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J’ai l’immense plaisir de me retrouver aujourd’hui devant vous, dans ce beau

pays que je ne croyais jamais visiter. Je remercie le Ministère des Relations

internationales du Québec et la Délégation du Québec à Tokyo. Je remercie tout

particulièrement l’« Association japonaise des Études québécoises » qui m’a invitée.

J’en suis profondément honorée.

C’est sur fond d’élections toutes récentes, qui ont eu lieu le 4 septembre 2012 et

qui ont changé profondément le portrait sociopolitique d’une société québécoise

maintenant en pleine ébullition, que je me présente devant vous. Pour mieux

comprendre la situation du français au Québec, je me dois de présenter ici les aspects

sociopolitiques qui m’apparaissent les plus pertinents et qui marqueront l’avenir du

Québec pour les prochaines années.

Je présenterai ensuite les principales lois qui ont modifié la Charte de la langue

française depuis 1977 pour en faire ce qu’elle est aujourd’hui, dans sa dernière

version toujours en vigueur, celle du 22 octobre 2010, à jour au 14 juin 2011. Par la

suite, on verra les modifications qu’entend faire le gouvernement Marois à la Charte

de la langue française.

Enfin, je présenterai les résultats de deux études réalisées en 2011 qui mettent

en lumière la situation sociolinguistique entre anglophones et francophones à

Montréal, la métropole du Québec.
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1.1. Le Parti Québécois

Le Parti Québécois (dorénavant : PQ), sous la gouverne de Pauline Marois, était

le parti de l’opposition depuis 2007. Il forme maintenant le nouveau gouvernement.

Le PQ est un parti souverainiste qui vise à retirer le Québec de la Confédération

canadienne pour en faire un pays indépendant. Toutefois, cela ne sera pas possible

dans le contexte actuel d’un gouvernement minoritaire.

Pauline Marois envisageait déjà, avant les élections, la possibilité de former un

gouvernement minoritaire. Même dans ce contexte, elle avait déclaré vouloir

promouvoir sa stratégie de « gouvernance souverainiste » pour la majorité des projets

de son programme.1

En effet, le PQ a obtenu 54 sièges, à neuf sièges d’une majorité à l’Assemblée

nationale, et a obtenu 31,95 % des suffrages. Le mode de scrutin du Canada est basé

sur un découpage des régions de chaque province. Ces régions, appelées

« circonscriptions », comprennent un nombre d’électeurs différents. Par contre, le

pourcentage des votes représente le nombre de votes de toutes les personnes ayant

voté.

« Un nouvel épisode s’ouvre, et pour la première fois, le Québec sera dirigé par

une femme », a lancé Madame Marois au tout début du discours à la suite de son

élection comme première ministre. Malheureusement, ce discours de victoire a été

violemment interrompu par un tireur d’une soixantaine d’années qui a pénétré à

l’arrière-scène de la salle du « Métropolis » où s’entassaient des milliers de

personnes. L’homme a ouvert le feu sur deux techniciens, dont l’un est décédé, avant

d’allumer un incendie à l’extérieur de la bâtisse. L’homme, un anglophone que les

policiers ont arrêté sur-le-champ, criait en anglais : « Les Anglais se réveillent! » Il

hurlait aussi des insultes en français.

Au même moment, les gardes du corps de Pauline Marois l’ont emmenée en

sécurité derrière l’estrade à l’avant-scène où elle prononçait son discours. Cependant,

malgré le fait qu’on l’ait mise au courant que le « Métropolis » devait être évacué, la

première ministre est revenue pour poursuivre une partie de son discours. Tous ont

vanté son sang-froid et son courage.2 Cette victoire restera donc doublement

mémorable.

Les anglophones se sont empressés de se dissocier du geste du meurtrier. Mais

s’en est quand même suivi un malaise entre les deux communautés, anglophone et
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francophone, même si, dans son discours de victoire, Pauline Marois s’était adressée

aux anglophones, en anglais. « Ne vous inquiétez pas », avait-elle dit : « Vos droits

seront pleinement respectés ».3

Le programme du PQ4 prévoit l’adoption d’une « Constitution québécoise » qui

« intègrera une version amendée de la Charte des droits et libertés de la personne »

laquelle tiendra compte « du patrimoine historique et des valeurs fondamentales de la

nation québécoise » dont, « la prédominance de la langue française (...) ». On fait ici

référence à la Charte des droits et libertés de la personne présentée en 1975 sous le

gouvernement libéral de Robert Bourrassa (1970-1976). Cette Charte aborde les

questions des droits et libertés intrinsèques à tout être humain.5 Cependant, il n’y est

pas question de langue.6

Le programme prévoit aussi l’élaboration d’une Charte québécoise de la laïcité

qui affirmera, entre autres, « que le Québec est un État laïque, neutre par rapport aux

croyances ou non-croyances (...) en matière de religion (...) » et « que les agents de la

fonction publique et parapublique doivent s’abstenir, dans l’exercice de leurs

fonctions officielles, du port de tout signe religieux ostensible (...) ».

Il s’agit là d’une mesure exceptionnelle, du jamais vu au Québec. Aucun des

cinq autres gouvernements péquistes au pouvoir par le passé n’est allé aussi loin. On

peut se demander si, dans un État laïque, le crucifix, suspendu à l’Assemblée

nationale où siègent les différents partis élus, serait encore considéré comme faisant

partie de l’héritage des Québécois dits « de souche », c’est-à-dire, d’origine française

et de religion catholique. Et ce, même si le Québec forme maintenant une société en

grande partie laïque. Cependant, le statut minoritaire du gouvernement ne lui

permettra sans doute pas d’enlever ce symbole.

On prévoit aussi l’instauration d’« une citoyenneté québécoise », sans donner de

précision. L’adoption d’une nouvelle Charte de la langue française est aussi inscrite

dans le programme. Même si la majorité des articles ne pourraient y figurer dans le

contexte d’un gouvernement minoritaire, certaines dispositions pourraient l’être.

Entre autres, le programme prévoit étendre aux collèges d’enseignement général et

professionnels (cégeps) l’obligation d’un enseignement uniquement en français pour

les francophones. Jusqu’à maintenant, les élèves francophones de ce niveau avaient

le choix entre le français ou l’anglais. Les cégeps sont des établissements de niveaux

postsecondaires dont les programmes mènent vers l’université ou vers des formations
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professionnelles et techniques.

Le programme prévoit aussi que seuls les anglophones québécois pourront

fréquenter les cégeps anglophones. La porte des cégeps de langue anglaise serait

fermée aux francophones et aux allophones.7

Une autre disposition importante prévue consiste à obliger les entreprises

employant de 11 à 498 personnes à établir un programme de francisation sous la

supervision de l’Office québécois de la langue française (dorénavant : OQLF).

Jusqu’à maintenant, cette procédure ne s’appliquait qu’aux entreprises de 50

employés et plus.

Le programme prévoit aussi de rétablir « le gel des frais de scolarité » à la

dernière hausse décrétée en 2007, alors que le gouvernement libéral du Québec de

Jean Charest avait augmenté les droits de scolarité. Avant la hausse, ceux-ci

s’élevaient à 1 668,00$ pour une session de 15 crédits dans toutes les universités

québécoises. À l’automne 2007, Jean Charest a procédé à un dégel des droits qui ont

atteint 2 168,00$ en 2011-2012, une augmentation de 30% en cinq ans. À noter que

les droits de scolarité avaient fait l’objet d’un gel depuis 1994.9

En mars 2011, le gouvernement de Jean Charest avait exprimé sa décision de les

augmenter à nouveau de 325,00$ par année (basé sur une année d’études de 30

crédits) à partir de l’automne 2012. Cette augmentation devait s’appliquer sur cinq

ans, pour les faire passer à 3 793,00$ par année en 2016-2017. Par ailleurs, 35% des

revenus provenant de cette hausse devaient être retournés aux étudiants par

l’intermédiaire du Programme d’aide financière aux études qui comprend plusieurs

volets. Il est à noter que, de toutes les provinces du Canada, le Québec est celle où

les droits de scolarité sont les moins élevés.10

L’annonce de cette hausse a été suivie, dans tout le Québec, et surtout dans les

grandes villes, principalement à Montréal, d’un grand nombre de manifestations

parfois violentes. De nombreux affrontements ont eu lieu entre les étudiants et la

police. Cette crise a d’ailleurs eu des échos dans la majorité des pays industrialisés,

et même jusque dans certains pays du Moyen-Orient!

Revenons maintenant au programme du PQ. La première ministre compte tenir

« un sommet sur l’enseignement supérieur » au cours duquel elle proposera, au

minimum, une indexation des frais de scolarité au coût de la vie.

Par contre, dès le 20 septembre 2012, Madame Marois a annulé l’augmentation
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des droits de scolarité décrétée par le gouvernement du parti libéral du Québec. Les

droits de scolarité pour l’année 2012-2013 restent donc à 2 168,00$. De plus, elle a

maintenu, pour l’année, les bonifications au régime des prêts et bourses promises par

le gouvernement Charest.

Enfin, en abrogeant aussi la loi 12 décrétée par le précédent gouvernement du

parti libéral du Québec (dorénavant : PLQ), elle permet ainsi aux éventuels

manifestants de circuler librement dans les rues pour faire valoir leurs idées et

revendications, c’est-à-dire, de manifester à nouveau.11

Cependant, en attendant le Sommet sur l’enseignement supérieur qui aura lieu

les 25 et 26 février 2013, l’ASSÉ (Association pour une Solidarité Syndicale

Étudiante) a affirmé que si le gouvernement ne déclare pas « officiellement que

l’option de la gratuité scolaire n’est pas complètement écarté [sic] », elle ne

participera pas au Sommet.12

Sans aller si loin, la CLASSE (Coalition Large de l’Association pour une

Solidarité Syndicale Étudiante) déclare que : « Même une indexation des frais de

scolarité (...) c’est déjà quelque chose d’inacceptable. ». De plus, elle affirme que :

« Si le gouvernement cède, c’est que notre poids politique n’a jamais été aussi

important. Ce poids, nous devons l’utiliser. ».13 Finalement, les deux associations les

plus « modérées », la FEUQ (Fédération Étudiante Universitaire du Québec) et la

FECQ (Fédération Étudiante Collégiale du Québec) réclament le « gel absolu » et

permanent des droits de scolarité. La FEUQ a déclaré que l’Association sera très

ferme : « S’il n’y a pas de gel, on va vraiment mettre la pression sur le

gouvernement. ». Il en va de même pour la FECQ.14

C’est dans ce contexte que le ministre de l’Enseignement supérieur, Pierre

Duchesne, a « définitivement rejeté (...) la « gratuité » et « jongle (...) avec trois

scénarios d’indexation ».15 Les discussions lors du Sommet sur l’enseignement

supérieur s’annoncent ardues!

Le programme prévoyait aussi le rapatriement de plusieurs dossiers du

gouvernement fédéral. Mais, étant donné le statut de gouvernement minoritaire du

PQ, « il paraît aujourd’hui très éloigné, voire impossible à tenir au cours du présent

mandat. ».16

Un dernier aspect du programme du PQ, important et controversé, est celui de la

« création de la richesse ». Un des moyens pour y arriver consiste en une hausse
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importante des taux d’imposition pour les ménages dont le revenu n’est, tout compte

fait, pas très élevé quand on tient compte des ménages où deux adultes travaillent.

« Ces taux élevés posent (...) un problème d’équité. (...). En fait [ils] visent à (...)

faire payer, entre autres, le gel des droits de scolarité, et d’autres ponctions prévues

dans le programme du PQ ». Ces mesures envisagées vont « totalement à l’encontre

des efforts du Québec pour encourager la création de la richesse. ».17

Dans les faits, le PQ a renoncé, pour un temps, tout au moins, à certaines d’entre

elles.18

1.2. Le parti libéral du Québec et la Coalition pour l’Avenir du Québec

On a déjà mentionné que le PQ forme un gouvernement minoritaire. Justement,

il est talonné par le PLQ. Jean Charest, chef de ce parti, détenait la majorité des

sièges depuis plus de neuf ans avant qu’il ne déclenche les élections. Cependant,

entre autres choses, la crise étudiante lui a beaucoup nui. Malgré tout, le soir du 4

septembre, le PLQ a obtenu 50 sièges, seulement quatre de moins que le PQ et 31,2

% du vote populaire, un écart de seulement 0,75 point de moins que le parti au

pouvoir. Il forme le premier parti de l’opposition.19

La « Coalition pour l’Avenir du Québec » (dorénavant : « la CAQ »), un

nouveau parti dirigé par François Legault, présentait une plateforme ambitieuse et

relativement cohérente20 selon certains, mais, selon d’autres, peu crédible.21

Cependant, en bout de course, il a obtenu 19 sièges et 27 % des votes. La CAQ

devient ainsi le second parti de l’opposition.22

Les deux partis fédéralistes de l’opposition (le PLQ et la CAQ) ont donc obtenu

69 sièges à eux deux, et 58,2% des votes. Or, tel que mentionné, le PQ a obtenu 50

sièges et 31,2% du vote, ce qui a obligé Madame Marois à délaisser certains aspects

de sa « gouvernance souverainiste » et à faire nombre de compromis.

Par ailleurs, le PQ doit aussi faire face à une nouvelle donne : même pendant la

course au leadership, un sondage indiquait que le courant souverainiste était en perte

de vitesse. Peu de temps avant les élections, seulement 28% des gens auraient dit Oui

à un référendum proposant que le Québec devienne un pays souverain, alors qu’au

début de la campagne électorale 36% appuyait la souveraineté.23

Plus encore, Lucien Bouchard, ancien chef d’un gouvernement majoritaire

péquiste, déclare que le projet souverainiste n’est plus le projet porteur des
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Québécois. De plus, il pense que le PQ, bien que victorieux « vient de recevoir un

cadeau empoisonné ». Pauline Marois a les mains liées, selon lui. « Son

gouvernement est ligoté. C’est une répudiation du programme du PQ (...) ».24

Autre fait à noter : à la fin de l’année 2012, 54% des Québécois étaient

insatisfaits du gouvernement Marois. Pourtant, si des élections avaient eu lieu en fin

d’année (2012), le PQ aurait, malgré tout, mieux réussi qu’au 4 septembre!25 Serait-

ce dû en partie au fait que le PLQ n’a pas encore de chef ?

2.1. Résumé de la Charte de la langue française de 1977 ainsi que des

principales lois qui l’ont modifiée jusqu’à la Charte de la langue française

présentement en vigueur, à jour au 14 juin 201126

L’année 2012 marque le 35ième anniversaire de l’adoption de la première

Charte de la langue française (dorénavant Charte (...)). Celle-ci fût adoptée le 26 août

1977, moins d’un an après la victoire de René Lévesque, élu le 15 novembre 1976,

qui fût le premier à vouloir faire l’indépendance du Québec.27

C’est sans doute pourquoi il a utilisé le terme de « Charte », qui s’applique aux

pays. On y cite les principes de gouvernance qui définissent la philosophie de ce

pays.28 Le préambule se lit comme suit :

« Langue distinctive d’un peuple majoritairement francophone, la langue française

permet au peuple québécois d’exprimer son identité.

L’Assemblée nationale reconnaît la volonté des Québécois d’assurer la qualité et le

rayonnement de la langue française. Elle est donc résolue à faire du français la langue

de l’État et de la loi aussi bien que la langue normale et habituelle du travail, de

l’enseignement, des communications, du commerce et des affaires.

L’Assemblée nationale entend poursuivre cet objectif dans un climat de justice et

d’ouverture à l’égard des minorités ethniques, dont elle reconnaît l’apport précieux au

développement du Québec. (mon soulignement)

L’Assemblée nationale reconnaît aux Amérindiens et aux Inuit du Québec,

descendants des premiers habitants du pays, le droit qu’ils ont de maintenir et de

développer leur langue et leur culture d’origine.

Ces principes s’inscrivent dans le mouvement universel de revalorisation des

cultures nationales qui confère à chaque peuple l’obligation d’apporter une

contribution particulière à la communauté internationale. »
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Comme on peut le constater, le troisième alinéa ne fait aucunement mention des

anglophones du Québec.

Il est vrai qu’à cette époque, le Québec avait grand besoin de protéger sa culture

et sa langue. En 1968, 40 % des immigrants de la ville de Saint-Léonard étaient

d’origine italienne et adoptaient l’anglais le plus souvent. La plupart de leurs enfants

fréquentaient des écoles anglophones. Cette tendance s’était répandue dans plusieurs

régions du Québec, où 90 % des néo-Québécois optaient pour l’école anglaise.

En résumé, cette première Charte (...) proclame que « le français est la langue

officielle du Québec ». Elle traite ensuite des droits fondamentaux du Québec. Elle

déclare que toute personne a le droit que communiquent en français avec elle,

l’Administration, les services de santé, les services sociaux, les entreprises d’utilité

publique, les ordres professionnels, les associations de salariés et les diverses

entreprises exerçant au Québec. Toute personne a le droit de s’exprimer en français

en assemblée, elle a aussi le droit d’être servie en français. « Les travailleurs ont le

droit d’exercer leurs activités en français. ». Enfin, « Toute personne admissible à

l’enseignement au Québec a droit de recevoir cet enseignement en français. ».

La Charte (...) déclare que le français est la langue de la « Législation et de la

justice au Québec ». « Les projets de lois sont rédigés en français, déposés à

l’Assemblée nationale, adoptés et sanctionnés ». « Seul le texte français des lois et

règlements est officiel. » Les personnes doivent plaider en français, « à moins que

toutes les parties à l’instance ne consentent à ce qu’elles plaident en langue anglaise. ».

Cependant, les jugements qui ont été rendus en anglais « doivent être rédigés en

français ou être accompagnés d’une version française (...) ». Mais « Seule la version

française du jugement est officielle. ».

Elle décrète l’unilinguisme officiel dans les cas suivants : « Le gouvernement,

ses ministères et les autres organismes de l’Administration utilisent la langue

officielle, dans leurs communications écrites entre eux. ». Néanmoins, les personnes

physiques peuvent s’adresser à l’administration dans une autre langue. Les

organismes municipaux ou scolaires, les services de santé ainsi que les services

sociaux ont le droit d’utiliser une autre langue s’ils fournissent leurs services à des

personnes en majorité autres que françaises.

Dans les cas prévus par Règlement, l’affichage des organismes municipaux et
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des services de santé peut être bilingue à condition qu’il y ait prédominance du

français. Par contre, dans la signalisation routière, seule la langue officielle est

permise; elle peut cependant être complétée ou remplacée par des symboles ou des

pictogrammes.

On prévoit aussi que les entreprises de 50 employés et plus devront se franciser.

On confie à l’Office de la langue française (dorénavant : l’OLF) la tâche de mener à

bien cette opération.29 Pour réaliser ce projet, l’OLF doit prendre contact avec

chacune de ces entreprises et établir avec elles les modifications à apporter pour se

conformer à la loi. Chaque entreprise doit former un « comité de francisation » et

établir un échéancier approuvé par l’OLF afin de s’assurer que les membres de la

haute direction puissent parler français, de même que tous les dirigeants, contre-

maîtres et autres responsables. L’entier des opérations doit se faire en français, la

langue de l’entreprise devant être le français. Une terminologie française doit être

utilisée pour les matériaux, les manuels, les catalogues et toutes les pièces. Il en va

de même de la mise en marché et des communications avec les fournisseurs et le

public, ainsi que pour la publicité (art. 141).30

L’application des programmes de francisation à l’intérieur des sièges sociaux

peut cependant faire l’objet d’ententes particulières (art. 144).

Par ailleurs, la langue de l’enseignement est le français dans les classes

maternelles et les écoles primaires et secondaires. Par dérogation, les parents des

« enfants dont le père ou la mère a reçu l’enseignement primaire en anglais au

Québec » peuvent faire une demande pour que leurs enfants fréquentent une école

anglaise. Il en va de même pour les enfants dont l’un ou l’autre des parents

« domicilié au Québec lors de l’entrée en vigueur » de la Charte (...) a reçu, « hors

Québec, l’enseignement primaire en anglais ». De plus, les enfants qui, « lors de leur

dernière année de scolarité au Québec avant l’entrée en vigueur de la présente loi,

recevaient légalement l’enseignement en anglais », peuvent poursuivre leurs études

en anglais. Enfin, les frères et soeurs cadets de ces derniers ont, eux aussi, le droit de

fréquenter l’école anglaise.

En outre, « Aucun certificat de fin d’études secondaires ne peut être délivré à

l’élève qui n’a du français, parlé et écrit, la connaissance exigée par les programmes

du ministère de l’éducation. ».

Quant aux niveaux post-secondaires, l’OLF peut « exiger de toute institution
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d’enseignement collégial ou universitaire un rapport sur la langue des manuels

utilisés et faire état des observations en la matière dans son rapport annuel. » (art.

114f).

Il est important de noter qu’à part les cas où la Charte (...) utilise les termes « langue

officielle » ou « en français seulement », l’usage d’autres langues est permis.

Afin de réaliser les objectifs poursuivis par la Charte (...), le gouvernement

embauchât alors de nombreux négociateurs et négociatrices de programmes de

francisation, des terminologues, des chercheurs, des bibliothécaires et de nombreux

employés de secrétariat.

Durant la campagne électorale du PQ en 1976, René Lévesque avait promis la

tenue d’un référendum lui permettant de procéder à ce qu’il appelait la

« souveraineté-association ». Il proposait, par ce terme, que les Québécois exigent la

transformation du fédéralisme en une nouvelle association, au sein de laquelle le

Québec, dans le cadre d’une union économique et monétaire, jouirait, tout comme le

Canada, de tous les pouvoirs d’un pays souverain. Ce référendum a eu lieu le 20 mai

1980. Les opposants aux négociations avec le Canada l’emportèrent par une marge

de 20 % : 60 % contre et 40 % pour. C’était la fin d’un rêve pour le PQ!31

Après l’adoption de la Charte de 1977, le débat linguistique se poursuit devant

les tribunaux.

Tout d’abord, en 1979, la Cour suprême du Canada déclare que le fait que

toutes les lois québécoises, y compris la Charte de 1977, ne soient adoptées qu’en

français allait à l’encontre de l’art. 133 de « La Loi constitutionnelle de 1867 » qui

déclare spécifiquement que l’utilisation du français ou de l’anglais est facultatif dans

« les chambres de la Législature du Québec ». Par contre, « dans la rédaction des

registres, procès-verbaux et journaux respectifs de ces chambres, l’usage de ces deux

langues [est] obligatoire. ». Cependant, devant les tribunaux, « il pourra être fait

usage de l’une ou l’autre de ces langues. ».

De plus, « Les lois (...) de la législature du Québec devront être imprimées et

publiées dans ces deux langues. ». Ceci inclut le texte de la Charte (...).

Enfin, le texte français de toutes les lois adoptées ou à venir n’aura plus

préséance sur le texte anglais.32

D’autre part, en 1982, le gouvernement libéral du Canada, alors au pouvoir,

procéda à ce qu’on appelle le « Rapatriement de la Constitution » par la Loi
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constitutionnelle de 1982.33 Cette loi comprend la « Charte canadienne des droits et

libertés ». L’art. 23 de cette « Charte (...) » déclare, entre autres, que : « Les citoyens

canadiens dont un enfant a reçu ou reçoit son instruction au niveau primaire ou

secondaire, en français ou en anglais au Canada ont le droit de faire instruire tous

leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans cette langue. ». C’est ce

qu’on appelle la « clause Canada ».

Du même coup, cet art. 23 invalide le chapitre VIII de la Charte de 1977 qui

définit les règles ayant trait à la fréquentation des écoles anglaises dont on a parlé

plus haut. Cependant, cette clause n’a été mise en vigueur qu’en 1993.

La loi 86 ou Loi modifiant la Charte de la langue française (1993) a été

promulguée le 9 juin 1993 sous le deuxième gouvernement libéral de Robert

Bourassa (élu le 2 décembre 1975, son mandat s’est étalé jusqu’au 12 janvier 1994).

Le but de cette loi visait à rendre la Charte (...) conforme en tous points aux

prescriptions de la Loi constitutionnelle de 1982 et à toutes les décisions de la Cour

suprême du Canada.

Par ailleurs, cette loi ajoute l’art. 8 dans la section qui concerne la langue de la

justice dans la Charte (...). Cet art. se lit comme suit : « S’il existe une version

anglaise d’un règlement ou d’un autre acte de nature similaire auxquels ne s’applique

pas l’article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867, le texte français, en cas de

divergence, prévaut. ». À ma connaissance, cet art. n’a jamais été utilisé.

Cette loi de 1993 déclarait que l’affichage public et la publicité commerciale

devaient se faire en français,34 ou encore, « en français et dans une autre langue

pourvu que le français y figure de façon nettement prédominante » (mon

soulignement).

La loi réduisait aussi certaines contraintes relatives à la francisation des

entreprises et accordait davantage de pouvoirs au ministre chargé de l’application de

la Charte (...) au détriment de l’OLF.

Par ailleurs, cette loi, surtout avec la clause sur l’affichage, répondait en partie

aux exigences des péquistes qui formaient le gouvernement de l’opposition et

apportait, temporairement, ce qu’on a appelé, la « paix linguistique ».35

Il faut noter ici, qu’en 1988, la Cour suprême du Canada avait conclut, qu’en ce

qui avait trait à l’affichage unilingue français tel que décrété dans la Charte de 1977,

l’interdiction de toute autre langue que le français dans l’affichage public et la
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publicité commerciale allait à l’encontre de la liberté d’expression.36

Du même coup, le gouvernement s’est empressé d’adopter un règlement

précisant la portée de l’expression « de façon nettement prédominante » pour

l’application de la Charte (...). Ce règlement, entré en vigueur le 22 décembre 1993,37

dit, entre autres, que « l’espace consacré au texte rédigé en français est au moins

deux fois plus grand que ceux rédigés dans l’autre langue »; il en est de même pour

« les caractères utilisés ». Pour que le français ait un « impact visuel beaucoup plus

important » que l’autre langue, les affiches où figurent le français « sont au moins

deux fois plus nombreuses » que celles où figurent l’autre langue, et « les

caractères » du texte rédigé en français « sont au moins deux fois plus grands » que

ceux du texte rédigé dans l’autre langue. C’est ce que l’OLF appelle la « règle du

deux pour un », qui est encore appliquée.

Voici un exemple : 

Entre-temps, le troisième alinéa du Préambule de la Charte de 1977 a été

remplacé le 1er février 1984 par la loi 57 ou Loi modifiant la Charte de la langue

française du 22 décembre 1983, dans la foulée des assouplissements apportés à la

Charte (...) en faveur de la minorité anglophone par le gouvernement Lévesque.38 Il

se lit maintenant comme suit : 

L’Assemblée nationale entend poursuivre cet objectif dans un esprit de justice et

d’ouverture, dans le respect des institutions de la communauté québécoise

d’expression anglaise et celui des minorités ethniques, dont elle reconnaît l’apport

précieux au développement du Québec. (mon soulignement indique les modifications)

C’est ce même Préambule que l’on retrouve dans toutes les versions de la

Charte (...) jusqu’à la dernière, encore en vigueur, celle du 14 juin 2011.

Par contre, le 2ième alinéa n’a pas été modifié. Il se lit comme suit, tel qu’inscrit
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plus haut et reproduit ici :

L’Assemblée nationale reconnaît la volonté des Québécois d’assurer la qualité et le

rayonnement de la langue française. Elle est donc résolue à faire du français la langue

de l’État et de la loi aussi bien que la langue normale et habituelle du travail, de

l’enseignement, des communications, du commerce et des affaires. (mon

soulignement)

Il m’apparaît incongru d’avoir conservé la locution affirmant que le français est

la langue de la loi, puisque cette disposition est caduque.

Cette même loi du 22 décembre 1983 apportait des modifications importantes à

la Charte (...) en élargissant les droits linguistiques de la communauté anglophone :

bilinguisme institutionnel pour les organismes de langue anglaise, droit des

municipalités majoritairement anglaises de conserver une désignation bilingue et

droit des organismes publics officiellement anglophones d’utiliser l’anglais dans les

communications internes.

Cependant, les élections du 12 septembre 1994 marquent une nouvelle époque

pour le Québec. Le PQ, dirigé par Jacques Parizeau, forme un gouvernement

nettement majoritaire qui s’est fait élire avec la promesse d’un deuxième référendum

sur l’indépendance du Québec. Mais, la question posée était quelque peu ambiguë.

Le libellé était le suivant : « Acceptez-vous que le Québec devienne souverain, après

avoir offert formellement au Canada un nouveau partenariat économique et politique,

dans le cadre du projet de loi sur l’avenir du Québec et de l’entente signée le 12 juin

1995? ».39

Ce référendum a été tenu le 30 octobre 1995. Cependant, le camp du « Non »

l’emporte avec seulement quelques milliers de voix : 50,6 % des Québécois disent

« Non » contre 49,4 % qui disent « Oui ».

Jacques Parizeau est effondré et, à la télévision, il fait cette déclaration très

controversée : « On a été battu au fond par quoi? Par l’argent, puis des votes

ethniques, essentiellement. ».

Le lendemain, il annonce son départ, laissant les Québécois profondément

divisés, meurtris.40 C’est la fin de la « paix linguistique ». Il demeurera néanmoins en

fonction jusqu’à l’élection d’un nouveau chef du PQ : Lucien Bouchard, qui devient
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premier ministre aux élections du 27 janvier 1996.

Sur la question de la souveraineté, celui-ci déclare que par manque de

« conditions gagnantes », aucun référendum ne sera déclenché.41 Peut-être croyait-il

qu’un troisième référendum diviserait à nouveau les Québécois? De toute façon, tout

au long de sa gouvernance, il a été davantage préoccupé par la récupération

économique à travers le « déficit zéro ».

En juin 1997, il promulgue la loi 40 ou Loi modifiant la Charte de la langue

française (1997) qui vient préciser l’utilisation du français pour ce qui est, entre

autres, des logiciels et des jouets. Cette loi apporte aussi des précisions quant à

l’utilisation du français par les membres des ordres professionnels.

Mais, plus important encore, une nouvelle loi adoptée en décembre 2000, la loi

171 ou Loi modifiant la Charte de la langue française (2000) modifie le statut des

municipalités dites « bilingues ». Depuis 1983, une municipalité était reconnue

comme bilingue lorsqu’elle comptait plus de 50 % de la population « en majorité

d’une langue autre que le français ». Dorénavant, une municipalité devra, pour

obtenir le statut de ville bilingue, compter « plus de la moitié des résidents de son

territoire (...) de langue maternelle anglaise. ». Autrement dit, les allophones qui ont

adopté l’anglais comme langue seconde ne pourront plus être comptabilisés comme

« anglophones ».

En fait, la minorité anglophone a vu réduire ses droits dans la mesure où il est

fort probable qu’aucune nouvelle municipalité puisse un jour compter plus de 50 %

d’anglophones et obtenir le statut de ville bilingue.

Par la suite, à la surprise de tous, Lucien Bouchard démissionne le 8 mars 2001.

Bernard Landry lui succède, le même jour, sans même qu’il y ait eût de course à la

succession.

En 2002, la Loi 104 ou Loi modifiant la Charte de la langue française du 13 juin

200242 vise à moderniser les mandats et les structures des trois organismes de la

Charte (...). Les fonctions originellement dévolues à l’OLF et à la Commission de

protection de la langue française ont été regroupées au sein d’un nouvel organisme,

appelé Office québécois de la langue française (dorénavant : OQLF). L’OQLF doit

veiller à ce que le français soit la langue habituelle et normale du travail, des

communications, du commerce et des affaires dans l’Administration et les entreprises

de 50 employés et plus. Il doit aider à définir et à élaborer les programmes de
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francisation prévus par la loi et en suivre l’application; il doit surveiller l’évolution

de la situation linguistique et en faire rapport tous les cinq ans au ministre. De plus, il

se doit d’assurer le respect de la Charte (...), agissant d’office ou à la suite de la

réception de plaintes. Enfin, il garde son pouvoir de promouvoir le français et d’en

assurer la « qualité », c’est-à-dire, de proposer des termes en « bon français » pour

remplacer les anglicismes, tant à ce qui a trait à la langue commune, qu’aux termes

techniques. C’est pourquoi l’OQLF, tout comme l’ancien OLF, ont ciblés, entre

autres, l’étiquetage de certains textiles ou vêtements qui mentionnent le pays du

fabriquant. Ainsi, il y a plusieurs années, on pouvait lire sur certains vêtements, les

termes « Made in India » et la traduction fautive : « Fait en dinde »! À l’heure

actuelle, on ne trouve pratiquement plus de ces cas.

Exemple : 

De plus, cette loi de 2002 crée le Conseil supérieur de la langue française

(CSLF) qui a pour mission de « conseiller le ministre responsable de l'application de

la Charte (...) sur toute question relative à la langue française au Québec. À ce titre,

le Conseil donne son avis au ministre sur toute question que celui-ci lui soumet et le

saisit de toute question qui, selon lui, appelle l'attention du gouvernement. » Il peut

« effectuer ou faire effectuer les études et les recherches qu'il juge nécessaires. » Par

exemple, il effectue des recherches sur la langue de travail, de l’enseignement, sur

l’intégration des immigrants, etc. « En outre, il peut informer le public sur toute

question relative à la langue française. ». Par ailleurs, « Les membres du Conseil

doivent, dans l’exercice de leurs fonctions pour le Conseil, agir indépendamment de

toute considération politique partisane et indépendamment de tout groupe de

pression. ». C’est un organisme relativement autonome par rapport aux

gouvernements en place.

Cependant, la popularité des gouvernements péquistes s’effrite depuis le

référendum de 1995, et certaines mesures adoptées par le gouvernement Bouchard

sont très impopulaires. Les démissions se succèdent.43

Le 14 avril 2003 le PLQ, dirigé par Jean Charest, prend le pouvoir et la « paix

linguistique » revient jusqu’à l’imposition de la hausse des frais de scolarité au
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printemps 2012.

Entre-temps, Jean Charest a, lui aussi, modifié la Charte (...) pour régler un

problème que plusieurs gouvernements péquistes avaient tenté de régler avant lui. Il

s’agit de ce qu’on appelle « les écoles passerelles ». Il existait dans la Charte (...) une

brèche légale permettant aux parents francophones fortunés d’inscrire leurs enfants

dans des écoles anglaises non subventionnées par l’État. Jusqu’en 2002, après un an

dans ces écoles, les enfants pouvaient poursuivre leurs études dans les écoles

anglaises publiques. En 2010, le gouvernement Charest resserre davantage les

critères avec la Loi 103 modifiant la Charte de la langue française. À l’avenir, un

élève, francophone ou allophone, devra avoir passé trois ans dans une école anglaise

non subventionnée par l’État avant de pouvoir s’inscrire dans une école anglaise

publique.44 De plus, plusieurs autres critères s’ajoutent à celui-ci.

Pour éviter que la Cour suprême du Canada ne se prononce contre la loi

québécoise en invoquant le critère des droits et libertés de la personne, le

gouvernement Charest ajoute une disposition à l’effet que toute interprétation de la

« Charte des droits et libertés de la personne » (1982) se fasse en tenant compte du

fait que le français est la langue officielle du Québec et que le gouvernement doit en

assurer la pérennité.45

Il a aussi promulgué la Loi 115 : Loi faisant suite aux décisions judiciaires en

matière de langue d’enseignement.46 Cette loi, adoptée en 2010, a apporté diverses

modifications à la Charte (...). En matière de langue d’enseignement, elle permet au

gouvernement de déterminer, par règlement, le cadre d’analyse et les règles

applicables pour évaluer une demande d’admissibilité à recevoir un enseignement en

anglais financé par l’État. Elle revoit aussi certaines dispositions pénales, notamment

en haussant le montant des amendes. De plus, face au problème des écoles dites

« passerelles », elle prévoit une nouvelle infraction pour prévenir la mise en place ou

l’exploitation d’un établissement ayant pour but d’éluder l’application du principe de

l’enseignement en français dans les classes maternelles, les écoles primaires et

secondaires sous réserve des exceptions inscrites dans la Charte (...) (art. 72 de la

Charte (...). Cet art. est encore en vigueur.

La loi 115 prévoit aussi une procédure permettant de vérifier toute demande

d’admissibilité à l’enseignement en anglais. Elle interdit l’exploitation d’un

établissement d’enseignement privé principalement destiné à rendre admissibles à
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l’enseignement à l’anglais des enfants qui ne pourraient autrement être admis dans

une école d’une commission scolaire anglophone ou un établissement

d’enseignement privé anglophone agréé aux fin de subventions en vertu de la Loi sur

l’enseignement privé. De fortes amendes sont prévues dans les cas de non-

conformité à cette loi.

Cette loi a eu pour conséquence de modifier plusieurs autres arts. de la Charte

(...) dans le but de resserrer les mesures d’évitement qui y sont explicitées.

Compte tenu de toutes ces modifications, la Loi sur l’enseignement privé est

modifiée de façon à accroître ses pouvoirs d’intervention.

Il s’agit là des dernières modifications apportées à la Charte (...) actuelle.

Force est de constater par cet historique des principales lois modifiant la Charte

(...) que les différents gouvernements du Québec, depuis 1977, n’ont eu de cesse de

protéger le français et de s’assurer qu’il soit reconnu partout comme étant la langue

officielle du Québec, autant au Canada qu’ailleurs dans le monde.

Par ailleurs, depuis quelques années, l’OQLF mène une campagne de

communication pour amener les entreprises, en particulier celles dont le siège social

est ailleurs qu’au Québec, à accompagner leur nom d’un descriptif en français. Par

exemple, une entreprise dont le nom est « DAILY LIVING » devrait au moins

accompagner la marque d’un descriptif en français, ce qui donnerait :

Déjà, plusieurs grands magasins ont francisé leur raison sociale, en tout ou en

partie. C’est le cas des grands magasins où l’on vend de tout. Ainsi, « HOLT

RENFREW » et « LA BAIE » accompagnent leurs raisons sociales d’un descriptif du

type : « Magasin à rayons ». De plus, lorsque l’on téléphone à ces entreprises, le

message de bienvenue est toujours en français.

Mais cela me semble beaucoup plus difficile pour des entreprises comme

« CANADIAN TIRE », une chaîne pan-canadienne. Bien sûr, dans ces magasins on
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peut acheter des pneus, faire réparer sa voiture, mais aussi acheter des meubles, des

appareils ménager, des vêtements spécialisés pour la chasse et la pêche, des plantes,

des décorations de Noël, et j’en passe...47

Ces modifications d’affichage envisagées pour les sièges sociaux pan-canadiens

ou internationaux s’appuient sur deux articles de la Charte (...) . L’art. 63 (de 1977 et

1999) déclare que « Le nom d’une entreprise doit être en langue française. », ce qui

n’exclut pas l’usage d’une autre langue. Quant à l’art. 67 (de 1977, 1993 et 1999), il

précise que : « Peuvent figurer, comme spécifique, dans le nom d’une entreprise,

conformément aux autres lois ou règlements du gouvernement, (...) des expressions

tirées d’autres langues ».

La question de la dénomination des sièges sociaux, que le gouvernement du

Québec appelle « des entreprises »,48 est très complexe étant donné qu’elle est en

interaction avec la loi fédérale. Selon le régime fédéral, même si les entreprises

immatriculées sous un nom anglais seulement doivent fournir une version française

de leur nom,49 elles ont la possibilité de faire affaire sous le seul nom anglais partout

au Canada, donc, au Québec.

Et, même si ces entreprises s’établissent au Québec où elles sont tenues de faire

inscrire une version de leur nom qui se conforme aux prescriptions de la Charte (...)

dans le fichier de l’inspecteur général des institutions financières du Québec, elles ne

sont pas obligées d’afficher ce nom, même au Québec.

Par contre, si une entreprise n’est pas enregistrée au Fédéral, mais seulement au

Québec, elle ne peut afficher un nom anglais (ou d’une autre langue). Comme on

peut le constater, la situation est extrêmement complexe et on ne peut entrer dans les

détails ici.

Cependant, une étude commandée au Conseil supérieur de la langue française

(CSLF) en 1998 par la ministre responsable de l’application de la Charte (...) sous le

gouvernement Charest (PLQ) conclut que le Québec dispose « d’un cadre juridique

qui est tout à fait approprié pour s’assurer que les entreprises faisant affaires au

Québec déclarent des noms en conformité avec les dispositions de la Charte (...) ».

Mais, même là, des problèmes épineux demeurent en ce qui a trait aux sièges sociaux

enregistrés au Fédéral.50

Est-ce que le gouvernement Marois poursuivra les démarches amorcées dans ce

sens? Jusqu’à maintenant, il n’en a pas été question.
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Mais qu’en est-il de la situation du français comme langue de travail? L’OQLF

a comparé l’usage du français au Québec en 2006 à des données de 2010.51

Il s’avère que dans la région métropolitaine de Montréal, la principale langue de

travail est le français pour 73 % des travailleurs et l’anglais pour 20 % d’entre eux.52

Le bilinguisme en milieu de travail est plus important chez les anglophones (66 %)

que chez les francophones (43 %) ou les allophones (56 %)53. De plus, plus le niveau

de scolarité des travailleurs est élevé, moins l’utilisation du français au travail est

répandue, et plus celle de l’anglais ou des deux langues est importante, ceci, pour

l’ensemble du Québec. Par contre, 78 % des travailleurs ne possédant aucun diplôme

utilisent principalement le français au travail comparativement à 63 % des

travailleurs ayant un diplôme de maîtrise ou de doctorat.

En ce qui a trait aux travailleurs immigrants allophones, ceux qui sont

originaires de pays de tradition française ou ayant une langue maternelle romane

utilisent davantage le français que l’anglais (73 % et 62 % respectivement). Ceux qui

sont originaires de pays de tradition anglaise ou ayant une langue maternelle

nordique utilisent davantage l’anglais que le français au travail (77 % et 68 %

respectivement).

En 2010,54 la situation générale était la suivante. Le français était rarement la

seule langue utilisée. La plupart des travailleurs (63 %) avaient recours à l’anglais.

Alors que 46 % des Québécois employaient l’anglais moins de la moitié du temps au

travail, 17 % l’utilisaient dans une proportion de 50 % ou plus.

L’utilisation de l’anglais était plus répandue sur l’Île de Montréal que dans les

autres régions du Québec. Seulement 18 % des travailleurs déclaraient ne jamais

utiliser l’anglais au travail comparativement à 47 % dans les autres régions du

Québec. Le français restait néanmoins la langue principale de travail de la majorité

des travailleurs de l’Île de Montréal.

43 % des travailleurs francophones utilisaient exclusivement la français au

travail, alors que c’était le cas de 2 % des travailleurs anglophones et de 23 % des

travailleurs allophones.

Tout comme en 2006, plus le niveau de scolarité est élevé, moins l’utilisation

exclusive du français est répandue, et plus celle de l’anglais ou des deux langues est

importante. Ainsi, 63 % des travailleurs possédant un diplôme d’études primaires

utilisaient le français au travail 100 % du temps comparativement à 28 % de ceux qui
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sont détenteurs d’un diplôme de niveau universitaire.

En ce qui a trait à la langue des communications au travail, celle-ci était la

plupart du temps déterminée en fonction de la localisation de l’interlocuteur chez les

francophones et les allophones. Si le français était généralement la langue utilisée

avec les personnes se trouvant au Québec (l’entourage immédiat, les clients et les

fournisseurs du Québec) et pour les documents internes, l’anglais était privilégié lors

des échanges avec des personnes provenant de l’extérieur du Québec. Au contraire,

chez les anglophones, le recours au français était limité, quelle que soit la provenance

de l’interlocuteur.

En conclusion, les auteurs de l’étude constatent que, dans l’ensemble du

Québec, le français en milieu de travail a progressé entre 1971 et 2010.55 La part des

travailleurs utilisant cette langue la moitié du temps ou plus au travail a augmenté

autant dans la région métropolitaine de Montréal (de 69 % à 80 %) que dans

l’ensemble du Québec (de 83 % à 89 %).

Dans le secteur privé de la région métropolitaine de Montréal, l’utilisation du

français à 50 % ou plus du temps chez les travailleurs francophones a augmenté entre

1971 et 1989, mais elle a diminué entre 1989 et 2010. Ainsi, les taux d’utilisation du

français sont passés de 88 % en 1971 à 93 % en 1989 et à 87 % en 2010 pour les

francophones et de 14 % en 1971 à 45 % en 1989 puis à 38 % en 2010 pour les

anglophones.

Par ailleurs, dans le secteur privé de la région métropolitaine de Montréal,

l’utilisation du français la moitié du temps ou plus a continuellement augmenté chez

les travailleurs allophones entre 1971 et 2010 (42 % en 1971, 63 % en 1989 et 68 %

en 2010). L’OQLF conclut que l’intégration des allophones à la majorité

francophone du Québec a été un succès.

22



Même si les données citées plus haut comprennent certaines lacunes au plan

méthodologique, elles présentent néanmoins un portrait global réaliste de la situation

du français au travail.56

2.2. Les modifications prévues par le gouvernement Marois

Minoritaire, le gouvernement Marois a dû abandonner certains changements

radicaux prévus dans son programme.57 Le 5 décembre 2012, il a déposé le projet de

loi 14 visant à « renforcer » la Charte (...).58

Étant donné que, lors de son discours de victoire du 4 septembre, Pauline

Marois a promis aux anglophones que leurs droits seraient « pleinement respectés »,

il va de soi que le Préambule de la prochaine Charte (...) ne sera pas modifié.

Par contre, le programme du PQ prévoyait étendre aux cégeps l’obligation d’un

enseignement uniquement en français pour les francophones. Mais, le gouvernement a

reculé par rapport à cet engagement. Cette promesse électorale était d’ailleurs mal

venue. Interdire aux allophones et aux francophones le droit de fréquenter le cégep en

anglais pose des problèmes légaux : il s’agit d’étudiants majeurs, qui pourraient plaider

que c’est une atteinte à leurs droits. De plus, les cégeps relèvent de l’enseignement

supérieur : l’admission aux universités n’est pas soumise à la loi 101.59

En revanche, « le gouvernement rendra plus difficile l’admission des

francophones dans le réseau anglais. Les collèges anglophones devront accorder la

23

Qu’en est-il de la situation du français au Québec, 35 ans après l’adoption de la Charte de la langue française ?

 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

1971 1989 2010

88%
93%

87%

14%

45%
38%

42%

63%
68%

Francophnes
Anglophones
Allophnes

Évolution de l’utilisation du français au travail dans le secteur privé pour la région

métropolitaine de Montréal

100 ％

90 ％

80 ％

70 ％

60 ％

50 ％

40 ％

30 ％

20 ％

10 ％

0 ％

88％

14％

42％

93％

45％

63％

87％

38％

68％

1971 1989 2010



priorité aux étudiants de langue anglaise dans l’octroi des places ».60

Il est clair que cette mesure vise à freiner la montée du bilinguisme chez les

jeunes francophones. Cela aura évidemment une influence sur le choix des postes

accessibles aux finissants. De plus, dans un contexte de mondialisation des marchés

où la connaissance de l’anglais et d’autres langues étrangères est considérée comme

un atout, les francophones unilingues seront défavorisés. 

Fait à noter, le Conseil supérieur de la langue française (CSLF) a toujours été en

faveur du libre choix pour les jeunes francophones à fréquenter un cégep

francophone ou anglophone, contrairement à ce que le projet de « renforcement » de

la Charte (...) prévoit.61

Par contre, les cégépiens anglophones et allophones seront tenus de suivre des

cours de français, ce qui est un aspect positif.62 63

De plus, « l’obligation sera faite aux jeunes étudiants en anglais de réussir un

examen de français avant d’obtenir leur diplôme du secondaire et du collégial. Les

jeunes anglophones et allophones seront les premiers bénéficiaires de cette exigence. ».

Ces mesures visent donc, à long terme, à rendre les jeunes anglophones et allophones

davantage bilingues. Ce qui est une bonne chose.64

Une autre disposition importante prévue par le PQ consistait à obliger les

entreprises employant de 11 à 49 employés à adopter un programme de francisation,

tout comme les entreprises de 50 employés et plus.

Le gouvernement a modifié sa position et cible maintenant les entreprises de 26

à 49 employés. Celles-ci ne seront pas tenues d’entreprendre les procédures pour

obtenir un certificat de francisation, mais elles devront adopter le français comme

langue de travail. Et elles auront trois ans pour le faire. Dans les faits, elles auront les

mêmes obligations que les entreprises de 50 employés et plus.

Les entreprises qui comptent de 10 à 25 employés seront tenues d’afficher les

droits linguistiques des travailleurs. 54 000 entreprises (de 10 à 49 employés) seront

touchées par les mesures annoncées. Pourtant, l’OQLF n’a pas reçu d’augmentation

de son budget. Pourra-t-il gérer toutes ces nouvelles responsabilités?65

Mais ce n’est pas tout : toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, devront

« évaluer de façon rigoureuse les besoins linguistiques réels associés » à un poste

avant d’exiger de celui qui l’occupe la connaissance de l’anglais. Que signifie

« évaluer de façon rigoureuse »? L’employeur devra-t-il suivre une démarche
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précise? Remplir une grille d’évaluation? Un formulaire? Les fonctionnaires de

l’OQLF sont-ils « vraiment mieux placés que les employeurs pour déterminer les

besoins linguistiques [...] d’un poste? ».66

S’il était adopté tel quel, le projet de loi mettrait en place « un régime tracassier

et, sous certains aspects, vexatoire. Les PME [petites et moyennes entreprises] et

l’administration publique se verraient empêtrées encore un peu plus dans les

règlements et la paperasse sans que cela n’améliore la situation du français au

Québec. ».

À la demande de l’OQLF, une entreprise devra rendre compte « du bien-fondé

du diagnostic posé sur sa situation linguistique, de la pertinence des mesures de

francisation identifiés, de leur mise en oeuvre et du suivi donné à celles-ci au sein de

son organisation. » (citation tiré du projet de loi 14). Mais, selon l’éditorialiste de La

Presse, André Pratte, « Exiger tout cela d’aussi petites entreprises (...) semble

déraisonnable. ».

Le gouvernement propose aussi d’accorder au ministre chargé de l’application

de la Charte (...) « de vastes pouvoirs d’enquêtes ». Ainsi, le « ministre pourrait

convoquer des gens à témoigner devant lui. Ceux qui refuseraient pourraient être

accusés d’outrage au tribunal. ».

Enfin, une autre mesure « vexatoire » : « le gouvernement pourra dorénavant

retirer le statut bilingue dont jouissent (...) une centaine de municipalités et

organismes municipaux. Ce statut, qui permet à ces municipalités un usage limité de

l’anglais dans leurs communications (le français restant obligatoire et dominant),

pourrait être effacé dès que la proportion des anglophones glisse sous la barre de 50

%. ». André Pratte se demande en quoi « afficher en anglais » dans ces communautés

« menace-t-il le statut du français au Québec? », et pourquoi « le gouvernement veut-

il rouvrir cette boîte de Pandore? ».

Quelles sont les mesures que le gouvernement mettra en place pour vérifier le

nombre d’anglophones dans les villes ou secteurs où sont regroupés les anglophones?

Cette question est troublante. Surtout quand on sait que le Québec a appuyé l’idée

d’une « convention internationale sur la diversité culturelle consacrant le droit des

États et des gouvernements à maintenir, à développer et à mettre en oeuvre des

politiques de soutien à la culture et à la diversité culturelle (...) »,67 adoptée par

l’UNESCO.68 Il est vrai que le texte de la convention ne mentionne pas
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spécifiquement le mot « langue », mais plutôt, « la diversité des expressions

culturelles ». Pourtant, le gouvernement péquiste, comme tous les autres avant lui

d’ailleurs, entend protéger la langue et la culture de langue française. Mais, selon le

gouvernement Marois, le français est menacé par l’anglais.69 Est-ce que,

techniquement on peut interpréter les modifications prévues à la Charte (...) comme

ne visant que la langue anglaise, et non pas la culture anglophone?

Cette question en amène une plus importante : comment dissocier la langue de

la culture?

Quoiqu’il en soit, ce projet de loi 14 sera débattu à l’Assemblée nationale où les

partis de l’opposition pourront faire valoir leurs points de vue.

Seul l’avenir nous dira quelles seront les modifications apportées à la Charte

(...).

3. La situation sociolinguistique au Québec et principalement dans la métropole

de Montréal

Après avoir passé en revue la situation sociopolitique du Québec, présenté la

Charte de 1977, les principales modifications dont elle a fait l’objet jusqu’en 2010,

de même que le projet de 

« renforcement » de cette Charte (...) prévu par le gouvernement Marois, on doit

se demander ce qu’il en est de la situation linguistique réelle entre les francophones

et les anglophones.

Examinons d’abord certaines données recueillies lors du dernier recensement de

2011.

Les données de Statistique Canada indiquent qu’en 2011, le Québec compte

environ 8 000 000 d’habitants (plus exactement : 7 979 663). La région

métropolitaine de Montréal compte près de la moitié de la population totale de la

province (plus précisément : 3 824 221 habitants).70

Dans la province de Québec, 78,9 % de la population déclare avoir le français

comme langue maternelle, contre 8,3 % qui déclare avoir l’anglais comme langue

maternelle. 12,8 % de la population déclare avoir une langue autre, comme langue

maternelle.71

Tel que mentionné, la population totale de la région métropolitaine de Montréal

se chiffre à près de quatre millions (3 824 221 personnes). On y dénombre 49 % de
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francophones, 17,4 % d’anglophones et 33,7 % d’allophones. Comme on peut le

constater, il y a maintenant plus d’allophones que d’anglophones.

La ville de Montréal, métropole du Québec, comprend près de deux millions

d’habitants (plus précisément, 1 649 519). 52,4 % de la population déclare avoir le

français comme langue maternelle, contre 13,2% qui déclare avoir l’anglais comme

langue maternelle et 34,4 % qui déclare avoir une langue autre. Encore une fois on

constate que la proportion des allophones augmente. Dans cette catégorie, l’arabe est

la langue maternelle la plus parlée. De plus, le bilinguisme augmente en comparaison

avec les recensements précédents.

En comparaison, la région métropolitaine de la capitale du Québec (qui

comprend la ville de Québec), est essentiellement francophone. En 2011, on y

comptait 765 706 habitants. De ce nombre, 94,9 % ont déclaré être de langue

maternelle française alors que seulement 1,4 % ont déclaré l’anglais comme langue

maternelle. Les allophones, eux, représentent 2,9 % de la population. Encore une

fois, ils sont plus nombreux que les anglophones.72

C’est encore davantage le cas pour la ville de Québec, qui est le siège de

l’Assemblée nationale du Québec. En 2011, la population se chiffrait à 516 622

personnes. De ce nombre 92,3 % ont déclaré avoir le français comme langue

maternelle contre 1,4 % qui déclaraient avoir l’anglais comme langue maternelle.

Encore une fois, les allophones étaient, et de beaucoup, plus nombreux que les

anglophones. En effet, 3,9 % des personnes déclaraient avoir une langue maternelle

autre que le français ou l’anglais.73
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Par contre, 57,7 % des Montréalais se déclarent bilingues, anglais-français.

C’est à Montréal où le bilinguisme est le plus courant et où se côtoient les

francophones et les anglophones. Mais, quelles sont les relations qu’entretiennent ces

deux groupes?

