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日本ケベック学会の設立
小 畑 精 和
日本ケベック学会会長

2008 年 10 月 4 日に、「ケベックを中心として、フランコフォニーに関する
学術研究及び芸術文化交流の振興と推進」を目的として、日本ケベック学会
が設立された。ケベック州文化・コミュニケーション・女性の地位担当大臣
クリスティーヌ・サンピエール氏、ケベック州政府在日事務所代表スザン
ヌ・エティエ氏、在日カナダ公使ドナルド・ボビアッシュ氏、ハン・デキュ
ン韓国ケベック学会会長らを招いて、明治大学リバティーホールで開催され
た設立大会には 100名以上の参加者が集まり大盛況であった。
総会では、学会規約が承認され、役員が選出された。また、設立を記念し
て「ケベックのおもしろさ── 4 つの視点から」と題したシンポジウムが立
花英裕会員の司会により開かれた。竹中豊会員が「〈地域研究〉の視点か
ら」、矢頭典枝会員が「〈フランス語社会〉の視点から」、安田敬会員が「〈ダ
ンス芸術〉の視点から」、小畑が「〈文化論〉の視点から」、それぞれケベッ
クの魅力について語り、ケベック研究の重要性と可能性を論じた。
1967 年のモントリオール万博や 1976 年のオリンピックを通して日本でも
知られるようになったケベックが、研究者の関心を惹くことになった大きな
きっかけは、1980 年の州民投票だろう。そこでは、ケベックが主権を持って
他のカナダと新たな連邦を組む「主権連合構想」が問われ、「ケベックが独
立するのか」と衆目を集めた。日本でも、その背景についての説明が求めら
れ、1980 年代にケベックを研究してみようとする者が増え始めたと考えられ
る。1987 年に刊行された日本カナダ学会創立 10 周年記念論文集『カナダ研
究の諸問題 』にも「比較法学的見地から見たケベック民法 」（大島俊之）、
「19 世紀モントリオール産業企業家の軌跡：ヒュー・アレン卿の生涯」（豊原
治郎）、「カナダ現代劇作家とドラマトゥルギーの問題」（南良成）といった
論文が見られる。1989 年には『現代ケベック：北米のフランス系文化』（長
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部重康ほか、勁草書房）が出版されている。
ちなみに、1973 年には『フランス系カナダ問題の研究：少数民族問題とカ
ナダ連邦の試練』（伊藤勝美、成文堂）が、1978 年にはクセジュ文庫『フラ
ンス系カナダ』（ラウル・ブランシャール著；滑川明彦訳、白水社）が出版
されているが、どちらのタイトルにも「ケベック」が用いられていない点に
注目しておきたい。ケベック州自体で、「フランス系カナダ」に代わって
「ケベック」という呼称が好んで使われるようになったのは、1960 年代の
「静かな革命」期においてであった。日本ではおよそ 20 年遅れで新たなアイ
デンティティが認知されるようになったと言えよう。
1990 年代に入ると、文学・文化、歴史、政治・経済、教育など様々な分野
でケベックをフィールドとする研究者が活躍し始める。そうした活動は、主
に、日本カナダ学会、日本カナダ文学会、日本フランス語フランス文学会、
日本フランス語教育学会で発表・報告されてきたが、それらはそれぞれの学
会で個別になされるにとどまり、相互に関連することは少なかった。
1990 年代から 2000 年代にかけて、わが国でも徐々に研究者相互の交流も
始まりだし、また、ラララ・ヒューマンステップスなどのダンス、ロベー
ル・ルパージュの演劇、シルク・ドゥ・ソレイユといったケベックのパフォ
ーミング・アーツが新たな注目を集めるようになった。研究者間の連携をさ
らに深め、新たな研究領域も視野に入れていく必要性を感じるものも増えて
きた。こうした状況下、昨春、ケベック州政府在日事務所の支援を受けて、
竹中豊、立花英裕、小畑精和の三名が発起人となって、日本ケベック学会の
設立を呼びかけることとなった。ありがたいことにおよそ 70 名の賛同者をえ
て、7 月には 17 名の研究者からなる「設立準備委員会」が発足し、3 回の準
備会を開いて、設立大会に至ることができた。なお、2009 年 4 月 30 日現在会
員数は 61名である。
ケベック研究は若い分野で、研究者の層もまだまだ薄い。しかし、1960 年
代の「静かな革命」による急速な近代化、独自の経済、言語政策、アイデン
ティティ、社会保障制度、移民政策・文化政策、社会を反映する文学、近年
盛んなパフォーミング・アーツなどなど、ケベックは学問的好奇心をくすぐ
るテーマに満ちている。歴史が浅いだけに、未開拓の部分も多い。研究者間
の活発な交流により、学際的な研究の発展が望まれる。また、若手研究者の
活躍も期待される。さらに、AIEQ（Association internationale des études
québécoises）や韓国ケベック学会などの国外の学会とも連携していく必要が
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日本ケベック学会の設立

あろう。
最後に、本学会設立を支援していただいたケベック州政府、特に、在日事
務所代表のスザンヌ・エティエ氏と、文化・教育担当官の天野僖巳氏に厚く
御礼申し上げます。
また、フランス語版を見直してくれた琉球大学のソフィー・パルヴァドー
准教授に感謝申し上げます。
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Fondation de l’Association japonaise
des études québécoises
OBATA Yoshikazu
Président de l’AJEQ
L’Association japonaise des études québécoises (AJEQ) a été fondée dans le but
de « promouvoir et d’intensifier, au Japon, les recherches centrées sur le Québec, en
relation avec la francophonie ou encore de développer les échanges artistiques et
culturels entre le Québec et le Japon ». Son Congrès inaugural s’est tenu le 4 octobre
2008 au Liberty Hall de l’Université Meiji. Parmi la centaine de personnes présentes,
nous avons eu l’honneur de recevoir madame Christine St-Pierre, Ministre de la
Culture, des Communications et de la Condition féminine, madame Suzanne Éthier,
Déléguée générale du Québec au Japon, monsieur Donald Bobiash, Ministre de
l’Ambassade du Canada à Tokyo et monsieur Han Daekyun, Président de
l’Association coréenne d’études québécoises. Madame St-Pierre et monsieur Han ont
prononcé un discours de félicitations.
Le même jour, l’assemblée générale a permis d’adopter les statuts de
l’Association et d’élire les membres de son conseil d’administration. Enfin, le
professeur TACHIBANA Hidehiro (Université Waseda) a animé une table ronde
intitulée « Pourquoi le Québec nous attire-t-il tellement ? Quatre perspectives des
études québécoises ».
Le Professeur TAKENAKA Yutaka (Institut universitaire Caritas) a d’abord
exposé son point de vue sous l’angle des études régionales. La Professeure YAZU
Norie (Université des études internationales Kanda) a ensuite expliqué les atouts du
Québec en qualité de société francophone. Monsieur YASUDA Kei (Directeur de la
revue « Dance Café ») a montré la richesse de la danse contemporaine québécoise et
enfin le professeur OBATA Yoshikazu (Université Meiji) a témoigné de la vivacité
des études culturelles québécoises. Chacun de quatre participants a su partager sa
passion pour le Québec et nous convaincre à la fois de l’importance et de la forte
potentialité des études québécoises.
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Si l’Exposition internationale de 1967 puis les Jeux Olympiques de 1976 ont
fait connaître le Québec au grand public, c’est sans doute le référendum de 1980 qui
a éveillé l’intérêt des chercheurs japonais. Chacun s’est alors interrogé sur le « projet
de souveraineté-association » qui redessinerait la fédération canadienne et ses liens
avec un Québec souverain : « Le Québec allait-il devenir indépendant? ». Ainsi, au
Japon l’augmentation continue, tout au long des années 80, du nombre de chercheurs
s’intéressant au Québec. On citera la parution, en 1987, de trois essais portant sur le
Québec dans un recueil d’articles intitulé : « Questions des études canadiennes »
publié par l’Association Japonaise des Études Canadiennes pour commémorer le
dixième anniversaire de sa création. Il s’agit de : « Le Droit Civil du Québec d’un
point de vue comparatif » [OOSHIMA Toshiyuki], « la Vie de Hugh Allen :
entrepreneur à Montréal au 19e siècle » [TOYOHARA Haruo] et enfin « Problèmes
de la dramaturgie pour les auteurs de théâtre contemporain canadien » [MINAMI
Yoshinari]. Il nous faut aussi citer Le Québec actuel : Culture française dans
l’Amérique du Nord (OSABE Shigeyasu et al, Édition Keisoushobou), un ouvrage
qui a été publié en 1989.
Les premiers ouvrages japonais consacrés à la Belle Province remontent aux
années soixante-dix. Ainsi, c’est en 1973 qu’est parue : Une Étude des problèmes du
Canada français :question de nation minoritaire et épreuves du gouvernement
fédéral (ITO Katsumi, Édition Seibundou). S’y ajoute en 1978 Le Canada français
[Raoul BLANCHARD] (Collection « que sais-je? », traduit en japonais par
NAMEKAWA Akihiko, Édition Hakusuisha). Il est à noter que dans ces deux livres
parus en japonais l’expression « Canada français » veut dire le « Québec ». Alors que
dès l’époque de la « Révolution tranquille » des années 1960 les Québécois euxmêmes ont commencé à préférer « Québec » à « Canada français » pour désigner leur
propre société. Ce n’était que vingt ans plus tard que cette nouvelle identité a été
reconnue au Japon.
C’est à l’aube des années 1990, le domaine des études québécoises a commencé
à se diversifier pour couvrir notamment la littérature, la culture, l’histoire, la
politique, l’économie et l’éducation. Les travaux des chercheurs japonais se sont
alors fortement développés malgré un morcellement de leurs activités au sein de
quatre sociétés savantes n’ayant que peu de contacts entre elles : l’Association
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japonaise des études canadiennes, l’Association japonaise de la littérature
canadienne, la Société japonaise de langue et littérature françaises et la Société
japonaise de didactique du français.
Des années 1990 aux années 2000, les contacts entre chercheurs se sont
multipliés. Parallèlement, les arts scéniques québécois tels La La La Human Steps, le
théâtre de Robert Lepage ou encore le Cirque du Soleil ont soulevé un réel
enthousiasme dans notre archipel. Un nombre croissant de professeurs a éprouvé le
besoin de fonder une association japonaise d’études québécoises afin d’ouvrir des
horizons nouveaux et faciliter une collaboration mutuelle. C’est dans ce contexte
qu’au printemps 2008, TAKENAKA Yutaka, TACHIBANA Hidehiro et OBATA
Yoshikazu ont initié le projet d’un appel à la fondation d’une nouvelle association
japonaise avec le soutien du gouvernement du Québec. Fort de l’appui de soixantedix signatures, s’est mis en place en juillet 2008 un comité fondateur de 17
spécialistes qui se sont réunis trois fois avant le congrès inaugural de l’AJEQ du 4
octobre 2008. Actuellement (le 30 avril 2009), l’AJEQ compte 61 membres.
La jeunesse des études québécoises explique le nombre encore modeste de
spécialistes alors que s’offre à nous une multitude de sujets d’étude plus passionnants
les uns que les autres. On citera : la modernisation rapide des années 60, un système
économique spécifique, le statut de la langue française, la question de l’identité,
l’assurance sociale, la politique culturelle, etc. Le Québec est très riche en thèmes
académiques qui stimulent notre curiosité. Beaucoup de domaines restent à explorer :
c’est pourquoi nous invitons les jeunes chercheurs à nous rejoindre à l’AJEQ.
Nous espérons aussi que les études interdisciplinaires se développeront grâce à
notre association et que les relations entre les chercheurs seront intensifiées,
notamment avec les institutions étrangères tels l’AIEQ (Association internationale
des études québécoises) et l’ACEQ (Association coréenne d’études québécoises).
En guise de conclusion, je souhaiterais exprimer à nouveau toute notre gratitude
au gouvernement du Québec, à Madame la Déléguée générale Suzanne Éthier ainsi
qu’à Madame AMANO Kimi, Conseillère culturelle et académique pour leur soutien
vif et chaleureux à la fondation de notre association.
Je remercie aussi Dr. Sophie Palvadeau (Université des Ryukyus) d’avoir révisé
la version française de ce texte.
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Félicitations du gouvernement du Québec
Suzanne Éthier
Déléguée Générale du Québec

Le gouvernement du Québec favorise depuis 37 ans les échanges avec le Japon,
sa nouvelle politique de relations internationales en fait une priorité de son action en
Asie. Nos échanges au fil des années malgré les kilomètres de distance nous ont
permis de se rapprocher, s’apprécier et s’associer dans de multiples champs de
compétences.
La société québécoise et sa spécificité culturelle en Amérique du Nord suscitent
chez plusieurs peuples curiosité, intérêt et admiration. La pérénité de la langue
française, notre identité collective, le pluralisme culturel font l’objet d’études et de
recherches au sein de la francophonie et à travers le monde. Notre littérature a
souvent été le premier champs d’étude des intellectuels intéressés au Québec, ce fut
entre autre le cas au Japon.
Les efforts ininterrompus des professeurs des universités japonaises qui ont
consacrés leurs travaux à la littérature québécoise et se sont employés à la faire
connaître et la faire aimer permettent aujourd’hui de célébrer la parution d’une revue
spécialisée sur le Québec et la francophonie.
Nous soutenons avec enthousiasme la création de La revue japonaise des études
québécoises et je me réjouis de constater le dynamisme des professeurs japonais qui
lui ont donné le jour, désirant ainsi, se doter d’un outil de développement des études
scientifiques et un outil de diffusion des expériences culturelles québécoises inédites.
Félicitations à tous et longue vie à La revue japonaises des études québécoises.
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ケベック学会誌創刊に寄せて
スザンヌ・エティエ
ケベック州政府在日事務所代表

ケベック州政府は、日本との交流を既に 37 年間にわたり大切にしてまいり
ました。その国際政策においても、アジアは、優先地域として活動を進めて
おります。私達を隔てる地理的な距離にも関わらず、長い歳月をかけて育ん
できた交流は互いの絆を深め、認め合い、協力しあう関係として、さまざま
な分野において実を結んでいます。
ケベック社会とその北米における文化的な特徴に、多くの人々が

興味、

関心、称賛を抱いています。フランス語圏諸国をはじめ世界において、ケベ
ックにおけるフランス語の維持、集団としてのアイデンティティ、文化的多
様性は、学問や研究の対象とされています。ケベックの文学は、ケベックに
関心を寄せる学識者が、まず注目する分野であることが多く、日本もまた例
外ではないでしょう。
ケベックの文学を研究され、より多くの人々に広めてくださった日本の大
学の教授陣による絶え間ない努力により、ケベックとフランコフォニーを取
り上げた専門誌の発行を、今日こうして祝うことができます。
ケベック州政府は、日本ケベック学会誌の創刊を大きな喜びと共に支援し
ます。また、研究発展のため、ケベック文化の経験を伝播するための有意義
なツールの誕生にご尽力いただいた諸先生方の情熱を拝見し、大変光栄なこ
とと私自身、受け止めております。
日本ケベック学会誌創刊を心からお喜び申し上げるとともに、今後のご隆
盛をお祈りしております。
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Félicitations de l’Assosiation coréenne
d’études québécoises
HAN Daekyun
Président de l’Association coréenne d’études québécoises

Je voudrais encore une fois adresser mes félicitations sincères et chaleureuses
pour la création de l’Association japonaise des études québécoises (AJEQ). C’était
pour moi un très grand plaisir de faire un petit discours de félicitations lors de la
cérémonie d’inauguration de l’AJEQ le 4 octobre de l’année dernière. Je suis
d’ailleurs très heureux de voir paraître la première publication de la Revue japonaise
des études québécoises, et je profite de cette occasion pour vous exprimer mes
félicitations les plus vives, ainsi que les mots d’admiration et d’encouragement de la
part de tous les membres de l’Association coréenne d’études québécoises(ACEQ). Je
crois que l’AJEQ assumera un grand rôle en propageant la culture et la littérature
québécoises non seulement au Japon, mais aussi dans le monde entier.
L’ACEQ a été fondée en 2006, c’est-à-dire deux ans plus tôt qu’au Japon,
pourtant je suis persuadé que les études québécoises au Japon ont une histoire
beaucoup plus longue qu’en Corée. Les premières recherches coréennes sur la
littérature québécoise ont été publiées entre la fin des années de 1980 et le début des
années 1990. Depuis lors, nous avons vu paraître bien des articles et des traductions
sur le Québec, mais il n’en reste pas moins vrai qu’il demeure un nombre encore fort
limité de chercheurs, des connaissances académiques insuffisantes sur la littérature et
la culture québécoises. Il faut donc diversifier l’étude des auteurs québécois ainsi que
les thèmes abordés. Et pour réaliser cela je crois que la coopération entre l’AJEQ et
l’ACEQ est absolument nécessaire. Par exemple, nous pourrions participer
réciproquement aux colloques organisés par l’association homologue et expédier des
articles à la revue de l’homologue. Ainsi les thèmes des communications des
colloques et les sujets des articles des revues pourront être plus riches et plus variés,
ce qui nous permettra à approfondir nos connaissances académiques et nos
compréhensions culturelles sur le Québec.
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Je suis sûr que l’AJEQ aura bientôt un grand succès et qu’elle deviendra un
exemple pour d’autres pays dans le monde qui veulent développer les études
québécoises.
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韓国ケベック学会祝辞
ハン・デキュン
韓国ケベック学会会長

日本ケベック学会の設立にたいして、あらためてお慶びを申し上げます。
昨年 10 月 4 日、日本ケベック学会設立大会の際にも祝辞を述べさせていただ
きましたが、このたび、『ケベック研究』の創刊号が発行されることとなり、
まことに喜ばしく思います。この機会にわたし自身のこの上ない祝意を、そ
して韓国ケベック学会の会員一同の賞賛と激励を表明させていただきます。
日本ケベック学会は、日本ばかりか世界において、ケベックの文化と文学を
普及させることによって、大きな役割を担うようになるでしょう。
韓国ケベック学会は 2006 年に設立されました。日本より 2 年早かったこと
になりますが、日本のケベック研究の歴史は韓国よりはるかに長いと承知し
ています。ケベック文学に関する韓国の最初の研究が出版されたのは 1980 年
代末から 90 年代はじめにかけてです。以来、ケベックに関する多くの論文や
翻訳が出版されましたが、研究者の数はまだ限られており、ケベックの文学
や文化についての学術的な知識も充分とはいえません。したがって、ケベッ
クの作家研究や取り上げられるテーマをさらに多様化させなくてはなりませ
ん。それを実現させるためには、日本ケベック学会と韓国ケベック学会の協
力はぜひとも必要であると考えます。たとえば、互いの学会で企画されるシ
ンポジウムに参加したり、学会誌に論文を寄稿しあうことができるでしょう。
そうすることで、シンポジウムでの発表のテーマや学会誌の論文の主題はよ
り豊富で多様になり、ケベックに関する学術的な知識や文化理解を深めるこ
とができるでしょう。
日本ケベック学会が近い将来大きな成功を収め、ケベック研究を促進させ
ようとする諸外国の範となるであろうと、確信しております。
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Félicitations de l’Association internationale
des études québécoises
Yannick RESCH
Présidente de l’AIEQ
Premier réseau international de recherche et d’enseignement sur le Québec,
l’Association internationale des études québécoises s’est donné pour objectif, dès
1997, de répertorier à travers le monde, étudiants, enseignants, universitaires et
chercheurs qui ont fait du Québec leur objet d’études, d’enseignement ou de
recherche. Douze ans après sa création, le travail d’investigation, de persévérance et
de collaboration de l’Association a porté ses fruits. Le nombre de québécistes qui
peuvent bénéficier des informations et des actions qu’elle met à leur disposition, ne
cesse d’augmenter.
L’extension du réseau international de l’AIEQ, de la France aux pays
européens, des États-Unis à l’Amérique du Sud et à l’Asie, démontre l’importance de
sa mission qui est de favoriser une meilleure connaissance et compréhension du
Québec et de sa spécificité.
À titre de présidente de l’AIEQ, je suis heureuse de constater que les
québécistes japonais ont jugé bon de se doter d’une association qui non seulement
poursuit des objectifs similaires, mais est également appelée à encourager une plus
grande structuration des études québécoises au Japon. Sans compter que la création
de la Revue japonaise des études québécoises facilitera la diffusion de recherches
portant sur le Québec, à travers un nouveau regard, en l’occurrence celui des
québécistes japonais, sur le Québec.
Je tiens à féliciter tout particulièrement l’Association japonaise des études
québécoises pour son dynamisme et souhaite un franc succès à la Revue japonaise
des études québécoises. Il va sans dire que je tiens aussi à faire savoir aux
responsables de cette revue aussi bien qu’aux dirigeants et membres de l’Association
japonaise des études québécoises, qu’ils pourront compter sur la collaboration et le
soutien de l’AIEQ pour leur faciliter la réalisation de leurs futurs projets et
initiatives.
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国際ケベック学会祝辞
ヤニック・レッシュ
国際ケベック学会 * 会長

国際ケベック学会は、ケベックに関する研究・教育の最初の国際的なネッ
トワークとして、1997 年以来、ケベックを学問・研究・教育の対象とする世
界中の学生、教員、研究者たちのリストアップを目指してきました。創設か
ら 12 年、当学会の粘り強い調査と協力体制は着実に成果をあげています。学
会が提供する情報や活動の恩恵に浴すことができるケベック研究者の数は増
え続けています。
国際ケベック学会（AIEQ）の国際的なネットワークは、フランスからヨ
ーロッパ諸国、アメリカ合衆国から南米やアジアにまで広がっており、この
ことは、ケベックとその独自性をよりよく知り、理解してもらうというその
使命がいかに重要なものであるかを示しています。
AIEQ 会長として私は、日本のケベック研究者たちが学会設立を決断した
ことをたいへん喜ばしく思います。この学会は、上記のような目的を遂行す
るだけでなく、日本におけるケベック研究のより大がかりな組織化を推進す
ることになるでしょう。さらに、学会誌『ケベック研究』は、日本のケベッ
ク研究者たちによる新しいまなざしを通して、ケベックに関するさまざまな
研究の普及を手助けしてくれるでしょう。
私はとくに日本ケベック学会の活力に祝意を表し、『ケベック研究』が大
きな成功をおさめるようお祈りいたします。言うまでもなく、この学会誌の
責任者や日本ケベック学会の役員および会員が、今後の企画や活動の実現を
容易にするために AIEQ の協力や支援を期待できることも、あわせてお知ら
せしたいと思います。
─────────
*32, rue Notre-Dame, Québec (Québec) Canada G1K 8A5
Tél. : 418-528-7560 Téléc. : 418-528-7558 accueil@aieq.qc.ca www.aieq.qc.ca

15

【設立記念シンポジウム】
──────────────────────────────────

ケベックのおもしろさ─４つの視点から─
Pourquoi le Québec nous attire-t-il tellement ?
Quatre perspectives des études québécoises
──────────────────────────────────

〈地域研究〉の視点から
-Perspective des études régionales
竹 中

豊

TAKENAKA Yutaka
私は主に 3 つに絞って報告させていただきたく思います。第 1 は普遍的な
意味での「地域研究」の意義について。これには日本における地域研究の状
況一般をも含みます。第 2 はカナダ本国および日本における「カナダ研究」
の誕生とその推移について。そして第 3 はそのなかから発展していった「ケ
ベック研究」のユニークさ・魅力などについて、それぞれ触れてみたいと思
います。
１
まず第 1 に、「地域研究」とは、ここでは「地球社会を構成するさまざまな
地域に焦点をあて、かつ地球社会の多様な在り方を理解しようとする学問領
域」1 ととらえておきたいと思います。言い換えれば、それはある特定地域
における人間界の動態について、その固有性や特殊性を総合的に把握するこ
とでもあります。
こうした地域研究は、世界的規模で見るととくに 20 世紀後半になってから
盛んになってきたように思われます。グローバルな観点からみて、たとえば
西欧での地域研究は植民支配の負の遺産を継承していた面も否定できないで
しょう。アメリカ合衆国での地域研究は、対外政策と直結したいわばプラグ
マテイックな側面を強く持っていた、と言えるでしょう。その一方、日本の
場合は、西欧型でもアメリカ型でもありません。こうした要因から基本的に
は解放されており、おそらく問題意識の動機付けは、利害関係ではなく、諸
地域の文化や社会や歴史などへの知的好奇心に起因する、といった傾向が強
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いと思われます。ところで、2008 年 8 月に日本学術会議が、きわめて興味深
い報告書を発表いたしました。題して、『グローバル化時代における地域研
究の強化へ向けて』です 2。同報告書は地域研究の重要性をあらためて強調
しつつ、その在り方、現状の問題点、さらには今後の課題にむけて、具体的
かつ説得力ある考察を提示しています。その内容の詳しい紹介は置くとして、
ここでは日本の地域研究が、国際的に見て非常に高い水準にある、との指摘
にひとまず留意したいと思います。たしかに、まだまだ問題点は山積してい
るにしても、これはわれわれにとって明るいひとつの希望を示唆するもので
す。また、日本の地域研究は、世界全体をほぼ網羅しえている、とも分析し
ています。現に、同報告において対象とされた地域研究学会だけでも、その
数は 59 ありました。それにはカナダ を含め、アメリカ、北ヨーロッパ、ア
フリカ、イスパニア、オセアニア、スラブ東欧、ラテンアメリカ、中東、ア
ジア政経、現代韓国朝鮮など、地域名のついた学会は実に多様であり、文字
通り世界中をカバーしています。
数で言うと日本における地域研究学会は、1945 年まではわずか 3 つでした。
しかも地理学および人類学の分野を含めてです 3。それが、1945 〜 50 年代に
8、60 年代には 6 つ、70 年代には 5 つ、80 年代には 9 つ、90 年代には 3 つ、そ
して 2000 年代には 5 つ、という風に地域学会は毎年着実に増えつつあります。
この日本ケベック学会の誕生も、文脈としてはこうした流れに沿った動きと
言えます。
ともあれ、地域研究の面白さとはその多面性にあるでしょう。それは、特
定地域における歴史・政治・経済・社会はもちろん、文学・芸術・食文化・
ライフスタイルまでを含みます。社会・人文の各ディシプリンから成る総合
科学なのであり、それゆえにこそ、その醍醐味は学際性に支えられた知的ダ
イナミズムにあります。
２
第 2 は、ケベック研究の前段階として「カナダ研究」の登場とその発展に
ついてです。よく考えてみれば奇妙なことではないのですが、もともとカナ
ダにおいて「カナダ研究」など、存在しなかったのです 4。歴史的にはイギ
リス臣民、あるいはフランス系としての意識はあったでしょうが、しかし
「カナダ人意識」は、本来、存在しなかった、あるいはきわめて稀薄でしか
なかった。自国への関心度は、教育から研究レベルまで、一般に非常に低か
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ったわけです。独自の意識が芽生えはじめるのは、大雑把に言って第 1 次大
戦後からでしょう。たとえば 1920 〜 1930 年代にかけて活躍したフランス系
を含めた風景画家集団の「グループ・オブ・セブン」は、強烈なカナダ的独
自性をキャンバス上に表現したのでした 5。そして、カナダの文化的ユニー
クさを謳いあげたのが、1951 年に発表された連邦政府の『芸術、文学、科学
の国家的発展に関する政府調査委員会報告』
（通称『マッセイ報告』
）でした 6。
その意味では、「カナダ人意識」が惹起されはじめたのは、やっと 20 世紀半
ばだったわけです。さらにそれを決定づけたのが、カナダ研究の意義と振興
を主張した 1975 年の報告書『自らを知る

