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【特別講演】

Conférence à l’occasion du 5e congrès annuel de l’AJEQ
le 12 octobre 2013

Écrire entre Québec-Corée-Japon
ケベック・韓国・日本の狭間で書く
Ook CHUNG
ウーク・チョング
1
Ce qui caractérise mon parcours, c’est que ma vie a été marquée par une série
de passages qui ont eu une influence profonde sur ce que je suis, ce que je pense, mes
choix de vie, ce qui fait que même si je suis né au Japon comme vous qui êtes ici, ma
vision du monde est probablement très différente de la vôtre.
Je suis né à Yokohama, d’un père coréen et d’une mère Zaïnichi née dans le
Kyushu. Ma famille a émigré au Canada quand j’avais deux ans. Si j’écris en
français, je le dois à mon père. J’ai longtemps pensé que si mon père a décidé de
s’installer dans une ville francophone, c’était par amour pour les lettres françaises, ce
qui n’est pas complètement faux puisque lui comme ma mère ont grandi dans la
vénération des grands auteurs français, Romain Rolland, Gide, Maupassant, etc.,
qu’ils nous ont fait lire à notre tour. Jean-Christophe était notre livre de chevet
familial.
Entre parenthèses, j’ai appris récemment que mon père, quand il était jeune, a
choisi de s’inscrire dans le département de français de l’université Yonsei parce qu’il
y avait une forte proportion de filles dans les classes de littérature (cela n’a pas
changé, comme j’ai pu le constater durant mes trois années d’enseignement dans une
université sud-coréenne : 95% de mes étudiants de français étaient des filles).
Lorsque mon père a été interviewé par l’ambassadrice du Canada au Japon, où il
s’était marié avec ma mère, l’ambassadrice n’a pas été trop contente que mon père ait
préféré Montréal à Edmonton ou Saskatoon, des villes en plein boom économique et
en recrutement d’immigrants. Mon père tenait mordicus à aller dans une ville
francophone du Canada. Quand l’ambassadrice lui a demandé s’il était au courant
qu’on parlait français à Montréal, mon père a dit oui, j’ai pris des cours à l’université
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en Corée.
Le français a peu à peu remplacé le japonais qui était ma première langue (je
n’ose pas dire ma langue maternelle, étant donné que je me suis toujours considéré
comme coréen).
À bien des égards, je me considère comme une « banane », c’est-à-dire asiatique
en apparence mais blanc à l’intérieur. Mais quand j’ai eu 30 ans, mon intérêt pour
l’Asie s’est réveillé et je me suis mis à faire des voyages au Japon d’abord, et en
Corée ensuite, pendant toute la période de 1993 à 2006, ce qui fait que même si
l’Asie a été presque complètement absente de ma jeunesse, je me sens quand même
qualifié pour pouvoir parler un peu de l’Asie dans mes livres. J’ai des liens familiaux
au Japon et en Corée.
J’aimerais aborder le premier thème important – le sentiment d’appartenance.
Contrairement à mes frères aînés et à mes deux petites sœurs nées à Montréal, mon
sentiment d’appartenance au Québec a été un échec quand à l’âge de 13 ans j’ai vécu
des expériences de racisme et d’exclusion, un phénomène que vous, les Japonais,
connaissez à votre façon sous le terme d’« ijimé ». Cette expérience négative a eu un
impact profond sur le reste de ma vie, c’est elle qui finalement m’a mené à l’écriture
(qui est à la fois un métier et une manière de poser des questions et de chercher à
savoir qui on est) et à ma décennie de voyages en Extrême-Orient. Là, au milieu des
Japonais et des Coréens, j’avais l’illusion de ne pas être différent pour une fois –ce
qui était vrai physiquement, mais tout le contraire culturellement, puisque je n’ai
jamais appris à parler le coréen et que j’ai perdu l’usage de la langue japonaise tôt
dans ma vie.
Quoiqu’il en soit, chaque fois que je retourne en Asie, j’éprouve cette sensation
de bien-être d’être fondu dans la foule, d’être en sécurité. C’est un sentiment presque
familial. C’est pourquoi j’aime tant me retrouver dans les Chinatown des villes
occidentales que je visite.
Mais, autant ce sentiment de fusion me procure un bien-être indicible, autant
j’ai soif de diversité. Je suis fier de ma ville, Montréal, ainsi que des autres grandes
villes du Canada (Toronto, Vancouver) qui sont parmi les plus multiethniques au
monde. J’aime voir la diversité des races quand j’emmène mon fils à l’école, c’est
une sensation presque aussi forte que le sentiment de fusion quand je me retrouve en
Asie dans les bains de foule. Comment concilier ces deux sentiments d’appartenance,
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de communautarisme? D’un point de vue logique, on me reprochera d’être en
contradiction avec moi-même. Or, je me rends compte que je n’ai pas besoin de
choisir entre une société homogène (comme le Japon, la Corée, etc.) et une société
multiethnique. Ces deux sentiments coexistent et ne sont pas nécessairement en
compétition l’un avec l’autre. Il y aura toujours un besoin de se retrouver parmi des
visages semblables, c’est sans doute une pulsion tribale qui remonte aux débuts des
civilisations, mais avec la mondialisation, le développement des moyens de transport
et des mouvements d’immigrations, on sera de plus en plus exposé au
cosmopolitisme. L’équilibre entre le communautarisme homogène des sociétés
conservatrices et le communautarisme hétérogène des sociétés en mutation se trouve
dans l’interculturalisme qui permet de garder l’un, sous la forme de regroupements
sociaux (par exemple, les églises coréennes ou les cercles de haïkus à Montréal), et
l’espace public.
Dans la cour d’école de mon fils, qui est un lieu de socialisation capital qui
façonne les façons de penser autant que le fait l’éducation, je peux voir toutes les
races, tous les groupes ethniques, culturels, et religieux. Une croix peut signifier que
quelqu’un est de confession chrétienne, un burqua ou niqab peut signifier la religion
musulmane, un kipa est le symbole pour la religion juive, etc. L’espace public, bien
que saturé de symboles religieux, n’en demeure pas moins laïc, et il y a non
seulement tolérance pour les autres cultures, mais aussi harmonie. Je crois
sincèrement que la majorité des Canadiens préfèrent la diversité à l’homogénéité;
autrement dit, s’ils avaient le choix, ils préféreraient vivre avec des gens qui ont
