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ルソー『エミール』の初版本認定指標

The precise points to distinguish the original editions
of Jean-Jacques Rousseau’s Émile
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Abstract
Jean-Jacques Rousseau’s Émile	is	preserved	in	three	original	editions	of	two	affiliations:	the	

Paris	editions	published	 in	octavo	and	 in	duodecimo	by	Nicolas-Bonaventure	Duchesne	
（1712-65）and the Amsterdam edition published in octavo by Jean Néaulme（1697-1780）
in 1762. That same year, Duschesne published second and third editions in two formats. In 
addition, we have many pirate editions and we now distinguish in total 19 editions of 14 
affiliations of Émile with publication date 1762. In this article in Japanese we will present 
precise points to distinguish the original editions from the others, according to the studies 
executed by the Western Rousseauists, published in French and in English. Although we do 
not present any new discoveries, this is a worthwhile pursuit given that Japanese Rousseauists 
have never discussed this subject so far.
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はじめに

ルソー（Jean-Jacques Rousseau, 1712-78）の主
著と目される『エミール』は、1762年 5 月末にフ
ランスで販売が開始された。前年の 9月はじめに
出版契約を交わし、版元に原稿を渡したルソーは、
秋に体調を崩し、余命いくばくもないと思い込ん
でいた。とくに1761年11月から12月にかけて、き
わめて異常な精神状態に陥った。印刷が遅々とし
て進まないこと、数折ずつばらばらに送られてく
る校正刷がまちがいだらけであることに、不安と
あせりを覚え、版元の悪意を疑った（CC, nos 
1529, 1535, 1546, 1553, 1554, 1556, 1567, 1571, 
1580, 1583, 1587）1）。『エミール』の原稿がイエズ
ス会士の手に落ち、反論を準備するために印刷が
意図的に遅らされているのだとか、作品を見る影
もなく改竄して自分の名誉をおとしめようと陰謀
が画策されているのだ、といった疑念をいだいた
（cf. CC, no 1548）。11月末には、版元との出版契
約を破棄したいと表明しさえした。すなわち、原
稿と引き換えに受け取ったお金を返すかわりに、
ただちに原稿をルソーに戻すならば、印刷の遅延
の補償は求めないこと、版元が自分の別の作品の
出版を望むなら、『音楽事典』を与えてもよいこ
と、どうしても教育論（『エミール』）を出版したい
なら、期日を定めてそれを守る（遅れた場合は、
著者が他で印刷する権利を留保する）か、迅速に
作業できる外国の印刷所と契約すること、これら
の条件を拒むなら、あらゆる手段に訴える用意が
ある、と版元に伝えたのである （CC, nos 1571, 
1572）。庇護者たちの尽力もあって、12月末になっ
てようやく落ち着きを取り戻したルソーは、こ
の異常な精神状態について、「狂気（folie）」、「錯
乱（délire）」などと回顧することになる （CC, no 
1605）。
このような異常な精神状態におちいってしまっ
たことを、もっぱらルソーの性格の問題だけに帰
することはできまい。ルソーは、海賊版が現れる
ことに、強い警戒心をいだいていた（cf. CC, no 

1548）。王侯貴族の寵愛を求めるのではなく、自
分の労働、自分の作品から得られる正当な報酬に
よって生きることを望んだ著述家にとって、それ
は切実な問題だった。そして、ルソーの懸念に、
根拠がまったくなかったわけではない。18世紀に
は、著作権についての考え方がこんにちとは大き

く異なっていた。著者の了解なしに版元が勝手に
増刷したり、正規の出版契約を結ぶことなしに無
断で書物を複製・販売したりすることも、珍しく
はなかった。のちにふれるように、こんにちまで
の研究の到達点と目される成果を公刊したマッ
キーカン（Jo-Ann E. McEachern）によれば、初版
と同じ1762年という出版年を記した『エミール』
の版本は、14系統19種類が識別されている2）。『エ
ミール』の正規版元となったのは、パリのデュ
シェーヌ書店とアムステルダムのネオーム書店だ
けであり、正規の初版本は、大きさの異なる 2種
類のパリ版と、 1種類のアムステルダム版の、 2
系統 3種類だけである。1762年のうちにパリ版は
2つの判型で 3版を重ねている。1763年以降の発
行年を記したものも、さまざまに現れている。た
しかに海賊版が多かったことがわかる。
本稿では、『エミール』の原稿が書物として出
版されるまでの複雑な経緯、『エミール』の正規
初版本を認定するための指標となりうることがら
について、主として欧米の研究者たちによって明
らかにされ、フランス語や英語で公にされている
情報を可能な限り簡潔な形で整理しようと試みる
ものである。本稿で提示する情報について、筆者
が独自に発見したことがらはなにひとつないこと
を、はじめにお断りしておきたい。とはいえ、こ
れまでに日本語で書かれた膨大な量に及ぶルソー
研究において、ほとんどまったくかえりみられる
ことがなかった問題にかかわる情報について、概
要を日本語で読めるように整理するとともに、必
要な情報のありかを示しておくことには、一定の
意味があると考える。