カナダ研究に関する政府調査委員

会報告』（通称『サイモンズ報告』）でした 7。詳細は省きますが、これがい
わばカナダ研究誕生および促進の知的宣言でもありました。1970 年代までに
は、すでに合衆国や英国で「カナダ研究センター」も誕生していたのです。
ところで、日本の場合はどうでしょうか。実は、私は日本カナダ学会の創
立者の 1 人です。カナダに関心のある者 14 名が集い、カナダ研究組織結成の
ための協議をしたのが始まりです 8。1977 年 5 月のことでした。今思えば、そ
れは、前述した『サイモンズ報告』の影響を受けた「カナダ研究」推進の流
れの延長線上にあったわけです。
日本カナダ学会設立の動機付けは、いくつかありました。1 つは、第 2 次
大戦後、日本は堰を切ったようにアメリカ研究に邁進します。しかし北米に
位置しながら、アメリカ合衆国とは異なる属性をもつ国についての関心や理
解は欠落していました。北米研究におけるいわば知的空白地帯、それがカナ
ダだったと思います。それに気づき、一部のアメリカ研究者がカナダ研究へ
と関心を向けていったのは、決して不自然ではありませんでした。その影響
の 1 つがアメリカ合衆国の政治社会学者セイモア・ M ・リプセット
（Seymour Martin Lipset）のカナダとアメリカとの比較研究にありました 9。も
っとも、彼のカナダ研究にはフランス系ケベックの視点が欠落、という決定
的弱点があったのも事実です。
今 1 つは、日本での地域研究の関心は、当初、大国志向であり、それに対
するいわばアンチテーゼでもあったように思います。国際社会において、大
国でも小国でもない「中間国」（middle-power）のもつ意外な重要性・意外な
面白さ、それがカナダにはある、との認識です。その意味で、当初は国際関
係学研究者の視点がカナダ研究に強く反映されていたように思います。とも
あれ、紆余曲折を経ながらも、日本カナダ学会は 2009 年で創設 30 周年を迎
18

設立記念ンポジウム

え、今や会員400名近くを擁し、世界有数のカナダ学会に成長しました。
３
さて、第 3 に肝心の「ケベック研究」についてです。すでにお気づきのよ
うに、ケベック学会は、真空状態から突然誕生したわけではありません。広
義の地域研究を受け入れる基盤がすでに育っていたこと、ケベック研究を含
めた日本カナダ学会の過去約 30 年にわたる研究の蓄積と実績があったこと、
こうした背景ゆえに誕生できたわけです。
では、ケベック研究の特殊性・面白さはどこにあるのでしょうか。そこの
人口はわずか 774 万人（2008 年）で、神奈川県の 897 万人（2009 年）にも及
びません。メキシコを除く北米大陸のなかでのフランス語系の人口比率は、
ほんの約 3% です。人口規模で見る限り、ケベックは北米大陸のなかの「小
さな孤島」なのです。にもかかわらず、ケベックが私たちを惹きつけるのは
何故でしょうか。その 1 つは、英語圏に囲まれた北米大陸のなかで、歴史
的・文化的・政治的・社会的など、あらゆる面でその独自性を培ってきた姿
にあるでしょう。これには食文化からパフォーミング・アーツまでを含みま
す。その内面的豊かさゆえに、ケベックは想像力溢れる「大きな島」である
ように思います。
2 つ目は、圧倒的に優位な英語圏に囲まれた北米大陸のなかで、そこがフ
ランス語を主体としたユニークな文化圏を形成している地域、という点です。
と同時に、日本に限らず、ヨーロッパのフランス語圏諸国を除き、世界のカ
ナダ研究の使用言語は主として英語を通して、あるいは英語系カナダに比重
が置かれている、という傾向が強いと思います。英語系によるプリズムだけ
を通して見るカナダのイメージには、どうしても認識上のズレが生じます。
ケベック研究の方法論に加え、それのもつ問題点についてはすでにダニエ
ル・シャルティエ（Daniel Chartier）が具体的に指摘しています 10。もちろん
ケベックだけを美化する独善的視点は避けねばなりませんが、ここで重要な
のはバランス感覚です。ケベック人でもカナダ人でもないわれわれこそが、
見方によっては、ケベック研究あるいはカナダ研究を冷静に捉えうる立場に
あるわけです。30 年前、日本カナダ学会を創設したとき、ケベック研究はほ
とんど周辺的な存在でしかありませんでした 11。ケベック学会の誕生などは
夢物語でした。しかし今日、ケベックに軸足を置く複眼的な研究視点が育ち
つつあるを見るのは、まさに隔世の感があります。
19

そして 3 つ目の魅力は、1960 年の「静かな革命」以降、近代化への道を走
りながら、自己の新たなアイデンティティを模索し、かつ、独自性を維持し
ながらも決して孤立しない生き方、そういった姿にあるでしょう。現代を含
め、その巨大な社会変動は、われわれの知的関心を惹きつけるのに十分であ
ります。とはいえ、ケベックが歴史的にみて、いくつかの心理的トラウマを
背負ってきた点も見逃せません。それは敗北者のメンタリティかもしれませ
ん。18 世紀半ば過ぎに植民地抗争でイギリスに敗北し、19 世紀前半の反乱に
失敗し、そして 20 世紀後半には「主権」構想をめぐる２度にわたるレフェレ
ンダムでも敗れました。いわば敗北者という抑鬱のメンタリティが、ケベッ
クではどこかに潜在しているように感じます。それは半面、ジェラール・ブ
シャール（Gérard Bouchard）の表現を借りれば、フランス本国とケベックと
に挟まれた「隙間文化」（la culture des interstices）、という曖昧なアイデンテ
ィティの存在にも連なるでしょう 12。要するに、ケベックの過去は決して華
やかな勝利者の歴史ではないのです。だからこそ、ケベックが面白いと思い
ます。ケベックが完全に独立してしまったら、多分、ケベック研究の興味は
半減するかもしれません。政治的な勝利は、ひょっとしてケベックには似合
わない……そんな気さえします。
（たけなか

ゆたか

カリタス女子短期大学教授）

＊本稿は 2008 年 10 月 4 日のシンポジウムの報告内容を修正加筆したものである。
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〈フランス語社会〉の視点から
-Perspective sociolinguistique de « la langue française »
矢 頭 典 枝
YAZU Norie
ケベック州は北米で唯一、英語以外の言語を共通語とする独特な州です。
ケベック州に行けば、フランス語が社会の共通語であることがすぐわかりま
す。道行く人の会話に耳を澄ませばほとんどの場合フランス語ですし、目に
入る看板や標識はフランス語で書かれています。フランス語を母語とする人
たちが大多数を占めるのだから、当たり前だと思うかもしれません。しかし、
30 数年前まではそうではなかったのです。モントリオールでは、主要な商業
用看板や標識はほとんど英語でした。デパートや格式のあるレストランでは、
接客が英語で行われていました。また、ケベック州にやってきた移民のほと
んどがフランス語を学ぼうとはせず、英語を習得していたのです。
「フランス語憲章（la charte de la langue française）」と呼ばれる言語法がこ
の言語状況を一変させました。1977 年に制定されたこの言語法は、ケベック
社会においてフランス語の地位を高め、フランス語を母語とする人たちがフ
ランス語に自信を持つことに貢献してきました。
ケベック州では、「アングロフォン（anglophone）」と「フランコフォン
（francophone）」という語をごく普通に耳にします。緩く定義するなら、「ア
ングロフォン」とは、「普段、家庭や社会で最も英語を使う人々」のことで
あり、「フランコフォン」は「普段、家庭や社会で最もフランス語を使う
人々」のことです。さらに、英語もフランス語も普段使わない移民のことを
「アロフォン（allophone）」ということもあります。こうして日常使用言語別
にケベック州民を分類する語が幅広く使われているのは、ケベック州におい
て言語問題がいかに重大な問題として認識されているか、ということを示し
22
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ています。ケベック州では、多数派は圧倒的にフランコフォンで、80 ％以上
を占めています。
フランス語憲章は、1977 年 8 月、ルネ・レベックを党首とした当時のケベ
ック党（le Parti Québécois）によって制定されました。214 もの項目から成り、
ケベック社会におけるフランス語の優位性を明確に規定する、世界でも類い
稀な拘束力をもつ言語法として、現在でも世界的に注目されています。立
法・司法・行政などの公的部門だけでなく、教育現場での使用言語、民間企
業や各種専門職の仕事言語、商業用看板・広告・公共交通標識のサイン表示
言語など、ケベック社会の隅々にまで及ぶものでした。また、フランス語憲
章を管轄する省と大臣職も新設され、その施行を監督する「フランス語局」
などの言語機関も設けられ、ケベック州政府が一丸となってその適用をケベ
ック社会全般に徹底させてきました。
フランス語憲章が制定された目的は 2 つあります。1 つは、冒頭で触れま
したように、ケベック州でフランス語が英語よりも社会的・経済的に低い地
位にあった状況を変えるためです。もう 1 つは、ケベック州のフランス語の
質を改良し、フランコフォンたちに自分たちの言語に対する誇りを持たせる
ことです。
フランス語の地位の向上に関しては、制定当時のフランス語憲章は、現在
より法的拘束力が強く、適用範囲が広かったため、ケベック社会にもたらし
た変化と波紋は極めて大きなものでした。特に、教育言語、商業用サイン表
示言語、仕事言語という 3 つの分野については、制定後の数年間は連日マス
コミで騒がれ、数々の訴訟やデモ行進にまで発展することもありました。
「教育言語」に関しては、フランス語憲章は、（公立学校の）義務教育に
おいては、教育はフランス語で行われることを規定しています。移民の子供
たちは、フランス語系の学校に通学することが義務付けられました。英語系
の学校に通うことを許可されたのは、親の少なくともどちらかがケベック州
内において英語による義務教育を受けた子供たちに限られました。したがっ
て、親が例えばモントリオールで英語による義務教育を受けたのであれば、
その子供は英語系学校への通学を許可されたのですが、ケベック州外の例え
ばトロントなどで英語による義務教育を受けたのであれば、その子供はフラ
ンス語系の学校に通うこととなったのです。この規定に従い、アングロフォ
ンでも、フランス語系の学校に転校させられた子供たちも出ました。
サイン表示は否が応でも目に入るだけに、最も過敏に騒がれた問題だとい
23

えます。制定当時のフランス語憲章は、公共掲示や交通標識、商業用看板・
広告などはフランス語のみで表示されねばならない、と規定していました。
そのため、英語のみで書かれていた看板や広告はフランス語に塗り替えられ
ました。例えば、交通標識の
Mountain Street
la Baie

は

に、 Eaton’s

STOP

rue de la Montagne
は

Eaton

は

ARRET

に、通りの名称

に、大手百貨店の

the Bay

は

に、という風に変わりました。アングロ

フォンの商店経営者のなかには、フランス語憲章を無視した人たちもいまし
たが、彼らが掲げ続けた英語のみによる看板は「違反サイン」としてフラン
ス語局の検査員に摘発され、フランス語表示に変えるか、罰金を払うかの選
択を迫られました。それでも英語のみの看板を掲げ続けたアングロフォン経
営者たちが「表現の自由」を求めて訴訟にまで持ち込むケースが相次ぎ、言
語論争が過熱していきました。
フランス語憲章が最もフランス語化に重点を置いたのは、「仕事言語」で
した。教育の場においてフランス語を習得しても、社会に出て仕事で使用す
る言語が英語であれば、フランス語を習得することの重要性が認識されない
からです。その意味で、「仕事言語」はフランス語憲章の要ということがで
きます。社員数が 50 名以上の中規模以上の民間企業は、フランス語を業務の
言語としない場合、社員のフランス語教育や社内文書のフランス語への翻訳
作業などを内容とするフランス語化プログラムをフランス語局の指導のもと
で実施することが義務付けられました。一定の期間を経て、フランス語化が
定着したことがフランス語局に認定されれば、その企業は「フランス語化証
明書」を付与されます。その取得は義務付けられます。こうした徹底した施
策のために、民間企業ではフランス語が業務の言語として確立し、管理職全
体に占めるフランコフォンの比率が徐々に上昇する状況が観察されました。
こうして、全体としてフランコフォンの社会的、経済的に劣勢な状況が解消
していったのです。
他方で、フランス語憲章がアングロフォンたちに大きな衝撃を与えたこと
も無視できません。フランス語憲章を敬遠して、同憲章が制定された直後か
ら約 5 年の間に 30 万人ものアングロフォンがケベック州を去ったといわれて
います。20 世紀半ばまでカナダ一の商業であったモントリオールには、カナ
ダ経済の主翼を担う企業が多く存在し、それらの多くはアングロフォンによ
って経営されていました。フランス語憲章制定直後、大手保険会社のサンラ
イフ社を筆頭に 70 社以上がモントリオールからトロントなどの英語圏に本社
24
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を移し、その後のケベック経済の停滞を加速させることになりました。
制定当時のフランス語憲章は、そのいくつかの条項の規定が厳しかったた
めに、ケベック州内外から非難されました。また、多くの訴訟でケベック州
政府が敗訴したことも受け、フランス語憲章は幾度も改定を余儀なくされま
した。1993 年に 86 号法というフランス語憲章の改定法が当時の州政権にあ
ったケベック自由党によって制定され、問題となっていた多くの規定を緩和
しました。
86 号法によって、教育言語に関しては、ケベック州以外のカナダの州で英
語による義務教育を受けたカナダ人の子供たちも、英語系学校に通学するこ
とができるようになりました。また、ケベック州に短期滞在する外国人居留
者に対する例外措置も設けられました。しかし、新しくケベック州にやって
きた移民の子供たちは、母語が何であっても、公立学校に行く場合は、フラ
ンス語系の学校に通学しなければならない点は譲っていません。ケベック州
はフランス語社会であることを移民に明確に知らしめているのです。
サイン表示に関しては、86 号法の改正により、現在では、商業用看板など
はフランス語表示とともに英語（あるいは他の言語）の表示が認められるよ
うになりました。但し、2 言語表示の場合は、フランス語の文字の方が大き
く表示されることが規定されています。2 言語表示が容認されるようになっ
ても、今日、モントリオールの街中を歩くと、観光スポットを除けば、ほと
んどの看板がフランス語のみで表示されています。
他方で、民間企業のフランス語化については、86 号法制定以後も緩和措置
がとられていません。フランス語を仕事言語として確立することが、教育の
場を含め、ケベック社会全体のフランス語化を牽引する要因となるからです。
改定法である 86 号法の制定により、現行のフランス語憲章の規定がほぼ確
定しています。その後、細かい規定の改正はありましたが、1994 年に政権に
返り咲いたケベック党政権、2003 年から政権にあるジャン・シャレのケベッ
ク自由党政権のもとでも、86 号法による改定以降のフランス語憲章を尊重し
て、施行しています。フランス語憲章制定から 30 年を迎えた 2007 年の世論
調査では、ケベック州民の 80 ％以上が現行のフランス語憲章を支持すると答
えています。
ケベック州の言語政策について、大学などで講義すると、次のような質問
やコメントをいただくことがよくあります。なぜ、ケベック州のフランコフ
ォンたちはこれほどまでにフランス語にこだわるのか。ケベック州のフラン
25

ス語化政策はやりすぎではないのか。アングロフォンたちが可哀そうだ、と。
確かに、アングロフォンが置かれた状況を間近でみると、多くの場合、英語
の使用が実際に仕事で制限されるわけですから、同情できます。私の知人の
アングロフォンにも、フランス語憲章の影響でケベック州を去ったり、フラ
ンス語が出来ないことをフランス語局に報告されてフランス語教育を受ける
ことになったり、社内で異動をさせられたりした人たちがいます。
しかし、社会的・経済的に強い言語と弱い言語が 1 つの社会で共存する場
合、話者の数に関係なく、強い言語が漸進的に支配的になり、弱い言語が将
来的には消滅することを、世界の様々な言語の事例が示しています。たった
600 万人のケベック州のフランコフォンたちは、米国も含めると北米で 3 億
人以上のアングロフォンに囲まれています。圧倒的な「英語の海」に囲まれ
ているケベック州のフランコフォンたちは、マイノリティである自分たちの
言語がまさに危機言語であり、それが存続できるかどうかは自分たち自身に
かかっている、と強く認識しています。実はフランス語憲章の前にも、2 つ
言語法が施行されたことがあります。1969 年の「フランス語推進法」とケベ
ック州の公用語をフランス語のみとした 1974年の「公用語法」です。しかし、
これらの言語法は法的拘束力が弱く、効果があまりなかったのです。フラン
ス語憲章の制定は、前の失敗を考慮したうえでの政治的な決定だったのです。
しかし、制定当時のフランス語憲章のいくつかの規定は行き過ぎだとして非
難され、多くの訴訟にまで発展した激しい言語論争が展開し、結局、86 号法
によって大幅に改定され、現在のケベック州の言語状況は落ち着きをみせて
います。ほとんどの移民がまずフランス語を習得し、以前は英語しか話さな
かったアングロフォンの多くがフランス語を習得するようになりました。
フランス語憲章によってフランコフォンとフランス語の経済的・社会的地
位が上昇した現在、フランコフォンたちに英語に対する寛容な態度がみられ
るようになったと感じます。やはり英語が世界の共通語であり、ビジネスに
有利な言語であることを素直に認め、英語を積極的に学び、話そう、という
姿勢がみられるようになりました。自分の言語が守られているという安心感
が、他の言語に対する寛容な態度を生み出しているのでしょう。特に、フラ
ンス語憲章制定後に学校教育を受け、それ以前の言語状況を知らない若い世
代は、フランス語がケベック社会の共通語であるという認識を自然にもち、
そのうえで見事に英語とフランス語を操るバイリンガルになっています。
（やず
26

のりえ

神田外語大学専任講師）
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ケベックのおもしろさ─４つの視点から─
Pourquoi le Québec nous attire-t-il tellement ?
Quatre perspectives des études québécoises
──────────────────────────────────

〈ダンス芸術〉の視点から
-Richesse de la danse contemporaine québécoise
安 田

敬

YASUDA Kei
ケベック市は昨年創設 400 年を迎え、記念のイベントが日本でも開催され
ました。同時期に日本ケベック学会の発足、シルク・ドゥ・ソレイユが 2008
年 10 月に来日と常設館オー
プンなどで日本の社会によ
りケベックの印象を強めて
います。
ケベックはカナダ 10 州の
中でも特異な存在であり、
フランス系カナダ人の住民
が多く、英語よりも一般的
にはフランス語を話さない
と仕事につながらない地域
です。現地の日本人留学生
が、フランス語と英語を流
暢に話さないといけないの
で仕事を探すのが難しいと
話していました。
そのモントリオールに初
めてダンスの取材で訪ずれ
たのは 1995 年でした。最初
ケベック市／ 400 年の歴史を人物・衣装などで描いている
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の印象は芸術と大学の街、
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若くてエネルギッシュな街でした。これ
までよく訪れたパリやニューヨークとは
違っていたのです。しかし取材に応じて
くれたアーティストやフェスティバルの
スタッフとは長年付き合っている様な応
対でした。
ソフトな感覚、街の往来でも大都市に

ストリート・ミュージシャン

も関わらず市民たちもローカルな感覚
で、パリやニューヨークのような緊張感
はなく文化の香り豊かな街でした。
新しい舞台芸術を住民たちが享受して
います。年間の文化芸術フェスティバル
の数の多さは目を見張るものがありま
す。若い芸術家を育てる機関があり、政
府もアーティストの育成をサポートして
います。近頃は他の州からアーティスト

商店の看板

たちが移り住んできており、その分サポ
ートを受けるための選考も厳しくなったと聞きます。地元のダンサー＆アー
ティストたちと共に中南米など海外からも多数のアーティストが押し寄せて
います。最近はアジア系のアーティストも増えていると言います。日本人に
とっては北米ではニューヨーク、そしてパリを中心とするヨーロッパがダン
スの研修場所として選ばれていますが、このカナダ、モントリオールにも注
目して良いのではないでしょうか。
●劇場都市モントリオール
街の中心にメトロ（地下鉄）が走り、
駅の近くには劇場や大学を擁していて
コンパクトな街づくりになっています。
プラス・デ・ザール駅には大規模でモ
ダンな建物であるオペラ劇場から中小
の劇場、周辺に子ども劇場もあり、街
は大人から子どもまで観客を育ててい
ます。

モントリオールのカレーシュ／観光馬車
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私が最初に訪れた 1995 年にはカナダ
でも有名な〈FIND 1〉ダンスフェステ
ィバル、そして翌年には〈CINARS 2 〉
国際舞台見本市が隔年ごとに交互に開
催されていました。1980 年代からこれ
まで 2 つのイベントがケベックの舞台
芸術を海外に流布しました。
モントリオールの旧市街

例えば公立の劇場、民間の劇場、大
学の劇場などでは様々なダンスの演目
が上演されています。海外で演劇や舞
踊のフェスティバルといえば国立の劇
場から民間の劇場を巻き込んで行われ
ているのが普通ですが、日本ではひと
つの劇場と小ホールがフェスティバル
会場であることが多く、通りにあるギ
ャラリーやダンススタジオなどを巻き

モントリオール市内 12 月クリスマス

込んだフェスティバルの街づくりとい
う発想が少ないと思います。最近ようやく街づくりという動きが生まれてき
ていますが、海外ではエディンバラ、リヨン、モンペリエなど市が市民に提
供するイベントが多くあります。
カナダはもちろんモントリオールも移民の街
で、わが国とは違い多文化国家なのにダンス・
アーティストにとって活動しやすいといいま
す。なぜこのことにここで触れたかと言います
と、日本にも韓国人など多くの外国人が現在、
居住あるいは滞在しています。アーティストに
関しても在日韓国人、朝鮮人などと交流はある
のだろうか？もっと舞踊においても融合して良
いのではないだろうかと頭に浮かびました。外
国から呼ぶだけでなくダンスフェスティバルに
在日の外国人アーティストがもっと参加しても
良いと思いますが。
ノートルダム聖堂周辺にて
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ある児童向けのフェスティバル、そのフェス
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ティバルでは芝居、ダンス、ミュージカルと
様々な舞台作品を見ることができます。子ども
のフェスティバルといっても大人も充分鑑賞で
きる作品を見ることができます。振付家＆ダン
サーたちの名前を確認してみると、国際的なダ
ンスフェスティバルにも参加している地元のダ
ンスの振付家でした。日本でいう児童舞踊協会
と現代舞踊協会が一緒に子どもたちのフェステ
ィバルに参加、上演されていると感じました。
ケベックの観客は、大人も子どもも舞踊文化を
楽しむ習慣が作られています。日本にも高校生
の芸術体験などもあるので同じだと思います

ノートルダム聖堂に向かうカップル

が、よく彼らの生活を見ていると、家族で舞台
芸術を楽しむ生活習慣があるのだと思いました。そして古典やモダンに関わ
らず、特に新しいものには興味をもって鑑賞しているのです。
観客の舞台鑑賞の反応は、日本人には考えられない反応です。子ども劇場
のダンス公演を観にいった時に、観客の 90 ％が小学生、中学生でした。開
演前までは日本と同じく、がやがやうるさいですが、開演すると、皆、舞台
に集中し、笑い、拍手と感じたことを素直に表現（日本より感情豊かに）し、
終わるや否や、大拍手、更にはスタンディングオーベイションと大人顔負け
の反応ぶりです。観客が本当に楽しんでいるようでした。
わが国にも来日経験のあ
る有名な地元の振付家ダニ
エル・ディノワイエの公演
をアゴラシアターで、特別
に見ることが出来ました。
一般客を対象としたもので
はなく、学校行事の一環で、
日本でいえば文化庁の育成
事業などと同じものです。
また民間の別の劇場でも青
少年向けの育成事業とし
て、鑑賞教室の枠組みの中

モントリオール/カトリーヌ通り／天使に出会う？
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でプログラムが組まれ、上演されています。もちろん、それらは劇場の企画
でもあり舞台芸術の啓蒙でもあります。専門職のスタッフがアーティストの
活動をも支えているのです。
● Diagramme（ディアグラム）という組織
特にコンテンポラリーダンスの非営利団体が小規模カンパニーや独立した
ダンサーたちを支援しています。例えば Diagramme には現在、12 のアーテ
ィスト（カンパニーも）たちが参加しています。
20 年ほど前に州政府に管理団体の必要性を訴え設立となった団体です。大
野慶人と共同作品を発表しているルーシー・グレゴワール（2006 年当時）も
登録されています。
ここは登録されているアーティストの支援サービス機関として業務がなさ
れているのです。アーティストにとって申請や契約の問題は作品づくりより
も時間を労するのでこれらをディアグラムが行うのです。資金や、キャリア
アップなどの諸問題の相談にも応じています。また各劇場に公演などの企画
を売り込むこともあります。
事実個人アーティストはマネージャーを持てないダンサーもいますので、
彼らがそれを肩代わりしています。海外などのネットワークや情報網はより
組織的な活動で有効的に機能しています。また 12 団体という限られた数は
非常に興味深いことです。多くの舞踊家を抱えている組織もありますが、少
数は目が届くほどの数であるように思えます。この資金源としては連邦、州、
市という其々の芸術委員会から安定した助成を受けています。年度によって
予算に増減もあるようですが、うまくやりくりしているようです。
わが国でも上記のような組織が可能ではないかと感じました。
●舞踊におけるマイノリティー
演出家のロベール・ルパージュ、歌手のセリーヌ・ディオン、そして振付
家のエドァール・ロック、マリーシュイナール、ポール＝アンドレ・フォル
ティエ、そして秋に来日予定のジネット・ローランは日本にも人気のあるア
ーティストです。彼等はケベックを代表する世界的なアーティストですが、
ここで紹介する 2 人のアーティストは現地でしか出会うことが出来ないマイ
ノリティのダンスアーティストです。
たびたび訪れたモントリオールのヌーベルダンスフェスティバル「FIND」
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（〜 2003 年まで開催）で初めて出会った
アフリカンダンサー Zab Maboungou。
「Lwaza」（2006 年作品）。
もう一人は 2006 年の国際舞台見本市
（通称 CINARS）で初めて舞台作品を見
た北米先住民の血をひく振付家 Gaétan
Gingras。「Manitowapan」（2005 年作品）。
この 2 人の作品を紹介します。普段は著
名なダンサーたちを紹介していますが、
ここでは今までとは違った視点で 2 人を
通じてケベックの魅力を伝えたいと思い
ます。
●ザブ・マブング

Zab Maboungou

作品「Lwaza」photo : Dominic Goyet

パリ生まれで、フランス人の母とコン
ゴ出身の父を持ち、パリで育つ。20 年ほ
ど前にモントリオールへ移り、大学では
哲学を教えています。1986 年カンパニー
名は「NYATANYATA」を設立します。
今回の作品「Lwaza」には 3 人のダンサ
ー、2 人のミュージシャンが登場します。
無音で始まり、すでに一人薄明かりの中

作品「Manitowapan」photo : Rolline Laporte

でダンサーが床に腰をつけて動きます。そのうちに 2 人のダンサーが登場し、
其々にフリをつけて交差する。明るくなるとドラマーの音とともにさらに 3
人が激しく踊りだす。それはリズムと音は独特なアフリカ的なものをイメー
ジすることができます。
彼女の動きはアフリカ大地のもの。民族的なダンスに意識をおいているの
は確かです。パリ生まれではあるが父方の遠い故郷の民族的アイデンティテ
ィーを意識し、その精神を受け継ぎながら自己の内面を表現します。身体の
動き、力強い足踏み、全身で激しく首、頭を上下に振り、時には床にふせて
動き、そして舞いあがる。コンゴとパリの、そしてモントリオールでの時間
と空間がアフリカの大地のルーツに向かうのです。ドラムの音が力強く、時
には叫ぶように鳴り響きます。
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●ガエタン・ジャングラ

Gaétan Gingras

ドゥリュモンビル出身のイロクォイの一部族モホークの出身です。北米先
住民の血を引くアーティストです。
作品「Manitowapan」は北米先住民の伝統文化をルーツとして、そのエッ
センスをダンスと語りで展開します。先住民の精神性を彼ら特有の踊りと弾
き語りで表現し、観客にモラルや美など、現代では失われた精神的価値を呼
び起こしメディテーションの世界に引きこみます。シンプルな動きの舞台運
びは終演後、私（観客）の中に、静かな心が生まれます。
運よく彼の 2 作目「My father told me」を見る機会がありました。祖先の写
真、音楽、ダンスの舞台作品で、3 人のダンサーと 1 人の子ども、そしてナ
レーターが登場します。子供は未来を現しているのでしょうか？この作品は
まさに北米先住民のルーツをバックに映像とダンス（コンテンポラリーな動
き）で展開します。
この 2 作品は再びコンテンポラリー・ダンスとは何か？を考えさせるきっ
かけとなりました。現在、わが国でも創作するダンスがあります。一人一人
に作品のスタイルがあります。でもケベックでは色や人種も違うダンスがあ
ります。その中から日本に来日するダンスは一握りです。カナダにはカナダ
のダンス、ケベックにはケベックのダンスがあり、そこには北米先住民のダ
ンス、アフリカンや南米のダンス、アジアのダンスなど数多くの新しいダン
スが誕生しています。其々のダンスの歴史、民族性などを肌で感じることが
出来ます。
わが国の現代舞踊は 1912 年西洋から指導者を呼びダンスがスタートしま
した。現代舞踊の歴史は 100 年ほどです。日本でもダンスは日々影響され変
化し、50 年ほど前に舞踏が生まれ世界へと広まりました。このケベックの舞
踊文化について互いに学び、語ることは日本の舞踊文化の可能性を広げてく
れるように思います。
（やすだ
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注
1