d’autres façons de penser plutôt que de vivre dans une société où tout le monde pense
de la même façon, croit à la même religion, porte les mêmes symboles. C’est presque
une question d’écologie psychique, pour emprunter le terme de Pierre Nepveu dans
Écologie du réel, comme la biodiversité qui fait la richesse d’une flore ou de la
faune. Je ne dis pas qu’il n’y ait pas d’éléments intolérants, fanatiques, xénophobes.
On ne vit pas dans le meilleur des mondes, hélas, et les sociétés libérales sont aussi
les plus criminalisées…
Au Canada, on a souvent parlé de multiculturalisme. Mais le multiculturalisme
ne mène pas nécessairement à l’interculturalisme, qui est lui ouverture à l’autre. Le
multiculturalisme, politique du gouvernement canadien mis en place dans les années
1970 sous Pierre-Elliot Trudeau, a été dénigré parce qu’il débouchait selon certains
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sur des positions de fermeture et de repli sur soi. Il y a certainement eu des échecs,
comme l’atteste le cas tragique d’une famille afghane dont les parents, bien qu’ayant
immigré au Canada, voulaient à tout prix préserver les valeurs en pratique dans leur
pays d’origine et refusaient à leurs trois filles de socialiser avec des Canadiens
d’autres ethnies; les parents, qui sont maintenant en prison, sont accusés d’avoir
comploté l’accident meurtrier de leurs trois filles, ainsi que de la première épouse du
père qui pratiquait la polygamie. Un autre cas, moins choquant, est la communauté
hassidique à Montréal. Bien que pacifique et sympathique, cette communauté juive
est connue pour vivre en vase clos.
Pour ceux qui veulent en savoir plus sur le multiculturalisme canadien, au bon
sens du mot, je vous recommande Fragiles lumières de la terre, Ces enfants de ma
vie, Un jardin au bout du monde de notre auteure canadienne Gabrielle Roy.
2
L’écriture migrante est un terme qui a fait son émergence dans les années 1980
pour désigner une floraison d’écrivains publiant au Québec mais dont les origines
sont ailleurs1. Je pense à des auteurs comme Dany Laferrière que vous avez acueilli
il y a deux ans, Ying Chen, Sergio Kokis, Aki Shimazaki, une Japonaise d’origine,
Kim Thuy, pour n’en nommer que quelques-uns 2 . Quand on dresse un
trombinoscope des écrivains migrants, on est frappé par la diversité -non seulement
des visages, des races, mais de leur persona même d’écrivain. Un Dany Laferrière ne
ressemble en rien à une Ying Chen, et pourtant leurs noms sont pratiquement mariés
lorsqu’on évoque l’écriture migrante québécoise. Laferrière exploite les médias
(télévision, radio, presse) avec brio, et même si son showmanship semble peu seyant
à un écrivain, Laferrière a le mérite d’avoir compris que le succès de l’écriture
migrante est intrinsèquement relié à la visibilité sociologique du facteur ethnique. En
ce sens, l’écriture migrante n’est pas un courant littéraire comme un autre. Le
Québécois moyen ne s’intéresse pas a priori aux littératures étrangères. Il s’intéresse
aux écrivains migrants parce que les Haitiens, les Chinois, les minorités visibles font
de plus en plus partie du paysage sociologique québécois.
L’écrivain migrant doit-il être un ambassadeur de l’interculturel?
En 2008, j’ai reçu une proposition de participer à la Semaine québécoise des
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rencontres interculturelles, un événement promu par le Ministère des communautés
culturelles du gouvernement du Québec, en vigueur depuis 2003. On me proposait de
faire une tournée des écoles secondaires et d’y rencontrer des étudiants en vue de
faire connaître la culture coréenne et japonaise, appuyé par une compagnie de
spectacles littéraires qui mettrait en scène des extraits de mes œuvres. Même si j’ai
décliné la proposition, non sans un sentiment de culpabilité à l’idée de me dérober à
un « devoir » éthico-social envers mes cultures d’origine encore peu connues, je
souligne ce fait parce que l’écrivain migrant est souvent perçu comme un
ambassadeur de l’interculturel qui aurait pour tâche d’harmoniser sa communauté
d’origine avec la société d’accueil. Or, le paradoxe – et c’est une des raisons de mon
refus – est que l’écrivain est souvent quelqu’un de timide, de solitaire, un « amant
des ombres » pour reprendre le titre d’une de mes nouvelles, et il n’est guère à l’aise
sous les projecteurs. C’est comme si on demandait à un introverti d’aller faire une
série de conférences sur l’introversion devant des foules. En outre, malgré la bonne
foi des personnes en cause dans ce projet, comment éviter le piège potentiel que
l’écrivain soit instrumentalisé par un agenda politique? L’écrivain ne travaille pour
personne d’autre que lui-même. Il est clair que si j’avais accepté la proposition
j’aurais contribué à faire avancer la cause de l’interculturalisme, de l’harmonie entre
les groupes sociaux au sein de la société; mais tel n’est pas mon rôle. L’écrivain n’est
ni un travailleur social ni un politicien. Il ne fait qu’exprimer son malaise.
L’écrivain migrant, écrivain accidentel
L’écrivain migrant, par ailleurs, n’est pas un écrivain comme un autre. Dans
mon cas, je me suis toujours considéré comme un écrivain accidentel. C’est-à-dire
que s’il n’y avait pas eu immigration, je ne serais certainement pas devenu un
écrivain. Jusqu’à mon adolescence, mon tempérament – solaire, si je peux utiliser
cette métaphore (car pour moi, l’écriture s’ourdit dans l’ombre, à l’instar de la
métaphore des pousses de soja dans Un berceau au bord de la mer de Yu Miri) –
m’inclinait vers le sport, la musique, les arts plastiques. Mais tout a basculé à
l’adolescence quand j’ai vécu une expérience de rejet à l’école à cause de ma race.
On m’a fait savoir que je n’étais pas un vrai Québécois à cause de mes yeux bridés,
de mon nom; et je dirais que ma vraie migrance a commencé à partir de là, de cet
échec d’intégration à la société québécoise car sur les lieux de l’école je n’étais pas
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accepté. Toute mon œuvre découle de cet « accident de parcours » et le jour où
j’aurai exorcisé ce traumatisme identitaire, je cesserai peut-être d’écrire, car je ne me