À première vue, il semble que, dans une certaine mesure, l’on puisse encore

parler des « deux solitudes », expression qui réfère au manque de communication

entre les anglophones et les francophones.74

Le magazine L’Actualité du 15 avril 2012 a créé tout un émoi avec sa page

couverture où l’on voit une grenouille tenant une pancarte sur laquelle est écrit :

« ICI, ON PARLE ENGLISH ».

La grenouille (« frog » en anglais) est un terme utilisé par les Anglais au début

de la colonie pour désigner les Français qui mangeaient des pattes de grenouilles.75

Toujours est-il que ce numéro fait état de deux sondages, l’un pour L’Actualité et

l’autre, pour l’Association d’études canadiennes de l’Université de Montréal.76

Parlons d’abord du sondage réalisé pour L’Actualité. L’échantillon comprend 560

personnes (des hommes et des femmes) de 18 ans et plus. Il s’agit d’anglophones et

d’allophones parlant l’anglais et une autre langue, ou seulement une autre langue.

Cependant, dans le texte paru dans la revue, on réfère à toutes ces personnes comme

étant des anglophones.

L’auteur de l’article et un des concepteurs du sondage, Jean-François Lisée,

nous apprend d’abord que le recensement de 2006 révèle que presque la moitié des
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anglophones québécois sont en couple avec des francophones. De plus, le taux de

bilinguisme chez les anglophones est en constante augmentation.

Jusqu’ici, il s’agit de bonnes nouvelles. Mais, ce sondage nous apprend que « la

moitié des anglophones n’ont jamais eu de conversation significative avec un

francophone », même si « 80 % affirment être suffisamment bilingues pour en

soutenir une. ».

De plus, même si la Charte (...) oblige les entreprises de plus de 50 employés à

utiliser le français, 63 % croient que celles-ci « doivent pouvoir embaucher des

cadres unilingues anglophones même si cela force les salariés francophones à

travailler en anglais. ».

À la question de savoir si les anglophones « sont en paix avec l’idée que

Montréal deviendra une ville anglophone (...) », 62 % déclarent qu’ils le sont. Les

jeunes (18-24 ans) le sont davantage. De plus, 54 % sont d’accord qu’« avec la

mondialisation, l’essentiel de l’activité économique à Montréal se fera en anglais ».

Fait à noter, 83 % « jugent important que leurs enfants soient réellement

bilingues dès leur majorité. ». Une autre bonne nouvelle!

Par contre, 72 % ne croient pas qu’il est de leur « devoir de contribuer à ce que

le français demeure la langue la plus importante ici. ».

Par la suite, on leur demande s’ils connaissent certaines personnalités

francophones. 74 % connaissent une chanteuse très populaire qui chante parfois en

anglais; 56 % connaissent aussi un pianiste et chanteur qui chante, lui aussi, dans les

deux langues. Mais les % diminuent de beaucoup lorsqu’on leur demande s’ils

connaissent deux animatrices francophones, ou encore une chanteuse rock qui chante

parfois en anglais.77

Dans ce numéro du magazine, Jack Jedwab, directeur général de l’Association

d’études canadiennes de l’Université de Montréal, donne son opinion sur les résultats

de ce sondage. Selon lui, les Anglo-Québécois ne sont pas réfractaires au français :

« Ce sont les anglophones les plus bilingues d’Amérique du Nord », dit-il.78

De toutes les enquêtes effectuées par l’Association d’études canadiennes, il

retient qu’ils « n’ont jamais été aussi francophiles. ». S’il y a peu de contacts entre

les deux communautés, c’est que « La concentration des anglophones dans certains

quartiers, leur milieu de travail, leur réseau social ne favorisent pas ce genre de

contact. ». De plus, selon un sondage sur la diversité qu’il a lui-même réalisé en
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novembre 2011, 76 % des Québécois des deux langues « affirment que la plupart de

leurs amis ont la même origine ethnique ou culturelle qu’eux. ». Et 61 % « préfèrent

vivre dans un quartier dont la majorité des habitants partagent leur bagage culturel. ».

Quant au fait que peu d’anglophones se sentent une responsabilité de contribuer

à la sauvegarde du français au Québec, Jack Jedwad se demande si « des gestes ont

réellement été faits pour créer [un] esprit de solidarité (...) ». « Le débat linguistique

est très souvent présenté comme une bataille entre francophones et anglophones,

avec la langue anglaise dans le rôle de l’ennemi. ».

Enfin, il n’est pas d’accord avec l’analyse du sondage de L’Actualité indiquant

que les anglophones connaissent peu de personnalités francophones. Selon lui, on

devrait plutôt être « agréablement surpris des résultats » si l’on tient compte du fait

que les anglophones « sont plutôt attirés par la culture populaire nord-américaine ».

D’ailleurs, il en va de même pour 75 % des jeunes Québécois francophones qui

déclarent écouter plus de musique en anglais qu’en français, d’après une enquête

qu’il a effectuée.79

Compte tenu des nombreux commentaires, souvent négatifs, soulevés par le

sondage de L’Actualité, l’Association d’études canadiennes a décidé de procéder à

son propre sondage. Celui-ci a été réalisé en mars 2012, auprès de 1 100 Québécois

dont 244 anglophones, 776 francophones et 80 allophones. Nous ne tiendrons compte

ici que des réponses des francophones et des anglophones.80

Alors que le sondage pour L’Actualité posait une question sur une éventuelle

augmentation de l’utilisation de l’anglais dans le contexte de la mondialisation des

marchés, celui de l’Association d’études canadiennes demande simplement « si, à

l’avenir, la majorité des Montréalais vont travailler en anglais » : 25 % des

anglophones sont d’accord contre 48 % des francophones. Dans le sondage effectué

pour L’Actualité, on obtenait un % de 54 pour l’ensemble des personnes sondées !

De plus, dans ce deuxième sondage, les anglophones pensent que leur langue est

en déclin à Montréal, mais pas le français.

À la question de savoir si la Charte (...) a entraîné une baisse de l’utilisation de

l’anglais, 55 % des anglophones croient que oui, contre 15 % des francophones.

Quant à la perception que le français va inexorablement diminuer à Montréal, 60 %

des anglophones et des francophones ne croient pas que ce sera le cas.

Un dernier aspect intéressant à souligner est que 93 % des anglophones disent
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avoir des amis francophones contre 60 % de francophones qui déclarent avoir des

amis anglophones.

Tout ne semble donc pas désespéré, même si les relations entre les deux groupes

restent fragiles.

(Denise DAOUST, professeur honoraire à l’université du Québec à Montréal)

Notes

1 Voir le : http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/elections2012/archives/2012/

08/20120817-111916.html.  De même, dans une chronique intitulée « Le

gouvernement Marois 100 jours plus tard », Vincent Marissal parle d’« un départ

canon de Pauline Marois, qui a annoncé au jour un de son gouvernement le

déclassement de Gentilly [= une centrale nucléaire qui sera détruite], la fin du

financement de la mine d’amiante Jeffrey [= l’amiante est nocive pour la santé],

l’abolition du projet de loi 78, [en vigueur sous le nom de loi 12 = l’encadrement

des rassemblements étudiants, décrétée par le gouvernement Charest du parti

libéral du Québec] et l’annulation de la hausse des frais de scolarité [décrétée par

le gouvernement Charest] ». Il ajoute que le dossier le plus mal engagé est celui

qui fait suite à la crise étudiante du printemps 2012 provoquée par la hausse

annoncée des frais de scolarité par le gouvernement libéral de Jean Charest.

Vincent Marissal déclare que : « Depuis l’arrivée au pouvoir du gouvernement

Marois, on sent clairement que les associations étudiantes ont le haut du pavé, et

elles le savent. ». La Presse, Montréal, jeudi 6 décembre 2012, p. A 4. Voir cette

même chronique au : http://www.lapresse.ca/debats/chroniques/vincent-

marissal/201212/06/01-4601270-le-gouvernement-marois-100-jours-plus-tard.php

2 L’article (dorénavant : art.) de Maxime Bergeron et Marie-Claude Malboeuf

intitulé « Attentat mortel au Métropolis : Un homme tué par balles, un autre

blessé pendant le discours de Pauline Marois » décrit en détail le drame qui a eu

lieu. La Presse, Montréal, mercredi 5 septembre 2012, Élections Québec 2012,

p. A 3. Dans un autre art., intitulé « Madame la première ministre. Le Parti

québécois minoritaire, les libéraux forment l’opposition officielle », Denis

Lessard écrit que : « Avant le coup de théâtre (...) au Metropolis, Madame

Marois « avait (...) pris la mesure de son mandat minoritaire et promis de

« trouver les compromis nécessaires » pour gouverner. « Demain, on aura à

travailler les uns avec les autres » a-t-elle affirmé. Elle a aussi voulu se montrer
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rassurante quant au respect des droits des anglophones. La Presse, Montréal,

mercredi 5 septembre 2012, Élections Québec 2012, p. A 2.

3 Dans un art. intitulé : « « Un nouvel épisode s’ouvre », dit Marois » Tommy

Chouinard cite les propos que la première ministre a adressés aux anglophones.

La Presse, Montréal, mercredi 5 septembre 2012, Élections Québec 2012, p. A 4.

4 Voir le programme du PQ au : http://mon.pq.org/documents/monpq_516f6a

49d4ec3.pdf.  Pour un résumé, aller au : http://chemisemagazine.org/plateforme-

electorale-du-parti-quebecois-pq-en-bref.

5 Pour lire le texte de cette Charte de 1975, aller au : http://www2.

publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/

C_12/C12.HTM.  Cette Charte a été adoptée le 27 juin 1975. Elle s’inspire, entre

autres, de la « Déclaration universelle des droits de l’homme » adoptée à l’ONU

le 10 décembre 1948. Voir le texte de cette « Déclaration universelle (...) » au :

http://www.un.org/fr/documents/udhr/. Quant à La Charte de 1975, elle a été

modifiée par différents gouvernements jusqu’en l’an 2000.

6 Voir le : http://www.aqdc.org/volumes/pdf/Morin.pdf. On y trouve une série de

textes rédigés en 2008, dans lesquels les auteurs de la Charte de 1975 expliquent

comment celle-ci pourrait servir de base à une Constitution d’un Québec qui

viserait l’indépendance.

7 Voir le : http://www.ledevoir.com/politique/quebec/358581/meme-minoritaire-

marois-entend-renforcer-la-loi-101

8 Dans sa chronique intitulée : « Planchers flottants », Vincent Marissal dit que le

Québec compte 54 000 entreprises comprenant entre 11 et 49 employés. La

Presse, Montréal, mercredi 22 août 2012, Élections Québec 2012, p. A 7.

9 Voir le : http://www.ledevoir.com/societe/education/140710/degel-rapide-des-

droits-de-scolarite.

10 En réalité, compte tenu de l’inflation, les droits de scolarité auraient été ramenés

au même niveau qu’en 1968. Entre autres, le Programme d’aide financière aux

études offraient de l’aide aux étudiants provenant de familles à faibles revenus.

Les ex-étudiants éprouvant des difficultés à rembourser leurs dettes d’études

auraient pu avoir un délai allant jusqu’à dix ans après la fin de leurs études pour

payer leur dettes, au lieu de cinq ans, comme c’était le cas avant la hausse

projetée. Diverses autres compensations étaient aussi prévues.

11 Tommy Chouinard donne les détails dans un art. intitulé « Marois tient promesse.

La première ministre annule la hausse des droits de scolarité et abroge la loi 12 ».
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La Presse, Montréal, vendredi 21 septembre 2012, Politique, p. A 2. Dans une

chronique intitulée « Les lendemains de la « victoire » étudiante », Yves Boisvert

dénonce ce gel des droits de scolarité accompagné de toutes les bonifications du

PLQ, alors sous la gouverne du premier ministre Jean Charest avant les élections

du 4 septembre 2012. Yves Boisvert déclare que les étudiants ont eu « Le beurre

et l’argent du beurre, c’est bien. Une vache, c’est encore mieux. Cette vache va

pomper 118 millions de dollars par année d’argent public en aide supplémentaire

aux étudiants (...) ». « Qui va compenser? Les impôts, les taxes? » De plus,

l’abrogation de la loi 12 décrétée par le gouvernement Charest pour encadrer les

manifestations étudiantes va permettre aux manifestants de circuler librement

dans les rues pour faire valoir leurs idées et revendications ». La Presse,

Montréal, vendredi 21 septembre 2012, Politique, p. A 3.

12 La prise de position de cette association est explicitée dans un art. de Philippe

Teisceira-Lessard intitulé « L’ASSÉ refuse de participer sans gratuité scolaire ».

La Presse, Montréal, lundi 4 février 2013, Actualités, p. A 8.

13 Il en va de même dans l’art. de Philippe Teisceira-Lessard intitulé « La CLASSE

reprend la lutte pour la gratuité ». La Presse, Montréal, lundi 10 septembre 2012,

Actualités, p. A 8.

14 La position de la FEUQ est décrite dans un art. de Tommy Chouinard intitulé :

« La FEUQ réclame toujours le gel. ». La Presse, Montréal, mercredi 12

décembre 2012, Actualités, p. A 13. Il en va de même dans un autre art. de

Tommy Chouinard intitulé « Droits de scolarité : la FEUQ durcit le ton ». La

Presse, Montréal, samedi 2 février 2013, Politique, p. A 14.

15 Dans l’art. de Pascale Breton, intitulé « Droits de scolarité. L’indexation reste la

voie privilégiée », celle-ci explicite les scénarios envisagés. La Presse, Montréal,

mercredi 30 janvier 2013, Politique, p. A 12.

16 Dans son art., intitulé « Marois annonce ses couleurs. Une nouvelle loi 101 et

l’annulation des droits de scolarité sont au menu », Tommy Chouinard déclare,

entre autres, que le projet d’obtenir le rapatriement de certains pouvoirs d’Ottawa

semble irréalisable dans le contexte d’un gouvernement minoritaire. La Presse,

Montréal, jeudi 6 septembre 2012, Élections Québec 2012, p. A 18. De même,

Alain Dubuc, dans une chronique intitulée « Rapatrier pour rapatrier », décrit les

inconvénients que causeraient le rapatriement de certains dossiers du Fédéral,

comme l’assurance-emploi. Il souligne que le Québec serait le grand perdant s’il

réussissait à rapatrier ce volet puisque : « Le Québec est un bénéficiaire net de ce
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programme. ». La Presse, Montréal, lundi 17 septembre 2012, Débats, p. A 23.

Aussi au : http://www.lapresse.ca/debats/chroniques/alain-dubuc/201209/17/01-

4574641-rapatrier-pour-rapatrier.php.

17 Dans une chronique d’Alain Dubuc intitulée « Vont-ils se « casser » ici aussi? »,

il rapporte que le PQ a « promis de faire payer les riches (...) avec des taux

d’imposition plus élevés pour les plus hauts revenus, et des ponctions

additionnelles sur les gains de capital et sur les dividendes. ». « Les « riches »

(...) dont le revenu imposable dépasse 130 000 $, ne sont que 135 000. ». Il

ajoute : « Ces taux élevés, de l’ordre de 4 à 7 % , posent (...) un problème

d’équité. Les deux tiers des contribuables visés ont un revenu entre 130 000 $ et

200 000 $. Ce sont « des gens tout simplement à l’aise, souvent des salariés.

Avant de leur taper dessus, il aurait fallu démontrer qu’ils ne paient pas leur juste

part. Et démontrer que l’effort que l’on exige d’eux était essentiel. Ce n’est pas le

cas. On leur demande d’absorber une contribution santé qui visait 4 millions de

personnes et de payer le gel des droits de scolarité. » (…) « Ces propositions vont

totalement à l’encontre des efforts du Québec pour encourager la création de la

richesse. On pénalise les investisseurs, les travailleurs autonomes, ceux qui ont

épargné, qui touchent des dividendes ou réalisent des gains de capital, mais pas

un haut fonctionnaire avec une bonne pension. Beau message. ». La Presse,

Montréal, mercredi 12 septembre 2012, Débats, p. A 23. Aussi au :

http://www.lapresse.ca/debats/chroniques/alain-dubuc/201209/11/01-4573141-

vont-ils-se-casser-ici-aussi.php.

18 Denis Lessard fait le point sur cette question dans un art. intitulé « Un casse-tête

de 400 millions. Le gouvernement Marois reculera au sujet de deux mesures

fiscales rétroactives ». En fait, le PQ entendait imposer rétroactivement les

contribuables à l’année 2011, même si les impôts avaient déjà été payés pour cette

année-là. La Presse, Montréal, mercredi 26 septembre 2012, Politique, p. A 18.

19 Cependant, Jean Charest a été emporté dans la tourmente et a perdu son poste de

député dans sa propre circonscription, poste qu’il avait gagné 28 ans de suite. Le

lendemain, il donnait sa démission comme chef du parti. Le PLQ est

présentement en pleine restructuration.

20 Voir le programme de ce parti au : http://coalitionavenirquebec.org/wp-

content/uploads/2012/07/Plateforme-20124.pdf

21 Bernard Descôteaux dit du programme de la CAQ, qu’ « il y a de tout pour tous.

(...). Comment un gouvernement caquiste réalisera-t-il tout cela? Les réponses
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sont brèves et incomplètes (...). Bref, une seule chose est certaine. (...) il n’y aura

pas de déficit. ». Voir Le Devoir, Libre de penser, Québec, le 14 août 2012 au :

http://ledevoir.com/politique/quebec/356695/coalition-avenir-quebec-de-tout-

pour-tous.

22 Il y a aussi un quatrième parti : « Québec solidaire », un parti encore plus à

gauche que le PQ. Ce parti a fait élire deux députés.

23 Denis Lessard, dans un art. intitulé « L’appui à la souveraineté recule », présente

les données de deux sondages réalisés par la maison CROP. La Presse, Montréal,

vendredi 31 août 2012, Élections Québec 2012, p. A 3. et le même art. au :

http://www.lapresse.ca/actualites/elections-quebec-2012/201208/31/01-4569904-

sondage-lappui-a-la-souverainete-recule.php.

24 Voir l’entrevue de Lucien Bouchard dans la revue L’Actualité du 1er octobre

2012, en particulier les pages 44 et 46 au : http://www.lactualite.com/politique/

lucien-bouchard-les-confidences-dun-ex.

25 Denis Lessard, dans un art. intitulé « Les Québécois insatisfaits du gouvernement

Marois. Malgré la grogne, les intentions de vote pour le PQ sont en hausse »,

présente un sondage réalisé entre le 5 et 10 décembre 2012 à l’époque où seulement

39 % de la population jugeait sa performance satisfaisante. Pourtant, dit-il, « (...)

l’insatisfaction (...) ne se transpose pas dans les intentions de vote. ». Si des élections

avaient eu lieu au cours de la semaine du 15 décembre, le PQ aurait été en meilleure

position que le 4 septembre avec 36 % des suffrages, alors qu’il avait obtenu 32 %

des voix aux élections. La Presse, Montréal, samedi 15 décembre 2012, p. A 16.

26 Pour consulter la Charte de la langue française, aller au : http://www2.

publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/

C_11/C11.html. Vous y verrez toutes modifications apportées depuis 1977. N.B.

La version sur internet est à jour au 1er juin 2013. Mais en réalité, il n’y a eu

aucun changement depuis la version papier du 14 juin 2011.

27 En fait, le Parti Québécois a été créé par la fusion de deux partis : le RIN

(Rassemblement pour l’indépendance nationale) et le MSA (Mouvement

Souveraineté-Association). Aller au : http://www.thecanadianencyclopedia.com/

articles/fr/parti-quebecois.

28 En 1982, le premier ministre du Parti Libéral du Canada, Pierre Elliot Trudeau, a

procédé au « rapatriement » de la constitution (« Loi de 1982 sur le Canada ») dans

le but de rendre le Canada pleinement souverain sur son territoire et de faire en

sorte que le rôle de la reine soit distinct de son rôle de monarque britannique. Dans
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la foulée de ce rapatriement, le Canada s’est doté d’une « Charte canadienne des

droits et libertés » qui déclare, entre autres, que chacun a la « liberté de conscience

et de religion », la « liberté de pensée, de croyance, d’opinion et d’expression (...) »,

la « liberté de réunion pacifique » et la « liberté d’association » (section 2). Aller au :

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/Const/ page-15.html#h-38.

29 L’Office de la langue française (OLF) a été créé en 1961 en même temps que le

Ministère des affaires culturelles. À cette époque, le mandat de l’OLF consistait

en grande partie à s’occuper de la « qualité » de la langue. Il publiait des

« Cahiers » faisant état des « canadianismes de bon aloi » que la population

pouvait utiliser et tentait aussi de proposer des termes en français pour les

nombreux anglicismes à l’écrit et à l’oral que l’on trouvait au Québec. En règle

générale, tout au moins à ses débuts, le français de France, appelé « français

international », servait de modèle. Par ailleurs, l’OLF avait déjà pour mission de

mettre en oeuvre une politique globale de la langue qui tiendrait compte,

notamment, de l’importance de la motivation socio-économique pour faire du

français la langue prioritaire au Québec.

30 Voir le Chapitre V : La francisation des entreprises, et particulièrement l’art. 141

de la Charte de 1977. Voir aussi le Chapitre VI sur la langue du travail ainsi que

le Chapitre VII sur la langue du commerce et des affaires.

31 C’est ce jour-là que René Lévesque a prononcé une phrase devenue célèbre : « Si

j’ai bien compris, vous êtes en train de me dire : à la prochaine fois. ». René

Lévesque a démissionné à la fin de 1984, avant la fin de son mandat. Il a été

remplacé par Pierre-Marc Johnson, lui aussi du PQ. Mais, dès le 2 décembre

1985, Robert Bourassa du PLQ a remporté les élections haut la main. C’était son

deuxième mandat comme premier ministre (2 décembre 1985 à janvier 1994).

32 Voir l’art. 133 de cette loi au: http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/Const/page-

7.html#docCont. C’est ce qu’on appelle l’« Arrêt Blaikie » du nom de la personne

qui s’est adressée à la Cour suprême du Canada afin qu’elle statue sur ce point.

33 Pierre Elliott Trudeau, alors premier ministre du gouvernement fédéral (chef du

parti libéral du Canada), fît une requête pour modifier la constitution du pays afin

que la Reine Élizabeth II mette fin à sa participation dans de futures

modifications de la constitution canadienne. (Section 2 de la loi de 1982 du

Canada). La Reine demeure reine et chef d’État du Canada à ce jour. Ses

pouvoirs constitutionnels ne furent pas modifiés. Cependant, le Canada est

pleinement souverain sur son territoire et le rôle de la reine est distinct de son
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rôle de monarque britannique. Voir la « Charte canadienne des droits et libertés »,

1982, au : http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/Const/page-15.html. Voir tout l’art. 23

qui porte sur la langue d’instruction.

34 L’art. 58 de la Charte de 1977 décrète que « (...) l’affichage public et la publicité

commerciale se font uniquement dans la langue officielle ». L’art. 58 de la

dernière Charte (...), à jour au 14 juin 2011 (dans son format papier) et toujours

en vigueur, se lit comme suit : « L’affichage public et la publicité commerciale

doivent se faire en français. Il peuvent également être faits à la fois en français et

dans une autre langue pourvu que le français y figure de façon nettement

prédominante. », tel que mentionné dans le texte de la loi 86.

35 En fait, même les gouvernements péquistes de Jacques Parizeau (élu le 12

septembre 1994 et en poste jusqu’au 27 janvier 1996) et de Lucien Bouchard (élu

le 27 janvier 1996 et en poste jusqu’au 8 mars 2001) n’ont pas modifié la loi 86.

Les règles de l’affichage public et de la publicité commerciale sont encore

appliquées à ce jour.

36 C’est ce qu’on appelle l’« Arrêt Ford » du nom de Madame Valérie Ford qui

avait porté plainte à ce sujet.

37 Tiré du texte : Charte de la langue française (L.R.Q.,c.C-11) et Règlements dont

l’application relève de l’Office. Avec notes explicatives et jurisprudence. Office

Québécois de la Langue Française. Septembre 2008.

38 Ces modifications, ainsi que plusieurs autres, ont été apportées par la loi 57

sanctionnée le 22 décembre 1983. Voir le : http://www.languedutravail. org/loi101.

39 Pour l’historique de la question référendaire, voir le : http://www.lapresse.

ca/debats/le-cercle-la-presse/actualites/201208/18/48-1009-la-question-

referendaire-de-jacques-parizeak.php.

40 Voir le : http://www3.sympatico.ca/lavalac/nationalisme/natchap22.html.

41 Certains lui reprocheront de ne pas avoir explicité ce qu’il entendait par

« conditions gagnantes ». Même s’il a déclaré que son échec à raviver la flamme

souverainiste était la cause de son départ, certains y voient un échappatoire. Voir

le : http://fr.wikipedia.org/wiki/Lucien_Bouchard. On dit d’ailleurs qu’il était

plutôt en faveur d’une nouvelle Confédération canadienne. Voir à nouveau le :

http://www.lapresse.ca/debats/le-cercle-la-presse/actualites/201208/18/48-1009-

la-question-referendaire-de-jacques-parizeak.php.

43 Cette loi a été promulguée par le gouvernement Bouchard, mais est entrée en

vigueur sous le gouvernement Landry.
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43 Même Bernard Landry a démissionné le 6 juin 2005, alors qu’il était chef de

l’opposition sous le gouvernement du PLQ, dirigé par Jean Charest.

44 On estimait qu’en 2010, la fréquentation d’une école privée anglophone coûtait

de 5 000 $ à 10 000 $ par année, ce qui est un montant très élevé au Québec.

Pour cette question des « écoles passerelles », voir le : http://www.lapresse.ca/

actualites/quebec-canada/education/201006/02/01-4286152-ecoles-passerelles-

le-passage-sera-plus-complexe.php. et aussi le : http://www.radio-

canada.ca/nouvelles/Politique/2010/06/02/001-porjet-loi103-passerelles.shtml.

45 En 2002, le gouvernement péquiste de Bernard Landry avait tenté de colmater

cette brèche par la Loi 104 Loi modifiant la Charte de la langue française qui

modifiait, entre autres, les critères rendant un enfant admissible à fréquenter une

école anglophone. Toutefois, en 2009, cet amendement a été jugé non conforme

par la Cour suprême du Canada, parce que ces dispositions ne respectaient pas

l’art. 23 de la « Charte des droits et libertés » (1982) sur le droit à l’instruction

dans la langue de la minorité.

46 Voir le : http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-

115-39-1.html. Les réactions du PQ, alors le parti de l’opposition, ont été très

négatives. Il est donc possible que le gouvernement péquiste actuel tente d’abolir

cette loi, malgré son statut de gouvernement minoritaire.

47 Sous le gouvernement libéral de Jean Charest, la ministre responsable de la

Charte (...), Christine St-Pierre, recommandait d’ajouter le générique « magasin »

à « Canadian Tire » comme on l’indique dans l’art. de Martin Ouellet de La

Presse canadienne, intitulé « Langue d’affichage. Les commerces devront se plier

à la loi, dit St-Pierre ». La Presse, Montréal, jeudi 21 juin 2012, p. A 14. À mon

avis, le terme « magasin » est trop réducteur.

48 L’Assemblée nationale, sous la gouverne de Lucien Bouchard du PQ, a adopté, le

21 octobre 1999, la Loi concernant l’harmonisation au Code civil des lois

publiques, ayant notamment pour effet de remplacer, dans la Charte (...),

l’expression « raison sociale » par celle de « nom d’entreprise ».

49 Le gouvernement fédéral du Canada prône le bilinguisme institutionnel partout

au Canada.

50 Suite à un « Avis... » du Conseil supérieur de la langue française (CSLF), la

ministre responsable de l’application de la Charte (...), Christine St-Pierre, a

déclaré être « prête à laisser (...) l’OQLF recourir aux tribunaux pour forcer les

multinationales dont la marque de commerce dans l’affichage est en anglais
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seulement à y ajouter un descriptif en français. ». Le PLQ était encore au

pouvoir. C’est ce qu’on peut lire dans l’art. de Martin Ouellet de La Presse

Canadienne, reproduit dans La Presse, Montréal, Jeudi, 21 juin 2012, Langue

d’affichage, « Les commerces devront se plier à la loi, dit St-Pierre », p. A 14.

Voir aussi le : http://www.ledevoir.com/politique/quebec/353018/l-oqlf-pourra-

faire-appel-aux-tribunaux-dit-st-pierre. Cet «Avis...» du CSLF n’est plus

accessible sur l’internet.

51 L’OQLF a publié une étude intitulée : « Bilan de l’évolution de la situation

linguistique au Québec. Faits saillants », Novembre 2012. Cette étude n’est plus

disponible sur le site de l’OQLF Voir un communiqué de presse qui résume cette

étude au : http://www.languedutravail.org/nouvelles/728/Langue-de-travail---en-

francais-mais-le-bilinguisme-est-tres-present?langue=fr.

52 Dans cette étude, la principale langue de travail signifie que cette langue est

utilisée à 51 % du temps ou plus.

53 Le terme « allophone » fait référence aux personnes dont la langue maternelle

n’est ni le français, ni l’anglais. 

54 L’étude de 2006 a été réalisée par des chercheurs de Statistique Canada

principalement par l’entremise des données du recensement de la population. Par

contre, les données de 2010 proviennent d’un sondage réalisé auprès de 4 357

travailleurs du Québec. Les répondants étaient appelés à déclarer leur langue

habituelle de travail, mais également à estimer dans quelle proportion du temps

de travail ils utilisaient le français, l’anglais ou une langue tierce. Il faut donc

interpréter les résultats avec prudence, comme l’indiquent les rédacteurs de

l’OQLF (p. 4, note 2).

55 Encore une fois, la méthodologie utilisée pour ce constat général est différente de

celle de 2006 et de 2010. L’évolution entre 1971 et 2010 a été faite à partir de la

comparaison des résultats à la question suivante : « Au total, pour votre travail,

dans quel pourcentage du temps utilisez-vous le français? » (p. 4, note 2).

56 Voir le texte de la conférence de la professeure Norie Yazu présentée à

l’« Association japonaise des Études québécoises » en octobre 2012, intitulé :

« Analyse sociolinguistique de la Charte de la langue française : du point de vue

de la théorie de planification linguistique, de choix de langues et de contact de

langues ». Dans ce texte, la professeure Yazu présente des données sur la

fréquentation des écoles et des cégeps français par les francophones, les

anglophones et les allophones. Ces données proviennent de statistiques du
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Ministère de l’Éducation du Québec.

57 L’art. 3.1 du programme du PQ est intitulé : Le français, seule langue officielle du

Québec. Entre autres, la nouvelle Charte (…) proposée par le parti aurait aboli la loi

no. 115 sur la langue d’enseignement (art. 3.1c). Dans sa nouvelle mouture, la Charte

(…) ne touche pas les resserrements pour éviter les écoles passerelles mis en place par

cette loi. Voir ci-haut la loi no. 115 promulguée en 2010 par le gouvernement de Jean

Charest (PLQ). La nouvelle Charte (...) aurait aussi fait en sorte de rendre caducs les

divers jugements de la Cour suprême du Canada (art. 3.1d).

Remarquez, par ailleurs, que toutes les versions de la Charte (...) depuis 1977

déclarent que le français est la langue officielle du Québec.

58 Voir le projet de loi no. 14 visant à modifier la présente Charte (…) au :

http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-14-40-

1.html. Ce site comprend des modifications à plusieurs lois. Voir les pages 1 à 26

pour le projet de loi 14.

59 Denis Lessard et Tommy Chouinard parlent de ce recul dans un art. intitulé « Loi

101 dans les cégeps anglophones. Le gouvernement Marois recule ». La Presse,

Montréal, mercredi 28 novembre 2012, p. A 10. Il est à noter que l’on utilise

communément le terme de « loi 101 » pour désigner la Charte (...). Bien entendu,

ce terme réfère au no. du projet de la loi qui a institué la Charte (...).

60 Voir le : http://www.ledevoir.com/politique/quebec/365608/le-gouvernement-

pequiste-depose-son-projet-de-reforme-de-la-loi-101.

61 Certains des membres du CSLF s’opposeraient même à un renforcement de la

Charte (...). Pourtant, à l’annonce par le gouvernement Marois de son intention de

« renforcer » la Charte (...), on pouvait voir sur le site du CSLF un texte intitulé

« Le PQ doit faire le ménage! ». Ce texte, qui n’est plus sur ce site, faisait la

promotion du projet de « renforcement » de la Charte (...). Il existe certainement

une grande divergence d’opinions entre le gouvernement Marois et le CSLF.

62 Dans un art de Denis Lessard, intitulé « Cours de français pour les cégépiens

anglophones. Le compromis sur la langue rallie l’aile nationaliste du PQ », il

parle du fait que la nouvelle Charte (…) obligerait les étudiants anglophones à

apprendre le français, ce qui rassure l’aile la plus à gauche du PQ. La Presse,

Montréal, jeudi 29 novembre 2012, Politique, p. A 12.

63 Par contre, en septembre 2012, Madame Marois préconisait de conserver en

entier son projet de modification de la Charte (…). C’est ce que rapporte Robert

Dutrisac dans un art. intitulé « Renforcement de la loi 101 – Marois entend rester
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ferme » publié dans Le Devoir du 2 septembre 2012. Voir cet art. au :

http://www.ledevoir.com/politique/quebec/358343/renforcement-de-la-loi-101-

marois-entend-rester-ferme. Et aussi, dans un autre art. de Robert Dutrisac du 6

septembre 2012 intitulé « Même minoritaire, Marois entend renforcer la loi 101.

Voir au : http://www.ledevoir.com/politique/quebec/358581/meme-minoritaire-

marois-entend-renforcer-la-loi-101.

64 Dans un éditorial intitulé « Nouvelle loi 101. Tracassière et vexatoire », André

Pratte souligne les aspects positifs du projet de loi 14 et ceux qu’il trouve

négatifs. La Presse, Montréal, vendredi 7 décembre 2012, Débats, p. A 24.

65 Il faut dire que l’OQLF dispose déjà d’un budget de 20 millions de dollars.

66 Toutes les citations sont tirées de l’éditorial d’André Pratte. La Presse, Montréal

vendredi 7 décembre 2012, Débats, p. A 24.

67 Christine Fréchette, « Protéger la langue à l’ère de la mondialisation », Mars

2007. Conseil supérieur de la langue française, Gouvernement du Québec, au :

https://depot.erudit.org/bitstream/001775dd/1/F220.pdf.

68 Allez au : http://www.unesco.org/new/fr/culture/themes/cultural-

diversity/diversity-of-cultural-expressions/the-convention/convention-text/. Ce

texte intitulé « Convention sur la protection et la promotion de la diversité des

expressions culturelles » a été signé à Paris, le 20 octobre 2005.

69 En 2006, tout près de 80 % de la population du Québec déclarait avoir le français

comme langue maternelle, alors qu’en 2011, 78,9 % des répondants déclaraient

la même chose, selon les données de Statistique Canada. À noter que la

méthodologie utilisée pour le recensement de 2011, n’étant pas la même que

celle utilisée pour 2006 et les autres recensements antérieurs, il s’avère difficile

de faire des comparaisons. Cependant, la montée du bilinguisme à Montréal, de

même que le départ des jeunes familles francophones vers les banlieues

inquiètent le gouvernement.

70 Voir : « Coup d’oeil sur le Canada 2012 : Population », Statistique Canada au :

http://www.statcan.gc.ca/pub/12-581-x/2012000/pop-fra.htm.

71 Pour les données sur la langue maternelle dans la province de Québec, voir le :

http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/lang-tab-fra.cfm. Pour la région

métropolitaine du recensement, voir le : http://www12.statcan.gc.ca/census-

recensement/2011/as-sa/fogs-spg/Facts-cma-fra.cfm?LANG=Fra&GK=

CMA&GC=462. Pour la ville de Montréal, voir le : http://www12.statcan.gc.ca/

census-recensement/2011/as-sa/fogs-spg/Facts-csd-fra.cfm?LANG=Fra&GK=
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CSD&GC=2466023.

72 Voir le : http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/as-sa/fogs-

spg/Facts-cma-fra.cfm?LANG=Fra&CK=CMA&GC=421.

73 N.B. Les données pour la ville de Québec ne sont plus accessibles sur le site de

Statistique Canada.

74 Le livre The two Solitudes de Hugh MacLennan porte justement sur cette

question. Il a été édité en 1945 par Collins, Toronto.

75 Pour le texte de Jean-François Lisée paru dans ce numéro de l’Actualité, intitulé

« Que veulent les Anglo-Québécois? », voir le : http://lactualite.com/societe/que-

veulent-les-anglo-quebecois/. Pour des commentaires sur ce sondage et pour une

opinion en ce qui a trait aux relations entre francophones et anglophones, voir le

texte de Jack Jedwab intitulé « Plus francophiles que vous ne le pensez » paru

dans ce même numéro de l’Actualité au : http://www.lactualite.com/societe/plus-

francophiles-que-vous-ne-le-pensez/.

76 Il s’agit d’un sondage effectué par CROP-L’Actualité-98,5 FM (une station de

radio), et un autre effectué par Léger Marketing pour la Montreal Gazette et

l’Association d’études canadiennes de l’Université de Montréal. 

77 L’Actualité, 15 avril 2012, pages 22 à 30. Pour des réactions au sondage de Jean-

François Lisée (pages 22 à 27), http://www.lapresse.ca/debats/editoriaux/

francois-cardinal/201203/30/01-4511058-a-manipuler-avec-soin.php. Voir aussi

le : http://blogues.lapresse.ca/sciences/2012/06/01/sondages%C2%A0-les-

casseroles-de-jean-francois-lisee/. En règle générale, on critique la méthodologie

et les questions qui semblent biaisées. Certains croient que les questions étaient

tendancieuses et révélaient un parti pris politique. Voir enfin le : http://archives.

lautjournal.info/autjourarchives.asp?article=4267&noj=309 où on critique à la

fois Jean-François Lisée et Jack Jedwab.

78 Jack Jedwab fait référence ici à une série d’études sur le bilinguisme canadien

réalisées par l’Association des études canadiennes de l’Université de Montréal,

portant sur « les politiques de langue officielle au Canada », publiées en 2011

sous le titre « Life After Forty » / « Après quarante ans ». Cet ouvrage est publié,

entre autres, par Queen’s Policy Studies Series #68. Réds. Jack Jedwab et

Rodrigue Landry. 2011.

79 Voir le texte de Jack Jedwab paru dans L’Actualité du 15 avril 2012, pages 28-30

au : http://www.lactualite.com/societe/plus-francophiles-que-vous-ne-le-pensez/.

80 Ce sondage ne précise pas le sexe des personnes sondées.
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Résumé

La Charte de la langue française a accordé exclusivement à la langue française

un statut de la langue officielle de la province du Québec. Cet article traite des

phénomènes linguistiques et l’influence sociale causés par la Charte de deux points

de vue sociolinguistique.

D’abord, la structure et les caractéristiques de la Charte seront analysées dans le

cadre de « plan de statut » et « plan de corpus », qui constituent la planification

linguistique. En outre, je souligne qu’une grande influence sera exercée sur la société

si la politique linguistique est appliquée aux domaines privés en plus de ceux publics,

comme le cas du Québec. Cette situation sera comparée avec le cas de la politique

des langues officielles au niveau fédéral.

Le deuxième est le point de vue de choix de langues. Au Québec, aujourd’hui,

le français est devenu la langue commune, même à Montréal, où l’anglais était

dominant dans les commerces. Maintenant, les immigrants sont obligés à aller à

l’école française, la plupart des affichages commerciaux se font en français

seulement, même si l’affichage dans une autre langue est permis pourvu que le

français y figure de façon nettement prédominante, et les entreprises privées de taille

moyenne et grande sont obligées à franciser. J’examinerai les données qui

démontrent l’évolution des choix des langues des Québécois, en remarquant la

puissance de l’anglais qui est toujours forte dans les commerces ainsi que les
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ケベック・フランス語憲章の社会言語学的分析
──言語計画論と言語選択の観点から──

Analyse sociolinguistique de la Charte de la
langue française : 

du point de vue de la théorie de planification
linguistique et de choix des langues

矢 頭 典 枝
YAZU Norie



changements de la conscience et l’attitude linguistique des Québécois après

l’adoption de la loi 86, qui a modifié la Charte, en 1993.

キーワード：フランス語憲章、アングロフォン、フランコフォン、アロフォン

Mots-clés : Charte de la langue française, anglophone, francophone, allophone

はじめに

「言語には格差がある」（井上、2001、p.16）─ 社会言語学のなかの言語

政策・言語計画の研究では、伝統的言語学が重んじる言語相対主義の視点と

異なり、言語の地位面における社会的格差を念頭に置いて言語現象を分析す

る。昨今、世界の共通語として英語が勢力を伸ばし、他言語が様々な場面に

おいて守備範囲の縮小を余儀なくされている現状に鑑みても、言語間には力

関係があることが実感できる。「強い」言語が勝ち、「弱い」言語は衰退する、

まさに弱肉強食の状況が見て取れる。

1 つの社会に複数の言語（あるいは言語変種）が共存する場合、自然な状

況下で優勢言語が劣勢言語に徐々にとって代わる現象について、Fishman は、

「言語シフト」という語を用いて論じた（Fishman, 1965）。言語政策は、多言

語社会における言語間の自然な力関係を人為的に変更すること、すなわち言

語シフトの食い止めを目的とする。

ケベック州の「フランス語憲章（Charte de la langue française）」は、従来劣

勢言語であったフランス語に、優勢言語であった英語よりも優位な地位、す

なわち同州の唯一の公用語としての地位を与え、言語シフトの食い止めに成

功した好例である。本稿では、2012 年に制定から 35 年を迎えた同憲章によ

って生じた言語現象および社会的な影響について、2 つの観点から社会言語

学的な分析を試みる。

まず、言語計画を構成する「地位計画」と「実体計画」の枠組みからフラ

ンス語憲章の構造と特徴を分析する。また、言語計画に基づく言語政策の適

用範囲が公的部門だけでなく、ケベックのフランス語憲章のように民間部門

にも厳格に及ぶ場合、言語紛争に発展するほど社会的影響が大きいという点

について、カナダの国家レベルの公用語政策との対比において論じる。

第 2 は、言語選択の観点である。今日のケベック州は、英語がビジネスに

おいて支配的であったモントリオールにおいても、フランス語を共通語とす

る社会となった。移民はフランス語の義務教育を受けることが義務付けられ、
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商業用看板やサインは、フランス語以外の言語の併記も条件付きで可能であ

るものの、ほとんどがフランス語のみで表示され、中規模以上の民間企業は

フランス語化することが義務付けられている。ここでは、こうしたケベック

州民の言語選択の推移を具体的なデータを用いて示しつつ、やはり英語の浸

透力が様々な領域において抗しがたい点を指摘する。

最後に、フランス語憲章制定以降のケベック州民の言語使用状況および言

語運用能力の変化にも注目する。

1．言語計画論の観点

1.1.「地位計画」と「実体計画」

Kaplan & Baldauf (1997)は、「言語計画（language planning）」を「あるコミ

ュニティにおける組織的な言語変化を促すための政府がとる行動」と定義し、

その実践として「一連の思想、法律、規則、実践」の総体である「言語政策

（language policy）」が生まれる、としている。言語政策および言語計画の理

論化を初めて行なった Kloss (1969)は、言語計画を「地位計画（status

planning）」と「実体計画（corpus planning）」に識別した。これ以降、多くの

言語政策研究者によってこの理論は発展し、一般的に「地位計画」は、言語

計画者 1 が主体となり、その社会で使用されている言語（言語変種）に計画

的に介入すること、「実体計画」は、「地位計画」によって地位を保障された

言語（言語変種）が社会のなかで十分に機能を果たせるように、言語計画者

がその質を改善していくこと、と定義されている（矢頭、2008、p.3）。

Haugen (1983)の言語計画モデル 2 では、「地位計画」は「選択（selection）」

と「実施（implementation）」をその内容とする。政治的指導者がまず政治的

な言語問題の所在を明らかにし、特定の言語に公的地位を与える。選択され

た言語に複数の言語変種が存在する場合には、どの言語変種を選択するか、

という問題も生じてくる。選択された言語変種がその社会の高位変種（フォ

ーマルな場面（domain）において使用される言語変種）としての規範

（norm）、いわゆる｢標準語（standard language）」として社会の構成員に認識

されるようになる。

ケベック州は、人口の上ではフランコフォン（francophone ：フランス語

系住民)が圧倒的多数派であるが、言語法制定前は、英語が経済的・社会的

な優勢言語であった。州内最大の商業都市モントリオールで展開される大規

模な商業活動はアングロフォン（anglophone ：英語系住民）によって支配さ
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れ、多くの場合、その業務言語は英語であった 3。また、同州に流入する移

民は英語を使って仕事をし、その子供たちの大半は英語系学校に通学するこ

とによって英語を習得していた。移民が英語系社会に統合される一方で、フ

ランコフォンが経済活動からますます取り残され、徐々に英語に言語シフト

していく―こうした状況をケベック州政府は看過するわけにはいかなった。

そこで、ケベック州政府は、フランス語、ひいてはフランコフォンの地位を

上昇すべく、まず、1969 年に「フランス語推進法（Loi pour promouvoir la

langue française）」（63 号法）を制定した。しかし、同法は法的拘束力を有し

ていなかったため、当時のケベック自由党（Parti Libéral du Québec）政権は、

1974 年、｢公用語に関する法（Loi sur la langue officielle）」（22 号法）の制定

によってフランス語を同州唯一の公用語に制定し、移民の英語系学校へのア

クセスを制限するなどの措置を実施した。しかし、より法的拘束力が強い言

語法が 1976 年に州政権を掌握したケベック党（Parti québécois）によって考

案され、同政権は、1977 年、「フランス語憲章」（101 号法）を制定する 4 こ

とによってフランス語の優位性を再確認し、その法的拘束力をケベック社会

の隅々にまで及ばせた。

しかし、どのフランス語を規範として選択するか―つまり、ケベックのフ

ランス語か、フランスのフランス語か―という問題については、これまで一

連の議論が続いてきたものの、｢専門家の間でも未だ意見の一致を見ていな

い｣（Maurais, 2008, p.8）と指摘されている。少なくとも一般用語の規範につ

いては、ケベック州政府は、フランス語憲章制定以降、フランスのフランス

語を規範として推進する姿勢から、ケベック独自の規範を模索する姿勢へと

変化してきたといえる 5。また、ケベック州民の言語意識という面では、州

内の世論調査の結果、語彙と発音の両方において、ケベックのフランス語に

対する好意的な意見が年々増加していることが明らかとなった 6。これは、

ケベックのフランス語が規範としてケベック州民に認識されるようになって

きたことを物語る。

他方で、実体計画は、Haugen (1983)の言語計画モデルでは、「コード化

（codification）」と「具体化（elaboration）」をその主な内容とする。これは言

語の規範化（normalization）あるいは標準化（standardization）として知られ

る。通常、言語には複数の言語変種が存在するが、選ばれた言語変種の言語

的慣用に、他の言語変種の言語的慣用を統合することを指す。これを確固た

るものとして社会に普及するためには、文法、語彙、綴り字の整備や専門用
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語の創出を経て、辞書や文法書の編纂が行われる。

Haugen (1983)は、言語計画の第 1 段階は地位計画から始まるとしていたが、

ケベック州の場合、実体計画の方が地位計画に先行していた。ケベック州政

府による言語の地位計画が、「フランス語推進法」が制定された 1969 年に始

まったとすれば、実体計画はフランス語局（Office de la langue française）が

同州の文化省（Ministère des Affaires culturelles）とともに設立された 1961年

に始まる。ケベックのフランス語の質の改善には、官民の協力による実体計

画が試行錯誤を経て施行された。フランス語の質を向上させるという使命を

持つフランス語局は、特に語彙の規範化に力を注ぎ、2 種類の介入を行なっ

た。1 つはケベックのフランコフォンが社会生活で使用する「一般用語」の

規範化であり、もう 1 つは、経済活動において使用される「専門用語」の規

範化であった。前者に関しては、一定のケベシスム（québécisme ：ケベック

のフランス語の特徴）を残しつつ、アングリシスム（anglicisme ：フランス

語に見られる英語的要素）の排除に努めた。「専門用語」の規範化について

は、1974 年、「ケベック州用語バンク（Banque de terminologie du Québec :

BTQ）」が設立され、フランス語の新語創出に着手した。フランス語憲章制

定後、BTQ は再編成されたフランス語局の 1 部門として存続し、公的機関

や民間企業は BTQ に蓄積されている用語を利用することとなった（矢頭、

2002, 2005）。1997 年、BTQ は Le grand dictionnaire terminologique に名称変

更し、現在、科学技術やビジネスをはじめとする多種の分野における 300 万

語以上のフランス語専門用語がフランス語局のウェブサイトから無料で閲覧

できる 7。近年、ケベック州は、他のフランコフォニー諸国に提供できるほ

どフランス語の専門用語の創出と定着に貢献している。これは Kaplan &

Baldauf(1997)が提唱する実体計画の「国際化」にあたる。

1.2. ケベック・フランス語憲章の構造と特徴

綿密な言語計画を経て、1977 年に制定されたフランス語憲章は、214 もの

条項を有し、以下のように構成されていた。
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同憲章制定時には、「フランス語憲章担当大臣（Ministre responsable de la

Charte de la langue française）」職が新設され、同憲章の施行に関わる三つの主

要な言語機関が設立された。同憲章の施行の監督およびフランス語の用語の

規範化と普及を担当する使命を持つ「フランス語局（Office de la langue

française）」、ケベック州におけるフランス語をめぐる状況について調査を行

い、担当大臣に助言する「フランス語審議会（Conseil de la langue

française）」、違反を取り締まり、罰則を適用する「フランス語監視委員会

（Commission de la surveillance de la langue française）」である。

表 1 のフランス語憲章の条項の見出しが示すように、制定時のフランス語

憲章は、適用範囲が民間部門にも及び、違反には罰金も科すなど法的拘束力

も強かったため、ケベック社会に大きな波紋を起こした。特に、教育の言語、
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第 1 部〈フランス語の地位〉
第 1 章：ケベックの公用語
第 2 章：基本的言語権
第 3 章：立法と司法の言語
第 4 章：州行政の言語
第 5 章：準公的部門の言語
第 6 章：労使関係の言語
第 7 章：商業とビジネスの言語
第 8 章：教育の言語
第 9 章：その他

第 2 部〈フランス語局とフランス語化〉
第 1 章：解釈
第 2 章：フランス語局
第 3 章：地名委員会
第 4 章：州行政のフランス語化
第 5 章：企業のフランス語化

第 3 部〈フランス語監視委員会〉
第 4 部〈フランス語審議会〉
第 5 部〈違反と罰金〉
第 6 部〈移行的およびその他の規定〉

表 1．フランス語憲章（101号法）の構成（1977 年制定時）



商業とビジネスの言語および企業のフランス語化、サイン表示言語の三つの

分野については、言語論争が巻き起こり、数々の訴訟にも発展した。社会的

な影響があまりに大きかっただけに、ケベック州政府は、フランス語憲章に

度重なる改定を施さざるを得なかった 8。

制定から 35 年を経た現行のフランス語憲章（2012 年 9 月現在）は、制定

当時の条項のほとんどが改定され、その多くが削除されている。1993 年に

フランス語憲章を大幅に改定した 86 号法（Loi modifiant la Charte de la langue

française, Loi 86）9 は、「フランス語保護委員会（Commission de la protection

de la langue française）── 1983 年に「フランス語監視委員会」が改称」を廃

止し、特に、教育言語と商業用サイン表示言語について規定を緩和した。こ

れ以後、言語論争が若干鎮静化し、フランス語憲章に対する比較的高い支持

率が観察される 10。しかし、民間企業のフランス語化については、86 号法

による改定後もフランス語化の規定を緩めていない（矢頭、1996、p.46）。

その改定の内容については、ケベック社会の言語状況の変容とともに次章で

触れる。

また、2002 年のフランス語憲章改定法（104 号法）により、主要な言語機

関が再編成された。「フランス語局」は 1997 年に復活した「フランス語保護

委員会」と統合して「ケベック・フランス語局（Office québécois de la langue

française : OQLF）」となり、フランス語憲章の施行を監督し、違反を取り締

まる使命を併せ持つこととなった。また OQLF は、下部組織として「言語的

公用化委員会（Comité de l’officialisation linguistique）」と「言語状況追跡委員

会（Comité de suivi de la situation linguistique）」を抱え、前者がフランス語の

用語の規範化と普及、後者がケベック州内の言語状況を調査し、5 年毎にフ

ランス語憲章担当大臣に報告する義務を持つ（同憲章（2012）第 165 条）。

また「フランス語審議会」は「フランス語高等審議会（Conseil supérieur de la

langue française）」と改称し、ケベック州におけるフランス語に関する全ての

事象につき担当大臣に助言する使命を持つ（187 条）。

このように、ケベック州では、Haugen (1983)の言語計画モデルでいう｢地

位計画｣の第二段階としてフランス語憲章の｢実施｣を円滑に行う環境が試行

錯誤の末、整備されてきたといえよう。｢実施｣の過程は、選択およびコード

化された言語が社会に受け入れられるための体制作りであり、教育制度をは

じめとする諸制度の改革を伴う。また、言語政策の進行状況について「評価

evaluation」がなされることの重要性が指摘されている（矢頭、2008、p.4）
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が、フランス語憲章は 2002 年の改定により、この側面を強化していると考

えられる。

1.3. 国家レベルの公用語政策との比較

ケベック州のフランス語憲章は、国家レベルの公用二言語主義（Official

bilingualism）に基づく公用語政策と並んで、カナダの二大言語政策として知

られるが、前者はケベック社会を揺るがす言語論争を巻き起こしたのに対し、

後者はほとんど話題になることもないほど国民に関心を持たれていない。こ

れは、言語政策の適用範囲、非公用語母語 11 話者となった人々の社会にお

ける比率、非公用語母語話者の公用語習得率、さらに、言語法制定前、非公

用語母語話者の言語が優勢言語だったか、劣勢言語だったか、という点に関

係する。

1969 年に制定されたカナダの公用語法（Official Languages Act）によって

英語とフランス語の 2 言語が国家レベルの公用語と宣言された。同法の適用

範囲は基本的に公的部門（立法、司法、行政）および公共性の高い民間企業

（航空会社、鉄道会社など）に限定される。両公用語の使用を求められるの

は、特定の地区に勤務する連邦公務員と上記企業の一部の職員のみである。

一般国民は、英語とフランス語のバイリンガルになることを要求されていな

い。それゆえ、英語とフランス語ができるバイリンガルなカナダ人は総人口

の約 17% を占めるにすぎない（矢頭、2010, p.111）。カナダの英語圏では英

語のみ、フランス語圏ケベック州ではフランス語のみで社会生活を送ること

ができる。他方で、ケベック州のフランス語憲章は前節でみたように公的部

門だけでなく、民間部門の商業活動にまで及ぶため、フランス語ができない

ケベック州民は社会生活において不自由な思いをすることとなる。例えば、

商店の経営者は、フランス語憲章制定当時、店の英語の看板や掲示物をフラ

ンス語のみの表示に変えなければならず、フランス語ができないアングロフ

ォンが大企業に勤務する場合、フランス語の習得を義務付けられる。

言語法の制定によって、非公用語母語話者となった人々が極めて少数派で

ある場合、また、その母語がもともと劣勢言語である場合、社会的影響は少

ない。国家レベルの公用語法の制定により、非公用語母語話者（英語とフラ

ンス語を母語としない人）となったのは総人口の 13 ％であったが、そのほ

とんどが公用語のどちらかを運用することができた。どちらもできない比率

は 1.5 ％のみであり、彼らの母語は英語とフランス語以外の言語、つまりカ
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ナダでは少数派の劣勢言語であった（データ： Marmen & Corbeil, 1999, 巻末