FIND ‹Festival International de Nouvelle Danse› 1985 年〜 2003 年まで隔年で開
催。

2

CINARS ‹Commerce International des Arts de la Scène› 1984 年から隔年で開催、
次回は 2010 年の予定。

＊写真提供： 33 頁のステージ写真以外は、安田敬「ケベックの人々」より。
参考文献
安田敬監修（2003）
『ケベック発〜パフォーミングアーツの未来形』
（共著）三元社。
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──────────────────────────────────

ケベックのおもしろさ─４つの視点から─
Pourquoi le Québec nous attire-t-il tellement ?
Quatre perspectives des études québécoises
──────────────────────────────────

〈文化〉の視点から
-Vivacité des études culturelles québécoises
小 畑 精 和
OBATA Yoshikazu
ケベックは非常に文化的創造力が豊かなところです。1960 年代の「静かな
革命」期には、新たなアイデンティティ探求の風潮を反映して、多くの活気
ある作品が、小説、映画、演劇などで作られました。近年では、シルク・ドゥ・
ソレイユ、ロベール・ルパージュ、ラララ・ヒューマンステップスなど、パ
フォーミング・アーツが隆盛を極めています。そうした文化的創造力の豊か
さがどこから生じるのか、それを今日の報告では少し考えてみたいと思いま
す。
1960 年代まで、ケベックは、カトリック教会が説く「耐えて生き残る」精
神論が根強く残っていました。「生き残りの哲学」の典型は映画化もされた
小説『マリア・シャプドレーヌ』でしょう。「ケベックの土地では、何も死
んではならないし、何も変わってはならない……」というマリアの心に響く
声は有名です。この文章は中断符で終わっていることに注目しておきたい。
祖先から受け継いだ伝統を守り続ける開拓農民のヒロイズムが永遠に美化さ
れているのです。
1960 年代の「静かな革命」の時期に、急速な社会の近代化とともに、「生
き残りの哲学」から脱して、新たなアイデンティティ探求が始まります。
それは伝統的価値観を覆したカオスから生じるエネルギーの産物であった
といえるでしょう。どこかグロテスクでキッチュなところがありますが、
それもケベックの魅力なのです。北米の大衆文化にどっぷり浸かりながら
も、なおかつフランスの伝統をひきずっている、そんな自分たちの等身大
の姿を認めようとして、「ケベコワ」意識が芽生え始めます。それは、それ
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までの「フランス系カナダ」文化に代わる、ケベック文化の誕生でもあり
ました。
1960 年代の作品では、たいして誇ることもない民かもしれないが、自分た
ちなりの幸せをつかもうとする人物が、既成の秩序に異議を唱えたり、様々
な反抗を繰り広げたりします。小説では、ジャック・ゴドブー、ユベール・
アカン、マリー＝クレール・ブレ、演劇ではミシェル・トランブレー、映画
ではミシェル・ブロー、ピエール・ペローなどの作品が好例でしょう。
歌では、ジル・ヴィニョーやフェリックス・ルクレールをあげることがで
きるでしょう。彼らの歌には、「国の人々 Gens du pays」や「春の讃歌
（Hymne au printemps）」のように、「耐えてきたものが味わう喜び」を歌った
ものが少なくありません。
一方、1960 年代には、差別的移民制限が撤廃されて、ケベックに入ってく
る移民が多様化し始めます。カトリック教会の教えによる、「揺りかごの復
讐」と呼ばれる「産めよ増やせよ」の時代は終わり、急速に核家族化・少子
化が進むケベックで、移民の多様化・増加は社会の要請でもあった。しかし、
こうして移住してきた新移民と旧住民とでは、「植民地戦争の敗北と、それ
に継ぐイギリス支配下での忍従の記憶」を共有できず、漸く育ちだした「ケ
ベコワ」意識も困惑を見せ始めます。
それに加えて、ケベックが主権をもってカナダと新たな連合を組む「主
権連合構想」を問うた州民投票（1980 年）の敗北が重なって、イデオロギ
ーに対する忌避が生じ、この時代には、「アイデンティティ探究」の物語
を問い直す、「メタ物語」的なものが増えます。小説ではジャック・プー
ランの『フォルクス・ワーゲン・ブルース』がその典型でしょう。そこで、
失踪した兄を探すジャックが旅路の果てにサンフランシスコで見出したの
は、弟のことも認識できないほど障害を負った兄テオの姿でした。ジャッ
クのアメリカ大陸横断は、探検家・開拓者たちの足跡をたどる旅でもあり
ました。
演劇では、ミシェル・トランブレーやミシェル＝マルク・ブーシャール
などが、言葉を用いながら、熱狂的なアイデンティティ探求に代わって、
反省的なテーマを扱うことによって、新たな状況と対峙しました。1960 年
代、「静かな革命」を反映して、現実に目を向けた新たな演劇が次々に生ま
れてきました。しかし、1980 年代に入ると、ケベック演劇は社会的テーマ
を直接扱うのではなく、自己内省的になります。60 年代や 70 年代に見られ
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た民衆の表象に代わって、80 年代に入ると、芸術家自身やジャーナリスト
の表象がその特徴となっている例が少なくありません。現実社会でありの
ままの自己を開花させようとした前の時代を代表するのが民衆であるとす
るなら、「内省の時代」にはそれに相応しい登場人物が必要だったのでしょ
う。ちなみに、上述の『フォルクス・ワーゲン・ブルース』の主人公ジャ
ックも作家です。
ノーマン・ショーレット『病院の一夜の夢』（1980）では、神経症のため
に長年病院生活をおくった若き詩人ネリガンが主人公になっています。
M.M.ブーシャールの『孤児のミューズたち』（1985）のリュックは作家志望
の青年です。マリーズ・ペルチエは『執拗な声のためのデュオ』（1984）で、
フィリップとカトリーヌの出会いから別れまでをやはり反省的に、絶妙のセ
リフのやりとりを通して、描き出しています。ここでも、フィリップが放送
作家であることは注目に値するでしょう。
他方、テクノロジーの進歩、メディアの多様化によって、ダンス・カンパ
ニー（安田敬さんが紹介してくださっています）や、シルク・ドゥ・ソレイ
ユ、ロベール・ルパージュが活動し始めるのも 1980 年代です。こうした身体
性が重視されるパフォーミング・アーツの隆盛の背景には、カトリック教会
の説く精神性、「静かな革命」をリードしたイデオロギーに対する反発もあ
ると考えられます。
小説や演劇の世界では、新たにやってきた移民作家が活躍し始めます。マ
ルコ・ミコーネ（イタリア）などヨーロッパ系のみならず、1980 年代以降、
エミール・オリヴィエ（ハイチ）、セルジオ・コキス（ブラジル）など、作
家の出身地が世界中に広がっていきます。最近ではアジア系の作家の活躍が
目立ちます。ワジュディ・ムアワッド（レバノン）、イン・チェン（中国）、
オック・チュン（韓国）、2005 年にカナダ総督賞を受賞したアキ・シマザキ
（日本）などを例として挙げることができます。
現代のケベックでは、増え続けるヨーロッパ系以外の移民や、また、先住
民をどうケベコワ意識に「統合」するのか、そのカオス状況が、豊な創造力
を醸成する一要素になっているのではないかと思えます。大胆な言い方をす
れば、文化的アイデンティティが不安定であるからこそ、絶えず新たなもの
がケベックからは生まれてくる、と言えるかもしれません。そして、社会全
体が、それを大事にしようとしている。そういった民意を反映して、ケベッ
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ク州政府も文化政策を重視しているのでしょう。伝統文化の保護だけではな
く、文化産業開発公社 SODEC（Société de développement des enterprises
culturelles）やケベック芸術文学カウンシル CALQ（Conseil des arts et des
lettres du Québec）などを通して、文化創造を積極的にサポートしようとして
います。
（おばた

よしかず

明治大学教授）
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シンポジウムをふりかえって
──多様性と歴史の中のケベック

Le Québec entre diversité et Histoire :
En guise de postface au symposium
立 花 英 裕
TACHIBANA Hidehiro
今回、日本ケベック学会設立記念シンポジウムの司会をやらせていただい
て認識を改めたことは、なによりも、ケベック研究がめざましい進展を見せ
ていることである。「地域研究の視点から」というタイトルの下に、ケベッ
ク研究の現状と今後の方向を論じた竹中豊氏、「フランス語社会の視点か
ら」、フランス語憲章を中心にケベックの言語政策を論じた矢頭典枝氏、「ダ
ンス芸術の視点から」、貴重な映像を交えながらケベックのダンスを紹介し
た安田敬氏、「文化論の視点から」、総合的な視野の下にケベック文化と文学
を俯瞰してみせた小畑精和会長、それぞれに短い時間の中で、巧みに、濃密
に、ケベック研究の意義、その面白さを語った。4 人の個性的な語り口から
伝わってくるケベックへの真摯な情熱には、心を打たれるものがあった。
正直なところ、小畑氏から日本ケベック学会設立の話を持ちかけられたと
き、筆者は懐疑的だった。個人的な関心からケベック関係の文献に接するだ
けで孤立していた筆者には、日本にこれだけの優れたケベック研究者が活動
していることを知らなかったのである。カナダ文学会やカナダ学会に足を運
んでいたら違っていたのかもしれない。設立シンポジウムを終えてみると、
日本ケベック学会が 1 つの拠点となって、今後、ケベック、そしてフランコ
フォニーの研究が飛躍的な展開を見せるだろうという確信が頭をもたげてき
た。
シンポジウムの内容については、筆者が蛇足的な言辞を弄するよりは、各
発表者の文章を読んでいただいた方がよいので、本論では、むしろ、シンポ
ジウムから刺激を受けとめる中で、別の観点から、紹介された諸研究領域に
通底すると思われる、ケベック研究の特質、ないしその困難性を論じてみた
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い。
ケベック研究者は、幸いにして竹中豊氏のような頼もしい例外もいるが、
その多くは、フランス文学やフランス研究を出発点として紆余曲折の末にケ
ベックを「発見」しているようである。筆者もその例外ではない。大学の学
部の時代に、ウルグアイのモンテヴィデオで生まれ、フランスに渡った詩人
ロートレアモンに出会ったことが、フランス以外の文学への関心を抱く契機
になった。その後、フランスに流れてきたラテン・アメリカ系や東ヨーロッ
パ系の亡命作家を読んだり、カリブ海域のクレオール作家に惹かれているう
ちに、ケベックに遭遇したというのが、本当のところである。
そのようにして見出したケベックへの関心は、そこに至るまでの経緯と無
関係ではありえない。それをそのまま言葉にしたら、茫洋としたことを書い
てしまいそうだが、それがどのようにしてケベックという世界に結びつくの
かを自問しつつ、問題の所在を可能な限り具体的にするために、材料として
ケベック詩を取り込むことにしたい。
１．世界のどんな片隅にも日常がある。
筆者は、フランス文学の枠を越えて、上述のように道草ばかりしてきたが、
同じように、旅行をするときでも、歴史的な建造物や名所を回らずに、どこ
かにぼんやり座っていることのほうを選んでしまうことがよくあった。それ
はなぜなのかと考えてみれば、その土地の日常に流れている時間に近づきた
いからだった。どんな土地にも日常があるに決まっているが、なぜかそれに
僅かでも接触しないかぎりは納得できないのである。たとえば、200 年前に
起こったハイチ革命の発端の場所となったカイマンの森を夕方訪れたとき、
暮れなずんだ広場で子供たちが声をあげて駆け回っていた。そういう時間と
の遭遇こそが、旅のもっとも特権的な瞬間ではないだろうか。そんな旅先の
浮遊感を、テキスト上であえて急激に煎じ詰めて、乱暴に観念的な言葉に変
貌させてみるならば、それは世界の多様性に心を開く試みだったのである。
世界の多様性を放射線のように浴びたかった。
「世界の多様性」が語られはじめたのは、クレオール作家たちやヴィクト
ル・セガレンのエグゾティスム論が注目されるようになってからである。
「多様性」は基本的に空間概念であるが、その空間性をどこまでも突き詰め
ていくなら、どこかで歴史の時間と交錯して、どちらかを選ぶように強いら
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れる。それは、パスカルの「無限」とデカルトのコギトの葛藤なのかもしれ
ない。ほどけていく空間的時間としての「無限」、領有の時間としての「コ
ギト」。近代人の存在意識は、この 2 つの時空の間で引き裂かれてきた。
「多様性」を語る者たちがあらわれるのは、合衆国の南北戦争が終結し、
フランス共和政が根を下し、近代史が明確な方向をとりはじめたときである。
ゴーギャン、セガレン、ラフカディオ・ハーン、そしてエミール・ネリガ
ン。
２．ケベックは、世界の多様性を学ぶ入口の 1 つである。
南北アメリカに散在するフランコフォニーの空間は、きわめて限定されて
いて、広大な英語圏やスペイン語圏、ポルトガル語圏の海にいまにも飲み込
まれてしまいそうだ。ところが、18 世紀初め、フランスの植民地は、ヌー
ヴェル・フランスから、アカディア、ルイジアナ、カリブ海島嶼部、南米北
端のギュイアンヌに至るまで、南北につづく遠大な空間だった。コルベール
は、整合的な植民地経営に努め、西インド諸島植民地を砂糖生産基地とし、
ヌーヴェル・フランスを食料供給と生産手段の基地とする構想を抱いてい
た。どこまで実効的に支配していたかは別として、その連続的空間は 18 世
紀以降、急速に崩壊する。今日残されているフランコフォニーの地域はごく
僅かである。
いってみれば、フランコフォニーの土地は世界史の忘れ物である。丁度そ
れは、方言学において、地方の言葉が中央の言葉に対してもつ関係が単なる
空間的な距離だけでなく、言語の古い形態を保存している点で歴史的な距離
でもあるように、アメリカ地域の虫食いのようなフランコフォニーは、歴史
の痕跡であり、近代史の取り残された空間である。
ケベックは、18 世紀の 7 年戦争の記憶であり、ハイチは、フランス革命
のありえたかもしれない別の可能性の記憶であり、マルチニック島は、奴隷
制の記憶である。アメリカ地域のフランコフォニーは、どこをとっても近代
史の主流からはずれている。そのフランコフォニーが 1990 年代以降、可視
的になってきたのは、なんらかの理由があるのだろう。「多様性」から見る
世界は、弁証法的な時間論が編み出した近代史を裏返した編目なのだ。

．
ケベックは、近代史言説を「多様性」によって読みほどいていくためのほ
．．
つれである。
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３．日本の近代とケベック研究
明治以来、日本は西洋を追いかけ、追い越そうとしてきた。その途上で、
東アジアを侵略して泥沼に入り込み、第 2 次世界大戦で壊滅的な敗北に突き
落とされた。戦後は、アメリカ合衆国を通して世界を見るような姿勢が無意
識のうちに身についている。
明治以来、追いつくべき目標として西洋を夢見てきた日本の学問は近代主
義に基礎をおき、その裏返しである反近代主義・日本主義との相剋の中で展
開してきた。どちらの立場に立つにせよ、そこには、同じ 1 つの時間論、歴
史観が根底において共有されてきた。「多様性」の価値観はそれを解体する
要素を孕んでいる。

．．．．
そのような展望の下にケベックを研究するとき、歴史への別のまなざしが

要請されてくる。ケベック研究の意義を問うとは、西洋対日本という視点を
内在した日本的近代主義の歴史観の脱構築なのかもしれない。
４．発展段階論とケベック
第 2 次世界大戦後の歴史観は、発展段階論に支えられてきた。つまり、歴
史とは国家を単位にした言説であり、世界史とは、発展の段階に差はあるも
のの究極的には同じ方向に向かっている各国史を集約したものであるという
歴史観である。国を単位とした発展段階論の中では、アメリカ地域のフラン
コフォニーは自らの場所を見出すことが難しくなる。
発展段階論を批判したウォーラステインは、世界システム論から、それま
で無視されていたカリブ海域などが世界史の中で果たした役割を再評価しよ
うとした。ケベックも、そのような枠組みの中でとらえ直すことが可能だろ
う。ただ、いわゆる従属論に従った地域研究だけが、ケベック研究のすべて
ではない。
５．近代史が排除してきたフランコフォニー
エドゥアール・グリッサンは、カリブ海域の時間を世界史の内部に組み込
む言説を構築しなくてはならないと訴える。奴隷やクルール・ド・ボワのよ
うな、「近代史」から追放された者たちや、「近代史」から排除され漂流して
いる空間が、「多様性」の世界なのである。
ケベックの詩人ジル・ルクレルクはこう言っていた。「我々は歴史をもっ
ていない。我々は永遠性の中に逃げ込んできた」。この言葉に読み取れるよ
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うに、ケベックの人々も、カリブ海域の人々と立場が近いところがあって、
常に、歴史の空白の先に広がる多様性への眼差しを培ってきた。それを、ケ
ベック詩を通して検証してみよう。
たとえば、ガティアン・ラポワント（Gatien Lapointe, 1931-1984）の次の
ような詩句は、ケベックの漂流をよく表している。
L’homme naît d’un frisson du ciel et de la terre
人間は、天と地の震えから生まれる。

同じような詩句に、こんなのもある。
L’éphémère m’étreint dans un frisson infini.
はかなきものが私を抱きしめる。無限の震えの中で。

どちらも『サンローラン河へのオード』から引いたが、ここにフランス詩
にはない魅力を感じるのは筆者だけだろうか。たとえば、ランボーに「永遠」
という有名な詩があるが、あの硬質な美とは異なる美学が、ここにある。
静かな革命は、「永遠性の中に逃げ込」むのをやめ世界史の中に自分たち
の場所を見出そうという渇望の爆発であった。フランス系カナダ人からケベ
ック人への脱皮は、近代性の追求であるとともに、「現実なるもの」の構成
要件としての時空を再構築する試みだったが、それは、ケベックでは現実そ
のものがほつれ、とらえがたかったからである。国家主権によって領有化さ
れていない空間は、どこかに穴が開いているかのように不完全なのである。
『現実なるもののエコロジー』の著者ピエール・ヌヴー（Pierre Nepveu）に
よれば、ケベックの詩には「穴」のイメージがよく出てくるという。ポー
ル・シャンベルラン（Paul Chamberland, 1939-）の散文詩『言いがたきもの』
には、こんな穴のイメージがある。
ce trou, quelque part en moi, qui m’aspire et me contracte [....] toute conscience glisse
par ce tou.
あの穴、僕の内部のどこか、それが僕を吸い込み、引きつらせる。（．．．）意
識がそっくり、あの穴から滑り抜けていくのだ。
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あるいは、ポール＝マリー・ラポワント(Paul-Marie Lapointe, 1929-)『時が墜
ちる』の次の句、
Le trou au cœur de tous les morts...
全ての死者の内奥にひらく穴

６．「歴史」の模索
このように見ていくと、カリブ海域の作家とケベックの作家に共通する痛
み、穴を穿たれた歴史を修復し、それによって自己像を再興しようと格闘し
ている姿が浮かびあがってくる。そして、密かな挫折感も．．．

たとえば、

グリッサンの「クレオール化」なる概念は、時空の領有化、端的にいえばマ
ルティニックの独立の不可能性に突き当たった作家が、最後の反転によって
否定を肯定へと跳躍したところにぽっかりと穴をあけた混淆の時空なのだ。
グリッサンの「多様性」は、世界に身を開いていく者を吸い込む巨大な穴で
ある。
ケベックでは、この挫折感が、周知のようにネリガンの難船 naufrage のイ
メージになる。失われた歴史の救済のための闘いは、この負の感情の克服へ
の誓いであり、別の近代史の探求として開始される。それには、詩という形
式は必ずしも適切ではなく、小説の創作という物語の文学形式への移行とな
るわけだが、ピエール・ヌヴーによれば、ケベックの叙事的な小説は根底に
おいて詩的な発想に支えられている。いわば、詩が小説に要請しているので
あり、しばしば両義的とはいえ、詩の側からのそのような願望が表明されて
いるのに出会うのである。たとえば、シャンベルランの『ケベックの大地』
の次の言葉。
ô jour fable à réinventer
nous ne fûmes jamais du jour
嗚呼、日の光よ

寓話をもう一度編み出さなくてはならない

我々が太陽の側にいたことは一度だってなかったのだから

歴史をもてないことから来る不安と空虚は、沈黙のテーマとなって吐露され
る。サン＝ドニ・ガルノー（Saint-Denys Garneau, 1912-1943）の「誰もいな

45

い、不治の世界」では、それは窓のカーテンになる。
La mémoire qu’on interroge
A de lourds rideaux aux fenêtres.
記憶に問いかけても
窓には分厚いカーテンが下りたまま

ジャック・ブロー（Jacques Brault, 1933-）の『記憶』において言葉を失って
いるのは、汚され、抑圧された記憶である。
La mémoire est muette en moi sur la première souillure.
記憶は口を閉ざしている。私の中で、はやくも汚された時の上で

静かな革命自体が、歴史を書き換える試みだったが、それは、ケベック文
学の課題でもあったのである。もちろん、こうした歴史への問いかけは、物
語という言語形式の単純な肯定に安んじることはできない。急進的な近代主
義を目指したケベック文学は、ヌーヴォー・ロマンやポストモダンの影響も
受け、むしろ物語言語を解体してきたとさえいえる。問題は、ケベックの場
合、フランスと違って、いまだ自国の歴史をしっかり書き込むためのナショ
ナルな時空が確立していないことである。歴史を否定し、現代社会の内での
現前性を求めても、歴史から解放されるどころか、かえって喪失感の無意識
的抑圧を生じさせ、密かにケベック文学を息切れさせるのである。フランス
におけるように、社会の想像域に岩のように根を下ろした神話や伝説にも間
接・直接に支えられたナショナルな近代史言説を批判するのと、領有の正当
化の論理である神話にも、国家機構にも支えられていない歴史言説の可能性
を批判するのとでは、その行為的価値がまったく異なる。
７．弁証法的歴史観から多様性の時間論へ
歴史を前にして内部から堀崩されていくような、この困難は、すでに述べ
たように、カリブ海域の作家たちに通底する困難である。もちろん、カリブ
海島嶼部とケベックとでは、社会構造も政治的状況も著しく異なっている。
カリブ海域に「静かな革命」はなかったし、ケベックにはクレオール語の問
題はなく、別のタイプの 2 言語併用がある。しかし、どちらにおいても、内
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なる亡命、内なる追放を強いられてきたという点では深く呼応しあってい
る。
ケベックは、イギリスの植民地支配、そしてイギリス系入植者からの支配
と抑圧の下に内なる亡命を生き延びてきたが、しかし、自らも植民地支配の
過去から免れてはいるわけではない。歴史の純粋な犠牲者ではないのである。
だからこそ、ケベックはポストコロニアリズムの言説からも排除されている
わけで、いわば二重に歴史から追放されているともいえる。そこにケベック
研究固有の孤立した困難があるが、しかし、それはむしろ現代におけるケベ
ックの重要性を一層高めていると考えるべきだろう。この特殊といえば特殊
な状況故に、ケベックでは、すべてが足場を失い、相対化されるからである。
周知のように、そもそも支配の構造は、どんな社会においても支配者と被支
配者を単純に二分するものではない。ヘゲモニーの論理は、被支配者階層を
もまだらにする。純粋な犠牲者・被支配者の立場に固執し、その代弁ができ
ると考える一部のポストコロニアル言説に対してはスピヴァクの批判もある
が、それはそれとして、混淆の論理を無視した植民地批判は、むしろ今日の
グローバリゼーション時代を見誤らせることになるだろう。古い歴史、古い
搾取・支配関係にこだわるあまり、新しい支配構造の成立に寛容になること
さえある。
ケベックは、政治的な主権をもたずに、移民や先住民問題に見られるよう
なグローバリゼーションに特有な課題に向き合ってきた。ケベックは、その
不安定な地位故に、弁証法的な歴史論理とは異なる、多様性と混淆の実験の
場として現代世界の最先端に位置しているのである。
（たちばな