vois pas écrire des Harry Potter ou des romans juste pour le plaisir d’écrire de belles
histoires. Écrivain accidentel veut aussi dire écrivain temporaire, sporadique.
Écrivain migrant, écrivain topique
Par quelle fatalité historique l’écrivain migrant est-il assujetti à un horizon
d’attente bien circonscrit? À telle enseigne que l’on peut postuler que l’écriture
migrante est une sous-catégorie de l’autofiction, le personnage étant présumé être le
délégué du parcours de l’auteur. On fera de son corpus une analyse sociologique de
préférence à une analyse philosophique ou psychanalytique. L’écrivain migrant n’a
pas la liberté d’écrire : « Longtemps je me suis couché de bonne heure… », « La
marquise sortit à quinze heures… ». Le récit migrant commence canoniquement par
un fracassant et dramatique « QUI SUIS-JE? », déclencheur existentiel flanqué d’un
« D’où venons-nous? » et d’un « Où allons-nous? » Il doit nécessairement parler de
l’Ailleurs, de l’exil, de l’immigration, du déracinement, de la nostalgie, du racisme,
etc. D’où l’engouement des thésards universitaires pour les écrivains migrants qui
sont parmi les plus commodes à thématiser.
3
Je ne suis pas un théoricien de l’écriture migrante et je ne sais même pas si le
terme de nouveau courant littéraire s’applique à l’écriture migrante. Certains
écrivains migrants eux-mêmes sont réfractaires à la notion d’un courant d’écriture
migrante, préférant le décloisonnement en faveur d’une littérature universelle.
D’autres comme Joël Des Rosiers par exemple, qui est à la fois poète et a publié des
essais comme Théories caraïbes, font appel à des théoriciens de la créolité ou à la
littérature-monde, de sorte que ces écrivains migrants échappent aux frontières
interculturelles du Québec pour une littérature transculturelle.
Je ne suis pas spécialiste de l’écriture migrante comme ces auteurs d’études
critiques. Je n’ai donc pas lu ces dernières, sauf les ouvrages de Clément Moisan et
de Simon Harel et uniquement en vue de cette conférence. Ma seule contribution à
l’écriture migrante est d’offrir une perspective personnelle, via des histoires, des
émotions. Mais j’aimerais quand même réagir à certaines des choses que j’ai lues
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dans les ouvrages de Moisan et Harel et qui ont éveillé chez moi des résonances.
La société québécoise a beaucoup évolué au cours des quarante-sept années que
j’y ai vécues. Si je reprends les quatre divisions temporelles de Clément Moisan dans
son histoire de l’écriture migrante au Québec (de 1937 à 1997), la littérature
québécoise est passée du mode uniculturel (de 1937 à 1959) au pluriculturel (de 1960
à 1974), ensuite à l’interculturel (de 1976 à 1985) et finalement au transculturel (de
1986 à aujourd’hui). C’est dans les années 60 que le terme québécois a remplacé
canadien-français et que la société québécoise a fait le virage d’une société
traditionnelle à la Révolution tranquille.
Dans Les passages obligés de l’écriture migrante, Simon Harel établit la
distinction entre émigrant et immigrant par exemple (dans mon cas familial,
l’émigrant ce sont mes parents qui ont fait le choix d’émigrer et l’immigrant, ce sont
moi et mes frères trop jeunes pour être conscients des enjeux d’un environnement
social plutôt qu’un autre). Plus intéressant encore pour moi est la notion d’oïkos – du
grec pour habitat – dont Simon tire la notion psychique d’habitabilité. Le nouveau-né
qui n’a pas encore ouvert les yeux ou a une vision floue habite un tout petit espace.
Pour le bébé prématuré, cela peut être l’incubateur. Je me rappelle une image sur un
calendrier : un bébé tenant dans l’empan d’une main d’homme…
Plus la personne est jeune, plus son champ perceptuel est restreint. Cela est
admirablement illustré dans Une saison dans la vie d’Emmanuel de Marie-Claire
Blais, où la focalisation interne du nouveau-né ne dépasse pas les pieds de la grandmère Antoinette, au ras du sol pour ainsi dire. L’enfant a un oïkos beaucoup plus
modeste qu’un adulte, de sorte que lorsque mes parents m’ont fait immigrer au
Canada à l’âge de 2 ans, on pourrait penser que cela ne m’a pas beaucoup affecté
puisque j’étais encore trop jeune pour avoir une conscience bien définie de mon
entourage. Après tout, une balançoire ressemble à une balançoire, un terrain de jeux
à un autre terrain de jeux, un bac de sable à un autre bac de sable. Mais en même
temps je crois que l’enfant, pour moins étendu que soit son champ de conscience,
absorbe en revanche une foule de sensations tactiles, gustatives (la nourriture d’un
pays), olfactives, auditives (la musique d’une langue), tout une sensibilité préverbale
qui n’a pas besoin de transiter par la conscience.
Un bébé n’a pas de notion de pays, ni de ville, pas même de rue – en revanche,
il a besoin plus que quiconque d’un habitat, c’est-à-dire d’un espace de sécurité et de
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pourvoirie qui garantira son épanouissement; ce peut être les bras et le sein de sa
mère; plus tard, ce sera le jardin ou le terrain de jeux. Mes parents semblent en avoir
été conscients, lorsqu’ils ont acheté et emménagé une balançoire grandeur nature à
l’intérieur de notre appartement de Montréal, comme si, symboliquement, les enfants
que nous étions encore n’avaient pas vraiment quitté le Japon qui se réduisait,
comme je l’ai dit, à un terrain de jeu dans notre conscience d’enfants.
Ai-je été « traumatisé » par la transition brusque du Japon au Canada? Oui et
non. Je crois que ma conscience n’en a pas souffert mais que, quelque part au
tréfonds de mon être, des cellules tactiles, auditives, olfactives se sont mises en
jachère – et elles n’ont été réveillées que lors de mes voyages de retour au Japon
dans ma trentaine.
La troisième notion intéressante que j’ai recueillie chez Harel, c’est la notion
d’un legs mémoriel que l’enfant hérite de ces parents. Le legs mémoriel n’est pas la
même chose que l’héritage culturel qui est un plein identitaire, alors que le legs
mémoriel est un creux identitaire. Ainsi, moi qui suis né au Japon – en passant, ce
n’est pas rien que d’être né dans le Chinatown de Yokohama, ville portuaire réputée
pour son cimetière des étrangers et son cosmopolitisme, comme si dès ma naissance