表）。

他方で、ケベック州の場合、非公用語母語話者（この場合、フランス語を

母語としない人）となったのはケベック州民の約 19% であったが、その約 3

分の 2 がアングロフォンであり（州民の約 13%）、そのほとんどはフランス

語ができなかった。フランス語ができないアングロフォンは少数派とはいえ、

州民の 10.5% という比率は無視できないものであり、彼らの母語である英語

は紛れもなくモントリオール経済界における優勢言語であった（データ：

Marmen & Corbeil, 1999, 巻末表）。アングロフォンはケベック州では数のうえ

では少数派であったが、大手金融業、大規模商業施設、重工業などの主要企

業の多くを経営し、モントリオールの経済的発展に貢献した。モントリオー

ルは商業的には「英語都市」であった。フランス語憲章が公的部門だけでな

く、英語が支配的であった「商業とビジネス」の分野にも適用されたことに

よって既得権を奪われることになったアングロフォンの多くは、激怒し、狼

狽し、抗議デモを起こす者たちもいれば、訴訟を起こす者もいた。州外に逃

れる者もいた。同憲章が制定されてからの 5 年間で約 30 万人のアングロフ

ォンがケベック州から「大量流出」したといわれている（矢頭、2009,

p.164）。

フランス語憲章の制定は、ケベック社会におけるフランス語から英語への

緩やかな言語シフトに歯止めをかけ、今度は逆方向の言語シフトを急激に推

し進めた。現在に至るまでのケベック社会の変容について次章でデータを用

いて分析する。

2．言語選択の観点

｢言語選択が、多くの個人と多くの選択パターンを通して蓄積されていく

と、言語の維持又は言語シフトに繋がる｣と指摘されている（Fishman, 1965,

p.71）。フランス語憲章は、主に 3 つの分野においてケベック州民―特にア

ングロフォンとアロフォン（allophone：英語・フランス語以外を日常語とす

る人々）―の言語選択のパターンを変え、言語シフトの方向を劇的に逆行さ

せた。教育言語、サイン表示言語、仕事言語の分野である。

2.1．教育言語

フランス語憲章第 72 条は、原則として「（公立の）幼稚園、小学校、中等
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学校における教育はフランス語で行われる｣と規定している。制定当時のフ

ランス語憲章は、例外を規定する第 73 条で、英語による教育を受けること

を許可されるのは、(a)｢ケベック州において英語による初等教育を受けた父

または母の子｣、(b)｢1977 年 8 月 26 日（フランス語憲章制定時）にケベック

州に住所を有し、かつケベック州外で英語による初等教育を受けた父または

母の子｣、(c)「1977 年 8 月 26 日の前年、幼稚園、小学校、中等学校におい

て合法的に英語で教育を受けた子」、(d)「(c)で規定された子の弟または妹」

と規定していた。上記(a)は、例えば次のような状況を生み出すことになった。

フランス語憲章施行後にトロントなどの英語圏の都市からケベック州に移住

したアングロフォン・カナダ人は、その子供をフランス語系の学校に通学さ

せなければならない、といった状況である。これは｢ケベック条項｣として知

られ、各州における公用語少数派（ケベック州におけるアングロフォン、ケ

ベック州外のフランコフォン）の教育言語選択権の自由を保障する 1982 年

カナダ憲法のいわゆる「カナダ条項」に抵触するため、カナダ連邦政府とケ

ベック州政府は、この点をめぐって激しく対立した（矢頭、1997、p.14）。

1993 年の 86 号法によって、教育言語に関しては「カナダ条項」を容認す

る方向でフランス語憲章が改定された。これにより、英語による教育を受け

ることを許可されるのは、1)「父母のどちらかがカナダ人で、カナダ国内で

英語による初等教育のほとんどを受けた者の子」および 2)「父母のどちらか

がカナダ人で、英語による初等・中等教育のほとんどをカナダ国内で受けた

子、および、その兄弟姉妹」とフランス語憲章第 73 条が改定され、カナダ

の英語圏からケベック州に移住したアングロフォンの子供も、英語系の学校

に通学できるようになった。

しかし、86 号法による改定を経ても、アロフォンに対する規定は基本的

に変わっていない。つまり、外国からの移民がケベック州に定住し、公立学

校を希望する場合、現在でもフランス語による初等・中等教育の学校に通学

することが義務付けられる。図 1 が示すように、アロフォンの大半は、フラ

ンス語憲章制定前、英語系の学校に通学していたが、同憲章制定後、急激に

状況が変わり、現在ではその 80 ％以上がフランス語系の学校に通学してい

る。また、アングロフォンも、同憲章制定前に比べてフランス語系の学校に

通学する比率が上昇し、現在ではその約 25 ％がフランス語系の学校に通学

している点が観察される。
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しかし、フランス語憲章の適用が及ばない高等教育においてアロフォンは

最近まで英語を選択する傾向があったことに注目したい。図 2 は CEGEP

（Collège d’enseignement général et professionel, 大学準備教育としての 2 年制の

教養教育、または 3 年制の専門課程）へのアロフォンの登録率をフランス語

系 CEGEP と英語系 CEGEP 別に示したものである。これによれば、アロフ

ォンの英語系 CEGEP への登録率は、フランス語憲章制定後、徐々に低下し

ているものの、同憲章の制定から 30 年を経た 2007 年まで英語系 CEGEP へ

の登録率の方が高かった、ということがわかる。ここ数年、フランス語系

CEGEP への登録率の方が高くなっているが、フランス語の地位上昇がフラ

ンス語憲章によって強力に推進されている状況に鑑みれば、英語の求心力は

やはり強いといえよう。

2.2．商業用サイン表示言語

制定当時のフランス語憲章は、第 58 条で「公共掲示物および商業用広告

は公用語のみで表示されなければならない」と規定していた。つまり、フラ

ンス語のみが許可されていた。しかし、1993 年の 86 号法により、「公共掲

示物および商業用広告は公用語で表示されなければならない。但し、フラン

ス語表記が明瞭に顕著である 12 限り、フランス語と他の言語の両方で表示

されてもよい。」と改定された。この改定により、それまで白熱していたサ

図 1．初等・中等教育におけるフラン
ス語学校登録率（言語集団別）

Ministère de l’Education, du Loisir et du
Sport, Gouvernement du Québec (2012)よ
り作成

図 2．アロフォンの CEGEP 登録率
（CEGEP の言語別）

Ministère de l’Education, du Loisir et du
Sport, Gouvernement du Québec (2012)よ
り作成



イン表示論争が一先ず収まったといえる。

条件付きのバイリンガル表示が許可されている現在、モントリオールの街

を見渡せば、ほとんどの商業用看板がフランス語のみで表示されている。バ

イリンガル表示が許可されるようになったとはいえ、1993 年に出されたフ

ランス語憲章の細則である「商業とビジネスに関する規則（Règlements sur la

langue du commerce et des affaires）」は、「16 平方メートル以上の面積をもち、

高速道路から見える巨大掲示板、看板、ポスターに表示される企業の広告

（第 15 条）」および「公共交通機関のなかの企業の広告（第 16 条）」につい

てはフランス語のみの一言語表示を義務付けている（写真 1）。他方で、例

外措置として、同細則の第 25 条は、｢ケベック州以外で設立された企業の名

称｣および「（フランス語版が登録されていない）承認されたトレードマーク」

は、フランス語以外の言語での一言語表示を商業用サインに認める、と規定

している。このため、大手飲食チェーンのマクドナルド（McDonald’s）など

アメリカに本社がある企業が社名を英語のみ（名詞の所有格を表すアポスト

ロフィ s は英語表記）で表示している状況がみられる（写真 2）。

2010 年、OQLF は、モントリオール島における商業用サインや掲示の状況

について調査した。調査対象となったのは 3,525 店舗であった。調査された

項目は、社名、ビジネスの内容についての表記、商品やサービスの説明、イ
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写真 1 ：
〈地下鉄の駅の構内の広告はフ

ランス語のみで表示〉

写真 2 ：
〈マクドナルド｣の看板は英語のみで表示〉



ベントの情報など、店の看板およびショーウィンドウに見られるすべての表

記であった。この調査では、これらの店舗が上記のすべての項目でフランス

語憲章の規定を遵守しているか、という点を調べた。フランス語以外の言語

による表記がフランス語の表記よりも顕著である、あるいはフランス語と同

じ目立ち方である、といった状況が、上記項目に 1 つでもあれば、フランス

語憲章を遵守していない、と判断される。

その結果、モントリオール島全体では、72 ％の店舗がすべての項目にお

いてフランス語憲章を遵守していたことがわかった。このフランス語憲章遵

守率をモントリオール島内の地区別にみれば、フランコフォンが多い東が

85 ％と高く、アングロフォンが多い西が 63 ％、モントリオール中心部が

69 ％と低かった。また、同じ調査で、店の看板あるいはショーウィンドウ

に何らかの英語表記があったか、という点も調査された。その結果、調査さ

れた店舗の 41 ％が何らかの英語表記（商品やサービスの説明や情報など）

をしていた。特に、アングロフォンが多く居住する西およびモントリオール

中心部では、過半数の店舗が英語で何らかの表記をしていた（OQLF, 2012a,

p.36）。

フランス語憲章制定前、モントリオールの主要商業施設の看板や掲示物は

英語で表示されていたが、それらがフランス語で表示されている現在のモン

トリオールの言語景観は、フランス語憲章がケベック社会の言語シフトを逆

行させた事実を物語る。しかし、OQLF の調査で明らかにされたように、目

立たない部分に英語による情報伝達が散見される。強硬にフランス語の地位

を上昇させたフランス語憲章を以ってしても、モントリオールの商業的言語

景観において、英語の存在が依然として根強いことも見てとれる。

2.3．仕事言語：企業のフランス語化

フランス語憲章の最大の特徴は、民間企業の徹底したフランス語化に力を

注いている点である。制定当時のフランス語憲章は、第 136 条で、「50 人以

上の社員数を有する民間企業は、“オフィス”（フランス語局）が発行するフ

ランス語化証明書（certificat de francisation）を取得しなければならない｣と規

定した。「フランス語化証明書」については、第 138 条で「当該企業が“オ

フィス”によって承認されたフランス語化プログラム 13 を適用している、

あるいは、当該企業内でフランス語がフランス語化プログラムの目指す地位

を既に享受していることを証明する」ものであると解釈している。さらに、
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第 141 条では、「フランス語化プログラムは民間企業におけるすべてのレベ

ルにおいてフランス語の使用を定着させることを目的とし、それは以下を意

味する」と明記している：

(a) 管理職、専門職をはじめ、すべてのスタッフが公用語の知識を有すること。

(b) 役員を含め、当該企業のすべてのレベルにおいて、フランス語の使用を定

着させるため、フランス語の十分な能力を有する社員を増加させること。

(c) 仕事言語および企業内コミュニケーションの言語としてのフランス語の使

用。

(d) 特にマニュアルやカタログなど、企業の実務的な書類におけるフランス語

の使用。

(e) 顧客、取引先、一般大衆とのコミュニケーションにおけるフランス語の使

用。

(f) フランス語の用語の使用。

(g) 広告におけるフランス語の使用。

(h) 雇用、昇進、異動における適切な政策。

なお、1993 年の 86 号法では、上記に「情報テクノロジーにおけるフラン

ス語の使用」という時代を反映した項目が追加された。

大規模な民間企業に対しては、特に厳しいフランス語化の措置が規定され

た。第 146 条で、「100 人以上の社員数を有する民間企業は、少なくとも 6

人（の社員）で構成されるフランス語化委員会を設置しなければならない」

と規定した。そして、この｢フランス語化委員会｣は「企業内の言語状況を調

査し」（第 149 条）、「フランス語化プログラムを考案するとともにその適用

を監督する使命を持つ」（第 150 条）と記されている。

1993 年の 86 号法によって全面的に改定された第 2 部第 5 章「企業のフラ

ンス語化」を読むと、その規則が強化されたことがわかる。企業がフランス

語化証明書を取得した後、フランス語化を続けない状況が懸念され、フラン

ス語の使用が定着し続けることが企業に求められるようになった（矢頭、

1996、p.46）。改定後、第 146 条は｢フランス語化証明書を取得済みの企業は、

企業内のすべてのレベルにおいてフランス語の使用が定着し続けることを保

障する義務を持つ｣とし、「企業内のフランス語の使用の変化についての報告

書を 3 年毎に“オフィス”に提出しなければならない｣と新しく規定してい
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る。そして第 147 条において、企業がその義務を怠った場合、フランス語化

証明書が剥奪される可能性があることが明記されている。

企業に対するこのような厳しいフランス語化政策が展開されるなか、50

名以上の社員数を有する民間企業のフランス語化証明書の取得率が過去 10

年間、80 ％前後の高数字で推移している（OQLF, 2012b, p.65）14。OQLF が

言語政策の手綱を緩めず、企業側もフランス語化に協力していると考えられ

る。

先に見た教育言語とサイン表示言語に関する規則が緩和される方向に改定

されたのに対し、なぜ企業のフランス語化については規則が強化されたので

あろうか。第 1 の理由として、経済界の主要ビジネスのフランス語化がケベ

ック社会全体のフランス語化を牽引するとケベック州の言語計画者たちが考

えた結果である 15、という点が挙げられる。第 2 に、企業のフランス語化に

ついては違反がわかりにくい、という点が考えられる。違反があれば、サイ

ン表示言語については一見するだけで、教育言語については学校の登録者名

簿を調べることによってそれがわかる。しかし、民間企業は、ケベック州外

との接触を持つ企業が多く、様々な要因によって英語の影響力に晒されるた

め、フランス語が押しのけられやすい環境にあり、違反を把握するには、企

業内を調査するしかない。企業がフランス語化証明書を取得した後も OQLF

が企業の言語状況について目を光らせるのは、こうした理由に基づくと考え

られる。また、企業の仕事言語を言語政策の中心的なターゲットとすること

は、言語政策の受容者たちが政策の内容を受け入れるための最大のインセン

ティブとなるといえよう。

3．ケベック州民の言語運用能力と家庭言語使用の変化

フランス語憲章制定後の 35 年間で、言語政策の受容者たちであるケベッ

ク州民の言語使用および言語運用能力に大きな変化が見られた。前者に関し

ては、2002 年のフランス語憲章の改定により、第 160 条において OQLF は

「ケベックにおける言語状況の変化を監視し、大臣に 5 年毎に、その状況に

ついて、とりわけフランス語の使用と地位および言語集団別の言語態度に関

し、報告する義務を持つ」こととなった。これに基づき発行されている一連

の報告書 16 は、ケベック社会においてフランス語が商業をはじめとする多

様な領域において共通語となっている様子を報告している（OQLF, 2012a）。

フランス語憲章制定前、ケベック州内の少数派であるアングロフォンはフ
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ランス語能力に乏しい人が多く、英語・フランス語以外を母語とする移民

（アロフォン）は英語を習得するのが一般的であった。しかし、フランス語

憲章制定後に学校教育を受けたアングロフォンとアロフォンは、フランス語

がケベック社会の共通語であることを当然視し、フランス語を積極的に学ぶ

姿勢をみせている。その結果、図 3 が示すように、アングロフォンは飛躍的

に英仏バイリンガルになり、2006 年の国勢調査では 68.9 ％という高バイリ

ンガル率に達した。また、アロフォンは、フランス語系の学校に通学するこ

とを義務付けられるので、フランス語は当然できるようになるが、図 3 は、

彼らが英語も習得し、その約半分が英仏バイリンガルになっていることを示

している。さらに、フランコフォンのバイリンガル率も、フランス語憲章制

定後、徐々に上昇している状況がわかる。

また、図 4 は、21 歳の若年層を対象とした英仏バイリンガル率を示した

ものであるが、ケベック州のアングロフォンとアロフォンは、その 90.4 ％

が英仏バイリンガルである、という驚異的な事実を明らかにしている。

上記のケベック州民のバイリンガル化、および、アロフォンの増加に伴い、

ケベック社会では、家庭内で複数言語が使用される現象が観察されることに

も注目したい。表 2 は、家庭で英語とフランス語以外の言語を話すアロフォ
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図 3．ケベック州民のフランス語と
英語のバイリンガル率

Statistics Canada, Census 1996, 2001, 2006
より作成

図 4．21 歳のカナダ人のフランス語と
英語のバイリンガル率

Statistique Canada, Enquête auprès des
jeunes en transition, 2006 より作成
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ン人口が 1990 年代より増加し、現在では州民の 8 ％以上を占めることを示

す。表 2 は「最も家庭で話される言語」のみ集計しているが、実際には、複

数の言語が家庭内で話される場合もあり、表 3 が示すようにアロフォンが集

中するモントリオールではその傾向が強い。

表 3 は、モントリオールでは、フランス語のみあるいは英語のみを家庭内

で話す比率が低下傾向にあり、2011 年には約 3 分の 1 もの家庭が複数言語

あるいはその他の言語のみを家庭内で話していることを示す。この表で顕著

なのは、「フランス語とその他の言語」が過去 10 年間で大きく増加し、2011

年には 8.7 ％となっている、という点である。この調査結果は、同じ国勢調

査のなかのアロフォンに関する詳細な調査項目の結果 17 と合わせ、最近で

は、英語を話すアロフォン家庭よりフランス語を話すアロフォン家庭の方が

増えてきたことを明らかにしている。しかし、「フランス語のみ」の低下率

が大きく、「フランス語とその他の言語」の上昇率ほどではないが「英語と

その他の言語」も上昇していることの意味も考えたい。

表 2．ケベック州における家庭言語 * 人口の推移

*「家庭言語」＝この表では「家庭で最もよく話される言語」と定義される。
Statistics Canada (2012), p.14 および Marmen & Corbeil (1999), Tableaux en annexe よ
り作成

Statistics Canada (2012), p.18  

 

表 3．モントリオールのおける家庭言語人口の推移（複数回答含む）

Statistics Canada (2012), p.18 より作成
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4．結論

制定から 35 年を経たフランス語憲章は、試行錯誤の末、フランス語から

英語への社会の言語シフトをせき止める、という目的を概ね達成し、言語政

策として安定期に入ったとみることができる。フランス語憲章制定後に教育

を受けた若い世代のケベック州民は、「フランス語憲章の申し子たち」と呼

ばれ、それ以前の時代に教育を受けたケベック州民とは言語意識を異にする。

フランス語を当たり前のように習得する現在の若いアングロフォンたちは、

フランス語がケベック社会の共通語であることを自然と認識し、「真のマイ

ノリティ」になったといえよう。他方で、フランコフォンたちは、フランス

語憲章によってフランス語が守られているという安心感に包まれ、英語を余

裕で使う態度を身につけている。

本稿では、フランス語憲章によってフランス語使用がケベック社会の様々

な領域において定着したが、州民の言語選択と州内の言語状況をよく観察す

れば、やはり英語の力は強いことを示唆した。フランス語憲章の適用範囲か

ら外れている高等教育ではアロフォンによって英語が選択される傾向がこれ

まで見られ、バイリンガル・サイン表示が合法化した現在、英語のサイン表

示は目立たないが、少ないともいえない。他方で、企業のフランス語化は、

よほど監視の目を厳しくしなければ、英語の浸透力に勝てない。

また、本稿では触れなかったが、言語接触の観点からも、ケベック社会に

おいて英語が強いことが検証されている。優勢言語と劣勢言語が共存する場

合、後者の構造に対する前者の影響がみられる。ケベックでは、憲章制定前

の自然な言語環境では、フランス語に英語からの借用や干渉、いわゆる「ア

ングリシスム」がみられたが、憲章制定後、この排除が行われてきた。同憲

章によってフランス語が優位となった現在、フランス語の英語への影響は見

られるのか、という点について検証した調査 18 によれば、ケベックのフラ

ンス語がかつて受けた構造的変化は、ケベックの英語にみられない、という

（矢頭、2008, p.43）。

最後に、表 2 に目を戻し、英語とフランス語の家庭言語の推移に着目すれ

ば、英語の家庭言語人口の比率はフランス語憲章制定直後、急減したが、

2001 年以降、微増していることがわかる。他方で、フランス語の家庭言語

人口の比率は、憲章制定直後、増加したものの、2001 年以降、微減してい

る。このように、フランス語憲章によってフランス語に絶対的な優位性を与

えて、かろうじてフランス語を維持できる状況が観察される。フランス語憲
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章の規定を緩めれば、ケベック社会に英語が浸透してくることをケベックの

言語計画者たちは承知している。ますます進むグローバル化とケベック社会

の多言語多文化化の現実を反映し、今後もフランス語憲章の改定が行われて

いくと思われるが、北米の言語的少数派の果敢な言語政策は世界の注目を浴

び続けるであろう。

（やず　のりえ　神田外語大学准教授）

注

1 言語計画者（language planners）とは言語計画の主体であるが、ここでは「政

府など法的拘束力を行使できる公的機関」を指す。しかし、言語計画者には、

他にも、教育機関、準政府機関（英国のブリティッシュ・カウンシルやフラン

スのアカデミー・フランセーズなど）、宗教組織、多国籍企業、個人も含まれ

る、という見方もある（Kaplan & Baldauf, 1997, pp.4-14）。

2 Haugen (1983)の「言語計画」モデルに Kaplan & Baldauf (1997)の視点を加筆

した表は、矢頭（2008, p.4）に掲載されている。

3 言語法制定前のモントリオールの経済がアングロフォンに掌握されていた状

況については矢頭（2009, pp.164-168）を参照。

4 フランス語憲章の成立過程についての政治学的分析は荒木（2011）を参照。

5 ケベックのフランス語の規範の模索についての詳しい議論については、矢頭

（2002, 2005）を参照。

6 ケベック・フランス語局（Office québécois de la langue française）が 2004 年に

行った「ケベック州民の言語意識」についての世論調査（調査対象： 2,200 人）

のなかで、例えば次のような調査結果が出された。｢フランス人のような発音

で話したいですか｣という質問に対し、「はい｣と回答したのは 1971 年には

31 ％であったのに対し、2004年には 12 ％に低下した（Maurais, 2008, p.8）。ま

た、｢フランス人と同じ語彙を使って話したいですか｣との問いに「はい」と回

答したのは、1971 年には 45% であったが、2004 年には 32% となった(Ibid.,

p.99)。さらに、2004 年、「美しいと思う発音はどちらですか。」との問いに「ケ

ベックの発音」と回答したのは 68.5%、「フランスの発音」と回答したのは

31.5% であった（Ibid., p.44）。

7 Le grand dictionnaire terminologique の URLは http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/。

8 1990 年代半ばまでのフランス語憲章に対する改定及び関連判決の内容を表に

したものが矢頭（1997）の p.3に掲載されている。
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9 1988 年 12 月 15 日、商業用サイン表示をフランス語のみと定めたフランス

語憲章（101 号法）にカナダ最高裁が違憲判決を出したのに対し、ブラサ

（Robert Bourassa, ケベック自由党）率いるケベック州政府は、3 日後、同憲法

の「権利と自由の章典」の第 33 条「適用除外条項」を発動し、屋外商業用サ

イン表示をフランス語のみとする 178 号法を制定した。「適用除外条項」によ

る立法は 5 年の時限を有するため、1993 年、ケベック州政府は 86 号を制定し、

大幅にフランス語憲章を修正することにより、カナダ最高裁の判決に歩み寄っ

た。｢適用除外条項｣については佐藤（2008）p.103 を参照。

10 1996 年 9 月の世論調査では、ケベック州民の 84 ％が「86 号法によるフラン

ス語憲章の維持を望んでいる」という結果が出た（Le Devoir, le 3 septembre,

1996）。また、2007 年 8 月の世論調査では、フランコフォンの約 80 ％、アン

グロフォンとアロフォンの約 56 ％が、フランス語憲章がケベック社会に肯定

的な影響を与えた」と回答した（La Presse, le 23 août, 2007）。

11 「母語 mother tongue / langue maternelle」は、カナダ統計局によって「幼少期に

家で最初に習得し現在でも理解できる言語」と定義される（矢頭、2008, p.48）。

12 1993 年に出された｢フランス語憲章適用のための « 明瞭に顕著である » とい

う表現を定義する規則（Règlement précisant la portée de l’expression « de façon

nettement prédominante » pour l’application de la Charte de la langue française）｣は、

「フランス語と他の言語が一つのサインあるいはポスターに表記される場合、

フランス語の占有面積が他の言語の占有面積の少なくとも 2 倍でなければなら

ない」といった規定を打ち出している。

13 フランス語化プログラムの具体的な内容としては、フランス語ができないア

ングロフォン社員のフランス語教育や企業内の文書のフランス語への翻訳など

が挙げられる（矢頭、1996、p.41）。

14 2011 年、フランス語化の対象となった企業は 5,981 社あり、フランス語化取

得率は 84.7 ％であった。また、言語状況を調査中の企業は 8.2 ％、フランス語

化プログラムを実施中の企業は 6.8 ％であった（OQLF, 2012b）。

15 1993 年に行われた世論調査では、「日常生活においてフランス語使用の定着

を促す最大の要因は何か」という質問に、ケベック州民の約 35 ％が「仕事言

語（企業）のフランス語化」、約 18 ％が「サービス業における応対の言語のフ

ランス語化」、約 17 ％が「移民の教育言語のフランス語化」、約 6 ％が「サイ

ン表示言語のフランス語化」と答えた（CROP, 1993, p.6）。言語集団別の回答に

ついては矢頭（1996）の p.45 を参照。

16 ケベック社会の言語状況についての継続調査に関する報告書は、OQLF のウ

ェブサイトで公開されている。
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（http://www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/sociolinguistique/index.html）

17 普段、家庭で英語をアロフォンは、34%（2001 年）、31.6%（2006 年）、

29.9%（2011 年）と低下する一方で、家庭でフランス語を話すアロフォンは、

34.5%、38.7%、40% と上昇した。また、普段、家庭で英語とフランス語の両方

を話すアロフォンは、4.6%、3.8%、5.4% と推移している（Statistics Canada,

2012, p.17）。

18 Poplack を研究代表者とするオタワ大学の社会言語学の調査グループが、181

名のカナダ人英語母語話者の録音調査を行った研究（Poplack et al. 2006）。
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Résumé

La notion de nation québécoise, dérivée de la nation canadienne-française, était

autrefois davantage culturelle qu’à présent, puisque les « réalités françaises »

prédominaient au sein de la société québécoise en ce temps-là. Cependant, la société

québécoise a perdu graduellement la plupart de ses caractéristiques proprement

françaises et aujourd’hui le français en constitue un des caractères résiduels.

D’abord, la fonction symbolique du français était importante, mais la nécessité

d’intégrer tous les Québécois à la nation québécoise a incité les élites à reconnaître

au français une importance instrumentale plutôt que symbolique. Ce n’est pas la

seule raison pour expliquer l’importance du français pour la nation québécoise. La

deuxième raison est qu’elle constitue une langue commune et ce faisant, est

indispensable à la construction d’une nation cohérente. La troisième raison est

qu’une société démocratique active exige la présence d’une langue commune pour

encourager la participation des citoyens à la vie politique. 

La Charte de la langue française a consolidé le statut du français et contribué à

apaiser l’inquiétude des francophones. Le maintien du français est infiniment

important pour que la nation québécoise puisse être partagée par tous au sein de la

société québécoise. Dans la mesure où le français s’imposera dans les institutions

publiques, il sera possible de concrétiser le projet de fédéralisme multinational dans

le Canada.

キーワード：フランス語、ケベック・ネイション、マルチナショナリズム、
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1. はじめに

「ケベック問題」は、カナダにおいては終わることのない問題であるかの

ようである。A.-G. Gagnon and R. Iacovino (2007)は、1970 年代以降のカナダ

の政治史を検証したうえで、この閉塞状況を打破するために、ケベックをひ

とつのネイションと認め、カナダをマルチナショナルな国家とすべきだと主

張している。国民国家の「ひとつの国家にはひとつのネイション」の原則を

放棄して、国際的に承認されている国家的ネイションの内部に政治的ネイシ

ョン（国内ネイション internal nation）を認めよと言うのである。そこでは、

国民国家概念に代わるものとして、マルチナショナルな国家概念であるマル

チナショナリズム（multinationalism）が提唱されている。

では、国内ネイションの構成要件とは何か。固有の地理的領域の中に歴史

的裏付けを持った社会構成文化（societal culture）、すなわち広汎な社会制度

で使用される 1 つの共通語を中心として築かれた文化があることである 1。

それゆえ、社会には様々な文化集団があるが、それだけではマルチナショナ

ルとは言えない。それらの文化が社会構成文化でなければならないからであ

る。他方、均質なネイションが存在しないように、国内ネイションも均質で

はない。それどころか、マジョリティの社会構成文化を共有しないようなマ

イノリティが存在するだけでなく、そのマイノリティが実はその国内ネイシ

ョンを包含する国家的ネイションのマジョリティだったりすることも珍しく

ない。カタルーニャやバスクなどと同様、ケベックもその例となる。ケベッ

クでは、数の上では圧倒的マイノリティの英語系が、1960 年代頃まで長い

間社会を支配してきた。英語系は、カナダでは圧倒的マジョリティだからで

ある。彼らがケベックのフランス語系よりも州外の英語系との絆を強く持っ

ていたとしても不思議ではない。さらに、ケベックには独自の文化を持つ先

住民たちがいる。そのうえ、多様な文化的背景を持つ 20 世紀以降の移民と

その子孫であるネオ・ケベコワ（Néo-Québécois）もいる。これが、ケベック

の事態を複雑にしているのである。

A.-G. Gagnon and R. Iacovino (2007)は、ケベックがネイションであることを

自明のこととして、カナダがマルチナショナルであると主張している。だが、

66



ケベックは本当にネイションなのだろうか。実際、2003 年ケベック議会は

「ケベックの民はひとつのネイションを形成している」と全会一致で合意し

ているし 2、2006 年にはカナダ議会下院が「ケベコワ（Québécois）は統一カ

ナダ内で 1 つのネイションを構成している」との動議を圧倒的多数（全政党

賛成）で可決した 3。しかし、これらの言明の問題は、ケベックの民あるい

はケベコワとは誰なのかという点にある。ケベコワがケベックのフランス系

住民を意味するなら、そこには文化的一体感はあるだろうが、固有の地理的

領域は持たない。ケベック州境の中にはフランス系以外の文化的背景を持つ

集団が混在しているからである。したがって、ケベック全体を 1 つのネイシ

ョンとみなすには、フランス系カナダ（あるいはフランス系ケベック）文化

に基づく文化的な定義ではうまくいかない。それは明らかである。では、ケ

ベコワを「ケベックという地理的領域に定住するすべての人」と定義できる

のだろうか。この場合、そこに一体感のある社会構成文化があるのかという

のが問題となる。ケベックに定住する人々には多様なエスニシティがある。

それをマジョリティであるフランス系のエスニシティに同化させるという同

化主義では、時代に合わないだけでなく、英語系や先住民がそれに同意する

はずもない。では、どうやって一体感をもたせるのか。ケベックの知識人は

長くその課題と格闘しているが、いまだ合意に至っているわけではなく、依

然議論は続いている。しかし、ケベックの趨勢は、Taylor (2000)の表現を使

えば、文化的ネイション（nation culturelle）から政治的ネイション（nation

politique）への移行途上にあると言える。つまり、ケベックは、フランス系

カナダ文化の遺産に依存する文化的ネイションから離れて、ケベックに住む

人すべてを含みこむケベック・ネイション（nation québécoise）という 1 つ

の政治的なシヴィック・ネイションを構築しつつあるのである。

以下では、まずケベック社会が多様化するにつれて、アイデンティティに

おけるフランス語の持つ価値が高まったことを見る（2 節）。次いでその社

会が包摂的であろうとするのに応じて、フランス語の象徴的機能よりも道具

的機能が重視されるようになったことを示す（3 節）。そして、ケベック州

という領域内の市民を統合するのにフランス語はどのような役割を果たすの

かについて、ジェラール・ブシャール（Gérard Bouchard）のモデルに基づい

て考察する（4 節）。以上の議論でケベック・ネイションにとってフランス

語がいかに重要かを確認したうえで、最後に、ネイション構築にあたってフ

ランス語憲章の果たした役割と、それを憲法化する必要性について論じる
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（5 節）。

2．言語と集合的アイデンティティ

ネイション形成にはその基盤となる集合的アイデンティティ（以後「アイ

デンティティ」と言う）が確立され、それが大多数の人々によって共有され

ることが必要である。そのため、まずはアイデンティティという観点からフ

ランス語を考えてみよう。あらゆるアイデンティティにとって言語が決定的

とは限らないとしても、近代国家におけるアイデンティティ形成において、

多くの場合言語が重大な働きをしたことも事実である。Wright (2000)はヨー

ロッパのアイデンティティの歴史を振り返りながら、言語がそれにどれほど

の働きをしたかを明らかにしている。20 世紀後半のケベックの場合も、言

語がアイデンティティ形成に非常に重要な役割を果たした。むしろこれから

見るように、アイデンティティ形成のために、フランス語を意図的に使った

とさえ言えるかもしれない。ケベックの歴史をフランス語の視点から捉えた

興味深い研究に C. Bouchard (1998)があるが、その出版年から当然のことだ

が、20 世紀後半までしか扱っていない。現在の問題を扱っているものとし

ては P. Georgeault et M. Pagé(dir.)(2006)があり、そこには様々な対立する意見

が述べられている。以上を参考にしつつ、本節と次節では、ケベック社会の

変化とフランス語の言語機能という観点から、フランス語とケベックにおけ

るアイデンティティとネイションの問題を考えていく。

17 世紀に北米大陸に取り残されたフランス系カナダ人は、絶えず英語か

らの同化圧力の脅威にさらされることになった。そして、英語系の支配のも

とで、「フランス的事実」（fait français）を自分達のアイデンティティの根幹

に据えて、輝かしいフランス文化の継承者であることを誇りとしていた。高

い出生率によって移民に頼らずとも社会を維持することができたため、ケベ

ックは社会的・文化的にかなり均質な社会であり続けた（イギリス系や先住

民とは共存していたというより、互いにあまり交わらないようにして並存し

ていた）。しかし、1960 年代以降、社会の急激な近代化の中でケベックの出

生率が低下し、移民を大量に受け入れなければならないようになり、その結

果、地域ごとの違いはあるにせよ、ケベック全体を見ると、それまでの社会

的・文化的均質性が失われるだけでなく、その特質自体が曖昧になっていっ

た。そうした過程で残ったほとんど唯一の特質がフランス語だったのである 4。

ケベックの「fait français」とは、もはや「フランス的事実」ではなく「フラ
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ンス語の事実」となってしまったとも言えよう。

こうした結果、フランス語がケベックのフランス系のアイデンティティを

支えるものとなったのは、自然の成り行きと言える。そうならば、1960 年

代の「静かな革命」以降のケベックにとって、言語政策、特にフランス語の

地位計画（status planning）をどうするかが非常に重要だったのも当然である。

フランス語を英語の圧力から保護し、発展させるのが、ケベックのフランス

系にとって重大な関心事となった。それはただフランス系が生活しやすくな

るとか、社会進出が容易になるとかいったレベルのことだけではなく、その

アイデンティティの根幹にかかわることだったからである。

こうして、1970 年前後からケベックでは、フランス語の地位の法制化が

積極的に進められていった。1969 年ユニオン・ナシオナル党政権下での 63

号法（ケベックにおけるフランス語振興法 Loi pour promouvoir la langue

française au Québec）、1974 年ケベック自由党政権下での 22 号法（公用語法

Loi sur la langue officielle）、そしてその流れの頂点をなす 1977 年ケベック党

政権下での 101 号法（フランス語憲章 Charte de la langue française）、と異な

る政権政党の下で言語法が次々と制定されていった。この事実からもわかる

ように、フランス語の地位確立は党派を問わずフランス系マジョリティにと

って最重要課題だったのである。さらに、フランス語のみを公用語とすると

最初に公式に宣言した 1974 年の 22 号法が、ケベック自由党政権においてな

されたことから、フランス語のみのモノリンガリズムは、ケベック党のよう

な主権主義政党だけでなく連邦主義政党にも共有された考えだったことがわ

かる。

ケベックにも強固かつ強力な英語系コミュニティがあったわけであるか

ら、カナダ連邦やニュー・ブランズウィックのようにバイリンガリズムを採

用することも可能だっただろう。しかし州内の英語系の反発を乗り越えて、

予想された損失をも覚悟の上で、モノリンガリズムに踏み切った。フランス

語のみを公用語とする理由は、フランス語こそがケベックの圧倒的マジョリ

ティであるフランス系のアイデンティティの根幹をなすと考えられていたか

らだとすれば、この点もよく理解できる。住民サービスは多様な言語で行っ

てもよい。だが、フランス語と英語の両方が公用語では、フランス語を守る

ことがおぼつかないだけでなく、自分達のアイデンティティを支えることが

できないと考えたからである 5。

以上をひとことで言えば、1970 年代後半は、フランス語という言語の持

69

マルチナショナリズムとケベックのネイション化に占めるフランス語の中心的地位



つ象徴機能が重視された時代だったと言える。ケベックでは、フランス系コ

ミュニティにおいてさえフランス文化（特にカトリック信仰）が希薄になり、

人権、男女平等、ライシテといった価値観に立つ社会になっていった。その

時代、それらの価値観を共有するカナダの他州やアメリカ合衆国に対して、

「自分達は違う」という決定的な根拠となりえたのはフランス語という言語

だけだった。そればかりではない。フランス語こそが先祖の歴史の蓄積であ

って、 「記憶の場」（lieux de mémoire）としてケベックのマジョリティの歴

史的継続性を保証していると考えられたのである 6。そのため、ケベックの

アイデンティティの基がフランス語に据えられた。フランス語は、他者との

差異化の指標として、また歴史的継続性を担保するものとして、その象徴的

機能こそが重要だったのである。

3．ケベック社会の変化とフランス語

しかし、移民人口の増大にともなうケベックの住民構成の変容によって、

フランス語の価値付けも変化していった。その重点がフランス語の象徴的機

能から道具的機能（コミュニケーション機能）へと移っていったのである。

ネイションを支えるものは極めて多様で、同一ネイションにあっても、時

代とともにその内容が変化する。ケベックの場合、ケベック・ネイションと

いう概念が誕生したのはそれほど古いわけではない。ケベコワという呼称の

登場が 1950 年代、それが広がったのが 1960 ～ 70 年代、そしてそれが「ケ

ベックの全ての市民」を意味するようになったのは、1980 年代以降（Cf. G.

Bouchard 2000a, pp.169-170）。それ以前にあったのはフランス系カナダ人とい

うネイション概念だった。それはケベック州という領域を越えて広がる文化

共同体としてのネイションで、逆にケベック州内の英語系や先住民はそこか

ら排除されていた。あえて言えば、固有の地理的領域を持たない文化的ネイ

ションだったのである。

すでに述べたように、ケベックは 1960 年代以降、文化的に多様な社会へ

と変質を遂げていった。それよりも先に多様化していたカナダは、1969 年

にバイリンガリズム、1971 年にマルチカルチュラリズムを公式に採用し、

ピエール・トルドー首相の唱える個人権優先のリベラリズム思想に基づくカ

ナダ・ネイションを構築しようとした。その結実が 1982 年のカナダ憲法

（特にその第 1 章をなす「権利及び自由に関するカナダ憲章」）なのだが、そ

れを承認しなかった（今もしていない）ケベックはそれとは違う道を追求し
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た。州の公用語としてフランス語のみを認めるモノリンガリズム、そして中

心文化を認めず多様な文化を並置するマルチカルチュラリズムではなく、多

様な文化の価値を認めつつケベックの社会構成文化に統合しようというイン

ターカルチュラリズムがそれである 7。

インターカルチュラリズムを実践するには、ケベックのマジョリティであ

るフランス系は、フランス系カナダ人というアイデンティティに固執しては

いられない。マイノリティをマジョリティに同化させるという道を採らない

以上、マイノリティだけでなくマジョリティも変化しなければならならない

からである。そこで求められたのが、フランス系カナダ人という伝統的アイ

デンティティの解体と、ケベコワという新しいアイデンティティの構築であ

る。もちろんそれは容易なことではなく、その努力が 20 世紀後半以降続け

られ、現在もなお続いていると言ってよい。

ケベコワという新しいアイデンティティ概念を構築しようとする際の核と

なったのも、フランス語である。しかし、かつてのフランス系カナダ人とい

うアイデンティティがフランス語の象徴的機能に依存したのとは違って、今

度はその道具的側面を重視したものとならざるを得なかった。ケベコワがケ

ベックの全ての住民を含みこもうとするなら、当然そこにはフランス語の持

つ象徴的側面を共有できない人々が多数含まれる。英語系コミュニティの

人々も、先住民も、ネオ・ケベコワも、共通語がフランス語でなければなら

ない理由はない。ましてやフランス語の背負っているフランス系カナダ人の

歴史・文化を共有するように言われても、それは土台無理な注文である。で

は、アイデンティティにどのような変化があったのか。それをフランス語と

いう点から具体的に振り返ろう。

1960 年代以前のケベック社会は、（１）数のうえではマイノリティである

が経済の領域では支配階層であるイギリス系、（２）圧倒的マジョリティで

はあるが、経済の領域では従属的な位置にあって、イギリス系に対して自分

達は文化的に優越していると信じて慰めを得ていたフランス系、そして（３）

ヨーロッパ系から距離を置いて独自の生活を営んでいた先住民、これら 3 つ

のグループに分断され、相互交流は希薄だった。長く続いたその静的バラン

スも、そこに多数の移民が流入することによって徐々に崩れていった。そし

て、この時代のケベックにとっての大きな課題は、新移民をどのように統合

するかであった。

G. Bouchard et C. Taylor (2008, pp.116-118)によれば、移民統合政策には 3
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つの段階があったことになる。それを参考にしつつ、フランス語との関わり

でそれを見て行こう。第 1 段階は 1970 年代～ 80 年代。1975 年制定の「人

間の権利と自由憲章」（Charte des droits et libertés de la personne）で移民に自

分達の文化を守り発展させる権利を認め、1977 年制定のフランス語憲章で

ケベックの公用語としてのフランス語を確立した。そして 1978 年には、ケ

ベック政府は「収斂の文化」（culture de convergence）というモデルを導入し、

結集点としてのフランス語文化への統合を求めた（Cf. Gouvernement du

Québec, 1978, p. 63）。さらに、1981 年の行動計画『ケベコワのさまざまなあ

り方』（Autant de façons d’être Québécois）では、アメリカ合衆国型の坩堝

（melting pot）に代表される文化単一主義（monolitisme culturel）ではなく、

また社会をモザイク化するカナダのマルチカルチュラリズムでもない、ケベ

ック独自の社会統合を志向した 8。そして、ネオ・ケベコワを公式に「文化

共同体」（communautés culturelles）と呼び、その尊重、維持、そしてそれが

もたらす貢献を明言し、フランス語を話すケベック社会への統合を推進する

ことを表明した。

G. Bouchard et C. Taylor (2008)は、この時期にすでにインターカルチュラリ

ズムの端緒を見いだしているが、そこで謳われている「収斂の文化」なるも

のは、あくまでもフランス系カナダ人の文化を中核として、そこに周辺の文

化共同体を統合して生まれると考えられているようにしか思えない。マルチ

カルチュラリズムが中心文化を据えないのに対して、フランス系カナダ人の

文化を中心に据えてそれへの統合を訴えている点でこのモデルは独自である

が、逆に、後に批判されるように、そのままでは同化主義との区別がつきに

くい。インターカルチュラリズムの要諦である――本論文の筆者はそう考え

る――互恵・相互性（réciprocité）の概念がまだ欠けているからである。

1990 年代になると第 2 段階に入る。1990 年に、ロベール・ブラサ自由党

政権下のケベック政府が、移民と統合に関する政策声明である『ケベックで

共に建て上げるために』（Au Québec pour bâtir ensemble）において、文化的統

合を求めていないのは驚きである。そこで述べられているめざすべき社会像

の骨子は次の 3 点である（Cf. Gouvernement du Québec, 1990, p.19）。（１）公

的生活での共通語がフランス語である社会、（２）社会参加と貢献が期待さ

れる民主的社会、そして（３）基本的な民主的価値観を尊重し、コミュニテ

ィ間交流を通しての多様な貢献に対して開かれた多元的社会。この構想では、

フランス語はコミュニケーション、特に社会参加と相互交流の手段として考
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えられており、フランス系カナダ人の文化を担うものという象徴的機能には

言及されない。文化的統合は求められず、マジョリティとマイノリティの互

恵・相互性がはっきりと示された点に大きな特徴がある。この 1990 年の移

民統合政策は、現時点でも驚くほど革新的であるように思える。英語系カナ

ダの一員として Carens（1995）もこれを好意的に評価している。この政策声

明はもっと注目されてよい。

1990 年代後半からが第 3 段階となる。この時代のケベック党政権はエス

ニック文化を分断の根源とみなし、よりシヴィックな方向に進んだ。1996

年リュシアン・ブシャール（Lucien Bouchard）政権は、1981 年の『ケベコワ

のさまざまなあり方』で使用された文化共同体という概念を除去し、「文化

共同体・移民省」（Ministère des Communautés culturelles et de l’Immigration）

を「市民との関係・移民省」（Ministère des Relations avec les citoyens et de

l’Immigration）に改組した。この時代、文化共同体概念への批判を通じて、

エスニックな背景を越えてケベックの市民が等しく持つケベック・シティズ

ンシップという考えが立ち現われてくる 9。また、「収斂の文化」がフランス

系カナダ文化への同化の方を向いているのではないかとの批判もなされ、こ

のモデルはフランス系ケベコワとそれ以外とを上下の階層関係に置いている

との手厳しい批判もなされた 10。社会がシヴィックな方向に大きく動いた時

代と言えよう。

ところが、2003 年に政権についたケベック自由党政権（ジャン・シャレ

Jean Charest 首相）が出した行動計画 2004-2007『共有される価値、共通の利

益―文化共同体に属するケベコワがケベックの発展に十分参与できるように

するために』（Des valeurs partagées, des intérêts communs pour assurer la pleine

participation des Québécois des communautés culturelles au développement du

Québec）において、文化共同体概念が再登場している 11。これは 1980 年代

への回帰というよりも、シヴィックに振れ過ぎた振り子を調整するものだと

考えた方がよい。ケベック社会に複数の文化集団が厳然とある以上、それに

目をつぶって完全にシヴィックな移民統合政策を実施することはできないと

いう反省に立っているように思えるのである。

4．ケベック・ネイションとフランス語

これまでに、アイデンティティと社会統合という観点からフランス語を見

た。1960 年代以降フランス語はフランス系ケベコワのアイデンティティの
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要となったが、それはその象徴的機能（さらに言えば、文化の継承）を重視

したからであった。ところが、1980 年頃からネオ・ケベコワをどう社会統

合するかという課題に向き合うことを通じて、フランス語の持つ道具的機能

に重点が移って行った。それと同時に、フランス系カナダ人というアイデン

ティティから、「全てのケベック市民を含むケベコワ」というアイデンティ

ティへと人々の意識の移行が進んだ。

それでは「全てのケベック市民を含むケベコワ」というアイデンティティ

を持つケベック・ネイションとはどのようなものなのか。J. Facal (2005)や

M. Pagé (2006)によれば、いくつものモデルがあるうち、現在最も支持され

ているのは G. ブシャールの「北米のフランコフォニーとしてのケベック・

ネイション」（nation québécoise comme francophonie nord-américaine）というも

のである 12。G. Bouchard (1999) はそのモデルの理論的論証である 13。

G. Bouchard (1999, p. 63)は次のように言っている。ケベック・ネイション

は脆弱で形成途上だが、確かに存在する。フランス系カナダ人の子孫でなく

ても、またフランス系文化に同化していなくても、個人の選択によってケベ

ック・ネイションの一員になるかどうかが決まる。その時の条件は、第 1 言

語としてでなくても良い、コミュニケーションの手段としてのフランス語を

習得することだけである、と。このモデルはフランス系カナダ人の歴史的記

憶の共有を求めたりはしない。求めたところで、それは実現不可能なばかり

か、それによってケベックのフランス系カナダ人以外を最初からケベック・

ネイションから排除してしまう。コミュニケーション手段としての言語は誰

でも機会が与えられさえすれば学習することができるが、言語が背負ってい

る歴史的文化を自分のものすることは困難だからである。過去と繋がること

より、むしろフランス語という共通語によってケベック社会に参加すること

こそが重要だとされる。

しかし、フランス語という共通語があるだけでは、アイデンティティ構築

には不十分だということを、G. ブシャールはよく理解している。ケベックの

フランス系の歴史的記憶に依存しないとなると、それに代わる統合の表象を

ケベックは生み出さなければならない。それは過去からではなく、文化的多

様性を持つ現在のケベック社会からくみ取られるべきだと彼は主張する。そ

して、マジョリティのフランス系の集合的記憶はもちろんその核になるので

あるが、それだけでなく、ケベック社会を構成するフランス系以外の文化と

の融合が強く意識されることになる。フランス系、イギリス系、先住民の集
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合的記憶を主軸として、そこに新たに到来した人々の体験が組み込まれ、ケ

ベックの様々な人々の交流を通して新しい文化、新しい統合の表象が生み出

されるのを期待するのである。この文化的融合を促すためにも共通語として

のフランス語が重要だという点も、確認しておこう。これがフランス系ケベ

ック文化への同化と異なるのは、G. ブシャールがマジョリティの文化もまた

変容しなければならないとする点にある。フランス系中心のケベックの歴史

も、ケベックのすべての人々が共感できるように書き改められる必要があ

る 14。互恵・相互性の原理がここにはっきりと見られる。こうして生み出さ

れる新しいアイデンティティを、ミシェル・パジェ（Michel Pagé）は「文化

的に多元的なフランス語を話すケベック・アイデンティティ」（identité

québécoise francophone culturellement plurielle）と呼ぶ。論理的に当然のこと

ながら、こうして出来上がるアイデンティティは、移民の継続的受け入れと

その貢献によって、変わっていくことになる 15。

「北米のフランス語を話す人々」という G. ブシャールによるケベック・

ネイションの定義は、そのアイデンティティの中心がフランス語であること

だけでなく、フランスの影響からの独立も表現する。これはケベックに伝統

的にあるフランスへの「文化的へつらい」（cultural cringe）の払拭を目指す

ということも意味する。そこで成長し続けているケベック文化はもはやフラ

ンス文化の亜流などではなく、世界に広がるフランコフォニー地域の一画を

占める独自の存在なのだ、と高らかに宣言しているのである。それと同時に、

ケベック以外のカナダやアメリカ合衆国という北米の地域との共通性も意識

されている。

G.ブシャールのモデルは空理空論ではない。それに現実的な裏付けがある

ことは、実証的に検証されている。ジェラール・ラローズ（Gérard Larose）

を委員長とした「フランス語の現状と将来に関する全州民会議委員会」

（Commission des états généraux sur la situation et l’avenir de la langue française au

Québec）の調査結果に基づいて 2001 年に提出された報告書『皆のための言

語、フランス語』（Le français, une langue pour touot le monde）（以下「ラロー

ズ報告」）は、その序文で述べている。文化的に多元的な開かれたフランス

語のネイションを存在せしめようという明確な意思がケベックにあり、ケベ

ックの人々は文化的障壁を超えた共通空間をつくりだそうとしている、と。

つまりエスニシティに依存しない包摂的な、フランス語によるひとつのネイ

ションという構想が、多くの人に支持されているということである。さらに、
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同報告書は、公用語であり共通語であるフランス語が社会に一体感・結束を

与えているという認識を示している。

ラローズ報告は不十分ながらケベック・シティズンシップという概念も提

起している 16。こうした概念が主張されるようになるのは、ケベックが文化

的ネイションから政治的なシヴィック・ネイションへと移行することと軌を

一にする。マジョリティのフランス系共同体とそれ以外の文化的共同体の交

流というのではなく、様々な文化的背景を持ちながらもケベック・シティズ

ンシップを共有する人々の交流によってひとつのケベック文化をつくりあげ

ようという意志がそこにはあるのである。その意味では、ラローズ報告はケ

ベック社会とフランス語について明るい見通しを語っていた 17。

しかし、異文化の壁を超えることは容易ではない。2001 年 9 月 11 日の同

時多発テロをきっかけに、世界は大きく転換し、文化対立が顕在化し、20

世紀末の楽観的見方が失われた。ケベックも例外ではなく、文化摩擦を調整

するために採用されていた「妥当なる調整」（Accommodement raisonnable）

が社会問題化した。それに対応するためにジャン・シャレ首相は、2007 年 2

月に「文化的差異に関する和解の実践をめぐる諮問委員会」（Commission de

consultation sur les pratiques d’accommodement reliées aux différences culturelles）

を設置した。G. ブシャールとチャールズ・テイラー（Charles Taylor）が委員

長を務める同委員会は、2008 年 5 月に報告書『未来の基盤を築く─和解の

時』（Fonder l’avenir - Le temps de la conciliation）を提出した 18。

この報告書は賛否両論激しい議論を巻き起こした 19。特にジャック・パリ

ゾー（Jacques Parizeau）とベルナール・ランドリー（Bernard Landry）という

２人の元ケベック首相を始めとする主権派からの批判は手厳しかった。一方、

モントリオールの英語系日刊紙 The Gazette は « Bouchard-Taylor report is an

excellent blueprint » と題する非常に好意的な社説を載せた 20。マジョリティ

のフランス語系ケベコワとマイノリティである英語系ケベコワ、先住民のケ

ベコワ、そして、ネオ・ケベコワ、これらを 1 つのケベコワとしてどのよう

に統合するのか、その課題にはまだ決着がついていないのである。

5．フランス語憲章と現在のケベック──結論にかえて

ケベック・ネイションのあるべき姿についていまだに議論が続いているに

しても、ケベック・ネイション構築にあたって、フランス語が非常に重要で

あるという点について、ケベックの知識人の間に異論はないし、ケベックの
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多くの人々の間にもそれは定着している。その点からすると、フランス語憲

章の果たした役割は大きく、その重要性は 35 年を経た現在でも少しも低下

していない。なぜなら、それによってフランス語の安定性が担保されたがゆ

えに、包摂的なケベック・ネイションへの転換の道が開かれたからである。

そうした現在のケベック・ネイションにとって、フランス語は次の点で重

要である。第 1 に、ケベックは自由で民主的な社会を打ち立てようとしてい

るが、さらに進んで市民の主体的な政治参加を促す能動的民主政（active

democracy）をめざすなら、全てのケベコワ間での熟議を積み重ね、政治参

加するためには基本的な手段としての共通語が必要となる。第 2 に、フラン

ス語さえできれば誰とでもコミュンケーションがとれるという状況が整って

こそ、社会の一体感・結束が生まれる。もちろん、共通語が浸透すればそれ

が醸成されるというものではない。しかし、共通語の浸透なくしては、一体

感・結束の醸成は不可能に近くなるのもまた事実である。そのうえで、社会

の分断化を避け、その一体性を獲得するには、互いの文化の尊重だけでなく、

密接な交流が必要であり、そうあろうとする意志が必要になる。第 3 に、一

体感・結束の醸成には、ケベコワすべてが共感できるようなケベック文化の

育成が必要である。そして、そのためには、フランス語がケベック・ネイシ

ョンの共有財産となり、ケベックを象徴するものとなる必要がある。かつて

フランス系カナダ人の象徴であったフランス語が、ケベコワ全体の象徴とな

らなければならない。フランス語はもはやフランス文化との靭帯でもなけれ

ば、フランス系カナダ人の「記憶の場」でもない。ケベックの地に根付き、

今も成長を続けるケベック文化を根底から支えるものなのである。フランス

語で語られ、議論され、書かれ、読まれることによって、ケベックはケベッ

クとなる。それは皆がフランス語を第 1 言語とすることを求めない。それぞ

れが自分の第 1 言語を保持しつつ、共通語としてのフランス語を使いこなせ

るようになることが肝心なのである。公用語という地位だけでは十分ではな

い。フランス語が共通語として実質的に全てのケベコワに共有されなければ

ならないのである。その時、「文化的に多元的なフランス語を話すケベッ

ク・アイデンティティ」というものが本当にでき上がってくるのであろう。

そのアイデンティティは国民国家が想定するような単純なものではなく、個

人レベルでは「カナダ人で、ケベコワで、イギリス系の家系に育った」など

という複合的なものとなるだろう。そして、そのアイデンティティは固定的

ではなく、例えばイギリス系ケベコワがフランス系ケベコワと結婚すれば、
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さらに重層化するという動的なものとなることだろう。そのうえで、皆が

「私はケベコワ」と名乗る日の到来が待ち望まれているのである。

ただし、こうしたアイデンティティを持ったケベック・ネイションが構築

されるには、ケベックにおいてフランス語が安定的な地位を占め続けること

が必要である。フランス語上級評議会（Conseil supérieur de la langue

françasise）の 2010 年の調査によれば、ケベックに居住する人は全てフラン

ス語が話せるべきだという意見への賛同が 95.1 ％で、ケベックへの移民は

最初にフランス語を学習すべきだという意見への賛同も 92.4 ％あった。そ

の他の調査結果も、ケベックにおけるフランス語の地位の安定を示してい

る 21。その安定があってこそ、マジョリティはマイノリティに対して開かれ

た態度をとり得るのである。

包摂的なケベック社会を築こうとするなら、今後もフランス語の安定を守

ることが欠かせない。そして、フランス語の安定性を担保するには、時々の

政権の意向によって左右される単なる法律ではなく、憲法化が求められる 22。

2001 年のラローズ報告もそうした提言をしている。A.-G. Gagnon & R.

