくつかの部分においては少なくとも、遅いと結論せざる

を得ない。ヒュームの書簡からある関わりある事実の簡単な再考は、より早期でより重要な時期に対して必要な背

景を与えるであろう。1734 年春のおそらくアーバスノットであろう医師への手紙で、ヒュームは次のように注記

している。「この 3 年間、私は思うのだが、多くの紙に走り書きしてきたが、それには、私自身の考案以外は何も

含まれていない。」さらには「（ヒュームの）ラテン語、フランス語、英語で書かれた名高い書籍の読書とイタリア

語の習得（c）」のほのめかしもある。

　現在の覚書のほとんどは、着目されるであろうが、読書ノートである第二のカテゴリーに属するものである。オ

リジナルの思考に属する第一のカテゴリーに属する覚書のほとんどは、思うにそれらの中で 1751 年に故意に焼か

れたのである。ヒュームの最も早い時期の手紙（1727 年 7 月 4 日）は、エディンバラからナインウェルズへと発

送された借りられた書籍の一連の読書にそれとなく触れている。1730 年頃のある手紙は、二人のフランスの歴史

家の読書について言及し、1732 年に書かれた別の手紙には、ほとんど間違いなく彼がベールを学んでいたことが

書かれている。決定的な一つのポイントは、日付をつける問題に着手する前に明確にされるべきままである。『わ

が人生』での一節によれば、ヒュームは 1739 年から 1745 年までナインウェルズに住んでおり、「そのときに、私

が少年時代にかなり疎かにしたギリシア語の知識を取り戻した」のである。この言明は、その頃より以前はどんな

ギリシア語の知識にも失格だと解釈されるかもしれない。いくつかの言語で書かれた著名な書籍を読んでいたこと

についての 1734 年の彼の所見は、ギリシア語は含まれていない。とは言え、『人間本性論』（1739-1740 年）と『小

論集』（1741 年）から、ヒュームが参照と引用のために十分な知識を持っていたことは確かである。彼が『人間本

性論』以後の時期に欲していた－そして獲得した－ことは、専門的知識であった。

　覚書の日付の推定は三つの節それぞれ別に処理されるべきである。「自然哲学」に関するものは最も早期のもの

であると思われる。この節は読み物の参照箇所はないけれども、そのノートのうちの三つは他の手掛かりになりう

るものを提示する。ミネラルウォーターについての 5 番目と 6 番目のノートと、薬に対する強い偏見といかさま治

療の暴露に関する 9 番目のノートは、「アーバスノット医師への書簡」でとても雄弁に描写されているが、1730 年

から 1734 年の間の個人的な経験の証拠となる。私は、それゆえ、この節の完成の日付として 1734 年を提案し、

1729 年頃の早い段階で始められたと推定する。

　「哲学」の節は、それを私は二番目に位置付けるつもりだが近代の著述家たちの引用による直接の証拠を提示し

ている。全部で 40 のノートのうち、16 がベールを参照し、いくつか他のもの（主として引用されていないもの以

外の以下で引用されたノート）は同じ出典から引いてきたであろう。すでに見てきたように、ヒュームがベールを

1732 年頃に読んでいたと信じる理由がある。とは言え、正確には、彼がそれら膨大な啓蒙書で学んでいたことは

明記されていない。「備忘録の新しい方法」でロックは述べていた。

	 私が何かを書く前に、私の備忘録に著者の名前を書く。そして、その名前の下に、その論考の題目と巻数、そ

の版の時期と場所、そして（決して省略されるべきではないものであるが）その書籍全体が含むページ数を書

く。（d）

　不運にも、なんら参考文献一覧を精緻に組み立てることもしなかったが、謎めいた「Baile」は、彼が『歴史批

評辞典』（1697 年）だけでなく、『辞典』を除いたすべての諸著作を含む『著作集』（1727-31 年）も探究していた

ことを意味するという内面的な証拠から、十分明らかであると思われる。
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　第二節での引用において、ひとつも 1731 年より後に出版された著作がないのだが、そのような一つの事実は、