ひでひろ

早稲田大学教授）
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【研究論文】

フランコフォニー国際組織の形成とケベック
── 1960 年代後半を事例に

Formation de la francophonie internationale et
contribution du Québec à la fin des années 1960
長 谷 川 秀 樹
HASEGAWA Hideki
Résumé
Dans la deuxième partie des années 1960, la francophonie internationale et
multilatérale était constituée principalement par l’initiative de quelques leaders
africains francophones, par exemple Senghor, Diori et Bourguiba avec la
transformation des organisations panafricaines francophones UAM et OCAM. Mais
il ne faut pas négliger de réfléchir sur les contributions du Québec par rapport à ce
processus. On peut observer des rôles essentiels de la Belle Province par la lecture
des archives du Devoir, journal quotidien québécois, de cette époque-là.
On peut dire que le développement des organisations africaines, à la
francophonie intercontinentale, se liait avec le désir fort québécois des politiques
extra-canadiennes de Daniel Johnson, premier ministre provincial. D’un autre côté, il
faut considérer également des stratégies diplomatiques de P.E.Trudeau, premier
ministre fédéral qui voulait empêcher le rapprochement entre le Québec et les pays
francophones, et celles de France qui souhaitait la participation québécoise à la
francophonie nouvelle. La fondation de l’ACCT (en mars 1970), première
organisation intergouvernementale francophone, est traversée par quelques
contributions du Québec, d’abord par des relations oppositionnelles et puis
compromises plus tard avec le Canada fédéral et la relation triangulaire : QuébecCanada-France.
Mots-clés : Québec, Canada, francophonie
キーワード：ケベック、カナダ、フランコフォニー
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はじめに
本稿は 1968 年から 70 年までのケベックの日刊紙 Le Devoir の記事を主に
読むことにより、フランコフォニー形成においてケベックがどのような役割
を果たしたかを考察するものである。フランコフォニーとは、主にフランス
語を使用する諸国や地域から構成される国際組織を指す。「フランス語圏
（仏語圏）」とも表現されるが、フランス語ではこの両者は区別されている。
前者は固有名詞 Francophonie と書かれ、後者は普通名詞 francophonie と区別
されている（ナドー＆バーロウ, 2008, p.284; Pinhas, 2003, pp.28-30）。よって
本稿でも両者を区別し、主に前者についてケベックとの関わりを考察する。
先行研究であるが、カナダ研究、特にトリュドー期の外交論の観点からの
事例研究をあげられる。かかる研究ではフランコフォニー形成においてケベ
ックに対するカナダ外交（オタワ）の「完全な勝利」（櫻田, 1999, p.435）と
位置づけられている。しかし筆者はこの点に疑問を抱いている。そもそもカ
ナダ外交の視点から見た「勝利」とは何か。もし「勝利」したならば、なぜ
フランコフォニー国際組織に今なおケベックが正式に加盟し続けているの
か。外交論の事例対象としてのみフランコフォニーを捉えられるのであろう
か。以上のような問題意識から、ケベックからの視点を踏まえたフランコフ
ォニーの成立過程を明らかにすることが必要であると考える。なお、紙面の
都合上、Le Devoir 紙からの参照および引用については、記事が掲載された
日付のみを本文中にフランス語で付す。
１．フランス語圏アフリカ共同体からフランコフォニーへ
1.1. フランコフォニー国際組織に対するスイス、ベルギー、カナダ間の政策
の差異
フランコフォニーは国連と協力協定を締結し（1997 年）、国連総会のオブ
ザーバー（1978 年）でもあり、地域的国際組織としての性質も有する。フ
ランコフォニー参加国・政府は外交政策としてフランコフォニー政策を行
う。例えばフランスの場合、外務省がこれにあたる。一方、フランコフォニ
ー主要加盟国にはカナダ、ベルギー、スイスのような多言語主義の連邦制国
家もあり、フランコフォニー政策をどの組織が行うのかは多様なケースが見
られる。スイスの場合、州を構成するカントンは固有の憲法を有し、教育や
公安などの分野では連邦政府が立ち入ることができない広範囲な権限をもつ
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が、フランコフォニー政策は原則連邦政府の外交政策と位置づけられ、フラ
ンス語圏カントンは隣接地域（フランス等）との文化芸術交流に限定されて
いる。一方、ベルギーでは連邦政府は象徴的役割、フランス語圏共同体（ワ
ロニアとブリュッセル）は実務的役割を管轄している。すなわち 2 年に 1 度
開催されるフランコフォニー・サミット（首脳会談）には国としてのベルギ
ーが加盟し、ベルギー国王が参加するが、フランコフォニーの行政機関に相
当する AIF（フランコフォニー政府間機構 1）にはフランス語圏共同体のみ
が加盟していた。
これに対してカナダの場合、連邦政府とケベック州はあまり明瞭な役割の
区別なしにフランコフォニーに関わってきた。それは時に両者の激しい対立
を招き、他国を巻き込む形に発展する場合もあった。その時期がフランコフ
ォニー誕生期に当たる、本稿で扱う 1960 年代末期である。
この時期はフランコフォニーにとって重要な転換点でもあった。フランコ
フォニーはフランス植民地帝国崩壊後の 1962 年に、サンゴールらアフリカ
旧植民地の元首たちによって提唱され、具体的には UAM（アフリカ・マダ
ガスカル連合）、OCAM（アフリカ・マダガスカル共同機構）というフラン
ス語圏アフリカ経済共同体の形態で発展するのだが、フランスのドゴール政
権は当初この試みに積極的ではなかった。脱植民地主義、第三世界主義、米
ソに対抗する独自外交路線をとるドゴール政権から見れば、フランコフォニ
ーは「植民地への回帰」と映ったからである。
こうした最中、フランコフォニーの試みに関心を示したのが、ケベック州
とカナダ連邦政府であった。ケベックはカトリック教会がまだ当時教育や医
療、福祉等に大きい影響力を持っていたが、これは対外的にも言えることで、
特にフランス語圏アフリカ諸国の教育や医療、福祉に対してもフランス植民
地時代から大きい支援活動を行っていたことから（6 janvier 1968）、「静かな
革命」以後、教会に代わってケベック州政府がこれに関わることは至極当然
であると考えられていた。一方、カナダ政府もピアソン政権末期からトリュ
ドー政権への転換期に当たり、外交政策も対英米重視から対欧州、共産圏、
第三世界の重視に転換しつつあった。すなわちカナダもケベックもフランス
語圏諸国との関係を重視する格好となり、その主導権をめぐる両政府の激し
い対立へと発展するのだが、まさにこの対立がフランコフォニーの成立と発
展に大きく寄与する。本稿では、1968 年 1 月 22 日のニアメ（ニジェール）
での OCAM 会議から 1970 年 3 月 20 日の ACCT（文化技術協力機構）設立
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（この日をもってフランコフォニーの創設としている）の期間における諸関
係をケベックの視点から考察する。
1.2. 仏語使用国教育大臣会議の発足とケベック
1968 年 2 月 5 日から 10 日まで、アフリカのガボン共和国の首都、リーブ
ルヴィルで第 1 回仏語使用国教育大臣会議が開催される。この会議は教育に
関する高度な技術を有する高官ならびに大臣からなり、18 カ国の大臣と 110
名の高官が参加した（22 février 1968）。この会議にケベック州政府はガボン
政府から招待状を受け取り、カルディナル教育大臣ほか 3 名の高官を派遣し
た（3 février 1968）。
この会議は、直前の 1 月 22 日に開催されたニアメ OCAM 会議で提唱さ
れたが（23 janvier 1968）、フランコフォニーの重要な転換点となるものであ
った（Salifou, 2008, p.88)）。それまではアフリカだけの経済共同体あるいは
共同市場に過ぎなかった組織が、アフリカ以外のフランス語圏諸国も加え教
育分野に拡大する契機となったからであるが、これにケベックが加わる意義
は極めて大きい。会談の演説でフランスのペールフィット教育大臣はケベッ
クおよびガボン政府に賛辞を送った。ガボンに対してはケベックを招聘した
ことに対してであるが、ケベックに対しては、仏−アフリカの二者間関係か
らフランス言語文化を共有する諸国間の多極的関係という「真に国際的なフ
ランス語圏共同体」への発展に寄与したこと、旧宗主国と旧植民地という垂
直的関係の再生ではなく水平的、平等的関係としてのフランコフォニーの構
築に寄与したことの二点である（22 février 1968）。
ケベック参加に大きい影響を及ぼしたのはフランス政府やドゴール大統領
ではなく 2、ガボンに代表されるアフリカのリーダーたちであった。特にフ
ランコフォニー創設者の 1 人と言われるニジェールのハマニ・ディオリ大統
領をあげておくべきであろう。彼は 1967 年、モントリオール万博に招待さ
れた際、ケベック関係者にフランコフォニー構想を掲げ（Salifou, 2008,
p.88)）、賞賛を得ている。その際、ケベック側の 1 人に挙げられるのが Le
Devoir 紙記者で 1961 年に仏語使用大学連合（AUPELF）3 を創設したジャン
マルク・レジェであった 4。両者は 1968 年 1 月のニアメ会議以降、翌月の
ガボン会議に向けたフランコフォニーのメンバーと機構の構想を練り上げ、
Le Devoir 紙も「ケベックがフランコフォニー拡大と発展への道の重要な担
い手である」（23 janvier 1968）と評論する。
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1.3. カナダ連邦政府の反発
だが、カナダ政府は反発する。ただしこれはガボン政府および OCAM が
ケベック政府に教育大臣会議参加への招待状を出したことにではなく、ケベ
ック政府がカナダ政府に諮問しないで参加と返答したことにであった（3
février 1968）。一方、ケベック州政府およびジョンソン州首相は本件が外交
（＝政治）関係ではなく、カナダ唯一の仏語系多数派州であるケベックとフ
ランコフォニー諸国とのますます強化される「特別な」、政治ではなく文化、
芸術関係であると反論した（3 février 1968）。
4 月にカナダ首相に就任したトリュドーは、5 月 8 日、カナダ政府がガボ
ン共和国との外交関係を近く停止することを明らかにした。ピアソン前政権
がリーブルヴィル教育大臣会議直前にカナダ代表団も参加させるよう要請し
たものの、ガボン政府がこれを拒否したことと、この拒否にはケベックを参
加させカナダを排除したいフランス政府の関与が疑われたためである（9
mai 1968）。
5 月 10 日、カナダ政府はチュニジアのハビブ・ブルギバ大統領を招聘し
た。ブルギバはディオリと並びフランコフォニーの創設者とされる人物で、
トリュドー政権はこの招聘により、ブルギバ大統領によるカナダのフランコ
フォニー参加を容認する言質を得ようとした（10 mai 1968）。だが、ブルギ
バ大統領はその後の記者会見でチュニジアとカナダおよびケベック両政府と
の関係発展を述べたものの、カナダのフランコフォニー参加資格については
「カナダ連邦主義の観点から考慮すべき」とだけ言及し明言を避けた（11
mai 1968）。
トリュドー政権は 5 月、新外交政策を発表し、アフリカ諸国を初めとする
発展途上国に対する援助額の増額とフランス語圏諸国との 5 分野における関
係の構築を 1969 年から実施すると発表（30 mai 1968）する一方、ケベック
はカルディナル教育大臣が 8 月に秘密裏に教育協力の専門家をガボン、ニジ
ェール、チャド、セネガルのフランス語圏アフリカ 4 カ国に派遣した（9
août 1968）5。こうして両政府のフランコフォニーをめぐる攻防が本格的とな
る。
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２．フランコフォニーをめぐるケベックとカナダの対立と妥協
2.1. 1968 年 12 月キンシャサ会談──カナダ政府の参入とケベック
カナダ連邦政府を除外したケベックのフランコフォニー参加という関係
は、1968 年 4 月の教育大臣会談パリ・ラウンドでも継続され、トリュドー
政権発足時も変わらなかったが、同年 9 月のジョンソン・ケベック首相の急
逝とベルトラン首相の就任により大きく変わる。ジョンソンがケベック主権
論者であったのに対してベルトランはそれほど主権にはこだわらなかったこ
と（櫻田, 1999, p.432）、そして首相交代が「予期せぬ」
（19 mars 1969）こと
で、フランコフォニー政策に後手に回った。カナダ政府はこの間隙を縫う形
でフランコフォニーへの参入を果たす。1969 年 1 月にコンゴ民主共和国の
キンシャサで開催されたフランス語使用国教育大臣会議であった。前回のリ
ーブルヴィル会議では、カナダ政府の招聘要請はフランスの圧力もあって拒
否するに至ったが、民主コンゴはフランス語圏でありながら当時のモブツ大
統領はフランスよりも北米との関係を重視していた（19 mars 1969）。一方、
トリュドーは既にこのことを首相就任までの調査からつかんでいた（19 mars
1969）。さらに民主コンゴにはカタンガ州という分離主義の強い地域を抱え、
ケベック代表団を正当なメンバーとして受け入れにくい状況があった（19
mars 1969）。トリュドーはこのことも把握しており、ジョンソン首相が死去
しベルトラン次期首相が就任するまでの空白期間に、コンゴに「小切手外交」
（19 mars 1969）を展開したほか 6、特使を派遣し 7、カタンガがケベックの状
況に関心を抱いている点を強調し、ケベック単独招聘をしないよう要請し
た。
こうした過程もあって、コンゴ民主共和国政府は、カナダとケベック間で
妥協を図るよう要請した。トリュドー、ベルトラン両首相は会談し、妥協案
を提示した。それは、①カナダ連邦政府は参加しない。②ケベック州以外に
オンタリオ州、ニューブランズウィック州を参加させ、エントリー名はカナ
ダ＝ケベック、カナダ＝ニューブランズウィック、カナダ＝オンタリオとす
る。③この 3 州で「カナダ代表団（délégation canadienne）」を構成する。④
ケベック州が他の州の代表とともにカナダ代表共同団長を務める。⑤決議は
「カナダ代表団」として行うが、共同団長間で事前協議を行う。⑥事前協議
がまとまらない場合はケベック州に拒否権が認められていることに鑑み「棄
権」する（22 mars 1968）。
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カナダ代表団
ケベック代表

ニューブランズウィック代表

オンタリオ代表

さて、この状況を「オタワの完全勝利」（櫻田, 1999, p.435））と言うこと
ができるであろうか？

この結末については、「カナダの外交政策は分断で

きない。大国や小国はあろうが、半国（demi-pays）など存在しない」（Tétu,
1988, p.107）とトリュドー首相が痛烈に批判したことを付言しておく。
2.2. 1969 年 2 月──ニアメ会談
以降、カナダ政府の介入がさらに強化される。その目標は当然ながら、カ
ナダ連邦政府がカナダ唯一の公式参加者としてフランコフォニーに参加する
ことであった。そしてこれを阻止するケベック、ケベックを支持するフラン
スとのせめぎあいは 3 度目となる。1969 年 2 月 17 日から 20 日までのニア
メの「フランス語圏会議（Conférence des pays francophones）」である。この
会議は翌 1970 年 3 月に初のフランコフォニー国際組織となる ACCT 設立を
決定する重要なものであり、その意味で失敗は許されないものであった。だ
が、ケベック、カナダ両政府は会議が始まる前から激しく対立した。一方、
両政府は次第に「妥協」への道を模索し、最終的には、ACCT にはカナダ、
ケベック両政府が参加することで決着を図る。そのプロセスおよびケベック
の主張を Le Devoir から読み解く。
ニアメのフランス語圏会議は、過去両政府が対立したリーブルヴィルとキ
ンシャサの 2 つの会議とは性質を異にするものであった。前者 2 会議は教育
大臣会議であったのに対し、ニアメ会議はその第一目的を国際組織の ACCT、
すなわち「恒常的性質を有する有機的なフランス語圏共同体」
（20 mars 1969）
を設立させることである。つまりニアメの会議内容は「本質的に文化、技術
的分野であるものの、必然的に政治的性質を持たざるを得ない」（20 mars
1969）。したがって、カナダ連邦政府は、ケベックの参加、ニアメ会議への
公式参加はさておき、国際組織 ACCT への、カナダとは明瞭に区別される
自立した国家（Etat autonome）の資格での参加を是が非でも阻止しようと画
策する（20 mars 1969）。トリュドー政権は「法的にケベックは他の州と対等、
すなわち 10 州のうちの 1 州に過ぎないのであって、それ以上の権限は持た
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ない。また外交は排他的に中央政府のみが有する」（23 mars 1969）と主張
し 8、ケベックの ACCT 加盟に反対の姿勢を示した。
これに対し、Le Devoir 紙はニアメ会議に参加したジャック・ブロサー
ル・モントリオール大学法学部教授を通じ、「対外関係についてはカナダ憲
法上、極めてあいまいかつ錯綜して（particulièrement obscur et confus）」おり、
事実、外交では連邦政府と総督府の権限が入り組んでいる」（22 mars 1969）
と反論する。さらに、憲法上、教育は州政府の専管事項ではあるが、対外的
権限までは憲法は明記していない（22 mars 1969）とし、この「憲法のジャ
ングル状態」（22 mars 1969］が両政府の対立につながっていると指摘してい
る。このことにより Le Devoir は、カナダ連邦政府のみの ACCT 正式加盟が、
必ずしも憲法理念に合致しているとは言えないと主張し、トリュドー政権の
戦略を批判する 9。ケベック州政府も次のように反論する。①ケベック州は
カナダの仏語話者の 83 ％を占めており、カナダの仏語系住民の意思を反映
させた政策を最も効果的に講じられる（仏語系が少数派であるカナダ連邦政
府はそうした政策ができない）。②仏語系が圧倒的であるという特殊文化社
会状況は、北米大陸、ひいては世界に対してもケベックの特殊性を正当化し
うるものであり、ケベックはそれを維持する権利と義務を内外に対して持っ
ている。③以上の理由から特殊文化社会状況（仏語系社会）に関わる内政に
ついては、対外的に及ぶものについても、内政の延長としてケベックの排他
的権限にある（22 mars 1969）。
このニアメ会議への参加資格をめぐって、カナダとケベック政府のやり取
りはどのようなものだったのか？

当初はケベックもオタワもキンシャサ会

議と同じ形式での参加を望み、ベルトラン首相は 2 月 10 日に連邦政府と合
意したと会見した（20 mars 1969）。この点はカナダ外交研究でも述べられて
いる（櫻田, 1999, p.435）。だが、ブロサール教授はキンシャサ形式の「カナ
ダ代表団」には曖昧な点があると指摘する。ケベック代表団長はカナダ代表
団長として「共同代表」となるのか、それともカナダ代表団長に「従たる」
地位となるのか（20 mars 1969）？
2.3. ニアメ会議における参加資格──カナダとケベックの錯綜する関係
この状況に対し、開催国ニジェールのディオリ大統領は双方からの圧力も
あり 10、カナダ政府とケベック政府の双方に招聘状を送る（櫻田, 1999, 435 ;
Tétu, 1988, pp.106-107）。これにより、両政府間で参加形式が持たれた。両政
55

府ともキンシャサ形式での代表団結成については事前に合意していたが、連
邦政府は教育・文化分野以外での協議における直接の参加、ケベック州側は
キンシャサ会議よりもより明瞭に区分されるケベック代表団の設置を相互に
求めた。その結果として、ジェラール・ペレティエ外交担当国務長官を代表
とする連邦代表団（délégation fédérale）11 とマルセル・マス公務大臣を代表
とするケベック代表団（délégation québécoise）12、さらにニューブランズウ
ィックとオンタリオ代表団が加わったカナダ大代表団（représentation
canadienne）を結成することになる。だがケベックのマス代表は、カナダと
は明瞭に区別された個別の決議権を求めた。その理由としてケベック州のみ
が公式招聘を得ていること 13、他の 3 代表団は仏語系が少数派であるのに対
してケベックは多数派であること、ケベックは ACCT 設立のための「カナ
ダ」の出資金の半分を直接捻出しているばかりか、連邦政府出資分の 25 ％
も負担していることを挙げた（20, 22 mars 1969）14。これに対してペレティ
エ連邦代表は、仏語系カナダ人の利益は連邦政府の権限下においてなされる
べきであって、ケベック政府の権限はケベック州内の仏語系カナダ人にしか
及ばない。また仮にカナダの全てのフランコフォンに対するケベックの権限
を容認する場合があったとしても、それはケベックに対してのみではなく、
オンタリオやニューブランズウィックなど他の州と対等な形態に限られる、
と反論した（20 mars1969）。両者の隔たりは会議開始直前になっても続き、
ケベック代表団と他のカナダ代表団は現地までの旅程も現地での行動も宿泊
地もまったく別という異例の状況となる 15。
ニアメでも両者の対立は継続する。まずは当日配布される公式の「席次表」
である。当初は連邦政府の希望に近いもので、それは連邦政府代表団が筆頭
に記され、これに続いて少し字下げをした上で「ケベック（カナダ）」「オン
タリオ（カナダ）」「ニューブランズウィック（カナダ）」という順に記載さ
れていた。しかしケベック代表団が反発したため、ニジェールはこの 3 州を
他の参加国と同列に扱い、アルファベット順に並べ替えて組み込んだ。ただ
し「（カナダ）」表記ははずさなかった（20 mars 1969）。一方、カナダ代表団
はニジェール政府に提出した参加者・宿泊者名簿にはケベック代表団の人名
も加えていた（20 mars 1969）。また席次はケベックの要求に沿って、前列に
ペレティエ代表とマス代表、後列にニューブランズウィックとオンタリオの
代表という形になった。掲揚される国旗は、当初カナダ旗とケベック旗が並
列される予定であったが、カナダ代表団からのクレームにより、ケベック旗
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は一段下げられた上に、他の 2 州の旗と並列された（20 mars 1969）。これに
より、フランス語圏国際会議に「ユニオンジャック」（オンタリオ州旗）が
掲げられるという奇妙な状況が生まれた。
2.4. ACCT へのケベックの参加資格
会議が始まると、議論の中心は ACCT 設立自体よりケベックの参加資格
になった。カナダとケベックの確執は冒頭の式典から勃発した。ペレティエ
連邦政府団長の演説中、特別招聘されていたケベックの歌手、ポリーヌ・ジ
ュリアンが「自由ケベック万歳（Vive le Québec libre !）」と突然叫び演説を
遮る事件も起きた（21 mars 1969）（Léger, 1987, pp.105-106）16。参加メンバ
ー全てが ACCT への賛同を表明し、設立自体は何の問題もなく成立したの
であるが、ACCT の参加資格をめぐり、主権国家にそれを限定することを主
張するカナダと、「主権国家だけでなく地域や仏語系少数民族、共同体、さ
らには国際組織をも対等な資格で何の障壁も設けるべきではない」（Léger,
1987, p.118）とするフランスとの隔たりはあまりにも大きかった。ケベック
はもちろん正式加盟の地位を欲していた。
一方、フランス＝ケベックとカナダ間の外交の「草刈場」とされた格好の
アフリカ諸国は、この問題は本質的にカナダ内部あるいは先進国間の問題で
あって、これ以上の議論には付き合いきれないとウンザリぎみであった
（Léger, 1987, p.117）。スイス、ベルギー代表団も懸念を表明する（22 mars
1969）。会議開始 3 日が経過してもこの論議は収拾がつかず、会議の成功と
フランコフォニーの成立がいよいよ危ぶまれた。
ここでペレティエ団長のイニシアチブにより妥協が図られる。ACCT への
参加資格を主権国家のみに限定することを強く求めるのはカナダただ一つで
あり、その最悪のシナリオは、カナダがこれをごり押しすることで、ACCT
設立が破綻し、カナダにその責を負わされることであった（Léger, 1987,
p.119）。ここでカナダ連邦政府は、連邦政府の参加資格を是が非でも勝ち取
り、かつ主権国家以外の参加資格をケベックだけにしないという「実」を得
る戦略に転換する。それは参加資格の文言を「国家」、だけではなく「政府」
という表現も加えるものであった。これはすなわちケベックの参加資格を認
めるものであるが、一方、ニューブランズウィック州などの参加の道を開く
ものであり、不十分ながら両者およびフランス代表団の同意を得るに至っ
た。
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なお ACCT 憲章には、ケベックの参加資格について議定書が付帯された。
序文では、「ACCT は参加国の主権と国際的権限を尊重しながら、政府機関
はすべて ACCT の組織、活動、計画に参加資格を有する政府として認定さ
れうる。ただしそれには加盟国の承認を必要とし、その参加方式は当該政府
と加盟国との協議によるものとする」という憲章第 3 条 3 の文言が繰り返さ
れ、第 1 条においてケベックは ACCT の組織である理事会、計画委員会、
諮問委員会、他の委員会および小委員会、事務総局、財務および運営上の専
門部会、総会に参加できると規定され、その形態は以下の条文で組織ごとに
規定されるとしている。
理事会（conseil d’administration）では、カナダ割り当ての 2 名の理事枠の
うち 1 名がケベック州からの理事枠としている（第 2 条）、これに加えてケ
ベック州官僚を計画委員会、諮問委員会および他の委員会ならびに小委員会
の委員にあてることができるとし、特に諮問委員には最低 1 人をケベック州
から出すべきであると規定している（第 3 条）。事務総局については、カナ
ダ、ケベック両政府が事前に事務総長候補者を協議するものとし（第 4 条）、
専門部会については、カナダに割り当ての 2 名の定員のうち、両政府の協議
により、1 名をケベックから選出するとしている（第 6 条）。総会について
はそれに参加するケベックからの閣僚数をカナダ政府との協議により決める
ものと規定している（第 7 条）。（Léger, 1987, pp.222-224）
結論：ケベックとカナダの対立と妥協により発展したフランコフォニー国際
組織
以上見てきたように、フランコフォニー国際組織の成立およびその発展に
は、国際的場面においてイニシアチブを取りたいケベックと、これを阻止し
たいカナダとの、時にフランスやアフリカ諸国を巻き込む激しい対立があっ
た。むしろこの対立関係こそがフランコフォニー国際組織が新たな形態をも
って発展する不可欠な要因であった。フランコフォニーは 1960 年代初めに
フランス語圏アフリカ諸国で始まるが、ドゴールのフランスは積極的に参与
しなかった。フランスとアフリカ諸国だけで国際組織を結成することで「新
植民地主義」「新帝国主義」と批判されることを懸念したためである。よっ
て、ケベックの参加はアフリカとフランスの接近を図る上でも重要であった。
しかし、ケベックだけではまだ「新植民地主義」という非難をかわすのに不
十分であり、カナダというより大きい組織の加盟も必要であった。この両者
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による対立は、フランコフォニーにおける「第三極」の存在と必要性を認知
させただけでなく、今日フランコフォニーが国際社会に掲げる「文化的多様
性」「文化間の対話」という概念の形成にもつながったからである。
しかしケベック―カナダの「対立」だけではフランコフォニーはいずれ
「破綻」となったはずであり、両者の「妥協」もまた必要であったことは言
うまでもない。したがって、フランコフォニーの成立過程を、カナダ外交の
「勝利」という観点だけで見ることは不十分である。またフランコフォニー
国際組織はその後非フランス語圏の諸国（中東欧諸国やインドシナ諸国等）
も加え、発展途上国の民主化や紛争解決、貧困撲滅にまでその活動を広げる
が、ケベックは今日に至るまでその主要なアクターであり続けている。
1970 年代、トリュドー首相は「フランコフォニー・サミット」構想、す
なわちフランコフォニー加盟国の首脳会議を掲げる 17。もちろん参加資格は
主権国家に限定したもので、明らかにこれはフランコフォニー国際組織から
ケベックを排除することを目論むものであった 18。この行為はトリュドーの
ACCT に対する疑念と見ることができよう。すなわちケベックの参加資格を
認めた ACCT に対抗し、参加資格を主権国家に限定した首脳会議をもう一
つのフランコフォニーとして打ち出すことにより、ケベックの「越権行為」
を阻止しようと目論んでいたのではないだろうか？

ただし、サミット構想

については今後一層の検証が必要であり、今ここでは紙面の余裕あるいは確
証性の問題もあるため、別の機会に論じたい。
（はせがわ

ひでき

横浜国立大学准教授）

注
1

Agence Intergouvernemental de la Francophonie。1970 年に設立された ACCT

（文化技術協力機構）が 1997 年に改組されたもの、2005 年からは OIF（フラン
コフォニー国際組織 Organisation Internationale de la Francophonie）となる。
2

カナダ外交論の研究者は「フランスのパワーの拡大のためにはフランス語圏
諸国団体を組織する必要があり、そのためにもドゴールはケベック独立を応援
していた」とするが、1967 年時点でドゴール大統領はフランコフォニー組織の
立ち上げにフランスがイニシアチブをとることには積極的ではなかった、とい
うのがフランコフォニー研究におけるドゴール像である。

3

Association des universités partiellement ou entièrement de langue française。1998
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年 か ら は AUF（ フ ラ ン コ フ ォ ニ ー 大 学 機 構 Agence universitaire de la
Francophonie）となる。
4

本稿において Le Devoir 紙記事を分析の主な対象として取り上げる理由はこ
こにあるが、他の理由として Le Monde などフランスの新聞は殆どこの動きを
あまり取り上げていないこともあげられる。この時代はフランスでは五月運動
やその後のドゴール大統領の去就が報道の中心となったためフランスの有力紙
はフランコフォニーの経緯については深く追求していなかった。

5

この 4 カ国はケベックのフランコフォニー貢献とアフリカへの協力に即座に
関心を表明したのであるが、カナダとの外交論争への発展を回避するため、非
公開派遣となった（9 août 1968）。

6

リオネル・シュヴリエ前カナダ連邦法相を団長とする派遣団。

7

ポール・マーティン前外相（マーティン前カナダ首相の父）

8

1968 年に連邦政府が刊行した国際関係白書において、外交権は排他的に連邦
政府の管轄にあること、外交権は不可分であり、たとえその内容がカナダ憲法
上、州政府の管轄事項とされるものでも対外的なものであれば、連邦政府と州
政府との事前協議、調整はあるものの、外交権自体は連邦政府のみが行使しう
ると明記している（22 mars 1969）。

9

一方、ブロサール教授は外交権についての憲法規定の陥穽は、事実上州政府
の専管事項とされている分野の領土外への権限行使を、連邦政府の外交政策に
支障を与えない限り可能と解釈している（22 mars 1969）。

10

カナダ政府は財政援助・技術援助に加え、会議 2 週間前に現地駐在の外交官
を派遣し、政治およびジャーナリズム面での援助を申し出た（20 mars 1969）。
一方、フランス政府はケベック参加が認められない場合は、会議へのボイコッ
トも辞さないとニジェール政府に通達したという記述も見られる（櫻田, 1999,
p.435）］が、これに関する典拠はみられない。

11

他はジャンピエール・ゴワイエ外務大臣補佐、マクスウェル・ヤルデン外務
副大臣官房長、シャルル・リュシエ市民権副大臣、アンリ・ゴドフロワ ACDI
高官ほか 3 名の外交官と内閣官房長官がエントリーしている（20 mars 1969）。

12

他はギ・フレゴー前文化副大臣、アルチュール・トランブレ教育副大臣、ジ
ュリアン・オベール教育省対外協力局長。

13

ペレティエ代表への招聘は「私的」なものであった。またニューブランズウ
ィックとオンタリオは招聘されていない。ただし、当初はケベックの公式な招
聘はなく、カナダに対する招聘の後に加えられた（20 mars 1969）。

14
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ACCT 設立に関わる費用のうち、ケベックを含めたカナダは全体の 36%、
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600 万カナダドルを拠出することになっていた（21 mars 1969）。
15

ケベック以外のカナダ代表団はビジネスクラス以上で移動する一方、ケベッ
ク代表団は当時の州の財政状況が深刻であったため（櫻田, 1999, p.435）、エコ
ノミークラスでの移動を強いられた（20 mars 1969）。

16

ペレティエ団長は会議後ジュリアンに面会し、「あなたは叫んでいるときよ
りも歌っているほうが素晴らしいですよ」と諭した。一方、これに続くケベッ
ク団長のマス・ケベック団長は「彼女は我々の人民の代弁者だ」と発言してい
る（21 mars 1969）（Léger, 1987, pp.105-106）。

17

構想自体はセネガルのサンゴール大統領であるが、国際社会に向けて首脳会
談を呼びかけたのはトリュドー首相である（Le Marchand, 1999, p.14; Tétu, 1988 ,
pp.131-132, 1997, pp.255-256)）。

18

ただし、首脳会談が実現するのは、トリュドー辞任後の 1986 年、マルルー
ニー政権下である。また首脳会談にはカナダ連邦政府以外にケベック州、ニュ
ーブランズウィック州も参加しており、これはフランスのミッテラン政権とマ
ルルーニー政権との合意によるものである。
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多文化社会ケベック、共存への模索
──「妥当なる調整」をめぐる論争──