Iacovino (2007)も同様であるが、それはフランス語がケベックの諸制度の中

に定着すればするほど、カナダにマルチナショナリズムを実現する可能性が

高くなるからである。

現在のカナダを見るとき、国民国家構想を堅持したままでは、ケベックは

カナダ内で孤立するか、そこから独立するしかない。だが、カナダ国民の多

くはどちらも望んでいないであろう。マルチナショナリズムは国民国家を超

える理念として提唱されていて、その実現には困難が予想される一方、「ケ

ベック問題」の解決にはこれ以外ないのではないかとも思える。英語への移

行によりケベック外のフランス語系人口は減少し、州外流出によりケベック

の英語系人口は減少している。また、2008 年、ヌナヴト準州ではイヌイッ

トの言語が公用語とされた 23。このように言語という点で地域分化が進んで

いるカナダで、それを単一のネイションからなる国民国家としようというト

ルドーの構想はもはや達成不能だと考えるからである。本論で見たように、

ケベックはこの半世紀フランス語化を強力に推し進め、新しいネイション構

築に努力している。今こそ、ケベックがフランス語に基づく独特のネイショ

ンであることを承認し、カナダがマルチナショナルな国家を志向することが、

ケベックとカナダ双方にとって有益であると考えるのである。

（にわ　たかし　金城学院大学教授）
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注

1 社会構成文化の定義は W. Kymlicka (2001, p.25)にある。

2 ケベック州の議会は Assemblée nationale du Québec と名乗っている。直訳す

れば「ケベック国民（ナショナル）議会」であろうが、この名称からもケベッ

クのネイション意識がうかがえる。

3 カナダ議会下院での動議採択に至る詳しい経緯については、丹羽（2008b）

を参照。

4 現在のケベックのもう一つの特徴として、独自の成文民法を持っていること

がある。

5 ケベック政府は、フランス語の公用語化と並行して、フランス語勢力維持の

ために、カナダ連邦政府からの移民の選別権獲得（すなわちフランス語を獲得

しやすいフランス語圏あるいはロマンス語圏からの移民の優先など）に注力し

た。実質的には、1978 年の連邦政府とケベック政府間のカレン─クチュール合

意（entente Cullen-Couture）でそれが可能になった。

6 lieux de mémoire という表現は、J. Létourneau (2006)で用いられている。この

働きを重視した主張は、現在でも J. Beauchemin (2006)などにみられる。

7 インターカルチュラリズムについては、G. Bouchard (2011)を参照。

8 M. Gilbert (1981, p11)を参照。

9 A. Marhraoui (2005)を参照。

10 たとえば Siose (1995,ｐ.61)を参照。

11 A. Marhraoui (2005)は、これが社会の断片化に繋がる可能性があると批判して

いる。

12 これに代わるモデルやその間で交わされている議論については、丹羽

（2008a）を参照。

13 これは出版当時、ケベックのフランス系の一部から大いに批判されたし、今

でもフランス系というアイデンティティを重視する人々が G. ブシャールを批

判する際には、いつもやり玉に挙げられる。たとえば S. Cantin (2001)を参照。

こうした批判に対する反論については、G. Bouchard (2001, 2003)を参照。

14 G. Bouchard (2000a, p. 64)を参照。こうした主張が、フランス系の苦難の歴史

を否定するものとして、一部の知識人を憤慨させ、ブシャール批判に向かわせ

るのである（Cf.丹羽 2008a）。

15 M. Pagé, (2006, p.24, pp.35-36)を参照。

16 ケベック・シティズンシップについては、A.-G. Gagnon and R. Iacovino (2007)

を参照。
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17 しかし、丹羽（2004）で示した通り、当時の状況は、報告書が示すほど楽観

的なものではなかった。

18 G. Bouchard et Ch. Taylor (2008)のことである。この委員会の性格上、モント

リオール都市圏にフランス語への危機意識があることに言及しているものの、

フランス語について多くは語っていない。

19 P. Münch (2008)を参照。知識人の様々な反応については、B. Gagnon (dir.)

(2010)を参照。

20 The Gazette, 2008 年 5 月 23 日。副題は “Sociologist Gérard Bouchard and

philosopher Charles Taylor have produced what is probably one the most elegantly

written and most subtly reasoned reports ever commissioned by a Quebec government”

となっているのであるから、最上級の讃辞ととってもいいであろう。

21 M. Pagé et C.-É. Olivier (2012)を参照。

22 さらには、Seymour (2006)のように、フランス語憲章の憲法化に当たっては、

英語と先住民の言語の権利保障を加えるべきだという主張もある。

23 A.-G.Gagnon (2011)参照。
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Résumé

Dès les années 1980, le gouvernement du Canada n’a cessé de promouvoir une

politique culturelle appelée « multiculturalisme », tandis qu’au Québec, cette

politique s’est vue définir dans les années 1990 par le mot d’« interculturalisme ».

L’interculturalisme québécois a pour but de favoriser le partage de la culture

française, ou plus précisément, québécoise, entre les migrants de diverses origines

ethniques, et ainsi de fonder là-dessus une nouvelle culture québécoise. Cela semble

avoir marqué les productions littéraires québécoises postérieures aux années 1990.

Or, au cours des années 1990, un certain nombre de nouvelles migrantes au

Québec, venant d’Asie en particulier, ont commencé à écrire des œuvres

romanesques et poétiques en français. Parmi celles-ci, nous pouvons citer d’abord

Ying Chen d’origine chinoise, qui a publié ses premiers romans tout au début des

années 1990. Quelques années plus tard, à la fin de la même décennie, parut le

premier roman d’Aki Shimazaki, migrante au Québec d’origine japonaise, écrivant

également en français. Au cours de la décennie suivante, nous avons vu paraître le

premier roman autobiographique de Kim Thúy, migrante d’origine vietnamienne.

Dans ces années-là, une nouvelle littérature dite migrante commençait à former un

genre à part dans le monde des lettres québécois, et les éditeurs en recevaient des

textes généralement avec une attitude très favorable. En outre, nous pensons pouvoir

retrouver dans les textes de ces écrivaines un certain nombre de nouvelles

caractéristiques. Ces caractéristiques semblent témoigner un regard nouveau sur la

société et la culture québécoises. 
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Nous voudrions dans cet article proposer à caractériser ce nouveau corpus

littéraire créé par des migrantes d’origine asiatique au Québec depuis les années

1990, en y analysant un regard d’auteure étrangère qui nous semble être un reflet de

l’époque où l’interculturalisme commençait à apporter ses premiers fruits à la

littérature.

キーワード：ケベック文学、移民文学、アジア系、間文化主義、フランス語

圏（フランコフォニー）

Mots-clés : littérature québécoise, écrits migrants, origine asiatique,

interculturalisme, francophonie

1. はじめに

近年、アジア系作家の作品が様々な文化圏の文学において論じられている。

これは、1980 年代以降、ポストコロニアル文学が盛んに論じられ、エスニ

ック・マイノリティの文学が注目されるようになったことがその背景にあ

る。例えば、英語とフランス語を公用語とするカナダでも、1980 年代から

英系、フランス系の両方の文学において「アジア系文学」が見られる。これ

は「ポストコロニアル文学」はもとより、この年代にカナダ連邦政府により

掲げられた「多文化主義」（Multiculturalisme）やケベックの文化的特徴を論

じる際に近年用いられる「間文化主義」（Interculturalisme）によるところも

また大きい。特にケベック文学では、昨今盛んになりつつあるアジア系文学

の中に「間文化主義」の特徴の一つである「ケベック元来のフランス系文化

の他文化との共有」が実践されている様が描かれている。

本論では、北米や欧州における「アジア系文学」の現状と動向を概観した

上で、ケベックのアジア系女性文学を検討したい。さらに、ケベックのアジ

ア系女性文学の中でも、近年とりわけ注目されるベトナム系作家キム・チュ

イ（Kim Thúy）の作品を例に、そこに読み取りうるケベック文学の特徴を明

らかにしたい。

2. 近年のアジア系文学の動向

まずはじめに、北米と欧州におけるアジア系文学の現状と動向を、それぞ

れアメリカとフランスを中心に概観したい。
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2.1. アジア系アメリカ文学

1980 年代以降、ポストコロニアル理論が盛んになり、アメリカ文学では

アジア系文学が 1 つのジャンルとして注目された。例えば、1980 年に出版

されたエレイン・キム（Elain Kim）の Asian American Literature: An

Introduction to the Writing and Their Social Context では、中国系、日系、フィ

リピン系、朝鮮・韓国系の４つのエスニック・グループの文学に描かれるア

ジア系アメリカ人のアメリカ体験が、社会史に照らして明らかにされている。

さらに 1990 年に入ると、ベトナム系作家の作品が出版され始め、1995 年に

は最初のベトナム系アメリカ文学のアンソロジー Once Upon a Dream が出版

された。また、1997 年に出版されたラン・カオ（Lan Kao）の『モンキーブ

リッジ』（Monkey Bridge）は、ベトナム戦争後にアメリカへ渡ったベトナム

系女性の人生を綴った作品であり、大きな注目を浴びた。2000 年以降には、

ベトナム系アメリカ文学の出版が相次ぐようになり、これらの一連のベトナ

ム系アメリカ文学作品については、イザベル・チュイ＝ペロウド（Isabelle

Thuy Pelaud）の This is all i choose to tell: History and Hybridity in Vietnamese

American Literature で詳しい紹介がなされている 1。これらのアジア系アメリ

カ文学の一面となったベトナム系アメリカ文学では、ベトナム戦争後、アメ

リカなどで人生を始めたベトナム系の主人公たちが、母国から離れた国での

ベトナム系コミュニティーとのつながりから、ベトナム系のアイデンティテ

ィを確立していくさまが描かれている。

2.2. フランスのアジア系文学

フランス語によるアジア系文学もまた、近年、中国系やベトナム系を中心

に多くなっている。例えば、1972 年に北京に生まれたシャン・サ（Shan Sa）

は、フランスへ渡り、フランス語で作品を書き始めた。1993 年に発表した

『天安門』（Porte de la paix céleste）で、フランスでも最も権威のある文学賞

の 1 つであるゴンクール賞の最優秀新人賞を受賞したほか、2001 年に発表

した『碁を打つ女』（La Joueuse de Go）では、高校生の選ぶゴンクール賞を

受賞した。2011 年にはフランスの文化勲章に当たる Ordre national du Mérite

を受賞した。

英語文化圏におけるアジア系文学では、1990 年代以降からベトナム系作

家の作品が出版されているが、フランス語文化圏におけるベトナム系文学は

それに先駆けており、研究も数多いことは見逃されがちである。これは、ベ
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トナム戦争後の 1970 年代からフランス語文化圏（特にフランス本国や北米

のケベックなど）へのベトナム系移民が急増したことがその背景にあるとい

える。また、1980 年代からベトナム系作家の作品が存在していたことに鑑

みると、ベトナム戦争当時の状況を伝える文学作品を出版することを可能な

らしめた社会的背景が、すでに当時のフランスやカナダ社会にはあったこと

をうかがい知ることができる。この時期のベトナム系フランス語文学につい

ては、特にジャック・イーガー（Jack A.Yeager）の The Vietnamese Novel in

French (1987) などにおいて、詳しい分析がされており、それ以降もベトナム

系作家によるフランス語作品は数多く出版されている。例えば、フランスの

ベトナム系女性作家としては、キム・ルフェーブル（Kim Lefèvre）とリン

ダ・レ（Linda Lê）が代表的である。ルフェーブルは、1939 年に北ベトナム

のハノイに生まれ、1959 年にフランスに移民しパリに定住し、翻訳家とし

て活躍した。その後、1989 年に第 1 作となる『白いメティス』（Métisse

blanche）、1990 年に第 2 作となる『雨季への帰還』（Retour à la saison des

pluies）を発表しており、これらはいずれも自伝的作品とされる。1994 年に

は、第 3 作であり、初の小説である『私は、マリナ・ラ・マリンチェ』

（Moi, Marina la Malinche）を出版した。一方のリンダ・レは、1963 年に北ベ

トナムの裕福な家庭に生まれ、1977 年に家族とともにフランスに移民した。

1981 年にパリに移り、パリ第 4 大学に進学した後、1986 年に最初の小説

『優しいヴァンパイヤ』（Un si tendre vampire）をフランス語で発表した。

1997 年に発表した第 7 作『三人のパルカ』（Les Trois Parques）で Prix

Fénéon を受賞し、2010 年には第 18 作目となる『クロノス』（Cronos）を出

版し、同作で Prix Wepler を受賞した。リンダ・レは、自伝的作品に限らず、

さまざまなジャンルの作品を発表しており、アジア系やベトナム系という枠

組みを越えた活躍を見せ、2000 年代以降も注目されている。また、フラン

スにおけるベトナム系文学研究に関しては、2003 年にはナタリー・グエン

（Nathalie Huynh Chau Nguyen）の Vietnamese Voices: Gender and Cultural

Identity in the Vietnamese Francophone Novel (2003) が出版されている。これは、

ジャック・イーガーの研究以降のベトナム系フランス語作家の作品について

紹介したものである。このように、フランスにおいてベトナム系作家に関す

る研究書が英語圏に比べて、早い時期からそして数多く見られていることは、

その歴史的、社会的背景の違いに起因したものであると言えるであろう。
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3. アジア系ケベック文学

3.1. 「多文化主義」と「間文化主義」

北米文化圏に位置するカナダは、「多文化主義」を連邦政府の文化政策と

して掲げる。それが英語、フランス語という 2 言語に基づくものであること

が、カナダの文化に 1 つの大きな特徴を創り出している。特にカナダのフラ

ンス系文化は、歴史的、社会的背景から、英系文化とは異なる発展を遂げて

きており、このことはカナダの文化に独自の特徴を持たせることを可能なら

しめている。さらに、カナダのフランス系文化の中心であるケベック州では、

近年「多文化主義」よりも、エスニシティを中心に捉えた「多民族性」

（Pluriethnicité）やさらにハイブリッドな文化の創造に重点を置いた「間文化

主義」という概念がより好まれる傾向にある。「間文化主義」については、

例えば、ケベックの歴史社会学者であるジェラール・ブッシャール（Gérard

Bouchard）によって、次のように説明される。

間文化主義とは（最近のまたは以前からの）移民による文化的違いを調和さ

せる以上のことを目的としている。その目的は、我々の社会全体の融和であ

る。それゆえ、この概念はケベックの人々の交流、相互作用、歩み寄り、そ

れに対する責任感を持つことを奨励するものである 2。

つまり、この概念は、ケベック元来の民族であるフランス系の文化とその

他の民族の持つ文化との交流に注目するものであり、連邦政府の文化政策と

は一線を画した多文化、多民族社会に対するケベックの独自の態度を表した

ものである。こうした、ケベックの多（他）文化に対する独自の態度は、近

年のケベック文学において、多様な文化背景を持った作家たちが国内外の文

学賞を受賞するなど、エスニック・マイノリティの活躍の場を生みだす要素

となっている。

3.2. ケベックの「新」移民文学

ケベック文学では、1980 年代以降、フランス系、英系以外のエスニッ

ク・グループ出身の移民女性による作品が数多く見られる。特に 1980 年代

には、アラブ系作家の作品が注目を集め、その後、1990 年代に入るとケベ

ックの批評家であり、かつ移民作家でもあるレジーヌ・ロバンが「新」ケベ

ック人と呼ぶような、アジア系移民たちの作品が見られるようになった 3。
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例えば、1990 年代の初めには中国系のイン・チェン（Ying Chen）が作品を

発表し始め、この年代の後半には日系のアキ・シマザキ（Aki Shimazaki）が

フランス語の作品を発表している。さらに 2000 年代に入るとベトナム系の

キム・チュイが作品を発表し、ケベックのみならずカナダの国内外でも高く

評価されている。

カナダの英系文学では、1980 年代に「多文化主義法」が制定された頃か

ら、様々な民族的背景を持つ作家たちの作品が現れた。しかし、いまだにベ

トナム系作家の作品は見られていない。一方で、ケベック文学で、近年、ベ

トナム系文学が注目されているのは、フランスにおけるベトナム系文学がア

メリカにおけるベトナム系文学に先駆けて発表され、すでに多くの研究がさ

れてきたことと無関係ではないであろう。つまり、ベトナム戦争後にフラン

ス語圏へ大量のベトナム系移民が押し寄せ、その後、フランス語圏において

新たな生活を始めたベトナム系移民たちにとって、フランス語文化圏とは、

彼らの歴史や生い立ちを語るための土壌が英語圏に比べ比較的早く備わって

いたことがその背景にあると言える。さらに、ケベックにおけるべトナム系

作家の活躍の背景には、英系カナダの推し進める、それぞれの民族が独自の

文化を保つことにより 1 つの社会を形成する「多文化主義」と、ケベックの

目指す移民たちの役割を重視しながら、様々な民族が互いに文化を分かち合

う「間文化主義」が作り出す社会的、文化的背景の違いもあったといえるで

あろう。

3.3. ベトナム系ケベック文学

ケベックのベトナム系作家としては、まず、1990 年代から作品を発表し

ているバック・マイ（Bach Mai）が挙げられる。バック・マイは、ベトナム

のサイゴン（現在のホーチミン市）に生まれ、ベルギーで学んだ後、ケベッ

クへ渡った。そして、カナダの放送局である「ラジオ・カナダ」のジャーナ

リストとして働いた後、文学作品を描き始めた。1990 年代に発表された処

女作『象牙と阿片』（D’ivoire et d’opium）は、ドキュメンタリー小説

（Roman documentaire）とされ、フィクションとされる作品の中に、多くの写

真が挿入されている点に特徴がある。それらの写真の中には、バック・マイ

自身や彼女が当時働いていた「ラジオ・カナダ」の同僚との写真も多数見ら

れる。こうした、フィクションとノンフィクションの要素を並立させ、真実

と虚構の境目を曖昧にさせる作風は、この時代の文学にしばしばみられた。
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2000 年代に入って発表された、バック・マイの第二作『昨日、まだ、サ

イゴン』（Hier encore Saigon）は、ベトナムを離れカナダへ移住した主人公

が再びベトナムへ戻り、過去の記憶の再生を通して、アイデンティティを再

構築する様を描いている。 こうして、祖国であるベトナムを離れた後、再

びベトナムを訪れることによりアイデンティティを構築していく様は、フラ

ンスに移民し、作品を制作する前出のキム・ルフェーブルの作品と同様であ

る。このような、ベトナム出身の女性作家の作品で描かれる「ベトナムへの

帰還」の特徴について、スリラタ・ラビ（Srilata Ravi）は、ジュリア・クリ

ステヴァ（Julia Kristeva）の「前エディプス理論」（Pre-Oedipal）になぞらえ

ながら、「自我の源／母 (Source/Mother) への帰属は、アイデンティティ

（Home/Foyer）を定義し、民族的、文化的混血性を認識するための行為」

（Ravi, 2002, p.42）であるとしている。つまり、バック・マイの『昨日、まだ、

サイゴン』では、キム・ルフェーブルの『雨季への帰還』の主人公と同様、

ケベックやフランスのホスト文化においてアイデンティティを構築すること

ができず、母国（Source/Mother）へ帰還し、ベトナム人というアイデンティ

ティを否定するのではなく、再認識することによって生を始める主人公の姿

が描かれるのである。このように、アイデンティティを構築することができ

ずに母国へ戻り、自分自身の民族性を再認識することによりアイデンティテ

ィを築いていく様は、この時代の「女性移民文学」の特徴の一つである 4。

その後、同じくベトナム出身のケベックの移民作家、キム・チュイが作品

を発表した。チュイは、サイゴンで生まれた後、「ボートピープル」として

マレーシアの難民キャンプで過ごし、ケベックに移民した。ケベックの大学

で学び、様々な職業を経験した後、2009 年に最初の作品『小川』を発表し

た。この作品では、ベトナムで過ごした幼少期や、移民として生活したモン

トリオールでの生活の様々な経験が、回想録として綴られる。同作は、2009

年のフランスの文学賞である RTL-LIRE 賞や、2010 年のカナダ総督文学賞

（フランス語小説部門）を受賞し、すでに世界 17 カ国で、スウェーデン語、

イタリア語、ドイツ語、スペイン語、英語、日本語などに翻訳、出版されて

いる。2012 年に出版された英語版翻訳は、英語文学の文学賞として最も権

威があるとされているブッカー賞の翻訳小説作品部門にノミネートされた。

ここでは、「移民文学」や「女性文学」としての特徴よりも、ケベックの

「間文化主義」の側面を読み取ることができるキム・チュイの作品について、

さらに詳しく考察したい。
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3.4. キム・チュイの『小川』と「間文化主義」

キム・チュイの処女作『小川』の特徴として、それぞれの章が短く、また

長さもまちまちであることが挙げられる。それは、この作品が記憶の断片を

綴ったものをつなぎ合わせることで、生まれたものであることを表す。つま

り、この作品では、ベトナムに帰還することではなく、ケベックにとどまり

記憶を再生することで、新たなアイデンティティを構築していく様が描かれ

る。そうして綴られるキム・チュイの記憶を通した語りは、これまでケベッ

クやカナダの文学で描かれることのなかった、ボートピープルとして母国を

脱出する際の過酷な状況や、マレーシアでの難民キャンプでの悲惨な生活、

そしてケベックに移民し、ケベック人としてのアイデンティティを確立して

いく様を、克明に描くのである。先に挙げた中国系のイン・チェンや日系の

アキ・シマザキなど、他のアジア系ケベック作家の初期作品は、アジア系移

民の登場人物たちがケベックの社会や文化に対する「他者性」を持ってアイ

デンティティを形成していく様を描いていたが、キム・チュイの作品におけ

る登場人物たちがケベック人としてのアイデンティティを構築していく様

は、「間文化主義」的な特徴と読み取れる。

3.4.1. アイデンティティと臭覚

例えば、キム・チュイの作品において、主人公の女性がケベック人として

のアイデンティティを持つに至る経緯は、その臭覚に対する感覚によって表

現されている。臭覚はエスニック・アイデンティティを形成する際に大きな

役割を果たすとされているが、この関係について、ローラ・マークス

（Laura U. Marks）は、次のように述べている。

外国文化は臭覚によって劣等であるとされたり、エキゾチックなのとみなさ

れがちである。それは普遍的で、理解しうることであるが、あらゆる民族は

自分たちの世界の匂いを、他のどの匂いより好ましいと感じるのである。

（Marks, 2000, p.203）

キム・チュイの作品では、ケベックに到着した当初の時期における、ベトナ

ム系の女性主人公の臭覚が、次のように描かれる。

90



91

ケベックのアジア系女性文学と「間文化主義」

ケベックに来た最初の数年は、私の服は、湿気と食べ物の匂いがした。なぜ

なら、洗濯の後、洗濯ものを部屋の中につるしていたからだ。毎晩、私が見

るものは、チベットの祈祷の旗のように部屋を横切ってつるされる色とりど

りの洗濯ものだった 5。（Thúy, 2009, p.116）

それに対して、ケベック人のクラスメートの匂いについては、以下のように

表現される。

何年もの間、クラスメートの服の柔軟剤の匂いを嗅いでいた私は、古着の袋

をもらった時に、その匂いを嗅いで幸せを感じた。私はこの匂いに夢中だっ

た。（Thúy, 2009, p.116）

やがて、この「ケベックの匂い」は、しばしケベックを離れ、ベトナムに滞

在した際に、彼女にホームシックを感じさせるようになる。

ギヨームをハノイの空港に迎えに行った時に、ケベックの柔軟剤の匂いを嗅

いで、思わず泣いてしまった。そうして私は、初めて私の「居場所」がケベ

ックにあることを発見した。（…）私は初めて「バウンス」6 でホームシックに

なった。（Thúy, 2009, p.115）

エスニック・マイノリティ作家の作品では、母国の文化の匂いを通してア

イデンティティを形成していく様がしばしば描かれており、特にその匂いと

は、母国の食文化の匂いであることが少なくない。例えば、日系カナダ人作

家のヒロミ・ゴトー（Hiromi Goto）の作品『キノコの合唱』（Chorus of

Mushrooms）では、日本の食事との関わりを通して、日系としてのアイデン

ティティを形成していく日系人少女の成長過程が描かれる。そうした食文化

がエスニック・アイデンティティの形成過程で果たす役割について、ゴトー

の主人公である日系二世の少女「ムラサキ」は、作品の中で次のように述べ

ている。

食は異文化の表面的理解でしかない、と言う人がいる。実は、何も学んでい

ないと。決してそんなことはない。食こそ基本だ。食べることで、人間は成

長するのだから、食こそ出発点なのだ。食べて、飲んで、そして、人は大声

で笑ったり、叫んだりするのだから。（Goto, 1994, p.201）



ムラサキはまた、「白人」のカナダ人の友人に指摘され、自分がアジア系の

匂いとされる「シイタケ」の匂いを持つことに気づく。こうして、日系カナ

ダ人のムラサキは、白人のカナダ人との臭覚の対比から、日系人としてのエ

スニック・アイデンティティを再認識するようになっていく。

一方で、キム・チュイの作品では、アイデンティティの確立に大きく関与

する食文化の匂いとは、母国のベトナムの匂いではなく、移民先のケベック

のものである。例えば、語り手の女性の兄は、ベトナムの食習慣ではなく、

ケベックで身に付けた北米の食習慣を好み、それはその後の彼の人生におい

て、最初の「停泊地」を象徴する。

徐々に私たちは、牛乳をかけないライス・クリスピーを食べるようになった。

兄たちは、トーストにジャムを載せて食べるようになった。下の兄は、毎朝

二枚のトーストに、バターとイチゴジャムを塗って食べた。転勤した先のニ

ューヨークでも、ニューデリーでも、モスクワでも、サイゴンでも。（…）こ

の前、兄を訪れた時、あの染みのついたトースターが、棚の中にあるのに気

づいた。それは、あちこち移動する時に、彼が一緒に持っていく唯一の物で

ある。それがまるで、停泊地であるかのように。或いは、最初の停泊地の思

い出として。（Thúy, 2009, p.114）

彼女の兄にとって、最初の停泊地、つまり自分のアイデンティティを再認識

した場所とは、ケベックであったことが、このような食習慣から読み取るこ

とができる。

3.4.2.「間文化主義」と多文化への視点

ケベックに移民したエスニック・マイノリティたちがケベック人としての

アイデンティティを再構成する際の背景には、「間文化主義」という政治理

念が目指す「フランス系文化の共有」、つまり、移民作家たちのいう「ケベ

ックの人々の異文化に対する寛大さ」（村上, 1999, p.17）があるといえる 7。

例えば、ケベックでは、日系作家であるアキ・シマザキの作品は、フラン

ス語を母国語とする作家とは異なる独特の文体によって、「日本文化とフラ

ンス系カナダ文化の間に新たな文学を生み出した」（Hince,1999, p. D6）とし

て、高く評価される 8。チュイの作品では、こうしたケベックの人々の「異
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文化に対する寛大さ」は、ベトナム系の女性主人公がケベックに到着した当

初に抱いていた印象について語る場面に描かれる。

その間のグランビー 9 は、地上の楽園だった。難民キャンプにいた時と同じ

くらいたくさんの虫さされができていたにもかかわらず、この世でこれほど

素晴らしい場所は、想像することができなかった。（Thúy, 2009, p.35）

また、彼女がケベックに移民し、様々な経験をしていく際に、彼女がケベッ

クの文化に馴染むことを常に助ける様々なケベック人たちの姿が、作品全体

を通して描かれる。その過程で語り手の女性は、ケベック人たちの姿を「母」

のようであり（Thúy, 2009, p.19）、また「天使のようであった」（Thúy, 2009,

p.32）と表現する。

この作品の最後で、語り手「私」は、ケベックの自然を描写する。その語

りの中に読み取ることができるベトナム系移民女性の視点とは、他者として

そのエキゾティックな美しさを愛でるものではなく、ケベックの人々が共に

生き慈しむ自然に対する視点である。

その国では、牡丹の香りは、もはや単なる匂いではなく成熟を意味し、秋の

楓の赤い葉は単なる色づきではなく感謝を意味し、一つの国はもはやある場

所ではなく、揺籠となる。（…）そこでは、手を広げることは、単なる動作で

はなく、愛情の表現でしかない。眠りに落ちる時、目を覚ます時、日々の生

活の中で、繰り返されているように。（Thúy, 2009, p.142-143）

この作品では、ケベック社会の一員として、またケベック文化の担い手の一

人として受け入れられたアジア系ケベック人の姿が描かれる。これは、近年

見られるケベック文化の一側面である。こうして、ケベック元来のフランス

系文化と移民文化が融合することによって生まれたケベック文化は、英系カ

ナダ文学ともフランスの移民文学とも異なる特徴を持った文学空間をケベッ

ク文学に創り出すのである。

5. おわりに

現代ケベック文学では、アジアの様々な地域出身の移民作家の作品が現れ、

それぞれがケベックだけでなく、カナダ内外で高い評価を得ている。これら
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の作品は、1980 年代以前にはケベック文学に見られなかった文化を背景と

して描かれており、ケベック社会の移民に対する態度の変遷を克明に描くこ

とで、移民たちのもつ価値観をケベック文学に提示してきたといえる。この

価値観は、カナダ連邦の「多文化主義」とは一線を画し、それぞれの「民族

性」を保持しながら、ケベック文化を創り出そうとするケベック独自の「間

文化主義」という政治理念の登場と密接に関連する文学的特徴であるといえ

るであろう。そして、移民たちの文化と価値観を共有することで作り出され

るケベックの文学は、フランス系文化とエスニック・マイノリティ文化の融

合した多彩な文化空間を生み出し続けているのである。

（やまで　ゆうこ　明治大学兼任講師）

注

1 2000 年以降に英語で出版されたベトナム系アメリカ文学の代表的な小説作品

としては、lê thi diem thúy, The Gangster We are Looking For (2003); Monique

Truong, The Book of Salt (2003); Dao Strom, Grass Roof (2003) ; Aimee Phan, We

Should Never Meet (2004) ; Samantha Lê, Little Sister Left Behind (2007) ; Lac Su, I

Love You Are For White People (2009) などがある。

2 Bouchard, Gérard, et al.,« Après la commission Bouchard-Taylor: Relancer le débat

sur l'interculturalisme » より引用したものを翻訳。なお、ブッシャール、テイラ

ー共著、竹中豊、飯笹佐代子、矢頭典枝訳『多文化社会ケベックの挑戦』（明

石書店、2011 年）にも、同氏らによる「間文化主義」の定義が引用されている

（同訳著 p.76-77）

3 ロバンは、フランス系や英系でない移民作家たちは、「外国人とされながら

も、ケベックの文化を作り出している」とし、このような移民作家たちを「ネ

オ（新）・ケベック人」と呼ぶ。それは、彼らが単に「新しい」というだけで

なく「彼らの作品の持つ母国の文化やその記憶、多様性が、新たな創造性をも

たらすような人々のことを指す」としている。（Robin, « Sortir de l’ethnicité »,

p.27）

4 例えば、日系カナダ人作家であるケリー・サカモト（Kerri Sakamoto）の作品

『一億の魂』（One Hundred Million Hearts, 2003）では、日系三世の女性主人公が

アイデンティティの拠り所を求めて日本へ旅立った後、日本人としてではなく、

日系カナダ人としての自分自身を見出し、新たなアイデンティティを構築して

いくさまが描かれる。
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5 本論考におけるキム・チュイの作品の引用箇所には、キム・チュイ著、山出

裕子訳『小川』（彩流社、2012 年）の翻訳を参照する。

6 「バウンス」（Bounce）は、カナダで広く使われる柔軟剤の名称。

7 アキ・シマザキは『日加タイムス』のインタビューにおいて、フランス語で

作品を書き始めた経緯について、ケベックの人々の寛大さに後押しされたこと

を語っている。（村上侑子「インタビュー、アキ・シマザキ」『日加タイムス』

（1999 年 6 月 25 日）: p. 16-17）

8 ダビッド・ヒンス（David Hince）は、ケベックの有力新聞 Le Devoir の書評

で、アキ・シマザキの文体を「俳句のようにリズミカルな文体」と評した。

（David Hince, Le Devoir (le 11 avril, 1999) : p. D6）

9 「グランビー」（Granby）はケベック州東部にある都市の名称。

参考文献

Bach Mai. (1985) D’ivoire et d’opium. Sherbrook: Éditions Naaman.

————. (2009) Hier encore Saigon. Paris: L’Harmattan.

Bhabha, Homi K. (1996) The Location of Culture. London: Routledge.

Bouchard, Gérard, et al. (2011) « Après la commission Bouchard-Taylor: Relancer le débat

sur l’interculturalisme ». Le Devoir (le 2 mars). 

ブシャール、ジェラール、チャールズ・テイラー著（2011）『多文化社会ケベック

の挑戦』竹中豊、飯笹佐代子、矢頭典枝訳、明石書店。

Chen, Ying. (1992) La mémoire de l’eau. Paris: Babel.

————. (1993) Les lettres chinoises. Paris: Babel.

————. (1995) L’ingratitude. Montréal: Leméac/Actes Sud.

Connell, Liam, and Nicky Marsh, eds. (2011) Literature and Globalization: A Reader.

London: Routledge.

Goto, Hiromi. (1994) Chorus of Mushrooms. Calgary: NeWest Press.

Hince, David. (1999) « Troublantes confessions: Des débuts au delà de toute espérance ».

Le Devoir (le 11 avril) , p.D6.

Kao, Lan. (1998) Monkey Bridge. New York: Penguin.

Kim, Elaine. (1984) Asian American Literature: An Introduction to the Writings and Their

Social Context. Philadelphia: Temple University Press.

Kristeva, Julia. (1969) Semeiotike: Recherches pour une sémanalyse. Paris: Seuil.

Lê, Linda. (2001) Les Trois Parques. Paris: Bourgois.

————. (2010) Cronos. Paris: Bourgois.

Lefèvre, Kim. (2008) Metisse blanche suivi de Retour à la saison des pluies. Paris: Éditions



96

Phébus. 

————. (2007) Moi, Marina la Malinche. Paris: Éditions Phébus. 

Marks, Laura U. (2000) The Skin of the Film: Intercultural Cinema, Embodiment and the

Senses. Durham: Duke UP.

Moura, Jean-Marc. (1999) Littératures francophones et théorie postcoloniale. Paris: PUF.

村上侑子（1999）「インタビュー、アキ・シマザキ」『日加タイムス』（6 月 25

日）: p.16-17.

Nguyen, Nathalie Huynh Chau. (2003) Vietnamese Voices: Gender and Cultural Identity in

the Vietnamese Francophone Novel. DeKalb, IL: Northern Illinoi University.

Ravi, Srilata. (2002) « Revisiting Vietnam, Locating Home in Kim Lefèvre’s Retour à la

saison des pluies ». International Journal for French Studies 5-1(2002): p.39-46. 

Robin, Régine. (1992) « Sortir de l’ethnicité ». Métamorphoses d’une utopie. Eds. Jean-

Michel Lacroix et Fulvio Caccia. Paris: Presses de La Sorbonne nouvelle / Éditions

Triptyque.

Sa, Shan. (2000) Porte de la Paix céleste. Paris: Gallimard.

————. (2003) La Joueuse de go. Paris: Gallimard.

Sakamoto, Kerri. (2003) One Hundred Million Hearts. Toronto: A. Knopf Canada.

Selao, Ching. (2011) Le roman vietnamien francophone: Orientalisme, occidentalisme et

hybridité. Montréal: Les presses de l’Université de Montréal. 

Shimazaki, Aki. (1999) Tsubaki. Montréal/Paris : Leméac/Actes Sud.

————. (2001) Tsubame. Montréal/Paris : Leméac/Actes Sud.

————. (2004) Hotaru. Montréal/Paris : Leméac/Actes Sud.

Thúy, Kim. (2009) Ru. Montréal: Éditions Libre Expression.

チュイ、キム（2012）『小川』山出裕子訳、彩流社。

Thuy Pelaud, Isabelle. (2011) This is all i choose to tell: History and Hybridity in

Vietnamese American Literature. Philadelphia: Temple University Press.

Tran, Dan, eds. (1995) Once upon a Dream...: The Vietnamese-American Experience.

Riverside, NJ: Andrews Mcmeel Publishers.

植木照代監修（2011）『アジア系アメリカ文学を学ぶ人のために』世界思想社。

Yeager, Jack A. (1987) The Vietnamese Novel in French: A Literary Response to

Colonialism. Hanover: University Press of New England.

謝辞：本稿は「2011 年度日本ケベック学会留学・研究助成金」の助成を受け行っ

た研究の成果をまとめたものである。この場を借りて関係各位に感謝申し上げたい。



要約

ガブリエル・ロワの『アレクサンドル・シュヌベール』（1954 年）とアン

ヌ・エベールの『お邪魔？』（1998 年）は、それぞれ舞台やテーマ、手法が

異なることから、これまで比較の対象とされることがなかった。しかしなが

ら、双方の作品に共通した点「病院」に注目することにより浮かび上がって

くるのは、時と場所を超えて 2 人の作家が、現代社会から取り残されてしま

った「ひとりの人間」を描き出そうとしていた姿勢である。本稿ではこのよ

うな視点から、各作品の主要人物アレクサンドルとデルフィーヌの社会的立

場の分析をし、彼らと病院の関係からいかなる社会の諸相が読み取れるのか

考察する。

Mots-clé : Gabrielle Roy, Anne Hébert, hôpital, société moderne

キーワード：ガブリエル・ロワ、アンヌ・エベール、病院、現代社会

Introduction

Ces deux œuvres, Alexandre Chenevert (19541) de Gabrielle Roy et Est-ce que

je te dérange ? (19982) d’Anne Hébert, ne se ressemblent guère. Elles ne partagent ni

les mêmes thèmes ni les mêmes techniques littéraires. Au moins à première vue.

Cependant, ce qui nous éclaire sur la thématique de l’hôpital, point de convergence
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entre les deux romans, c’est la question qui se pose sur la relation d’un individu avec

la société moderne. Dans Alexandre Chenevert, il s’agit de la normalisation d’un

homme selon les symptômes de sa maladie. Pour Est-ce que je te dérange ? le

personnel médical représente un monde que Delphine craint. Celui-ci méprise et

traite cette dernière comme une étrangère.

Alexandre et Delphine vivent dans la solitude, car ils sont inaptes à la société

présentée. Au sujet de la société-solitude dans Alexandre Chenevert et Est-ce que je

te dérange ?, quelques études ont porté leur attention (Andron, 1996 et Drumond,

1991; Elder, 2010 et Ouellet, 2010). Mais l’analyse de cette image d’un étranger

dans les deux romans reste, semble-t-il, encore partielle. On tente souvent d’observer

les particularités des personnages, et l’on pose peu la question de la forme sociale,

qui peut orienter leur condition humaine vers une telle étrangeté. Et l’analyse de

l’hôpital nous aidera à bien faire ressortir des aspects sociaux. De sorte que l’on

envisage d’une manière approfondie dans quel cadre se passe l’histoire du roman.

Or, pourquoi Gabrielle Roy et Anne Hébert ont-elles décrit un tel personnage?

Quelle est l’image de la société reflétée par Alexandre et Delphine, et quel est le lien

avec l’hôpital? Au fur et à mesure des recherches sur ces questions, nous espérons

exposer la situation de chacun au cœur d’une sphère sociale, à savoir une

représentation de l’individu et de la société moderne. 

Décrire une société à travers le milieu hospitalier

Afin de mieux comprendre les analyses du texte, il nous semble judicieux de

proposer, pour commencer, une vue d’ensemble du terme « hôpital » ainsi que de sa

fonction générale dans la littérature.

C’est le philosophe Ivan Illich qui éclaire principalement nos hypothèses par

son ouvrage célèbre Némésis médicale (Illich, 1975). Comme ses autres travaux

focalisés sur l’école et le transport, l’auteur s’attaque à l’ensemble du concept de la

contre-productivité sur le plan individuel. Selon lui, le monde médical renseigne sur

les aspects problématiques de la société moderne, entièrement dominée par la vie

professionnelle. Ce qui confère un caractère distinct à cette société, c’est la tendance

à accorder une importance aux professions authentifiées. L’idée à considérer est que

la nature de l’individu est éliminée dans cette société, car ce type de société offre une

situation privilégiée seulement pour ceux qui ont une profession établie. Sous le
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contrôle de la profession de santé, les humains malades sont classés en catégories et

perçus à travers des stéréotypes : « [il] en résulte une perte d’autonomie dans l’action

et dans le contrôle du milieu » (Illich, 1975, 47). C’est ainsi que le milieu médical

illustre ce mode de vie homogène.

En effet, nous posant notre regard sur le rapport entre les personnages et

l’hôpital dans la littérature, il apparaît une image de la perte d’individualité. C’est-à-

dire que les soins médicaux sont en priorité axés sur l’élimination du mal, et non pas

sur l’individu qui souffre de ce mal. Cette image de l’institution médicale se

manifeste, par exemple, d’une manière nette et pourtant ironique, dans La Mort

d’Ivan Ilitch (18863) de Léon Tolstoï. Dans ce roman caractéristique de la condition

sociale, le médecin à la clinique a autant de pouvoir qu’un juge au tribunal, et pour

cette raison le protagoniste Ivan se sent traité comme un objet, un objet qui est à

classer parmi les autres. À la clinique, comme au tribunal, un être est classifié selon

tel état ou telle situation. 

[Ivan] s’y rendit. Tout se passa ainsi qu’il s’y attendait et ainsi que cela se passe

toujours. Longue attente, mine solennelles, doctorales et qu’il connaissait bien, car il

agissait de même au tribunal; auscultation, questions habituelles, exigeant certaines

réponses déterminées à l’avance et évidement inutiles, un air important qui signifiait :

vous autres vous n’avez qu’à nous obéir et nous arrangerons tout; nous savons bien,

sans le moindre doute, comment on arrange les choses, toujours de la même façon,

quel que soit le patient […] Le médecin disait : « Ceci est cela indiquent que vous avez

ceci et cela; mais au cas où l’analyse ne le confirmerait pas, il faudrait supposer que

vous avez ceci- et cela. Et si l’on suppose…, alors…, etc. » (MI, 53).

Par cette image du « traitement standardisé » (Illich, 1975, 145), Tolstoï décrit une

forme de la perte d’autonomie. Mais pourquoi ? C’est parce que la modernité et le

progrès scientifique ne le convainquent pas. En particulier, il y avait en lui, Tolstoï,

une profonde méfiance envers le régime bureaucratique de la société russe de son

époque, et cette méfiance l’a amené à la création du roman La Mort d’Ivan Ilitch,

d’une grande notoriété4. Étant donc une institution sociale, l’hôpital incarne tout ce

que Tolstoï a à reprocher à la société.

Compte tenu de ces préliminaires, nous étudierons maintenant respectivement
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Alexandre Chenevert et Est-ce que je te dérange ?

Alexandre Chenevert : une société collective

Ce roman de Gabrielle Roy présente une histoire d’un homme, Alexandre

Chenevert, et de sa relation particulière avec une société de l’après-guerre, à

Montréal. En progression comme au reste du monde à cette période, la société a

participé à la croissance économique et la mondialisation. En fait, le concept du

roman Alexandre Chenevert a vu la lumière, durant son séjour en Europe entre 1947

et 1950, lorsque la romancière avait été inspirée « par la vue d’étrangers faisant la

queue devant un bureau du gouvernement » (Ricard, 2000, 339). C’était une période

où Gabrielle Roy, un peu désenchantée, ressentait les défaillances de la société

contemporaine, qui ne lui semblait pas vraiment guider les hommes vers un meilleur

futur malgré les progrès accomplis. L’auteure s’est notamment penchée, parmi ses

déceptions de la modernisation, sur « la condition est les souffrances d’un

personnage de petit employé, perdu au milieu d’une foule anonyme et qui doit se

débattre seul pour atteindre son salut » (Ricard, 2001, 85). C’est dans ce contexte-là

que Gabrielle Roy a écrit Alexandre Chenevert, et plus précisément fait naître

Alexandre, un homme qui est tellement ordinaire que l’on ne lui attribue aucun

caractère. Dès lors, l’hôpital quel rôle joue-t-il ?

* * *

Dans ce roman, comme le remarque Martha G. Hesse il est question de « la

multitude anonyme » (Hesse, 1985, 71). Malgré sa quête d’une raison de vivre, la vie

d’Alexandre reste celle des innombrables : travaillant comme caissier d’une banque à

Montréal, Alexandre y est identifié comme « le petit homme de la cage 2˚ » (AC, 31),

un être apparemment classé et distingué par numéro. Le caractère lambda de cet

homme se trouve dans sa vie elle-même. Sa vie consiste à « manger vite, un œil sur

l’horloge, au fond de quelque restaurent bruyant ; puis, la dernière bouchée avalée,

repartir à la course se mettre à l’ouvrage ; se coucher la tête pleine de chiffres ; se

lever fatigué, arriver à un autre soir... » (AC, 129). Rien de spécial n’appartient à

Alexandre, et sa vie quotidienne se déroule sans arrêt comme un moulin, accueillant

un autre médiocre soir. Or tout en existant dans une société dans laquelle

« [l’homme] moderne [hérite] d’une montagne de connaissances » (AC, 19),
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Alexandre, qui vit « [s]ans talent véritable pour s’exprimer » (ibid.), ne sait pas

partager ses idées avec autrui. Ses actions consistent souvent, pour cette raison, à

recevoir l’information plutôt que de l’exprimer : c’est-à-dire « écouter », « regarder »

et « lire ». Cet état d’incapacité à s’exprimer le rend même, en conséquence,

étranger. Et c’est dans tel état qu’Alexandre viendra voir le docteur Hudon pour son

mal de tête, mais pourra-t-il exprimer son mal ? Observons la scène de leur première

rencontre :

—Qu’est-ce que vous amène ? De quoi souffrez-vous exactement ?

—Exactement… reprit Alexandre en approchant sa chaise et mieux disposé. —Car s’il

y avait un sujet au monde qu’il connaissait, ce devait être celui-là. Pour ainsi dire, il se

trouvait être le seul à le connaître de source sûre. Pourtant, ses premières explications

n’eurent pas l’air de plaire au médecin. [...] Souvent c’était comme un petit marteau

qui frappait sa tempe droite. Il avait eu mal à la tête pour ainsi dire toute sa vie; il se

sentait vexé de ne pas arriver à en parler avec l’assurance qu’une si longue expérience

eût acquérir. Tant de questions précises tendaient aussi à introduire le doute sans

l’esprit. Avait-il vraiment souffert de la tête? (AC, 121, nos italiques).

La tentative de description de sa migraine a échoué, car il lui était, semble-t-il,

impossible d’employer des mots exacts. Cette exigence de l’explication rend

Alexandre confus, et cela dévoile un manque de confiance en soi.

Il y a cependant une autre remarque à faire sur ce passage, où se rencontrent

Alexandre et le docteur Hudon. Ce dernier, qui ne cherche pas vraiment à

comprendre ce dont le premier souffre, exige des « expressions précises » de la part

de son patient. En d’autres mots, le médecin décide de manière totalitaire de ce qui

est bon ou non pour son patient. Quasiment à sens unique, la forme de conversation

se fait, du médecin vers le patient. Et cette relation unilatérale provoque une

négligence de la part du docteur Hudon, quand le nom d’Alexandre Chenevert passe

pour « Chênevert ». Tout cela est une réflexion sur la manière dont le traitement est

standardisé5 ; ce qui nous rappelle les passages de La Mort d’Ivan Ilitch, que nous

avons vus plus haut.

Contrairement à Alexandre souffrant d’incapacité à communiquer, la société

entière ne cesse de lui parler. C’est des placards publicitaires ou des affiches qui lui
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dictent en fait quoi faire, et qui paraissent comme une antithèse du personnage :

« BUVEZ PEPSI-COLA » (AC, 206); « LISEZ L’AVENIR DU PAYS. IL DIT LA

VÉRITÉ » (ibid.). Dans ce genre d’annonce, la phrase commence souvent par un

mode impératif d’autorité, et c’est en effet de cette manière que la société

communique avec Alexandre, tandis que les messages lui semblent des conseils de

savoir-faire, mais un peu flous « sans préciser davantage » (AC, 230). Ces messages

se résument à une seule fonction : insister.

D’ailleurs les placards et les affiches, qui font partie de la communication de

masse, imposent à tous les citoyens quoi faire et quoi acheter. Or cette même relation

unilatérale se retrouve sur le plan médical :

FAITES-VOUS EXAMINER À TEMPS

LE CANCER PROGRESSE SOURNOISEMENT… (AC, 225).

FAITES-VOUS SOIGNER À TEMPS…

LE CANCER EST GUÉRISSABLE AU DÉBUT (AC, 229).

D’une manière plus nette, ce sont les conseils constituants des repères inscrits

dans la vie quotidienne. Les messages sont un peu des commandements émanant

d’une société qui prend toutes les initiatives concernant la prévention ainsi que les

soins de toutes les maladies, voire un contrôle de la pensée des patients. De la société

au citoyen lambda, l’essentiel d’une telle suggestion est de déterminer le bon moment

pour se faire examiner ou se faire soigner. Pourtant qui décide de ce bon moment ?

D’après Illich, c’est la société en question qui, via le milieu médical, s’en occupe à la

place des individus. En effet, ceux-ci savaient autrefois, certes de manière

simplissime, s’occuper de façon autonome d’eux-mêmes.

* * *

Vers la fin du roman quand Alexandre, atteint d’un cancer, est hospitalisé, on

voit encore mieux la nature de l’institution hospitalière comme l’exprime ainsi un

critique d’Illich : « toute expérience humaine risque d’être employée comme un

matériau » (Achterhuis, 1991, 50). L’emploi de l’expérience humaine comme un

matériau permet que l’on maintienne un service ponctuel ou routinier, toujours au
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même niveau, et au même rythme, tel un travail à la chaîne. Déjà, à la banque où

travaille Alexandre, la personne était absente. La description des caisses comme « cinq

cages identiques » (AC, 30) ainsi que l’apparence de ce lieu inhumain « sans saison »

(AC, 68) renvoient à la nature d’une institution bancaire. Car l’institution bancaire

propose de façon mécanique ses services financiers aux clients. Afin d’assurer à la

clientèle un service ponctuel, on exige un contrôle permanent, une surveillance. À la

banque l’horloge, qui symbolise le poids du temps, joue le rôle de contrôle6. Or

l’hôpital faisant partie de l’institution spécialisée comme la banque, il offre aussi de

manière répétitive des services banalisés.

Un dernier exemple de la banque avant de passer à l’hôpital. Dans ses échanges

avec les clients, Alexandre emploie souvent les verbes « devoir » et « pouvoir » dans

le but surtout d’exprimer l’obligation et la limitation : « Vous ne devriez pas » (AC,

33); « je ne fais que mon devoir » (ibid.); « vous ne pouvez pas » (AC, 39). Ce sont

des opérations stables que propose ce mode de traitement de la clientèle. À vrai dire,

la scène dans l’établissement hospitalier a le même ton qu’à la banque. La réception

par laquelle Alexandre passe en entrant dégage une ambiance très administrative

comme dans la banque :

Un cliquetis de clavigraphes [accueillit Alexandre et sa femme Eugénie]. Un téléphone

sonnait au coin, auquel on ne se hâtait pas de répondre. Des allées et venues rapides

sillonnaient les corridors. L’hôpital, dès l’accueil, ne différait pas trop d’un bureau

d’affaires : un comptoir, des affiches, un centre de renseignements, et puis, une espèce

de guichet (AC, 235).

L’accueil des malades n’est pas vraiment fait par des personnes, mais plutôt par

les sons de la technologie moderne, dont on a besoin pour pouvoir rapidement offrir

tel service ou tel soin. Sans contact humain direct, mais pour bien faire activer le

fonctionnement de cette institution, « comme partout, il s’ [agit] de remplir des fiches »

(AC, 235). Car ficher les gens aidera l’opération institutionnelle à se dérouler plus

vite et sans incident7. Ainsi, le service au nom de « soin médical8 » dans le cadre de

la fonction de l’institution hospitalière ne diffère pas de celui de la banque.

