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15-17 世紀英国の印刷刊行物のデータベース 

 

Early English Books Online (EEBO)は、1473 年から 1700 年に英国で刊行

された、あるいは英語で刊行された印刷物を収録するデータベースです。 

当時のあらゆる分野の出版物を 13 万点以上収録し、文芸から宗教、歴史、

政治、経済、科学、芸術から言語学、デジタル人文学まで、近世英国とヨ

ーロッパに関する様々な学問分野に、貴重な史料を提供します。 
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収録内容  ―EEBOを構成する 4つのコレクション― 

英国初期印刷文献簡略書名目録 1475-1640 (Pollard & Redgrave, STC I) 

Short-title catalogue of books printed in England, Scotland, & Ireland 
and of English books printed abroad, 1475-1640  

最初期の印刷本からはじまり、1640 年までに英国で出版された書籍と、その他の地

域で出版された英語の書籍を広く網羅した書誌目録です（通称STC I）。 15世紀後半、

大陸にやや遅れて英国でも印刷文化が広がり、さまざまな種類の文書が印刷物として

広く流通するようになりました。政府の公式文書から一般大衆が手にしたチラシまで、

約 36,000点を収録します。 

右図：カクストン訳『トロイ歴史集成』(1473)  

英国最初の印刷出版業者カクストンによる、最初の英語の活版印刷本。 

 

収録資料（例） 

【宗教】初期の英訳聖書、ラテン語・ギリシア語・ウェールズ語訳聖書、欽定聖書（1611）、説教集、法話集、聖者伝、

英国教会の正式な祈祷書『聖公会祈祷書』Book of Common Prayer (1549)など。 

【政治】国王の布告・成文法のオリジナル版、王室文書類、軍事、法制、議会、条例その他の公式記録。 

【文芸】シェイクスピア、ベン・ジョンソン、詩人エドマンド・スペンサー、大学才人マーローら、エリザベス朝から 

スチュアート朝にかけての文芸極盛期に活動した有名無名の多数の文人の著作、初期のバラッド、聖歌。  

【社会】年鑑、暦、チラシ、騎士物語、パンフレットなどの、一般大衆の生活を物語る史料。 

     

上図、左より 

 マロリー『アーサー王の死』(1485) 中世以来のアーサー王伝説を平明な散文で集成し、印刷本として版を重ねて広く普及した。 

 『キリスト教徒の日常訓』（1506） 最期のときにいかに罪を悔いるかを説いたベストセラー『往生法』（パリ、1502）の英訳本。 

 『主教聖書』(1568)欽定聖書刊行まで英国の公認聖書だった。 

 ホリンシェッド『イングランド、スコットランド、アイルランド年代記』（1577、初版） エリザベス女王のもとで編纂され、後にシェイクスピ

アらの歴史劇に大きな影響を与えた。図は、挿絵の豊富な第１版。 

 字の読めない人のための英語教本(1570) 

 

The Thomason Tracts Collection  

17世紀ロンドンの書籍商・印刷出版業者のジョージ・トマソンが集めた約 22,000点の 

コレクションです。 

清教徒革命の時代に生きたトマソンは、おもにロンドンで出されたあらゆる本、パンフ

レット、新聞を、1640 年から王政復古の年まで 20 年間にわたって収集・分類しました。

さまざまな党派が配布したパンフレット類は、当時の社会をゆるがした政治的・宗教的

混乱を生々しく物語ります。現代まで奇跡的に残ったこのコレクションは、もはや他で

は入手できない約 400 タイトルの定期刊行物をふくむ、きわめて貴重なものです。

STC とあわせて利用することで、内乱期の英国に関するもっとも包括的な調査が可能

です。            右図：清教徒革命により処刑されたチャールズ 1世の処刑直前の演説 

収録資料（例） 議会演説／宗教的・政治的なパンフレット／宮廷のゴシップ／説教、政治的風刺／ 

政治闘争を詳細に物語る当時のニュース  
 

http://gateway.proquest.com/openurl?ctx_ver=Z39.88-2003&res_id=xri:eebo&rft_id=xri:eebo:image:5249
http://gateway.proquest.com/openurl?ctx_ver=Z39.88-2003&res_id=xri:eebo&rft_id=xri:eebo:image:20076:328


※※コレクションごとのご契約はできません。4 コレクション一括のみのご契約となります。 

英国初期印刷文献簡略書名目録 1641-1700 (Wing, STC II) 