1 ．正規初版本ができるまで
『エミール』の正規の出版元となったのは、パ
リのデュシェーヌ（Nicolas-Bonaventure Duchesne, 
1712-65）とアムステルダムのネオーム （Jean 
Néaulme, 1697-1780） である。1761年11月、両者
は製作費用を案分する契約を交わし、フランス国
内での独占販売権を前者が、フランス国外（特に
オランダと英国）での販売権を後者が取得した 
（CC, A245, cf. no 1553）。この契約に基づいて作成
され、流通した正規初版本は、次の 2系統 3種類
である。
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A ．パリでデュシェーヌ書店によって印刷さ
れた 8折本　全 4巻
　刊記表記　À la Haye, Chez Jean Néaulme, 
Libraire M.DCC.LXII. [1762]

B ．パリでデュシェーヌ書店によって印刷さ
れた12折本　全 4巻
　 刊 記 表 記　À Amsterdam, Chez Jean 
Néaulme, Librarie. M.DCC.LXII. [1762]

C ．アムステルダムでネオーム書店によって
印刷された 8折本　全 2巻
　 刊 記 表 記 Selon la copie de Paris. [s.n.] 
MDCCLXII. [1762]

※以降、上記の版本をそれぞれ　パリ版 8折
本、パリ版12折本、アムステルダム版と記す。

大きな紙を折りたたんで書物を作成するので、
12折本は 8折本より小型で価格も安くなる。この
3種類の版本が生まれるまでに、実に複雑な物語
があった。それを垣間見るためのもっとも重要な
手がかりは、ルソーと出版元のあいだで交わされ
た書簡、また、ルソーとその庇護者たちのあいだ
で交わされた書簡である。デュシェーヌへの不信
感を綴ったルソーの書簡を受け取ったマルゼルブ
（Chrétien-Guillaume de Lamoignon de Malesherbes, 
1721-94）は、印刷状況を調べてルソーに報告し、
安心させようとする（CC, nos 1578, 1588, 1591, 
1594）。トクヴィル（Alexis de Tocqueville, 1805-
59）の母方の曾祖父に当たるマルゼルブは、名門
貴族ラモワニョン家に生まれ、国王ルイ15世の治
世のもとで最高権力を握る役人、大法官となった
父親ギョーム（Guil laume de Lamoignon de 
Malesherbes, 1683-1772）から出版統制局（Bureau 
gracieux de la Librairie）長の職を受け継いだ。在
任期間は1750年末から1763年10月である。出版物
を統制する役人でありながら、ルソーやエルヴェ
シウス（Claude Adrien Helvétius, 1715-71）などの、
政治的権威、宗教的権威を脅かしかねない、「危
険な」思想書の出版を密かに助力したことで知ら
れる3）。
アンシャン・レジーム（フランス革命以前の旧
体制）下のフランス国内で公刊される書物は、事
前に検閲を受け、認可（permission）を受ける必
要があった。さらに、国王からの恩恵として特認

（privilège du Roi）を受けた印刷者は、当該書物を
独占的に印刷・販売する権利を得ることができ
た。統制の対象となりえたのは、キリスト教や教
会の権威を否定するもの、王権の権威を否定する
もの、誹謗中傷にかかわるもの、公序良俗に反す
るものなどであった。じっさいには、検閲・承認
を受けずに地下出版されるもの、フランスでは公
式に許可できないものの黙許（permission tacite）
を得て出版されるものも相当数あった。外国（た
とえば、フランスよりもはるかに出版の自由が
あったオランダ）で印刷されてフランスに持ち込
まれたり、印刷地を外国（たとえば、ロンドン、
アムステルダム、ジュネーヴ）と偽ってフランス
国内で印刷されたりするものもあった。外国の書
物を許可なく持ち込むことは違法であったにもか
かわらず、黙認されることが少なくなかった。マ
ルゼルブは、出版統制にあたって本音と建前を使
い分けて柔軟に対応し、とくに教会にとって脅威
となりうる書物については、必ずしも熱心に取り
締まらなかったことが知られている。
都会の喧騒を嫌ったルソーにパリの北郊モンモ
ランシのエルミタージュ街に住居を提供するな
ど、ルソーを手厚く庇護したリュクサンブール公
爵夫人（Madeleine Angélique de Neufville, duchesse 
de Luxembourg, 1707-87） 4）の仲介によって、パリ
の出版業者デュシェーヌとルソーのあいだで、
1761年 8 月末（おそらくは28日）に次のような内
容の骨子が合意され、正式に出版契約がかわされ
たのは 9月 4日だった（CC,  n os 1482bis ,  1486 ,  
A244）。

・ 『エミール、または教育論』と題する手稿の代
金として、デュシェーヌはルソーに6000リーブ
ル （半分を契約時に現金で、残りを翌年の 4月
末、7月末、10月末を支払い期限とする手形で） 
支払うこと。
・ 印刷完了次第、発売に先立って仮綴本を100部
ルソーに渡すこと。
・ 発売から 3年が経過した後、同作品を『全集』
に収める権利をルソーが留保すること。その
際、『全集』の販売についてデュシェーヌを優
遇すること。