決定的ではないが、確かに示唆に富んでいる。さらには、デュボス司祭からの 2 番目と 3 番目のノートは、その注

釈者が、技術と学問での独学がいまだ進行中で学識界の前にまだ現わしていなかった、敏感な若い男性であったこ

とをほのめかす。最終的に、いくつかのベールの参照箇所は結局、『人間本性論』自体に現われる。ヒュームが

ベールやその他の著述家等から一度ならず参考にし書き取ったであろうことは認められる一方で、それにもかかわ

らず、第二節を『人間本性論』後の時期に分類することは、それ以上の証拠なしに認められないと思われる。これ

らの事実すべてを考慮に入れれば、「哲学」の覚書は、ヒュームがフランスに出発する前の 1730 年から 1734 年の

時期に属し、その結果としてそれらは 1729 年に彼に広がった「思考の新しい情景（e）」の一部であると私は推測す

る。

　第三節は、経済、統治、（古代と近代両方の）歴史そして社会の領域をぶらついているさまざまな本性について

の 269 のノートで成り立っている。この節はタイトルがないという事実は、最初の用紙が残存していないという推

定に基づいている。それら残っているものについて、最も遅い引用が 1738 年の出版のものである。そして、ギリ

シア人からの引用が取り入れられているのはこの節においてである。これらの事実の土台に、第三節は、フランス

以後の時期、すなわち 1737 年から 1740 年に位置付けられるであろうと、私は思い切って提案する。そのノートの

いくつかは、1741 年の『小論集』にいる反映されている。もしこの推理が受け入れられるならば、それなら、こ

の節は三つのうちで最も後のもので、『人間本性論』の原稿の完成の後の日付を定められるべき唯一のものである。

　現在の視野の中に、これら残存する早期の覚書において示されるようなヒュームの考えについていかなる精密な

分析をなすことはなく、むしろそれらが専門家に容易に利用できるような形式でそれらを提示しようとしているの

である。それでも、数語の注意すべきことや一般的本性についての若干のコメントは、おそらく、適切であろう。

注意すべきことは、三つの節が厳密に相いれないのではないということ、またそれらのタイトルが完全にはあてに

ならないということが分かることである。特に、第三の、すなわち「一般」の節は、「哲学」のもとに現われると

期待されるかもしれない宗教と倫理についての多くの項目を含んでいるのである。例えば、この節の 257 番目の

ノートは、「現代人は、単に情緒から持ち去られた推理の転回から、古代人と同様に道徳を論じてこなかった」と

いうヒュームの倫理的立場のまさに大要を現わしている。

　一般的なコメントに関する限り、専門家の時期以前の道徳哲学の学生として、ヒュームが「人間本性の学」と名

付けたものの側面すべてについて手当たり次第読んでいたのは明らかである。しばしば、実際に、彼は何冊かの本

を一度に読んでいたし、それらの中を行ったり来たりと参照していた。記録は時折同調したからなされたり、時折

彼がその本を仕上げた後も手近においていた。前者は、明確でありそうであり、参照箇所を与えそうであり、後者

は一般的批判的性質のものでありそうである。彼の学究的な心の枠組みは、統計学への注意深いアプローチにほの

めかされている。

　覚書がしばしばヒュームによって用いられたということは、組織化を欠いているにもかかわらず、オリジナルの

ノートがとられた後でなされた数々の修正や加筆によって示されている。ここでのかなりの批判的精神は着目され

るべきであり、時折完全なノートが棒引きされている。それでもこれら棒引きされたノートのいくつかは、実際に

ヒュームの出版された著作に後に現われているので、反対意見がそれによって必然的に指摘されないのは明らかで

ある。そのような場合、棒引きは明らかにヒュームの彼自身への指摘の方法であった。

　ヒュームはしばしば彼のノートの見直しにおけるスタイルを実践していた。思索家、学者、そして技術者は分離

されていなかった。コレクション全体を支配する精神は、エピカルモスから引用された言葉に最も表現されてい

る。それはこのように翻訳されるだろう。「冷静であれ、そして、懐疑的であることを忘れるな。」

　ヒュームの覚書の現在のテキストは原文のままであることを狙いとはしておらず、とは言え、それらが知的特徴

を反映していると思われるなら、手稿の特異性が呈されている。たとえば、すべての重要な訂正は示されている。

棒引きされた語は、各括弧の間に現れ、加筆や改変は山括弧＜＞の間に現われている。普通の省略の多くは黙っ