L’abbé Marchand, qui viendra voir Alexandre alité, offre à son tour son aide

religieuse parmi tous ces soins hospitaliers. En raison de la gravité de maladie
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d’Alexandre, on lui impose une obligation de penser à Dieu, qui améliorera son état

spirituel. Le fait est que le prêtre est décrit comme « la police de Dieu » (AC, 245)

tenant le rôle de la surveillance divine. La vérification de la foi, c’est ce à quoi l’abbé

s’intéresse avant tout. Ainsi le religieux viendra au lit d’Alexandre, qui vient d’entrer

à l’hôpital, ne sentant pas sa mort proche. Or l’abbé Marchand justifie par exemple

sa venue ainsi : « il valait mieux ne pas attendre pour se mettre en règle avec notre

Juge » (AC, 246). Même dans sa tâche si humanitaire, il ne voit que sa propre

satisfaction professionnelle, voire égoïste : « Est-ce tout ? » (ibid.); « Vous, voilà

délivré » (ibid.); « Dieu vous a pardonné. Vous n’avez plus à vous inquiéter, à vous

questionner, dit-il avec rondeur » (ibid.). Cet homme d’église, qui orchestre le

moment le plus sensible d’une vie sans « grande délicatesse de sentiments » (AC,

243), trouble totalement Alexandre qui vient de se faire hospitaliser. Pour Alexandre,

sa croyance se fait mettre ainsi sous surveillance, un service au sujet de la foi offert

par l’abbé Marchand. Comme une sorte de « mainmise » (AC, 236), un contrôle

absolu est exercé au centre hospitalier sur des patients ainsi que sur leur foi.

* * *

Résumons notre analyse du roman Alexandre Chenevert. À travers l’hôpital

décrit dans cette œuvre, nous avons pu faire ressortir plusieurs d’aspects de la société

moderne, notamment la question de l’être humain dans un monde qui normalise tout

et tous pour faciliter des tâches. Cette histoire d’Alexandre comprend en effet moins

d’aspects régionaux qu’un autre roman bien reconnu de Gabrielle Roy, Bonheur

d’occasion. Mais comme le souligne Michel Biron, le dépassement de l’espace

québécois dans ce roman offre « une vision qui parait plus proche de nous que ne

pouvait l’être celle de Bonheur d’occasion, liée à un monde où la notion de progrès

était centrale » (Biron, 2010, 104). À cette notion, l’appui de la thématique d’hôpital

dirigera le lecteur sur une réflexion sur l’avenir de ce que produit une société

moderne.

Est-ce que je te dérange ? : un monde logique

Comme dans les autres œuvres romanesques d’Anne Hébert, le roman Est-ce

que je te dérange ? oriente le lecteur vers un univers de songes, par des phrases

poétiques et des métaphores. En plus des grands thèmes chez Anne Hébert tels que le
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secret et la mort9, qui sont aussi présents dans ce roman, la romancière semble

particulièrement s’être intéressée à la place de l’individu dans la société actuelle.

« C’est l’image d’une toute jeune fille », comme le rapporte Marie-Andrée

Chouinard dans son article rédigé lors d’une entrevue avec Anne Hébert, « rencontrée

au hasard d’une sortie à Paris, qui a provoqué l’écriture de ce récit » (Chouinard,

1998). Suite à cette explication, Anne Hébert raconte, dans le même article, son

inspiration à propos de l’histoire d’un personnage socialement dépossédé :

« Je (Anne Hébert) revenais d’un concert avec des amis, et près de ma porte il y avait

cette jeune fille âgée de 16 ou 17 ans. Lorsqu’elle m’a entendue, elle a levé la tête avec

peur. Et ce regard apeuré m’a beaucoup fait réfléchir sur ces gens sans domicile, en

marge de la société, souvent en fuite. […] C’est en pensant à une fille comme ça,

complètement sans peau, sans horizon, qu’est née Delphine » (Chouinard, 1998, nos

italiques)

Or Delphine, personnage principal de l’histoire Est-ce que je te dérange ? suit

Patrick dans l’espoir de trouver sa place dans la vie. Cet espoir va jusqu’à lui

provoquer une grossesse nerveuse pour forger sa propre identité, à savoir être « la

femme de Patrick ». Entre temps, Delphine réagit au monde qui a l’air de la mépriser

et de la traiter comme inadaptable. Ce monde qui la rend mal à l’aise s’expliquera

par l’analyse sur l’hôpital.

* * *

Si nous déterminons le statut de Delphine dans la société présentée, c’est une

orpheline qui ne sait pas du tout vivre par elle-même. Delphine cherche son adoptant,

et d’ailleurs elle s’explique de ses poursuites de Patrick ainsi : « Moi dans l’espoir

qu’il m’emmène chez lui et m’adopte » (ED, 15, nos italiques). De même que dans

cette phrase, relevons l’emploi du verbe « emmener », qui paraît à plusieurs reprises

dans la sphère des déroulements des rapports qu’entretient Delphine avec les autres :

« Stéphane l’a emmenée » (ED, 40); « On l’emmène sur les berges » (ED, 43); « Patrick

Chemin qui m’a emmenée à la ville » (ED, 44); « [Patrick] m’emmène » (ED, 60).

Parce que Delphine est passive comme une enfant, l’initiative n’est presque jamais

prise par elle. Elle attend que quelqu’un vienne et l’amène ailleurs afin de s’occuper
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de tout pour elle et aussi d’elle-même. À supposer qu’il y ait un esprit d’initiative

chez cette fille mentalement enfant, ce n’est que la conséquence d’une envie en tant

que gamine pour quelque chose, voire un caprice.

Ainsi, pour devenir la femme de Patrick ou plutôt une personne prise en charge

par Patrick, Delphine persiste dans sa grossesse imaginaire. Être enceinte et se marier

à Patrick, ces deux volontés de Delphine vont, en fait, toujours ensemble, car c’est

pour elle la manière la plus logique de devenir la femme de quelqu’un : « Ça ne peut

durer comme ça. Je suis enceinte. La vraie femme de Patrick, c’est moi. Il faudrait

qu’il s’en rende compte » (ED, 45, nos italiques); « [...] il m’épousera. C’est bien

obligé. Je suis enceinte » (ED, 58, nos italiques). Dans sa logique à elle, l’hôpital

reste pour Delphine un lieu où elle accouchera ; ce sera un lieu aussi où son

mensonge sera dévoilé au grand jour; elle ratera par conséquent sa tentative d’être

adoptée. Or par crainte que la vérité ne soit découverte, Delphine refuse à tout prix

d’aller se faire examiner par le médecin. Quand Edward mentionne le mot « médecin »

par exemple, elle en fait toute une histoire :

Je lui demande si elle a vu un médecin depuis son arrivée à Paris. Les dents de

Delphine cognent sur le bol de thé. Elle me regarde, outrée. Dit qu’il ne faut pas lui

parler de médecin, jamais, ou elle se jette dans la Seine (ED, 68)

J’ai aussitôt parlé de médecin et d’hôpital à Delphine. [...] Elle s’est précipitée dans

l’escalier (ED, 77). 

Ces réflexes de protection vis-à-vis du monde médical s’expliquent certes par une

grande peur de voir son délire mis à jour.

Toutefois, ce n’est pas seulement parce que cela signifiera la fin de sa grossesse

que Delphine a grand peur du médecin. Cette fille s’effraie aussi, semble-t-il, du

regard d’autrui. Déjà, la société environnante ainsi que la foule sont décrites comme

des géants, comme ceux qui tiennent Delphine à l’œil. Elle cherche à se faufiler entre

eux. À la gare par exemple, Delphine craint d’être vue par la foule, laquelle serait

contre elle : « je (Delphine) suis sûre que toutes ces personnes en partance m’ont

jugée au passage et condamnée » (ED, 66). Elle cherche ensuite à « [se] cacher à

nouveau bien au fond » après la fin de sa grossesse imaginaire, car « [elle] ne veu[t]
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pas qu’on [la] voie » (ED, 98). Mais quel est exactement cet effroi qui habite

Delphine ? Pourquoi est-ce si effrayant pour elle d’être vue ? Et y a-t-il des liens

avec l’hôpital ? Pour répondre à toutes ces questions, nous allons examiner plus

attentivement, dans la prochaine section, une figure problématique de la société dans

Est-ce que je te dérange ?. Celle-ci aurait affaire au personnel médical, à savoir le

monde logique.

* * *

Dans Est-ce que je te dérange ? la scène de l’hôpital se situe, pour Delphine, à

un point tournant; et pour l’histoire du roman lui-même. En premier lieu se pose la

question de sa grossesse : si elle est fausse ou vraie. En seconde lieu, il s’agit de la

transformation du statut social de Delphine. Elle passe de celui d’une orpheline qui a

besoin de soins et d’un foyer, ce qui la pousse à s’imaginer être enceinte, à celui

d’une femme jugée folle10. Au moment exact de la perte de son fœtus fictif, son

espoir d’être adoptée disparaît, et en se sentant ainsi abandonnée, Delphine se trouve

étrangère absolue en raison de sa folie. À travers cette altération sociale de Delphine,

on peut penser qu’alors que sa situation d’orpheline pouvait camoufler ses

comportements quasi incompréhensibles ou anomaux et donc les faire accepter, sa

folie, elle, pose un problème plus important pour la société. Delphine deviendra

maintenant une personne totalement non adoptable où que ce soit :

On m’a volé mon enfant à l’Hôtel-Dieu. On a dit qu’il était mort. On a dit que j’étais

folle à lier. Comment veux-tu que je travaille comme tout le monde ? (ED, 113).

On ne comptera pas Delphine parmi « tout le monde », et cette image

rédhibitoire est établie dans un établissement médical, par le verdict de sa folie. 

Quand le rôle de l’hôpital est de procurer un statut décisif à Delphine, sa peur de

se faire examiner par le médecin semble, d’un autre côté, avoir un rapport avec « le

regard »; celui-ci qui observe cette fille et a tendance à la juger. Le regard jeté par le

personnel médical par exemple, issue d’une observation attentive, deviendra la

première action qui consiste à examiner Delphine, et ensuite à la définir. C’est-à-dire,

les deux affolements chez Delphine — la nature de son effroi d’être vue et celle de sa

terreur de se faire examiner par le médecin — sont liés. Cette idée en va ainsi chez
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les autres, la foule, et alors dans le roman Est-ce que je te dérange ? le regard

représente une première critique que l’on porte à Delphine11. Cette fille qui a à la fois

une grossesse nerveuse et se prend mentalement encore pour une enfant, ressent

toujours d’effroi de se faire observer, se faire examiner et se faire critiquer.

En ce sens, l’apparition presque au commencement du roman d’un médecin, qui

cherche avec difficulté les causes de son décès en examinant son corps, doit être

considéré comme un indice majeur de la compréhension de ce roman donnée par

l’auteure :

[Le docteur Jacquet] n’en finit pas d’examiner le corps de Delphine étendu sur mon lit.

Il ronchonne comme si cet examen le contrariait plus que tout au monde. Il n’a pas

l’air de croire à ce qu’il voit. […] Mon visage bleui par la barbe de la nuit semble

retenir son attention autant que les bras trop blancs de Delphine où il s’acharne à

chercher des traces de piqûre (ED, 17).

Le fait est que la fin de Delphine est ainsi soigneusement observée par le médecin ;

et de façon identique par la société. Que le docteur Jacquet examine le corps de

Delphine, c’est pour des raisons de bon sens, pour trouver des causes raisonnables et

donc convenable d’une mort mystérieuse. Et comme le docteur Hudon dans

Alexandre Chenevert, le docteur Jacquet demande à Edward des renseignements « plus

précis » (ED, 18) sur Delphine. Mais une nouvelle fois, comme dans le cas

d’Alexandre Chenevert, qu’est-ce qui détermine au juste ce qui est raisonnable ou

pas ? Dans Est-ce que je te dérange ? c’est le personnel médical qui a un regard de

juge. En d’autres termes, cette entité est un juge emblématique de la société dans

laquelle on élimine la folie, ou bien dans laquelle les incohérences ne sont pas

tolérées. En outre, le rôle du personnel scientifique étant d’examiner puis évaluer

avec une certaine autorité, la présence du docteur Jacquet dès le début du roman

révèle au lecteur quelle est la sphère sociale placée en marge de l’histoire de

Delphine12. Il s’agit d’une fille privée de raison qui ne parvient pas à retrouver sa

place dans un monde logique.

Or, jugée folle et donc inadaptable dans la société, Delphine cesse de vivre tout

simplement. Voilà la raison pour laquelle son décès a eu lieu sans blessures mortelles

ou sans maladies spécifiques apparentes. L’absurdité, si l’on veut, de sa vie ainsi que
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sa mort sont un thème prédominant, car le premier titre de ce roman était « Une mort

naturelle13 », c’est-à-dire une mort sans raison. Pourtant, de notre point de vue sur la

relation de Delphine avec l’hôpital, il préfigure une société qui ne fonctionne pas

sans la profession médicale et ses raisonnements incontestables. Ceci correspond en

effet à la société bureaucratique dans laquelle « [la] richesse d’information du milieu

naturel est dégradée par sa spécialisation » (Illich, 1975, 62).

* * *

Alors que l’histoire du roman Est-ce que je te dérange ? se déroule autour de

l’énigme de la vie de Delphine ainsi que de sa mort, l’analyse sur la thématique du

personnel médical nous offre un panorama de sa relation sociale. À travers cette

relation particulière, nous avons réussi à mettre en plein lumière son besoin d’être

adoptée et ensuite à faire apparaitre son effroi d’être observée, critiquée. Si Anne

Hébert a tenté de décrire ainsi un individu « en marge de la société », c’est pour

dépeindre notre vie, laquelle « [la plupart des humains] s’accommodent d’un monde

rangé et sans surprise » comme le souligne André Brochu (Brochu, 1999, 75).

Conclusion

Dans le présent article, qui analyse l’image et la fonction de l’hôpital dans les

romans Alexandre Chenevert de Gabrielle Roy et Est-ce que je te dérange ? d’Anne

Hébert, cette institution projette un thème social récurrent chez chacun des

romancières de cette société contemporaine. Pour Alexandre Chenevert, il s’agit de

l’émergence de l’anonymat issue de la croissance d’une société construite après la

Seconde Guerre mondiale. Cette société est décrite par l’intermédiaire du système

médical, y compris le médecin et l’institution hospitalière en entier. Au sein du

système social, l’hôpital normalise les malades ainsi que les services offerts. En ce

qui concerne Est-ce que je te dérange ? les professionnels de la santé sont

représentés comme des personnages équilibrés, par rapport à Delphine qui est

socialement inexplicable; de sorte qu’elle se trouve à cause d’eux démunie de son

statut social.

Alors que la question du progrès est un thème central dans l’œuvre de Gabrielle

Roy14, c’est la captivité qui se situe au cœur de l’univers d’Anne Hébert15. Cette

image de la captivité se manifeste, pour le cas d’Est-ce que je te dérange ? dans la
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relation emblématique qu’entretient Delphine avec la société qui privilège la

cohérence. Certes, il n’y a pas de place faite pour Delphine. Sa mort singulière

résulte ainsi de la primauté réservée aux êtres logiques.

Malgré des différences entre les deux œuvres, Gabrielle Roy et Anne Hébert

portent un regard identique sur les individus dissimulés dans la société moderne, sur

la place réservée à la condition sociale au sens le plus universel. Et c’est en mettant

l’hôpital en scène qu’elles ont bel et bien atteint leur but.

(SASAKI Nao, doctorante à Université Meiji)

Notes

1 Toutes nos citations renvoient à l’édition suivante : Gabrielle Roy (1995) Alexandre

Chenevert, Boréal. Désormais AC.

2 Anne Hébert (1998) Est-ce que je te dérange ?, Seuil. Désormais ED.

3 Toutes nos citations renvoient à l’édition suivante : Léon Tolstoï (1964) La mort

d’Ivan Ilitch : maître et serviteur, les trois morts, coll. « 10/18 », vol. 18. Désormais MI.

4 Dans l’univers de Tolstoï, « toute la spécialisation disciplinée ne produit que du

malheur, et ceux qui sont médecins, professeurs et fonctionnaires représentent

parfaitement, en ce sens, le mal de civilisation » (Kawabata, 1982, 33, nos traductions).

5 Il s’agit ici des hommes catégorisés « dans le cadre des jugements et des techniques

généralement admis par la profession » (Illich, 1975, 42).

6 Signalons l’omniprésence de l’heure précisée dans les scènes de banque, de sorte

qu’Alexandre agit toujours à l’heure : « À neuf heures moins vingt exactement » (AC,

29); « Dix secondes plus tard » (ibid.); « À dix heures » (AC, 32).

7 Notons aussi la quantité de services variée selon le prix: « Les prix variaient selon le

nombre-lit dans la chambre » (AC, 235). Cette image est liée à celle d’hôtel, où l’on

ordonne également de remplir des papiers à l’entrée.

8 Le terme « soin médical » au sein de la critique illichienne s’identifie à un service à

offrir dans l’industrie des soins.

9 Voir sur les sujets Gabriella Tagyey (2009); André Brochu (1999); Kelly-Anne M.

Maddox (1998).

10 À l’hôpital, la sage-femme « déclare » la grossesse nerveuse de Delphine (ED, 89).

11 Joanie Ouellet fait pour sa part son remarque sur ce regard problématique dans Est-ce

que je te dérange ? ainsi : « Le regard que posent les autres sur soi-même est évocateur
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de la différence et dénonciateur de la marginalité comportementale » (Ouellet, 2010, 50).

12 Cette structure du roman Est-ce que je te dérange? nous fait sans doute penser à un

autre roman célèbre d’Anne Hébert, Kamouraska : la scène où Elisabeth voit le dehors

par la fenêtre de sa chambre, démontre de quelle manière elle est enfermée et

socialement dépossédée.

13 « Il est vrai que ça me ressemble moins, admet-elle (Anne Hébert). Mon tout premier

choix de titre était Une mort naturelle, jusqu’au moment où je me suis rendu compte que

c’était exactement le titre de l’un des projets d’écriture d’Albert Camus, ce qui m’a fait

changer de cap » (Chouinard, 1998).

14 Voir à ce sujet Marc Gagné (1973).

15 Le mot « enferment » est également servi dans certaines études sur l’œuvre d’Anne

Hébert. Dans tous les cas, rappelons-nous une belle fois d’’Elisabeth tenue en captivité

dans Kamouraska, mais surtout l’image de Catherine enfermée dans une chambre, du

roman Les chambres de bois, nous offre une référence pertinente à ce thème. Voir aussi

sur ce sujet Féral (2006).

Bibliographie

Achterhuis, Hans (1991) « La critique du modèle industriel comme histoire de la rareté. Une

introduction à la pensée d’Ivan Illich », Revue philosophique de Louvain, Quatrième

Série, t. 89, n°81, p. 47-62. 

Andron, Marie-Pierre (1996) « La représentation du corps dans Alexandre Chenevert », dans

André Fauchon (dir.), Colloque international « Gabrielle Roy », Presses universitaires

de Saint-Boniface, p. 123-136. 

Biron, Michel (2010) « Le désir d’une île désert », dans Isabelle Daunais, Sophie Marcotte

et François Ricard (dir.), Gabrielle Roy et l’art du roman, Boréal, p. 93-105.

Brochu, André (1999) « Aspects du secret dans Est-ce que je te dérange ? », Lectures

d’Anne Hébert : aliénation et contestation, coll. « Cahiers Anne Hébert » n°1, p. 61-76.

Chouinard, Marie (1998) « Dérangeante: Anne Hébert », Le Devoir, 28 février, p. D1. 

Drumond, Denis (1991) « The Problem of the Other in Alexandre Chenevert », Australian

Journal of French Studies, vol. 28, n°2, p. 190-195.

Elder, Heather (2010) « Est-ce que je te dérange ? : whose narrative is it anyway ? », New

Zealand Journal of French Studies, vol. 31, n°2, p. 5-28.

Féral, Josette (2006) « Clôture du moi, clôture du texte dans l’œuvre d’Anne Hébert (1975) »,

dans Janet M. Paterson et Lori Saint-Martin (dir.), Anne Hébert en revue, Presses de

l’Université du Québec, p. 11-29. 



Gagné, Marc (1973) Visages de Gabrielle Roy : l’œuvre et l’écrivain, Beauchemin.

Hébert, Anne (1958) Les chambres de bois, Seuil.

————. (1970) Kamouraska, Seuil.

————. (1998) Est-ce que je te dérange ?, Seuil.

Illich, Ivan (1975) Némésis médicale : l’expropriation de la santé, Seuil.

Kawabata, Kaori (1982) Tolstoï, coll. « Héritage intellectuelle d’hommes », n°52, Kôdan-

sha (en japonais).

Maddox, Kelly-Anne M. (1998) « La mort dans l’œuvre romanesque d’Anne Hébert »

(M.A.), Dalhousie University.

Ouellet, Joanie (2010) « Tourments et dépossessions dans le récit Est-ce que je te dérange ?

d’Anne Hébert » (M.A.) Université de Laval.

Ricard, François (2000) Gabrielle Roy. Une vie, Boréal.

————. (2001) Introduction à l’œuvre de Gabrielle Roy (1945-1975), Nota bene.

Roy, Gabrielle (1995) Alexandre Chenevert, Boréal [1954].

————. (1993) Bonheur d’occasion, Boréal [1945].

Tegyey, Gabriella (2009) « Énigmes et contes. Est-ce que je te dérange ? et Aurélien, Clara,

Mademoiselle et le lieutenant anglais », dans Treize récits de femmes (1917-1997) de

Colette à Cixous : voix multiples, voix croisées, Harmattan, p. 151-162.

Tolstoï, Léon (1964) La mort d’Ivan Ilitch : maître et serviteur, les trois morts, coll. « 10/18 »,

vol. 18 [1886].

*Ce texte provient des travaux de recherche effectués dans le cadre de la Bourse d’études et

de recherches de l’AJEQ (2009) et de la Bourse d’écoles doctorales pour la recherche à

l’étranger de l’Université Meiji (2012).

112



Résumé

La danse contemporaine est l’un des arts qui représente la culture québécoise.

Nous voudrions mentionner ici le nom d’Edouard Lock (1954-) et sa compagnie La

La La Human Steps qui jouit d’une réputation mondiale grâce à son esthétique

bouleversante depuis sa naissance il y a une trentaine d’années. Nous allons essayer

de suivre l’évolution de son style chorégraphique innovateur pendant trois différentes

périodes. D’abord, nous pouvons remarquer la période allant de 1985 à 1994 : elle se

caractérise par le recours aux expressions de la provocation sexuelle et par la

présence androgyne de la danseuse Louise Lecavallier. Ensuite, nous allons aborder

la seconde période qui s’étend de 1995 à 1999 : durant cette période, l’introduction

de la technique de la danse classique va de pair avec la réflexion introspective sur

notre vie et sur notre mémoire commune. Depuis l’an 2000, nous assistons au

développement de la dernière phase. La référence à la danse classique devient

pertinente mais Lock cherche toujours à dépasser cette esthétique en y apportant la

vitesse et la modification. Ainsi, le spectateur ne suit plus l’histoire de la pièce : il se

situe au sein du processus de la signification que réalisent les mouvements purs qui

se succèdent. L’analyse plus détaillée de l’évolution des techniques classiques chez

Lock témoigne également de la volonté de suggérer le lyrisme intemporel par le

moyen contemporain par excellence. 
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エドゥアール・ロックと
ラ・ラ・ラ・ヒューマン・ステップス

－ケベック・ダンスにおける振付の革新の例として―

Edouard Lock et La La La Human Steps : 
un exemple de l’évolution de l’esthétique
chorégraphique de la danse québécoise

岡 見 さ え
OKAMI Sae



キーワード：ラ・ラ・ラ・ヒューマン・ステップス、エドゥワール・ロック、

ダンス・クラシック、コンテンポラリーダンス

Mots-clés : La La La Human Steps , Edouard Lock, Danse classique, Danse

contemporaine

はじめに

ケベックは多様な芸術文化の発信拠点であり、なかでもダンスは斬新なコ

ンセプトやヴィジュアル、鍛え抜かれた強靭なパフォーマーの身体によって

確固たる存在感を放っている。多彩で単一の傾向を持たないケベック・ダン

スの振付家やダンサーには国際的に活躍する者も多いが、エドゥアール・ロ

ック（Edouard Lock, 1954-）と彼の率いるダンスカンパニー、ラ・ラ・ラ・

ヒューマン・ステップス（La La La Human Steps）は、モントリオールを拠

点として 30 年余りにわたって世界のコンテンポラリーダンス 1 の最先端を

走り続けている。本稿では、まずカンパニーの創設者、振付家であり芸術監

督のエドゥアール・ロックと彼が振付家として出発したケベックのダンス状

況を確認し、次にラ・ラ・ラ・ヒューマン・ステップスの作品のスタイルの

変遷を時系列に従って辿り、最後に作品に用いられていたムーヴメントや振

付を手掛かりに、ロックの振付スタイルの変化を支える方法論と美学の深化

を考察する。

1．1980 年、ラ・ラ・ラ・ヒューマン・ステップスの誕生

はじめに、カンパニーを立ち上げるまでのロック自身のキャリアとラ・

ラ・ラ・ヒューマン・ステップスを生んだモントリオールのダンス界の状況

を手短に確認しておきたい 2。

エドゥアール・ロックは、1954 年にモロッコ人の母とスペイン人の父の

もと、モロッコのカサブランカで生まれた。幼少時にモントリオールに家族

で移住し、長じてコンコーディア大学で英文学を学ぶ。この学科のカリキュ

ラムに演劇のクラスがあり、そこにダンスのクラスが含まれていたのが、彼

とダンスの出会いだった。教師は当時モントリオールで有名だったダンスカ

ンパニー、ル・グループ・ドゥ・ラ・プラス・ロワイヤル（Le Groupe de la

Place Royale）のダンサーでもあったノラ・ヘミングウェイ（Nora

Hemmingway）だった 3。著作家になることを望み文学を学んでいたロック

は、彼女のワークショップでアートとしてのダンスの可能性に開眼し、ダン
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スに傾倒していく。ル・グループ・ドゥ・ラ・プラス・ロワイヤルのダンス

クラスでダンスを学び、そののち当時このグループと並ぶ人気・実力を誇っ

ていたグループ・ヌーヴェル・エール（Le Groupe Nouvelle Aire）に参加、

ダンサーとして活動しながら 1974 年から振付を始め、1980 年に独立し自ら

のカンパニーを立ち上げる。

歴史のなかで、モントリオールのダンスは社交ダンスやバレエの教授を通

して発展してきた。1895 年にアデラール・ラカス（Adélard Lacasse）がサ

ン＝ローラン通りにモントリオールで最初のダンススタジオを開き、ロシア

革命を逃れモントリオールに移り住んだロシア人からバレエを学んだジェラ

ルド・クレヴィエ（Gérald Crevier）が 1948 年にモントリオール初のプロフ

ェッショナルなカンパニー、レ・バレエ・ケベック（Les Ballets-Québec）を

設立した（Tembeck, 1999, p.40）。これと同じ年、1948 年に発表されたケベ

ック芸術のマニフェスト「全面拒否（Refus Global）」もまたダンスにも大き

な影響を与えた。カトリック的モラルに支配された社会を拒絶し、自由な芸

術の追求を掲げたこの宣言に参加した 16 人のアーティストには、ダンサー

のフランソワーズ・サリヴァン（Françoise Sullivan）、フランソワーズ・リオ

ペル（Françoise Riopelle）、ジャンヌ・ルノー（Jeanne Renaud）が含まれてお

り、そこからケベックのダンスには、カトリック的モラルに由来した肉体の

蔑視への抵抗、旧習に囚われない自由な表現の意志が刻印されたのである。

他方、バレエの伝統の傍らで、バレエのコルセットやトウシューズに矯正さ

れた身体を解放して「自然に」踊ることを提唱し、20 世紀初頭からアメリ

カで盛んになったモダンダンスもモントリオールに移入された 4。1938 年か

らマギル大学ではアメリカ人テルマ・ワーナー（Thelma Wagner）が教鞭を

取り、40 年代から 50 年代にかけてモダンダンス作品の創作と発表が行われ

ていた（Tembeck, 1999, p.153）。そして「全面拒否」のダンサーたちも、ク

ラシックやモダンの傾向に拠るダンス作品の発表を続けていた。

1960 年からケベック社会近代化の政治プログラム「静かな革命」が進行

すると、この多様なダンスが存在する豊かな土壌に、すでに「全面拒否」に

よって蒔かれていた改革の種子が芽を出し始める。1966 年、それ以前の伝

統から離反したスタイルのダンスカンパニー、ル・グループ・ドゥ・ラ・プ

ラス・ロワイヤルがジャンヌ・ルノー 5 によって設立される。その 2 年後、

1968 年にはフランスから体育教師として派遣され、モントリオールに移住

したマルティーヌ・エポック（Martine Epoque）6 がグループ・ヌーヴェル・
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エールを立ち上げる。2 つのカンパニーは共にカンパニーとダンススクール

を運営し、新しいダンスの探求と身体教育の普及を目標としていたが、前者

はダンサーがダンス・クラシック経験者であるのに対し、後者のダンサーは

大半が体育教師、文学教師など正統なダンス教育を受けた者ではなかった点

で異なっていた 7。メンバーの多様な出自が豊かな発想の源泉となり、ヌー

ヴェル・エールはその名の通り“新たな領域”へと進む。初期作品の振付は

エポックが一手に担っていたが、次第にカンパニーのダンサーから振付を行

う者が現れた。ロックもその一人だった。ダンサーとして舞台に立ちながら、

22 歳で官能的なトリオ作品『タンヴォレ』（Tempsvolé, 1975）を振り付け、

評論家たちから好評を得た（Epoque, 1999, p.126）。その後もロックは『母の

家』（La maison de ma mère, 1977）、『渦』（Remous, 1977）、『泳ぐ男』（Le

nageur, 1978）といった演劇的な作品を振り付け、発表する 8。

1980 年に転機が訪れる。ロックはヌーヴェル・エールを去り、自らのカ

ンパニー、ロック・ダンスール（Lock Danseurs）を設立、『ジャングルのリ

リー・マルレーン』（Lily Marlène dans la jungle）を発表する。翌 1981 年には、

その後 18 年間ロックのミューズとして世界にその名を轟かせるダンサー、

ルイーズ・ルカヴァリエ（Louise Lecavalier, 1959-）9 をカンパニーに迎えて

『オレンジ』（Oranges）、『天使になる過程のビジネスマン』（Businessman in

the Process of Becoming an Angel, 1983）を世に送る。1985 年にカンパニー名

をラ・ラ・ラ・ヒューマン・ステップスへと改称 10、その人気は北米から世

界へ広がる。『ヒューマン・セックス』（Human Sex,1985）、『ニュー・デーモ

ンズ』（New Demons, 1987）、『アンファント』（Infante, c’est destroy, 1991）、『2』

« 2 », 1995）、『ソルト』（Salt, 1998）、『アメリア』（Amélia, 2002）、『アムジャ

ッド』（Amjad, 2008）等カンパニー作品の発表と並行して、デヴィッド・ボ

ウイの楽曲『ルック・バック・イン・アンガー』（Look Back in Anger, 1988）

の振付とコンサートツアー『サウンド・アンド・ヴィジョン』（Sound and

Vision, 1990）の芸術監督を務め、フランク・ザッパと『イエロー・シャーク』

（Yellow Shark, 1992）でコラボレーションし、ダンス・フィルム『ベラスケ

スの小さな美術館』（Le Petit Musée de Velasquez, 1994）、『アメリア』（Amélia,

2003）も発表した。

70 年代から活気を帯びていたモントリオールのダンスは、80 年代前半に

「爆発的に開花」（西田、2003、p.33）したが、ロックとラ・ラ・ラ・ヒュー

マン・ステップスはまさにこの時代を生き、ケベックから世界に羽ばたいた。
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そしてロックがキャリアの初期から国内外で高い評価を受けていたこともま

た、注目に値する。1980 年の『ジャングルのリリー・マルレーン』は北米

のコンテンポラリーダンスの中心劇場、ニューヨークのザ・キッチンで上演

され、ロックは 1981 年の『オレンジ』でカナダのダンス界で最も栄誉ある

ジャン・ A ・シャルマー振付賞、1985 年にはニューヨークでベッシー賞 11

振付家部門を受賞した。また、1987 年の『ニュー・デーモンズ』以降、カ

ンパニーは、世界各地の有名劇場と提携して新作を発表し、その後 2 年間の

ワールド・ツアーを行う公演モデルを確立した。『アンファント』は欧州の

コンテンポラリーダンスの中心劇場、パリのテアトル・ドゥ・ラ・ヴィルで

初演後、ヨーロッパ、南北アメリカ、中東、アジアで 102 公演を行って 12

万人の観客を集め、『2』は世界 58 都市で上演され観客数は 13 万人にのぼっ

た 12。

このように輝かしい成功を収めてきたエドゥワール・ロックの仕事を俯瞰

するとき、時系列に沿ったスタイルの変化が確認される。以下では、第 1 に

カンパニーが世界的な活動を開始する 1985 年から 90 年代前半、第 2 に

1990 年代後半、第 3 に 2000 年以降という 3 つの時期に分けて制作の傾向を

分類し、これらの傾向の差異について特徴的な作品を取り上げつつ分析を試

みたい。

2．作品スタイルの変遷

2.1. 1985-1994 年　―挑発するリスキーなダンス

1985 年はロックとカンパニーにとって決定的な年である。この年、代表

作となる『ヒューマン・セックス』の発表と、中心ダンサー、ルカヴァリエ

のカナダ人女性ダンサー初のベッシー賞受賞によって、ラ・ラ・ラ・ヒュー

マン・ステップスは世界的注目を集める。

『ヒューマン・セックス』は、ヌーヴェル・エール時代からのロックの洒

脱で演劇的なスタイルと一線を画し、前作『天使になる過程のビジネスマン』

（1983）が予告していた、世紀末に相応しいパンク・ロック的頽廃と挑発に

満ちている。殺風景な舞台には、背後にテレビがゴミのように積まれ、画面

にはポルノフィルムの断片が映り、激しいロック音楽がライヴ演奏されてい

る。眼鏡を掛け細身の黒いスーツ姿のエドゥアール・ロックがマイクを手に

現れ、性と死にまつわるテキストを静かな低い声で語る。そこにブリーチし

たブロンドの長い髪、真っ赤な口紅、筋肉質の身体を黒いボンテージ風の衣
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装と両膝のプロテクターで包んだルカヴァリエが現れ、男性ダンサーと踊り

始める。

作品全体に明確な物語や場面転換はなく、ライヴ演奏とともにダンスや語

り、時には歌が生じる。複数のシーンは統合を目指すことなく、衝突と同調

を繰返し、スペクタクルは観客に理解するための時間を与えず進んでいく。

ロックの振付は、語りの内容の身振り化も、音楽の視覚化も、何かの再現も

行わない。例として 1 つのシーンを挙げよう。急死した恋人の心臓移植を受

けて生を得る難病の少女の物語をマイクにつぶやくエドゥアール・ロックの

目前で、黒いボンテージ風の衣装に白いチュチュ（バレエで女性ダンサーが

着用するチュールのスカート）をつけたルカヴァリエと、黒いスーツの上に

同じく白いチュチュをつけた男性（マーク・ベラン）がデュオを踊る。ルカ

ヴァリエとベランは、強いスピンをかけて空中に身を投じ、床を転がり、挑

発的な仕草や性的な身振りを、常軌を逸したスピードで繰り返す。彼らの動

きはロックが語る物語の再現でもなく、エレクトリック・ギターの不安を掻

き立てる音色と調和しているわけでも、少女と恋人の悲痛な心情を動作で視

覚化しているわけでもないが、凶暴な愛の表現を思わせる極限的な激しい身

体表現が、物語と音楽から立ち上る違和感、不安、性と死をめぐる陰鬱な思

考と同期して、強く観る者の感覚に訴えかける。

作品に多様なレベルで導入された両義性も、観る者に戸惑いと感覚の動揺

を与える。ロックがマイクパフォーマンスを行い、ルカヴァリエがエレクト

リック・ギターを掻きならすように、ダンサーは踊る人の役に固定されない。

彼らのヴィジュアルも、「獰猛なライオン」「アンドロイド」「凶暴な白鳥」

（西田、2002、p.49）と仇名されたほど筋肉質のルカヴァリエと、メイクで

憂いを帯びた大きな目を強調した痩躯のロックは対照的であり、女性らしさ、

男性らしさのステレオタイプを問い直す。そして彼らはダンスの伝統におけ

る男性と女性の境界も破壊する。男女が同じ振付を踊るばかりか、ルカヴァ

リエは軽々とパートナーの男性をリフトし、さらに凄まじいエネルギーで男

性に襲いかかりアクロバティックなジャンプやターンを繰り返す。これは正

面向きで立ったまま手先、爪先を繊細に動かしたり、両腕や両足を緩やかに

大きく旋回したりする、エドゥアール・ロックの滑らかで抒情的な動きと対

照を成している。

『ニュー・デーモンズ』（1987）、『アンファント』（1991）と続くこの時期

の作品は、明確なストーリーを持たず、ムーヴメントが関心の中心にある。
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「空中性と格闘技の資質を兼ね持つダンス」（『ヒューマン・セックス』）、「飛

翔するようなエネルジックでフィジックな身振り」（『ニュー・デーモンズ』）

「フィジカルで、神話的で、眩暈をもたらすダンス」（『インファント』）がコ

ンセプトの鍵であり 13、高速かつ強力、予測を裏切る激しいダンスがロック

音楽のライヴとともに展開し、各シークエンスはコラージュ的に重ねられる。

『アンファント』では映像が効果的に使用され、舞台奥のスクリーンに白黒

で大映しになるルカヴァリエの映像と、現実の舞台で踊るルカヴァリエの対

比によって、時間的差異と巨大な映像と実体のあいだの視覚的差異を生み、

異質な印象を強めることに成功している。

「コンテンポラリーダンス」という語の定義は常に問題含みなことはすで

に指摘済みだが、『コンテンポラリーダンスとは何か？』と題した著書でフ

ランソワ・フリマ（François Frimat）はその特徴の一つに「ハイブリッド性」

を強調している（Frimat, 2010, p.17）。この時代のロックの振付作品は、それ

までのダンス概念を更新する斬新なムーヴメントに加え、ライヴ演奏や映像、

空間インスタレーションなど伝統的なダンススペクタクルに存在しなかった

要素を導入し、場面の感覚的強度を重視したコラージュ的構成を行うことで、

ハイブリッドな創作を実現している。さらに彼の作品は 1980 年代の社会で

前景化していたセクシュアリティの問いに呼応し、性のステレオタイプ、既

成道徳への挑発的な異議申し立てを含んでいた。

フランスでは 1980 年にリヨン・ダンス・ビエンナーレ、1981 年にモンペ

リエ・ダンス、1985 年にはモントリオールで国際ヌーヴェルダンスフェス

ティヴァル（通称 FIND）14 といったコンテンポラリーダンスのフェスティ

ヴァルが創設され、コンテンポラリーダンスが新たな芸術ジャンルとして社

会的認知を獲得して行く時代に、ロックのダンスは時事問題への鋭い関心と

ハイブリッド性という極めてコンテンポラリーダンス的性格を持ちながら

も、従来のダンスファンに留まらない層にアピールし、ジャンルの垣根を越

えて、ダンスの可能性をより広範なポップ・カルチャーの領域に拡張した。

この時代のデヴィッド・ボウイやフランク・ザッパとのコラボレーション

は、ロックがダンスの裾野を拡大したことの証左と言えるのだ。

2.2. 1995-1999 年　―クラシック的美学と抒情性の侵入

多くの研究者や批評家は、1995 年に発表された『2』をロックの振付の転

換点とみなしている 15。社会的タブーを問い直し、蕩尽に向け疾走し、充満
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するエロスとタナトスの香気で観客を酔わせたロックの振付は、『2』ととも

に異なる段階へ進む。ロックが父親の死を契機に構想したという『2』は、

肉体の老いのタブーに挑み、これまでにない静謐と叙情を湛えている 16。近

代においてプロフェッショナルのダンスは若さの芸術としてあり、バレエダ

ンサーは 10 代からキャリアを築き、そのほとんどが 40 歳を越えると引退し

た。今日でも、17 世紀に端を発するダンス・クラシックの伝統を忠実に継

承するパリ・オペラ座バレエ団のダンサーは、42 歳での引退が定められて

いる。跳躍や回転のヴィルチュオーゾ、姿の美しさへの要求から、西欧のダ

ンスは老いという生物学的現実を否定してきた。

だが『2』で、ロックは老いた身体のイメージをためらいなく観客に晒す。

舞台奥の巨大スクリーンの左右には、若い（実年齢の）ルカヴァリエと、特

殊メイクで老女となったルカヴァリエが大映しになる。2 人のルカヴァリエ

は正面を向き、食事、睡眠といった日常動作をゆっくりと行う。やがて若い

ルカヴァリエが 1950 年代風の化粧と服装で当時流行のインテリアの置かれ

た室内に現れ、左右の映像が 1 人の女性の過去と現在を示すことが示唆され

る。時間的対立を提示するのは、映像だけではない。音楽はジャン＝フィリ

ップ・ラモーのバロック音楽からイギー・ポップのロック音楽まで幅広く、

パーセルやグルックのオペラをアレンジした弦とピアノの調べにのせて、ル

カヴァリエと男性のスリリングな高速デュオと、ダンス・クラシックのパ

（ステップ）を引用した別の男女デュオが同時進行する。振付家は、同時に

現れる 2 種の異なる振付のデュオ、アクロバット的な動きとクラシック的な

パ、暴力と優美、若さと老い、生と死、肉体の存在と消滅といった対立する

テーマ系を複雑に組み合わせ、いつか消滅する身体を持つ人間の宿命への思

考に観客を誘う。「巨大な籠に閉じこめられ、弱々しくもがいていたルイー

ズが、中央でジャンプした瞬間、白い光になって消滅するラスト・シーン。

肉体の勝利とそれからの解放の光景は戦慄的である。」（貫、1999、p.175）

『2』で発現した抒情性は、1998 年にさいたま芸術劇場で 6 週間のレジデ

ンスを経て世界初演された『ソルト』（Exaucé/Salt）で発展を遂げる。物語

性は変わらず希薄であり、それまでにも見られた映像・音楽・ダンスのメデ

ィア・ミックスへの志向に加え、この作品は音楽と振付におけるクラシック

的傾向の強まりを示している。音楽では従来のエレクトリック・ギターにチ

ェロとピアノが加わり、3 つの楽器がオリジナル曲をライヴ演奏する。女性

ダンサーの衣装はそれまでの黒レザーやエナメルを使ったパンク・ロック的
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でハードなものから、同じ黒でもよりソフトな素材でシースルーを用いて官

能的に肌を露出させるレオタードに変化する。暗い舞台で踊る身体を白いス

ポットライトが斜めから照らし、刻一刻と動きと共に変化するダンサーの輪

郭を硬質な美を湛えた大理石の彫刻のように浮き上がらせる。そして最も特

徴的なのは、ポワント（トウシューズ）の使用である。すでに『2』からロ

ックはダンサーとして舞台に立っていないが、『ソルト』ではルカヴァリエ

を除き、カナダのバレエのトップ・カンパニーであるナショナル・バレエ・

オブ・カナダの元ダンサーなど伝統的なクラシックのダンスを学び、正確な

バレエのテクニックを用いて踊れるダンサーが新たに起用された。それまで

の指や手を舐めるといった露骨な性的暗示を含む挑発的なしぐさは姿を潜

め、古典ダンスの規範に従ったより洗練され、純度の高い動きが現れる

さいたま芸術劇場での初演時のプログラムノートで、ロックは次のように

語っている。

『ソルト』は、これまでの私の創作の方針通り、完全に動きだけを見せる作品

で、物語性、意味性は排されています。私にとって重要なのは、身体が動き

のなかでいかに複雑になりうるかということを示すことです。「身体」は明確

な形を持っているように考えられていますが、実は抽象的と思われている

「思考」に似ていて、不明確で捉えにくいものなのです。動かすことで、身体

から一般に認識されている構造が失われるのです。たとえば、手を速く動か

すと、手はもはや手の形には見えません。身体は、そういう抽象性を持って

います。

（…）時間の流れを速めると、山も岩も形を変えます。私たちはそういうもの

を形が一定であると考えていますが、実は一定の形を保っているものではな

いのです。リアルなものを表現するために、不変の確かなものはこの世にな

いのだというテイストを作品に持たせたいのです。（ロック、 1998）

特異な身体性とアンドロギュナスな存在感をもつルカヴァリエというダン

サーを中心に据え、既成の振付概念を越えた自由のもとに刹那的な欲望を肯

定し、本能を露わにした衝動的な動きと非合理性なエネルギーの噴出で圧倒

した『ヒューマン・セックス』から『インファント』までの作品と比べると、

「海が消えた後に残るもの」（ロック、1998）である「塩」をタイトルに冠し

たこの作品は大きく変容している。『ソルト』は、『2』が予告した、時間の
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経過と共に失われるもの、失われた時間の残滓への思考をめぐる作品であ

る。

この時代にコンテンポラリーダンスの振付家がポワントを選択することは

大胆な決断だったが 17、バレエへの関心を『ソルト』初演時のプログラムで

ロックは以下のように説明している。

バレエに興味があるのはラインが美しく、スピードがあり複雑で、動きが

明確だからです。そしてその複雑さやスピードを突き詰めてゆくと、明瞭さ

が断片的になってゆくのがとてもおもしろい。加えて、足の使い方が非常に

興味深く、それに私が生み出した上半身の動きを組み合わせるのがおもしろ

いのです。（ロック、1998）

上半身の動きと大胆な跳躍を特徴とする彼の振付語彙に無かったポワント

技術に対するロックの興味がここに明らかである。さらにロックは次のよう

に述べている。

この作品を構成している暗い舞台空間、複雑さを伴いつつ、私の陶酔状態

を高めつづけるコントロールされた身振りによる言語。地上からダンサーの

身体を引き離しつつ、あたかも霊的存在であるかのように希薄なものとして

彼らをこの世界に引き留めるポワント。私は身体が動く際のその動きの過程

を、身体を形作る皮膚や骨格、また身体に動くことを命ずる思考と同じくら

いリアルで大切なものとして、今でも考えているのかもしれません。動きと

は「沈黙の声」であり、個人的かつ社会的な無意識の、重要な指標です。（ロ

ック、1999）

再びポワントへの言及が行われているが、そこにはダンス・クラシックの

伝統への参照が認められる。爪先で立つポワント技術が確立された時期は正

確に同定されていないが、18 世紀にはすでに存在していたと考えられ、時

代と共に多様化しながらダンス・クラシックを象徴する技法となった。1832

年『ラ・シルフィード』で主役の妖精シルフィードを踊ったマリー・タリオ

ーニが用いたことで明確に意識され、この作品の大成功を契機に流行したロ

マンティック・バレエ偏愛の技法となる。ロマン主義文学の影響を受けたロ

マンティック・バレエは妖精や精霊の集う幻想的・夢幻的世界と現実界との

交錯を好んでテーマとしたが、白いチュールの衣装を着たバレリーナのポワ

122



ントは、バレリーナの脚のラインを長く美しく見せ、軽やかな移動と儚さの

印象が妖精や精霊の夢幻的性格を強調した 18。だがロックの振付に現れるポ

ワントは、今日でも『ジゼル』や『ラ・シルフィード』といったロマンティ

ック・バレエの上演で見られる女性らしい柔らかさや夢幻の印象は与えず、

「複雑さやスピードを突き詰めて」いった結果、床を突き刺すように鋭く強

靭だ。ロックの振付で、ダンス・クラシックの美学の更新は外的レベルに留

まらず、ロックはポワントの象徴的意味を参照し、さらに長い歴史のなかで

確立されたダンス・クラシックのパを実行する一連の身体的・心的ムーヴメ

ントの内に、個人と社会の無意識を読み取っている。つまり『ソルト』をめ

ぐるロックの一連の発言には、形式としてのダンス・クラシックに対する関

心が、この形式の底にある歴史、思想的局面にまで深まっていることが確認

される。バレエという数百年の時間を通して磨きあげられた精緻で堅牢な身

体制御の技法に速度の変化を加え、高速で踊らせることで、振付家は「身体

の抽象性」を視覚化し、身体の現実を変転の相のもとに捉えることを試み、

さらに動きに潜む個人的、社会的無意識を語る「沈黙の言語」の射程を探ろ

うとしている。

1999 年、ポルトガルでの『ソルト』第 50 回公演を最後に、40 歳を迎えた

ルカヴァリエはラ・ラ・ラ・ヒューマン・ステップスを去る。ロックのミュ

ーズとして一時代を画したアイコンの離脱は、カンパニーの変容を象徴的に

示すものだった。

2.3. 2000 年以降―ダンス・クラシックの振付言語の多様化

2000 年以降、ロックのダンス・クラシックへの傾倒はより顕著になる。

この時期の作品に共通する特徴は、すでに『ソルト』でも見られた女性の黒

のレオタードと男性の黒のスーツというミニマルなエレガンスを表現する衣

装の定着、薄暗い舞台と後方スクリーンの映像の使用、チェロやヴィオラ、

ピアノのライヴ演奏、そして振付における恒常的なダンス・クラシックの引

用である。女性ダンサーのポワント使用は常態となる。

ロックにとって初のポワントを用いた振付は 1988 年のオランダ国立バレ

エ団の委嘱作品『ブレッド・ダンス』（Bread Dances）だが、その後は 1996

年にレ・グラン・バレエ・カナディアン・ドゥ・モンレアルのために『エチ

ュード』（Etudes）、1998 年カンパニー作品『ソルト』、1999 年にネオクラシ

ック・バレエ 19 の巨匠イリ・キリアン率いるネザーランド・ダンス・シア
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ターに『タッチ・アンド・インクルード』（Touch and include）を振り付けて

いる。

そして 2002 年、ロックはついにダンス・クラシックの殿堂、フランス国

立パリ・オペラ座バレエ団の委嘱を受け『アンドレ・オーリア』（André

Auria）を制作する 20。世界最高のバレエテクニックの保持者であるオペラ

座のエトワール（最高位）ダンサーが、女性は一部シースルーの黒レオター

ド、男性は黒のスーツというラ・ラ・ラ・ヒューマン・ステップスのダンサ

ーと同じ衣装で、舞台上の 2 台のピアノが淡々と反復する音色と共に、彼ら

が自家薬籠中のものとする古典のテクニックを駆使して難易度の高い振付を

高速で切れ味鋭く踊りこなした。翌年この『アンドレ・オーリア』によって

ロックはモスクワでブノワ賞振付家部門を受賞する 21。コンテンポラリーダ

ンスの振付家であり、ダンス・クラシック界の出身ではないロックに、この

ダンス・クラシック界で最も権威ある賞が与えられたことは、偉大な伝統の

継承者たちが彼をダンス・クラシックの破壊者ではなく新たな理解者だと認

めたことを示している。同年にロックは、国立パリ・オペラ座のためにカナ

ダ出身の演出家ロバート・カーセン（Robert Carsen）が演出したオペラ

『レ・ボレアド』（Les Boreades）の舞踊パート振付を委嘱される。ラ・ラ・

ラ・ヒューマン・ステップスのダンサーがパリ・オペラ座ガルニエ劇場でラ

モーのオペラを踊り、彼らと古典芸術の結びつきはさらに深まっていく。

2007 年にラ・ラ・ラ・ヒューマン・ステップスが発表した『アムジャッ

ド』（Amjad）に至って、ダンス・クラシックへのオマージュは明白となる。

振付家が明言するように、この作品は、チャイコフスキーの音楽とプティパ

の振付による 3 大バレエ『白鳥の湖』と『眠れる森の美女』をモチーフとし

ている。音楽はチャイコフスキーの同名曲を現代的にアレンジし、振付では

各作品に特徴的な動きやマイムの引用が行われている。観客は耳に親しいメ

ロディを聴き、白鳥の羽ばたきのごとく伸ばした両腕を頭上と胸の高さのあ

いだで上下させる有名な振付が古典版の倍速で反復されるのを見て、既視感

と同時に驚きを覚える。振付は物語を語らず、いくつものダンスが高速で継

起するが、単調さに陥るリスクは、複数のデュオやトリオの継起、スポット

ライトの切り替え、舞台上方で真珠のように輝く 3 つの円形スクリーンの映

像の変化により回避されている。ロック自身による映像は、茨に囚われて横

たわる美しい女性や、女性の瞳のクローズアップなど、おとぎ話の世界観と

リアリスティックな表現を巧みに切り替え、舞台で展開する抽象性の高いダ
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ンスとのコントラストによって作品の奥行を広げる。

ダンス愛好家以外にも知られたこの 2 つの古典バレエを自らのコンテンポ

ラリーダンス作品のテーマに選んだ理由を問われたロックは、こう答えてい

る。

記憶というのは、とても興味深い劇的なテンションだと思います。『白鳥の

湖』や『眠れる森の美女』のような、たとえ一度もバレエを見たことのない

人でも、音楽はよく知られており、誰でも何かしらのイメージを持っている

作品では、そうした観客の持つ記憶の襞に向き合わなくてはならない。そこ

にとても興味を覚えました。

（…）この 2 作品は特にいい例だと思うのです。バレエが時を越えて記憶

を生産していくという。（ロック、2008）

ここでロックが言明するダンス作品を核に形成される個人と社会の記憶へ

の関心を、一連のダンス・クラシック傾向の強い作品の発表が始まる直前、

2001年の発言と比べて考察してみたい。

ダンスが現実の身体と象徴的身体との関係を、複合、速さ、遅さ、そして

あらゆる形態の相互干渉によって断ち切るとき、鑑賞者はダンスのおかげで

自らの身体を思考の対象とするのではなく、認識することが可能になる。つ

まりダンスは、無数のディティールを可能にする不安定な知覚を生み出す。

すると身体は象徴的存在であることを止め、無限のディティールを有する物

理的存在となる。そして次に、この身体の上に構築されたもののすべてが、

これらのディティールを引き受ける。人は世界をもはや認識しない。それを

再認識するのだ。この世界の象徴的構築物は理解と呼ばれ、その脱構築は啓

示と呼ばれている。( Lock, 2001, p.74-75)  

この主体と客体の別が融解した直観的理解の場の生成を目的とする彼の振

付の美学には、現象学的な運動と知覚の認識が看取される。このときダン

ス・クラシックという規範への参照は、秩序だった動揺と経験の脱構築を保

証する仕掛けとして機能し、それによってロックの振付は、古典芸術の視覚

的な美しさで魅了するに留まらず、始まりも終わりもない絶えざる解釈の作

業へ観る者を誘う。そしてこの解釈の作業は、言葉によってではなく「沈黙

の言語」である動きによって可能となる。こうして現実の認識を越えてダン
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スは解釈の時空を生成し、歴史のなかで形成される文化的、個人的記憶の次