海賊版を懸念するルソーを安心させるために、
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デュシェーヌは、 2軒の印刷所を使い、相互に連
絡をとらせず、それぞれに原稿の一部しか渡さな
いとしている。実際、できあがった版本を確認す
ると、 1軒目が序論を含む第 1巻、第 4巻、そし
て第 3巻の巻末におかれる後半 2巻の目次、12折
本用の差し替え（Cancellantia）を担当し、 2軒目
が前半 2巻の目次を含む第 2巻、第 3巻、 8折本
用の差し替えを分担したことがわかっている 
（McEachern, pp.25, 77-78）。
マルゼルブはデュシェーヌと 2度面会してル
ソーの懸念を伝え、『エミール』の準備状況を詳し
く調べた。出版契約を仲介したリュクサンブール
公爵夫人も、12月14日、デュシェーヌを訪問して
いる（CC, no 1589）。マルゼルブの報告を読んで、
ルソーは落ち着きを取り戻す。マルゼルブに信頼
を寄せたルソーは、1762年 1 月、後に『告白』と
してまとめられることになる自伝的内容を含んだ
4通の長い書簡をマルゼルブに書き送っている
（CC, nos 1622, 1633, 1650, 1654）。
印刷が遅々として進まなかった理由として、次
のような事情も考慮する必要があろう。検閲のた
めに印刷所、印刷機の数が厳しく制限されていた
一方、公式、非公式に印刷されるものの量も多く、
パリの印刷所は慢性的に多忙であった。また、自
分の作品をフェティッシュにめでる傾向が強かっ
たルソーは、作品の版形や挿絵の細部にも細かな
注文をつけ、校正についてもスペースの位置の不
備や些細な誤植にもめくじらを立てて、夥しい数
の修正を指示したために、訂正に手間取っていた
（cf. CC, nos 1512, 1529, 1535, 1556, 1591, 1600, 
1637, 1709）。ルソーはデュシェーヌの仕事ぶりに
不満を持っていた。「あなたが、お金については
もっと大雑把で、仕事の実施についてはもっと正
確であってくれたらよかったのに」（CC, no 1728）。
ネオームによるアムステルダム版の校正について
も、ルソーは細部について執拗なまでのこだわり
をみせた （CC, nos 1624, 1635, 1657）。
『エミール』のなかには、原罪説などカトリッ
ク教会が重視する主要な教義や教会の権威を否定
する記述が含まれていた。とりわけ、第 4編（パ
リ版では第 3巻に収録）の自然宗教論「サヴォワ
の助任司祭の信仰告白」は、当時のフランスでは
とうてい印刷できる内容ではなかった。デュ
シェーヌはフランスでの検閲をのがれるために、

タイトル・ページの発行者としてネオームの名を
記して、こっそりとパリで印刷していたのだっ
た5）。パリ版 8折本と12折本の本文は、基本的に
同じ組版が使用されていた。ただし、発行地につ
いて、前者はル・ハーグ（La Haye）、後者はアム
ステルダムと記している。

図 1．�ルソー『エミール』（1762）　パリ版 8折本
　　　第 1巻　タイトルページ
　　　（筑波大学附属図書館所蔵、請求記号：

371.235-R76-1,�資料ID：10097308726）
　　　画像出典：�筑波大学附属図書館
　　　　　　　　貴重書コレクション（電子化リスト）

図 2．ルソー『エミール』（1762）　パリ版12折本
　　　第 1巻　タイトルページ
　　　（名古屋大学附属図書館所蔵、

請求記号：371¦¦R¦¦1,�資料ID：41611960）

　　　画像出典： 名古屋大学附属図書館�ホッブズ・
水田コレクションデータベース
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ルソー自身は、パリで印刷される『エミール』
のタイトル・ページに偽りの発行地と書店名を記
すことに関して、「真理の友たる者の作品が嘘から
はじまること」（CC, no 1722）、「他の人たちがやっ
ている流儀を模範にすること」（CC, no 1726） に強
い嫌悪感を示した。オランダからの輸入品を装っ
ても、現物の検査を受けずに販売すると違法とな
る。おそらくは、マルゼルブの協力のもと、デュ
シェーヌは抜け道を見いだす。1762年 5 月27日、
出版検査官エメリーの日記には、「『エミール』に
暗黙のうちに認可を与えた （On a donné tacitement 
la permission）」とある。『エミール』に与えられ
たのは、正規の出版許可ではなく、口頭による黙
許であった。
一方、ネオームは作品の内容を詳しくは知らず
に契約を結んでいたようである。全 4巻で出版さ
れたパリ版の第 3巻の校正刷を受けとるや、「サ
ヴォワの助任司祭の信仰告白」を読んで驚いたと
書簡に認めている（CC,  nos 1783 ,  1789 ,  1798 , 
1802）。この部分を削除するよう、ネオームは丁重
に懇願するも（CC, no 1789）、ルソーは頑として応
じない（CC, no 1830）。アムステルダム版の制作が
遅れているうちに、パリ版と後に触れるリヨン版
が流通し始める。内容に問題があることを知りな
がら、すでに流通している他の版本と同じ形で、