Short-title catalogue of books printed in England, Scotland, Ireland, Wales, 

and British America, and of English books printed in other countries, 1641-1700 

清教徒革命から王政復古にいたる60年間の書籍を収録します。この時代には政治的

混乱の一方で商人階級が台頭、北米大陸への植民がはじまり、世俗哲学、経験科学

が発展して、続く近代に英国を世界のなかで特別な位置に置くこととなる数々の革新

がありました。多くの分野でSTC Iを上回る充実した資料を収録し、当時の英国と北米

への多様な視点を提供します。 

右図：ジョン・ロック『人間知性論』（1690） 

収録資料（例） 

【自然科学】帰納法を説いたベーコンの『ノウム・オルガヌム』（1676）、ニュートンの『プリンピキア』（1687）など。 

【文芸】社会の鋭い観察を歌った形而上派詩人たち、王政復古期に古典主義者として旺盛に活躍したドライデン、 

軽妙洒脱な喜劇を著したコングリーブ、清教徒的宗教文学者バニヤン、ミルトンら多様な文学者の作品。 

【芸術】フィルマーの『劇詩擁護論』(1698)、モニエの『絵画史』(1699)、『チェンバロ練習曲集』(1696)など。 

【女性学】アフラ・ベーン、アン・キリグルー、マーガレット・キャヴェンディッシュら初期の女性作家。 

【北米史】入植の記録や地図、様々なコミューン、先住民、開拓、布教などに関する資料、北米で刊行された書籍。 

【その他】宗教、政治、娯楽・スポーツ、音楽、イングランドの地方史、都市の歴史、書簡、回想記など。 

        
 

上図、左より 

 トマス・ホッブズ『リバイアサン』（1651）生命の保存に最高の価値をおいて国家を論じ、近代的な社会契約思想の原型となった。 

 ダグデイル『イングランド修道院史』(1661) 中世以来の制度に関する一次資料を収集・整理して後世に伝えた著者の代表作。 

 ロバート・フックの『ミクログラフィア（顕微鏡図譜）』（1665） 

 ミルトン『失楽園』（1667） 創世記に題をとって人間の原罪と神の恩寵の問題を追求した長編叙事詩。 

 クェーカーの祖ジョージ・フォックスによる『アメリカの友人たちへの書簡』(1675) 

  
 

Tract Supplement Collection 

書籍以外の印刷物のコレクションです。広告チラシや公的な布告、パンフレット、書簡、

暦、カタログ、論文や手書き文書を収録します。 

これらの失われやすい資料は scrapbook、あるいは tract volume という形で収集・ 

分類されました。EEBO に収録されているのは主に大英博物館の提供になるもので、

収集された当時のままの順番に収められており、16・17 世紀の英国の生活をうかが

い知ることのできる貴重な一次資料です。 

 

右図：絵画のオークションの開催を告げるチラシ（1680） 

収録資料（例） イングランド・スコットランド・アイルランド議会、王室の布告／著名人の書簡／複数の党派からの 

議会への公開書簡／請願、訴訟の書類／バラッドの大規模なコレクション／英国教会のパンフレット、

説教／暦／オークションカタログ／数学、医学など、科学と実践に関する論文 

 

http://gateway.proquest.com/openurl?ctx_ver=Z39.88-2003&res_id=xri:eebo&rft_id=xri:eebo:image:191878


 

収録形式 

 ページイメージ 

2 つの書誌目録にもとづいて集めた原本と、2 つの貴重な古書コレクションの全ページの画像を 

収録します。画像は PDF 形式でダウンロードすることができます。※1938 年から「Early English 

Books」として刊行されているマイクロフィルムのシリーズをデジタルに変換して Web 上で提供する

ものです。マイクロから取得しているため、画像はモノクロです。 

 書誌 

収録されるアイテムには、著者、書名、印刷者、出版年、マイクロ版の番号、米国議会図書館の件

名標目（主題）などの書誌索引を付与しており、検索ができます。また、挿絵、地図、紋章等、図版

の種類に応じた 13種類の索引をページ毎に付与し、ビジュアル資料の検索も容易です。 

 全文テキストデータ (TCPI) 

特に重要な約 25,000点の資料には全文テキストデータを収録しており、全文検索が可能です。 

 

契約形態・価格 

恒久アクセスライセンス購入方式 

個別にお見積り申し上げます。お問い合わせください。 

※IP認証方式、同時アクセス数は無制限です。 

 

<無料トライアル>  

1か月間の無料トライアルを承ります。 

 

 

表紙左上より 

シェイクスピア『戯曲集』(ファースト・フォリオ, 1623) 

ロバート・フック『ミクログラフィア（顕微鏡図譜）』(1665) 

トマス・モア『ユートピア』(1624)  

マキアヴェッリ『君主論』 (1640) 

ベサリウス『人体の構造について』(1545) 

ティンダル『英語訳 新約聖書』(1525) 

『国家あるいは都市の貴族』エリザベス女王(1608) 

『ニューイングランド入植の手引き』(1631)  

リトルトン” Tenures” (1671) 

メルカトル“Historia mundi” (1635)  

グエルチーノ『人物素描帳』(1665) 
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