て編者によって略されずに書かれたが、名前やタイトルは角括弧に入れて詳述されている。テキストをさらにいっ

そう解放し、思考の歴史家による使用を容易にするために、書籍や著述家の引用がより十分な情報にとって参照さ

れうる続く二つのチェックリストがまとめられている。



182 ヒュームの初期覚書 1729 年− 1740 年（１）

Ⅰ　ヒュームによって引用された古代の著述家たち
　アイスキネス .［Ⅲ ,	233,	239-40,	249,	258.］

　イソップ .［Ⅲ ,	260.］

　アリストファネス .［Ⅲ ,	166-168.］

　アリストテレス .［Ⅲ ,	265.］

　アスコニウス・ペディアヌス .［Ⅲ ,	209.］

　ボエティウス .［Ⅲ ,	218.］

　キケロ（3）.［Ⅱ ,	11,	17; Ⅲ ,	89-91,	111,	116,	123,	133,	209.］

　デモステネス .［Ⅲ ,	229-30,	232-35,	237-38,	241,	243,	249,	252,	258,	268.］

　ディオドロス（4）.［Ⅲ ,	203-207,	213.］

　エピカルモス .［ページ下部の注 17 で引き合いに出されている。］

　ヘロディアヌス（5）.［Ⅲ ,	221-22,	261.］

　ヘロドトス（6）.［Ⅲ ,	172-77,	245-48,	251-56.］

　ユウェナリス .［Ⅱ ,	1. デュボスの項の下部を見よ。］

　リウィウス .［Ⅲ ,	5,	145-65.］

　ルキアノス .［Ⅲ ,	208,	269.］

　プラトン .［Ⅱ ,	17; Ⅲ ,	260.］

　プリニウス .［Ⅲ ,	220.］

　プルタルコス .［Ⅲ ,	179-81,	183,	249.］

　ポリュビオス（7）.［Ⅲ ,	230,	Ⅲ ,	5,	262-64,	266.］

　ストラボン（8）.［Ⅲ ,	214.］

　スエトニウス（9）.［Ⅲ ,	117.］

　タキトゥス（10）.［Ⅲ ,	4,104.］

　トゥキュディデス（11）.［Ⅲ ,	144,	236,	244,	249,	258,	266.］

　ウァロ（12）.［Ⅲ ,	215.］

　クセノフォン .［Ⅲ ,	140,	142,	223-28,	231,	249.］

	 ちなみに、第二節で以下の哲学者たちが言及されている：アナクサゴラス［11,	40］，アナクシマンドロス［13,	

40］，アナクシメネス［13］，アリストテレス［12］，デモクリトス［40］，ディアゴラス（13）［12］，ヘラクレイ

トス［13］，ピュロン［40］，ストラトン（14）［14-15,	40］，タレス［11,	13］，テオドロス［12］

Ⅱ　ヒュームによって引用された近代の著述家たちや諸著作
『連合条項』.［Ⅲ ,	106. おそらく明記されていない不定期刊行物にみられるものであろう。］

バルネフェルト（15）．［Ⅲ ,	193. 偉大なオランダの政治家への言及は、おそらくルクレール（下記を見よ）に取られ

たものである。確かに、そのノートの書き加えられた部分は、年代順配列のために、バルネフェルト自身の

典拠に基づくものではありえないだろう。］

ピエール・ベール（16）．（1）『歴史批評辞典』ロッテルダム，1697 年，2 巻 .（2）著作集，ハーグ，1727-31，4 巻．

［Ⅱ ,	4-8,	10,	14,	16,	19,	21,	28-30,	32-34. これらノートのいくつかの同一視についての注解は、上の序論で提

示されている。］

アンリ・ド・ブーランヴィリエ伯（17）．『フランスの状態』，ロンドン，1727-28 年，3 巻．［Ⅲ ,	7-8,	11.］

ピーテル・ビュルマン（18）．『ローマ市民租税論』，ユトレヒト，1694 年．［Ⅲ ,	4.］

ジョサイア・チャイルド卿（19）．『新貿易論』，ロンドン，1665 年．［Ⅲ ,	93-94.］

『技芸家』．全集，ロンドン，1731-37 年，14 巻．［Ⅲ ,	28-34．参照箇所すべては 1728 年の巻に見出されよう。］

ラルフ・カドワース（20）.『宇宙の真の知的体系』，ロンドン，1678 年．［Ⅱ ,	40; Ⅲ ,	215. これらの参照箇所は、死

後に出版された書籍『永遠不動の道徳性に関する論考』（ロンドン，1731 年）も同様にヒュームが参考にし
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ていたという明確な証拠を与えない。］

