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Abstract
The original edition of Jean-Jacques Rousseau’s Émile, published in duodecimo by
Duchesne and preserved in the Nagoya University Library, does not contain leaf P, which
should be placed at the end of the third volume, and leaf V, which should be placed at the end
of the fourth volume. These sheets were inserted at the last moment of printing. It was the
errata and the privillège. These sheets are missing in the copy annotated by Rousseau himself,
now preserved in the Geneva Library. In addition, some manual inscriptions found in the copy
held by Nagoya University suggest that this copy was offered to Alfred-Auguste CuvillierFleury（1802-87）by Louis Bonaparte, Earl of Saint-Leu（1778-1846）
, father of Napoleon
III, in 1820 in Florence, where Cuvillier-Fleury worked as a secretary for Earl of Saint-Leu.
Keywords
ルソー（Jean-Jacques Rousseau）, 『エミール』
（Émile）, 初版本（original editions）, キュ
ヴ ィ リ エ ＝ フ ル リ ー（Alfred-Auguste Cuvillier-Fleury）, ル イ・ ボ ナ パ ル ト（Louis
Bonaparte）
, ナポレオン3世（Napoleon III）, オルレアン王家（House of Orléans）
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名古屋大学が所蔵するルソー『エミール』のパ
リ版初版12折本1） には、次のような特徴がある。
全4巻で出されたパリ版第 3 巻のＰ12の紙葉と、
第4巻末尾にあるべきＶの折丁（ 2 葉）全てが欠
落している。これらの折丁は、この版本の制作過
程の最終段階で用意されたもので、第 3 巻のＰ12
はおそらく両面白紙、第 4 巻のＶ1とＶ2にはオラ
ンダ語で記された「特認（Privilegie）
」と正誤表
（Fautes à corriger dans les deux derniers volumes）が
印刷されていた。現在、ジュネーヴのジャン＝
ジャック・ルソー協会の所有で、ジュネーヴ図書
館に所蔵されている、ルソーの書き込み本でも、
当該の折丁が欠落している。出版契約にもとづい
てデュシェーヌから著者ルソーに献本されたも
の、版元が直接献本したもの、検閲に使われたも
のなど、一般に流通し、販売された版本ではない
可能性がある。
また、かつての持ち主にかかわって、興味深い
書き込みがあることも特記に値する。第 1 巻の遊
び紙（ﬂyleaf）の裏面（verso）に、
「サン＝ルー伯爵、
ルイ・ボナパルト、ナポレオン 3 世の父（le comte
de St Leu ou Louis Bonaparte père de Napoléon 3）」
と手書きで書かれており、続く図版（plate）の裏
面（recto）に、
「1820年10月17日、フィレンツェに
て、サン＝ルー伯爵より寄贈された（Donné par M.
le Comte de St. Leu, = 17 = 8bre [octobre]= 1820, à
Florence）」と書かれている。また、線で区切った
うえで、さらに次のような書き込みがある。「こ
の12折本は、ル・ハーグの 8 折本と、同じ発行年、
同じ書店名がつけられている。しかし、発行地が
ル・ハーグではなくアムステルダムとなってい
る。版は異なっているものの、ページと行の割り
付けがまったく同じで、同じ版画が付せられてい
る（Edité in 12, sous la même dâte, le même nom de
libraire, mais sortant à Amsterdam, au lieu de la Haye
et ayant les mêmes graveur, imprimé page pour page
et ligne pour ligne avec l in 8 de la Haye, quoique d
une impression différente）
」2）【図 1 】。
フランス第二帝政で皇帝ナポレオン3世
（Napoléon III, 在位：1852-70）となったシャルル・
ルイ＝ナポレオン・ボナパルト（Charles LouisNapoléon Bonaparte, 1808-73）の父親、ルイ・ボ
ナパルト（Louis Bonaparte, 1778-1846）は、兄で
第一帝政の皇帝であったナポレオン1世