元に結びつく。

欧州のバレエの歴史を参照し、ムーヴメントと思想との再解釈を試みた

『アムジャッド』で、ロックは個人と集団の記憶の問題へ足を踏み入れた。

作品タイトルに選ばれた「アムジャッド」の語が彼の生地モロッコで「輝か

しい、完璧な」という意味を持つ男性にも女性にも与えられる名であるとい

う事実は、振付家の個人的記憶と、西洋のダンス・クラシックの数百年の時

間の交錯点を示すようである。

3．コンテンポラリーダンスへのダンス・クラシックの移入

最後に、これまでに指摘した諸段階においてダンス・クラシックがコンテ

ンポラリーダンスの振付にどのように導入されるのかを、視覚的レベルで感

知される変化に注目し、確認したい。

『ヒューマン・セックス』（1985）の振付には、すでにダンス・クラシッ

クの振付のボキャブラリーが散見されていた。だがそれは古典の美学の探求

に基づいて使用されていない。たとえば、ルカヴァリエの舞踊の動線は傾き、

時に水平ですらあり、これはダンス・クラシックの基本である垂直性（アプ

ロン）と対立する 22。ダンス・クラシックにおいて、垂直性は背骨を中心に

左右対称な筋肉の構造を持つ人間の身体の解剖学的特性に由来し、前後左右

へのパの自由な展開とそれによる感情の表現を可能にする基本ポジションで

ある（Tully, p.17-19）。これに対してルカヴァリエの十八番である“バレ

ル・ジャンプ”は、片足で力強く踏み切って宙に身体を投げ、身体を床と水

平な位置に浮かせたまま高速で回転したのち着地するのであり、ダンス・ク

ラシックの軸足を床に置いた垂直軸に沿って展開する回転の常識を 90 度転

換させている。垂直性はダンス・クラシックにおいて天上の美の志向という

象徴的価値を担っているが、この作品に頻繁に現れる横臥して床を転がる振

付もこの垂直性に相反している。

さらに『ヒューマン・セックス』でルカヴァリエは、ダンス・クラシック

の最重要ポーズの一つであるアラベスク（横を向き、右手を斜め上、左手を

斜め下におき、右足で体重を支え、左脚を斜め後方に高く上げるポーズ）を

見せる。このポーズは古典バレエでは時間の持続を保つ見せ場だが、ルカヴ

ァリエにとってはステップの連鎖を保証する瞬間的動作に過ぎない。また、

彼女が斜め後方に投げ出す脚に注目すると、膝が曲がっていることに気付く。
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これは踊り手がバレエの基本ポジションであるアン・ドゥオールを習得して

おらず、股関節が開いていないことを示している 23。つまりこの時期のロッ

クの振付は、ダンス・クラシックの正確な引用を行わず、その美学の逆を行

っているとすら言えるのだ。

『ソルト』（1998）では、ロック／ルカヴァリエのダンスに特徴的だった

斜めや水平の動線に対し、ダンス・クラシックが最重要視する垂直性が強く

意識されるようになる。それまで多用されていたルカヴァリエの水平回転の

旋回に対し、垂直方向へ高く跳躍しながら行う回転が見られるようになり、

さらに女性ダンサーは男性にウエストを支えられ、アプロンの姿勢でアン・

ドゥオールに開いた脚を真直ぐに伸ばし、細かなポワント・ワークを高速で

繰り出す。この垂直方向への意識は、ロックが同時期に発表した『ソルト』

のスチール写真で、ダンサーの全身像が脚の長さを強調するように縦方向に

細長く引き伸ばされていることからも看取されるだろう。

『アムジャッド』（2007）は、ダンス・クラシックのピルエット（回転）

やバットマン（爪先まで真直ぐに伸ばした脚を打ちつけるように動かすこと）

といった技術と同時に、象徴的価値を担うさまざまな古典的なポーズの使用

も特徴的だが、それらは時間的な長短の規則を無視して使用されている。ダ

ンス・クラシックでは、日常の時間を越えた無限を印象付けるアラベスクな

どのポーズは見せ場として一定時間の持続ともに提示されてある気分や趣を

醸し（赤尾、2002、p.45-46）、ピルエットは「急転、豹変」という比喩的価

値を持つ（赤尾、2002、p.72）。かくして古典バレエにおいては、急速なパ

と緩やかで静的なポーズの組合せが登場人物の感情の変化を語り、物語を紡

いでいく。これに対して『アムジャッド』では、ポーズも回転や跳躍同様に

高速で踊られ、物語の生成を回避し、身体の像を抽象化し、さらに意外性が

抒情にある種のスリルを付け加える。

同様に、ダンス・クラシックでパ・ド・ドゥと呼ばれる男女のデュオにお

ける関係性も、速度と性差の転移によって変容している。ルカヴァリエ時代

の振付では男女のデュオは争うように激しい力の衝突を見せていたが、動き

を通した男女の対話がより繊細に、豊かになる。たとえば男性は高速で次々

とパを繰り出す女性のサポート役を務めると同時に、ロックの振付の初期か

ら特徴的なジェスチュアで語るような細かく速く饒舌な上半身の動きを繰り

出し、さらに古典バレエで男性が女性の美貌を称賛する際に用いられる、片

手でゆっくりと自分の顔を撫でるマイム（プティパ／イワノフ版『白鳥の湖』
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では第 2 幕、白鳥から人間の姿に戻ったオデット姫と王子が出会う場面に見

られる）を高速で反復し、本来の意味を異化してしまう。女性の儚さ、優し

さを象徴したポワントをほっそりした体躯の男性ダンサーが使用して踊る場

面もある。こうした複数のレベルにおける倒錯を含んだ『アムジャッド』の

なかの 1 つのパ・ド・ドゥが生む特異な抒情を、フランスの日刊新聞「ル・

モンド」の舞踊評を長年担当するロジータ・ボワソー（Rosita Boisseau）は

次のように評した。

見せかけの穏やかさが意表を突く 1 つのシーンが忘れ難い。観客に対して

横向きのまま、ベビードールを着た女性と 1 人の男性が向かい合い、足踏み

をする。それがとても優しく、同時に何物も寄せ付けないやり方なので、彼

らに何時間でもそうしていて欲しいと願う程である。2 人は揺れ動き、近寄り、

遠ざかる。彼らの美しさは複雑な神秘だ。（Boisseau, 2007）

高速のポワントの「足踏み」で対峙し続ける男女は、古典バレエでは有り

得ない速度と持続のムーヴメントを行っているにもかかわらず、静けさと時

間を超越した美の印象を観る者に与えている。だが、この時間を超越した美

の経験、人間の知性では理解不能な複雑な神秘の印象こそは、古典芸術が目

指した地平ではないだろうか？『アムジャッド』でロックが行ったダンス・

クラシックの引用は、批判でもパロディでもなければ、伝統への安易な順応

主義を示すものでもない。コンテンポラリーダンスにおける動きの追求から

ダンス・クラシックの伝統を発見した振付家は、最新技術に依拠したメディ

ア・ミックスと数百年を経た古典の身体技法の再解釈によって、新たな舞踊

の美を現出させるのだ。

おわりに

結びに、コンテンポラリーダンスの大きな枠組みで、ロック振付の独自性

を確認したい。

コンテンポラリーダンスは 1980 年代に社会的認知を受け、今日に至るま

で世界各地で展開を続けている。コンテンポラリーダンスは多様なスタイル

を持ち、それこそがこの芸術のアイデンティティにもなっている。代表的振

付家を挙げても、演劇的なタンツ・テアターと呼ばれるスタイルのピナ・バ

ウシュ（Pina Bausch, 1940-2009）、日常の動作を緻密な構成で振付に昇華さ
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せるアンヌ＝テレサ・ド・ケースマイケル（Anne Teresa de Keersmaeker,

1960-）、サーカスや大道芸のユーモアと高揚感を洒落たダンスに仕立てるフ

ィリップ・ドゥクフレ（Philippe Decouflé, 1961-）、美術家でもあり斬新な視

覚美を追求するヤン・ファーブル（Jan Fabre, 1958-）、ダンスへの形而上的問

いの答えとして踊ることを拒否するノン・ダンスの代表的振付家ジェロー

ム・ベル（Jérôme Bel, 1964-）、動きを通して空間と身体の関係性を問う勅使

川原三郎（1953-）など、それぞれが確立した独自のスタイルに基づいて制

作を続け、世界各地で公演を行い、人気を博している。

これらの振付家に対するロックの独自性を 2 つ指摘すると、第 1 に、ロッ

クは他領域のアートを融合するハイブリッド性を有しながらも、ダンスの本

質であるムーヴメントの探求に執拗にこだわり続けている。それぞれの振付

家が独自のムーヴメントを開発しているが、日常の動作の使用によって観客

と感覚的な交感を試みる者もいれば、いわゆるダンスを拒否し素人を起用す

る者すらいる。だがロックの振付は、バレエという厳しい身体訓練を経たダ

ンサーの特権的身体のみに可能なムーヴメントを追及する点で他と異なる。

第 2 の独自性は、先に引用した振付家をはじめ、多くのコンテンポラリーダ

ンスの振付家が作品に言葉を用いるのに対し、2000 年以降のロックの作品

には台詞がないことだ。ロックは 1999 年のインタヴューで振付と言語の類

似性を指摘し、フランス語への強いこだわりがケベックで多様な舞踊表現を

生んだと述べているが（西田、2002、p.36）、ダンスに安易に言葉を使用し

ないことを選択することで、ロックは「沈黙の言語」であるムーヴメントが

言葉を越えて、時代を、国境を越えて語り得ることを探し求めているよう

だ。

こうして西洋の伝統的な舞踏技法の再解釈と刷新を行い、身体を抽象化し

てパフォーマーと観客の主体／客体の壁を溶解させ、存在の本質に至らんと

するロックの振付は、ルネサンス期に真・善・美という象徴的価値を担って

誕生したダンス・クラシックが目標とする真理の探求に、奇妙にも接近する

ように思われるのだ。

（おかみ　さえ　上智大学非常勤講師）

注

1 「コンテンポラリーダンス」という語はまだ一般に認知されていないと同時
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に、その定義は専門家の間でも常に問題を含んでいる。ここでは甚だ簡略化し

た図式だが、ルネサンス期に誕生したのちルイ 14 世の宮廷で制度化され、19

世紀末帝政ロシアで上演形式を確立したダンス・クラシック（いわゆるバレ

エ）、20 世紀初頭にアメリカ、ドイツに現れ形式よりも感情の自由な表出を追

求するモダンダンス、それを批判的に継承し、感情表現を排し動きの自律性を

追求して第二次大戦後アメリカに現れるポストモダンダンス、そして 1980 年

前後に現れたそれ以前のダンスと異なる傾向のダンスをコンテンポラリーダン

スとする。コンテンポラリーダンスの特徴としては、人脈的、方法的、美学的

中心の不在、他の芸術ジャンルとの異種混淆性、既存の身体技法の否定を挙げ

ることができる。コンテンポラリーダンスに関しては、貫（2011）を参照。

2 ケベックにおけるダンスの展開は、ヌーヴェル・エールのダンサーを経てダ

ンス史家として UQAM（ケベック大学モントリオール校）で教鞭を取ったイ

ロ・タンベック（Iro Tembeck,1946-2004）の Danser à Montréal, Germination

d’une histoire chorégraphique、および西田（2003）、立木（2009）を参照した。

3 カナダナショナル・アーツ・センターの以下サイトのロックのインタビュー

を参照。http://www.artsalive.ca/en/dan/mediatheque/interviews/

4 モダンダンスについては、武藤（2011）を参照。

5 ジャンヌ・ルノー（1928-）は振付家であり振付家。音楽、ダンス・クラシッ

クとモダンダンスを学んだのちに 1949 年にフランスに渡り、10 年間ダンス、

音楽、舞台美術の相互的自律を探求してモントリオールに帰還、1966 年にル・

グループ・ドゥ・ラ・プラス・ロワイヤルとダンススクールを設立した。作品

の傾向は、アメリカのモダンダンス、ポストモダンダンスの展開における中心

的人物マース・カニングハムの影響が確認される。

6 マルティーヌ・エポック（1942-）は、フランスに生まれ 1967 年にモントリ

オールに移住した振付家、ダンス教育者。調和、分離、リズミカルな運動の複

合を基本とした独自のメソッドを生み出し、1968 年から 1981 年までグルー

プ・ヌーヴェル・エールを率い、1980 年からは UQAM 教授として後進の指導

に当たり、定年後の現在もモントリオールのダンスシーンの活性化に力を尽く

している。なお、『ケベック発パフォーミングアーツの未来形』41 頁にはエポ

ックの紹介があるが、「マルタン Martin」となっているのは「マルティーヌ

Martine」の誤りと思われる。

7 ヌーヴェル・エールの中心ダンサーのなかで、後に UQAM ダンス学部教授

となるミシェル・フェーブル（Michèle Febvre）はフランスから派遣された体育

教師であり、80 年代から現在まで振付家として活躍しているポール＝アンド

レ・フォルチエ（Paul-André Fortier）は文学の教師であった。
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8 2013 年 3 月に筆者のインタビューに答えたミシェル・フェーブルの証言によ

れば、ヌーヴェル・エール時代のロックの振付作品は、彼やヌーヴェル・エー

ルのダンサーたちがまだその存在を知らなかったのにもかかわらず、ピナ・バ

ウシュのタンツ・テアターと酷似していたという。バウシュが世界的に注目さ

れるのは、1977 年のナンシー国際舞台フェスティバルの登場以降のことであっ

た。（貫、2010、p.231）

9 ルイーズ・ルカヴァリエは、グループ・ヌーヴェル・エールのダンススクー

ルで学び、1981 年からヌーヴェル・エールの公演に参加したのちロックのカン

パニーに参加した。ラ・ラ・ラ・ヒューマン・ステップス脱退後も、ダンサー、

振付家として作品を発表している。

10 ラ・ラ・ラ・ヒューマン・ステップス自身が諸媒体に発表している年譜では

Lock Danseurs については言及されず、カンパニー設立は 1980 年とされている。

11 ベッシー賞（The Bessies）は正式名称を New York Dance and Performance

Awards といい、1983 年に設立されたニューヨークのダンスおよびその関連分

野のインディペンデントなアーティストの優秀な創作に対して贈られる年間

賞。振付家、音楽家、映像作家、照明担当者、パフォーマー、ヴィジュアル・

デザイナー、業績に対する賞があり、各分野で複数名が受賞する。

12 『ソルト』さいたま芸術劇場公演プログラムノートのエドゥワール・ロック

のバイオグラフィを参照。

13 ラ・ラ・ラ・ヒューマン・ステップスのサイト http://www.lalalahumansteps.

com/の作品紹介を参照。

14 ヌーヴェル・ダンスとは、1980 年代の初めからフランス語圏において新たな

傾向のダンスに対して用いられた呼称であり、じきにコンテンポラリーダンス

と呼ばれるようになる。モントリオールの国際ヌーヴェルダンスフェスティヴ

ァルは、ケベック・ダンスと世界の先鋭的なダンス芸術の紹介を目的として、

2002 年まで続けられた。

15 たとえばラルースダンス辞典は、この作品を「成熟の作品」と評している。

（Dictionnaire de la Danse, p.266）。

16 『2』は 1996 年に日本で初めて上演されたラ・ラ・ラ・ヒューマン・ステッ

プスの作品である。1981 年にはマギー・マラン（Maguy Marin, 1951-）が老い

のテーマをコンテンポラリーダンスで取り上げていたが、『2』の後にも 2001

年にピナ・バウシュがダンス経験のない 65 歳以上の男女をオーディションし

て 1978 年の自作を再演した『コンタクトホーフ、65 歳以上の男女による』

（Kontakthof mit Damen und Herren ab 65）、2004 年にジェローム・ベルがパリ・

オペラ座の委嘱を受けて定年直前の女性スジェ（オペラ座のダンサーの 5 つの
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位階の第 3 位）の自伝をスペクタクル化した『ヴェロニク・ドワノー』

（Véronique Doisneau）などコンテンポラリーダンスにおいて肉体の老いのテー

マの探求は続く。

17 1984 年から 2004 年までフランクフルトバレエ団の芸術監督を務めたウィリ

アム・フォーサイス（William Forsythe, 1949-）がダンス・クラシックの変革に

大きく寄与した振付家であることは疑いが無い。しかし本稿は、コンテンポラ

リーダンスの領域におけるダンス・クラシックの寄与の考察を行うことを目的

とするため、ダンス・クラシックのダンサーから振付に転じたフォーサイスに

ついては触れない。

18 ロマンティック・バレエの発展に大きな影響を与え、バレエ評論家、台本作

家としても活躍したテオフィール・ゴーチエ（Théophile Gautier）は、ポワント

で『ラ・シルフィード』を踊るタリオーニの軽やかな美しさを「天国の花の上

を、花びらをたわめることなく薔薇色の爪先で歩く幸福な魂に似ている」と評

している。

19 ダンスにおけるネオクラシックとは、19 世紀のダンス・クラシックの美学と

は異なる美学を追求する目的で、クラシックの振付の語彙にそれ以外のダンス

（ジャズ、モダン、フォークロア）やアクロバットを混ぜ合わせたスタイルで

ある。代表的振付家は、20 世紀初頭のバレエ・リュスの振付家たち（フォーキ

ン、ニジンスカ、バランシン、リファール等）および 20 世紀後半のロビンス、

ベジャール、プティ、マクミラン、ノイマイヤー、キリアン（Dictionnaire de la

Danse, p.757-758）。

20 この作品はネオクラシックの代表的振付家ナチョ・デゥアト（Nacho

Duato,1957-）の『ホワイト・ダークネス』（White Darkness）、バンジャマン・ミ

ルピエ（Benjamin Millpied,1975-）の『アモヴェオ』（Amoveo）と共に上演され、

2006年に再演された。

21 ブノワ賞（Prix Benois de la Danse）は、1991 年にモスクワの国際ダンス協会

が創設したバレエ界で最も権威ある賞の一つ。著名な振付家や元ダンサーなど

バレエ界の権威が審査団を構成し、女性ダンサー、男性ダンサー、振付家、作

曲家、演出家に対する賞および功労賞がある。ロックが受賞した 2002 年の審

査委員長は、ソビエト時代以来のロシアバレエの重鎮振付家、ユーリー・グリ

ゴローヴィチ（1927-）。

22 フランス語の「垂直に」à plomb に由来し、「平均性」「落ち着き、安定性」

という意味を持つバレエ用語であり、両肩を開き背骨を垂直に立て正面を向い

た姿勢を指す。以下、ダンス・クラシック技法に関しては、赤尾（2002）およ

び Tully を参照した。ダンサー、ダンス・クラシック教師として国際的なキャ
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リアを持つ Roger Tully の著作は、古典舞踊のムーヴメントの解剖学的理解と

ムーヴメントに込められた象徴的意味の解説に詳しい。

23 フランス語で「外側に」を意味する en dehors に由来し、踊り手の両足が肩

の線と平行になるよう外側に開いていること。バレエのパを美しく見せるため

に必要なアプロンと並ぶ基本姿勢であり、第一ポジションとも言う。アン・ド

ゥオールでアラベスクをした場合には、上げた左脚の膝は客席の方を向いて曲

らずに真直ぐ伸びることになる（赤尾、2002、p.14-20）。
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Résumé

Cet article se focalise sur les possibilités de La Centrale/Galerie Powerhouse

d’éliminer la discrimination basée sur la différence entre les sexes et d’autres

identités. Ce centre est autogéré par des femmes à Montréal depuis 40 ans. L’article

ne se propose d’analyser ni son aspect artistique ni son aspect théorique sur l’art.

Travaillant sur les publications de La Centrale, il a pour but de mettre au jour une

action « concrète » dans une perspective féministe dans le milieu artistique. Alors

qu’il existe toujours des actions artistiques dans le mouvement féministe au Québec,

les études sur le féminisme québécois ont tendance à insister sur l’aspect socio-

politique. Ainsi, l’auteure porte son attention sur La Centrale en tant qu’exemple

d’une action collective menée par des femmes afin de modifier la culture

discriminatoire dominante. Cette action se concrétise sous la forme d’une galerie, de

multiples activités reliées à l’art, et de publications. Ces trois éléments interreliés

permettent au centre de garder son dynamisme créatif à la fois dans sa pensée, ses

actions, et sa vie communautaire. Ainsi, La Centrale contribue à la modification de la

culture patriarcale et à la transformation sociale.

キーワード：フェミニズム、ジェンダー、アート、ギャラリー、エンパワー

メント

Mots-clés : féminisme, genre, art, galerie, empowerment
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はじめに

本稿では、モントリオール市にある、ラサントラル／ギャルリー・パワー

ハウス（La Centrale/Galerie Powerhouse）がもつ、性差別や様々な差別を克服

するための可能性について論じる。このギャラリーは、女性アーティストた

ちによって 40 年も自主運営されている。本稿で分析を試みるのは、このギ

ャラリーのアート的な側面における可能性でも、美術批評における可能性で

もない。このギャラリーが出版しているドキュメントに着目して、出版とい

うテクスト的な実践と、作品展やイベントといったギャラリーの主要なアク

ションが、どのような関係をもっており、それが、このギャラリーの展開に

どのような役割を果たしているのかを考察する。それによって、既存のケベ

ックのフェミニズム研究では、十分に着目されていない、文化的実践の現場

における、性差別の克服と、女性たちの意識化への取り組みを明らかにす

る。

1. 問題構成―ケベックのフェミニズム研究における文化的側面の欠落

フェミニズムという言葉は、19 世紀末まで、フランスでは、女性的な性

質をもった男性を示す病名として用いられていた。しかし、女性の市民権獲

得運動が台頭し始めると、徐々に、女性の権利を要求するアクションという

概念を指す語として、フランスだけではなく、ヨーロッパにも広まる。ケベ

ックには 1896 年にこの語が入ってきた（Dumont et Toupin, p. 20）。しかし、

この語を定義することは、必ずしも容易ではない。時代によってその意味は

変化し、また、いくつもの思潮に分かれるからだ（Toupin, 1997 ; Guy, 1991 ;

Descarries, 1988）。けれども、今日のケベック社会において、フェミニズムと

いう語が、社会に対して 1 つの立ち位置を示す語であることに変わりはない。

例えば、大学では、日本やアメリカとは異なり、女性学でも、ジェンダー研

究でもなく、フェミニズム学 études féministes というコースが設けられてい

る。フェミニズムという語によって、学問的かつ政治的立ち位置が示されて

いる。それでは、ケベックにおいて、フェミニズムという語は、どのような

意味を持っているのか。

フェミニズム学のパイオニア的な研究者であるユゲット・ダジュネ

（Huguette Dagenais）は、フェミニズムを「いくつもの声／道筋からなる社会

運動」として、次のように特徴づけている。
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その目的は、公正かつ平等な社会をめざして、女性にとって抑圧的な性の社

会的諸関係を根底から変革することである。女性は、まさに、この解放の運

動の当事者である。しかし、この解放とは、単に、形式的な平等の追求や、

一部の女性の特定の利益に限定され得ない（Dagenais,  p. 260）。

女性の解放の社会・政治的側面に着目したダジュネの定義に対し、『ケベ

ックのフェミニズム思想史論集 1900-1985 年 La pensée féministe au Québec :

Anthologie 1900-1985』を編纂したミシュリンヌ・デュモン（Micheline

Dumont）とルイーズ・トゥッパン（Louise Toupin）は、フェミニズムを、性

をめぐる権力の不均衡な関係性を問題の出発点とした、変革のプロセスとし

て捉え、次のように定義する。

男性と女性の間には、我々が望もうが望むまいが、生のあらゆる側面に組み

込まれている従属関係という現実が、歴史的に存在する。フェミニズムは、

この従属関係の（個人的な、しかしとりわけ集団的な）意識化と、これを撤

廃しようという意志と、性の社会的な諸関係を変えるための取り組みから生

まれている（Dumont et Toupin, p. 22）。

この定義では、フェミニズムが女性たちの意識改革を基盤にしている点で、

必ずしも、運動を政治社会的側面における取り組みとして理解しているわけ

ではない。しかしながら、本書には、社会運動としてのフェミニズムに関わ

っていた女性たちのテクストが集められることになる。それは、本書がそも

そも、「現場」で活動するフェミニストたちのテクストを選ぶことを基本軸

にしていたからだ。

論集の構想の段階からこの企画の中心にあった、素材の選択の最初の基準と

は、何よりも、活動家のテクストに注目することだった。つまり、具体的な

アクションに尽力していたこれらの女性が、フェミニズムという場から行う

実践を出発点にして話し、書いているテクストである。そこで、私たちは、

外側からの観察者のテクストとは反対に、「現場」のフェミニストたちのテク

ストに特化することを望んだ（Dumont et Toupin, p. 24）。

けれども、私たちは、そもそも、「具体的なアクション」とは何か、「現場」

とはどこなのか、そして、「活動家」とは誰なのか、「フェミニスト」とは誰
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なのか、を問うことも出来るのではないだろうか。すなわち、なぜ、具体的

なアクションは、社会運動や政治的変革と直結しなければならないのか、な

ぜ、「現場」は、女性またはフェミニズム運動団体や、関連施設に限定され

るのか。そして、なぜ、それらに携わる人々だけが、従属関係を変えていく

ための具体的な取り組みをしていた、と言えるのだろうか。ところで、1970

年代後半からケベックでは、社会学的な分析の視点から家父長制を抑圧のシ

ステムとして問題視するラディカル・フェミニズムが中心的な思潮となっ

た。その思潮を生んだ雑誌が、フェミニスト作家ニコール・ブロッサール

（Nicole Brossard）が中心になって創刊された『石頭たち Têtes de pioche』で

ある。その 2 号には、次のような言葉がある。

私たちが望んでいるもの、それは存在する権利。私たちは、スペースがほし

い、生きるための、笑うための、愛するための場所がほしい。動くための、

踊るための、発見するための、創造するための、もはや男性的ではなく、も

はや男性性に結び付けられることのない、新たな生の様式を生み出す空間が

ほしい！（Les Têtes de pioche, vol.2, n° 1, mars 1977, p. 1 ; reproduit dans Les Têtes

de pioche, 1980, p. 85）

すなわち、女性にとっての解放とは、日常生活や社会生活において、男性

と対等な権利を得るだけではなく、男性性に支配された意識、振る舞い、思

考のあり方から自由になることそのものなのだ。文化そのものを根幹から問

うことなしに、女性のみならず、男性もまた、自律した創造的な主体として

存在し、他者と関係を結ぶことは出来ない。だから、フェミニズム運動は、

既存の文化制度を問い直し、新たな文化のあり方を提示する実践を抜きに語

ることは出来ないが、そうした個々の実践や、「空間」を作り出すための

「具体的なアクション」について、これまでのケベックのフェミニズム研究

が十分に言及してきたとは言い難い。ここで言う実践とは、創造性に関わる

実践、とりわけアートに関連する実践のことである。

2. ケベックのフェミニズムにおけるラサントラルの位置づけ

この創造的な実践を可能にする場を生み出そうとしているのが、ラサント

ラル／ギャルリー・パワーハウスだ。これは、まさに、既存の文化体制では

評価されない、アーティストたちとその取り組みが、「存在する権利」を獲
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得することをめざしている。ラサントラルは、一方で運動的な側面から、他

方で公共的な側面から、女性たちのアートの活動を支える取り組みを行って

きた。しかしながら、管見では、ラサントラルがケベックのフェミニズムと

アートの歴史の中に、十分に位置づけられていたとは言い難い。例えば、ア

ンナ・ルピアン（Anna Lupien）の『台所からスタジオへ De la cuisine au

studio』は、3 世代にわたる女性アーティストたちの歴史をまとめており、

70 年代において、ラサントラルが女性たちのアート活動にとって重要な拠

点であったとしつつも、それ以上は言及されていない。先の『ケベックのフ

ェミニズム思想史論集』では、ラサントラルの設立メンバーの写真は掲載さ

れているが、テクストは取り上げられていない。ラサントラルについて、最

も詳しい記述は、シェーナ・グールレイ（Sheena Gourlay）の博士論文「ケ

ベックにおけるフェミニスト／アート 1975-1992 Feminist/Art in Quebec 1975-

1992」において、ラサントラルが『定まらない―主体の問題 Instabili : la

question du sujet』1 によって生み出したフェミニズム・アートに関する言説

を、90 年代のケベックのナショナリズムと、フェミニズムという文脈の中

で、分析した研究があるのみだ。

ラサントラルに関する直接的な研究がないことの理由に、ラサントラルの

対外連携が、女性やフェミニズム系の団体よりも、アートに関する団体との

方が強かったことが考えられる 2。さらに、ラサントラル自身が、フェミニ

ズムの影響を受け、それとともに展開してきたとしながらも、社会政治的プ

ロジェクトである、フェミニズム運動とは一線を画し、とりわけ 70 年代の

一部のフェミニストたちの教条主義化に対して批判的だったことも理由の 1

つとして考えられるだろう。しかし、ラサントラルをケベックのフェミニズ

ムの文脈に位置づけ直すことは、ケベックのフェミニズムが、フランス語文

化と英語文化の双方の影響を受けながら展開していたことを明らかにすると

ともに、文化芸術における性差別に対して、理論的かつ実践的に、挑戦して

いたことを確認することになる。

3. ラサントラルの設立とその目的

ラサントラルは、1973 年に 5 名の女性アーティストたちによって立ち上

げられた 3。設立当時、女性がアーティストとして生きていくことは極めて

困難だった。アート界は、男性優位的な市場競争原理が支配し、女性である

ことは、作品の評価以前にアート界のミソジニーのために不利であった。ま
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た、彼女たちは、キャリア教育を受けていないために、このような社会で生

きていく術がなかった。そこで、女性でアーティストをめざしながらも、そ

れをあきらめるか、趣味程度に続けるか、大学に残るか、いずれかを選択せ

ざるを得なかった。そうした状況に疲弊した女性アーティストたちが、他の

女性アーティストたちに、女性とアートについてディスカッションを呼びか

けたところ、集まってきた女性たちがいた。それが、ラサントラルの始まり

だった。彼女たちは、それぞれの困難や悩みを共有し、作品を発表すること

が出来る場所を持つ、ということを決めたのである。そして彼女たちは、モ

ントリオール市内のグリーン・アヴニュー（Greene Avenue）に場所を借り、

自分たちで壁を塗り、大工仕事をして、ギャラリーを立ち上げた。その後、

ラサントラルは、引っ越しを繰り返し、現在はブルヴァール・サンローラン

（Boulevard Saint-Laurent）にギャラリーを構えている。

設立時の目的は、何よりも、女性たちに作品展の機会を与えることだった 4。

それは、女性アーティストたちの作品を、客観的に評価し、モチベーション

を維持し続けることにつながる。女性たちの創作活動の可能性に依拠し、ジ

ャンルと市場での商品価値にこだわることなく、作品を展示し、より多くの

人が、観覧できる機会を設けることをめざした。

当時は、必ずしも、目的や活動の規約などは、文書化されていなかった。

1990 年に、これまでの経験や活動を省察し、規約が作られた。しかし、そ

の末尾に「必要に応じて変更されうる」とあるように、幾度も書き換えられ

る。後述するが、2007 年には、あらゆる関係者の協力を得て、ミッション

の変更に取り組んだ。これまで、「女性たちのアートの普及」としていたが、

ラサントラルの現実と十分に一致していなかった。そこで、アンケートやミ

ーティングを通して、新たなミッションではなく、これまでの取り組みを言

語化した。そこで、現在のラサントラルのミッションは、「フェミニズム・

アートの実践の歴史の展開に尽力し、既存の文化的制度では取り上げられる

ことが少ないアーティストたちと、活動の可視化を支援することである」

（ラサントラル公式ホームページ http://www.lacentrale.org/ 2012 年 12 月 30

日最終閲覧）。また、その目的については、次のように述べられる。「フェミ

ニズムのディスクール、ジェンダー理論、文化的多様性、トランスディシプ

リナリーを備えた現代アートにおける言語活動のためのプラットフォームを

提供することである。そのために、地域、国内、国外にわたる専門的な交流

のネットワークを展開することも重要である。センターは、世代間交流を可
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能とするために、全てのキャリアの段階にわたって、アーティストたちを支

援する」。このように、男性中心主義的なアート界で周縁化されていた女性

アーティストたちの創造性への信頼を出発点に、フェミニズム運動とその理

論とともに展開してきたラサントラルは、現在、その歴史を受け継ぎつつ、

メインストリームからは排除された文化の発展に貢献することを目指す。

ラサントラルの主な活動は、アーティストたち自身によって企画される作

品展である。運営メンバーたちは、審査を通過した企画の準備を、アーティ

スト（たち）とミーティングを重ねながら進める。過去には、審査を通過し

なかった作品や、メンバー自身の作品を展示する小規模のスペースや、パフ

ォーマンス・アートのためのスペースを設けていた。また、ケベックのフェ

ミニスト・ソングのコンサート会場の 1 つとなり、先のニコール・ブロサー

ルによる朗読会も開かれた。さらに、レズビアン・フェミニズムのためのカ

フェを開いたこともある。現在も、作品展だけではなく、音楽、ヴィデオ・

アートの上映会、パフォーマンス・アートのイヴェントなども開催し、また、

地域と連携したアート・イヴェントへの出店も行っている。ギャラリーの財

政状況、社会や政治的状況、フェミニズム運動の動向の影響を受けながらも、

ラサントラルは、設立以来、多様なアートのジャンルを通して、様々なアイ

デンティティをもち、異なる現実を生きる女性たちが集い、出会い、表現す

る場となっている。

対外関係としては、1976 年から、政府からの助成金を得ることで、女性

のアート施設として、その必要性が、公的に認められることになる。また、

1992 年、アーティスト・ラン・センターのラウンドテーブルに参加する。

以降、ケベックのアーティストの地位向上と、アートの展開のために、女性

アーティストによる自主運営組織として、発言の機会を得ていくことになっ

た。

4. 具体的なアクションとしての出版

4.1. ラサントラルの活動の柱としてのテクスト

ラサントラルは、現在に至るまで、8 冊のドキュメントを出版している。

そのうち、『定まらない―主体の問題』『テクスチュラ Textura』5『フェミニ

ズム・エレクトロニック Féminismes électroniques』6 の 3 冊は、フェミニズ

ムをめぐる今日的な課題とアートをめぐる思索についてのエッセイと、ラサ

ントラル自身についてのテクスト、さらにラサントラルの活動年表をまとめ
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ている。それぞれ 10 年おきに出版されており、フェミニズムとアートの喫

緊の問題を論じるだけではなく、ラサントラルの歴史を客観的に省察する機

会ともなっている。また、『レサントレル Les Centrelles』7 では、作品展の背

景でほとんど聞かれることのない、過去のメンバーも含む運営メンバーたち、

すなわちサントレルたちの声をまとめた。その他のドキュメントは、展示会

の内容を踏まえた、現代アートとジェンダーに関する批評的なエッセイを収

録したものである。このような、アーティストやメンバー自身による、ラサ

ントラルで実施された作品展への批評は、出版活動が始まりではない。ラサ

ントラルは、設立時より、ニュースレターを発行し、作品展の紹介、ラサン

トラルの活動や講座の予定を案内していた 8。そのニュースレターは、徐々

に、作品展の紹介も、単にコンセプトや場所などを説明するだけではなく、

アーティスト自身によって記事が書かれ、また、終了したものについては、

レビューや批評が書かれるようになった。このように、ラサントラルのアー

トに関するテクストによる言論活動は、設立当初から、継続的に行われてい

たことがわかる。

こうした言論活動は、ラサントラルという組織の展開と無関係であったと

は考えられない。上述の現在のミッションへの改正は、ラサントラルで展示

される作品が、もはや、フェミニズム言説によって説明することが不可能に

なりつつあること 9、またメンバーやコーディネーター自身が、「フェミニズ

ム」という言葉に違和感を覚えつつあったことが背景にある 10。そこで、こ

れまでにラサントラルに関わった女性たちにアンケート調査を実施し、ミー

ティングも開いて、関係者たちの声を入念に収集した結果、実施された。す

なわち、新たなミッションを作ったというよりは、ラサントラルの蓄積され

た知見と現実を言語化し直したのが、現在のミッションと言える。このラサ

ントラルの蓄積された知見とは、必ずしも、運営上の経験や知識だけを指す

のではない。むしろ、既存の文化制度における権力と知に対して、問いをな

げかけることで、生み出された言説である。

4.2. 主体に関する考察

以下で、ラサントラルが生み出した言説の中でも、活動の思想的軸となる

テーマについて論じる。『定まらない』は、ラサントラルが最初に出版した、

フェミニズムとアートに関する考察のエッセイ、ヴィジュアル・アートの作

品、ラサントラルの歴史に対する省察的エッセイ、活動年表からなる。フェ
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ミニスト・アートは、視覚的実践とテクスト的な実践から生み出される言説

であると見なす、シェーナ・グールレイは、本書のタイトルである「定まら

ない」の意味を次のように定義する。

「こうした様々なエッセイが明らかにしていることと、アーティストたちの視

覚的／テクスト的な実践が包括していることは、議論のテーマとしてや、眼

差しの対象としてではなく、見る者が批判的にコミットするよう求められて

いる作品における、ポジションとしての、主体の立ち位置である」（Gourlay,

p. 257）。

本書のエッセイやアート作品が喚起する、イメージとテクストの関係、女

性と表象の関係、またはそれぞれの作品との関係にある不安定さは、男性で

あれ、女性であれ、見る者が、批判的な主体として、それぞれのイメージま

たはテクストに向き合うことを促す。

それは、『トランス・ミッション Trans • mission』でも引き継がれている。

ニコール・ジョリクール（Nicole Jolicœur）とロラ・ルファーヴ（Laura

Lefave）による、E-mail を通じたやり取りという形式を取った、シルヴィ・

ベランジェ（Sylvie Béranger）の展示会「沈黙からの発信…　Émettre du

silence…」（1995 年 9 月 7 日～ 10 月 8 日）についての批評テクストを例と

して取り上げよう 11。ベランジェのヴィデオ・アート作品は、小部屋の中で

身体の一部を画面に映し出す作品だ。見ること─見られること、発話─沈黙、

という二項対立的な関係の間にある力学を、小部屋の床に円形に投影された

複数のイメージと大きく壁に投影されたイメージとして写し出された、口や

耳などの顔面のパーツによって、現出させる。この作品は、近代主義的な主

体を脱構築しているのだが、ルファーヴと、ジョリクールという、作品の読

み手自身も、徐々に自らの主体の確かさを失っていくのである。けれども、

文字通り、2 人は E-mail のやり取りを通して、互いに言葉を掛け合いながら、

パソコンの画面の前に、存在し続けるのである。女性と表象に関する問いか

ら出発した、主体の問題についての考察は、客体や主体という非対称な二項

対立的関係を超えて、自律した主体を立ち上がらせる。作品を読み取る側の

主体というのも、常に作品との関係の中で揺れ動く。主体が不安定であるに

もかかわらず、自律した存在であり続けられるのは、ルファーヴとジョリク

ールの例のように、ともにその作品を読み解こうとする、他者がいるから
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だ。

4.3. 既存の文化における意味付けを書き換える

2000 年に出版された『テクスチュラ』の冒頭のエッセイ「テクスチュラ」

で、スザンヌ・ドゥ・ロトビニエール＝ハーウッド（Susanne de Lotbinière-

Harwood）は、ニコール・ブロッサールをはじめとする女性作家たちの仕事

が、家父長的かつ異性愛主義によって排除されている女性性を、言語の中に

組み込むこと、すなわち、既存の文化を変える試みであったとしている。そ

して、ラサントラルを、その延長線で捉える。

女性性で話すということは、メインストリームの意味に抗うということ、そ

れは、女性たちが聞き届けられる場を整えるということ！―社会において、

そしてより広義の意味で、社会的なことにおける、意味の貢献者としての女

性たち。そして、まさにここで、意味の空間の概念において、評価をするこ

とにおいて、そして意味（meanings）が生み出され、問われ、また作り出され

るというプロセスの政治化において、フェミニズム・アート／女性性のアー

トの場としてのラサントラルは、重要になって来るのである。フェミニズム

のプロジェクトとして、同時に、女性性のプロセスとして捉えられるラサン

トラルは、その存在と組織の形によって、ジェンダー、権力、 意味と感性に、

問いを投げかけるのである（Gourlay, Sheena, et Susanne de Lotbinière-Harwood

« Textura : l’artiste écrivant » TX, pp. 7-8.）。

創作活動において、女性性を出発点とするということは、創造の起源に、

生物学的な女性の生殖機能を結び付けて、女性を創造者とすることではない。

むしろ、既存の文化制度から排除されている価値観や視点を出発点とするこ

とが、新たな文化を生み出す契機となるのだ。

だから、「フェミニズム・アートは、1 つの場であり、それは、またそれ

によって、私たちを取り巻く文化的かつ社会的なあらゆる意味（meanings）

に立ち入り、この場から批判し、この場が、未知の意味、未知の知を解き放

つ（私たちが織りなしている）新たなテクストを生み出すのだ」（Gourlay et

de Lotbinière-Harwood, TX, p. 6）。

ラサントラルの場合、テクストを織りなす行為は、ギャラリーという物理

的な空間における展示と、出版という文字通り「テクスト」を公共空間に送
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り出すこと、この 2 つの側面を持っていると言える。そして、この 2 つは、

ある特定の枠組みの中で、意味を生み出すという行為であることにおいて、

共通している。

作品展という、アーティスト自身がギャラリーの中に広げた 1 つのフェミ

ニズム・アートの場では、見る者が、そこからあらゆる意味を読み取り、批

判し、そして自分なりの意味付けを行なう。例えば、フランシス・ロブソン

（Frances Robson）「古のダンスの記憶… Souvenirs d’une dance ancienne…」

（1996 年 2 月 17 日～ 3 月 17 日）の例を見てみる。アーティスト自身によっ

て展示会の説明がされ（« Movements, Memories, An Ancient Dance » TM, p.

96）、ジェニファー・ゴンザレス（Jennifer González）という別のアーティス

トが批評を書いている（« Iconographic Gestures » TM, pp. 94-95）。アルジェリ

アの伝統的なダンス、ベリー・ダンスを踊る身体は、社会的、歴史的文脈を

変えるとどのように表象のされ方が変わるのか。アルジェリア出身でカナダ

在住の写真家ロブソンは、踊る身体を各国で撮影した。べリー・ダンスは、

ロブソン自身によれば、歴史的にも、彼女自身の経験的にも、また他の女性

支援で用いられている実践例をとっても、女性たちの生の解放を可能にする

身体的実践である。しかし、こうしたベリー・ダンスの可能性は、文脈によ

って、女性たちの抑圧の道具として歪められる。例えば、ある文脈では、性

的誘惑の道具となり、またある文脈では、モデルのような身体を作るための

商業化されたエクササイズとなる。一方で、ゴンザレスは、この展示会を通

して、踊る身体が社会的関係性の中で構築される過程だけではなく、写真と

いうメディアを用いること、さらには、展示会の配置によって、私たちの視

点が、いかに他者を社会的に構築していくかが炙り出されることを指摘する。

つまり、一度この写真展の作品と向き合うことは、見る者自身の、眼差しそ

のものが、踊る身体と表象の関係に関する問いの中に投げ込まれるのである。

そして、作品から、問いを引き出し、答えようとする行為が、新たな意味付

けの行為なのである。

4.4. エンパワーメントというプロセスの場としての「テクスト」

ラサントラルの作品展は、準備のために、度重なるミーティングが開かれ、

「ギャラリーと、メンバーたちそれぞれのプロフェッショナルな作品の意味

を十分に描き出すような展示の形式を探求」する「過程」を経て実現される。

それは、メンバーたちにとって、「アート実践に本来的にねざす孤独を壊
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し」、彼女たちの「繋がりに意味を与え直」す、プロセスでもある（TX, p. 23）。

競争主義的なアート界において、アーティストたちは個別化されるが、ラサ

ントラルが模索するアートの空間とは、他者と出会い、繋がる空間である。

先の、ロブソンの「古の記憶…」の場合は、一方でこの作品展の意味をロブ

ソン自身が言語化し、他方でゴンザレスが、写真というメディアと身体の関

係性を、間文化的かつジェンダーの視点から、作品展全体を通して読み解い

た。しかし、この写真展の最後に、ロブソンがアルバムのような形で写真や

テクストをコラージュしたセクションについては、読者に解釈を委ねる。作

品展というフェミニズム・アートが生まれる場において、アーティスト、見

る者、そして読者は、対等な批評者であり、作品展から新たな価値を引き出

す協働者なのである。

また、モニック・レジンバルド＝ゼイベール（Monique Régimbald-Zeiber）

は、書くという実践によって、自分が絵画の創作活動に埋没し、孤立化する

ことを妨げ、自分のアート実践に対して一定の距離を取ることが出来ると言

う。彼女の『テクスチュラ』に収められた「大昔（la belle Lurette）」という

一連の作品は、彼女自身が、「2 つの声をもつテクスト」と呼ぶように、視

覚的かつテクスト的な実践である。小文字や大文字、文字のフォーマットの

変化や色を用い、時に一切句読点を挿入しないテクストを含んだ、9 編のテ

クストからなる。その中の「2 人のステップ（Pas de deux）」（TX, p. 12）と

いう散文詩は、「2 つもしくは複数の声による実践」の可能性をうたってい

る。「2 とは、発話と聴くこと／ 2 とは、出会いであり、「生成」／ 2 は、他

者を承認する／ 2 は、互いに承認し合う／（…）／ 2 は、ディスクールの具

体性にとって好ましい状況を創る 1 つの方法であり、作品の論証的な可能性

を明らかにする 1 つの方法／（…）／ 2 は、第 3 の空間の創出であり、個

性崇拝を沈黙に伏す」。ここでの「2」という関係性の概念が示す創造性とは、

抽象的な関係のあり方にとどまっていない。自律した主体どうしが、互いの

発話を聴き合い、受けとめ合う対話を繰り返すことを通して、両者がひとり

の自律した存在として受けとめ合い、共同体を形成し、具体的な空間を創っ

ていくプロセスそのものなのだ。作者は、この対話的なプロセスを、「友人

たちとの長い散歩道を通しての会話」とも例え、それは「自由と、美と時間

の心地よさ」と、「喜び」を与えると言う（TX, p. 11）。

このように、フェミニズム・アートという場は、アーティストだけでは、

存在することができない。見る者がいるからこそ、この場は、創造的な空間
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となるのだ。ラサントラルにおけるフェミニズム・アートとは、ジェンダー

や権力を問い直し、新たな意味を生成するためのヴィジュアル的かつテクス

ト的な実践を行うパートナーである、アーティスト、観者、メンバーによっ

て構成される、1 つの共同体と捉えることができるだろう。そして、テクス

トとは、一方でこのコミュニティ全体が、新たな現実を生成していくための

言葉を獲得するプロセスであり、他方で、個々の実践を省察し、新たな実践

を生み出すためのプロセスである。

4.5. 「現場」としてのラサントラル

これまで見てきたように、ラサントラルにとって、出版活動とは、それぞ

れの出版物を個別のプロジェクトとして細分化して捉えるよりも、ラサント

ラルのミッション、すなわちフェミニズム・アートの実践の歴史の展開をな

す 1 つのプロセスと言えるだろう。そして、ある限定された空間に固定され

た「現場」なのではなく、テクストは、あらゆる時間と空間を横断し、生成

と変化に富んだアクチュアルな「現場」なのだ。ラサントラル自身は、出版

を次のように位置づけている。

「［ギャラリーで］展示しているアーティストたちが、息長く活動を出来るよ

うにすること。出版物は、書き手たちに、アーティストの活動のあらゆる論

点に関して、さらに言えば、女性たちの今日的なアートの論点について、よ

り多くの省察を展開することを可能にする。これらの出版物は、アーティス

トたちの記憶を保障する。それらは、時間のなかに刻み込まれ、同様に、ラ

サントラルに展示された作品の永続性の一部である」（« La Centrale », TX,

p. 130）。

このように、ラサントラルの展開と、作品展やアートをめぐる考察からラ

サントラルの歴史の省察を含めたリフレクションは、切り離して考えること

ができない。アクションは、思想的軸を支えに展開し、ラサントラルにおけ

る思索的な活動は、アクションがあって、初めて現実的な意味を帯びる。こ

のアクションとリフレクションの相互に影響しあう関係が、ラサントラルと

いう場を、創造的な場としている。この、ラサントラルの創造性とは、4 つ

の意味を持つ。1 つ目は、フェミニズム・アートの実践を生み出すというこ

と。2 つ目は、ジェンダーを含む既存の知と、権力に対して問いをなげかけ、
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新たな文化を生み出す言語活動を行うこと。3 つ目は、このような、アート

的かつテクスト的な実践を行う当事者を形成するということ。4 つ目は、創

造的主体としての人々と、この人々が集う空間が置かれている社会的歴史的

状況との相互的な影響関係の中で、フェミニズム・アートの実践の展開と、

既存の文化制度から周縁化された取組みの可視化という使命のために、展開

しつづけるということ。

最後に、この現場としてのテクストの担い手について、言及したい。

そこに流れているエネルギー、考え、プロジェクトの量は、ラサントラルか

ら、感動する場所を生み出す。たとえ今以上に停滞的な時期でも、いつでも

誰かがすべてをかき混ぜて片を付けることになる（LC. P. 17）。

ラサントラルは、一見停滞しているかのように見えても、その内部で、メ

ンバーやアーティストたちの様々な思索、メンバーやアーティスト間の、ま

たは他のコミュニティとの協働的関係のもつ創造性、サントレルたちの持つ

様々な知、そして、アート実践の数々が、脈々と流れているのである。その

意味で、現在のメンバーだけではなく、立ち上げメンバーやアーティストた

ちの存在は、「過去」のものなのではなく、現在進行形で、ラサントラルを

創っているのである。現在のメンバーが、立ち上げメンバーたちに出会うこ

とは、ラサントラルという共同体に属す自分たちが持っているはずの知を、

引き出したのである。ラサントラルが継承する最大の「遺産」とは、立ち上

げから今に至るまでの「サントレルたち」なのだ。このサントレルたちが、

フェミニズム・アートの実践と、それをめぐる思索と省察を通して、フェミ

ニズムという視野から、不均衡な権力の関係性を組み替えて、共に生きる方

法を探求し、編み出してきたのである。

結びにかえて－サントレルとは

サントレルとは一体誰なのだろうか？ラサントラルが、組織化を強めてい

く中で、サントレルたちは、ギャラリーの活動を背後で組織する事業推進者

であり、ギャラリーが円滑に運営されるための影のスタッフとなりつつあっ

た（LC, p.29）。しかし、「私たちは自分たちで必要にあわせて船を変えるこ

とのできるだけのたくさんの道具を持っているのだ」という気づきは（p. 51）、

ラサントラルを自分たちの望む空間にしていくために、そして、今日の社会
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に蔓延するシニズムに抗うために、ラサントラルでの活動を企画し、運営し

ていくことになるのだ。そのサントレルとは、当時のコーディネーターだっ

たキャトリーヌ・ボドメール（Catherine Bodmer）の言葉を借りれば、「私が

経験したラサントラルという生の始まりを、私たちが共有した、そして、私

たちが継承していくことになる（といいなと思う）、様々な夢と、様々なユ

ートピアを、証言し、伝えていく」主体なのである（LC, p. 52）。こうした、

創造し、発信する主体としてのサントレルたちの集合体を表す、「共同体

collectif」という概念は、今日的文脈において、1 つの夢、理想、言説によっ

て説明されるそれではなく、自律的な存在であるサントレルたちの、多種多

様なプロジェクトが、有機的につながっているもの、として定義され得るだ

ろう。

女性たちによる自主運営とは、単に女性たちが管理・運営することではな

い。自律した存在である女性アーティストたちが、フェミズム・アート、ま

たは女性性を軸としたアートを実践する場を協働で創り、それによって社会

と文化を書き換える営みのことである。ラサントラルは、フランス語で、発

電所を意味するように、女性たちのアート実践の可能性を発信し続けながら、

女性たちの力を引き出し、新たな社会の創造のための力を生み出す。まさに、

「パワーハウス」なのである。

（やうち　ことえ　早稲田大学大学院博士後期課程）

注

1 以下、引用の際は、IN と略す。

2 2013 年 3 月 15 日に筆者によって実施されたラサントラルのコーディネータ

ー、ディアヌ・サン＝アントワーヌ（Diane St-Antoine）とのインタビューによ

る。

3 以下のラサントラルの設立過程は、『定まらない』に収録された、ジョアン

ナ・ナッシュ（Joanna Nash）「モントリオールのパワーハウス・ギャラリー

Montréal’s Powerhouse Gallery」を参照した。

4 ラサントラルに関する資料は、コンコルディア大学が所蔵する。この記述に

関しては、設立当時の資料を参照しているが、正確な日付は不明である。

5 以下、引用の際は、TX と略す。

6 以下、引用の際は、FE と略す。

7 以下、引用の際は、LC と略す。
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8 コンコルディア大学には、1973 年から 1983 年までのニュースレターが所蔵

されている。

9 « Transmission : Le projet collectif » texte à plusieurs mains, dans Racine, Danièle et

al. (1996) Trans • mission, Montréal, Les éditions du remue-ménage, pp. 23-24. なお、

以下は引用の際、Trans • mission は TM と略す。

10 Bodmer, Catherine « Décentraliser La Centrale ? » LC, pp. 48-49.

11 Jolicoeur, Nicole, et Laura Lefave « Émettre du silence… » TM, pp. 68-73.
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Résumé

Cela a fait dix ans en 2012 que j’avais commencé à donner le cours

« L’industrie et l’économie du Québec » à l’Université Meiji, dans le cadre du

programme d’études intitulé « Le Québec contemporain ». Le Québec est la plus

grande province du Canada, et la deuxième plus importante sur la plan de la

population.  Cette province qui génère une grande partie du produit intérieur brut du

Canada, a fait progresser son urbanisation et son industrialisation à partir de la

« Révolution tranquille » des années 1960. Aujourd’hui, le Québec est devenu l’un

des plus grands « États fédérés » du monde et continue sans arrêt à se développer de

façon remarquable dans divers domaines, non seulement la culture et l’art, mais aussi

l’industrie et l’économie.

Le thème cohérent de mon cours durant cette décennie était d’expliquer

concrètement le phénomène suivant : « contrairement à la rumeur publique, c’est la

politique de protection de la culture francophone et de la langue française qui a

contribué grandement à la croissance économique du Québec ». Dans ce présent

rapport, j’ai expliqué en outre quels étaient les regards posés sur le Québec par les

étudiants japonais, en présentant leurs commentaires typiques reçus durant le cours.