チャールズ・ダヴェナント（21）．『イギリス、フランス、オランダ、スペイン間の貿易に関する説明』，ロンドン，

1715 年．［Ⅲ ,	143］

ヨハン・デ・ウィット（22）．『オランダと西フリースラント共和国の真の利益と政治的格率』，ロンドン，1702 年．

［Ⅲ ,	77-79,	83-88.］

『商業辞典』，［下のサヴァリーを見よ。］

アーサー・ドブス（23）.『アイルランドの貿易と改良についての小論』，ダブリン，1729-31 年，2 巻 .［Ⅲ ,	96-99.］

ジャン ‐ バティスト・デュボス司祭（24）.『詩と絵画についての批判的考察』，パリ，1718 年，2 巻［Ⅱ ,	2-3. 上の

ユウェナリスの参照箇所は、デュボスの第 1 巻第 1 章に見出されよう。］

［シャルル・デュト］（25）.『金融と商業に関する政治的考察』，ハーグ，1728 年，2 巻 .［Ⅲ ,	15，68-74.	125-27.］

フランソワ・フェヌロン（26）.『神の存在証明』，アムステルダム，1713 年 .［Ⅲ .	35-37.］

マイケル・ゲッデス（27）.『小論文集』，1702-1706 年，3 巻 .［Ⅲ ,	100-102.	105.］

『歴史録』，ロンドン，1717-39 年，23 巻 .［Ⅲ ,	15,	37. 参照箇所は、1716 年と 1732 年の時の 1 巻と 17 巻にある。］

トマス・ハイド（28）.『古代ペルシア宗教史』，オックスフォード，1700 年 .［Ⅲ ,	184-92.］

フランソワ・ミシェル・ジャニソン（29）.『オランダ連合州とその依存国との共和制の現状』，ハーグ，1729 年，2

巻 .［Ⅲ ,	198-201.］

ウィリアム・キング（30）.『悪の起源に関する小論』（これはエドマンド・ローによってラテン語から翻訳され、

ジョン・ゲイによって徳の根本的原理に関する論文が無名でつけられた），ロンドン，1731 年 .［Ⅱ ,	18，

22-25. これらのノートにあるいくつかのコメントは、上記序論でなされている。］

ジョン・ロー（31）.『貨幣と商業に関する考察ならびに国民に貨幣を供給するための提案』，エディンバラ，1705

年 .［Ⅲ ,	80-82.］

ジャン・ルクレール（32）.『オランダ王国のオランダ連合州史』，アムステルダム，1723-28 年，3 巻 .［Ⅲ ,	194-96;