j’accumulais les signes d’hybridité culturelle –, je me suis toujours pensé et déclaré
coréen sans jamais avoir mis les pieds en Corée ou sans avoir appris à parler le
coréen, quoique ce fût là une identité fantôme héritée inconsciemment de mon père.
Par ailleurs, je voudrais introduire une notion typiquement japonaise, la
psychologie de l’ « amaé » (Takeo Doi) et l’inscrire dans l’optique psychanalytique
de Harel qui associe le pays natal au fantasme de la mère. Deux ans, direz-vous, ce
n’est pas beaucoup, mais c’est suffisant pour avoir été « nurturé » – pardonnez cet
anglicisme, mais je n’en vois pas l’équivalent en français, si ce n’est pour materné ou
imprégné (il faudrait inventer un néologisme qui se situerait quelque part entre
biberonné et élevé) – dans la sensibilité de l’amaé. Contrairement au complexe de
l’orphelin, j’ai été surprotégé par l’affection de ma mère et toute ma vie, j’en ai gardé
une relation de pensée magique au monde. C’est la psychologie de la dépendance
affective que Takeo Doi développe. Je veux dire par là que j’ai toujours fantasmé une
patrie maternante et cela mettait la barre tellement haute que j’ai senti partout du
rejet, faussant ainsi les rapports avec les autres (comme lorsque je suis allé en Corée
la première fois, je recherchais cette fraternité, ce familialisme, et je me sentais
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«volé» de mon dû quand je ne rencontrais qu’indifférence). Je boudais comme un
garçon de cinq ans quand le monde ne m’offrait pas ma ration attendue d’affection,
alors que, objectivement parlant, le monde ne me doit rien – la Corée non plus car
pour avoir droit à un dû, il faut y être un contribuable3.
Je ne sais pas si j’ai hérité du côté paternel du sentiment de han, mais j’ai vécu
ce han indirectement à travers mon père qui a été expulsé de la Corée du sud pour
des raisons politiques et qui ne pouvait plus y retourner sous peine
d’emprisonnement ; mon père a dû couper les ponts avec sa famille restée là-bas et
toute sa vie, il m’a tenu un double langage, celui d’être immensément fier d’être
coréen et, paradoxalement, de ne jamais y mettre les pieds car il jugeait la situation
trop dangereuse pour ses propres enfants; j’en ai longtemps voulu à mon père de me
transmettre ce legs mémoriel schizoïde, être et ne pas être à la fois. Et toute mon
enfance a baigné dans le trauma de l’espionnite hérité de la guerre froide régnant
entre les Coréens eux-mêmes, dont certains étaient, il faut le dire, de vrais espions du
côté nord-coréen ou sud-coréen! Cela ne fait pas une ambiance très épanouissante
pour un kyopo.
Par ailleurs, dans mon expérience personnelle, le sentiment du pathos de m’a
plus quitté depuis le rejet massif que j’ai ressenti à l’adolescence. J’ai développé un
syndrome de otaku – je vivais dans un monde imaginaire. Otaku en japonais signifie
deux choses : habitat et univers fantasmatique. C’est là l’oïkos qui m’a fait office de
demeure – jusqu’à la découverte de l’écriture. Lorsque j’étais adolescent, j’ai mené
la vie d’un hikikomori. Mon oïkos se réduisait aux quatre murs de ma chambre,
j’ignorais qui étaient mes voisins, j’ignorais les détails de ma ville, etc. Ma chambre
aurait pu être dans n’importe quel pays et c’est pour cela, je crois, qu’il m’a été
étonnamment facile de passer du stade hikikomori et sédentaire au mode
radicalement opposé de globe-trotter, car même quand j’allais à l’autre bout du
monde, je sortais rarement de ma chambre d’hôtel qui me sécurisait à la manière de
ma chambre de Montréal.
Je suis passé de l’oïkos de l’amaé – la sphère maternelle – au giron de ma
chambre d’hikikomori aux Chinatown qui correspondait à ce que Antonio d’Alfonso
appelait « communità ». Montréal a son Chinatown, sa Petite Italie, sa Petite
Bourgogne, son Petit Portugal, sa petite France, etc. Il y a en effet ce côté mosaïque à
Montréal, mais la différence entre multiculturalisme et interculture, c’est la
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différence entre l’immigrant qui n’a jamais appris à communiquer avec la langue des
autres et ces jeunes élevés après la loi 101 qui sont capables de naviguer entre leur
culture d’origine et la langue commune.
4
Actuellement, j’enseigne la littérature québécoise à de jeunes adultes
montréalais. Dans mon cours, j’essaie d’exposer la pensée de mes étudiants à des
figures autres que celles du discours dominant, à voir l’envers de la médaille, à
penser dialectiquement. J’essaie d’instiller en eux une sensibilité à la différence,
comme les voix des auteurs francophones amérindiens ou des écrivains migrants
néo-québécois.
De par mon parcours personnel, celui d’un Canadien d’origine coréenne né au
Japon mais ayant grandi à Montréal, et en charge de quatre groupes de jeunes adultes
dont la majorité est blanche, je me permets de faire ce que mes collègues de souche
canadienne-française (en passant, je suis la seule minorité visible dans notre
département de français qui compte une cinquantaine d’enseignants) ne songeraient
pas à faire : injecter une sensibilité métissée dans l’enseignement de la littérature.
Du monoculturel au pluriculturel
C’est un phénomène connu que lorsque l’homme, la femme, la personne de la
rue lit les journaux, son regard va d’abord s’orienter vers les nouvelles qui le
concernent de près, peut-être un incendie ou un accident dans son quartier, dans sa
ville. Dans le jargon journalistique, c’est ce qu’on appelle la « loi de proximité »,
laquelle informe le montage éditorial du journal. Il a des antennes pour tout ce qui
touche à sa communauté, alors que les autres nouvelles échapperont à son radar,
malgré leur gravité.
C’est cela qui explique que l’on s’émeuve pour des crimes commis dans notre
voisinage, alors que l’on reste insensible à des génocides perpétrés quotidiennement
à l’autre bout du monde, ou à des famines en Afrique qui déciment des populations.
On peut déplorer ce « deux poids, deux mesures » mais les sociétés seront plus ou
moins sensibilisées à ces réalités que si elles y ont été préparées par une culture de la
diversité. La littérature peut jouer ce rôle de bouillon de culture hétérogène dans des
sociétés homogènes.