すなわち、「信仰告白」を入れたままで販売するこ
とを決意したネオームは、当初準備していた発行
地と出版者を明記したタイトル・ページを差し替
えて、単に「黙許を受けたパリ版にもとづく」と
のみ記した形で刊行する （cf. CC, nos 1814, 1824）。
パリ版の販売が開始されたのが 5月27日であっ
た。 6月 7日にはパリ大学神学部が『エミール』
を告発した。 6月 9日、パリ高等法院は『エミー
ル』を焚書とし、著者に逮捕令状を出した。18世
紀に黙許によって印刷される「危険な内容」を含
んだ著作は、匿名で出版されるのがふつうであっ
た。「ジュネーヴ市民、ジャン＝ジャック・ルソー」
と著者の名前をタイトル・ページに記したこと
は、権力に対するあからさまな挑戦とみなされた
のである。庇護者であったリュクサンブール公爵
は、ルソーを密かに逃亡させる。14日には、スイ
スのイヴェルドンに到着し、以降、ヌーシャテル
近郊のモチエ、さらに英国へと、ルソーの長い逃
亡生活が続くことになる。19日、祖国ジュネーヴ
で『社会契約論』と『エミール』が焚書となり、
著者に逮捕令状が出された。 8月28日には、『エ
ミール』を断罪するパリ大司教ボーモンの教書が
公になった。 9月 9日には、ローマ教皇庁が『エ
ミール』を禁書とした。
フランスでの検閲を逃れるためにデュシェーヌ
に利用された形のネオームにも、予期しなかった
災難がふりかかる。オランダの出版統制当局から
訴追され、多額の罰金を課されたのである。 6月
23日、オランダでも『エミール』が販売禁止、差
し押さえとなった。「清浄された（purgée）」版本
をあらためて出版することを約束して、ようやく
恩赦を受けたネオームは、ベルリン在住の哲学者
フォルメー（Johann Heinrich Samuel Formey, 1711-
97）に必要な作業を依頼した。「疑義がある部分」
に注記が付され、「著しくキリスト教に反した部
分」が削除されたり別の文章と置き換えられた『キ
リスト教徒のエミール』が1764年にネオーム書店
から出版されている6）。数多くの「訂正」ととも
に、「サヴォワの助任司祭の信仰告白」と『社会契
約論』の抜粋の部分は、元のテクストとはまった
く違う文章に置き換えられている。「棄損された
本」の出現を知ったルソーは、「驚くべき横領に
よって私の同意なしに私の本に手を加えること」
は「誠実な人間」ならできるはずがない、とネ

図３．ルソー『エミール』（1762）　アムステルダム版

　　　第 1巻　タイトルページ
　　　（名古屋大学附属図書館所蔵、

請求記号：371¦¦R¦¦1,�資料ID：41594600）

　　　画像出典：�名古屋大学附属図書館�ホッブズ・
水田コレクションデータベース



― 6― ― 7―

オームに強く抗議する（CC, no 2297）。『人間不平
等起源論』、『ダランベールへの手紙』、『ジュリ、
新エロイーズ』を出版し、『エミール』と時を同じ
くして『社会契約論』を制作していたアムステル
ダムの出版業者レイ（MarcMichel Rey, 1720-80） 
や、ヌーシャテル（スイス）の友人、ムルトゥー
（Paul-Claude Moultou, 1731-87）にも、ルソーは同
趣旨の言葉を認めている（CC, nos 2427, 2441）。
フォルメーの『キリスト教徒エミール』や『アン
チ・エミール』について、ルソーに情報を詳しく
知らせたのは、レイであった（CC, no 3003）。ル
ソーの信頼があつかったレイは、12折本で『エ
ミール』を再版する権利をネオームから買い取っ
た （CC, nos 1797, 1798, 1865, 1883, 1884, 1897）。
フォルメーは、フランスに出自を持つユグノー

の家系に生まれた。1686年、国王ルイ14世による
ナントの勅令の廃止によって、フランス国内で新
教徒に対する迫害が勢いを増していった。ナント
の勅令は、新教（カルヴァン派）から旧教（カト
リック）に改宗して王位についたアンリ 4世に
よって1598年に出され、限定的ではあるものの新
教徒の権利を認めて、宗教戦争に政治的な終止符
を打った。すでに、17世紀初頭には、この勅令は
形骸化していて、少なからぬ新教徒たちが迫害を
避け、国外に逃亡した。ベルリンには、フランス
から逃亡した新教徒たちの重要な入植地があっ
た。フォルメーは、幼いころからカルヴァン派の
教えにもとづいて厳格に教育され、1737年、ベル
リンのフランス系コレージュの弁論学教授、39年、
哲学教授となった。ベルリンの著名人たちと交流
を深め、いくつかの文芸雑誌の編集にかかわって
いた。1746年、ベルリン・アカデミー哲学部門書
記、48年に同部門終身書記、88年より同部門部長
を歴任し、プロイセン国王フリードリヒ 2世のも
とでフランスの哲学者モーペルチュイ （Pierre 
Louis Moreau de Maupertuis, 1698-1759） を院長に
むかえて再編されたベルリン・アカデミーにおい
て、哲学部門で指導的役割を担った。さらに、サ
ンクト＝ペテルスブルク帝立アカデミー、ロンド
ン王立協会、ボローニャ研究院の会員に選ばれ、
ディドロ、ダランベールの『百科全書』、フェリー
チェのイヴェルドン版『百科全書』にも協力して
いる。著作の数は膨大である7）。フォルメーは、
ルソーの『学問芸術論』、『人間不平等起源論』に