キーワード：世界有数の準国家、サクセス・ストーリー、人口動態、プラ

ン・ノール

Mots-clés : État fédéré de premier rang dans le monde, histoire du succès,
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mouvements de la population, Plan nord

はじめに

明治大学における「現代のケベック講座」に参加し、カナダ・ケベック州

の産業経済を分析し紹介するセッションを担当して 2012 年で丁度 10 年を閲

した。2003 年秋から開講された「現代のケベック」シリーズはケベック社

会、言語・文化政策、現代文学、移民問題など多岐にわたる主題のなかで、

小生の担当回では、演題が「ケベック経済とグローバリゼーション」（2003）

から始まり、「ケベックの産業経済とプラン・ノール」（2012）まで年々異な

ってはいたものの、主題としては 1960 年代の「静かな革命」以降、フラン

コフォン 1 重視政策のもとでの産業経済の発展、日本とケベックとの経済関

係の推移、ケベック経済の将来像と同州北部開発計画（プラン・ノール Plan

nord）といった問題を中心に講義を行ってきた。先ずその概要を略述し、次

いで毎年受講生から寄せられたコメントの一部を紹介して、若い学生諸君が

「国家のなかの国家」ともいえる稀有な存在であるカナダ・ケベック州の産

業経済についてどのような印象と問題意識を得たのかを報告したい。

1. 講義概要

1.1. 基本的背景

ケベック州はカナダの中央よりやや東にあり、東はニュー・ブランズウィ

ック州とニュー・ファンドランド・ラブラドール州、西はオンタリオ州、南

はアメリカ合衆国（以下米国）、そして北はヌナヴト準州に面している。面

積はカナダの 10 州中最大の 166.7万㎞2 で日本の約 4.4倍、フランスの 3 倍、

イギリスの 7 倍ほどである。人口は 2011 年現在、798 万人で 10 年間に

7.1％増加しており、カナダ全体の約 22.3 ％を占めている 2。

フランス語系 カナダの中心であるケベックは、第 2 次世界大戦後もカト

リック教会を中心とする静かな農村社会であったが、実際には都市化・工業

化が進み、教会中心の伝統的価値観がゆらぎはじめていた 1960 年代、ジャ

ン・ルサージュ率いるケベック自由党が政権を取ると「静かな革命」と呼ば

れる各種の改革が急激に進行して、一気に近代化へ向かった。

1.2. 準国家としての実力

ケベックの州内総生産額（GDP）は 2010 年で約約 2604 億米ドル、カナダ
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全体の国内総生産額の 19.6% を占める。1 人当たりの国民所得は約 3 万

3000 ドルで日本と殆ど同額である。ケベック州は世界の独立国および連邦

制を採っている準国家 350 のうち上位 10 ％に入っている。例えば 2011 年

度では第 34 位のヴェネズエラは 2907 億ドル、第 36 位のフィンランドは

2392 億ドルであった。加米の巨大市場に隣接し、国際間・州際間の貿易、

直接投資、サービスおよび技術の移転・交換などを通じて着実に経済発展し

つつある 3。

1.3.「静かな革命」後の動静

静かな革命 4 には幾つかの顕著な特徴が見られるが、第 1 は教育改革であ

る。1961 年に始まった「教育大憲章」と称される一連の教育関連立法、

1964 年の州教育省の創設、そして 1967 年のセジェップ（CEGEP）5 創設に

到る一連の動きが中長期的なケベック州産業高度化への基盤整備の一翼を担

うこととなった。第 2 はケベック年金制度を中核とする資本蓄積過程の進行

であり、ケベック貯蓄信用金庫（CDP）6 の創設である。1964 年、連邦と州

が費用分担する「カナダ年金制度」の導入に当たって、ケベック州政府はこ

れを連邦による州権への介入と解釈して独自の年金制度を立案して連邦政府

に提示した。その結果、州制度の優秀性が認められて画期的な州独自の年金

システムが発足し、CDP が年金管理運営機関として設立された。CDP は勤

労者にセーフティ・ネットを提供するとともに、州の産業活動に資金供給を

行い得る機関となった。第 3 は発送電業の再編である。これは「我が家の主

人」（maître chez nous）をスローガンとして 1962 年に再選を果たしたルサー

ジュ政権の天然資源相でのちに州首相を務めたルネ・レヴェック 7 が州内の

電力会社を買収してケベック電力公社（イドロ・ケベック Hydro-Québec）に

統合した英断を指す。これにより州産業の水力エネルギー資源が政府の直轄

下に置かれ、エネルギーの効率的運用が可能となった。第 4 は税制を含む州

政府の施策である。法人所得税水準は本邦の 40 ％余の実効税率に比しても

格段に低く、特に宇宙航空産業、医薬品・医療機械製造部門や IT 関連業種

など先端産業の研究開発部門への税制優遇措置が特徴的であり、ケベック州

政府が民間の活力を高めようとする努力が窺える。

1.4. 主権獲得運動と対外活動

1967 年のモントリオール万博開催時に来加したフランスのシャルル・
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ド・ゴール大統領が「自由ケベック万歳！」（Vive le Québec libre!）として知

られる演説を行った頃からケベックの民族意識が急激に高揚し、ケベック解

放戦線による誘拐・殺傷沙汰など不幸な事件も起きた。これに対処するため

連邦政府もフランス語系住民に配慮した公用語政策などの施策を行った。分

離運動は 1995 年の住民投票で頂点に達したが、その後は収束に向かった。

2003 年の総選挙で、連邦主義のジャン・シャレが州首相となり、分離運動

は鎮静化した。2012 年 9 月の州総選挙でケベック党のポリヌ・マロワが政

権を掌握し、ケベック自由党時代の経済政策は見直されているが、少数与党

でもあり、いまのところ目立った動きは見られない。「フランコフォン文化

は一応保護されており、政治の季節は一段落している。〈分離〉議論はひと

まず置いて、NAFTA8 を追い風に国際競争力を増して行こう」といった暗黙

の了解があるとみられる。

ケベック州の産業競争力強化と国際貿易伸長への取組みは州政府の努力に

負うところが大きい。50 カ国以上のフランコフォン諸国との親密な関係を

維持し発展させるため、州国際関係省は約 550 名の職員を擁し 1 億ドルを超

える年間予算で運営され、数百名の職員が世界 26 カ国 36 都市のオフィスで

対外活動に従事しているが、この規模は一流先進国並みである。またケベッ

ク州は毎年 100 以上の政治経済ミッションを世界中に送り出しているが、こ

の規模も世界最高水準である。同州は文化・教育・運輸・環境・エネルギー

問題などについて外国政府および国際機関と 400 以上の協定を締結している

し、フランスをはじめ、数十のフランコフォン諸国（ニュー・ブランズウィ

ック州を含む）と親密な協力関係を維持発展させてきた。

1.5. サクセス・ストーリー

フランコフォン文化の擁護に注力しながら産業の高度化と経済成長を推進

しているケベック州の成功要因について調査した米国ニュー・ジャージー州

ラマポカレッジ教授ジョセフ・メイの研究 9 がある。これは下記の現象を指

摘している。これはモントリオールとケベック・シティを除く南部ケベック

の 6 か所の主要都市圏、即ちガティノー（Gatineau）、サンティアサント

（St. Hyacinthe）、ドリュモンヴィル（Drummondville）、ボースヴィル

（Beauceville）、トロワ・リヴィエール（Trois-Rivières）、シャーブルック

（Sherbrooke）の実態調査であるが、これらの地域に共通して観察できること

は次の 5 項目である。
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イ．農林鉱業など伝統的基幹産業は依然健在だが、その比重は減少してい

る。

ロ．各種製造加工業および運輸情報通信関連業種の生産性上昇が顕著であ

る。

ハ．基幹産業・先端産業ともにフランコフォンの経営幹部のリーダーシッ

プにより、企業競争力とコーポレート・ガヴァナンス（企業統治能力）

が強化されてきた。

ニ．従前、米国ニュー・イングランド地方へ出稼ぎに出ていたフランコフ

ォン労働者たちがケベック州に戻って来て、地元の企業に雇用吸収され

ている。

ホ．カナダ・ハイウェイや米国に通じる幹線高速道路の沿線には工業団地

や研究開発クラスターが立ち上がり、製造業、倉庫業、情報通信関連企

業が発達してきた。

これら南部ケベックの諸産業の発展をよく観察すると、フランコフォン文

化の擁護およびフランス語の公用化とその普及運動は同州経済の発展阻害要

因ではなく、かえってその経済発展に寄与する乗数効果をもたらしているこ

と、また NAFTA の発効により隣接する米国諸州との交易が活発化している

ことも乗数効果を押し上げていると云える。この現象を裏付けるためにカナ

ダおよびケベック当局の統計を拾ってみると次のような結果が判明する。即

ち 1991 年におけるケベック州の輸出額は 263 億 1940 万カナダドルで、そ

のうち対米輸出額は 192 億 670 万カナダドルで、全体の約 72.9% であった

が 2000 年では輸出総額も 2.8 倍に増加し、かつ対米輸出額は 634 億 5000 万

カナダドルと 3.3 倍に増えて全輸出額に占める米国向けのシェアは 85.6 ％に

上がっている。この割合はカナダ全体では 84.5% であるから、この 10 年間

にケベック州の対米輸出が急成長し、さらにその伸びがカナダ全体の伸びよ

りも僅かながら大きいことを示している。ケベック州の対米輸出の躍進は

「静かな革命」による産業の構造改革および NAFTA による貿易環境の飛躍

的改善によるものと判断して差し支えないであろう。

1.6. 日ケ経済関係：

2010 年のケベック州内総生産額（GDP）は 2604 億米ドルで約 22 兆円(1

米ドル＝約 83 円)、一方同州の輸出額総計は 2011 年において 592 億米ドル

（約 5 兆円）で、GDP の約 4 分の 1 を輸出に依存しており、輸出の 67.5%
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は米国向けである。また対日輸出額は食肉、穀類、宇宙航空機資材、原発関

連機器、医療機器などで、2010 年で約 8 億ドル余であり、全体の 1.4 ％し

かないが 2001 年から 2010 年までの年間輸出成長率は英独仏などヨーロッパ

諸国向けを上回っている。（米国向けは通算 4.4 ％減、中国向けは 9.8 ％増）

近年ケベック州は輸出 28.2 に対して輸入 100 という対日貿易の不均衡を是

正すべく、バイオ、環境、宇宙航空関連輸出に注力しているので、その効果

が現われ始めている模様である。日本の対ケベック輸出額は約 28 億ドル

（約 230 億円）でその内訳は動力エンジン、電気音響製品および諸種機械設

備などである。

企業進出状況を概観すると、全カナダにはおよそ 340 社の日本企業が進出

しているが、ケベック州で事業を行っている日系企業は 2007 年末で約 30 社

と推定される。これは日本からの直接投資により、現地で工場、倉庫、研究

所、オフィスなどを有している企業に加え、地場企業との合弁、および米国

その他の国々を経由する孫会社などを含んでいる。業種としては鉱山業、ア

ルミニウム精錬・販売、自動車部品・繊維関連製造業および諸種機械器具類

製造販売業が中心である。一方日本に進出しているケベック州企業は 2011

年現在で、在日カナダ商工会議所に登録されている企業は、ボンバルディエ

やリオ・ティント・アルキャンほか数社に留まるとみられる。

1.7. 人口動態と州内格差

人口論の見地からケベック州の状況について観察すると、第 2 次世界大戦

後の 1951 年における同州の人口は全カナダ人口およそ 1400 万人の 28.9 ％

に相当する 400 万人であった。当時隣接するオンタリオ州は約 460 万人であ

った。しかし 2010 年ではケベック州は全カナダ 3413 万人の 23.1 ％の 790

万人に留まっているものの、オンタリオ州は 38.7 ％の 1320 万人と差をつけ

ている。ブリティッシュ・コロンビア州も 9.0 ％から 13.2％へ増加している。

連邦政府の予測では、2025 年には全カナダに対するケベック州の人口比率

は 20 ％を切り、オンタリオ州とブリティッシュ・コロンビア州は各々 40 ％

と 15 ％を超えるであろうとしている 10。この予測の背景には恐らく次の 3

項目が挙げられるであろう。

イ．カトリック教義から解放された若年層の出産率低下

ロ．フランコフォン諸国からの移民数の相対的停滞ないし低下

ハ．新移民のケベック州での定着率の停滞ないし減少
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次にケベック州内の人口移動について付言する。同じく連邦政府の統計に

よれば、ガスペジ＝イル・ド・ラ・マドレーヌ（Gaspésie-Île de la Madeleine）

やコート・ノール（Côte Nord）、ノール・デュ・ケベック（Nord du Québec）

などの北部地域では 1993 年から 2000 年の間に人口が減少したが、他方ウタ

ウェ（Outaouais）やエストリ（Estrie）など南部地域では人口増加が見られ

た。 これらの南部地域は前述した主要産業都市圏に合致しており、発展す

る第二次、第三次産業が北方からの人口移動を吸収している事情が推察され

る。

1.8. プラン・ノール

2011 年 5 月、シャレ政権は北部地域開発計画を発足させた。その骨子は

「持続可能な開発の模範となるプロジェクトとして、エネルギー、採鉱、森

林、バイオフード、観光、交通網の整備、野生動物の保護、環境保護、そし

て生物多様性の保全をひとつに統合したプロジェクトで、文化とアイデンテ

ィティを尊重する精神に基づき、関係するコミュニティとケベック州全体の

利益のための開発を促進する」という政策方針であり、具体的には北緯 49

度以北の約 120 万㎞2 という日本全体の 3 倍以上の広大な地域の総合的開発

を 25 年と 800 億カナダドル（約 7 兆円）をかけて実施するもので、毎年 2

万人の雇用を創出する、これが計画通り順調に展開すればまさに第 2 の

「静かな革命」ともいうべき壮挙であり、州内南北格差の解消にもなろう。

とはいえ、2012 年秋のケベック州総選挙でシャレ政権が退陣し、マロワ党

首率いるケベック党が政権奪取したため、プラン・ノールが当初の計画通り

に推移するのかどうか注視されている。おそらく外国投資の制限や、採掘権

の取得費用などの見直しを含む若干の軌道修正が行われるものと推測されて

いる 11。

1.9. SWOT 分析

ケベック州経済の将来を予測する上で SWOT 分析が有効であろう。まず

S(strength ＝強み)はフランス語憲章はじめ幾つかの立法措置と対外協定に支

えられた強固なフランコフォン文化およびフランス語の擁護が担保されてい

ることであり、また経済発展と社会福祉の諸施策に関与する州政府の顕著な

リーダーシップが認められることでもある。また米国東海岸の人口稠密・高

所得地域に近接していて、巨大市場への良好なアクセスも強みである。カナ
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ダの他州に比してもインフラ・租税・雇用・投資コストなどの諸点で、有利

な環境が整備されていること、および豊富な森林・鉱物・漁業資源の存在も

ケベック州の伝統的な強みでもある。W（weakness ＝弱み）としては、第 1

にケベックの主権運動を志向する政治の潜在的不安定性は否定できまい。

2003 年のシャレ政権発足により、主権問題はひとまず後退したが、2012 年

9 月の総選挙でケベック党が勝利し主権問題が前面に出てくる兆しも見え、

外国投資家によるカントリー・リスクの回避を招く一因にもなろう。但しマ

ロワ政権は少数与党でもあり、過激な動きはないものと思われる。第 2 には

人口の漸減と流出並びに地域間所得格差の拡大が考えられるが、この後者の

問題はプラン・ノールの進展次第であろう。人口の高齢化とカトリック教会

の影響力低下により、ケベック社会の活力低下と治安の悪化を招来する恐れ

は残る。過度の対米貿易依存体質も米国の景気動向に左右されることから、

これはメリットの裏返しと見られるが、最近対ドル為替換算率がカナダドル

高に振れていることから、大きな悪影響はないとみられる。 O

（opportunity ＝好機）は直接的には NAFTA による貿易の進展、フランコフ

ォンの自信と能力の増大、産業高度化による所得増大と内需拡大への期待、

それに NAFTA の延長としての FTAA（南北米州全域を含む自由貿易地域構

想）への期待などが挙げられる。T（threat ＝脅威）は貿易赤字ないし入超で

あり、人口の漸減問題がある。カトリック教会の影響力後退は特にケベック

州だけの問題ではないが、近い将来にいろいろな価値観を持つ移民が増大す

ることが予想されるケベックの社会においも新しい倫理規範が求められるで

あろう。地域格差はプラン・ノールの成功に掛かっているし、米国市場への

過度の依存状況も改善されていくであろうが、中国製品の氾濫は別の問題を

提起するかもしれない。

2. 受講生のコメント

「現代のケベック」シリーズでも毎回の講義の後、受講生が 200 から 300

字ほどのコメントを書いて講師に提出することとなっている。小生の担当分

を年度別に数えると別表のとおりであるが 13、実際の受講生はこれより若干

多いとみられる。それらのコメントを①ケベック州の全体像、②社会・宗教、

③言語・文化、④政治・経済、⑤その他、に分けて注目すべき点を論評して

みたい。
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2.1. ケベック州の全体像

従前には「ケベック州はカナダのなかでも奥地にあり、森林と湖沼と河川

に囲まれたのどかな田園地帯で、メープルシロップが主な生産物の 1 つだ」

などと想像している者が大多数であった。しかし講義のなかで同州の州内総

生産に占める金融・情報・通信・サービス業など第 3 次産業の比重が高いこ

とや、先端産業の発展に注力している事実、それに 1 人当たりの GDP が日

本とほぼ同額であることなどを知るに及んで、想像と偏見が驚異と憧憬に変

って行った。またケベック州が全カナダの人口の 4 分の 1 を占めていること、

最大の面積を有する州でカナダのほぼ中央に位置し、米国という大消費地に

隣接していることなどが理解された。講義の中では“sub-nation”という用語を

多用したが、ケベック州を GDP 尺度で概ね同程度の国々、例えばタイ、マ

レーシア、スイス、スウェーデン、デンマークなどと比較すると理解が行き

届いたようであった 14。

ケベックに関する特色あるコメントとしては、「ケベックを除いたら、カ

ナダはおよそ平凡な国になってしまう。ケベックの存在がカナダ研究を興味

深いものにしている」、また「カナダの中のケベックという捉え方ではなく、

カナダと並び立つケベック、カナダとは別の存在としてのケベックという視

点でケベックを研究するほうが刺戟的ではなかろうか？」といった感想もあ

った。「準国家」とか「フランコフォンないしフランコフォニー」という用

語には新鮮な驚愕を表明した受講生が少なくなかった。

2.2. 社会・宗教

「静かな革命」においては、ケベック社会に対するカトリック教会の影響

力が弱まり、過去において教会が主導していた公教育部門が州政府主導に改

まり、教育省が創設された事実に関連して、日本という中央集権国家で生ま

れ育った受講生には、そもそもカナダの公教育部門が州政府の管轄下にある

こと、しかも「静かな革命」以前にはカトリック教会が公教育を担ってきた

事実について二重の驚きが表明された。この問題に関する興味あるコメント

は 2 通りあり、1 つは「そもそも公教育を州政府に任せて良いものだろう

か？カナダ人としての自覚とアイデンティティを植え付ける作業を各州の政

府に委ねてよいものか？」という基本的疑問であり、2 つには「カトリック

教会の影響力低下が直線的に社会の不安定化に結び付くのか否か？」という

問題提起であった。積極的に社会現象を読み解こうとする受講生の好奇心が
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印象的であった。

2003 年の受講生から「独自の社会」を、台湾の置かれた状況に酷似して

いるとの指摘があったが、最近の 2012 年度ではスペインのバスク地方の状

況を想起させるとしたコメントもあり、受講生自身が一層グローバルな視点

から世界を眺めるように変って来ている。

「静かな革命」を日本の明治維新と相似しているという見方も散見された。

2.3. 言語・文化

幾つかの真剣な質問とコメントが提起されたが、「ケベック州が官民挙げ

てフランス語の普及・公用語化とフランコフォン文化の浸透を推進する一方

で、貿易量の大部分を米国市場に依存しているのは理解困難だ。フランコフ

ォン経営者の努力は多としたいが商品市場がアングロフォンであるから無理

にフランス語を押し通すのは如何なものか。英語世界に囲まれているなかで

フランス語を擁護するのは並大抵の努力ではなかろう」といったコメントに

集約される。他方「フランコフォン擁護政策は経済的グローバル化に対する

一種の克服例になるのではなかろうか。また英語とフランス語との間にはか

なりの相似性・親和性があり、日本語とアラビア語ほどの相違はあるまい」

という意見表明もあった。

2.4. 政治・経済

政治経済学部所属の学生も多いせいか、活発な問題提起がなされた。主な

内容を羅列すると次のとおりである。

イ．ケベックがフランコフォン諸国の代表格である点に感銘を受けた。カ

ナダ連邦政府は此の事をひとつの価値ある財産として積極的に容認しな

ければならない。

ロ．外交特権は有しないが、世界数十カ国に代表部を置き、貿易面のほか

文化面においても活発に対外活動を展開していて、「国家の中の国家」

の面目躍如たるものがある。

ハ．一流の準国家であり、独立国でいえば世界で約 30 位辺りにあり、存

在感がある。

ニ．人口漸減、少子高齢化社会という現象は日本の状況と類似しており興

味深い。ともに取り組んで行ける課題ではあるまいか。

ホ．ケベック州独自の年金システムを有していることが特徴的だ。
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ヘ．マイケル・ムーア監督作品「シッコ」のなかで医療保障を得るために

カナダ人と結婚した米国人女性の話を思い出した 15。

ト．ケベック州が近年日本よりも中国との貿易関係を強めていることが気

にかかる。

チ．リーマン・ショックで米国の金融制度の欠陥が露呈されたが、カナ

ダ・ケベックの金融機関は米国に比して健全だ。

リ．『人口論』を著した経済学者 T ・ロバート・マルサスによれば、「人口

は制限要因がなければ増加し続ける」とあるが、ケベックでは何が制約

要因なのだろうか 16。

ヌ．サクセス・ストーリーを知って、フランコフォン・ケベック経済の底

力に感銘した。

ル．カナダの大手企業の多くがケベック州に本社を置いていることに感銘

した。

ヲ．航空宇宙産業、ナノテク、バイオ、IT 関係などの先端産業が強い点は

評価できる。

まとめて一言でいえば「ケベックは文化的には優れていることは知ってい

たが、産業は未発達だと思っていた。しかしこれはとんでもない誤解であっ

た」ということに尽きる。特に付加価値の大きな先端産業の発展に注力して

いる状況に注目が集まった。

2.5. 日ケ経済関係

受講生が最も懸念しているのは、「ケベック州と日本との関係が伝統的に

友好的で安定してはいるものの、近年ケベックと中国との貿易関係が緊密に

なっており、日本が取り残されていくのではないか」という感想だった。ケ

ベックと中国との接近について危惧を抱いている様子が窺える。次いで関心

が高かったことは、オンタリオ州やブリティッシュ・コロンビア州に比して

日本の進出企業数が相対的に少ない点である。日本のビジネスパーソン達に

とっては公文書作成などに当たって、フランスにおけるよりもフランス語を

要求される場面が多いことと、子女教育の面で仕事がやり難そうだという感

想も散見された。
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2.6. その他

SWOT 分析に対する評価は概ね好評であった。ケベック州政府代表部の講

師による講演とはひと味違い、「あれほど完全無欠に見えたケベックの産業

経済も、将来的な人口漸減や過度の米国市場依存といったアキレス腱の存在

をこの SWOT 分析が示しており、一層客観的にケベックの状況を把握でき

た」とのコメントが散見された。

結び

「現代のケベック」講座に参加して瞬く間に 10 年が経過した。この間ケ

ベックの産業経済も大きな成長を遂げた。この象徴的な出来事の 1 つは中国

の青蔵鉄道であろう。標高 5000 メートルを超える世界の鉄道最高地点を走

る高原鉄道「天空列車」が 2006 年に開業して大勢の観光客がチベットのラ

サを目指したが、この空調特別快速列車がケベックのボンバルディエ社によ

って開発製造された事実を知る人は少ないかもしれない。この与圧式客車こ

そケベックの誇る宇宙航空技術・流体力学と車両製造技術の結晶である 17。

延べ 数百名の受講生は日本の大学生総数 285 万人に比べれば全く微々た

るものだが、現代のケベックについて確実に理解を深めた若者たちが将来に

亘って日加および日本とケベックとの交流の先頭に立って活躍されることを

大いに期待したい。

（いけうち　みつひさ　日本カナダ検定協会副理事長）

注

1 フランコフォン（francophone）は通常「フランス語を話す人」を指すが、小

畑精和・竹中豊編（2009）『ケベックを知るための 54 章』明石書店 p.154 では

「フランス語系住民」とある。なお本稿の 3.1 にあるフランコフォニーは同書

p.227 にあるとおり、小文字の francophonieは集合的にとらえたフランス語を話

す人々、またフランス語圏という意味でも用いられる。頭文字が大文字の場合

（Francophonie）は国際機関を指す。

2 基本データは上掲書および Institut de la statistique du Quèbec ならびに

Ministère des Relations internationales (2011) Le comparatif~Québec-Japon による。

なおケベック州とカナダ、日本、米国の人口を 2003 年と 2011 年で比較すると

下表のとおり。
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3 州内総生産額は上掲書 p.34 による。

4 « Révolution tranquille »は 1960 年のケベック州総選挙の数週間後、トロント

の英文日刊紙 Globe & Mail が“Quiet Revolution”と評していたのをフランス語化

した用語である。

5 CEGEP（collège d’enseignement général et professionnel 一般教育・職業専門教

育コレージュ）。小林順子『ケベック州の教育』1994、東信堂、p.94。

6 CDP（Caisse de dépôt et placement du Québec ケベック貯蓄投資金庫）は 2011

年末現在で正味資産合計 1590 億カナダドル（約 13.5 兆円）、格付けは AAA で

ケベックを代表する巨大金融機関である。

7 René Lévesque（1922-1987）はケベック州のジャーナリスト・政治家で州首

相（1976~85）を務めた。イドロ・ケベック（水力発電公社、1944 年創設）の

再編に尽力、後に 1968 年、ケベック党を結成、1977 年にはフランス語憲章

（101号法）を制定。ケベック州民に愛された庶民派政治家。

8 NAFTA（North American Free Trade Agreement 北米自由貿易協定）カナダ、米

国、メキシコ三国間自由貿易協定、1994 年 1 月発効。

9 Joseph May (2002) : “The impact of the Quiet Revolution~The Business Environment

of Smaller Cities and Regions of Quebec 1960~2000”『Lamapo College 紀要』, New

Jersey, U.S.A. 2002.

10 Statistics Canada, Population by year, by province and territory 2012-09-27.

11 プラン・ノールの詳細については plannord.gouv.qc.caを参照されたい。

12 SWOT分析を下表に掲げる。
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13 コメント提出者の年度別内訳は下表のとおり。

14 ケベック、ヴェネズエラ、フィンランド、マレーシアについて最近の数字を比

較すると下表のとおり。（GDP p.c.は一人当たり国内総生産額）
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（出典：面積＝ Canadian Global Almanac 2005, 人口と GDP ＝ World Economic

Forum, IMF World Economic Data Base 他）

15 “SiCKO”は米国の医療問題を描いたマイケル・ムーア監督の社会風刺映画、

2007 年 6 月日本公開。

16 Thomas Robert Malthus (1798) An Essay on the Principle of Population に依拠した

ものと考えられるが、ここに引用した言説は未確認である。

17 Bombardier は普通名詞では爆撃機の意味だが、ボンバルディエ社は雪上車

（snowmobile）を発明した Joseph Armand Bombardier (1907~1964)が 1942 年に創

設した車両、航空機製造会社でモントリオールに本社がある。2011 年度の売上

高は 183 億カナダドル、正味収益は 8.4 億カナダドルで、日本企業の三菱重工

業や川崎重工業に比肩するコングロマリットである。



Summary

The French and the English took their places in the east of actual Canada, in the

16th and 17th centuries. But now this territory belongs entirely to the people of

Quebec, descendants of the French. The French language represents the national

mentality of Quebec which opposed sometimes most federal Canadians, users of the

English language. And the poetry of Quebec evokes these historical circumstances,

shown by the people of Quebec.

Hénault, Quebec’s poet wrote in French to reflect on the identity of Quebec

from the constitution of the French language. According to him, it is important to

bring to light all realities of Quebec’s poetry and French language, which has to

interact with federal Canada’s poetry and the English language to fuse the two

societies of Quebec and federal Canada. Hénault’s poems show that the image of the

literature engaged is able to consolidate the true nature of Quebec and federal

Canada’s community.

According to Hénault, it is also necessary to confirm the identities of the poems

which are written in French by the people of Quebec and France. Poetry from

Quebec is distinct from French poetry, although they are both written in the same

language. The poetry of Quebec is not French poetry, on the contrary, these two

poetic styles are found on the national conscience of the poets which crossed a

different social, political and historical path within Quebec and France. The same
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French language works differently because the circumstances of the two countries

influence the formation of the national spirits.

The poems of Hénault evoke the following facts. The French language

accomplishes a social function according to Quebec’s poetry and France’s poetry can

never be identical to one and other. According to the function of the French

language, developed in Quebec’s society, Quebec’s poetry confronts federal

Canada’s poetry. This function is fully realized, even if the French language is

difficult to communicate across the border which sometimes without voice reveals

the social reality of Quebec which is extremely opposed to the social reality of

federal Canada.

Mots-clés : Gilles Hénault, écriture, langue francaise, poésie québécoise, société

Keywords : Gilles Hénault, style of writing, French language, poetry of Quebec,

society

Introduction

Gilles Hénault(1920-1996) est un poète québécois qui a exercé ses activités

depuis les années 1940 jusqu’aux années 1990 et notamment à l’époque de

l’application de la loi 101 (‘La Charte de la langue française’) établie en 1977,

période où des Québécois étaient en opposition avec des Canadiens fédéralistes sur

les questions de langue française ou anglaise (Des francophones habitent dans les

provinces anglophones du Canada et des anglophones habitent au Québec. Toutefois

ci-après, afin de faciliter les explications, nous considérerons que les Québécois sont,

par définition, des francophones et les Canadiens des autres provinces, des

anglophones). Hénault est un pionnier des poètes québécois contemporains qui se

sont consacrés à l'élaboration de la littérature nationale selon leurs philosophies

politiques dans les années 1960. Nous pouvons alors entendre dans ses poèmes la

voix des sujets poétiques qui désirent la séparation sociale et politique de la

communauté québécoise d’avec la communauté canadienne fédérale. Les poèmes de

Hénault montrent les caractéristiques d’une sorte de littérature engagée, de même

qu’à son époque la poésie québécoise révèle fréquemment la conscience politique

des citoyens : « Elle[la poésie canadienne de langue française] a pris son vol avec la

mue d'un Québec provincial et clérical, enfin délivré (1958) de la tutelle de Duplessis
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- métamorphose que le voyage du général de Gaulle (1967) devait mettre en

évidence2. »

Malgré son caractère engagé, son oeuvre n'appartient pas aux oeuvres réclamant

la séparation par la violence. Au contraire, ses oeuvres sont tournées vers la

recherche d’un sens pour une vie plus harmonieuse au coeur du conflit socio-

politique entre les deux communautés : « Bientôt associé à la révolution sociale et

politique, il[le cri de l’homme] change d’horizon de sens. Bien qu’il conserve la

mémoire d’un temps transhistorique, il accompagne désormais l’expérience

quotidienne et ne résonne plus dans le vide : le voici élevé à la hauteur d'un discours

- et d’un discours collectif, menaçant, plein de sens3. »

Son écriture variée dépeint, semble-t-il, toutes les orientations de ses poèmes, en

excluant des figures de rhétorique technique ou en fragmentant parfois des phrases

en vers à l’aide de silences ou d’une improvisation de parole. Ce que Hénault veut

acquérir à travers cette écriture improvisée, en particulier par l’écriture automatique,

cela revient peut-être à donner une grande liberté surréaliste nécessaire à la

communauté humaine. Son écriture, orientée vers une liberté totale, évoque plus ou

moins celle d’Arthur Rimbaud. Nous citons Rimbaud, mentionné dans le discours

suivant : « Arthur Rimbaud (1854-1891) fut-il détenteur et des symboles et de leurs

clés? « J’ai trouvé le système», dit-il, et cela peut aussi bien s’appliquer à une

méthode d’écriture qui participerait à la fois de l’automatisme, du collage et de la

référence non explicite à des faits personnels ou des écrits de rencontre, qu’à une

secrète conception existentielle et métaphysique, étrangère à son temps et à son

milieu4. »

Outre les facteurs rimbaldiens et un peu surréalistes, l’écriture de Hénault

adopte les points de vue des Canadiens francophones qui s’opposent, notamment à

propos de leur langue, aux Canadiens anglophones. Il s’agit de savoir comment, à

partir de cette écriture, sa poésie écrite en langue française peut être fondée sur

l’esprit national des Québécois et être constituée d’un sens de la vie plus positif

même en opposition avec la langue anglaise utilisée par la plupart des Canadiens à

l’extérieur du Québec. Cette étude vise à éclairer, sous l’angle de la fonction sociale

de la langue, les circonstances précises évoquées par les poèmes de son recueil de

poèmes : Signaux pour les voyants ; poèmes 1941-1962 5.
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1. Les caractéristiques de l’écriture

1.1. L’absence de langage vivant et la société

Pour Hénault, il s’agit du langage de l’homme dont la voix a disparu. L’homme

« aphone » ne peut pas exprimer ses idées et se trouve dans une situation

d’incommunicabilité dans la société. Le langage de cet homme « aphone » ne peut

représenter certaines circonstances à l’instar du « cri » des animaux :

un seul cri

et son peuple dresse l’oreille, les ailes s’affolent,

les échines se cabrent, les galops battent le

tambour des plaines, les courses font flèche de

tout bois, les paniques moutonnent vers les précipices,

un seul cri

et c’est l’appel au combat des mâles agglomérés par l’aimant 

du rut, c’est l’orientation vers

les sources qui luisent déjà aux naseaux des 

chefs de files, c’est l’acheminement millénaire

vers le cimetière où l’éléphant lance le barrissement final. Mais nous sommes 

aphones.6

Dans ce poème, les animaux comme un « éléphant » qui « lance le barrissement

final » et peut-être comme des « chevaux » dont les « galops battent le tambour des

plaines », peuvent exprimer leurs ‘intentions’ par leur « seul cri ». Comme les « mâles

agglomérés par l’aimant du rut » font venir leurs adversaires pour « se combattre »,

les animaux « s’appellent » et communiquent les uns avec les autres.

Mais, contrairement au « cri » du « bestiaire », le langage de l’homme n’est pas

vivant ni ne peut créer un sens. En effet, le « nous », c’est-à-dire les êtres humains

sont « aphones » et le langage non prononcé par leur voix ne peut devenir ni une

langue ni une parole, composantes toujours interactives, constitutives du langage.

Chez un sujet parlant qui utilise personnellement la langue propre à son pays, la

langue ne peut pas se séparer de sa parole prononcée : « La langue est nécessaire
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pour que la parole soit intelligible et produise tous ses effets ; mais celle-ci est

nécessaire pour que la langue s’établisse ; historiquement, le fait de parole précède

toujours.7 » Lorsque la parole sort de l’organe vocal du sujet parlant pour faire

fonctionner d’une certaine façon la langue, chaque mot compris dans cette parole

prononcée a un signifiant, élément acoustique, et un signifié ouvert sur une

signification ou un sens, signifiant et signifié qui ne peuvent pas se séparer l’un de

l’autre : « Les signifiés sont-ils directement perceptibles? Non, puisqu’ils passent

obligatoirement par des formes signifiantes.8 » La langue, chez les êtres humains

sans voix présents dans le poème cité plus haut, n’a alors pas de signifiant ni de

signifié, ces deux derniers simultanément nécessaires à créer un sens à travers une

parole prononcée. Leur langue ne peut donc pas produire des valeurs significatives. Il

en est ainsi de leur langage qui sera constitué de leur langue et de leur parole.

Or, la langue est en principe un moyen d’expression commun aux groupes sociaux

d’un pays. Le « nous », qui désigne dans le poème cité les hommes « aphones » et dont

la langue ne crée pas de sens, peut donc désigner cette fois-ci la communauté

linguistique de la société québécoise, qui utilise la langue française depuis ses

ancêtres français, mais qui est maintenant prise d’une aphasie. La langue française,

paralysée, ne peut jouer un rôle social nécessaire à la communication entre des

Québécois à l’intérieur de leur communauté linguistique.

L’image de la langue française impuissante dans la société québécoise mène,

dans le poème suivant, à l’image de l’écriture qui tournoie dans le ciel :

Signes, silence, fumées

Songe désert, page blanche

Sphère soudain pleine d’une solitude grumeleuse

comme on voit aux boules de verre où tourbillonnent

des astérisques d’ivoire

Moment d’extrême nudité sous le halo des réverbères

seuls signes au loin d'une humaine sollicitude 

Les hurlements ne sont que les voix de chiens crevés

depuis longtemps quand au claquement d’une rafale

se lève la meute des longues années perdues

au jour le jour des gestes éperdus

Toute mouvance se givre et la durée, la durée se fige
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au lac de mémoire 9

Ce poème évoque les « signes silencieux » de la « page blanche » qui s’évanouit

en « fumées » dans les « longues années perdues » dans un temps arrêté. Cette « page

blanche », constituée de « signes muets » peut peut-être symboliser une écriture

poétique qui ne peut plus fonctionner dans la réalité souffrante de la société

québécoise. Cette écriture, comprise au sens négatif, démontre que la société

s’oriente vers une résistance à la société du Canada anglophone selon la conscience

collective de ses habitants poursuivis par l’obsession amoureuse de leur langue

française. En effet, l’écriture littéraire peut éventuellement refléter les divers

phénomènes caractéristiques d’une société ou fonder des valeurs sociales utiles à

l’établissement de relations variées entre des groupes sociaux. Les valeurs ou les sens

sociaux apportés par l’écriture traduisent alors en eux-mêmes les relations sociales

des membres : « Le sens social ne s’identifie pas à la somme que représente une

cosmologie ou à la théorie sociale, à l’ensemble des règles du jeu social dont un

informateur habilement sollicité peut reconstituer et fournir la liste. Il ne s’actualise

qu’en énoncés particuliers spécifiant les relations entre partenaires différents de la

vie sociale.10 »

Il s’agit de la structure de l’écriture qui a ainsi un sens négatif ou révolté selon

la conscience et la relation des membres de la société québécoise qui veulent

défendre leur langue française contre la langue des Canadiens anglophones. La

structure du poème précédent démontre déjà l’écriture de l’image négative. Ce

poème est écrit à la fois sous la forme versifiée dont chaque vers commence à la

ligne, et sous la forme prosaïsée dont chaque vers a une initiale en majuscule ou en

minuscule. D’ailleurs, tout le poème a peu de ponctuations comme dans des poèmes

surréalistes, dirigés vers la liberté d’une écriture ou d’une conscience dans la société.

Malgré l’ellipse des ponctuations, le sens des phrases n’est pas trop vague. Mais, la

forme du poème, elle est toujours ambiguë. Cette obscurité provient de l’écriture

poétique, celle d’une tendance négative, qui représente la crise morale des Québécois ;

des Québécois qui se révoltent fortement contre le gouvernement fédéral pour

consolider les identités de leur tribu française et de leur langue française.

La structure de l’écriture, résistante et ambiguë, suggère que la société

québécoise francophone est incompatible avec la société canadienne anglophone.
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Ces deux sociétés ont, à commencer par leur langue différente, des systèmes

politiques différents. En fait, ce sont les structures politiques des deux sociétés

divisées en dissonance qui ont suscité, semble-t-il, dans le poème cité plus haut,

l’écriture révoltée dont la forme ambiguë symbolise le trouble moral des Québécois

indépendantistes. La littérature, la société et la politique sont mises en

communication. Or, la négativité de l’écriture, dérivée de sa propre structure et

inséparable des circonstances sociales et politiques du Québec, peut être

paradoxalement le signe d’un espoir positif ou affirmatif orienté dans le sens des

désirs du sujet poétique pour la fusion de la société du Québec et de la société du

Canada fédéral et, peut-être, pour la construction de leur nouvelle société. En effet,

selon une citation, un aspect négatif peut devenir une force positive nécessaire à

créer une nouveauté : « L’important, c’est de concevoir le négatif au coeur de la

création, de la structuration. C’est de concevoir le devenir qui ronge l’existant, le

voue à l’éphémère et crée ainsi du nouveau, de telle sorte que le négatif est en vérité

créateur, « positif ».11 »

Comme nous l’avons vu, l’écriture dans les poèmes de Hénault fonde

finalement deux sens : d’une part, un sens négatif où la société québécoise est prise

d’une obsession et d’une aphasie à propos de l’utilisation de la langue française, et

d’autre part, un sens positif et créatif où la société québécoise et la société

canadienne fédérale peuvent s’unir sur le plan de leur politique et en plus du

problème de leur langue. Les autres poèmes du poète nous permettent de réfléchir

encore une fois, selon les deux directions de l’écriture, sur la relation entre la langue

française et la langue anglaise.

1.2. La langue française et la langue anglaise

La langue française des Québécois peut devenir, à travers l’écriture du poète, un

élément de création qui harmonise tous les domaines en discordance dans toute la

société canadienne. Or, selon Hénault, cette langue n’est pas parfois « pure » sur le

plan linguistique. Le poème suivant veut ainsi réaliser sa vocation en utilisant la

langue française « pure » :

La parole articulée sèche à mesure qu’elle étend ses

rameaux. Trop d’arabesques nous trompent sur le sens
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caché des mots, trop de fleurs de rhétorique tressent 

des couronnes artificielles aux plus dévêtus sentiments.

Il me faut la parole nue.

Il me faut des mots comme des balles et des cris

purs qui transpercent. La poésie cherche à bercer

l’âme, alors qu’elle devrait pétrir les choses, faire

entendre au-dessus des cacophonies religieuses,

philosophiques, morales et politiques le cri nu

de l’homme qui affirme son existence singulière et grégaire.12

D’après ce poème, la « poésie » doit accomplir sa tâche en représentant la

réalité même telle qu’elle s’est passée en langue « nue » et parfaite sans décorer la

réalité selon les expressions « rhétoriques » augmentées par la « parole » couverte de

notions sociales et « artificielles » et développée dans des « cacophonies religieuses,

philosophiques, morales et politiques ». Pour Hénault, cette langue « nue » doit être

la langue française québécoise qui peut devenir une force motrice pour sa création

contre la langue anglaise principalement utilisée par les Canadiens fédéralistes : « Il

semble parfois que le pouvoir extraordinaire d’invention linguistique des auteurs

francophones s’explique par une sorte d’adaptation linguistique endogène contre les

forces extérieures au sein de milieux étrangers envahissants (ici, l’anglais) ou

exotiques (faune et flore tropicales, par exemple).13 » La « poésie » qui doit réaliser

dans le poème sa vocation en utilisant la langue française sans fard prononcée par le

« cri nu », définit alors la poésie québécoise dont les phrases en vers ne peuvent

jamais être constituées de langue anglaise.

La poésie québécoise est écrite par des Québécois en langue française, mais elle

doit interagir avec la poésie canadienne écrite par des Canadiens de langue anglaise

pour réunir les sociétés de ces deux peuples. Ce même but constitue justement la

vocation de la poésie québécoise. Et pour le même but, la langue française aussi est

obligée de côtoyer la langue anglaise, constituant ainsi la poésie canadienne, sans

être contrainte d’incarner seule la poésie québécoise. Les poètes québécois doivent

donc se confronter à la fois à la langue française et à la langue anglaise pour

comprendre les circonstances sociales de tout le Canada et pour consolider, au bout
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du compte, l’identité de la poésie québécoise. En fait, les deux langues et les deux

poésies influencent les phénomènes multiples de toute la société canadienne ou s’en

laissent influencer.

L’interaction de la langue française et de la poésie québécoise avec la langue

anglaise et la poésie canadienne, explique finalement que la langue (soit française,

soit anglaise) et l’oeuvre littéraire sont obligées de passer par la société (nous avons

également dit, dans le paragraphe précédent[1-1], que la littérature et la société se

liaient l’une avec l’autre) : « Il y a ainsi une relation essentielle entre la définition de

l’identité d’une langue et l’existence d’une littérature, au sens large, d’un corpus

d’énoncés stabilisés, valorisés esthétiquement et reconnus comme fondateurs par une

société. Ce qui découle de l’impossibilité de définir sur des bases purement

linguistiques l’identité d’une langue naturelle.14 » Pour Hénault, il est naturel qu’un

poète regarde notamment la relation entre une langue et une société, ces deux

dernières interagissent dans la vie quotidienne du public respectivement comme un

pivot social et comme un utilisateur langagier. La relation entre les deux éléments

voit sa transparence augmenter, lorsque la langue est concrétisée par une « parole

nue » sans « rhétoriques » comme le dit le poème cité plus haut. Cela constitue

précisément un but de l’écriture développée dans le poème.

Même si Hénault accorde simultanément de l’importance à la langue française

et à la langue anglaise, ces deux langues lui permettant de réfléchir sur les identités

nationales des Québécois et des Canadiens fédéralistes, il écrit réellement ses poèmes

en langue française. Pour lui, il s’agit alors de distinguer la poésie québécoise et la

poésie française, deux poésies écrites en une même langue française inséparée des

vies des Québécois et des Français.

2. La poésie québécoise et la poésie française

2.1. La langue et les vies des Québécois et des Français 

La langue française constitue à la fois le poème du poète québécois qui vit au

Québec en tant que Québécois comme Hénault, et le poème du poète français qui vit

en France en tant que Français. Hénault, poète québécois, écrit en cette même langue

française utilisée au Québec et en France, deux endroits géographiquement éloignés.

Mais il ne confond pas la poésie québécoise et la poésie française. Il a raison. En

effet, le langage conduit et reflète la vie de l’être humain, et corollairement, la langue
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française gardant l’esprit national des Québécois est différente de la langue française

retenant la conscience nationale des Français. De même, les poésies de ces deux

peuples sont nécessairement distinctes l’une de l’autre, selon leurs amours-propres

nationaux. De ces points de vue, nous voyons deux poèmes suivants :

L’écriture des allées et venues, des pas entrelacés

sur le quadrillé des rues métropolitaines en dit

plus long que tous les poèmes sur la texture de mon être.15

L’amour est plus simple qu’on le dit

Le jour est plus clair qu’on le croit

La vie est plus forte que la mer

La poésie coule dans la plaine où s’abreuvent les peuples.16

Dans ce premier poème, l’« écriture » est, pour le sujet « je », le pivot

nécessaire à constituer son « être » ou sa vraie image existentielle. La manière

d’écrire est, en fait, pour un écrivain, indissociable de sa mentalité orientée vers la

recherche de son existence : « L’écrivain vit ce qui apparaîtra comme conçu ou

même comme prémédité. Car il y a un rapport étroit entre le dépouillement

psychologique de l’auteur et le dépouillement formel de son style. Ce que Nietszche

exprimait en affirmant que les Grecs ne pouvaient atteindre à la simplicité et à la

profondeur que parce qu’ils étaient eux-mêmes simples, profonds et naïfs.17 » De

même que l’« écriture » reflète ainsi la conscience existentielle de l’« être » qui

recherche ou non comme les « Grecs » une « simplicité » et une « profondeur » de sa

« vie », le langage de base de l’« écriture », renferme également l’esprit existentiel de

l’homme.

Dans le second poème cité plus haut, la « poésie coule dans la plaine où

s’abreuvent les peuples ». La « poésie » peut alors conduire les « peuples » en

présentant leurs chemins. Ou au contraire, les « peuples » peuvent guider la « poésie »

en montrant son chemin. La « poésie » existe donc toujours avec l’esprit des

« peuples », membres de la société québécoise et de la société française, par

exemple.

Comme nous les avons sommairement regardés ci-dessus, les deux poèmes
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montrent finalement que la « poésie », l’« écriture » poétique et le langage (la langue

française, par exemple) deviennent en eux-mêmes les «vies» des nations québécoises

et françaises.

Or, en raison de la distance politique et historique entre le Québec et la France,

la langue française et la poésie ou la vie des Québécois sont différentes de celles des

Français (comme nous l’avons dit). 

En effet, les histoires nationales des deux peuples ont été développées de

manière différente, bien que leur ethnie s’enracine quasiment autour des mêmes

ancêtres. Une région orientale (où se situe le territoire québécois présent) du Canada

actuel, a été occupée vers les 16ème et 17ème siècles par les Français et les Anglais

qui voulaient défricher cette région. Les Français ont notamment tenté de s’unir avec

les Indiens autochtones, sous la forme du mariage ou de l’éducation. Cela avait pour

but de les intégrer à la société française et de leur transmettre la culture française.

Cette politique de francisation a perduré durant le 17ème siècle. Mais lors du traité

de Paris en février 1763, les Français ont aliéné la région orientale aux Anglais. À ce

moment-là, une partie des Français l’a quittée et une autre partie y est demeurée.

Depuis, le Canada fait partie du Commonwealth. Du fait de ces circonstances

historiquement et politiquement non identiques, vécues par les Québécois (les

Français qui sont restés dans la région orientale et leur postérité) et les Français (ceux

qui vivent en France), la langue française et la poésie du Québec ne peuvent qu’être

différentes de celles de la France. Une grande caractéristique de l’univers poétique de

Hénault consiste à évoquer les points précis : « Gilles Hénault est le premier à

reconnaître que l’expérience poétique y est profondément différente et que, par

conséquent, la fonction de la poésie ne peut pas être la même qu’en France. À côté

de l’histoire proprement littéraire, il existe une autre filiation qui tient compte des

conditions locales de vie.18 » Il est donc sûr que sa création poétique a une relation

étroite avec des expériences développées dans les vies des deux peuples à

commencer par le langage. 

En particulier, un poème évoque, à propos du langage, plus précisément celui

d’un « créole », la relation politico-historique des Québécois et des Français : 

Elle[Créole] était belle à crier, belle avec ce rien d’enfance

qui saute aux yeux comme un jeune chat. C’est toi qu’on dit 
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sauvage, toi qu’on dit barbare,

toi dont le regard de crépuscule d’Afrique ou

d’Océanie tombait brusquement pour me laisser

dans ma nuit! Tu as dû savoir que je t’aimais. Par-dessus 

le tintamarre des trains et des trams

s’entendait le tam-tam de mon sang.19

Ce poème parle du « créole »20 né de la combinaison entre les langues des

indigènes et les langues des colonisateurs dans les zones « africaines » ou

« océaniennes » par suite de la politique coloniale des Européens qui ont voulu

dominer les peuples de l’« Afrique » ou de l’« Océanie » (ou des Caraïbes, peut-

être). Les circonstances historiques de ces petits pays qui ont été dominés par les

Européens en utilisant leur « créole », sont un peu similaires à celles du territoire

québécois actuel pour l’exploitation duquel les Français et les Anglais étaient venus

vers les 16ème et 17ème siècles. Les Québécois, la postérité de ces Français, ont

ressenti peut-être, depuis longtemps, au fond de leur coeur le « sang » violent de

leurs ancêtres d’origine française qui se sont confrontés dans le passé aux Anglais sur

le territoire du Québec provincial actuel, comme dans le sujet du poème qui dit que

« par-dessus le tintamarre des trains et des trams s’entendait le tam-tam de mon sang »

« africain » par exemple. De nombreux Québécois veulent alors désormais être

séparés du gouvernement fédéral canadien, presque totalement géré par les

anglophones. Le poème essaie de confirmer indirectement l’identité géopolitique de

ce Québec, conservée dans le coeur des Québécois. Voilà la notion de poésie pour

Hénault : « La poésie est une autre terre, un pays spécifique, qui exige comme

répondant un pays réel, une géopolitique claire et ferme.21 »

Presque de la même manière dont le « créole » mentionné dans le poème

précédent est né de la fusion entre les langues des indigènes et des colonisateurs, la

langue française du Québec contemporain se fonde à la fois sur la langue ancienne

des Français contemporains et sur la langue plus ou moins modifiée par le nouveau

mode d’expression des Québécois sous l’influence de la langue anglaise peut-être.

Or, même si la langue française des Québécois contemporains n’est pas tout à fait

identique à la langue contemporaine des Français, elle a la même racine

étymologique que cette dernière et pourra être estimée par Diderot de cette manière :
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« Les langues devenaient des allégories : “qu’il faut parler français dans la société et

dans les écoles de philosophie ; et grec, latin, anglais dans les chaires et sur les

théâtres ; que notre langue sera celle de la vérité, si jamais elle revient sur la terre ; et

que la grecque, la latine et les autres seront les langues de la fable et du mensonge.

Le français est fait pour instruire, éclairer et convaincre ; le grec, le latin, l’italien,

l’anglais, pour persuader, émouvoir et tromper : parlez grec, latin, italien, anglais au

peuple ; mais parlez français au sage”.22 »

Comme nous l’avons expliqué, la vie des Québécois (qui ont traversé des

circonstances historiquement et politiquement variées sur le territoire québécois

actuel, éloigné de la France, pays de leurs ancêtres) est différente de celle des

Français (qui habitent en France). Et aussi les langues françaises de ces deux peuples

et leurs poésies écrites en langue française étymologiquement identique ne sont pas

complètement identiques les unes avec les autres. Néanmoins, en raison de leur

parenté, la langue française des Québécois aussi a suffisamment de « socialité,

caractéristique philosophique, vérité et clarté », comme la langue française des

Français précédemment louée par Diderot. En le reconnaissant, Hénault distinguera

la poésie québécoise et la poésie française pour fortifier finalement l’identité

nationale propre à la poésie québécoise à partir de la vocation de son écriture.

Puisque la langue française québécoise est, comme la langue des Français, une

langue de correspondance largement communicable entre des groupes sociaux, la

poésie québécoise est écrite en cette langue québécoise-là pour favoriser le dialogue

avec le lecteur. Hénault met l’accent justement sur cette conversation.

2.2. Le dialogue avec le lecteur

Pour Hénault, la poésie québécoise peut s’unir avec des lecteurs par la fonction

sociale de la langue. À cette étape, la poésie devient une action qui vise à célébrer la

langue québécoise à travers l’échange de paroles entre des lecteurs ou des groupes

sociaux, c’est-à-dire leurs manières de s’exprimer :

Les pistes reconnues nous tiennent dans leurs rets

Des millénaires d’arbres blessent un ciel exsangue

Racines mots muets, racines

Cent millions de fois répétées à pleine terre
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Dialogue sourd avec le silence étale de la plaine

Avons-nous donc oublié les chemins de clameurs de la mer

Et ces milliards de galets gargouillant aux lèvres des plages!

Mots ronds, mots polis, mots tonnants

Mots sifflant aux frondes des ressacs

Ah que vous rouliez enfin aux sonores fontaines

Aux mémoires percutantes

Aux sources du poème.23

Dans ce poème, les « mots ronds, mots polis, mots tonnants, mots sifflant aux

frondes des ressacs » cassent un « dialogue silencieux », « répété cent millions de

fois ». Ce cassement est nécessaire pour rétablir le « dialogue » en rupture avec les

groupes sociaux ou les lecteurs (par exemple) dans le lien de la poésie avec ceux-ci,

et pour élaborer la langue qui peut vraiment exister à partir de la réalisation concrète

de la parole sans dénaturer la réalité de la société québécoise. Selon un critique, cet

aspect lié au langage apparaît fréquemment dans les poèmes de Hénault : « La poésie

de Hénault paraît lutter contre le drame, qu’elle expose plusieurs fois, d’un langage

voué à n’atteindre que le paraître, et non l’être, ayant ainsi pour conséquences soit de

fausser le réel, soit de n’avoir aucune prise de transformation sur lui (la portée du

drame peut être lue autant de manière existentielle que sociale).24 »

Pour parler avec les lecteurs comme les « milliards de galets gargouillant aux

lèvres des plages », la poésie doit représenter, à partir de la conscience nationale

commune, la volonté de la société québécoise de garder pour toujours la langue

française face à la langue anglaise des Canadiens fédéralistes. Cette adresse aux

lecteurs, exécutée par la poésie postule que, pour Hénault, l’écriture poétique

renouvelle toujours ses valeurs en répondant à chaque instant aux demandes variées

de la société et de l’individu. Son acte poétique et ses poèmes ont finalement pour

but permanent de réduire la distance avec les lecteurs au maximum. En fait, l’oeuvre

littéraire malgré l’édition définitive suggère toujours plus de choses qu’il faut

continuer à écrire, à lire ou à retrouver : « Relativement à l’écriture et à la lecture,

l’oeuvre, qui peut donc être exactement et complètement déterminée en elle-même -

l’hypothèse du blanc n’est donc pas une hypothèse nécessaire -, apparaît comme une

disjonction inclusive : elle est écriture et perception séparées mais qui savent qu’il y
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a toujours du reste à écrire et du reste à voir.25 »

En se rapprochant ainsi des lecteurs, les poèmes de Hénault leur évoquent la

réalité de la langue française utilisée dans la société québécoise au-dessus de la

langue anglaise des Canadiens fédéralistes. Les lecteurs réinterprètent à leurs grés

ces circonstances linguistiques, révélées par ses poèmes. À travers de la langue

française, les poèmes, les lecteurs et la société ont certaines relations réciproques.