12

Écrire entre Québec-Corée-Japon

Durant les années du gouvernement Trudeau (dans les années 70, 80), la
politique du multiculturalisme – que l’on oppose souvent au modèle du melting-pot
américain – a eu l’effet d’une certaine ghettoïsation des communautés culturelles. La
mosaïque multiculturelle n’a fait que reproduire en série l’homogénéité des solitudes,
plutôt que de favoriser l’intégration d’une culture consensuelle. On peut dire que
cette solitude persiste toujours dans le cas des Premières Nations, voire de manière
tragique et scandaleuse.
Le paysage littéraire a beaucoup évolué depuis les années 70. Le panthéon
littéraire québécois de ces années-là s’inscrivait dans une dialectique entre l’homme
d’ici, terme qui désignait métonymiquement le Canadien-français, et l’élite
anglophone : Hubert Aquin, Réjean Ducharme, Anne Hébert, Michel Tremblay,
Gaston Miron, Marie-Claire Blais composaient le paysage littéraire avant la vague
des écrivains dits migrants. Sur le marché de la littérature québécoise, le facteur
ethnique peut être une prime de séduction. On n’a qu’à penser à Dany Laferrière, à
Ying Chen, à Aki Shimazaki, à Kim Thuy, devenus des références incontournables
dans le milieu littéraire québécois. Ces écrivains immigrants ont choisi de s’exprimer
directement en français.L’apport de cette vague dite aussi néo-québécoise a été ce
que l’on appelle le métissage culturel, qui est un autre nom pour l’interculturalisme.
La vague des écrivains migrants, dont je suis, a fait un pas en avant en
s’exprimant directement en français. Le public francophone a fait le reste du chemin
en accueillant, à bras ouverts et par des prix institutionnels, des imaginaires importés
d’autres pays, comme la Chine, Haïti, le Japon, la Corée, le Vietnam et j’en passe. Ce
métissage culturel s’accompagne d’une plus grande intégration des minorités
ethniques dans la démographie du Québec comme du Canada, de telle manière que la
littérature interculturelle sert de pont pour la compréhension mutuelle au sein de la
population civile.
Pour conclure…
Pour finir, j’aimerais parler de ma mère. Parce que c’est d’elle en partie que je
tiens mon gène littéraire, tout comme elle le détenait de ma grand-mère. Je ne puis
dissocier mon histoire individuelle de l’expérience de zaïnichi de ma mère et à son
tour, de l’expérience d’émigrant de la Corée de ma grand-mère maternelle ou de mon
père. La maturité nous apprend à voir qui l’on est non pas uniquement par rapport à
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soi, mais dans la perspective multigénérationnelle de l’histoire familiale tout entière.
Ma mère écrit de très beaux tankas et haikus. Elle aurait pu devenir un écrivain
mais un sentiment de honte l’en a toujours empêchée : honte de ne jamais avoir été
totalement acceptée comme Japonaise – depuis son enfance, même dans son cercle
d’amies, il y avait toujours une clôture invisible qui la séparait de celles-ci – et honte
aussi de manier la langue japonaise sans pouvoir en faire autant dans sa langue
maternelle, le coréen. Cela a toujours été le dilemme de ma mère, ce qui l’a empêché
de donner plein essor à son élan littéraire. Mais que ma mère exprime sa sensibilité
en coréen ou en japonais ou en n’importe quelle autre langue du monde, cela
importe-t-il vraiment? J’aimerais citer l’auteur francophone d’origine chinoise Shan
Sa :
Mais dans l’absolu, si l’on s’élève vers tout ce qui est à l’origine de nos (…) cultures,
tout ce qui est dans la pureté même de nos (…) civilisations, alors beaucoup de choses
se ressemblent. Finalement, il ne reste que très peu de notions. La notion du beau. La
notion de l’amour. La notion de la nature, des regards, des gestes. Sur ces quelques
notions, les grandes civilisations se rejoignent. (La langue française vue d’ailleurs, p.
252-253)

Cela fait quarante ans maintenant que ma mère habite le Québec. Elle est tout de
suite tombée amoureuse du multiculturalisme canadien, de l’harmonie des races dans
la foule, l’autobus et le métro (il y a parfois des accrochages, concédons-le). En
passant, si vous vous arrêtez un jour à la station de métro Mont-Royal, vous verrez
un poème de Gérald Godin, ce poète politicien, sur tout un pan de mur intitulé «
Tango de Montréal », un hymne en hommage aux ouvriers immigrants des usines et
fabriques de Montréal. À Montréal, on bloque des rues entières certains jours de
l’année pour un festival des Nuits d’Afrique, ou un festival chinois, portugais, grec,
italien, etc.
L’héritage ultime de mes parents finalement, c’est de m’avoir donné une grande
liberté. J’adore cette liberté de pouvoir parler sans réserve des choses que j’aime et
que j’aime moins dans telle ou telle de mes trois cultures. Cette liberté, j’en suis bien
conscient, ma mère ne l’avait pas du temps qu’elle était au Japon. Pas plus que les
zaïnichi de son époque. Qu’en est-il des sansei et yonsei? espérons qu’ils sont plus
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libres de parler et de critiquer s’il le faut ce qui doit l’être. C’est ce que le Québec
m’a appris.
Merci du fond du cœur du privilège d’être invité par vous au Japon mais le vrai
privilège est dans cette tribune que vous m’offrez et dans ces oreilles que vous me
prêtez…
(Ook CHUNG, professeur de littérature française au Cégép du Vieux Montréal)

Notes
1

Dans le milieu des années 1980, on a qualifié l’écriture des écrivains immigrants
d’écriture migrante. Le terme s’est substitué à celui d’écriture immigrante pour désigner
précisément une façon d’écrire qui délaisse les sentiers battus, qui va à l’aventure, qui
(…) L’expression écriture migrante ou métisse vient d’un écrivain néo-québécois,
Robert Berrouët-Oriol et date de 1986. (Clément Moisan et Renate Hildebrand, Ces
étrangers du dedans, p. 264)

2

Clément Moisan et Renate Hildebrand argumentent dans Ces étrangers du dedans sur
la nécessité de remplacer l’expresssion « littérature migrante » par « écriture migrante »,
et nous adopterons désormais cette dernière dénomination qui inscrit les œuvres des
auteurs néo-québécois à l’intérieur de la littérature québécoise. «L’idée d’une histoire de
l’écriture migrante au Québec répondait à cette première nécessité, celle de ne pas
parler, comme on le fait couramment, de « littérature migrante ». S’il existe au Québec
une littérature migrante au sens strict du terme, elle doit être différente de la littérature
québécoise, entendue comme littérature nationale.» Clément Moisan, Écriture
migrantes et identités culturelles, Montréal : Nota Bene, 2008, p. 45.