も論難を書いている。『ダランベールへの手紙』に
は好感を覚えたらしい。恋愛小説『ジュリ、新エ
ロイーズ』については、「青年に有益な部分」だけ
を抜粋した『ジュリ精髄』（1763年）を出版してい
る。また、『キリスト教徒のエミール』に付した注
記については、『アンチ・エミール』（1763年）と
して先行して出版していた。同時代にあって、ル
ソーの著作を批判的にとはいえ、きわめて注意深
く読み込んだ読者のひとりであった。
ルソーは、後の版のために、『エミール』の初版
本に自ら夥しい数の書き込みを残している。その
なかには、フォルメーを名指しで反論している箇
所が複数ある。この書き込みのある版本は、現
在、ジュネーヴのジャン＝ジャック・ルソー協会
の所有となっており、ジュネーヴ図書館に所蔵さ
れていて、同図書館のインターネット・サイト
e-raraで画像ファイルを参照できる。ルソーの友
人たち、ムルトゥーとデュ・ペルー（Pierre-
Alexandre DuPeyrou, 1729-94）によって編集され
た『全集』におさめられた『エミール』（1782年） 
において、ルソーの書き込みにもとづいて字句が
修正され、注記がつけ加えられている。フォル
メーの批判を逆手にとる形で、ルソーは自らの作
品をグレード・アップしたとみることもできる。
こんにち、私たちが目にしている日本語訳は、増
補された形のテクストにもとづいている。

2．初版本認定指標と海賊版
『エミール』の初版本を認定するための指標と
なることがらについては、長い期間にわたる調査
研究の蓄積がある。ルソーの書簡集8）を粘り強く
編纂したことで知られるデュフール（Théophile 
André Dufour, 1844-1922）の遺稿として見つかっ
た詳細なルソーの著作目録と解説が、編者の手に
よって該当する原典のタイトル・ページを図版と
して付したうえで、1925年に刊行されたのは画期
的だった9）。しかし、後に、その記述には重大な
誤りが含まれていたことがわかっている。プレイ
ヤード版『ルソー全集』の編者の一人であるギャ
ニュバン（Bernard Gagnebin, 1915-98）による調
査10）を経て、現在の研究の到達点と目されるマッ
キーカンの緻密な研究11）が公にされている。研
究者たちの足跡をたどる旅は、実証的な文献研究
の魅力と困難の一端を、あらためて教えてくれる
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ように思われる。
これまでに明らかにされた事柄について整理し
てみよう。パリ版 8折本（Ａ）とやや小型のパリ版
12折本（Ｂ）の本文には、基本的に同じ版が使われ
ているものの、柱、ノンブルについては、 8折本
の方はやや大きめの活字が用いられている、と
いった軽微な違いがある。
序文とタイトル・ページについては、 8折本が
12折本よりも先に印刷されたと考えられている。
その根拠となるのは、12折本では訂正されている
誤植が 8折本に認められることである。 8折本初
版では、第 1巻と第 3巻のタイトル・ページのほ
ぼ中央、ストア派の哲学者セネカの『怒りについ
て』からとられたエピグラフについて、原文では
“genitos natura”であったのを誤って“natura 

genitos”としている。このまちがいは12折本では
訂正されている。また、第四巻の末尾に置かれた
正誤表が、12折本では直前の特認につづけて同じ
ページに印刷されているのに対して、 8折本では
独立した別のページに印刷されており、後から挿
入されたとみられる。
しかし、本文については、やや小さめの12折本

（Ｂ）が先に印刷され、その組版が 8折本（Ａ）に流
用されたと考えられている。その根拠となる指標
をいくつか例示してみよう。
第 3巻の293頁にみられる折記号について、 8

折本ではＴ3と変更すべきところを、12折本用の
Ｎ3のままとなっている。12折本には、 8折本で
は訂正されている誤植がいくつか認められる。た
とえば、第 1巻111頁14行目の《 mnchant 》は、
8折本では《 méchant 》と訂正されている。製本
されずに流通した12折本では第 1巻24頁に、「85
頁の注14をみよ」というまちがった表記があり、
この誤植は、製本されて流通した12折本、8折本、
製本されずに流通した 8折本では、「87頁」に訂
正されている。第 4巻204頁下から 3行目、12折
本で落ちていた《 je 》 が 8折本では補われている 
（cf. CC, no 1760）。第 4巻11行目、正しくは12折本
では《 so nd zèle 》となっている箇所は、《 son 
zèle 》とすべきところ、 8折本では《 sond zèle 》
と綴字のまちがいはそのまま、不要なスペースの
み削除されている。第 4巻304頁 4 行目の《 p as 
àtout e 》、311頁11行目の《 quenous 》も、 8折本
では《 pas à toute 》,《 que nous 》とスペースの位