（Napoléon Ier、在位:1804-14, 1815）より、帝国顕
官国民軍総司令官、ホラント（オランダ）王、サ
ン＝ルー伯爵（Comte de Saint-Leu）に任ぜられた。
この爵位は、パリの北、現在のヴァル＝ドワーズ
（Val-d'Oise）県、サン＝ルー＝ラ＝フォレ（SaintLeu-la-Forêt）の城を与えられたことに由来する。
皇帝ナポレオン1世は、ルソーの作品を愛読した
ことで知られ、1800年から数度、オワーズ県エル
ムノンヴィル（Ermenonville）のルソーの墓を訪
れている。相当量の書き込みがある『ジュリ、ま
たは新エロイーズ』をはじめとしたナポレオン 1
世の旧蔵書がまとまった形で、エルムノンヴィル
の 森 の ほ と り、 フ ラ ン ス 学 士 院（Institut de
France）が管理するシャーリス修道院（abbaye
royale de Chaalis） の ル ソ ー 展 示 室（Espace
Rousseau）に保存されている。これらナポレオン
1 世の旧蔵書の多くは、鷲の図柄の金箔装飾を施
した赤いモロッコ革で綴じられており、名古屋大
学所蔵の『エミール』パリ版の装丁とは異なって
いる【図 2 】。
また、各巻のタイトル・ページにC. Fleuryのサ
インがある【図 3 】。おそらくは、アルフレッド
＝オーギュスト・キュヴィリエ＝フルリー（AlfredAuguste Cuvillier-Fleury, 1802-87）の旧蔵書であっ
たことを意味すると考えられる3）。この人物は、
一兵士の息子としてパリに生まれ、名門ルイ大王
学院に在学中、1819年のコンクール・ジェネラル
（Concours général）の修辞学部門においてラテン
語で入賞している（Prix d honneur）。フランスのエ
リート主義の象徴とも目されるこのコンクール
は、リセ（当時はパリとヴェルサイユ）の教員か
ら抜きんでた学力があるとして推薦された生徒た
ちの間で競われるもので、入賞することは大変な
名誉となる4）。学業を終え、1820年、フィレンツェ
で元ホラント王ルイ・ボナパルトに従い、 1 年間
秘書をつとめた。1827年には、ブルボン王家の支
流オルレアン家で、オマール公爵アンリ・ドルレ
ア ン（Henri d Orléans, duc d'Aumale, 1822-97） の
家庭教師となり、のちに秘書として仕えた。アン
リは1830年の 7 月革命で国王に即位するルイ・
フィリップの息子である。以後、オルレアン王家
支持の立場を堅持し続けたようである。1834年よ
り、文芸批評に転じ、1866年にはアカデミー・フ
ランセーズ会員に選ばれている。その著作のなか
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には、こんにちでもオルレアン家研究において一
級の資料となっているものがある。文芸批評での
評価は、
同時代のサント・ブーヴ
（Charles-Augustin
Sainte-Beuve, 1804-69）にはるかに及ばないもの
の、デュマ（Alexandre Dumas, fils, 1824-95）が戯
曲『クロードの妻』
（La femme de Claude, 1873）を
キュヴィリエ＝フルリーに捧げたというエピソー
ドが残っている。
キュヴィリエ＝フルリーの著作数点、および自
筆の書簡 3 点が、フランス国立図書館のインター
ネット・サイトで参照可能である5）。書簡の筆跡
については、ものによってかなり文字の形やイン
クのにじみ具合などに幅があり、名古屋大学所蔵
本の書き込みと同じ手によるものであるのか否か
は、専門家による慎重な鑑定が必要である。また、
キュヴィリエ＝フルリー関係の書簡は、フランス
国立公文書館（Archive nationales）にも保管され
ている（Cote 298AP）。とくにオマール公爵アン
リ・ドルレアンとの間で交わされた書簡は公刊さ
れている。管見にふれた限りでは、 2 つの書簡で
『エミール』についての感想が記されている。 1
点目は、1856年 8 月23日付の公爵あての書簡で、
「『エミール』を、この現実ばなれした、雄弁で、
しばしば子どもじみた作品を、読み直したばかり
です」と酷評している6）。 2 点目は、1859年11月
28日付の公爵あての書簡で、「ジュネーヴ人の
ジャン＝ジャック・ルソーが思い描いた教育は、
この人がでっちあげたことのなかでも、いちばん
現実ばなれした、いちばん実行不可能なものです。
もっとも、『社会契約論』は、さらに実現不可能
です」と認めている7）。
これまでの調査では、この版本のかつての持ち
主を確定する決定的証拠にはたどりついておら
ず、状況証拠にもとづいた蓋然的な推測がなされ
たにすぎない。この版本が、ルイ・ボナパルトか
らキュヴィリエ＝フルリーの手にわたったのが事
実なのか、そうだとすれば、それはどのような経
緯によってなのか、さらなる検証が必要であろう。
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注
1 ）Rousseau, Jean Jacques, Émile, ou de l'éducation,
Amsterdam : Chez Jean Néaulme, 1762, 4 v.; ill.:
22 cm.（12mo）,（名古屋大学附属図書館所蔵、
請求記号：371||Ｒ||1-4, 資料ID：41611960-3）
.
2 ）実際には、12折本に存在する誤植が 8 折本で
は訂正されているなどの軽微な相違が存在す
る。詳しくは、坂倉裕治「ルソー『エミール』
の初版本認定指標」、『名古屋大学附属図書館
研究年報』第15号、 1 -11頁を参照。
3 ）キュヴィリエ＝フルリーに関する伝記情報に
ついては、次を参照。Edmond Biré, Portraits
littéraires, Lyon : E. Vitte et Perrussel, 1888,
pp.309-356.
4 ）このコンクールがどのように始まり、形を変
えながらこんにちに受け継がれているかにつ
いては、次を参照。山崎晶子「現代フランス
におけるコンクール・ジェネラルとエリート
主義」
『フランス教育学会紀要』第26号、2014
年。
5 ）http://data.bnf.fr/12201030/alfred-auguste_
cuvillier-ﬂeury/
6 ）Correspondance du duc d'Aumale et de CuvillierFleury, 4 vol., Paris : Plon, 1910-14, t.II, p.346.
7 ）ibid., t. III, p.25.
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遊び紙（flyleaf）
の裏面（verso）、及び図版
（plate）
の裏面（recto）の手稿

（名古屋大学附属図書館所蔵、請求記号：371¦¦R¦¦1, 資料ID: 41611960）

第1巻

図 1．Rousseau, Jean Jacques, Émile, ou de l'éducation, Amsterdam : Chez Jean Néaulme
（1762）,
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Chez Jean Néaulme
（1762）, 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,

Chez Jean Néaulme（1762）, 第 1 巻 背表紙

（名古屋大学附属図書館所蔵、請求記号：

資料ID: 41611960）

Émile, ou de l'éducation, Amsterdam:

Émile, ou de l'éducation, Amsterdam:

371¦¦R¦¦1, 資料ID：41611960）

図 3．Jean Jacques, Rousseau,

図 2．Jean Jacques, Rousseau,