上記のバルネフェルトも見よ。］

ニッコロ・マキャヴェッリ（33）.『著作集』（諸版），ロンドン，1675 年 .［Ⅲ ,	92,	119.］

『ルイ 14 世のメダル』．［Ⅲ ,	130. 先のと後のノートで引用されているサヴァリーの『商業大全』に見いだされる。

Ⅲ ,	1000-1001，「ルイ 14 世統治下での鋳造メダル」を見よ。］

ジョン・ポッター（34）.『ギリシア古俗』，増補改訂 2 版，ロンドン，1706 年，2 巻 .［Ⅲ，169-71.］

ウィリアム・パルトニー卿（35）.［Ⅲ ,	24.“C” のサインのある『技芸家』への投稿は、多くの匿名のパンフレットと

同様に、一般にはパルトニーのものとみなされた。］

『金融に関する考察』．［上記のデュトを見よ。］

『政治的考察』．［上記のデュトを見よ。］

シャルル・ロラン（36）．『古代史』，パリ，1730-38 年，14 巻 .［Ⅲ ,	52. 第 5 論文第 5 節「軍事技術について」は、

「パリの王立傷病兵病院の設立」と題されている。］

『数百章』．［Ⅲ ,	191,	また 192 でも言及されている。ハイド（上記を見よ）が本当の出典であるのは十分明らかと

思われる。］

リモジョン・ド	サン・ディディエ（37）.『ヴェネツィアの都市と共和国』，パリ，1680 年．［Ⅲ ,	210-12.］

シャルル・イレネ・カステル・ド・サン・ピエール神父（38）.『著作集』，パリ，1730 年，2 巻．［Ⅲ ,	124.］

クラウディウス・サルマシウス（39）．『アッティカとローマの法に対する諸観察』，ライデン，1645 年．［Ⅲ ,	141.］

ジャック・サヴァリ・デ・ブリュロン（40）．『商業大全』，パリ，1723-30 年，3 巻 .［Ⅲ ,	128-29,	131-32,	139. 上記の

『ルイ 14 世のメダル』も見よ。］

ウィリアム・テンプル卿（41）．『オランダ共和国に関する所見』，ロンドン，1673 年．［Ⅲ ,	77.］

セバスティアン・ル・プレストル・ド・ヴォーバン（42）．『王室十分の一税あるいは一般税計画』，［パリ ?，］1708

年，英語翻訳版同年，ロンドン．［Ⅲ ,	134-37.］

アイザック・ウォッシウス（43）．『様々な観察の記録』，ロンドン，1685 年．［Ⅲ ,	216-17］
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以下、本翻訳（2）に続く。

原注

ａ． L.p.154.
ｂ． 『ヒュームの自然宗教に関する対話』，ノーマン・ケンプ・スミス編， 増補付第二版，ロンドン & エディンバラ，1947 年，

p.35，注 3.
ｃ． L.p.16.
ｄ． ロック，『死後に出版された著作集』，ロンドン，p.322.
ｅ． L.p.13.

訳注

１． 本翻訳は、E.C. モスナーにより発表された Hume’s Early Memoranda， 1729-1740: The Complete Text, Journal of the 

History of Ideas, Vol. 9, No. 4, Oct., 1948, p.492-518 の前半部 p.492-499 の試訳である。ここでは、以下『メモランダ』と記す
る。

２． 『メモランダ』が発表されたのが 1948 年で、この「騎士道と近代的名誉に関する歴史的小論 An Historical Essay on 
Chivalry and modern Honour」がモスナーによって発表されたのが 1947 年である。cf. E. C. Mossner, “David Hume’s ‘An 
Historical Essay on Chivalry and modern Honour,” Modern Philology, XLV （1947），p.54-60．（『近代的名誉と騎士道に関
する歴史的論考』，壽里竜訳，思想 デイヴィッド・ヒューム生誕 300 年，p.84-104, 2011）

３． 106-43 BC. ローマの演説家、政治家。著作は詩や修辞学、哲学などに関している。『義務について』、『善悪の究極について』、
『神々の本性について』、『国家について』、『法律について』といった著作が知られる。

４． 前 1 世紀末生まれの歴史家。図書館 Bibliotheke の名で呼ばれる世界史を著した。
５． 2 世紀中頃のギリシア文法家。文法の著作がある。
６． c.484- c.425BC. ギリシアの史家。著作に Historiai がある。
７． c.201- c.120. ギリシアの歴史家。主著 Historiae 歴史は、264-144BC を扱った、ローマの発展を中心とした世界史。
８． 64-21BC 以後。ギリシアの地理学者で歴史家。小アジアのポントスの出身。アリストテレス学派からストア派に転じた。
９． 69- c.140. ローマの文人、騎士身分の出身。初めは法律家となり、のちにハドリアヌス帝につかえたが、引退し文筆家となっ

た。
10． c.56- c.112. おそらくガリア・ナルボネンシス生まれ、ハドリアヌス治下で没した。著作には、『ゲルマニア De origine et 

situ Germanorum』（98）、『アグリコラ De vita Julii Agricolae』（98）、『同時代史 Historiae』（106-107）、『年代記 Annales』
（118）がある。

11． c.460- c.400. ギリシアの歴史家。ペロポンネソス戦争を主とする政治・軍事史を著した（未完）。
12． 116-27BC. ローマの文人、学者。著作は文学、言語学、歴史、哲学、数学、法律の諸分野にわたり、490 巻の書物を著した

と言われるが、現存するのはわずか。
13． 前 5 世紀後半に活動したギリシアの詩人。無神論者として知られた。
14． c.335-c.269BC. ランプサコス出身。ペリパトス学派の学頭（c.287-269BC）。多くの学科について叙述したが、主要な関心は

自然学にあった。光や熱が物体を通過することに着目し。真空の存在を主張、実験的に立証した。また、目標や目的を求め
ることによってではなく、自然学の諸原因から自然界の出来事は説明されるはずだと主張。唯物論的立場をとり、プラトン
の霊魂不滅論を否定した。ヒュームは、『エディンバラ書簡』でもストラトンの名前を挙げている。