Conclusion

Le Québec est quasiment constitué exclusivement de peuples d’origine française

qui utilisent le français, alors que le reste du Canada est presque uniquement

constitué de peuples d’origine anglaise qui emploient la langue anglaise. Hénault

réfléchit alors sur la langue française de ses poèmes, face à la langue anglaise

employée par les Canadiens anglophones. Pour lui, la langue française s’enracine

dans différentes expériences des Québécois qui ont vécu longtemps dans leur

communauté installée sur la terre québécoise actuelle dès le 17ème siècle environ. La

fonction sociale de la poésie québécoise, comme dans ses poèmes, se fonde sur cette

langue française, cette langue de communication nécessaire entre les membres de la

société québécoise, dont l’esprit national se confronte à celui des Canadiens

anglophones.

La langue française et la poésie québécoise, inséparables l’une de l’autre,

permettent aux Québécois de ressentir à la fois un sentiment d’appartenance ou

d’identité face à leur société et un sentiment d’altérité face à la société canadienne

fédérale. Leurs doubles sentiments devraient contribuer à élaborer, à partir de

l’écriture en langue française de la poésie québécoise, diverses valeurs désirées qui

peuvent apporter un avenir positif à la réalité de la société québécoise toujours

tendue face à la société canadienne fédérale. Ils pourraient même accepter la

coexistence harmonieuse des deux sociétés en atténuant leurs moralités opposées,

liées à celles-ci, afin d’établir des valeurs sociales utiles pour leurs espérances

futures. Les poèmes de Hénault semblent permettre aux Québécois, aux lecteurs

québécois d’aller dans ce sens, à travers certaines signifiances émanant de leurs

doubles formes unies : la forme en vers et la forme en prose.

De même que Hénault tente d’innover la forme de la poésie québécoise en

unissant fréquemment un facteur poétique et un facteur prosaïque, ses poèmes
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semblent viser au changement de conscience des Québécois qui sont obligés de se

réconcilier avec les Canadiens fédéralistes. Cela explique la modernité de la poésie

de Hénault, qui constitue une caractéristique irrévélée par les oeuvres des autres

poètes québécois. Et en cela, ce poète mérite d’être appelé le père de la poésie

moderne québécoise.

(LEE Sinja, Université Sungkyunkwan, Séoul)
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2011 年秋、作家の初来日に合わせて日本語訳が出版されたダニー・ラフ

ェリエール（Dany Laferrière, 1953-）の『帰還の謎』（2009年）と『ハイチ震

災日記』（2010 年）は廣松勲会員により本誌前号で書評に取り上げられたが、

今回、彼の文字通り「原点」といえる作品がようやく日本語で読めるように

なった。タイトルは何とも刺激的な（しかし原題にきわめて忠実な）『ニグ

ロと疲れないでセックスする方法』。1985 年に出版された処女作である。同

作品はカナダやアメリカで大反響を呼び、1989 年にはジャック・ W ・ブノ

ワ監督によって映画化されて日本でも『間違いだらけの恋愛講座』という邦

題で公開されたので、ご記憶の向きもあるかもしれない。しかし、じつは本

書はそんなオブラートに包んだような邦題からは想像しがたい挑発的なメッ

セージを含んだ作品である。

出版当時ケベックで話題をさらい、多くのインタビュー記事や書評が出た

本作品について今さら何を語るべきか、とも思うが、日本の読者にとっては

30 年近く前のケベックの文学状況を思い起こすよい機会になるかもしれな

いので、多少の解説を試みたい。

舞台はこの小説が出版された 80 年代当時のモントリオール。より正確に

は、サンドニ通り 3670 番地、サンルイ公園のすぐそばの安アパートの一室

とその周辺である。話者の「おれ」は相棒ブーバとこの部屋をルームシェア

している。狭い部屋は「屏風」で仕切られ（ダニー・ラフェリエールの日本

趣味の萌芽はすでにあった）、向こう側ではニグロの隠者ブーバが日がな一

日ソファーベッドの上でジャズを聴きながらアルコールランプで沸かした上

【書評】

ダニー・ラフェリエール著
『ニグロと疲れないでセックスする方法』（立花英裕訳）
藤原書店、2012 年
Dany Laferrière, 

Comment faire l’amour avec un nègre sans se fatiguer, VLB éditeur,

1985.

小 倉 和 子
OGURA Kazuko



海茶を啜り、コーランやフロイト全集に読みふけっている。そしてこちら側

の「おれ」はいつか作家として華々しくデビューしたいという野望を抱きつ

つ、チェスター・ハイムズが所有していた（といわれる）タイプライター、

レミントン 22 を前にして『すけこましニグロのパラダイス』の執筆に余念

がない……。

夏のモントリオールの狭いアパートの室内はうだるような暑さである。2

人の生活は質素そのもので、人から羨まれそうなものなど何一つないのだが、

なぜかそこにはさまざまな白人女性たちが集まってくる。ミズ・リテラチュ

ア、ミズ・シュイサイド、ミズ・ソフィスティケイティド・レディ、ミズ・

パンク、ミズ・スノッブ、ミズ・ミスティック……。なかでも中心的存在で

あるミズ・リテラチュアはモントリオールの英系名門大学であるマギル大の

女子学生でフェミニスト文学クラブのメンバーだが、アパートを訪問するた

びに食糧や花束を持参し、部屋を掃除したり食器を洗ってくれたりする。

「おれ」はなぜ、白人女性がこれほどニグロに関心をもつのか、不思議でな

らない。

タイトルがいみじくも示しているように、この小説の中心的テーマは人種

とセックスである。ポルノ小説まがいのページの隅々には、人間の赤裸々な

「非言語コミュニケーション」で露わにされる白人対黒人、男性対女性（そ

れにケベック的文脈も加えるなら英系対仏系）の力関係にたいする鋭い文明

批評が見え隠れする。たとえば、「おれ」はミズ・リテラチュアと交わりな

がらこんなことを考えている。「西洋的価値観の階梯においては、白人の女

は白人の男より下で、ニグロの男よりも上なのだ。彼女がニグロとでなけれ

ば本当の快楽を感じないのは、そこに理由がある。［…］白人の女は白人の

男を楽しませなくてはならない。そしてニグロの男は白人の女を楽しませな

くてはならないのだ。セックスの偉大なる達人としてのニグロの神話はそこ

から来る（立花訳 p.57）。」一方で、サー・ジョージ・ウィリアムズ大学のお

嬢様であるミズ・ソフィスティケイティド･レディ（彼女はつねにカロリー

計算表を持ち歩き、完璧な体型を保っている）がそのもったいぶった態度を

かなぐり捨てて大胆なセックスを求めてくると、「おれは、女のアイデンテ

ィティを貫きたいと願う。人種論争を彼女の臓物奥深くまで突き進めたい。

おまえはニグロなのか。おまえは白人女なのか（立花訳 p.98）」と言い、人

種的階層秩序をセックスアピールの力で転倒させようと試みるのである。

この 2 人の他にも、さまざまな白人女たちが登場する。カウンセリングの
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ためにブーバのところを定期的に訪れる自殺願望に取り憑かれたミズ･シュ

イサイド、同じくブーバのところを訪れるチベット帰りのミズ･ミスティッ

ク、固有名詞を連発して知的会話を繰り広げるミズ・スノッブ、太陽の光を

存分に浴び、白い歯と明るい微笑がかわいらしいミズ・カバーガール… 1。

彼女たちに案内されて、話者は高級住宅街に住む英系家庭の生活ぶりを垣間

見たり、客たちが黙々と馬肥やしを食べているベジタリアンレストランや、

エキゾチックな植物がジャングルのように生い茂ったバー、セネガル出身の

ミュージシャンたちによるコンガドラムのエレクトロニックなリズムに乗せ

て白人たちが踊り狂うホールなどの「名所」に足を踏み入れることになる。

しかし、当然のことだが、一見自伝的と見えるこの一人称小説の中で、ど

こまでが現実の記述で、どこからが夢なのかはまったく判然としない。何し

ろダニー・ラフェリエール自身と限りなく重なり合う作家志望の話者が登場

するとはいえ、彼が書き留めているのは「妄想」であることを自認している

だけでなく、彼はタイプライターの横でいつしか眠りこみ、夢の中の出来事

を自動筆記していることもあるのだから。そもそも、彼を取り巻く大勢の女

性にしてみても、その名づけられ方からして、作家自身が交際した（してい

る）現実の女性というよりは、多分に戯画化された「典型」と見ることがで

きよう。

たしかなことは、28 の断章から成るこの「小説」は、60 年代の「静かな

革命」を経て多様化した価値観の中で、英系･仏系の別を問わず人々（とり

わけスノッブなインテリたち）が西欧＝キリスト教に代わる心の拠り所を求

めて東洋趣味や未開なものを志向するようになった 70 年代から 80 年代の北

米の一国際都市の風俗を、移民というよそ者の目で活写した貴重な資料にな

っているということである。

一見脈絡のない雑多なスケッチの寄せ集めと見えるところはダニー・ラフ

ェリエールの後の作品群にも通ずる特徴で、ポストモダンの雰囲気を漂わせ

るのに功を奏している。しかし、その無秩序とも思える外観の背後には、チ

ャーリー・パーカーやデューク・エリントン、ビリー･ホリデーやチャーリ

ー・ミンガスなどのジャズが通奏低音のごとく鳴り響き、コーランの一節が

絶妙なタイミングで挿入される。そして何よりも、この小説の主要テーマで

ある白と黒のコントラストがさまざまな変奏とともに執拗に繰り返されるの

である。そのコントラストは白人女と黒人男の性的関係に始まり、いつしか

タイプライターが白い紙の上に黒いインクで打ち出す「妄想」へと姿を変え、
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最後は、話者の『すけこましニグロのパラダイス』が完成して、売れ行き好

調でミズ･ボンバルディエのインタビュー番組「白黒つけよう」に呼ばれる

という夢で締めくくられる。しかも、『ニグロと疲れないでセックスする方

法』の出版と同時にラフェリエールはほんとうに彼女のインタビューを受け

ることになり、「妄想」は「現実」と化すのだから面白い 2。

トントン・マクートが暗躍するハイチでジャーナリストをしていたダニ

ー・ラフェリエールが身の危険を感じてほとんど身一つでモントリオールに

到着したのは 1976 年の夏、ちょうど町がオリンピックに湧いていた時期だ

った。その翌年にはケベック州をフランス語化するのに絶大な効力を発揮し

た言語法 101 号法（フランス語憲章）が制定されるのだから、身の安全と表

現の自由を求めてケベック州を移住の地に選んだのはハイチ人として先見の

明があったということになるだろう。それから 10 年後、80 年代後半のケベ

ック社会では多民族化が進展し、移民作家たちの活躍の場も急速に拡大して

「移住（者）のエクリチュール écriture migrante」の流れが形成されていく。

身寄りがなく、寝食にも事欠いた到着直後の様子は後年『穏やかな漂流の年

代記』（1994 年）で回想されることになるが、『ニグロと～』はそのような

状況下で発表されたもので、ラフェリエールにとっては長い下積み生活を経

てようやくとらえたチャンスだったのである。だから彼の野心は生半可では

ない。話者が豪語する「おれはアメリカ 3 が欲しい。そこは一歩も譲る気は

ない。［…］全てが欲しい、善いものも悪いものも。捨てた方がいいものも、

残しておいた方がよいものも、醜いものも、美しいものも。アメリカは一つ

の全体だからだ（立花訳 p.36）」という言葉は多分にラフェリエール自身の

願望でもあったはずだ。

わずか数行から成る最終章のタイトルは、ボーヴォワールの有名な言葉を

もじって「人はニグロに生まれるのではない。ニグロになるのだ」である。

けだし、女もニグロも社会的につくり出された存在だということだろう。

「ブルドッグのようにむっくりしたおれの小説。おれの唯一のチャンス」の

鎖を解き放ち、「行け Va」と命じて終わる最終章からは、かつてペールラシ

ェーズ墓地からパリの町を見下ろして「今度はおれとおまえの対決だ！」と

叫んだ青年ラスティニャック 4 の気迫にも似たものが伝わってくる。

原書には 80 年代のケベック社会をあぶり出す多くの固有名詞がスノッブ

なまでに連ねられている。立花訳はそれらに有益な注をつけつつ、少なから

ずあったはずの苦労を感じさせない流麗かつポップな文体で原文の雰囲気を
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伝えてくれている。ブーバがときおり使う女っぽい言葉は当然のことながら

フランス語の原文からは感じとれないが、男同士の会話が続く部分で発話者

を特定しやすくするために訳者が工夫したものだと思われる点もつけ加えて

おきたい。

（おぐら　かずこ　立教大学教授）

注

1 「おれ」の交際相手の多くは「ミズ Miz ～」（フェミニストたちの批判を浴

びないように綴りが巧みにアレンジされている）と渾名され、アングロサクソ

ン系である点も意味深長である。

2 Denise Bombardier によるインタビュー« Le fantasme selon Dany Laferrière »

（ラジオ・カナダ、1985 年 11 月 8 日）： http://archives.radio-canada.ca/

arts_culture/litterature/clips/14084/。ただし、1979 年に始まった« Noir sur blanc »

という番組は 1983 年に終了している。

3 北米大陸全体を指す。Dany Laferrière, J’écris comme je vis, Boréal, 2010, p.187-

189 他参照。

4 バルザック『ゴリオ爺さん』1835 年。
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本書の原題となっている ru は、フランス語で「小川」を意味し、比喩的

に「（涙、血、金銭などの）流れ」を指し、ベトナム語では「子守唄」「揺籠」

を意味するという。作者のキム・チュイは、1970 年代にボートピープルと

してケベックに移住したベトナム系の作家で、本書はその第一作にあたる自

伝的な小説である。

「花火で飾られ光の花で彩られた空を、ロケット弾や銃弾が横切る」なか

で生まれたという主人公の述懐で始まる物語は、重く切実なベトナムの歴史

を背負っている。1960 年に勃発したベトナム戦争は、米ソの対立を背景に、

共産主義陣営であるホー・チ・ミン率いるベトナム民主共和国（北ベトナム）

とアメリカの支援を受けた資本主義陣営のベトナム共和国（南ベトナム）と

の泥沼の戦いに発展していった。このベトナム戦争の最中、サイゴン（現在

のホーチミン市）の裕福な家庭に生まれたチュイとその家族は、北ベトナム

の脅威にさらされ、サイゴンが陥落しベトナムが社会主義体制に移行したた

め、チュイが 10 歳になった頃ボートピープルとして国外に亡命する。チュ

イが乗ったボートが向かったのは、その多くが向かうアジア諸国の 1 つ、マ

レーシアの難民キャンプ であった。それはまさに命がけの脱出であった。

「赤十字はベトナムの隣国に難民キャンプを作った。そこまで辿り着けなか

った人たちは、逃げている間に海に落ち、「ボートピープル」にすらなれず、

名もなく死んでいった。私は硬い土の上にじかに横たわることができたのだ。

［…］難民の 1 人になれたという神の祝福を受けた身なのだ。」しかし、こう

して辿り着いたマレーシア難民キャンプの生活は、200 人しか収容できない

【書評】

キム・チュイ著
『小川』（山出裕子訳）、彩流社、2012 年

Kim Thúy, 

Ru, Montréal, Libre Expression, 2009.

真 田 桂 子
SANADA Keiko



ところに 2000 人もの難民がひしめく不衛生で悲惨極まりないものであり、

その後何か月かを経てチュイとその家族はケベックに難民として受け入れら

れ、ようやく安住の地を得ることになる。

本書は、このような幼い頃の過酷な体験と変遷を経て、作者がケベックに

移住して 30 年余りを経てから書かれている。チュイはケベックで大学を卒

業後、縫い子や事務員、翻訳者、弁護士となり、レストラン経営も行うなど

実に多彩な経歴を経ており、その後ふとしたきっかけで執筆された作品であ

るという。この小説を読むものは、もちろん作者の稀有で過酷な体験の数々

に胸を打たれることだろう。しかしこの作品の魅力は、成人し、たとえ数十

年を経たのちにでも、歴史に翻弄され、痛痒をもってしか思い起こすことの

出来ない故郷の情景や人々の生活、とりわけ大家族をなすベトナムの一族の

姿、戦火の中で名もなく消えていった人々など、幼い頃に体験し見聞きした

出来事の数々が、作者の深奥に刻み付けられ、決して消えることなく、鮮や

かに浮かび上がってくることにあるだろう。それらは、むしろ追憶のなかで

研ぎ澄まされ浄化され、悲惨すら詩（ポエジー）に転嫁する、繊細でしなや

かな文体によって甦るのである。難民である一家を温かく迎えてくれた、モ

ントリオール郊外の町、グランビーでの生活はあたかも「地上の楽園」のよ

うだった。そこで耳にした虫の鳴き声は、マレーシアのキャンプの例えよう

もなく劣悪な便所小屋で聞いていた虫たちの歌と重なり合う。ケベックでの

平穏な日常に、白昼夢のようなベトナムやマレーシアでの情景や、人々の姿

が浮かび上がり炸裂する。この小説の文体は、記憶の断片がコラージュのよ

うにつなぎ合わされ、ほとんどが１ページに収められた短い章の数々で組み

立てられている。しかし、そこに描かれる世界は 1 つ 1 つが固有のもので、

凝集され濃密で、熟れた果実をほおばったときのように、独特の芳香と余韻

を残す。それは、まさに幼い頃から様々な人生の浮沈を経験して会得した、

この作家独自の世界の切り取り方や感受性が醸し出す技に他ならないであろ

う。劣悪な環境と不条理のなかで、数奇な運命をたどり命を落とした名もな

き人々の姿が、静かな怒りをもって描かれる。「ある女性はドジョウでいっ

ぱいの池の上に設置されたトイレに足を取られて亡くなった。プラスチック

のサンダルが滑ったのだ。［…］彼女は悪臭のする穴の中で死んだ。彼女は

2 枚のベニヤ板の間の、［…］鱗のない、ツルツルとした肌をした、鮮やか

な黄色をしたドジョウに囲まれて、記憶に残ることなく死んでいった。」一

方、一族の 1 人で、ベトナムでは裁判官までつとめたアンおじさんは、共産
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主義者に捕えられ過酷な再教育のためのキャンプ場で、拳銃をこめかみに当

てられ、迫りくる恐怖のなかで見上げた空に、はじめて美しいグラデーショ

ンがあることに気付く。「彼は生き残った。［…］他の仲間たちは、空のグラ

デーションを数えることなく、窒息死したり、飢え死にしたりしていた。そ

の後の彼は、仲間たちのために、毎日、空の色の数を報告することを日課と

していた。」こうして極限の状態のなかで、精神の均衡すら失いながらも、

澄んだ哀しみとともに生き延びる人々の姿も浮き彫りにされている。

祖国への溢れる思いが表される一方で、主人公は旅先で、ふとケベックで

流通している柔軟剤の匂いを嗅いで強い愛着を覚える。こうしてチュイは、

自らのうちに受け入れの地で育まれたもう 1 人の自分の存在を強く意識す

る。訳者も言及しているように、近年ケベックにおいて広がっている間文化

主義の影響がチュイの作品に表れているとも考えられるだろう。しかし何よ

り、チュイの作品は、1980 年代にケベックにおいて発祥した l’écriture

migrante（移動文学）の流れを汲むものだと言えるだろう。グローバル化の

なかで移民によってもたらされる文学表現の意義とその独特の美学をいち早

く評価して命名されたこの文学は、いまやケベックのみならず、フランスを

始め様々な地域で人口に膾炙しまさに 1 つのジャンルを形成しているかのよ

うである。チュイに先立ってケベックで注目されたアジア系の作家である、

イン・チェンやアキ・シマザキが決然と祖国を去って、成人してカナダに移

民したのとは異なり、チュイの場合、幼い頃に両親に連れられて祖国を離れ

ている。祖国への思いはそれゆえ、いっそう入り組んだ複雑なものであるか

もしれない。

しかしいずれにせよ、「あなたの唇に私の言葉が滑り込むその瞬間まで、

私やその前を生きた人々の痕跡を記す、［…］白昼夢のような彼らの痕跡を」

という作者の声を聞くとき、世界の 17 か国もの国々で翻訳されたというこ

の作品の真価は、そうした文学的潮流のなかにあるのではなく、何より、運

命に翻弄され苦しみ、消えていった名もなき人々への深い共感に裏打ちされ

た、表現者としての強い使命感と矜持のなかにこそあるように思われる。そ

してその声が、訳者と出版社の尽力によって日本語として届けられたことを

嬉しく思う。

（さなだ　けいこ　阪南大学教授）
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カナダは、オーストラリアと並ぶマルチカルチュラリズムの国と目されて

いる。しかし、実際にはマルチナショナリズムに基づく連邦制というのが、

この国の歴史に根差した姿なのであって、それは今後目指すべき方向性とし

ても望ましい。カナダにおけるケベックは、マイノリティ文化の承認の問題

ではなく、社会構成文化の自己肯定の問題である。2 人の著者の主張の核心

をあらかじめ押さえておくなら、このようになるだろう。

アラン・ガニョンは、ケベック大学モントリオール校（UQAM）政治学科

教授で、ケベコワの観点から、カナダのマジョリティ・ナショナリズムとマ

イノリティ・ナショナリズムを中心に、連邦制についての研究に取り組んで

いる。ラファエル・イアコヴィーノは、ガニョンのもとで博士論文を書きあ

げた 1973 年生まれの若い政治学者で、英語を第一言語とし、現在オタワの

カールトン大学で教鞭を執っている。

2 人の立場は本書において 1 つに収斂しているが、彼らはカナダを 1 つの

焦点しか持たない円ではなく、2 つの焦点を持つ楕円として描く。連邦政府

の立場から眺めるなら、独自の文化を備えたケベックは、統合するのに厄介

な存在と映るかもしれない。だが、承認を求めるケベックではなく、自決権

を持つケベックの視点から議論を組み立てるなら、カナダについての見方が

変わるはずだ。本書はそのようなマルチナショナリズムの観点から、カナダ

の歴史をとらえ返し、カナダとケベックの統合モデルを理論的に解明し、来

たるべき連邦制を実践的に展望する、野心的な書物である。

【書評】

アラン＝ G・ガニョン、ラファエル・イアコヴィーノ著
『マルチナショナリズム――ケベックとカナダ・連邦
制・シティズンシップ』（丹羽卓、古地順一郎、柳原克行訳）
彩流社、2012年
Alain-G. Gagnon and Raffaele Iacovino,

Federalism, Citizenship, and Quebec, Toronto, University of Toronto

Press, 2006.

伊 達 聖 伸
DATE Kiyonobu



「マルチナショナリズムの探求」、「歴史的基盤と憲法秩序の発展」、「カナ

ダにおける連邦制の原則」、「2 つのナショナルな統合モデル」、「シティズン

シップと民主政」、「現代の課題とカナダの未来」。以上全 6 章からなる本書

の各章ごとの簡潔な紹介は、著者自身が序章の末尾で行なっており、訳者解

説においてもなされている。ここでは思い切って、著者が語るマルチナショ

ナリズムの概要を押さえることに力を傾けよう。

個人の自由と平等の観念に基づく古典的な自由主義の政治理論は、1970

年代以降さまざまなレベルのアイデンティティの挑戦を受けて見直しを迫ら

れた。チャールズ・テイラー（Charles Taylor）は、「普遍主義的な政治」を

基盤とする近代的なアイデンティティの観念の発展が「差異をめぐる政治」

を生み出すことになったと論じている。普遍主義がはらむ同質化の傾向が、

集団によって育まれるアイデンティティを損ないかねないと懸念され、古典

的な自由主義とマルチカルチュラリズムのあいだに葛藤が生じた。個人の権

利を優先すると「独特な社会」は認めにくいが、集団的価値を個人の権利に

優先させることは自由の原理に反するのか。テイラーはケベック州政府が州

民を事実上「規制」する言語政策に言及して、連邦政府から見れば個人の自

由に反するように見える措置が、ケベックから見れば十分に自由主義の精神

に適っていると指摘している（Taylor et.al, 1994=1996）。

問題は、個人の権利に優先する集団的価値が認められるとして、その集団

や集合体をどのレベルで設定し、またその内部における自由主義をいかに担

保するかである。ウィル・キムリッカ（Will Kymlicka）は、社会の成員の生

活全般に有意味な生き方を与える「社会構成文化」を備えた「ナショナル・

マイノリティ」と、そうでない「エスニック文化集団」を区別し、前者に自

治権を持たせる一方で、後者をホスト社会に包摂されるべき存在として位置

づける。また、マイノリティ集団をマジョリティから守る「対外的保護」に

正当性を持たせつつ、集団内の個人を抑圧する「対内的制約」を否定するこ

とで、マイノリティの集団的権利を自由主義の枠内で承認する理論を構築し

ている（Kymlicka, 1995 = 1998）。

ガニョンとイアコヴィーノは、ナショナル・マイノリティとエスニック文

化集団を区別することで複雑な多様性の層を選別したキムリッカを「先駆者」

と評価する（p.331）。そして、ケベックを自決するネイションと位置づける

ことで、カナダをマルチナショナルな社会としてとらえ返す。この企ては、

伝統的な自由主義に基づく国民国家モデルによっては、現在の課題と将来の
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展望はもはや扱いえない、という政治学の理論的な要請にひとまず対応して

いる。しかし、ケベックが自決を志向するネイションであることが明らかに

なってきたのは、マルチカルチュラリズムの理論的地平が拓かれて「承認の

政治」が語られるようになったことが、そもそもの発端なのではない。著者

によれば、マルチナショナリズムはカナダの政治形態の基本的な特質として、

この国の長い歴史を貫いている。そして、カナダにおけるケベックの位置は、

昔も今もほとんど変わっていない（p.60）。

著者は、抽象性や普遍性よりも継続性と相互承認を重視する立憲主義を提

唱するジェームズ・タリー（James Tully）に依拠しながら、「建国の 2 つの

民」の観点からカナダの歴史を振り返る。1774 年のケベック法と 1791 年の

立憲法によって、イギリス系カナダとフランス系カナダの 2 元性が確立され

た。1867 年の英領北アメリカ法制定以降も、少なくともケベック社会は「2

つのマジョリティ」のレンズで連邦制をとらえてきた。この経緯に照らすと

き、ピエール・ E ・トルドー（Pierre E. Trudeau）が 1971年に宣言した 2 言

語の枠内でのマルチカルチュラリズムは、ケベックを他のエスニック集団と

同列に置こうとする点において 2 元性の伝統を脅かす方針として立ち現われ

る。1982 年にはケベックの同意を得ずに憲法移管が行なわれ、連邦政府は

「権利及び自由に関するカナダ憲章」を憲法に組み入れて、個人権に優位を

与える中央集権化を進めた。こうして「カナダの自己理解は、2 元性に基づ

く 2 元主義から汎カナダ的多元主義へと素早く移行した。ケベコワはそこに

無理やり引き込まれることとなったのである」（p.84）。ガニョンとイアコヴ

ィーノは、こうした連邦政府主導のマルチカルチュラリズム――マジョリテ

ィによるナショナリズム――に抗しつつ、ナショナル・マイノリティとして

のケベコワの立場に即して、マルチナショナリズムを構築していこうとす

る。

もっとも著者は、中央集権的な連邦政府のマルチカルチュラリズムに異議

を唱えているのであって、（少なくも本書では）連邦制そのものに反対して

いるのではない。カナダの連邦制は、アメリカ合衆国のように建国神話や連

邦国家を支えるひとつの共通のネイション感覚を備えているわけではなく、

連邦制の基礎そのものが連邦を構成する主体に応じてプリズム的に立ち現わ

れてくるようになっている。現代において有力な中央集権的な連邦観を、マ

ルチナショナリティに基づく討議と交渉の連邦観に転換させることが、著者

の企てである。
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したがって、マルチナショナリズムはカナダの連邦制の読み替えを提言す

るものであって、ケベックの分離独立を目指すものではない。カナダのマイ

ノリティ・ナショナリズムは、近代国民国家の民族自決の原理によって解決

がはかられるべきものではなく、「共同体の境界を構築する民主的プロジェ

クト」（p.325）である。マルチナショナル民主政におけるマイノリティ・ネ

イションの主張は止むことがないので、マジョリティ・ネイションは統一の

基礎について不安を抱え込むことになるかもしれないが、それこそが「マル

チネイションを構成する人々を常に能動的市民の状態に保つ」ことになるだ

ろう（p.312）。

マルチナショナリズムにおいては、ネイションの統合モデルはひとつに限

定されない。ガニョンとイアコヴィーノは、カナダのマルチカルチュラリズ

ムとケベックのインターカルチュラリズムを、2 つのナショナルな統合モデ

ルとして比較検討している。もともとマルチカルチュラリズムは、同質的な

シティズンシップのあり方を拒否し、集団的アイデンティティを擁護しよう

とするものだが、汎カナダ的なネイション構築の文脈においては、ケベック

をあたかも一枚岩的なエスニック集団であるかのように表象しがちである。

ケベックは、このような連邦政府のマルチカルチュラリズム政策への回答と

して、インターカルチュラリズムのモデルを作りあげてきた。その公式的な

モデルは 1990 年代に現われたとされるが（p.257）、政治学をはじめ学問領

域での概念化は端緒についたばかりと言っても過言ではあるまい。マルチナ

ショナリズムに基づく統合モデルの支柱として、インターカルチュラリズム

を概念化していることが、本書の大きな特徴のひとつである。

「インターカルチュラリズム・モデルの真髄」は、エスニック・ナショナ

リズムを煽り立てずに、長い文化的伝統に連なることにある（p.253）。ケベ

ック・ネイションは、社会構成文化の「基盤」よりも「構築」を重視する

（p.324）。そのような自己定義の基礎をなすのがフランス語で、1977 年のフ

ランス語憲章（101 号法）は「言語面では単一、エスニック面では多元的」

な政治共同体を構想している。ケベックにおいては、マイノリティやエスニ

ック文化集団の差異は本質的な出発点とはされないが、その代わりフランス

語による市民的な討議を通して、変化し続ける政治共同体の公共文化に包摂

される形で承認される。対立が起きた場合には、手続き主義的な法的手段に

訴えるよりも、調停・妥協・交渉などの討議的な手法が推奨される

（p.223）。こうしてケベックのインターカルチュラリズムは、「統一」と「承
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認」のあいだに均衡を見出す動的なナショナル・アイデンティティを模索し

ながら、カナダのマルチナショナリズムを豊かにする。

このようなマルチナショナリズムのあり方は、やや理想主義的にすぎるか

もしれない。そのような自覚が著者自身にもあるが、これこそ今後の実践を

導く原理であるとの自信ものぞかせている。ちなみに本書は「ケベック問題」

に焦点を絞っているため、マルチナショナリズムとは言っても、もっぱら語

られるのは 2 つのネイションで、ファースト・ネイションとしての先住民は

意識的に議論から外されている（p.23）。そのようなことも念頭に置いたう

えで、今後のマルチナショナリズムの理論的・実践的展開が注目される。評

者としては、グローバル経済と親和的なマルチカルチュラリズム（p.234）

に対し、ケベックのインターカルチュラリズムがいかなる抵抗を組織してい

くのかに関心がある。

本訳書は、英語を底本としつつフランス語版も活用したもので、有益な訳

注も付されて懇切丁寧なつくりになっている。一見、政治学の専門家でなけ

れば近づきにくい印象を与えるかもしれないが、門外漢でも（評者もそのひ

とりだ）本書を繰るうちに、マルチナショナリズムの見方に即したカナダと

ケベックの姿が脳裏に像を結んでくるはずである。

（だて　きよのぶ　上智大学准教授）
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今回書評を執筆するに当たり、本書を手にしたところ、ふと、ここ 10 年

ほどの間に同じ手触りを幾度も感じていたことを思い起こす。それもそのは

ずである。明石書店のコレクション「エリア・スタディーズ」からは、本書

を入れて既に 4 冊ものカナダ関連の書籍が出版されているのである。同コレ

クションにおいては、イギリス（ロンドンを含む）関連の書籍の 3 冊を超え

て、最も多い数である（2013 年 3 月現在）。それでは、同コレクションにお

けるカナダに関わる他の書籍と比べ、本書はいかなる特色をもつのであろう

か。そして、本書の誘う「旅」とは、一体いかなるものなのであろうか。こ

こでは、主に 3 つの特色に触れた上で、本書が描き出す旅の行程を辿ってみ

ることにしよう。

まず第 1 の特色は、本書の分類に関わるものである。同コレクションには、

大きく分けて『～を知るための～章』と『～を旅する～章』という 2 つの系

列が存在する。ごく簡単にその違いを述べるなら、前者では 1 国・ 1 地域に

おける様々な歴史・政治・社会・文化現象が分析的に解説紹介されるのに対

して、後者ではそれらの要素が「旅」という導きの糸によって統合されてい

る。前者に比べて後者では、読書という体験が（想像力による）旅行という

体験へと繋がるように工夫されているのである。さて、カナダに関する書籍

としては、前者の系列でケベックを含めて既に 3 冊が存在するが、本書は初

めて後者の系列に属する書籍として刊行された。それぞれの章では、多種多

様な風景描写や旅の道程が記されており、読者は単に必要な情報に接するだ

けでなく、文字通りその世界（観）を幾筋もの経路を辿りつつ旅することに
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なる。

ところで、現実にせよ、物語にせよ、「旅」とは想像以上に拡がりをもっ

た言葉である。まず当然ながら、「空間」の移動による旅がその最たるもの

であろう。しかし、それは同時に、「（歴史書やタイムスリップを介した）時

間」の移動、さらには「視点」の移動によっても行うことができる。本書は、

このような幾つもの「旅」の様相を取り入れつつ、読者がカナダという広大

なる領野を旅することを可能にする。この点が本書の第 2 の特色である。こ

のような特色は、本書でも取り上げられる作家ダニー・ラフェリエールがか

つて述べた言葉を想起させる。2011 年初来日の際に東北大学にて行われた

講演会「ハイチとケベックのあいだで書く」において、彼は読書と旅との関

わりに言及しつつ、「旅としての書籍 livre-voyage」という言葉を使用した。

彼にとって、書物（そしてその読書行為）とは「時空間」という牢獄のみな

らず、（自らのステレオタイプ化された）視点という牢獄から旅立つための

媒体でもあった。本書は、正しくこのような読書経験を望む読者には、最も

適した書籍だといえる。

第 3 の特色としては、旅の必需品としての地図の存在が挙げられる。前 3

作とは異なり、本書においては地図の役割がとても大きいように思われる。

まず本書では、これまでのようなカナダ全土地図のみならず、さらにはカナ

ダ地形図までが収録されている。読者は、各章の記述とこれらの地図を見比

べながら、旅路を辿っていくことになる。特にカナダを西から東へと辿る第

2 部では、各章冒頭にも簡易な地図が掲載されており、もしも馴染みのない

地名が登場したとしても、その場所が一目で確認できるようになっている。

このような地図の存在によって、読者はカナダ全体の歴史・政治・社会・文

化現象の分析的解説を地理的にも把握しながら、各地域の風土を理解するこ

とが可能になるのである。

それでは、読者は本書を通じて、具体的にはどのような旅路を辿ることに

なるのだろうか。タイトルの通り、本書は各分野の専門家 25 人が執筆した

37 章で構成され、さらにそれらの章は大きく 7 部にまとめられている。こ

こでは本書の旅の誘いに身を任せながら、簡単に各部ごとの内容を辿ってい

くことにしよう。

序の部「旅立ちにあたって」では、本書の旅先案内人である編著者によっ

てカナディアン・アイデンティティの構築と深化が駆け足で解説され、その

見取り図が描き出される。その軽妙洒脱な文章のリズムに乗って「序の部」
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を読み終えると、読者はこれからの旅路の一先ずの身支度を整えたことにな

る。

第 1 部「『カナダの歴史舞台』を旅する」では、カナダの歴史という旅路

を辿ることになる。まずはアート・マップの歴史を介してヨーロッパ人の心

象風景としての「カナダ」が、続いてオルレアン島、カナダの内陸部および

平原地域、そしてアッパー・カナダやイギリス領北米という舞台において繰

り広げられた歴史物語が綴られる。

第 2 部「『大陸国家カナダ』を旅する」では、西から東へ、つまりヴァン

クーヴァー、エドモントン、ウィニペグ、トロント、モントリオール、ケベ

ック市、セント・ジョンズという街を経由しながらカナダ全土を横断するこ

とになる。とりわけ、第 2 部には、街や自然の描写が多く挿入されており、

読者は各地域・各街の風景を頭に思い描くことも難しくない。

第 3 部「『カナダの多文化社会』を旅する」では、読者は 6 つのモチーフ

で構成される多文化社会というテーマに乗り込み、旅路を進むことになる。

先住民の生活舞台、フランス語世界、「妥当なる調整」に基づく多文化共生

社会、イギリス系カナダ文化、カトリック教会、そして、多文化主義の法的

位置を辿っていくという、この長い旅路によって、読者は現代カナダ社会の

主要な構成要素を一望の下に見渡すことになるだろう。

第 4 部「『カナダの政治舞台』を旅する」では、連邦議会を中心とした政

治文化、バイリンガリズム、総督の役割、カナダ・デーという主な政治の舞

台装置が開示される。このような舞台を見据えつつ、カナダ政治をその特異

性と普遍性から眺望することによって、読者はより深く歴史・社会・文化現

象を理解することが可能になる。

第 5 部「『カナダ文学の舞台』を旅する」では、カナダ文学の代表的作家

たちが描いてきた風景を旅することになる。それぞれ全く異なる社会文化的

な文脈から出発したマーガレット・アトウッド、ダニー・ラフェリエール、

アンヌ・エベール、そしてより大きな視点から日系文学や各地の児童文学に

おいては、いかなる相貌の下にカナダという土地が表れるのか。つまり、こ

れまでの章が「現実の国 pays réel」としてのカナダに注目していたとするな

ら、第 5 部で描かれるのは「夢見られた国 pays rêvé」としてのカナダなので

ある。

第 6 部「『日系人の過去と現在』を旅する」では、入植から現在に至るま

での日系社会の歴史が主要な地域ごとに紐解かれる。読者は再びカナダを横
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断しながら、ヴァンクーヴァー、アルバータ、そしてトロントおよびモント

リオールの日系社会が、どのような社会・歴史的な経緯によってその土地に

定着することになったのかを知ることができる。さらに、このような過去か

ら現在への旅だけではなく、現在から未来の世代に向けて各地で日系コミュ

ニティ史の編纂作業も進められているという点は特に印象深い（2012 年末

には、第 32 章でも言及される『お蔭様で I am what I am because of you』（カ

ルガリー日系人協会編著）と題する歴史書（DVD 付き）が刊行された）。

第 7 部「『カナディアン・アーツ』を旅する」において、本書によって導

かれてきた旅は、その終着地に到達する。先住民アート、カナダ絵画、サウ

ンドスケープ、ファンタジーにおける先住民像、これら 4 つのテーマを扱う

4 章によって開示されるのは、伝統文化・口承文学の発展的活用であり、カ

ナダ芸術の独自性の弛まなき探究であり、そしてまた人間と環境との調和的

関係を探ってきた或る芸術家の人生である。このような想像（と創造）の世

界における旅を終えた読者は、本書の出発点から遥か遠くまで来たことに気

付くことであろう。

このように全行程を辿ってみると、本書は視点も筆致も対象も異なった

37 の掌編でできたモザイク画のように、その輻輳の中に見事な一貫性と整

合性を保ちつつ、読者を「書籍という旅」へと誘う魅力を備えている。確か

に、1 つ贅沢な要望を述べるとするならば、3 つ目の特色として挙げた地図

の活用に関しては、もう少し各章が地図との連携を深められていたならば、

読む行為にさらに旅らしさが生まれていたかも知れない。とはいえ、25 人

の執筆者が紡ぎ出すこの「旅の書籍」は、各章の社会文化的現象の簡略かつ

精緻な描写によって、カナダ研究・ケベック研究へのレファレンスに留まら

ず、カナダ旅行がもたらすはずの旅情を十二分に味わうことさえできる作品

である。

（ひろまつ　いさお　日本学術振興会特別研究員 PD ／

慶應義塾大学総合政策学部訪問研究員）
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Les travaux de linguistique de Chantal Bouchard portent sur la perception

qu’ont les Québécois de leur propre langue; ils abordent ainsi l’histoire sociale,

économique et politique du Canada français, puis du Québec. Dans son nouvel

ouvrage :  Méchante langue – La légitimé linguistique du français au Québec,

l’auteure explique quels sont les facteurs socio-historiques sur lesquels repose la

légitimité d’une langue comme le français. Afin de répondre à la question du

pourquoi et comment une langue devient « méchante », c’est-à-dire « sans valeur, de

mauvaise qualité »1, elle articule son approche autour de deux dates charnières : 1763

et 1840. La première date correspond au Traité de Paris qui marque la fin de la

guerre de Sept Ans entre la France et l’Angleterre, avec comme principales

conséquences la reddition de la Nouvelle-France et l’abandon de la population

francophone pour laquelle s’ouvre alors, sur le plan linguistique, le début d’une

longue période d’isolement. La seconde date, 1840, marque l’adoption de l’Acte

d’Union, soit une constitution instituant une unique « Province du Canada », qui sera

perçue comme une annexion du Bas-Canada (couvrant aujourd’hui le sud et l’est du

Québec et l’ensemble du Labrador) par le Haut-Canada (correspondant

géographiquement aujourd’hui à l’Ontario). Bien que la population francophone de

l’époque soit supérieure en nombre à la population anglophone, le bannissement de

la langue française sera décrété dans l’Article 41 et perdurera jusqu’à son abrogation

en 1848. C’est avec en toile de fond un tel contexte, que le chapitre premier répond à

la question : Comment une langue perd sa légitimité. Partant du constat selon lequel,

d’une part les témoignages des lettrés de l’époque de la Nouvelle-France et des

premières décennies sous régime anglais font état d’une langue conforme au bon

usage, et d’autre part l'existence de faibles variations du langage en  raison de
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l’isolement géographique et sociale des francophones du Canada, l’auteur cherche

des réponses de l’autre côté de l’Atlantique et s’attache à démontrer comment et

pourquoi l’usage parisien a changé. Son hypothèse se formule ainsi : La légitimité du

français parlé au Canada est une victime tardive de la Révolution française (p.17).

Les aspects sociolinguistiques prévalant à l’établissement d’une norme comme

marque de prestige, sont ainsi développés dans la section hiérarchie, prestige et

légitimité (p.18-23). Ensuite, dans la Révolution et ses conséquences linguistiques

(p.23-41) se voient examinés en détails les variantes phonétiques et leur marquage

social. Enfin, dans la question de l’uniformisation, l’auteure se demande si la volonté

centralisatrice de la Convention visant à promouvoir l’alphabétisation et

simultanément à abolir patois et langues régionales, en s’appuyant sur l’autorité des

instituteurs, n’a pas eu des répercussions jusque chez les lettrés québécois du XIXe

siècle, en termes de perception de la légitimité linguistique.

Le second chapitre traite de la variation sociolinguistique au cours du XVIII e

siècle. Les prescriptions relatives à la prononciation et l’évolution des normes

observées ou recommandées en France sont comparées aux prononciations observées,

hier et aujourd’hui, au Québec (p.44-62). Le rôle de l’écrit et celui de la bourgeoisie

sont ensuite examinés à la fois comme facteurs normatifs et différenciatifs par rapport à

la situation des francophones canadiens dont la langue était alors presque

exclusivement transmise par voie orale (p.66). La morphologie et la syntaxe, puis le

lexique sont aussi examinés. Si la Révolution n’a pas promu les constructions

syntaxiques d’origine populaire, elle a par contre été marquée par un renouvellement

lexical, notamment dans les domaines scientifiques (chimie, système métrique). La

diffusion du français par le biais de l’alphabétisation et la mise au ban des patois sont

expliquées. Il apparaît ainsi que ces deux facteurs expliquent pourquoi un sentiment

d’insécurité linguistique a vu le jour chez les locuteurs francophones du Canada. 

Le troisième chapitre est consacré au français en Amérique. L’auteure y

présente les spécificités du français en usage au Canada à partir de documents

couvrant la période 1763-1855. Alors qu’en 1763 la place occupée par le langage

maritime est le seul trait caractéristique marginal par rapport au français de France,

au début du XIXe, Tocqueville ouvre le bal en relevant que les avocats de Québec

parlent avec l’accent normand. Chantal Bouchard nous guide ainsi avec dextérité à

travers une période de turbulence linguistique qui verra son apogée en 1841-1842
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lorsqu’éclate une querelle linguistique entre l’abbé Thomas Maguire et l’abbé

Jérome Desmers. Le premier, auteur du Manuel des difficultés les plus communes de

la langue française, adapté au jeune âge, déclenche une vaste polémique par les

critiques qu’il formule dans un recueil de locutions vicieuses. Les acteurs de la

polémique, le contexte historique (l’article 41 mentionné plus haut) et leurs

conséquences sur la perception de la qualité de la langue sont l’objet d’une

description approfondie. 

Le chapitre quatre complète le précédent en exposant en détail en quoi consiste

la variation linguistique au Québec en 1841. La prononciation y occupe une large

place (p.112-140), ce qui fait de l’ouvrage une référence pour les étudiants en

phonétique française comparée. Les variantes de la morphosyntaxe ne sont pas

oubliées (p.140-145), ni le sujet inépuisable des expressions vieillies ou populaires, du

vocabulaire, et enfin la question de la légitimité des néologismes créés au Canada et

des emprunts à la langue anglaise (p.145-178). Tous les arguments avancés par les

divers protagonistes de l’époque offrent matière à réflexion, ils préfigureront les

arguments développés au XXe siècle, de chaque côté de l’Atlantique, en particulier par

les enseignants et les terminologues. Au XIXe siècle, toutefois, comme le souligne

l’auteure, la controverse lancée par Maguire ne modifie en rien la référence au modèle

parisien comme norme exclusive du bon français, il faudra attendre la fin du XXe

siècle pour que les Québécois échappent au sentiment d’aliénation linguistique né

dans les années 1840. Paradoxalement, les attitudes divergentes vis-à-vis des

emprunts lexicaux à l’anglais observées à Paris et à Montréal ou Québec, peuvent

ainsi être perçues comme étant une composante de cette émancipation culturelle.

En conclusion, Chantal Bouchard répond à la question À qui la faute? Je vous

laisse découvrir les coupables. Enfin, au terme de ce voyage dans le temps,

j’ajouterais  que l’adjectif du titre Méchante langue gagnerait à être lu, par

antiphrase, dans un registre familier, comme une langue extraordinaire, remarquable

pour avoir résisté à tant de tempêtes. 

(Sophie PALVAEAU, Ressources humaines et développement des compétences Canada)

Note

1 La définition de l’adjectif méchant est tirée du nouveau dictionnaire québécois (en

ligne) développé à l’université de Sherbrooke (usito.com).
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2013 年 6 月 9 日から 16 日まで、インド洋に浮かぶ島国モーリシャス共和

国のグラン・ベで国際フランコフォニー学会（CIÉF）第 27 回世界大会が開

かれた。AJEQ 会員からは、小畑精和、鳥羽美鈴、廣松勲、小倉和子の 4 名

が参加した。北米からもアジアからも近くはない場所だったこともあり、例

年の大会よりは小規模だったとはいえ、40 カ国から 200 名以上の研究者た

ちが集まり、7 日間にわたって 50 以上のセッションが開催された。

モーリシャス島といえば、18 世紀、この島が「フランス島」と呼ばれて

いた時代にベルナルダン・ド・サンピエールによって書かれた『ポールとヴ

ィルジニー』を思い起こす人も少なくないだろう。また 19 世紀には、パリ

で放蕩生活を送っていた 20 歳のボードレールが悪習を絶つために義父にイ

ンド行きを命じられたものの、彼を乗せた船が途中で嵐に遭ったため、すで

にイギリス領となっていたこの島に立ち寄ったあとフランスに引き返してし

まった、というエピソードも思い出される。さらに、モーリシャスはなんと

いっても、ノーベル賞作家ル・クレジオのゆかりの地である（彼の家系はモ

ーリシャスに移住したブルトン人で、彼自身フランスとモーリシャスの二重

国籍を有している）。島は 1968 年に独立国となるが、イギリス領だった時代

もイギリス人はあまり住みつかなかったらしく、今でも公用語の英語より、

クレオール語やフランス語のほうが流暢な住民が多い。

27 回目にして初めて南半球で開催された今回の大会のメインテーマは、

« Karay de l’inter/transculturel : heurts et bonheurs »。Karay とはモーリシャス・

クレオール語で「鋳物の鍋」を意味し、「るつぼ」の比喩として用いられる

そうだ。移民文学、フランス語圏各地域の文学・文化、女性作家、映画、紀

行文学、言語学、フランス語教育など、この学会の定番メニューに加えて、

今回は土地柄ル・クレジオやインターカルチュラリズムに関するセッション

が散見され、モーリシャス、マダガスカル、レユニオンなどインド洋の作家

や芸術家たちを交えたラウンド・テーブルなども多かった。
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初日 6 月 9 日のセッション « Enseigner la Francophonie : innovations,

technologie, stratégies I » (Présidente : Rose Marie KUHN, California State

University Fresno)では、まず鳥羽が « Le français dans la diversité : réfléchir sur

la francophonie » と題する発表を行った。日本のフランス語教育がフランス

中心主義に陥っていることを指摘し、教師の側が多様性を意識してフランコ

フォニーを視野に入れた教育を行うべきであると主張。毎年春にアンスティ

チュ・フランセで開催されるフランコフォニーの祭りなども写真とともに紹

介された。

続いて 12 日には、小畑が企画したセッション « L’Insularité dans la

littérature » があった。韓国から参加した Jonghwa JIN によるエドワール・グ

リッサンに関する発表、Okkeun SHINによるウーク・チョングについて発表、

ケベックの Marc André BROUILLETTE によるケベック現代詩における島嶼

性に関する発表に続き、小畑は « Imagination insulaire de la littérature

québécoise » というタイトルのもと、『マリア・シャプドレーヌ』や『三十ア

ルパン』、『束の間の幸福』などを取り上げ、英語の大海に囲まれたフランス

語の小島であるケベックの文学作品において、いかに「島」の比喩が多いか

を分析し、島の孤立性や閉鎖性は開放性への欲求にもつながっているのだと

の主張がなされた。

さらに、14 日に Gilles DUPUIS（モンレアル大学）が議長を務めたセッシ

ョン « Théorie interculturelles et transculturelles » では、韓国の Yong Ho CHOI

が記号＝人類学の理論を展開し、Junga SHINがその手法でワジディ・ムアワ

ッドの『灼熱の魂』を分析したあと、廣松が « Émile Ollivier : transmission de

la mémoire et mémoire de la transmission » という題で、この作家における故郷

ハイチ、亡命地モンレアル、「接点」としてのマイアミでの記憶の問題を、

語ることの困難さや語り手の役割とともに考察した。つづく DUPUIS は、ハ

イチからケベックに移住した作家たちが中心になって 70 年～ 80 年代に出版

していた雑誌 Dérives を取り上げ、文学の領域におけるインター／トランス

カルチュラリズムの思想の発展の様子を報告した。

また、Nathalie WATTEYNE（シェルブルック大学）が企画した « Mémoire

culturelle et approches comparatives » では、小倉が « Dérive et mémoire chez

Dany Laferrière et Matsuo Bashô » と題して、ダニー・ラフェリエールの『穏

やかな漂流の年代記』と『帰還の謎』を取り上げ、今や二部作として読むこ

とも可能なこれらの作品に底流する「漂流」の意識を芭蕉の『奥の細道』と
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比較しながら考察した。つづく François HÉBERT はウーク・チョングの

Trilogie coréenne について論じ、WATTEYNE はジャック・ブローの作品に

おけるタオイスムの影響を分析した。

南半球は冬とはいえ、滞在期間中は初夏のようなさわやかさだった。サト

ウキビ畑が広がる島は、東京都くらいの面積しかないが、歴史的経緯もあっ

てじつに多様な人種の人々が多様な言語と宗教・文化を維持しながら穏やか

に暮らしているという印象を受けた。古くから交易の中継地だった島では、

今回のメインテーマにもあるように、人々は日々インター／トランスカルチ

ュラリズムを実践して暮らしている。それはときに衝突（heurts）も引き起

こすが、幸福（bonheurs）をもたらすものでもあることを経験的に知ってい

るようだった。

2014 年はサンフランシスコで開催される。テーマは « Quêtes et conquêtes

de nouveaux mondes »。近年ますます関係が密になってきた韓国ケベック学会

員やケベック在住の研究者たちと共催で、またいくつかのセッションを企画

したいものである。

（小畑精和・鳥羽美鈴・廣松勲・小倉和子）
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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語程度の要旨（ただし本文とは異なる言

語による）および、5語以内のキーワード（本文と要旨の言語で）をつけ

る。

6．投稿申込

送付先：102-8554 東京都千代田区紀尾井町7-1 上智大学外国語学部

伊達聖伸　e-mail：kiyonobu.date@gmail.com

締切： 2014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



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、な

ど）。

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『 』（欧文の場合はイタリック体）

を、論文タイトルには「 」（欧文の場合は « » または “ ” ）を使

用する。

⑨ 引用文は、短いものは「 」（欧文の場合は « » または “ ” ）でく

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
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後に（若桑、2000、pp.120-121）のように示す（出典明示のみの場合

はなるべく注に回さず、ibid. 等も使用しない）。

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

今回の号は200ページを超える厚さとなりました。学会の活況の一端を示

しているものと自負してよいでしょう。その一方、個人的には、今回は編集

委員長を仰せつかってからはじめての号で、不慣れなところもあり、いくつ

か反省すべき点もあります。編集委員や会員の方々に支えられながら、次号

以降の改善に努めたいと念じております。 （伊達）

本誌の刊行に際し、本年も引き続きケベック州政府の助成を受けました。

ここに厚く御礼を申しあげます。

Cette revue a été publiée avec une contribution accordée à notre association par le

Gouvernement du Québec.
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