置が訂正されている。さらに、初版本の印刷に用
いられた清書原稿の欄外には、《 Ｂ25 》など12折
本にのみ関係する作業用の書き込みがみられる。
ルソーは、12折本用の校正刷をみているのに対し
て、 8折本についてはすでに本文の印刷が半ばす
すんだ1762年 2 月末に清刷しかみていない（CC, 
no 1674. cf. McEachern, pp.17-18）。
パリ版とアムステルダム版を比べてみると、い
くつかの相違が存在することが知られている。
「契約」に基づいて、デュシェーヌはパリ版12折
本のはじめの 2巻分の校正刷をルソーとネオーム
に送った。少し遅れてネオームはパリ版の校正刷
をもとに組まれたアムステルダム版の校正刷をル
ソーに送った。奇妙なことに、1762年 4 月 2 日付
書簡（CC, no 1728）及び、同月 4日付の書簡（CC, 
no 1729）で、デュシェーヌに送った削除訂正の指
示を、ネオームには送っていなかった。ルソーの
指示の内容、パリ版、アムステルダム版、さらに
後に触れるリヨン版の該当個所は、それぞれ、以
下のようになっている。
・ 第 1巻10頁の注は全面的に削除。《 Aussi les 

guerres des Républiques sont-elles plus cruelles 
ques celles des Monarchies. Mais si la guerre des 
Rois est modérée, c’est leur paix qui est terrible : il 
vaut mieux être leur ennemi que leur sujet. 》⇒パ
リ版12折本では、当該ページの差し替えにより
注が削除。 8折本では注が削除。アムステルダ
ム版、第 1巻5-6頁に注が残る。リヨン版第 1
巻 9頁に注なし。
・ 第 2巻117-118頁。《 Oui, j’aime mieux cent fois le 

Roy de Syracuse, maître d’école à Corinthe, & le 
Roi de Macédoine,  greff ier  à  Rome, qu’un 
malheureux Tarquin, ne sachant que devenir s’il ne 
régne pas ; que l’heritier du possesseur de trois 
Royaumes, jouet de quiconque ose insulter à sa 
misère, errant de Cour en Cour, cherchant partout 
des secours, & trouvant par-tout des affronts, faute 
de savoir faire autre chose qu’un métier qui n’est 
plus en son pouvoir. 》下線部分を《 l’héritier 
& le fils d’un Roi des Rois 》と修正。さらに
《 Vonone, fils de Phraate Roi des Parthes 》と注記。
⇒パリ版12折本では、当該ページの差し替えに
よりルソーの指示通りに修正。 8折本ではル
ソーの指示通り。アムステルダム版第 2巻55頁
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に元のまま残る。リヨン版第 2巻107 ～ 108頁、
ルソーの指示通り。
・ 第 2巻 203頁 《 Ce sont les erreurs de l’imagination 

qui transforment en vices les passions de tous les 
êtres bornés, même des anges, s’il y en a. 》
ルソーはまず、《 s’il y en a 》の部分にある文

法上のまちがいを正して、《 s’ils y en ont 》と単
数形から複数形への変更を指示していた。さら
に、神学者たちの反論を避けるため、この部分
の文章全体の削除を指示した （CC, no 1728）。
ところが、印刷済だとの回答を得て、《 s’ils y 
en ont 》 への変更のみでルソーは納得した（CC, 
no 1729）。⇒パリ版12折本では、当該ページの
差し替えにより、《 s’ils y en ont 》に修正。 8
折本では《 s’ils y en ont 》に修正。アムステル
ダム版第 2巻96頁に元のまま単数形で残る。リ
ヨン版第 2巻187頁、パリ版 8折本と同じ。
以上の修正について、パリ版12折本のルソー旧
所蔵本（ジュネーヴ図書館所蔵）では、これらの
修正が反映されていない、元の状態のままとなっ
ているのは、興味深い。名古屋大学所蔵本と立教
大学所蔵本では、当該ページがすべて、差し替え
により修正されている。
なお、組版作業は、アムステルダム版の方がパ
リ版よりもていねいであったようである。パリ版
にみられる「明らかな誤植」が訂正されているほ
か、パリ版では正誤表で対応した最終段階での修
正指示について、アムステルダム版は当該ページ
を刷り直して差し替えている。 8折本 2巻本で、
各巻が 2つの部に分かたれている。
正規本に加えて、増刷、再版本、さらには海賊
版が存在することにも留意が必要である。当時の
西ヨーロッパ地域において、いわゆる上流階級の
人々、教養ある人々の間でフランス語は通用性の
高い、いわば共通言語となっていた12）ので、フ
ランス語で書かれた売れ筋の書物は、しばしば著
者に無断で複製された。
デュシェーヌ書店の第 2版、第 3版も、 8折本
と12折本の 2つの大きさで、初版と同じ1762年に
出ている（cf. McEachern, 1987, p.25）。特に第 2版
は、タイトル・ページに見られる小さな飾り模様
（vignette）も含めて、一見すると初版とそっくり
である。しかし、初版に散見される誤植が訂正さ
れているため、識別が可能である。国内で所蔵が