15． ヨハン・ファン・オルデンバルネフェルト Johan van Oldenbarnevelt. 1547-1619.　オランダの政治家。ハーグで法律を学
ぶ。1576-86 年ロッテルダム市の法律顧問、1586 年以後ホラント州議会の法律顧問。オランニュ公ウィレム 1 世に従ってオ
ランダの独立運動を指導。1596 年イギリス、フランスと三国同盟を結んでスペインに対抗し、1609 年にはスペインと 12 年
の休戦条約を結ぶことに成功して事実上共和国の独立を承認させたが、マウリッツおよびカルヴィニスト派と激しく対立
し、1618 年捕えられて翌年処刑された。

16． 1647-1706. フランスの哲学者。一時カトリックに改宗したが、間もなくプロテスタントに戻る（1670）。1681 年オランダに
移り、ロッテルダムで Nouvelles de la Republique des lettres 誌を刊行、歴史批評辞典を書いた。宗教的教義と自然的理性
とを区別し、教義は多義と矛盾を含み、権威のゆえに信ぜられるのみであるが、人間性徳の理性は宗教がなくても真理と徳
とに達しうるとする合理主義を主張し、また異端者や無神論者に対する寛容を説いた。

17． 1658-1722. フランスの歴史家、哲学者。封建制を最も自由な制度と定義し、フランス貴族制のドイツ起源を強く主張。ヒト
ラーの民族主義の遠い先駆者とされる。

18． 1668 -1741. Frans Burman の息子。
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19． 1630-1699. イギリスの経済学者。イギリス東インド会社理事。1677 年同副総裁、同総裁となる。重商主義者。
20． 1617-1688. イギリスの哲学者。ケンブリッジ・プラトン学派の指導者。ケンブリッジのクレア・ホールのヘブライ語教授

（1645）、クライスツ・カレッジ学長（1654）。ホッブズによって促進された機械論、主我論、無神論の傾向に反対して、プ
ラトン主義の立場から宇宙のうちに精神的、造形的な力を想定して宗教的な目的論をとなえ、道徳的認識の先天的性質を説
いた。

21． 1656-1714. イギリスの経済学者。重商主義期の自由貿易論者。輸出入総督（1705）。三度イングランド下院議員を務める。
重商主義的立場をとったが、一国の経済的発展にとってはある程度の貿易の自由が必要であるとした。政治算術化としても
知られる。

22． 1625-1672. オランダの政治家。ドルトレヒト市長の子。
23． 1689-1765. アイルランドの政治家、ノースカロライナ総督。
24． 1670-1742. フランスの批評家、歴史家。外交官となったが（1695）、後著作に従事（1715）。
25． 1684-1741. ニコラ・デュト Nicolas Dutot のこと。アダム・スミス以前の経済思想家。
26． 1651-1715. フランスの聖職者、思想家、文学者。名門に生まれ、パリに出て神学校に学び、聖職者となり（1675）、オニス、

サントンジュ地方に布教（1685-86;87）、このころすでに Dialoques sur l’eloquence （1718）を著す。神の存在証明（1712）
を書いたルイ十四世の孫ブルゴーニュ公の師傳に任ぜられ（1689）、その教材として Fables（1700）などを著す。

27． c.1650–1713. スコットランドの英国教会聖職者。エディンバラ大学で学位を取得。著作に『エチオピアの教会史』（1696）、
『カトリックに対する小論考集』（1715）など。

28． 1636-1703. イギリスの東洋学者。ボドリアン図書館に勤務（1665-1701）、オックスフォード大学アラビア語教授（1691）、ヘ
ブライ語教授（1697）。またチャールズ二世以来宮廷通訳官であった。

29． 1674-1730.
30． 1650–1729. アイルランド聖公会のダブリン主教。スコットランド人を両親としてアントリムに生まれ、ダブリンのトリニ

ティ・カレッジで学ぶ。1674 年に司祭、1679-89 年ダブリンの聖パトリック大聖堂の尚書係 chancellor となり、1689-91 年
聖堂参事会長を務める。この間、ローマ・カトリックおよび長老派と多くの論争を展開。ウィリアム 3 世の支持者として
ジャコバイト派（ジェイムズ 2 世派）から投獄されるが、1691 年デリ、1703 年ダブリンの主教に任じられた。以後も長老
派との論争を継続しながら、他方でアイルランドの教会の向上のために尽力。主著は「悪の起源について De origine mali」

（1702, 英訳（1703））で、悪の存在（ことに道徳的悪）と神の全能の概念との調停を試みる。
31． 1671-1729. イギリスの財政家、経済学者。フランスで一般銀行設立の許可を得て（1715）、アメリカにおけるフランス植民