3

« Être Indien, comme être Blanc, cela change, se redéfinit sans cesse, se nourrit
d’emprunts, d’emprunts payés en retour par sa contribution au reste du monde »
(Collins cité in Être écrivain et Amérindien au Québec, p, 70.)
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De l’interculturel au transculturel :
les écritures migrantes au Québec
アンテルキュルチュレル

ト ラ ン ス キ ュ ル チ ュ レ ル

間文化的なものから横断文化的なものへ
──ケベックにおける移住者のエクリチュール
Gilles DUPUIS
ジル・デュピュイ
要約
本稿は、ケベックで 1980 年代から 1990 年代にかけて巻き起こった議論、
アンテルキュルチュレル

ト ラ ン ス キ ュ ル チ ュ レ ル

すなわち、間文化的なものと横断文化的なものの概念が引き起こした批評上
の議論を明らかにすることを目的としている。この時期は、ケベックにおい
て「移住（者）のエクリチュール」が現象として現れ、文学制度によって公
認され、さらにはそこに回収されていった時期に対応している。はじめに、
デリーヴ

主として『漂流』（1975-1987）という知識人向けの雑誌を中心にしてハイチ
系知識人のコミュニティーがこの論争にもたらしたものを分析し、つづいて、
トランスキュルチュレル

横断文化的なグラフ雑誌『ヴィス・ヴェルサ』（1983-1996）においてイタリ
ア系ケベック人のインテリたちが行った議論を分析することによって、
アンテルキュルチュレル

トランスキュルチュレル

間 文 化 的 モデルと横断文化的モデルを区別する根本的な争点を明らかにし
プラクシス

アンテルキュルチュレル

たい。 実践 面では、 間 文 化 的 言説への依存度が高い「移住（者）のエク
トランスキュルチュレル

リチュール」と、 横 断 文 化 理論に直接由来するとされる「横断移住的エク
リチュール（あるいはアイデンティティ）」のあいだの区別は確立している。
しかしじっさいには、この「間 inter」から「横断 trans」への明白な進展は、
理論的にも現実的にも相対化され、近年、政治の舞台では「横断文化」より
「間文化主義」が勝利をおさめる結果となっている。
Mots-clés : Interculturel, transculturel, écritures migrantes, identités transmigrantes,
Dérives, Vice Versa
アンテルキュルチュレル