Vers l’harmonisation interculturelle au Québec:
Le débat sur les “accommodements raisonnables”
飯 笹 佐 代 子
IIZASA Sayoko
はじめに
近年、世界的に、多様な民族や文化、宗教、価値観等の共存を図りながら、
いかに社会統合を維持していくのかという課題が、アカデミックな議論にお
いても、また政府レベルの政策論議においても、益々重要視されてきてい
る。
周知のように、カナダとオーストラリアは 1970 年代の初期、ともに「多
文化主義（multiculturalism）」を国是に掲げて、従来の同化主義的な社会統合
理念を見直し、多様性を積極的に評価する新たな共存への取り組みにいち早
く着手した。以来、両国はそれぞれの社会、政治状況の中で、独自の多文化
主義政策を模索してきている。
これら 2 国は多文化主義の先進事例として、日本でも関心が高い。カナダ
の場合、その研究や議論の対象はもっぱら英語圏であり、ケベックが注目さ
れることは稀である。住民の 7 割以上をフランス系が占め、カナダの中で文
化的・言語的に特異な社会を形成するケベック州は、多文化主義に否定的で、
「フランス的事実の存続」に固執する同化主義的な社会というイメージで、
一般に受けとめられることが多いようである。
しかし実際には、ケベック州政府は世界各地から移民や難民を積極的に受
け入れてきた。州最大の都市モントリオールは、トロント、バンクーバーと
ともに移民の主な定住先であり、カナダにおける 3 大多文化都市の 1 つとな
っている。州政府は、モントリオール以外の地域への移民の定住も促進して
おり、州全体を「多元的社会（une société pluraliste）」として位置づけ、文化
の多様性の尊重に基づいた移民の社会統合を模索してきている。
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ところで、ケベック州では「多文化主義（multiculturalisme）」という語は
あまり用いられない。ケベックの側から見ると、連邦政府の推進する多文化
主義は、英国系とともに 2 大建国民族である仏系カナダ人を諸文化集団の 1
つにしかみなしていない、と捉えられるからである。また、連邦の多文化主
義は、様々な文化が単にばらばらに存在している状態であり、そのためにマ
イノリティのゲットー化を招いているように映る。こうした「多文化主義」
に代わって、ケベックで一般的に使われているのは、「インターカルチュラ
リズム（interculturalisme）」という概念である。それは何より、ケベック州
唯一の公用語であるフランス語を共有することを、大前提とする。そして、
あくまで仏語社会という枠組みの中で、それぞれの文化が相互交流・対話を
重ねながら、独自のケベック・アイデンティティを構築していくことを目指
すとされる 1。
ただし、「インターカルチュラリズム」は、州政府の政策理念や法律とし
て明確に位置づけられているわけではない。それはむしろ、連邦政府や他州
の掲げる「多文化主義」への対抗概念として、主にケベックの学者や知識人
らによって州政府の文書や政策から読み解かれ、論じられている側面が強い
といえる。したがって、その定義も一様ではない 2。
こうした、多文化主義かインターカルチュラリズムか、という言説をめぐ
る議論の存在を念頭に置きつつ 3、本報告では、文化的差異に関して日常的
な 場 面 か ら 発 し た 近 年 の 論 争 に 着 目 し た い 。 そ れ は 、「 妥 当 な る 調 整
（accommodements raisonnables）」、すなわち、マイノリティの宗教的慣行をど
こまで、そしてどのように受け入れるのか、その是非をめぐってケベック社
会を席巻した論争である。事態の重大性を認識した州政府は、2007 年、ジ
ェラール・ブシャール（Gérard Bouchard）とチャールズ・テイラー（Charles
Taylor）という 2 人の著名な学者に依頼し、諮問委員会を発足させるに至る。
同委員会は、実態調査を踏まえて、翌年、報告書『未来を築く──調和のと
き』（Fonder l’avenir : Le temps de la conciliation ）を公表した。
この一連の出来事を通じて、本稿では多文化社会ケベックが共存を模索す
る姿を描いてみたい。まず第 1 章では、ケベック社会における文化的多様性
について概観し、第 2 章では宗教的慣行に関する「妥当なる調整」の具体的
な内容および論争の展開についてみていく。続いて第 3 章では、諮問委員会
の報告書に基づいて、論争の背景要因や、諮問委員会の主張と提言を検討す
る 4。
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1. ケベックの移民と宗教をめぐる状況
2006 年の国勢調査によると、ケベック州の総人口は約 770 万人である。
移民はうち 11.5% を占め、その出身地は多国にわたっている。同州政府は
1991 年に連邦と協定を締結し、移民の選別や統合に関して州レベルとして
は異例の大幅な権限を獲得した。以降、フランス語社会を維持していくため
に、フランス語圏からの移民が優先的に受け入れられている。2008 年に受
け入れた移民の出身国も、上位 3 カ国がアルジェリアやフランス、モロッコ
などのフランス語圏で占められている（表 1）
。
エスニシティ別にみると、ケベック州全体では 100 を超えるエスニック・
グループが住み、その 9 割近くがモントリオール都市圏に集中している。宗
教的にも多様である一方で、ケベックは依然としてカトリックが圧倒的に優
勢な社会である。2001 年の国勢調査によると 5、その信者は住民の 8 割以上
を占め（カナダ全体のカトリック信者は４割強）、プロテスタントとギリシ
ャ正教等を併せると、住民の 9 割近くがキリスト教である。それに対して、
イスラム教は徐々に増えているとはいえ、住民の 1.5 ％であり、またユダヤ
教は 1.3 ％、さらにシーク教は 0.1 ％を数えるに過ぎない（表 2）
。
表 1 ケベック州が受け入れた移民の出身国トップ 10（2008 年）
（総計 45,264 人）

出典： Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles, Direction de la
recherche et de l’analyse prospective.
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表２ ケベック州およびカナダ全体における宗教別人口（2001 年国勢調査より）

出典： Statistique Canada, Recensement de 2001.

それぞれの宗教的マイノリティの集団内は、出自・宗派・信仰の程度など
さまざまであり、決して均質ではない。たとえばユダヤ教においては、欧州
に出自を持つアシュケナジムと呼ばれる人々と、北アフリカから移住してき
たセファルディムと呼ばれる人々とでは、文化的にも宗教実践においても異
なる面が少なくない。また、シナゴーグ（礼拝場）にはほとんど行かずに、
祭日だけを祝う人々もいる。さらには労働や機械に触れることさえ禁じる安
息日の掟に従って、その日は交通機関やエレベーターも利用しないなど、厳
格に信仰を実践する人々まで多様である。
注意すべきは、アラブ系＝イスラム教徒というように、出自からステレオ
タイプ的に特定の宗教を結び付けてしまうことである。それは必ずしも現実
を反映していない。たとえば、ケベック州に住むエジプト系の実に 8 割が、
またはレバノン系の 7 割以上が、キリスト教を信仰している。同様に、ユダ
ヤ系の人々がすべてユダヤ教を信仰しているわけではない。2001 年の国勢
調査で「ユダヤ系」と申告した人のうち、6.5 ％がキリスト教系の信者であ
り、5.8% が無宗教であると回答している。
さらに、熱心な信者は移民一世代に多い、というのも陥りがちな思い込み
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である。特にユダヤ教徒の場合は、7 割近くの信者がケベックで生まれてい
る。一方、イスラム教徒の場合は、ケベック生まれは 2 割を越える程度であ
るが、その 3 分の 1 が、何代もさかのぼれるケベック人である。新移民かケ
ベック生まれかにかかわりなく、キリスト教からイスラム教などの他宗教へ
の、あるいはその逆の改宗も少なからずみられる 6。
2.「妥当なる調整」をめぐる論争の展開
上述したように、ケベックにおいて非キリスト教系の人口は、数の上で文
字通りマイノリティに過ぎない。にもかかわらず、その存在はしばしば社会
の大きな注目を喚起してきた。かつて 1990 年代半ばに、学校におけるイス
ラム系女生徒のスカーフ着用の是非をめぐり、論争が起こったことはまだ記
憶に新しい 7。近年、宗教的マイノリティへの注目度は、ますます高まって
いる。特に 2006 年以降、かれらの宗教的慣行がどこまで、どのように社会
に受け入れられるべきか、という「妥当なる調整」のあり方をめぐって、ケ
ベック社会をゆるがすかのような論争が巻き起こることとなった。いったい
何が問題となり、論争はどのように展開していったのだろうか。
2. 1. 宗教的慣行と「妥当なる調整」
まず、「妥当なる調整（accommodements raisonnables）」という、日本語と
して耳慣れない語について説明しておこう。accommodements raisonnables と
は、本来、法的な概念である。労働の分野において、規範を厳格に適用する
ことによって、かえって平等の権利を侵害するような差別が生じた場合、そ
れを解消するために調整が図られたことに由来している。そして、近年では、
法的な狭義の意味を超えて、宗教的、文化的な多様性に関わる、あらゆる調
整を意味する表現として使われるようになっている。
なお、英語の reasonable accomodations は、日本では一般に「合理的配慮」
という訳語が当てられており、主として障害者の権利擁護の文脈で用いられ
ている。この「合理的配慮」という表現は、一見みごとな訳語ともいえるが、
多数派が少数派に対して一方的に与える「善意」的なニュアンスを感じなく
もない。他方、ケベックにおける accommodements raisonnables は、文化の多
様性を擁護する文脈で用いられていること、また理想的には、多数派と少数
派が解決を求めて対等の立場で歩み寄ることを含意していると思われること
から、ここでは、あえて「妥当なる調整」という訳語を選択することとした
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い。
さて、ケベック州政府の文化共同体・移民評議会は、すでに 1993 年に、
「妥当なる調整」を、移民に対する差別を解消し、ケベック社会への統合を
より容易に進めることを目的に、文化や価値観をめぐる摩擦の解決を積極的
に図るために必要とされる方法、と位置づけている。そして、それは「デモ
クラシー」、「両性の平等」および「万人に等しい法的規範」を損なわない範
囲内で図られるべきであるとする。したがって、ケベック州の裁判所の判決
が、イスラム教やユダヤ教の宗教裁判所の判決と異なる場合は、あくまで前
者が優先されることになる。また、ケベック憲章の 10 条は、人種、肌の色、
宗教、言語及びエスニックな出自による区別なく諸権利及び自由の行使を保
証しており、裁判所はこの条項を社会や諸機関の側が「妥当なる調整」を行
う義務を有するものであると解釈している（Conseil des communautés
culturelles et de l’immigration, 1993）。
「妥当なる調整」が求められるのは、日常生活の場面、特に職場や学校、
病院などにおいてである。実際にこれまで、文化的、宗教的な差異を考慮し
たさまざまな「調整」が図られてきた。職場においては、たとえば、宗教的
祭日のために休暇を取る権利が、他の従業員に不公平をもたらさない限り認
められている。これについては、1994 年の連邦最高裁判決によって、法的
にも支持されている。
学校において、宗教的、文化的な要求は、州の定めた教育法に抵触せず、
学習プログラムを損なわない範囲内であれば、受け入れられる余地がある。
宗教的祭日のための欠席や、イスラムのラマダン時の学習の軽減などは、た
いてい認められてきた。ただし、同一カリキュラムの履行という原則のもと、
体育や性教育、生物などの授業の免除は許可されない。肌を見せないという
宗教の教えに従い、体育授業の免除を要求するイスラム系の少女に対しては、
肌を覆うことのできる丈の長いゆったりしたパンタロンの着用を容認するこ
とによって、授業への参加を促している。また、シーク教徒の男子はキルパ
ンという儀式用の短刀を身につける習慣があるが、刃渡り 20 センチ程もあ
るため、凶器として学校への携帯を禁止される場合が多い。そのため、当事
者の家族と学校側との話し合いによって、本物ではなく、小型のペンダント
やブレスレットに加工した代用品の携帯で「調整」が図られたりしている。
ただし、このキルパンの携帯については、後述するように、裁判で争われた
事例もある。
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医療の領域においても、最期が近づいたイスラム教徒のベッドをメッカの
方角に向けたり、ユダヤ教徒がコーシャー・フード（ユダヤ教で定められた
清浄食品）を持ち込む要求などは、一般に受け入れ可能とされる。
なお、祈祷場については、教育機関では常設のものは認められない。他方、
刑務所や病院、空港などでは、外の教会に自由に行くことができないため、
常設の祈祷場の設置も可能とされている。
2. 2. 論争の展開
宗教的慣行の中には、調整の困難な問題もある。宗教的理由で、死亡した
子供の解剖を親が拒否する場合や、胎児の容体に危険が迫っているのに、妊
婦が帝王切開に応じない場合などである。こうした一部の事例を除けば、こ
れまで多様性の「調整」は多くの場合、当事者と関係機関との協議や話し合
いを通じてうまく折り合いがつけられてきたといってよい。ところが、近年
にわかに、マイノリティの宗教的慣行の要求がクローズアップされ、「妥当
なる調整」の語がメディアに頻繁に登場するようになる。とりわけ、2006
年 3 月から 2007 年 6 月にかけて 8、「妥当なる調整」に関連する話題が相次
いで取り沙汰され、その是非をめぐって議論が白熱していった。
その一つは、2006 年 11 月、モントリオールの YMCA が、近隣に住むユ
ダヤ教超正統派（ハシディズム）の信者の要望で、肌を出した体操着の女性
が見えないように、ジムのガラスを曇りガラスに代えた、という出来事であ
る。それが報じられて以降、保健所におけるカップルを対象とした出産準備
コースで、イスラムの女性の要求によって、非イスラムのカップルの夫が参
加を拒否されたとか、救急隊員が、コーシャー・フードでないランチを持っ
ていたために、ユダヤ総合病院を追い出されたとか、いささか誇張気味とも
思える記事が続々とメディアに取り上げられた。それは「妥当なる調整狩り」
ともいえる様相を呈した。同時に、宗教的マイノリティの要求への過剰な譲
歩はケベック社会に亀裂をもたらすという懸念や、このままでは近い将来に
「フランス的ケベック」が消滅してしまうという声もあがり、メディアをに
ぎわせた。
この騒動の伏線のひとつとして、シーク教徒の男子が学校でキルパンを携
帯することの是非をめぐって争われた裁判で、2006 年 3 月、カナダ連邦最
高裁が携帯を支持する判決を下したことの影響は少なくない。この判決は、
ケベック州控訴院の判決を覆すものであっただけに、キルパンの凶器として
68

多文化社会ケベック、共存への模索

の危険性を懸念する人々に不満を残しただけでなく、「連邦による多文化主
義の押しつけ」として、反感をも喚起することとなった。
折しも、2007 年 3 月の州議会選挙が近づくと、
「妥当なる調整」の是非は、
政治家をも巻き込んだ論争へと発展していく。
3. 「ブシャール＝テイラー委員会」の活動と報告書『未来を築く──調和の
とき』
3. 1. 「ブシャール＝テイラー委員会」の発足
事態の収拾を図る必要に迫られたジャン・シャレー州首相は、500 万カナ
ダドルの州政府予算を投じて、2007 年 2 月、「文化的差異に係る調整の実践
に 関 す る 諮 問 委 員 会 （ Commission de consultation sur les pratiques
d’accommodement reliées aux différences culturelles）」を発足させた。社会学者
のジェラール・ブシャールと政治哲学者のチャールズ・テイラーという著名
な二人の学者を委員長として、同委員会（以下、ブシャール＝テイラー委員
会）は、ただちに多様性の調整に関する実態調査を開始した。州内の大学と
連携して 13 の調査プロジェクトを実施するとともに、モントリオールおよ
び 15 ヶ所の地域でのヒアリングや 22 回の地域フォーラムを設けるなどし
て、精力的に関係者や一般の住民から幅広く証言や意見の収集を行った。
これら一連の作業を踏まえ、翌年の 2008 年 5 月、ブシャール＝テイラー
委員会は『未来を築く──調和のとき（Fonder l’avenir : Le temps de la
conciliation ）』と題する報告書を公表した 9。以下、報告書の内容に基づきな
がら、主な論点について検討していきたい。
3. 2. なぜ、論争が過熱したのか
先述したように、「妥当なる調整」はすでにさまざまな実績があり、これ
までは比較的穏便に解決が図られてきた経緯がある。では、そもそも、この
時期になぜ、宗教的マイノリティの要求が、これほど人々の関心の的となり、
懸念を喚起したのであろうか。
その理由について、報告書は、ひとつには、2001 年に起こった 9. 11 同時
多発テロ事件の影響により、イスラムへの否定的イメージが醸成されたこと
を挙げている。もっとも、これはケベックだけでなく、世界的な傾向でもあ
るだろう。それに加えて、経済の規制緩和や雇用の不安定、疎外感などによ
って、人びとの社会に対する漠然とした不安感が高まっている状況も無視で
69

きない。また、「妥当なる調整」に懸念を示す人は、フランス系住民に多い
ことが指摘されている。フランス的社会の存続を望む人びとにとって、宗教
的マイノリティによる要求の増大は、自らが寄って立つ懐古的なケベック・
アイデンティティへの挑戦とも映る。一方で、かつてのカトリック権力がケ
ベックにおいて大きな社会的影響力を持っていた時代のいまわしい記憶と、
宗教的な主張とを重ね合わせる人たちもいる。
以上に加えて特筆すべきは、「妥当なる調整」に関する実際の内容が、曲
解されて流布しているという現実である。ブシャール＝テイラー委員会は、
メディアに大きく取り上げられ、人びとに否定的に受け止められている「妥
当なる調整」の事例から 21 件の調査を実施した。その結果、うち 15 件は、
事実と一般認識との間に明らかに大きな乖離がみられたという。たとえば、
先述の出産準備コースの件で話題になった保健所は、現実には貧困地域にあ
って、医療へのアクセスが困難な移民女性に対する支援に地道に取り組んで
いたものだった。しかも男性を排除した事実はないという。
結果的に、大きな影響力を持つメディアが、論争の先鋭化に大きく加担し
たのである。そもそも、宗教的マイノリティの存在を現実以上に誇張するな
ど、日頃の報道のあり方にも問題が少なくない。たとえば近年、雑誌などで、
ニカブという目以外を覆うスカーフを被ったイスラム系の女性の写真をよく
見かけるが、ケベックでの実際の人数に比較して、その頻度は過剰である
（Castel, 2007, p.137）。
3. 3. デモクラシーと世俗主義
ブシャール＝テイラー委員会による報告書は、以上で示したような「妥当
なる調整」に対する誤解を解き、人びとが感じている不要な懸念を払拭する
ために、説得的な説明を試みている。「妥当なる調整」が、あくまでケベッ
ク社会の原理であるデモクラシーや、「ケベック州の人間の権利と自由の憲
章（Charte des droits et libertés de la personne du Québec）」の理念に根ざしたも
のであること、同時に、それが移民の社会統合を促すものであることを強調
する。そして、裁判よりも、極力、当事者間の話し合いによって調整の方法
を探ることが望ましいとする。
また、懸念の矛先を移民やマイノリティの人びと全体に向けないように、
警鐘を鳴らす。むしろ報告書は、マイノリティの人たちへの差別が依然とし
てケベック社会に存在していることを、あらためて問題視する。移民の方が
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ケベック生まれの人たちよりも平均的な学歴は高いにもかかわらず、失業率
の方ははるかに高い事実に言及し、マイノリティに対する差別や偏見の克服
などを訴えかけている。
さらに、政教分離についての考察にページを割き、ケベック独自の「開か
れた世俗主義（laïcité ouverte）」を提唱する。学校などの公的空間における宗
教的サインの誇示を一切禁止するフランスとは異なり、ケベックでは、イス
ラム教徒のスカーフやユダヤ教徒の帽子キッパ、シーク教徒のターバンなど
は、信教の自由において認められるべきとする。それは公務員についても同
様であるとしつつ、国家の中立性を体現するような職務、たとえば州議会の
議長や裁判官などに限っては、自制する義務があると述べている。他方で注
目すべきは、州議会がまさしく国家の宗教に対する中立性を体現する場であ
るという理由で、その壁から十字架を取り除くべきと主張していることであ
る。同じ理由で、多くの地方議会で今でも行われているキリスト教式の開会
の祈祷も廃止すべきとしている。
3. 4. インターカルチュラリズム概念の明確化に向けて
特筆すべきは、マイノリティの宗教的慣行をめぐる騒動が、「妥当なる調
整」のあり方にとどまらず、ひいては社会の統合理念や世俗主義の再考とい
う、より根源的な課題をも提起したことである。
報告書では、提言として第一に、インターカルチュラリズムの定義の明確
化を掲げている。本稿の冒頭で触れたように、「インターカルチュラリズム」
は、未だケベック州政府の公式の政策用語として位置づけられているわけで
はない。それに対して報告書では、インターカルチュラリズムの理念を、政
策や法律として明文化することを強く求めている。
ケベックは深刻な人口減少に直面し、州の人口を維持するためには移民が
不可欠である。一方で、北米においてケベックは、文化的マイノリティとし
ての立場を余儀なくされてきた。こうしたなかで、フランス的事実の存続と
多元主義とのバランスを、どのようにとっていくのか。一見して相反するベ
クトルを持つ両者の調和を図るためにこそ、インターカルチュラリズムとい
う、多文化社会ケベックの統合政策やアイデンティティ観を支え得る独自の
理念が必要とされているといえよう。今後、その概念が政策レベルでどのよ
うに構築、展開されていくのか、きわめて興味深いところである。
報告書は併せて、信教の自由と市民の平等、政教分離、そして国家の中立
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性という４つのそれぞれの要素がしかるべく融和した上に成り立つ「開かれ
た世俗主義」とは何かについても、州政府として明示すべきことも提言して
いる。
なお、ブシャール = テイラー委員会の発足やその取り組みが功を奏した面
もあり、マイノリティの宗教的慣行をめぐる過熱した論争は、2007 年の後
半以降、ひとまず沈静化した。
結びに代えて
以上、「妥当なる調整」をめぐる論争を通じて、ケベック社会が多様な文
化や価値観の共存に向けて試行錯誤するプロセスの一端をみてきた。宗教的
慣行をめぐる摩擦やメディアが社会に与える負の影響力など、ここで起こっ
ていることはケベックに固有のものでは決してない。それらは、多文化化の
進行する日本も含めて、多くの社会に共有され得るものである。したがって、
具体的解決を模索するケベックの経験や試みは、時宜を得た有益な参考事例
となるだろう。なかでも注目したいのは、ブシャール＝テイラー委員会の果
たした役割である。現場に足を運び、関係者を含む多くの人たちとの対話や
公開の討議を通じてさまざまな意見を吸い上げながら、ボトムアップで提言
を導き出そうとする作業は、多文化社会における合意形成や政策展開に向け
た手続き論としても、きわめて示唆的である。
さて、「妥当なる調整」やインターカルチュラリズムをめぐる課題と動向
を考察するに当たっては、ケベックの文脈を十分に踏まえながら、事例研究
としての充実化を図っていくべきことは、言うまでもない。他方で同時に、
ケベック研究の枠組みを超え、カナダや諸外国との比較の視点を交えながら、
「多文化社会論」、ないしは広義の「多文化主義論」としていかに展開させて
いくことができるのか、という問題意識を常に心がけていく必要があるだろ
う。これは、ケベック研究の、ひいては地域研究の地平をいかに拓いていく
のか、という課題にもつらなるものである。
（いいざさ

さよこ

総合研究開発機構リサーチフェロー）

注
1

多文化主義をカナダの政策に限定せずに、複数の文化の調和的な共存を目指
す主張・政策・運動として捉えるならば、インターカルチュラリズムも多文化
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主義の一形態であるということもできる。筆者はかつて、ケベックが独自に追
及する統合政策を、「ケベック型多文化主義」として論じたことがある（飯笹、
1997）。
2

インターカルチュラリズムの定義や多文化主義との相違、類似点について、
さまざまな論者の見解をレビューしたものとして、Rocher et al.（2007）を参照。

3

多文化主義かインターカルチュラリズムか、という言説ならびに実際の政策
における違いや共通点などについての考察は、稿をあらためて論じたい。

4

「妥当なる調整」の内容や論争の経緯については、その多くを諮問委員会の
報告書（Bouchard et Taylor, 2008）および Robitaille（2008）に拠っている。

5

2006 年の国勢調査では宗教に関する質問はなく、2001 年国勢調査のデータ
が最新である。

6

ケベックの宗教的マイノリティの実情について、詳しくは Castel（2008）を
参照。

7

1994 年 9 月、モントリオールの公立学校で、スカーフをかぶっていたあるム
スリムの女生徒が登校を拒否されたことに端を発した。この論争は、当時、フ
ランスでも同様の問題が同時進行していたことの影響もあってかなり白熱した
ものとなった。これに対して、ケベック人権委員会は、スカーフの禁止は宗教
に基づいた差別に相当すること、また、女生徒たちが放校処分になれば、公教
育を受ける権利や学校を自由に選択する権利が否定されて、平等への権利にも
抵触することから、着用を擁護する見解を表明した。スカーフ論争について、
詳しくは Conseil du statut de la femme（1995）および飯笹（1996）を参照。

8

諮問委員会の報告書が「混乱期」と称するこの期間には、過去 22 年間にメ
ディアで取り上げられた 73 件の「妥当なる調整」関連の事例のうち、40 件が
集中している。

9

報告書の主な内容は、委員会の発足の背景とその検討課題、「妥当なる調整」
に関連するこれまでの事例、｢妥当なる調整｣の定義と運用の現状、指針につい
ての考察、インターカルチュラリズムや世俗主義をめぐる考察、人びとの見解
の紹介と誤解に対する返答、ケベック社会の現状と位置付け、政策提言などで
ある。約 300 ページの完全版と約 100 ページの要約版が、それぞれフランス語
と英語で公表されている。これら報告書も含めて、ブシャール＝テイラー委員
会の活動内容や成果については、同委員会の公式ホームページ
http://www.accommodements.qc.ca/ を参照。
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【研究発表】

ケベック人を撮ったドキュメンタリー映画監督、
ピエール・ペロー（1927 〜 1999 年）
──「クードル島」3 部作（1962〜 68 年）における
島の比喩と表象──

Présentation du cinéma de Pierre Perrault (1927-1999) :
Métaphores et représentaion de l’insularité
加 納 由 起 子
KANO Yukiko

1．はじめに
ピエール・ペロー（Pierre Perrault, 1927-1999）は 1927 年にモントリオール
に生まれた映像作家である。1950 年代半ば、カナダ国立映画庁（ONF）が
オタワからモントリオールに移転したとき、現地で雇われたフランス語系カ
ナダ映画監督および技術者の 1 人として映画のキャリアを始めた。ジル・グ
ルー（Gilles Groulx）、ミッシェル・ブロー（Michel Brault）、クロード・ジュ
トラ（Claude Jutra）、フェルナン・ダンスロー（Fernand Dansereau）などと
ともに、1960 年代から 70 年代にかけて世界中に名を馳せることになるケベ
ック・ドキュメンタリー映画を作った第 1 世代である。1960 年代初めにカ
ンヌで発表した処女作『世界の存続のために（Pour la suite du monde）』によ
って、フランス知識人から熱狂的な支持を受け、その知的評価は固まった。
現在でもフランスの映画愛好家には知られた名前である。同時に、生前没後
を通じて、一度もマスコミの協力をあおいだことも受けたこともないペロー
の映画は、ケベック国内ですらインテリの「カルト」映画にとどまっている。
日本を含むフランス語圏以外の国々ではさらに無名である。
今年はペロー没後 10 年にあたり、フランスとケベックの大学で回顧イベ
ントとしての国際学会がもたれたほか、ラジオ・カナダがペローの軌跡を辿
ったラジオ・ドキュメンタリーを製作した。このように、ペロー映画の広報
活動は、大学や公共機関を通してではあるが、10 年後も止まることなく続
いている。一方、1960 年代ケベック・ドキュメンタリーの知名度の低さと、