地のためにミシシッピ会社を設立し（1717）、フランスの財政に対して大きな勢力を持ったが、紙幣を濫発して財政および
経済恐慌を招いた（1720）。

32． 1657-1736. ヨーハン・クレリクスとも。オランダの改革派信者。ジュネーブで生まれ、アムステルダムで死去。ジュネーブ
で学んでから、グルノーブル、ソミュール、パリ、ロンドンなどに赴く。1679 年リベリウス・デ・サントス Liberius de 
Santos の偽名で Epistolae theologicae 神学的書簡を出版。三位一体、受肉、原罪などの教理に合理主義的説明を加えた。
のちにオランダのアルミニウス派に惹かれてアムステルダムに移り（1684）、同派の神学校で文学と哲学を講ずる。ここで
ジョン・ロックと出会い、すべての教条主義と闘う自由主思想の旗手となる。聖書の批判的研究を展開し、モーセ五書が
モーセによって書かれたことを否定した。

33． 1469-1527. イタリアの政治学者、歴史家。フィレンツェ共和国十人委員会の書記長として（1496-1512）、共和国民兵制度確
立に努力したほか、外交使節として神聖ローマ皇帝マクシミリアン一世の宮廷などに赴いた。メディチ家が再びフィレン
ツェの支配者となるや（1512）、一時逮捕されたのちに引退し、君主論（1532）などを執筆。

34． 1673or74-1747. 英国教会のカンタベリー大主教。オックスフォードのユニヴァーシティ・カレッジに学び、1707 年欽定神学
講座教授に任命された。1715 年オックスフォード主教に聖別され、37 年第 83 代カンタベリー大主教に選出された。

35． 1684 -1764. イギリスの政治家。
36． 1661-1741. フランスの歴史家、教育家。古代史の研究に従事。パリ（1694-95;1720）、ボヴェ Beauvaais （1699-1711）の各大

学総長を歴任したが、ヤンセン派的傾向のため却けられた。
37． c.1630-1689. フランスの錬金術師。
38． 1658-1743. フランスカトリック聖職者、政治・社会問題著述家。本名シャルル・イレネ・カステル。シェルブール近郊サ

ン・ピエール・シグリーズ城で生まれ、パリで死去。イエズス会学校で学ぶ。1695 年にアカデミー会員に加えられ、同年
ティヨンの修道院長。1712 年ユトレヒト和議に枢機卿ポリニャクに随伴、その経験をもとに Projet de paix perpetuelle「永
遠平和の草案」3 巻（1713）を著し、カント・ルソーらの平和論にも影響を及ぼした。

39． 1588-1653. フランスの古典学者。セミュールに生まれる。パリで勉学中カソボンと相知ってプロテスタントに改宗、やがて
ハイデルベルクに転学した。ラテン、ギリシアの古典に精通して古典作家の諸著を公刊し、またローマ法や軍政についての
論著がある。オランダのライデン大学教授となる（1632）。一時スウェーデン女王クリスティーナに招かれた（1650-51）。
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40． 1622-1690. フランスの商人、経済学者。財を成した後に小間物商をやめ（1658）、王領地の管理人となったが、フーケの失
脚（1661）と関連しこの地位を失った。著『完全な商人 Le parfait negociant』（1675）は全ヨーロッパで翻訳された。

41． 1628-1699. イギリスの政治家、著述家。1666 年ブリュッセル駐在使節としてハーグに赴き、イギリス・オランダ・スウェー
デン三国同盟を締結した。1669 年ハーグ駐在大使となったが、1671 年にチャールズ二世の対仏密約により覆され引退。再
びハーグ駐在大使となる（1674-79）。1677 年オレンジ公ウィリアム（ウィリアム三世）とメアリ（メアリ二世）の結婚を成
立させた。1679 年枢密院改革を図ったが失敗、1681 年に引退した。

42． 1633-1707. フランスの武将、戦術家、築城家。
43． 1618-1689. ウィンザーの聖職者。ライデンに生まれた。父はオランダの人文主義神学者ゲラルドゥス・ウォッシウス。

 「Ⅱヒュームによって引用された近代の著述家たちや諸著作」で書名が上げられているものは、“Sad-der”以外はほぼすべ
て（巻数の多いものだとそれらのうちで欠けているものもあるようであるが）オンライン上で閲覧が可能である。
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