トランスキュルチュレル

トランス

キーワード：間文化的、横断文化的、移住（者）のエクリチュール、横断移
デリーヴ

住（者）のアイデンティティ、
『漂流』、『ヴィス・ヴェルサ』
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Les « écritures migrantes » constituent un phénomène littéraire particulier, né à
une époque déterminée de l’histoire politique du Québec et indissociable du contexte
culturel de l’époque qui les a vues naître. Avant leur apparition dans les années 1980,
comme corpus distinct ou courant littéraire spécifique, on ne parlait pas d’auteurs
migrants, ni même immigrants, pour désigner les écrivains qui avaient choisi de
s’installer au Québec après avoir émigré au Canada. Dans les années 1960 et 1970,
les écrivains immigrants provenaient principalement d’Europe, à la suite de la
Deuxième Guerre mondiale, et ils sont entrés tout naturellement dans le canon de la
littérature québécoise. C’est le cas, par exemple, des écrivains juifs Naïm Kattan
(d’origine irakienne), Alice Parizeau (d’origine polonaise), Monique Bosco
(d’origine autrichienne), et des francophones ou francophiles d’Europe de l’Est tels
Jean Basile (d’origine russe) et Robert Gurik (d’origine hongroise). Certains de ces
écrivains avaient d’abord transité par Paris (Kattan, Bosco) avant de s’installer à
Montréal, d’autres y étaient nés (Gurik). Plusieurs ont aussi choisi de franciser leur
nom afin de faciliter leur intégration à la société québécoise et à son institution
littéraire1. Ce n’est que rétrospectivement, après l’apparition des écritures migrantes
comme phénomène littéraire distinct au Québec, que les chercheurs et critiques
universitaires ont parlé au sujet de ces auteurs d’une littérature d’immigration, pour
la distinguer de la nouvelle littérature migrante. Mais ces écrivains « immigrants »,
faut-il le préciser, se percevaient d’emblée – et étaient perçus par l’institution
littéraire – comme des écrivains « québécois » (ou, à la rigueur, « néo-québécois »).
L’émergence des écritures migrantes au Québec s’explique par deux facteurs
politiques2. Le premier est lié indirectement à la Charte de la langue française,
appelée communément Loi 101. Porté au pouvoir en 1976, le Parti Québécois, qui
s’était fixé comme objectif de réaliser l’indépendance du Québec, a promulgué en
1977 la Loi 101 qui a fait du français la seule langue officielle de la province, dans
un Canada officiellement bilingue3. La loi a contraint les parents immigrants à
envoyer leurs enfants à l’école publique francophone, alors qu’ils avaient le choix
auparavant de les inscrire dans des écoles anglophones. C’était le cas notamment de
la communauté italienne qui optait le plus souvent pour le système anglais, lequel
offrait plus d’opportunités sur le marché du travail. En obligeant les parents
immigrants à instruire leurs enfants dans des écoles où prédominait le français
comme langue d’éducation et d’usage commun, cette mesure politique a facilité leur
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apprentissage de la langue française, et sans doute contribuer à l’éclosion, dès les
années 1980, d’une première génération d’écrivains italo-québécois.
Le deuxième facteur est directement lié à l’échec du premier Référendum sur la
souveraineté-association organisé par le Parti Québécois en 1980. Malgré l’euphorie
qui régnait à l’époque, après deux décennies d’affirmation de l’identité québécoise et
de fervent nationalisme né avec la Révolution tranquille, l’échec de ce référendum
fut retentissant et sans équivoque : 60% de la population ont voté non au projet
péquiste, contre 40% qui se sont prononcés en faveur du oui (bien qu’une majorité de
francophones aurait été favorable à l’option souverainiste). L’amertume de la défaite
et le désenchantement qui s’en est suivi a certainement préparé la voie à l’émergence
de nouvelles voix dans la littérature québécoise. Dans ce contexte – d’abord
interculturel, puis transculturel –, la littérature faite par les écrivains immigrants s’est
distinguée du canon littéraire qui, au Québec, s’était défini jusque-là sur des bases
nationales (surtout dans les années 1960, avec l’apparition du terme « Québécois »,
en remplacement de celui de « Canadien français », pour désigner l’ancien Canadien
d’origine française). En effet, avant les années 1980, il était implicitement entendu
qu’un auteur québécois était un écrivain francophone d’origine canadienne-française
(voire d’origine française). Pour être reconnu comme écrivain « québécois »,
l’écrivain immigrant devait se fondre dans l’identité collective. On ne parlait pas
encore d’écrivains anglo-québécois (c’est-à-dire d’écrivains du Québec s’exprimant
en anglais), ni d’écrivains migrants (quelle que soit leur langue d’expression).
1. Naissance des écritures migrantes
L’expression « écritures migrantes » est due à des écrivains d’origine haïtienne,
dont une importante diaspora s’était installée au Québec, surtout à Montréal, dès les
années 1960 pour fuir la dictature qui sévissait dans leur pays (à savoir les deux
régimes Duvalier). Les spécialistes de la question 4 créditent le poète Robert
Berrouët-Oriol d’avoir inventé l’expression dans son essai paru dans la revue
transculturelle Vice versa, « Effets d’exil5 », où se retrouvent effectivement les
termes « voix migrantes » et « voix métisses ». Mais l’expression se laisse retracer au
moins jusqu’en 1984, chez Émile Ollivier, dans son article « Quatre thèses sur la
transculturation6 » qui traite des « cultures migrantes », mais dans une perspective
sociologique plutôt que littéraire, et dans l’entretien que livre ce dernier à Jean
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Jonassaint en 1986, où il est explicitement question d’écritures migrantes7. Cette
source aurait peut-être influencé Berrouët-Oriol, puisque l’essai célèbre de ce dernier
où sont évoquées les « voix migrantes » a été écrit précisément en réaction à la nonréception critique de l’ouvrage de Jonassaint par les intellectuels québécois de
souche.
Quoi qu’il en soit de cette paternité, on peut attribuer à la diaspora haïtienne,
plus précisément à son intelligentsia en exil, l’origine du terme et de son concept qui
remonte au milieu des années 1980 (entre 1984 et 1986, pour être plus précis). C’est
aussi à ces écrivains visionnaires que nous devons l’apparition du terme
« interculturel » pour désigner un changement de perspective survenu dans la
manière de concevoir la littérature et la culture au Québec, dans un contexte politique
élargi qui anticipait l’avènement de la mondialisation.
2. Dérives : une revue interculturelle
Le rôle des intellectuels haïtiens dans l’invention du concept « migrant » est
capital et trop souvent négligé ou sous-estimé en regard de la communauté
intellectuelle italienne qui prendra les devants de la scène dans les mêmes années.
Avant la parution du magazine transculturel Vice versa, les intellectuels haïtiens
avaient pourtant joué un rôle important dans la création et l’animation d’une autre
revue, plus politisée et socialement engagée, appelée Dérives.
Fondée par Jean Jonassaint (l’un des responsables du succès de l’expression
« écritures migrantes » au Québec), cette revue voulait établir un dialogue entre les
différentes communautés culturelles établies à Montréal, en particulier entre la
culture majoritaire (québécoise, francophone, d’origine canadienne-française) et les
cultures minoritaires (d’origine étrangère ou allophones). Sur le modèle
sociopolitique « culture dominante » (hégémonique) versus « cultures dominées »
(marginalisées), Dérives s’est intéressée à la question politique et économique du
Tiers Monde (comme on appelait alors les pays en voie de développement), ainsi
qu’aux inégalités et injustices sociales qu’elle voulait surmonter en instaurant un
dialogue culturel fécond. D’où, en 1979, le changement survenu dans sa politique
éditoriale, quand elle s’est désignée comme « revue interculturelle ». Les
intellectuels haïtiens, en tant que représentants de ce « Tiers Monde » en exil et
d’une culture marginalisée, pour ne pas dire exclue de la sphère culturelle
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québécoise, ont donc joué un rôle essentiel dans l’instauration de ce dialogue qui se
cristallisera, en littérature, autour du concept d’écritures migrantes et métisses, et de
son corollaire, la notion d’hybridité8.
3. Les deux modèles
Selon Clément Moisan et Renate Hildebrand, auteurs d’une Histoire de
l’écriture migrante au Québec, le « modèle interculturel9 » correspondrait à la
littérature immigrante d’avant les années 1980, et non aux écritures migrantes qui
apparaissent par la suite. Cette affirmation est contestable, comme celle qui veut que
la culture et la littérature québécoises étaient par le passé monolithiques et relevaient
d’un « modèle uniculturel10 ». En réalité, les écritures migrantes se sont mises en
place progressivement dans le passage, jamais tout à fait accompli, du modèle
interculturel – que l’on peut faire coïncider avec les années d’existence de la revue
Dérives (1975-1987) – au modèle transculturel, qui fait son apparition avec le
magazine Vice Versa (1983-1996).
Le modèle interculturel est né de la rencontre de différentes cultures dans un
espace commun (le Québec dans son ensemble, mais plus particulièrement Montréal,
sa métropole). Il prône le dialogue et l’échange entre les cultures en présence, et
insiste sur la volonté de se comprendre l’un l’autre afin de dépasser les différences et
les disparités sociales qui sont un obstacle au bien vivre ensemble. Il ne débouche
pas par contre sur une remise en question de l’identité culturelle des interlocuteurs
engagés dans le dialogue (contrairement à ce qu’on va retrouver dans le modèle
transculturel11). À la suite d’un échange interculturel, chaque interlocuteur retourne
pour ainsi dire à sa communauté d’origine à laquelle il n’a jamais cessé d’appartenir.
Autrement dit, il ne perd rien de son identité dans le partage accompli et il n’acquiert
pas nécessairement de nouveaux traits identitaires provenant du contact avec les
autres cultures. Le but de l’échange consiste à mieux se connaître, d’une part, et
d’autre part à accepter l’autre dans sa différence, en dépassant les clichés et les
stéréotypes sociaux qui débouchent sur le mépris ou la méfiance de l’Autre, le
racisme, le sexisme, l’antisémitisme, etc.
Par rapport au modèle interculturel, le modèle transculturel veut non seulement
instaurer un dialogue interculturel, mais dépasser le simple échange en tentant des
formes culturelles d’hybridation ou de métissage. Dans son texte paru dans Vice