75

なによりそこに聞こえる地元言語の難度の高さゆえに、これまでペローの作
品はほとんど日本に紹介されたことはなかったが 1、ここ 10 年あまりの日本
とケベックの交流や近年のケベック映画の日本での成功などを見ていると、
その時期は十分に熟していると思われる。なかんずく、ペローの映画には強
いメタフォリカルな側面があり、これは映画史家からしばしば「詩情」と呼
ばれるところのものだが（Marshall, 2001, p.27）、それが国境のみならず言語
や時代を超えて人々に訴えることが出来ると信じる所為である。
２．無名と栄誉の間で
まず、ペローの略歴を紹介したい。
ピエール・ペローは 1950 年代初めにラジオ・カナダのシナリオライター
として出発し、昔「ヌーヴェル・フランス」と呼ばれたセントローレンス河
沿いの村々に「映像からも文字からも打ち捨てられ、生きることによっての
み人生を学んでいる人々（Perrault, 1970, p.17）」を訪ね、その声を録音し、
文字に起こし、ラジオの電波にのせた。数年後には同じ素材を使ってテレビ
用ルポルタージュとして初めての映像作品を作った（『ヌーヴェル・フラン
スの国で』Au pays de Neufve-France）。1950 年代末、ONF に雇われたことは
先に述べた通りである。ONF 所属となった直後、1961 年から 62 年にかけて
クードル島（Île-aux-Couldres）というシャルルヴォワ対岸の島に居を構え、
カナダ産フランス語ドキュメンタリー映画の最初の傑作とされる『世界の存
続のために（Pour la suite du monde）』を撮った。
映画は、クードル島で 1924 年まで行われていた木杭の囲いを河に作って
白イルカ（英語ではベルーガ、古フランス語ではマルスアン）を捕える漁を、
映画監督たちが島の老人を説得して再生させる経緯を描いている。老人たち
は 16 世紀すでにジャック・カルチエ（Jacques Cartier, 1491-1557）によって
記述された古い漁の記憶を島にとどめるため、そして「世界を存続させるた
め」にこの企てに参加する。長い冬の間、住民たちが 1 本 1 本長い木の杭
（harts）を河床に植えてゆく。四旬節も過ぎ、岸辺の氷が解け始めてもイル
カは現れない。老人たちは待っている。最後には、春の訪れとともにイルカ
が現れる。カメラは、虚構ではない、2 度とないその瞬間を、島の人々と歩
をひとつにして共有する。ストーリーが語られつつ作られて行くというドキ
ュメンタリーのスタイルは「シネマ・ヴェリテ（Cinéma-vérité）、あるいは
「ダイレクト・シネマ（Cinéma direct）」と呼ばれ、当時流行した主観的フィ
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クション形式のドキュメンタリー映画の先駆けとなった。『世界の存続のた
めに』は、1963 年にカナダ初のカンヌ映画祭出品作品に選ばれ、2005 年に
はその色あせることのない名声を記念して、映画名作ランキングの国際的権
威メディアフィルム社が「傑作」レーベルを授与した。ケベック映画として
は初めての栄誉だった。
1970 年代には「国とは何か」という問いを追いかけ、2 カ国語併用を希求
するフレンチ・カナディアンの姿を映画にした。80 年代には、北部の植民
地を、そしてカルチエの足跡を追ってフランスに撮影に出かけた。この頃作
られた『輝く獣（La bête lumineuse）』（1982 年）は、自然や神話の前で人で
しかない詩人のモノローグという、主観的な言葉の力を浮かび上がらせる状
況に迫っており、ペロー自身言っているように彼の最高傑作である。
さて、長いキャリアを通してペローの撮影の場所は、クードル島からニュ
ーブランズウィック（『アカディア、アカディア？！？』Acadie, Acadie ?!?,
1969）、モントリオール（『なんておかしな国！』Un pays sans bon sens !,
1970）、フランス（『時代の趨勢』Le règne du jour, 1966, 『威風堂々』La
grande allure, 1984）、アビチビ郡（『王国が待っている』Un royaume vous
attend, 1976）、マニワキの森（『輝く獣』）、そして北極に近いエレスメア大地
（『コルヌアイユ』Cornouaille, 1994）へと、時代の現実と抵触する彼の想像
力が向かうところへと移動していったが、その作品の基本的な問いは最初か
ら最後まで変わらない。ケベック人とは何か、ひいてはある大地に生きる民
族とは何か、という疑問である。
また、1950 年代には多く詩を書いて発表し、1980 年代にはドキュメンタ
リーというジャンルやケベック社会についての優れたエッセーをものしたの
で、「作家」とも見なされている。ペローの「話し言葉」への関心は強く、
それは著作のみならず、彼の映画の音声重視の側面に顕著である。「言葉の
映画作家（cinéaste de la parole）」という別名が冠されたゆえんである。
このように多産であり、かつ国際的に高い知的評価を得た人物としては、
ペローは驚くほどに一般大衆の間では無名だった。その結果、ケベックで現
在ペローの名を知っている人は 30 代にはほとんどおらず、40 代の大半が名
前は聞いたことがあるが映画は見たことがないと答える。カナダ国立映画庁
（ONF）に属しながらも、売ることは難しい社会派ドキュメンタリーという
ジャンルの配給先を自分の足で探さなければならなかったペローの立場が、
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生前からその進路を阻んでいたこともあるだろう。ペローが、方法において
も思想においても、自分のまわりに「一派」を作らなかったことも理由だろ
う。同時に、その生前と死後においてほとんどプロモーションの措置をとら
なかったケベック州政府の落ち度もあるだろう。他方、ペローの世代の芸術
家たちがその先鋒を切った「静かな革命」は、1980 年の都会的心性の大き
な転換以来すでに過去のものとなったこと、よってそれ以後、1960 年代の
ONF フレンチ・カナディアン・チームの活躍を覚えている人たちが昔を語
らなくなったこと、という「時代の趨勢」もある。
1999 年 6 月ペローが亡くなったとき、そのことを最も敏感に感じていた
のは、ペローのかつてのアシスタントであり、かつ永遠の「革命家」として
ペローを盟友と見ていたインディペンデント映画監督ピエール・ファラルド
ー（Pierre Falardeau）だったように思われる。
私にとって、ペローはロダン、レンブラント、バッハと同じくらい本質的な
価値を持っている。（．．．．．．）それ以下では決してない。言葉の重みも物事の
価値も知った上で言っているのだ。ペローの作品は、我が民族にとって、そ
して世界の全ての民族にとっての財産だと。

これは、1999 年 6 月 23 日にペローが亡くなった知らせを受けて、その 5
日後に『ル・ドゥヴォワール（Le Devoir）』紙にファラルドーが載せた追悼
文の書き出しである（Falardeau, 1999）。1999 年 6 月と言えば、ちょうど 1
年前に黒澤明が亡くなっている。1998 年同月、「世界のクロサワ」を哀悼す
る記事は世界中の新聞を飾った。モントリオールでも、テレビや映画館で黒
澤特集が組まれた。しかし、その 1 年後、自国民族の国際的イメージへの貢
献という点では黒澤に勝るとも劣らないピエール・ペローの死を聞いて、そ
の足跡を思い浮かべることが出来たのは、ケベックでも一部の知識人だけだ
ったのである。そう考えて、このファラルドーの一文を読むと興味深い。
「革命的」映画監督・詩人であったペローはここで、古典作家の位置に高め
られている。ここには、大衆の無関心と一部インテリの崇拝の間にあって、
ペローがまだ安定した評価を受けていないことへの苛立ちのみならず、ケベ
ックの大衆がペローを忘れてしまうことへの恐れが読み取れないだろうか。
とは言え、ファラルドーが抱く「革命家」ペローのイメージが、現在どこ
まで有効であるかは疑問である。そこには、ここ数十年の間に、民族アイデ
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ンティティの模索という問題が、政治の領域から社会的想像力の領域に移っ
てきたことへの配慮が欠けている。
3．発見

─「この島に住む我々（Nous autres icitte à l’île）」

民族アイデンティティについてのイデオロギーから来る概念や、これまで
構築された映画論の知的道具を使うことなく、日本人の感性はペローの本質
をとらえることが出来るように思われる。なぜなら、ケベックと同じく、日
本も「大陸」に対しては辺境国であり、地理的な条件に強く決定づけられた
歴史と文化を持つからである。そこで提示したいのがペローの映画を「島」
の比喩と表象から見るアプローチである。
「島」はペローの最初の映画の実際の舞台だった。1963 年から 68 年にか
けて発表された 3 作、『世界の存続のために』、『時代の趨勢』、『水の車（Les
voitures d’eau, 1968）』は、セントローレンス河にあるクードル島との出会い
から生まれた。1960 年代、ペローがまだ文化共同体としてのアイデンティ
ティを確立していなかった祖国「ケベック」を、半ば理想的に、半ば写実的
に（ドキュメンタリーなのだから）描きだすにあたって「島」のイメージを
必要としたのは、そこに「生きた言葉」が構成する自然の防波堤をなぞらえ
ていたからである。ペローの「島」は、饒舌な住人たちが話す言葉が横溢す
る世界である。これは、この頃すでに使い古されていたトポス「英語の大海
に浮かぶフランス語の小島」が、1979 年にラヴァル大学の地理学者たちに
よる有名な論文「失われた大陸から再び見いだされた島へ。ケベックとフラ
ンス語系アメリカ」（Louder, Morisseau, Waddell, 1979）によって蘇り、社会
経済学の研究対象になる以前の話である。つまり、「島」の概念にまだ、大
陸由来のユートピアのイメージが強かった時期のことである。
ペローの「島」は、比喩と現実の間を自由に行き来する。しかし、すでに
数世紀におよぶ大陸（欧州）の想像力によって構築されたユートピア幻想の
一環をなしているにしても、ペローの「島」は「発見」、あるいは「島に住
む自分の発見」の驚きによって常に刷新され、再定義され続けるものだ。
1953 年に初めてクードル島の土を踏んだペローの心には、「なぜ島なのか」
という疑問が浮かんだ。その冬、ペローは住民たちが「ここは島だ、我々は
島の人間なんだ」という確認の言葉を繰り返すのを聞き、耳をそばだてた。
「島を飽きることなく巡回してみても、どのドアを叩いても、いつも同じ、
島の住人であるという確信に出会う（Perrault, 1999, p.35）」。そして、その疑
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問が解けないままに、ペロー自身が「知らないうちに、徐々に、島の人間に
なっていった（Perrault, 1999, p.36）」。そのときから半世紀近く経った 1999
年に出版された『この島に住む我々（Nous autres icitte à l’île）』というエッセ
ー集で、ペローはこのように最初の驚きを繰り返し述べている。
1950 年代前半にペローが島の住民たちの言葉を録音したラジオ・カナダ
での放送も、その数年後の『世界の存続のために』も、「ここは島だ、我々
は島の人間だ」の言葉をつぶやく複数の人々のコラールで始まっていた。映
画では、そこに 16 世紀にセントローレンス河を下ったフランスの航海者ジ
ャック・カルチエの『航海記』の朗読が入り、それに合わせて島の鳥瞰映像
が映し出される。鳥瞰映像はもちろんカルチエの目を模倣したものではない。
（カルチエは空からセントローレンスもクードル島も見たことはない。）しか
し、その島は確かに発見されたばかりの島である。誰にも住まわれたことの
ない島である。カメラの目に生まれる島である。誰も知らない島の出現と同
時に、この映像をコメントするかのように、3 世紀前の島の発見を確認する
矛盾した声が聞こえてくる。常にカルチエの本を手放さないアレクシという
中心人物の一人が、その深い声で、カルチエによる 1535 年のクードル島の
発見と、命名の瞬間を語り始める。
その月の 6 日目〔1535 年 9 月 6 日〕、よい風を受けて走り、我々は河を 15 里
下った島の北岸に船をつけた。この島は、南北 3 里、東西 2 里の幅を持つよ
く肥えた土地である。たくさんの高い、美しい木が生えている。特に数種の
ハシバミの木（クードル）にはびっしりと実がなっている。そこで我々はこ
の島をクードル島と名付けた。（Cartier, 1863, p.12）

レオポルド・ルブランが言うように「カルチエは、十字架を植える以上に、
そこに名前をつけることによって土地を手にした 2」。目が発見するだけでは
島は生まれない。名付けられなければならないのである。発見された者は、
自らを命名することで発見者の視点と声によって所有された「土地」を手に
することが出来る。晩年、ペローはインタビューに応えてこう言っている。
「クードル島の人々の感じていることの中には、何か私の知らないものがあ
った。私は、それを名付ける言葉を自分が持たないことに気づいた。ところ
で、名前がないと現実のものだって存在しないも同じだ 3。」カルチエが名付
けたクードル島という名前は、アレクシの声によって再び島に与えられ、映
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画はそれを ISLE ES COULDRES という古仏語の大文字テロップにして画面
に刻む。『世界の存続のために』に先立つ 10 年の間、ペローが実に周到なプ
ロセスを踏んで「島」を生み出そうとしたことが分かるシーンである。こう
考えれば、彼の（専門家にとって）有名な定義「ドキュメンタリーは、伝説
の発明という禁を犯している瞬間をとらえる（« saisir le vif en flagrant délit de
légender (Perrault, 1983, p.54) »）」が、伝説の媒体である象徴を探求する頭脳
的な行為を否むものではなく、反対に、ペローのドキュメンタリーの同時性
が長い思索の産物であったことを述べた表現であることが理解出来る。
ともあれ、ここで発見されているのは、現実の島とともに、島の住民たち
が考える「我々の住む島」であり、ひいてはその「我々」である。かつて島
が発見されたときにそこにおらず、つまり一度も発見されたことのない者た
ちが、3 世紀前の最初の発見者の目と口を借りて、自らを発見しようとして
いるのである。ペローがクードル島の住民たちの「ここは島だ、我々は島に
住む人間だ」という繰り返される確信にぶつかって考えあぐんだのは、そこ
に彼らの絶えざる自己発見の希求の表現を聞いたからであろう。同時に、そ
の希求には、ペローが「知らないもの」があった。つまり、彼らにとって自
明でありながら、ペローにとっては初めて遭遇するものがあった。それは、
土地の姿に自らを映し、その名前によって自らを命名する、といった民族的
アイデンティティの基本条件だったのかもしれない。ペローの映画第 1 作に
おいて「島」が表しているのは、こうした複雑な「自己発見」のプロセスで
はないだろうか。
４．言葉と領土

─「孤絶した島（île insulaire）」

『世界の存続のために』に先立つ数年前、テレビのためのドキュメンタリ
ーをラジオ・カナダから依頼されたペローは、『ヌーヴェル・フランスの国
で』という 13 本の短編シリーズを作った。監督はフランス出身のルネ・ボ
ニエールに任されたものの、シナリオを提供したペローはスタッフとともに、
ケベックからブランサブロンまで、つまりケベック州を西から東へと踏破し
た。フェリックス・アントワーヌ・サヴァールの散文詩とも言える開拓者の
物語を読みながら、ペローは内なるケベックを発見し、何よりも現実の中に
自分の探すものを見いだす視線を育てていった。映像以前にラジオ、ラジオ
以前に詩人として創作活動に入っていたペローにとって、言葉が視線を導き、
視線が言葉に現実の厚みを与えるものと思われた。クードル島の映画におけ
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る「島」のイメージと「話し言葉」の間には「孤絶したもの（insularité）と
いう共通の性格があるが、これはペローにおける映像と音声の緊密な補完関
係のゆえに明らかになっていると思われる。
かつてのヌーヴェル・フランスに住み、フランスの誰にも理解されない語
彙で心を伝え合う人々の言語は、詩人でありラジオのシナリオライターであ
ったペローの耳にきわめて豊かで貴重で、かつ何よりも、土地という主観的
な現実に命を与えるものと響いた。話し言葉を擁護するペローは、こうして
「帝国」の言語を斥ける。「辞書の猛威」を忌避して、ケベシスムと今日言わ
れる大陸フランス語にはない土着の語彙に固有の歴史と響きを守ろうとす
る。ケベック語の要塞。実際に話されている言葉（parole）による話し言葉
の砦。それは、ペローの想像力の中では島の姿を取るのである。
（多数の）文化はいつも、書き言葉を煮詰めつつ、古い神話を利用して意味を
考案してきた。反対に、月と潮の流れの間にあって、海の中に浮かぶ島は、
自分の現実の存在から、ちっぽけな古典文学の世界には広すぎる大河から、
直接世界の意味を創りだしてきたのだ。河はその特殊性によって帝国の傲慢
な侵略を逃れていた（Perrault, 1999, p.36）
。

もちろんここに見られるのは理想的な立場でしかないのだが、クードル島
の住民のつぶやきがペローにどのような印象を与えたかを理解させるくだり
である。『世界の存続のために』でカルチエを朗読していた年老いたアレク
シは、4 年後の『時代の趨勢』で、祖先の記録を探すためにフランスのペル
シュ地方にまで赴く。長旅の間に若い世代に出会い、カナダにまで旅をした
先祖の物語を語るうち、アレクシは自分の特殊性に気がつく。特に、フラン
スに受け入れられなかった彼の言葉の特殊性に。彼はその言葉を守ろうと決
意する。
（アレクシは）時代の趨勢を恐れている。なぜなら、物事の流れは彼の孤絶
（insularité）を脅かすかもしれないからだ。彼の孤絶の中でも最も孤絶した部
分を（l’insulaire de son insularité）、彼の特殊さの中でも最も特殊な部分を（le
singulier de sa singularité）（Perrault, 1999, p.78）
。

1960 年代、ペローが「島」という名で表現された思想を解釈するにあた
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って、決して大陸的な表象に甘んじなかったことが分かる。大体、ホメロス
の時代から綿々と受け継がれた大陸的な島の表象とは、まず南洋の孤島（ド
ゥルーズが言ったように）という条件を無意識に想定するものであり、その
イメージはユートピア（トマス・モア、ベルナルダン・ド・サン・ピエール、
ゴーギャン）、反ユートピア（ラブレーからゴールディングまで）、近代的個
人の起源（ロビンソン・クルーソー）、社会組織の実験室（ジュール・ヴェ
ルヌ、ハックスレー）という一連の概念を包含している。ヨーロッパ大陸の
文明における島の表象が地理学的な知識よりもはるかに想像に負うところが
多いのは確かである 4。「島について、想像力は地理学が教えることをすでに
全て知っていた」とドゥルーズも言っている（Deleuze, 2002, p.12）。そうし
た伝統的な表象、ひいては比喩や寓意に共通するものは、もちろん「島」を
見る視線が大陸から発せられているものであるということである。大陸の勝
手な想像力が見る島は、ユートピアであっても自然の牢獄であっても、ある
いは南洋にあっても東の果てにあっても、必ず絶対的な「他者」という性格
は崩さないのである 5。それは単なる視点の違いの問題だけではない。大陸
から押し付けられる他者性は「島」の生存を根底から脅かす。発見が目だけ
の問題ではなかったように、植民は発見者の言葉による発見された者たちの
言葉の変容、ひいては隠蔽と破壊に他ならないからである。
現在、専門家は「歴史上発見された島国の原住民にはほぼ記録を残したも
のはなく、これからも書かれることはないだろう」 6 と確信しているが、
1960 年代を待たずして、ペローはそうした歴史の「法則」を破って、発見
された者の言葉を発見者に伝えようとした。彼は「島」の生存の条件は何を
おいてもその「特殊性」にあること、そしてその「特殊性」は言葉の自己命
名能力の維持によってのみ守られること、さらには、そうした言葉の砦とし
ての「島」が自らを発見し、名付けるためには「孤絶」することが必要であ
ることを、クードル島 3 部作を通して説いた。自らを発見したばかりの者た
ちにとって、「孤絶（insularité）」は生存のための戦略である。
占領者に対するこの防衛は生存のための本能に過ぎない。生延びるためには、
世界が続くためには、記憶を自ら作り上げることが必要だ、そして魂の領域
を確定することが必要だ。記憶がなければ未来はない。帝国とは他者の未来
なのだ（Perrault, 1999, p.181）
。
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文化的にネガティブな価値を生物学的にポジティブな価値で、つまり理性
が斥ける価値を生存の目的で正当化するのは人間全てに共通した本能であ
る、とはベルグソンが言ったことである。しかし、ペローの願う生存は文化
的生存であり、彼が「魂の領土」と呼ぶところの、ある土地に根付いた想像
力の生存であり、そこには何ら正当化の必要もない。正当化とはそもそも規
格化の一方法に過ぎない。それでは、日々の言葉と情緒と、ほんの少しの自
己イメージの断片以外に何の指標も持たない人々が、どのような「記憶」を
作り上げることが出来るだろうか。「歴史」が畢竟「他者の未来」であるな
らば、一切の規制言語による正当化を、認知を必要としないと宣言する、自
分に閉じこもった「島」の言葉は、切れ切れの詩となって虚空に消えて行く
運命なのだろうか。
５．歴史から神話へ

─「私には大きすぎる河（un fleuve trop grand pour

moi）」
クードル島 3 部作の最後を飾る『水の車』（1968 年）は、かつてクードル
島で作られていた木製スクーナー船を、島の住民たちが経験的な技術で作り
上げるプロセスを追っている。1999 年、この作品をコメントして、ペロー
はこう言う。
（．．．．．．）アレクシも、自ら知らない知識を発明しなくてはならないのだ。彼
は参照するものもなく、書き言葉にも頼らずに、未来全体を作り上げる。彼
は最初の船を造りながら、王国を築くのだ（Perrault, 1999, p.94）
。

スクーナー船の再構築は、彼らの島に「記憶」を与え、「王国」の地位に
高めようとする努力なのである。しかし、ここで丹念に再構築された船は、
映画の最後にセントローレンスの上で焼却されることになる。燃え上がる船
は、「孤絶した島」が、時間の海の中で、畢竟はかない存在でしかなかった
ことを示しているようでもある。後年のインタビューでペローが語るように、
『水の車』は「ケベックを象徴している。ケベックの木の文明が合衆国から
やってくる鉄の文明から身を守るには、セントローレンスの支配権を握るこ
とが不可欠だということを表現している 7」。同時に、アレクシが「参照する
ものもなく、書き言葉にも頼らずに」作り上げた「王国」が、「時代の趨勢」
に逆らうことが出来るだけの堅固な「記憶」、つまり個人の主観を超えて時
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間の波の中から現れるような「歴史」を持ち得ないことを明らかにしている
のでもないか。
この作品の後、ペローの映画はクードル島という舞台を離れる。同時に、
ますますフランス語系カナダ人の「国建設」の困難を語るものとなっていく。
1960 年代の終わりは、ルネ・レヴェックのケベック主権連合の精力的なキ
ャンペーンのおかげで、トルドー政府がカナダにおける 2 カ国語併用を公式
に認め始めた時期である。クードル島 3 部作の直後作られた『アカディア、
アカディア？！？』（1969 年）は、ニューブランズウィックのモンクトン大
学における英仏併用を望む学生たちのストを追った作品であるが、このスト
は結局、英系大学権威からの沈黙にあって幕を閉じる。この映画は、学生の
一人イレーヌが「アカディアはほんの細部に過ぎないのよ」とつぶやくのに
応えて、「じゃあ、この映画は細部についての映画なんだね」と言うカメラ
マンの言葉で終わっている。1976 年の『王国が待っている』でも、政府の
入植者募集に応え、よりよい生活を夢見てアビチビ群に移住した人々の幻滅
がテーマとなっている。40 年前にサヴァールが愛と希望に満ちた叙事詩を
歌い上げたアビチビ開拓者の生活は、ドキュメンタリー・カメラの前で現実
を否定しきれない人々の憂い顔となって現れる。
『水の車』の終幕で、燃え続ける船を岸辺からじっと眺める人々の目は、
島ではなくセントローレンス河に向けられている。しかし、彼らの背中はと
まどっている。3 世紀前にジャック・カルチエをクードル島にまで運んで来
たセントローレンス、彼らが唯一その孤絶の中に、島の孤絶の基盤として、
受け入れることの出来た大陸の言葉を運んできたセントローレンス。しかし
その後、河は 3 世紀の間沈黙した。それでは、河をさかのぼり、16 世紀の
初めにカルチエが出発したブルターニュに戻ることでその沈黙を埋めること
が出来るのだろうか。しかし、生まれたばかりのケベック民族の目はすでに
未来に向かっている。
「私の映画の最大の主役」
、でも「私には大きすぎる河」
と後年ペローが呼んだセントローレンス河は、歴史の沈黙と「予測不可能な
未来」のふたつを表している。河はケベック人の記憶を刻みながらも、常に
時間をその中に統合して流れている。
1998 年、死の前年にあったペローは、晩年書きためたセントローレンス
河についての感慨を詩的エッセーとして発表した。その薄い本の終わりには
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こうある。
まだ時間があるうちに言っておかなければ。湾の沈黙を、比べようもない言
葉で詰まったこの沈黙を。（河を）言葉の世界に生み出すこと、それこそが、
世界が存続するために国を建設するときの唯一真剣なやり方なのだ（Perrault,

1998, p.49）。
しかし、「島」というテーマに戻ろう。クードル島で撮影された映画では
ケベック人のアイデンティティを表現する「島」という一種の比喩体系が作
られたが、1960 年代の終わり、セントローレンス河の存在がペローの想像
力を占めるようになると同時に、そのサイクルも一旦閉じるように思われる。
その後、ケベックの「孤絶した（insulaire）」言葉は、沈黙したセントローレ
ンスとの対話に向かって開かれていく。
ペローは 1980 年代の初めに河についての一連のドキュメンタリーを発表
するが（1982 年の『威風堂々』など）、その頃から、彼の歴史や記憶につい
ての考察は「神話」や「伝説」という方向に発展して行った。ケベック民族
の土地との関わりを探り続けながらも、晩年のペローは、世代的な記憶によ
って作られる歴史を超えた時間、つまり「伝説 8」の時間に踏み込んで行く
のである。
６．終わりに
ピエール・ペローは 1950 年代初めにセントローレンスに浮かぶ実際の島
「クードル島」を発見し、その日以来 10 年にわたって、その島の歴史と住民
の言葉を通して樹立すべきケベック民族のアイデンティティを模索し、来た
るべき映画を構想した。我々はこの論考で、ペローのドキュメンタリー作品
の最初を飾る「クードル島」3 部作において、使い古されたトポスである
「島」が、どのように民族アイデンティティの比喩として働いているかを見
てきた。ペロー自身も後に言うように、1950 年代の「島」の発見は彼の後
の映画の方向を決定づけた。1960 年代末にはクードル島を去り、政治的な
喧噪の渦巻く都会へ、フランスへ、北へと向かうが、彼の生涯のテーマであ
るケベック人とは何かと問いかけは最後まで変わらない。そして、その問い
かけを常に新たにしているのは土地と民族の関わりである。
日本はもちろん実際の島国である。しかし、それにも関わらず、あるいは
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そのゆえに、島の現実と表象との関わりについてほとんど思考されることが
ない。とは言え、1960 年代のケベックがそうであったように、日本もまた、
常に自らを模索し、新たに発見する必要に迫られているのは現実である。そ
の視点に立てば、ペローの映画は文化差を超えて、地理的な比喩が持つ可能
性を我々に教えてくれるのではないだろうか。
（かのう

ゆきこ

神戸女学院大学非常勤講師）

注
1

2003 年の山形国際ドキュメンタリー映画祭でペーパー紹介（デヴィッド・ク
ランドフィールドの著書の紹介）された他、2008 年 7 月、東京のアテネ・フラ
ンセで行われた「カナディアン・ドキュデイズ（Canadian DocuDays）」という
名の ONF 秘蔵映像日本初公開のプログラムに 2 作が出品されたのが（『世界の
存続のために』と『なんておかしな国！』
）、最初の紹介となった。

2

Mailhot, Laurent (1997) La Littérature québécoise, TYPO, Montréal, からの引用。
p. 20.

3

DVD 作品 Pierre Perrault : Trilogie de l’île-aux-Coudres, Ed. Montparnasse, Paris,
に収録された 1999 年のインタヴューからの引用。

4

過去 2000 年の西洋文学における島の表象の歴史については以下を参照。Van
Duzer (2006), « From Odysseus to Robinson Crusoe : A Survey of Early Western Island
Literature », in Island Studies Journal, Vol. 1, No. 1, pp. 143-162 ; Gillis, John (2004)
Islands of the Mind. How the Human Imagination created the Atlantic World, London,
Macmillan.

5

Le comité de lecture de la revue Tracés, revue des sciences humaines (2003), « Objet,
mythe ou paradigme », juillet, numéro spécial « L’ Île », ENS Editions ; Ferraro,
Alessanra, dir. (2006) Altérité et insularité : relations croisées dans les cultures
francophones, Forum, Udino.