確認された第 2版としては、一橋大学社会科学古
典資料センター所蔵の 8折本がある（貴967）。き
わめて珍しい例であるが、初版と第 2版が入れ子
になったパリ版も発見されているという13）。
海賊版については、もっとも早い時期に現れて
広く流通した例として、全 4巻のリヨン版が重要
である。リヨンのブリュイゼ（Jean-Marie Bruyset, 
1719-97） とデュシェーヌとの間で、ネオームに
対するのとほとんど同じ内容の契約 （cf. CC, Ａ
307）が交わされていたことは、ルソーもネオー
ムもまったく知らなかった。発行地アムステルダ
ム、発行者ネオームと記した12折本のリヨン版は、
パリ版とほとんど同じ時期に現れ、主としてドイ
ツ語圏で流通し、版を重ねた。なお、リヨン版の
初版には、本文はまったく同じで、タイトル・ペー
ジの発行地がライプチッヒ、発行者が《 Chez Les 
Hérit. de M.G. VEIDMANN & REICH 》となって
いる版本もあることが知られている（cf. 
McEachern, pp.102-103）。リヨン版も初版と第 2版
が酷似しているものの、ノンブルのミスの違いな
どから識別が可能である。
国内所蔵のリヨン版初版としては、一橋大学社

会科学古典資料センター所蔵本（貴Ｃ-250） が、
折丁、ノンブルの誤植などの特徴が一致するのを
確認した（cf. McEachern, p.97）。ただし、一橋大
学所蔵本では、第1巻のＮ折が乱丁となっている。
リヨン版では、パリ版の正誤表よりも簡略化され
た正誤表が第 4巻末尾につけられている。たとえ
ば、パリ版の正誤表のうち、 4巻目 2ページ 5行
目《 a dit 》を《 dit 》とする修正の指示があった
ものが、リヨン版では省略されている。第 4巻 2
頁の当該箇所本文は《 a dit 》のままである。第
1巻巻頭に挿入された版画もやや不鮮明で、パリ
版よりもつくりが粗い。
さきに見た1762年 4 月 2 日付書簡および 4日付
書簡 でルソーがデュシェーヌに送った訂正指示
にかかわる箇所が、すべてパリ版と一致すること、
パリ版12折本は当該箇所が差し替えとなっている
ことを勘案すると、リヨン版はパリ版 8折本の清
刷に基づいて制作された可能性が高い。今後、さ
らなる検証が必要であろう。
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なお、1762年 4 月29日付けでルソーがデュ
シェーヌに送った第 3巻と第 4巻の比較的軽微な
11箇所の訂正指示（CC, no 1760）は、パリ版の本
文にまったく反映されず、第 4巻末に正誤表を付
す対応となった。このうち第 4巻の 2箇所だけが、
リヨン版ではルソーの指示どおりに訂正されてい
る。パリ版58頁の《 qu’elle est belle 》という部分
の《 qu’ 》をイタリックにせよという指示がリヨ
ン版では反映されている （55頁）。パリ版454頁
の 《 d’un sort 》の《 d’ 》を削除せよとしている部
分も指示どおりとなっている（434頁）。なぜ、こ
の 2カ所のみが訂正されているのかを説明しうる
根拠は、見いだされていない。後者については、
アムステルダム版でもルソーの指示通りになって
いる（434頁）。どちらも明らかなミスであるから、
組版の段階で、作業者の判断で訂正された可能性
も否定できない。
リヨン版の出現を知ったネオームは、「信義も法

も知らず、己の利益のためにはなんでもする者」
とブリュイゼを非難している（CC, no 1798）。自分
がまったく校正していない版本が出ることについ
て、ルソーもデュシェーヌに不快感を示した （CC, 
no 1775）。なお、ジュネーヴの小評議会が『エミー
ル』を焚書としたとき、皮肉にも、焼かれたのは

図４．ルソー『エミール』（1762）リヨン版
　　　第 1巻　タイトルページ
　　　（一橋大学社会科学古典資料センター所蔵、

請求記号：貴C:250:1,�登録番号：128197979A）
　　　画像提供：一橋大学社会科学古典資料センター

正規本ではなく、ブリュイゼのリヨン版であった
とされる（CC, t.X, p.313 note b）。ブリュイゼ自身
もリヨンとベルリンのアカデミー会員であり、い
くつかの小品を残している。

おわりに
海賊版を含めると、1762年という出版年を記し
た『エミール』の版本は、こんにち、14系統19種
類が識別されている。識別の手がかりは、タイト
ル・ページに見られる小さな飾り模様（vignette）
の有無や図柄、誤植の有無、折記号の有無、遊び
紙（flyleaf）の有無や位置といったページの割付
のちがいなど実に様々である。とくに、ノンブル
の誤植は、パリ版初版と第 2版を区別するための
有力な手がかりとなっている。
最後に今後の研究の可能性について展望してお
きたい。正規本の制作過程で著者と版元で交わさ
れた書簡にみられる情報をつきあわせたうえで、
次々とあらわれた海賊版を正規の初版本と比較検
討するなら、海賊版が作成されたしくみや手順を
ある程度解明することができるかもしれない。い
わば、点と点をつないで、意味のある線や図像を
浮かび上がらせるのに似た作業である。このよう
な研究は、単にひとりの著述家の特定の作品への
関心にとどまるのではなく、アンシャン・レジー
ム下のフランスにおいて、出版契約、出版統制、
書物の作成・流通システムがどのように機能して
いたのかを従来以上に詳しく解明することを可能
にするかもしれない。正規初版本とともに、海賊
版をも含めたさまざまな版本を容易に比較検討で
きる環境が整備されることを期待したい。