6

Baldacchino, G. (2008) « Studying Islands. On whose terms ? » in Island Studies
Journal, Vol. 3, No. 1, pp. 49-50. 近年の「アイランド・スタディーズ」が島土着
の言葉の不在に注目していることは、例えばエレイン・ストラドフォードが以
下に表明しているような両義的な島の見方の出現を説明する。Stratford, Elaine
(2003) « Flows and Boundaries: small island discourses and the challenge of
sustainability, community and local environments », in Local Environment, Vol. 8, No.
5, October, p. 495.« Islands (also islets, isles) — paradoxical spaces : absolute entities
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surrounded by water but not large enough to be a continent, territories, territorial;
relational spaces — archipelagos, (inter) dependent, identifiable; (…) isolated,
connected, colonized, postcolonial; redolent of the performative imaginary; vulnerable
to linguistic, cultural, environmental change; robust and able to absorb and modify; (…)
paradisiacal, utopian and dystopian, tourist meccas, ecological refugia; (…) ».
7

既出 DVD のインタヴューより。

8

ペローは 1999 年にこう言った。「伝説は時間の外にある。時間の前にある。」
(Perrault, 1999, p. 9.)
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— (1998) Un Visage humain d’un fleuve sans estuaire, Ecrits des Forges, Montréal.
— (1999) Nous autres icitte à l’île, l’Hexagone, Montréal.
— (2007) Pierre Perrault: Trilogie de l’île-aux-Coudres (DVD), Editions Montparnasse.
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Les études québécoises en Corée
韓国のケベック研究
HAN Daekyun
ハン・デキュン
要旨
韓国にはケベック研究に関心を寄せているセンターが 1 つ、学会が 2 つあ
る。フランス語圏研究センターはソウル国立大学にあり、韓国カナダ学会は
カナダの政治・経済を中心領域とし、韓国ケベック学会（ACEQ）はシンポ
ジウム、学会誌の発行、月例のセミナーを通じて、ケベックに限定した活動
を展開している。2 年間の準備期間を経て 2006 年に設立された ACEQ はす
でに 8 回のシンポジウムと年刊の学会誌を 3 号発行している。シンポジウム
の発表者は韓国で教えているフランス人教員のほか、日本、中国、ケベック
からも来ている。学会誌は主としてシンポジウムの成果から成り、「シンポ
ジウム報告書」とも呼ぶべきものである。ACEQ 設立以来、韓国のケベック
研究者の数は顕著に増加している。しかし作家研究や取りあげられるテーマ
については、いっそうの多様化と深化が必要だろう。
キーワード
フランス語圏研究センター（CRF）、韓国カナダ学会、韓国ケベック学会
（ACEQ）、ケベック、韓国、アジアのケベック研究者
Mots-clés
le Centre de recherche sur la francophonie (CRF), the Korean association for
Canadian studies, l’Association coréenne d’études québécoises (ACEQ), Québec,
Corée, québécistes asiatiques

Pour exposer les résultats ou l’état actuel des études québécoises en Corée, je
voudrais d'abord me référer à un article intitulé « Le développement des études
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québécoises dans le monde » (Globe, Revue internationale d’études québécoises, vol.
4, n° 2, 2001, pp. 59-81; une première version de cet article est parue dans Roch Côté
[éd.], Québec 2002, Montréal, Fides, 2001), écrit par Fernand Harvey. L’auteur y
mentionne, concernant la Corée, <the Korean association for Canadian studies
(KACS), Association coréenne d’études canadiennes> fondée en 1992 et sa revue
Korean review of Canadian studies. Il a bien raison de noter l’existence du <Centre
de recherches sur la francophonie (CRF)> qui est à l’Université nationale de Séoul
depuis 1989. Ce centre publie la revue annuelle Revue d’études francophones qui a
commencé à paraître en 1992. D’après Fernand Harvey, dans la région Asie/Océanie,
en 2001, quatre pays publient des revues internationales d’études canadiennes et
québécoises : l’Australie, la Corée, l’Inde et le Japon. En Corée, c’est donc Korean
review of Canadian studies dont je viens de parler. Il y a par ailleurs six principaux
centres d’études canadiennes s’intéressant aux études québécoises en Asie, en 2001 :
en Chine, il y en a deux, en Inde trois, et en Corée un, c’est le <Centre de recherches
sur la francophonie> que je viens de mentionner.
1. Le Centre de recherches sur la francophonie (CRF)
Le CRF a été créé en 1989 dans l’Université nationale de Séoul. Ses intérêts
portent sur tous les domaines des sciences humaines dans le monde de la
francophonie. Malgré ses activités importantes - colloques, conférences, publications
d’études et de la revue - depuis la fondation du centre, on ne voit pas beaucoup de
travaux traitant uniquement des questions du Québec.
1.1. Colloques ou conférences
- Colloque en 1992 (les 22-23 octobre)
Je ne donne les titres des communications que sur le Québec. Le colloque du
CRF qui a eu lieu en 1992 a été consacré aux études sur le Québec. Depuis cette
année-là, le centre organise des conférences plutôt que des colloques.
DUGAS, André, “Immigration et nationalisme québécois”
WON, Yoon-Soo, “La force de la langue”
TETU DE LABSADE, Françoise, “Fragments d’identité”
KANG, Hee-Sung, “Formation d’un type d’homme dans la littérature québécoise”
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VERCIER, Bruno, “Le Québec entre deux modèles culturels : littérature française et
cinéma américain”
IMBERT, Patrick, “Livres, Culture, Médias au Québec avant et après la révolution
tranquille”
PARK, Myung-Jin, “Le cinéma québécois depuis la révolution tranquille jusqu’aux
années péquistes”
- Conférences
Parmi les conférences organisées par le CRF, on n’en compte que cinq qui
concernent le Québec. Par ailleurs, après l993, il n’y en a aucune. Depuis lors, le
centre ne s’intéresse plus aux études francophones, mais aux études strictement
françaises.
[le 25 février 1991]
TETU, Michel (Université Laval), “Québec et sa littérature”
[le 22 novembre 1991]
CHUNG, Joseph (Université du Québec), “L’économie du Québec”
[le 21 octobre 1992]
TETU DE LABSADE, Françoise (Université Laval), “Les cinémas québécois
modernes”
[le 26 octobre 1993]
MELANÇON, Joseph (Université Laval), “Les voix lyriques du Québec”
[le 29 octobre 1993]
MELANÇON, Joseph (Université Laval), “Les voix narratives du Québec”
1.2. Revue d’études francophones
Le premier numéro a paru en 1991. Cette revue annuelle publie son numéro 18
en 2008. Parmi les 153 articles publiés dans les 18 numéros, on en trouve huit
concernant uniquement le Québec. Je n’ai pas compté certains articles sur le Canada,
qui parlent partiellement du Québec.
N° 2, 1992
CHUNG, Joseph, “L’économie du Québec”
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TETU, Michel, “Québec et sa littérature”
N° 4, 1994
MELANÇON, Joseph, “Les voix lyriques du Québec”
MELANÇON, Joseph, “Les voix narratives du Québec”
NA, Ae-Lee, “Quelques caractéristiques de la prononciation en français canadien”
N° 5, 1995
JANG, Jung-Ae, “L’Être transcendant les poèmes de Rimbaud et de Nelligan”
N° 7, 1997
PAK, Dong-Ho, “Lexiques-Grammaires comparés et dictionnaires électroniques
comparatifs des français de la France et du Québec”
N° 14, 2004
KIM, Jong-Myung, “L’enseignement à distance de la Télé-Université au Québec”,
2. L’Association coréenne d’études canadiennes
Cette association a été fondée en 1992. Elle s’occupe surtout de la politique et
de l’économie canadiennes, étant donné que presque tous les membres sont
professeurs dans ces domaines particuliers, et qu’ils ne connaissent ni le français, ni
le Québec. Mais, depuis 2005, deux membres, professeurs de départements de langue
française, publient leurs articles dans la revue de l’association.
2.1. Korean review of Canadian studies
N° 1, 1993
KANG, Hee-Sung, “The Rustic Novel and the Urban Novel in French Canadian
Literature”
N° 11-1, 2005
KIM, Jin-Soo, “La politique linguistique au Québec 2005-2008”
N° 12-2, 2006
KIM, Jin-Soo, “La qualité de la langue au Québec”
SUH, Duck-Yull, “La communauté linguistique au Québec”
N° 13-1, 2007
SUH, Duck-Yull, “Le statut du français québécois sous le Régime britannique et à
l’époque de la Confédération”
N° 13-2, 2007

92

Les études québécoises en Corée

SUH, Duck-Yull, “Le statut du français sous le gouvernement québécois”
3. L’Association coréenne d’études québécoises
Le domaine des études québécoises est représenté surtout par l’Association
coréenne d’études québécoises (ACEQ) fondée en 2006, au bout de deux années de
préparation. En 2004, une quinzaine d’universitaires dont quelques-uns avaient déjà
séjourné au Québec pendant l’été comme stagiaires ou quelques mois - de six à
douze - comme professeurs ou chercheurs invités dans des universités québécoises,
avaient formé un atelier pour échanger leurs connaissances sur le Québec. Mais la
plupart des membres de cette équipe de recherche ne connaissaient pas beaucoup de
choses sur le Québec. Il a fallu d’abord lire la Brève histoire du Québec de Jean
Hamelin et Jean Provencher, parue aux éditions du Boréal en 1981 (nouvelle édition
en 1997) pour comprendre vite son histoire générale. Les membres ont même traduit
ce livre, mais il n’est pas encore publié. Puis ils ont lu les livres suivants : Marcotte,
Gilles (dir.), Anthologie de la littérature québécoise, “Écrits de la Nouvelle-France
(1534-1760)” par Léopoldine Le Blanc, volume 1, “La patrie littéraire (1760-1895)”
par René Dionne, volume 2, T.1, L’Hexagone, 1994, “Vaisseau d’or et croix du
chemin (1895-1935)” par Gilles Marcotte et François Hébert, volume 3, “L’âge de
l’interrogation (1937-1952)” par René Dionne et Gabrielle Poulin, volume 4, T.II,
l’Hexagone, 1994; Andrew, Caroline, (dir.), Dislocation et permanence. L’invention
du Canada au quotidien, Ottawa, Presses de l’Université d’Ottawa, 1999; Mailhot,
Laurent, La littérature québécoise depuis ses origines, Montréal, Éditions TYPO,
2003; Létourneau, Jocelyn, Le Québec, les Québécois, Un parcours historique,
Montréal, Éditions Fides, 2004. Et le futur fondateur de l’ACEQ, Han Daekyun, qui
connaissait assez bien le Québec, a donné plusieurs conférences pour initier les
membres de l’association à la problématique québécoise : “L’histoire de la poésie
québécoise, avant et après l’École littéraire de Montréal”, “Qu’est-ce que la
Révolution tranquille?”, “La Révolution tranquille et la poésie de Gaston Miron”,
“L’histoire acadienne et le Grand Dérangement”, entre autres. Ce processus de
préparation fut si juste et fructueux qu’une association a pu être fondée avec plus
d’une cinquantaine de membres. L’ACEQ est l’unique association qui s’occupe
exclusivement des questions québécoises en Corée.
Sous les auspices de cette association coréenne d’études québécoises se sont
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tenus huit colloques, en dehors des séminaires mensuels. Comme on peut voir sur la
liste ci-dessous, les thèmes abordés ont concerné la langue et la littérature
québécoises : le roman (Taché, Louis Hémon, Anne Hébert, André Major, Hubert
Aquin), la poésie (Gaston Miron), la langue (l’enseignement, le bilinguisme,
l’anglicisme, la norme linguistique), le théâtre (Michel Tremblay, Robert Lepage,
Michel Marc Bouchard), le cinéma (Denys Arcan, Jean-Claude Lauzon), la
traduction, l’écriture migrante (Ying Chen, Sergio Kokis, Naïm Kattan, Aki
Shimazaki, Émile Ollivier, Monique Proulx, Marco Micone, Régine Robin), la
rhétorique, l’identité, la colonialisme (Édouard Glissant), etc.
3.1. Colloques de l’ACEQ
- Le premier colloque (le 1er avril 2006, Université Korea)
SAINTONGE, Jean (MRI, gouvernement du Québec), “Le rôle du Québec sur la
scène internationale”
CHUNG, Ook (écrivain québécois), “La littérature migrante au Québec”
YI, Young-Houn (Université Korea), “L’histoire de la rhétorique au Québec des 18e
et 19e siècles”
LEE, In-Sook (Université Hanyang), “L’identité de la femme dans Le déclin de
l’empire américain”
HAN, Min-Joo (Université féminine Ewha), “La langue et l’enseignement au
Québec”
- Le 2e colloque (le 4 novembre 2006, Université féminine Sookmyung)
JEONG, Sang-Hyun (Université Korea), “Kamouraska d’Anne Hébert”
LAROSE, Karim (Université de Montréal), “L’âge de la parole au Québec : langue et
littérature dans les années 1960”
KIM, Do-Houn (Université féminine Ewha), “Montréal dans Les Belles-Sœurs de
Michel Tremblay”
SCHMIDT, Virginie (Université Konkuk), “Le bilinguisme dans les provinces
maritimes”
HAN, Daekyun (Université de Cheongju), “Sur la poésie de Gaston Miron - pour
commémorer le 10e anniversaire de la mort du poète”
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- Le 3e colloque (les 7-8 avril 2007, Université nationale de Kongju)
KIM, Han-Sik (Université Chung-Ang), “L’identité narrative et l’histoire du Québec
dans Prochain épisode de Hubert Aquin”
HAN, Yong-Taek (Université Konkuk), “La composition et le mode narratif dans
Forestiers et voyageurs de Taché”
JIN, Jong-Hwa (Université nationale de Kongju), “Québec à travers la colonisation et
la décolonisation”
PARK, Eun-Young (Université Sungkyunkwan), “L’anglicisme dans le français
québécois”
HONG, Mi-Seon (Université nationale de Kongju), “Question de la norme
linguistique au Québec”
KIM, Joong-Hyun, “Rôles des intellectuels à l’époque de la Révolution tranquille :
Le cabochon d’André Major”
- Le 4e colloque (en collaboration avec La Société coréenne pour la critique de
traduction, les 16-17 novembre 2007, Université Korea)
DUMONT, François (Université Laval), “Jacques Brault et l’expérience de la
<nontraduction>”
CYR, Gilles (poète québécois), “Le poème, la traduction : quelques réflexions”
LEE, In-Sook (Université Hanyang), “Les espaces symboliques dans Léolo”
JEONG, Sang-Hyun (Université Korea), “Une note sur la traduction des romans
québécois : le cas de Maria Chapdelaine”
JOLICOEUR, Louis (Université Laval), “Étude des modes de diffusion d’une
littérature nationale au moyen de la traduction - le cas du Québec”
LAVAILLANTE, Renée (dessinatrice québécoise), “Autour de mes travaux à
l’aveugle”
SHIN, Junga (Université Hankuk des études étrangères), “Le Projet Andersen de
Robert Lepage : quelques points de repère”
PAQUETTE, Jean (Université féminine Ewha), “La mondialisation et les échanges
culturels”
HAN, Min-Joo (Université féminine Ewha), “L’enseignement du français langue
seconde”
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- Le 5e colloque (les 26-27 avril 2008, Université nationale de Kongju)
LEE, Hyang (Université Hankuk des langues étrangères), “Sur la Stylistique
comparée du français et de l’anglais de Vinay, J.-P et Darbelnet, J.”
SHIN, Ok-Keun (Université Korea), “Le multiculturalisme dans les littératures
québécoise et coréenne : problème de l’Autre”
OH, Jung-Sook (Université Yonsei), “Québec et son identité culturelle - autour de
Céline Dion”
HONG, Mi-Seon (Université nationale de Kongju), “Langue et identité des immigrés
dans la littérature migrante du Québec : Étude de quelques œuvres de Marco
Micone”
- Le 6e colloque (le 8 août 2008, Université Laval, Québec)
HAN, Daekyun (Université de Cheongju, président de l’ACEQ), “Études
québécoises en Corée”
JIN, Jonghwa (Université nationale de Kongju), “Édouard Glissant et le Québec”
LEE, In-Sook (Université Hanyang), “Les espaces symboliques dans Spring in my
hometown et Léolo”
LEE, Sun-Hyung (Université de Kimcheon), “Rencontre du théâtre coréen et du
théâtre québécois”
SHIN, Junga (Université Hankuk des études étrangères), “La Trilogie des dragons et
Les sept branches de la rivière Ota, un théâtre « japonais » ”
SHIN, Ok-Keun (Université Korea), “Multiculturalisme et littérature au Québec et en
Corée”
- Le 7e colloque (le 8 novembre 2008, Université féminine Ewha)
OBATA, Yoshikazu (Université Meiji, président de l’AJEQ), “Les enjeux des études
québécoises à l’étranger”
SHIN, Junga (Université Hankuk des études étrangères), “La Trilogie des dragons et
Les sept branches de la rivière Ota, un théâtre japonais ? ”
JIN, Jongwha (Université nationale de Kongju), “Adieu, Babylone de Naïm Kattan et
écriture migrante”
MEIDINGER, Marcela (Université de Cheongju), “Les Acadiens en Louisiane”
LEE, Jong-Wha (Université nationale de Kongju), “Does Korea-Canada FTA
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constitute a natural trading bloc? ”
KIM, Eungwoon (Université Hankuk des études étrangères), “Système des partis
politiques au Québec”
- Le 8e colloque (le 9 mai 2009, Université Hankuk des études étrangères)
SHIN, Ok-keun (Université Korea), “Littérature migrante ou écriture migrante chez
Régine Robin”
YOON, Cheolki (Académie militaire de Corée), “Autour des traces migrantes : lire
des écritures migrantes chez Ying Chen et Sergio Kokis ”
LI, Hongfeng (Université des langues étrangères de Beijing), “Écrire en français avec
une âme chinoise – Analyses de La mémoire de l’eau de Ying Chen”
TACHIBANA, Hidehiro (Université Waseda), “Migration, créolisation et
postcolonial – le cas d’Émile Ollivier”
HÉBERT, François (Université de Montréal), “Partances : le cas de trois poètes
canadiens”
OGURA, Kazuko (Université Rikkyo), “Symbolisme poétique dans les romans
d’Aki SHIMAZAKI ”
LEE, In-Sook (Université Hanyang), “Écriture transculturelle dans Les Aurores
montréales”
HONG, Mi-Seon (Université nationale de Kongju), “La présence négro-africaine au
Québec : bilan et perspective”
3.2. Études Québécoises, revue internationale de l’ACEQ
L’ACEQ a publié le premier numéro de la revue Études Québécoises en 2007. Il
y a six contributeurs pour ce numéro : un auteur et deux professeurs québécois, une
professeure française qui enseigne à Séoul, une professeure coréenne et un maîtrisant
coréen. L’article d’Ook Chung a été prononcé lors du 1er colloque de l’ACEQ en
avril 2006, celui de Karim Larose lors du 2e colloque en novembre de la même
année. Kim In-Whan a pu réaliser son travail grâce au programme académique du
gouvernement fédéral du Canada. Et, le maîtrisant Yun Chul-Ki, qui a écrit sur
l’œuvre de Ying Chen, était chercheur au CRF, à l’Université nationale de Séoul.
N° 1, 2007 (le 31 mai)
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CHUNG, Ook, “La littérature migrante au Canada”
DUPUIS, Gilles, “Jacques Poulin, romancier de la dérive”
LAROSE, Karim, “L’âge de la parole : langue et littérature dans les années 1960 au
Québec”
SCHMITT, Virginie, “L’Acadie ou la francophonie oubliée du Canada”
KIM, In-Whan, “Une étude sur Pélagie-la-Charrette d’Antonine Maillet”
YUN, Chul-Ki, “Aspects spatio-temporels de la migration dans Les Lettres Chinoises
de Ying Chen”
Le 2e numéro pourrait s’appeler « l’acte du 4e colloque », puisque nous avons
réuni les communications des cinq conférenciers québécois. Deux autres professeurs
coréens ont contribués à ce numéro : une communication qui a été prononcée dans le
cadre du 3e colloque, et une autre, interview avec le dramaturge québécois, Michel
Marc Bouchard.
N° 2, 2008 (le 31 mai)
CYR, Gilles, “Le poème, la traduction : quelques réflexions”
DUMONT, François, “Jacques Brault et l’expérience de la «non traduction»”
JOLICOEUR, Louis, “Le Québec et la traduction : Étude des modes de diffusion
d’une littérature nationale au moyen de la traduction-le cas du Québec”
KIM, Joong-Hyun, “Rôles des intellectuels à l’époque de la Révolution tranquilleAutour du Cabochon d’André Major”
PAQUETTE, Jean, “La mondialisation et les échanges culturels”
LAVAILLANTE, Renée, “Autour de mes travaux à l’aveugle-Exposition, Université
Korea, Séoul, 17 novembre 2007, -Exposition, Université Sungkyunkwan,
Séoul, 20 novembre 2007”
IM, Hye-Gyong et Catherine RAPIN, “Interview de Michel Marc Bouchard - le 17
janvier 2008 à Montréal, au domicile de l’auteur”
Le troisième numéro paraîtra dans le cadre de l’acte du 8e colloque dont le
thème se porte sur le transculturalisme et l’écriture migrante au Québec. Y paraîtront
les articles des deux professeurs japonais, une professeure chinoise et un professeur
québécois.
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N° 3, 2009 (le 31 mai)
HÉBERT, François, “Partances : le cas de trois poètes canadiens”
LEE, In-Sook, “Le discours postcolonialiste dans Spring in my hometown et Léolo”
LI, Hongfeng, , “Écrire en français avec une âme chinoise”
MEIDINGER Marcela, “Les Acadiens en Louisiane”
OGURA, Kazuko, “Symbolisme poétique dans les romans d’Aki Shimazaki”
TACHIBANA, Hidehiro, “Migration, créolisation et postcolonial – le cas d’Émile
Ollivier”
YOON, Cheolki, “Écriture de macumba, une variante de l’écriture migrante : étude
sur Le pavillon des miroirs de Sergio Kokis”
On pourrait se demander pourquoi les autres communications des professeurs
coréens n’ont pas été publiées dans ce numéro, contrairement à celles des
conférenciers étrangers. Il s’agit d’une question de « points de recherche » ; la plupart
des universités donnent plus de « points de recherche » aux articles publiés dans des
revues reconnues par la Korea Research Foundation (KRF), fondation
gouvernementale qui soutient très largement les recherches scientifiques des
professeurs ou des chercheurs dans tous les domaines de la science. Elle ressemble
beaucoup au CNRS de la France, avec lequel elle a d’ailleurs des relations étroites,
échangeant personnels et informations. Pour entrer sur la liste des revues reconnues
par la KRF, parmi de nombreuses conditions, il faut tout d’abord que la revue ait une
histoire d’au moins trois ans, et que tous les articles publiés dans la revue soient
évalués selon un processus d’évaluation anonyme par des pairs (3 personnes par
article), ce qui n’est pas encore le cas des Études Québécoises. Mais l’ACEQ veut
que sa revue devienne «internationale», c’est-à-dire qu’elle soit reconnue par le
monde de la Francophonie, et non pas seulement par la KRF, offrant ainsi un espace
non pas uniquement aux professeurs coréens ou aux professeurs français qui
enseignent en Corée.
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4. Les problèmes et perspectives d’avenir
Le nombre des québécistes a augmenté de façon notable depuis la fondation de
l’ACEQ en 2006. Il reste quelques problèmes à résoudre. En premier lieu, la plupart
des résultats des recherches sur le Québec ont été publiés uniquement sous forme
d’articles, il manque des études et des traductions. Mais pour les québécistes coréens
il est difficile de trouver des éditeurs pour leurs travaux. Ensuite, les auteurs
québécois qui font l’objet d’études sont fort limités. Par ailleurs les thèmes retenus
dans les études tournent la plupart du temps autour de questions telles que l’identité
québécoise, le nationalisme, la Révolution tranquille, la politique linguistique, le
bilinguisme, l’écriture migrante, etc. Il nous faudrait donc essayer de publier des
études sous forme de livres, tâche qui n’est pas facile lorsque l’on considère la
question du financement de la publication. Il s’agit néanmoins d’une tâche
importante et même essentielle pour élargir ce champ d’études jusqu’à ce que la
“littérature post-québécoise” (Pierre Nepveu, L’écologie du réel, Boréal, 1999, p.14),
si cette appellation est justifiée et acceptée dans les milieux littéraires, puisse poser la
question de valeurs universelles. Pour se libérer des thèmes suscités par la Rébellion
des Patriotes au 19e siècle ainsi que par la Révolution tranquille au 20e, il faut, cette
fois-ci, «une révolution non tranquille» des québécistes asiatiques (surtout japonais et
coréens), sans pour autant oublier la “littérature québécoise”, annoncée, il y a 44 ans,
par les partipristes du Parti pris.
(HAN Daekyun, Université de Cheongju)
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【書評】

今知りたいケベック：『ケベックを知るための 54 章』
小畑精和・竹中豊編著、明石書店、2009 年

54 chapitres pour connaître le Québec, sous la direction d’OBATA
Yoshikazu et de TAKENAKA Yutaka, Akashi-shoten, 2009