注
1 ） 本稿におけるルソーからの引用は、原則とし
て、作品については、Œuvres complètes de J.-J. 
Rousseau, Paris : Gallimard, Bibli. de la Pléiade, 
5 vol., 1959-95 により、（OC, t.IV, p.222） のよ
うに、巻数と該当頁を本文中に指示する。書
簡については、Correspondance complète de J.-J. 
Rousseau, 52 vol., Genève : Institut et Musée 
Voltaire et puis Oxford : Voltaire Foundation, 
1965-1998 により、（CC, no 1605）のように、
書簡番号を本文中に指示する。

2） Jo-Ann E. McEachern, Bibliography of the 
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Writings of J.-J. Rousseau to 1800, Oxford : 
Voltaire Foundation, 2 vol., 1989-93. 第 1巻が
『ジュリ、新エロイーズ』を、第 2巻が『エミー
ル』を扱っている。本書第 2巻の参照箇所は 
（McEachern, p.25） のように本文中に示す。

3） 次を参照。木崎喜代治『マルゼルブ』岩波書
店、1986年、117-131頁。

4） 夫人が 2度目の結婚をしたモンモランシ＝
リュクサンブール公爵（Charles- François-
Frédéric II  de Montmorency-Luxembour, 
maréchal-duc Luxembourg, 1702- 64）は、フラ
ンスの名門貴族モンモランシ家の出身で、パ
リの北モンモランシの領主だった。

5） この偽りの表記に惑わされて、今野一雄訳『エ
ミール』（岩波文庫、上巻、1962年）の巻頭
でも、平岡昇訳『エミール』（河出書房、
1966年）の解説（620頁）でも、パリ版タイ
トル・ページの写真を掲載して、ネオーム書
店による初版本と説明している。

6） Johann Heinrich Samuel Formey, Émile chrétien, 
consacré à l'utilité publique, Berlin : J. Néaulme, 
1764.

7 ） 同時代の記録には、著者の同定などに疑問が
残る記述も散見され、若干の著作については
書誌学的考証が今後の課題として残されてい
る。現在のところ、もっとも信頼できるフォ
ルメーの著作目録は以下に収録されている。 
《la bibliographie des écrits de Jean Henri Samuel 

Formey》, établie par Rolf Geissler, dans La 
correspondance de Jean Henri Samuel Formey 
（1711-1797） : inventaire alphabétique, établi 
sous la dir. de Jens Häseler, Paris : H. Champion , 
2003, pp.427-473.

8 ） Correspondance générale de J.-J. Rousseau, 20 
vol., Paris : Classiques Garnier, 1924-34.

9 ） T h é o p h i l e  A n d r é  D u f o u r ,  R e c h e r c h e s 
bibliographiques sur les œuvres imprimées de J.-J. 
Rousseau, Introd. de P.-P. Plan, Neuchâtel : 
Bibliothèque de la ville, / Paris : L. Giraud-Badin, 
2 vol., 1925.

10） Bernard Gagnebin,《L’édition originale de 
l’Émile》, Bulletin du bibliophile, 1953, pp.107-
130.

11） 注 2を参照。なお、本研究によって、すべて

の謎が解明されたわけではなさそうである。
ブリュッセル自由大学で教員養成課程を担当
したテルモル（Michel Termolle）名誉教授は、
『エミール』のさまざまな版本のコレクター
でもある。筆者が口頭で直接伺ったところで
は、マッキーカンの研究にも誤記が少なから
ずあり、とりあげられていない版本も存在す
るという。残念ながら、筆者の知る限り、テ
ルモルは本件にかかわる研究成果を公にして
いない。　

12） cf. Louis Réau, L'Europe française au siècle des 
Lumières, Paris : A.Michel, 1971.

13） cf.  Braun （Anatole）, 《Du nouveau sur la 
bibliographie de l’Émile : édition inconnue ou 
exemplaire d’épreuves ?》, Bulletin du bibliophile, 
1982, II, pp.179-184.
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〔付記〕本稿にまとめた『エミール』初版本認
定指標に照らしてみると、名古屋大学附属図書館
が所蔵する版本は、パリ版12折本初版とアムステ
ルダム版 8折本初版に相違ないと判断される。他
の版本を検討する際の基準となる、正規初版本 2
点をあわせて所蔵していることの意味は、きわめ
て大きい。特に、差し替え箇所については、平面
的な画像ファイルでは確認が困難であることも少
なくなく、現物を直接比較検討できることは、決
定的に重要である。また、現在準備中の名古屋大
学附属図書館西洋古典籍デジタルライブラリーが
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公開されると、すでに公開されている筑波大学附
属図書館「貴重書コレクション（電子化リスト）」
（h t t p : / / w w w . tu l ip s . t sukuba . ac . j p / l i b / j a /
collection/rare）に含まれるパリ版 8折本とあわ
せて『エミール』の正規初版本 3種類全てが画像
によって比較可能となり、今後の研究の進展に大
いに寄与するものと確信する。
本稿の執筆にあたり、貴重な資料の利用を許可
された、名古屋大学附属図書館（パリ版12折本初
版、アムステルダム版初版）、一橋大学社会科学
古典資料センター（アムステルダム版初版、リヨ
ン版初版、パリ版 8折本第 2版）、筑波大学附属
図書館（パリ版 8折本初版）、立教大学池袋図書
館（パリ版12折本初版）の関係者各位に謝意を表
明したい。