小 松 祐 子
KOMATSU Sachiko
近年日本でもケベックへの関心が高まっているように思われる。ケベック
州政府をはじめ関係者の地道な活動が実を結んでいることは確かだろう。筆
者自身、5 年前にケベック州政府の主催するフランス語教員を対象としたモ
ントリオールでの夏期研修に参加し、すっかりケベック贔屓となった口であ
る。しかしそのようなミクロな話を超えて、もっと大きな流れとして、世界
のグローバル化の進展とともに、ケベックが注目されるべき状況が整ってい
るのではないかと思うのである。
筆者の専門とするフランス語教育の世界を例に見てみよう。この世界では
伝統的に完全なフランス中心主義が見られ、登場人物はフランス人、舞台は
フランス（とりわけパリ）、挿絵にはエッフェル塔や凱旋門、というのが典
型的なフランス語教科書であった。ところがここ数年、状況に変化が見られ
るのである。フランス語教育の場で、フランス以外のフランス語圏が扱われ
ることが増えているのだ。そうなると登場する機会が増えるのはフランコフ
ォニーの第 2 の中心ケベックである。ここ数年新しくフランスで出版された
フランス語教科書には、ケベックが、さりげなく（たとえば気候の表現を学
ぶ課で）、あるいはしっかりと（写真入り特集ページとして）登場している
のである。
フランス語が国民国家の基盤として確固とした地位と伝統を誇るフランス
ではなくて、むしろ、英語の大海のなかに取り残されながら懸命にフランス
語とその文化を守り続けてきたケベックの姿を、フランス語教育の場で扱い
たくなるのは、私がケベックにかぶれてしまったせいもあるだろうが、確か
にそうさせる外的状況があるように思う。フランス語（あるいはフランス）
の世界的な地位の低下という問題がそこにはある。しかしそれだけではない。
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ケベックの姿は、グローバル化が進み文化の画一化が指摘される現在の世界
的状況のなかで、私たちがどう生きるかを考えるための、1 つの指針を示し
てくれるのではないだろうか。
他の分野においても、たとえば移民政策については、ケベックのインター
カルチュラリズムや「妥当なる調整 accommodements raisonnables」が近年
注目を集めていると聞く。今ケベックを知りたい人は増えているのではない
か。そこで、時宜よろしく登場するのが『ケベックを知るための 54 章』で
ある。
『ケベックを知るための 54 章』は、2009 年 3 月 31 日、明石書店のエリ
ア・スタディーズ・シリーズの 72 番目の 1 冊として刊行された。このシリ
ーズのなかで、はじめて独立国家ではない 1 地域を扱う画期的な 1 冊である
と言う。同シリーズにはすでに 2003 年刊の『カナダを知るための 60 章』が
あり、なかではもちろんケベックも扱われている。そのうえで新たに独自の
巻が編まれたということは、ケベックが地域研究として一国なみの重要性を
持つことの証である。
『カナダを知るための 60 章』のなかで「ケベック問題」
と「問題」扱いされていたケベックが、のびのびとその全貌をあらわしてい
るのがなんとも嬉しい 1 冊なのである。
北米大陸の広大な英語圏の「海」に取り残されたフランス語の「孤島」、
そうしばしば喩えられるケベックであるが、フランス系の言語文化を保つた
めにケベックの人々が辿ってきた歩みや創造性にあふれる豊かな文化と社会
の営みは、尽きることのない魅力にあふれている。本書はそんなケベックの
魅力を見事に伝えてくれている。
本書を手に取ってみよう。まず表紙を飾る写真のケベックの人々の素朴な
笑顔が私たちをこの本に迎えてくれる。ヌーヴェル・フランス祭りに 17 世
紀の農民の衣装をまとって参加する人々の写真である。旧フランス植民地を
祝うこの祭りは、毎年 8 月はじめにケベック市で催され、旧市街は入植当時
の衣装を着た人々で溢れ、路上の至る所でさまざまなパフォーマンスが繰り
広げられる。Je me souviens（私は忘れない）をモットーとするケベックの
人々にとって仏系のルーツは彼らのアイデンティティの出発点であり、本書
の表紙がこの祭りの写真で飾られていることに意義深いものを感じる。ちな
みに裏表紙にはモントリオールの雪景色の写真が、これもまたケベックの象
徴的な一面を表している。
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そして本書を開くならば、仏系の伝統にとどまらないケベック社会のさま
ざまな面が見えてくるだろう。目次からはケベックの多面性を伝えようとす
る本書の意欲がうかがわれる。各章のタイトル、および副題が内容をよく伝
え、ケベックという複雑な対象を捉えるために工夫した構成がとられている
ことがわかる。
全 54 章は I 〜 IX の 9 部に編成されている。まず、前半の I 〜 IV では、
ケベックを構成する枠組み、つまり地理や歴史、政治・経済、社会構造など
が扱われる。中盤の V 〜 VI では、カナダにおけるケベック社会の独自性や
文化的アイデンティティの模索が扱われ、ケベック社会の葛藤や変遷を理解
することができる。後半の VII 〜 IX に扱われるのはケベックの芸術・文
学・ライフスタイルといったソフト面であり、それまでの章でケベック社会
の枠組みを十分に理解したうえで、そこに花開いた多彩な文化活動を具体的
に知ることができるという構成になっている。
各部の内容を以下に簡単に紹介しよう。
第 I 部の「自然環境と都市」はケベックの地理的紹介である。母なるセント
ローレンス河の位置づけがなされ、ケベック、モントリオールという 2 大都
市が紹介される。住民の言語やエスニシティについても触れられているが、こ
れらのテーマは重要なライトモチーフとなって、その後の複数の章のなかで変
奏が繰り返され、ケベックを重層的に理解させてくれることとなるだろう。
第 II 部の歴史については 4 章が割かれ、ヨーロッパ人到着以前のケベッ
クから、入植時代、英領時代を経て、カナダ連邦内での近代社会の形成にい
たるまで、ケベックの辿ってきた道筋がわかりやすく解説されている。ケベ
ックを理解するために欠かせない歴史的知識を与えてくれる数章である。
第 III 部「政治・経済・対外関係」では、ケベック政治のしくみ、政党政
治につづき、ケベック・ナショナリズムが解説される。また、現代ケベック
における産業構造や対外関係が詳細に示されている。対日経済関係などの具
体的データが興味深い。
第 IV 部は「人口動態・民族・ひと」と題され、民族的な出自構成や人口
動態、先住民の人々の歴史や現状、マイノリティの人々の宗教的な慣行に関
する問題、そして社会保障制度について解説され、ケベック社会の多元性が
明らかとなっている。
ここからが中盤である。第 V 部「カナダにおける独自の社会」と第 VI 部
「文化的アイデンティティの模索」は、「ネイション」としてのケベックや、
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ケベック・アイデンティティを扱う重要なパートである。北米大陸に取り残
されたフランス系の人々の「生き残りの哲学」、ひたすら困難を耐え忍び、
誠実に生き抜いた彼らが、1960 年代の「静かな革命」を通じて急速な近代
化をとげ、ケベコワとしての意識を得ていく経緯が扱われる。読み応えのあ
る章が続く。とりわけ言語政策、教育政策について詳しい解説が得られる。
本書の後半では具体的な文化的営みが紹介されている。第 VII 部「舞台と
映画」では、シャンソンから映画、演劇、ダンス、シルク・ドゥ・ソレイユ
にいたるまで、ケベックの創造性あふれる表現芸術が紹介される。第 VIII
部「ケベック文学」は、『マリア・シャプドレーヌ』の伝統的世界から移民
作家たちのトランスカルチュラルな文学まで、ケベックの文学活動を一望さ
せてくれる。第 IX 部「人々の暮らし」では、ケベックの冬、メープルシロ
ップ、食文化や各地の行事一覧など、生活に密着した情報が収められ、ケベ
ックを身近に感じることができる。
なお、本書は第 1 章から通読することによって、ケベックの姿を重層的に
捉えることができるように巧みに構成されているが、各章は独立した記述が
なされており、読者は関心のある章から読み始めることもできる。27 人の
個性豊かな執筆者の文章が統一感ある 1 冊にまとめられている。丁寧に編ま
れており、用語などの面で混乱することはまったくない。本書はケベックを
理解するための手引書、参考書として今後日本における欠かせないレファレ
ンスとなるだろう。ケベック州に関する歴史年表や文献情報ガイドも便利で
ある。ただ情報量の豊かな本書であるだけに、人名、地名などのインデック
スがあればさらに有益であったことと思われる（が、このシリーズでは他で
もインデックスがあるものはないようだ）
。
折しも昨年 2008 年は、1608 年のサミュエル・ド・シャンプランによるケベ
ック市創設から 400 周年の記念の年であった。数々の困難にかかわらず独自の
文化を育み、豊かなケベック社会を確立してきたケベックの人々にとって、こ
の 400 年は祝う価値のある年月であったはずだ。そして遠く離れた日本におい
ても、本書の完成は昨年 10 月の日本ケベック学会発足とならび、ケベックの
400 年を祝うにふさわしい記念事業の 1 つとなったと言えるだろう。
（こまつ
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さちこ

筑波大学准教授）
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山出裕子著『ケベックの女性文学―ジェンダー・エク
リチュール・エスニシティ』
彩流社、2009 年

YAMADE Yuko, Littérature québécoise au féminin : Femme,
écriture, ethnicité, Sairyu-sha, 2009.

堤

稔 子

TSUTSUMI Toshiko
2 言語・多文化主義のカナダには文学も英語と仏語の 2 種類あり、カナダ
文 学 事 典 の 決 定 版 『 オ ッ ク ス フ ォ ー ド ・ コ ン パ ニ オ ン 』（ The Oxford

Companion to Canadian Literature、初版 1983、第 2 版 1997）は詩・小説等
ジャンル別に英語と仏語の項目を設け、両言語の作家を満遍なく網羅してい
る。1930 年代の発足当時は英語作品のみを対象としていたカナダ総督文学
賞も、1959 年代末から英語・仏語それぞれジャンル別に授与されるに至っ
た。ただし州別に見ると、公用語を英仏両語としているのはニュー・ブラン
ズウィック州のみで、ケベック州は仏語のみ、その他の州は英語。文学も英
語文学がほぼ全国に渡っているのに対し、仏語文学の大半はケベック州に集
中していて、「カナダの仏語文学」すなわち「ケベック文学」の感さえある。
しかし歴史的に見ると、ケベックの文化的中心地モントリオールはかつて、
英語文化の一大拠点でもあった。現代カナダ詩の元祖 A. J. M. スミス、F. R.
スコットらマギル大学に連なるモントリオール・グループ、カナダのユダヤ
系文学の大御所、詩人 A. M. クラインや小説家モーデカイ・リッチラー、
『二つの孤独』で一世を風靡したヒュー・マクレナン……。英系と仏系はそ
れぞれ独自の立場を守りつつ、共存関係にあった。だがケベック・ナショナ
リズムの高まり、1974 年の「公用語法」、1977 年の「フランス語憲章」制定
を経て、英語系は衰退する。上記『コンパニオン』は「ケベックにおける英
語文学」の項目にこの衰退を認めながら、次世代に望みを託してはいるが。
代わって台頭するのが、仏語政策に支えられた仏系以外の民族集団、特に新
移民。こうした複雑な背景を持つケベック州の文学と文化を女性作家中心に
女性学の立場から論じたのが、全 6 章から成る本書である。以下、章ごとに
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内容を概観しよう。
第１章

女性文学成立の背景。フランスによるカナダの植民からイギリス

自治領としての独立（1869 年は誤植で正しくは 1867 年）、そして「建国の
祖」でありながら長年英系支配の下に少数派の地位に甘んじてきた仏系から
の圧力が発端となってカナダが 2 言語・多文化主義国家となる過程を概観
し、次にその推進力ともなった 1960 年代の「静かな革命」――カトリック
教会の支配から脱却し近代化を促進――を「ケベック・ナショナリズム」お
よび「フェミニズム」と関連づける。他州より 20 年余遅れたとはいえ、
1940 年（1944 年は誤植）に参政権（州選挙投票権）を獲得し、社会進出の
基盤を整え始めたケベック女性の運動は、上記「革命」を経て 1970 年以降、
目覚ましい盛り上がりを見せ、「フェミニスト文学」が注目を集める。この
展開に果たした女性誌の役割が、特に「新しい女性」を標榜する『シャトレ
ーヌ』や急進的な『頑固な女たち』を通して論じられる。
第２章

女性文学の起源。ルイ・エモンの『マリア・シャプドレーヌ』の

主人公などに見られる、伝統に縛られた従順な旧来型の女性像を示した後、
「静かな革命」以前、すでに新しい方向性を示した 3 人の女性作家の作品を
紹介する。主人公フロランチーヌとその家族を中心に、モントリオールの仏
系貧民の姿を赤裸々に描いてケベックの文学界にセンセーションを巻き起こ
したガブリエル・ロワの『かりそめの幸福』（1945）。主人公カトリーヌの幼
少期、結婚生活、離婚と「新しい女性」を目指す姿を通して、自立に至る彼
女の半生を描くアンヌ・エベールの『閉ざされた部屋』（1958）。それぞれ
1909 年、1916 年生まれのこの 2 人に対し、1939 年生まれのマリ＝クレー
ル・ブレの 17 歳の作品『美しき獣』（1959）に、著者は「フェミニスト文学
の萌芽」を見る。
第３章

フェミニズムと自伝文学。フェミニズム運動が世界的に盛り上が

る中で、ケベックのフェミニスト文学は特にフランスのフェミニズム運動の
特徴、書くこと、語ることを通して解放を求める「女性のエクリチュール」
と、急進的なアメリカの「ラディカル・フェミニズム」の影響を受け、「肥
沃なトライアングル（三角州地帯）」に生まれたという。女性たちが従来の
ジャンルの枠に捕われず、自由な表現手段を模索して、女性独自の「私的な」
ことを「政治的」にしようと試み、女性同士の関係性を強調して女性のアイ
デンティティを形成していく過程が、ニコル・ブロッサールの『レズビアン
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日記』、フランス・テオレの『記憶のための日記』、マドレーヌ・ウレット＝
ミカルスカの『語りたい誘惑』等に代表される自伝的作品を通して示される。
こうした女性作家たちは「ケベック文学の伝統を根底から揺るがし、ケベッ
クの文学界を変える」影響力を残した。
第４章

複数民族性と英系モントリオール文学。多文化主義がカナダにお

けるフランス文化の独自性を見えにくくするという危惧からケベックが独自
に唱える「複数民族性」を紹介し、この枠組みの中で「忘れられた」もしく
は「無視されている」モントリオールの英語文学を、メイヴィス・ギャラン
トとロビン・サラの例により論じる。このうち 1922 年生まれのギャラント
はモントリオールに生まれるが、複雑な家庭背景から北米各地を転々として
育ち、作家としてのデビューは生まれ故郷で果たすものの、1950 年以来パ
リに永住、短編をニューヨークやトロントで出版している英語カナダ文学の
国外居住作家。本章が論じる「仏系多数派の中の英系少数派」としての緊張
感よりも、祖国喪失者としての意識の方が彼女の特徴と言えるのではないか。
一方、（ユダヤ系の）英系カナダ人を両親にニューヨークに生まれモントリ
オールで育ったサラの作品『ナイス・ガゼボ』他は、英語作品に仏語を翻訳
なしで織り交ぜるなど、英仏文化が共存する好例として紹介される。
第５章

ケベック移民女性と文学Ⅰ。次章と共に、近年増加しているアラ

ブ系とアジア系の女性作家に焦点を当て、ケベックの文化を吸収しながら移
民としての経験を語る「移民のエクリチュール」を論じる。本章が取り上げ
るのは 3 人のアラブ系作家。アンヌ＝マリ・アロンゾは 1951 年エジプト生
まれ、ケベックに移民した 1963 年、交通事故に遭遇、半身不随に加え、母
国で身につけた仏語とケベックの仏語との言語上の違和感から、二重の疎外
感に悩む。自伝的詩集『身体表現』他を残し、2005 年没。ナディーン・ル
タイフは 1961 年エジプト生まれのレバノン人で 1980 年ケベックに移住、ア
ラブ語を母語としながらフランス語で書くという不安定な立場から作品を紡
ぎ出す。2 つの文化の間に自分の場所を見出し、それをアイデンティティの
拠り所にしているという。最も多くのページが割かれているレジーヌ・ロバ
ンは 1939 年パリ生まれのユダヤ系、パリで教育を受け、1977 年モントリオ
ールに移住した作家で社会学者でもある。フランス語で書きながら、イディ
ッシュを母語とする彼女のアイデンティティ意識は常に部外者で、「ケベッ
ク文化の外側にとどまり、文化の間に多様性と創造性をもった空間を見出す」
のが、他の移民女性作家とも共通する重要な特徴であるという。その多様性
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と創造性が小説『ラ・ケベコワット』や自伝的フィクション『石ころたちの
途方も無い疲れ』を通して詳述される。
第６章

ケベック移民女性と文学Ⅱ。中国系イン・チェンと日系のアキ・

シマザキを取り上げる。イン・チェンは 1961 年上海生まれ、大学卒業後翻
訳家として活躍し、1989 年マギル大学に留学、修士論文に加筆修正した第 1
作『水の思い出』（1992）を皮切りに、モントリオールで精力的な創作活動
を続けている。著者の分身である主人公の中国人女性とその祖母リ・フェイ
の語りにより、纏足に象徴される中国社会の女性差別を批判する『水の思い
出』。母国で語る機会を持たなかった移民の記憶がケベックで再生され、ケ
ベックの女性文学で「文化批判」という新たな役割を得る。第 2 作『中国人
の手紙』では中国に残る女性とケベックの移民として生きる女性とが、著者
の体験に照らして比較される。日系のシマザキは 1954 年岐阜県生まれ、
1981 年カナダに移住し、バンクーバー、トロントを経て 1991 年以来モント
リオールに在住、新たに修得した仏語で創作活動を行ない、処女作『ツバキ』
（1999）に始まる五部作の完結作『ホタル』（2005）では総督文学賞受賞。外
国人の好む異国情緒的「オリエンタリズム」とは一線を画し、関東大震災と
第 2 次大戦下の原爆投下を背景に、人間の裏切りや不信感によって崩壊して
いく家族を描いた『ツバキ』。在日朝鮮人問題を扱った第 3 作『ツバメ』。フ
ェミニズム的要素は彼女にはないが、ケベックの移民作家として日本社会に
鋭い文化批判の目を向ける点、イン・チェンと共通する。
以上、章ごとにまとめた本書を総括すると、3 章までの前半ではジェンダ
ー・エクリチュールを軸にケベックにおけるフェミニズム文学の発展をたど
り、後半ではエスニシティの視点から英系モントリオール文学、次いで移民
文学を論じることにより、ケベックの社会や文化を考察している。「カール
トン大学に編入学して英系モントリオール文学を学び始め、モントリオール
大学の博士課程で比較文学を学び、コンコルディア大学のポスドック研究で
アジア系ケベック文学を研究するまでの、ケベックの文学、女性学、歴史学
に関する研究の成果」と著者みずから位置づける、膨大かつ野心的な企画で
ある。
ケベックに関する研究は近年、日本でも次第に進み、文学でも小畑精和著
『ケベック文学研究』（2003）、真田桂子著『トランスカルチュラリズムと移
動文学』
（2006）の先行研究があるが、
「女性文学」の切り口からジェンダー、
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エクリチュール、エスニシティというキーワードを通してケベックの文化・
文学を探った本書は斬新な試みである。ケベックのナショナリズムに大きな
役割を果たした文学にフェミニズム文学の果たした役割は大きく、その分析
はケベック社会全体を知る上でも不可欠。ただ、エスニシティに関して言え
ば、「複数民族性」や「移民文学」と女性文学との関わりの必然性、あるい
は英系モントリオール作家の位置づけ等には、若干問題が残るように思われ
る。「複数民族性」を論じる章にイタリア系、南米系、先住民等への言及が
なく、英系のみが取り上げられているのも不自然な印象を与える。とは言え、
未知の分野を切り開いてそこから見えてくる問題点に光を当て、後続研究に
しるべ

標 を与えた功績は大きく、得がたい好著であるとの結論に変わりはない。
（つつみ

としこ

桜美林大学名誉教授）

109

【海外学会報告】

韓国ケベック学会シンポジウム
Colloque de l’ACEQ : « Le transculturalisme et l’écriture
migrante au Québec » le 9 mai 2009 à Seoul

2009 年 5 月 9 日 に 、 韓 国 ケ ベ ッ ク 学 会 に よ る シ ン ポ ジ ウ ム « Le
transculturalisme et l’écriture migrante au Québec » が、Université Hankuk des
études étrangères（韓国外国語大学校）で開催された。
日本ケベック学会からは、小倉和子理事と私が参加した。新型インフルエ
ンザ騒ぎで一時は出国さえ危ぶまれたが、なんとか大事に至らず無事に参加
できたのはなによりだった。ソウルは晴天に恵まれ、半袖でも暑いくらい。
ちょうど仏陀生誕の祭りが終わった後で、街路にはあちこちに提灯がつらな
っていた。好天も手伝って、会場は友好的なムードに溢れ、終始、明るい笑
いに包まれていた。
シンポジウムは、各発表がなされた後にコメンテーターのコメントと質問
があり、次に会場からの質問を受けるという形で進められた。招待発表者と
しては、私ども日本からの 2 人の他、ケベック・モントリオール大学の
François Hébert 氏、中国・北京外国語大学の LI Hongfeng 氏が顔を連ねた。
韓国側の発表者は SHIN Ok-Keun (Université Korea), YOON Cheolki (Académie
militaire de Corée), LEE In-Sook (Université Hanyang), HONG Mi-Seon
(Univiersité Nationale de Kongju) だった。取り上げられた作家は、Régine
Robin, Ying Chen, Sergio Kokis, Emile Ollivier, Aki Shimazaki, Patrice Desbiens,
Paul-Marie Lapointe, Gilles Cyr, Monique Proulx など、多岐にわたっていた。
ケベックにおけるサハラ以南アフリカ人の移民を扱った発表も面白かった。
総じて目立ったのは、Régine Robin と Ying Chen の存在だろうか。特に、
Ying Chen には 2 人の発表者が緻密な分析を加えていた。韓国の YOON
Cheolki 氏は、ジャック・デリダの『マルクスの亡霊たち』を引用しつつ、
Ying Chen の文学を「起源の喪」、それも、「起源の喪の、ついに完遂しない
作業 travail inachevé du deuil de l’origine」として論じていた。それに対して、
中国の LI Hongfeng 氏はむしろ、Ying Chen を「中国人の魂」を語る作家と
してとらえていた。その上で、
『水の記憶 La mémoire de l’eau』に見られる象
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徴的要素を解説していたが、中国では水が女性を象徴するなどの指摘が興味
深かった。
それにしても、Ying Chen を「喪」の文学としてとらえるのか、それとも
「生」の文学としてとらえるのかでは、見方が逆になる。このように対照的
で、それぞれに面白い読みが発表されたのは単なる偶然ではなく、écirture
migrante というテーマそのものの性格が引き寄せるのではないだろうか。
Ying Chen の象徴世界を描いた LI Hongfeng 氏のアプローチに、ある意味
で近かったのが、小倉和子氏の Aki Shimazaki 論である。小倉氏も、日本人
研究者ならではの視点から Tsubaki と Hotaru を中心とした Shimazaki 文学の
象徴世界を展開していた。そして、俳句、とくに季語や、日本人の戦争体験
と作品との関わりを的確に説明していた。おそらく俳句が広く知られている
ためもあるだろうが、小倉氏の明快な発表は他の発表以上に活発な質問を集
めていた。
シンポジウムの発表はどれも充実していて、紹介が一部に限られたことを
お許しいただきたいが、全体としてみれば、今回の成果は、なによりも東ア
ジアとケベックの研究者が一堂に会して水準の高い議論を交わし、幅広い情
報交換ができたことではないだろうか。今回のシンポジウムで結ばれたネッ
トワークは、今後のケベック研究の発展を予感させるものがある。
このような国際学術交流に支援の手をさしのべてくれたケベック州政府に
深く謝意を表したい。また、HAN Daekyun 会長をはじめとした韓国ケベッ
ク学会の先生方の熱烈な歓迎と周到な準備にも厚く感謝し、特記しておかな
ければならない。
立花英裕
日本ケベック学会副会長
*****
今回のシンポジウムでは、自己のアイデンティティと他者性のあいだで内
的なドラマを抱えながら書き続ける作家たちの諸相が明らかになった。中で
も、Émile Ollivier の « Regarde, regarde les lions » に登場する主人公は、
訳も分からずライオンの着ぐるみを着せられて、仕事と称してサーカスに引
っ張り出される。異国の地で、彼の傷つきやすい身体を覆うものは滑稽な毛
皮しかない。立花英裕氏の発表は、この人物像の象徴的価値を多角的に分析
するもので、Émile Ollivier のスケールの大きさを感じさせてくれた。
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一方、モントリオールから遠路来訪した François Hébert 氏は、他の発表者
たちが皆ケベックに辿り着いた作家たちを分析する中で、écriture migrante の
ベクトルを変え、ケベックから「出発」しようとする詩人や、カナダの中で
出発と到着を繰り返す詩人たちについて論じた。とくに、フランコ＝オンタ
リアンの詩人 Patrice Desbiens がモントリオールで故郷の朋友の死を悼んで
書いた詩を紹介し、そこから、書くことによる死者の migration の可能性に
ついて思索を展開したのはまことに興味深かった。Hébert 氏の分析はいわゆ
る écriture migrante の枠組からはいささか逸脱するのかもしれないが、Ying
Chen における自己の「喪の作業」としてのエクリチュールとも考え合わせ
るべき、重要なテーマではないかと思った。
帰国当日は、それまでの初夏を思わせる晴天から一転、私たちとの別れを
惜しんで空までが泣いてくれているかようだった。HAN Daekyun 氏への帰
国報告の返事には、「まるで雨が 3 日間の幸福な高揚感を冷まし、私たちを
日常に戻らせてくれたかのようでした」とあった。フランス語圏の詩の訳者
としても活躍する会長らしい言葉だった。
今回の参加で、日本より一足先にケベック学会を発足させた韓国のケベッ
ク研究者たちの層の厚さを実感し、東アジアでの学術交流の可能性に期待が
ふくらんだ。開催の準備に携わってくださった HAN 会長や主催校の SHIN
Junga 氏をはじめとする多くの方々に感謝し、ケベック州政府の後援に厚く
お礼を申し上げたい。
小倉和子
日本ケベック学会理事
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『ケベック研究』投稿規程・執筆要項
Ⅰ．投稿規程
1．投稿資格：原則として学会員に限る（＊依頼原稿はその限りではない）
。
2．使用言語：日本語、フランス語、英語。
3．原稿：本学会の目的（日本における、ケベックを中心としたフランコフ
ォニーに関する学術研究及び芸術文化交流の振興と推進）に適したテー
マで、未発表の完成稿に限る。
4．原稿の種類：次のいずれかに分類し、それぞれA4判用紙横書き（40字×
30行）で以下のページ数を上限とする。図表、参考資料、参考文献、注
などもこの分量に含める。
（1）研究論文

15ページ以内

（2）研究ノート

13ページ以内

（3）書評

4ページ以内

欧文原稿もこれに準ずる。ただし、必ずネイティヴ・チェックを受けた
ものを提出する。
5．研究論文、研究ノートには、200語程度の仏文（または英文）要旨（ただ
し本文がフランス語または英語の場合は日本語）及び5語以内のキーワー
ド（日本語とフランス語、または日本語と英語）をつける。
6．投稿申込
送付先：171-8501 豊島区西池袋3-34-1
ョン学部

小倉和子

立教大学異文化コミュニケーシ

e-mail：ogura@rikkyo.ac.jp

締切： 2010年1月15日（必着）
提出書類：以下の3点を提出する。なお、不測の事態に備えて、筆者の手
元に必ずバックアップを残すこと。到着確認メールは送るが、提出され
た原稿及び記録メディアは返却しない。
（1）投稿原稿2部：プリントアウトしたものに（2）の表紙をつける。
（2）表紙：タイトル（和文・欧文）、原稿区分、執筆者名（和文・フリガ
ナ・欧文）、所属機関・役職名、連絡先（住所、Tel、Fax、e-mail）
（3）電子媒体：MS Word 97-2003（フロッピーディスク、CD-R/RWなど、
電子メールの添付ファイルも可）（氏名、タイトル、使用OS、ソフト名
を明記）
7．採択：投稿原稿の採否については、編集委員会から委嘱された各専門分
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野のレフェリーの審査に基づき、編集委員会が決定する（2月末）。採択
条件としてレフェリーより修正意見がつけられた論文については、原稿
を修正のうえ期日（3月31日）までに再提出し、修正が十分と判断されれ
ば掲載可となる。なお、下記の執筆要項通りに執筆されているかどうか
も採否の判断基準になるので留意すること。
8．校正：2回。著者校正は1回で、2回目は編集委員会が行う。著者校正時の
大幅な書き換えは不可。
9．投稿者は、掲載論文の電子化、日本ケベック学会ホームページでの無料
公開（現在検討中）を了承したものとみなす。
10．掲載誌の贈呈：研究論文と研究ノートの執筆者には、掲載誌2部、抜刷30
部を贈呈する。
Ⅱ．執筆要項
1．本文について
① A4判用紙横書き（40字×30行）。
② フォントは和文にはMS明朝、欧文にはTimes New Romanを使用する。
数字はなるべく算用数字（半角）を用いる（第1章、2人、3つ）。
③ 文字サイズは、タイトル12ポイント太字、1行空けて氏名11ポイント
右詰め、1行空けて本文10,5ポイント、引用9ポイント。
④ 和文の句読点には「、」「。」を用いる。
⑤ 欧文文字や算用数字は半角文字（Times New Roman）を使用する。
⑥ 章、節などの記号をつける場合は、章は「1.」、「2.」、「3.」、第1章第1
節は、「1.1.」 のようにする。
⑦ 本文中で論者に言及する場合、初出時はフルネームで記載する。外
国名の場合はカタカナ表記の後（

）内にアルファベット表記を入

れる。
⑧ 著書、雑誌などのタイトルには『
を、論文タイトルには「

』（欧文の場合はイタリック体）

」
（欧文の場合は «

» または “

” ）を使

」
（欧文の場合は «

» または “

” ）でく

用する。
⑨ 引用文は、短いものは「

くって文中で示し、長い場合は左2文字分下げ、9ポイントとし、本
文との間に各1行のスペースを置く。いずれの場合も、出典は引用直
後に（若桑、2000、pp.120-121）のように示す（ibid. 等は使用しな
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い）。
2．注について
① 注は脚注ではなく、末尾注とし、本文から1行空けて始める。
② 注には通し番号をつけ、本文の該当箇所の右肩に上付きで１のように
示す。カンマやピリオドがある場合は、その直前に置く。
③ 文字サイズは9ポイント。
3．参考文献について
① 参考文献は論文末尾、注の後に、1行空けて始める。
② 文字サイズは9ポイント。
③ 和文と欧文を区別せず、著者の姓のアルファベット順に、同一著者
の文献は発表年順に配列する。
例）小林順子（1997）「マニトバ学校問題」日本カナダ学会編『史料が語るカナダ』
有斐閣、232〜233頁。
小畑精和（2003）
『ケベック文学研究』お茶の水書房。
Ricard, François (2000) Gabrielle Roy, Une vie, Boréal.
— (2001) Introduction à l’œuvre de Gabrielle Roy (1945-1975), Nota bene.

④ 単行本の場合は、著者（発行年）
『書名』発行所。
⑤ 書籍論文の場合は、著者（発行年）編者『書名』発行所、10〜20頁。
⑥ 雑誌論文の場合は、著者（発行年）「論文名」『雑誌名』号、10〜20
頁。
*洋書タイトルはイタリック。
4．その他
謝辞は原則として掲載しない。ただし、助成金を受けた研究の場合は、末尾
に明記する。
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編集後記
昨秋、ケベック市創設400周年という節目の年に日本ケベック学会が設立
されて早1年、『ケベック研究』創刊特別号を発行する運びとなった。準備期
間が限られていたにもかかわらず、ケベック研究の射程をこれほど多彩なか
たちで紹介することができたのは、執筆者一同の喜びの表れではないかと思
う。次号からは正式に編集委員会を設け、投稿制も導入して、ますます充実
した内容になることだろう。
この間、韓国ケベック学会とも交流が行われ、会長みずから韓国のケベッ
ク研究の現状について詳細な報告文を寄せてくださった。隣国のケベック研
究者とはこれからさらに活発な交流が行われていくことを期待したい。
創刊号の刊行に惜しみない支援をしてくださったケベック州政府、そして
国際ケベック学会（AIEQ）にも厚くお礼を申し述べたい。今後、本誌が息
の長い学会誌として多くの研究者を育て、ケベック研究の発展に寄与できる
ことを祈念している。
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