20

De l’interculturel au transculturel

Versa, le poète haïtien Robert Berrouët-Oriol parlait à ce propos de « voix migrantes
et métisses12 » pour signifier que ces voix venues d’ailleurs (c’est-à-dire migrantes)
devaient se greffer aux voix d’ici, et vice versa (puisque le métissage devait aller
dans les deux sens). Il y a donc, au fondement du projet transculturel, la
transformation d’une culture par une autre : chaque intervenant ou interlocuteur
conserve certains traits de sa culture d’origine et en adopte de nouveaux au contact
des autres cultures. Le résultat de cette rencontre radicale avec l’Autre est le produit
d’une nouvelle identité, d’une identité hybride et plurielle par rapport aux identités
originelles. Il s’agit d’effectuer une traversée culturelle, de s’ouvrir à l’autre, de se
laisser contaminer par lui : « Le trans, par contre, proposé par “Vice Versa” signifiait
traversée, passage, métamorphose continue de l’identité : perte et gain sans arrêt,
osmose13. » Les « migrants » étaient alors perçus comme des passeurs culturels qui
transmettaient d’autres savoirs, de nouvelles expériences de vie aux Québécois
d’origine. La transculture va donc beaucoup plus loin dans son projet que le dialogue
interculturel, du moins en intention14. Car nous verrons que dans les faits, c’est le
modèle interculturel qui a fini par triompher, du moins sur la scène politique.
Pour comprendre comment on est passé au Québec du discours interculturel au
discours transculturel, il faut se pencher un peu plus longuement sur l’autre revue à
peine mentionnée jusqu’ici, soit Vice Versa.
4. Vice Versa : un magazine transculturel
Vice Versa est un magazine culturel qui a été fondé par des intellectuels issus de
la communauté italienne à Montréal : Lamberto Tassinari (philosophe), Fulvio
Caccia (écrivain et théoricien), Antonio D’Alfonso (écrivain et cinéaste), Bruno
Ramirez (historien), Gianni Caccia (artiste) et Paul Tana (cinéaste). Sans appartenir à
ce groupe, Marco Micone (dramaturge et essayiste) a gravité dans son orbite.
Dès sa fondation, Vice Versa s’est défini comme « transculturel » et trilingue, en
publiant en français, en anglais et en italien (et plus tardivement en espagnol). Il faut
aussi noter que le magazine est contemporain dans ses débuts de la revue
interculturelle Dérives. En fait, les deux organes se sont chevauchés dans le temps,
ce qui permet de relativiser le passage du discours interculturel au discours
transculturel : pendant un certain temps (de 1983 à 1987 environ) – période cruciale
qui correspond à l’essor des écritures migrantes au Québec – les deux discours ont
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coexisté, tout en se distinguant quant à leurs programmes culturels respectifs.
Par rapport à Dérives, Vice Versa était davantage une revue littéraire et
intellectuelle, qui voulait instaurer un espace de réflexion théorique sur la
transculture, et de création par la mise en pratique de cette théorie dans des textes de
fiction ou de poésie. Pour certains critiques15, elle constitue même la dernière avantgarde littéraire et artistique qu’a connue le Québec, après l’expérience formaliste,
féministe et contre-culturelle des années 1970. Il faut insister sur le fait que le
magazine transculturel a pris le relais de la revue interculturelle, tout en se
développant en parallèle avec elle. Il est donc faux ou plutôt réducteur de prétendre
que le modèle transculturel a succédé au modèle interculturel dans une conception
évolutive de l’histoire héritée de la théorie de Darwin, comme le prétendent Moisan
et Hildebrand lorsqu’ils présentent le modèle interculturel comme « relais »,
correspondant à la littérature d’immigration, et le modèle transculturel comme
« résultante16 », correspondant aux écritures migrantes.
Sur le plan théorique, Vice Versa a été le laboratoire où a été pensée, voire
expérimentée, la transculture comme utopie sociale. Comme le rappelait Pierre
Nepveu en 1988, au sujet de la littérature québécoise des années 1980 habitée par le
sentiment d’exil intérieur, la transculture n’était pas réservée aux écrivains migrants,
elle pouvait être pratiquée par les écrivains d’ici. Par exemple, dans son roman
Volkswagen blues (1984), Jacques Poulin raconte le périple d’un Québécois de
souche avec une métisse aux États-Unis, sur les traces des pionniers et de la présence
française en Amérique. Le véhicule à bord duquel ils sillonnent le continent, d’est en
ouest (de la Gaspésie jusqu’en Californie), devient la métaphore par excellence de la
migrance :
Il faudrait peut-être alors concevoir le vieux Volks de Poulin comme une métaphore
même de la nouvelle culture québécoise : indéterminée, voyageuse, en dérive, mais
« recueillante », un peu selon la définition qu’Heidegger donnait du langage dans son
célèbre entretien avec un Japonais, dans Acheminement vers la parole17.

Cela dit, ce sont les écrivains immigrants de l’époque qui ont été les plus
représentatifs de ce mouvement au Québec, en particulier les intellectuels italoquébécois pour le développement des idées transculturelles, et une écrivaine juive,
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française, d’origine polonaise, Régine Robin, pour leur mise en pratique exemplaire
dans son roman intitulé La Québécoite18, paru l’année même de la fondation de Vice
Versa.
Dans ce roman, une narratrice juive d’origine est-européenne vivant à Paris (très
proche de l’auteur) immigre au Canada et s’installe à Montréal. Elle vit
successivement dans trois quartiers ethniques de la métropole : le quartier
majoritairement anglophone de Snowdon, où vit sa tante juive, le quartier
majoritairement francophone d’Outremont (où vit maintenant l’auteur) et le quartier
multiethnique et allophone du marché Jean-Talon, près de la Petite-Italie. Dans les
deux premiers lieux qu’elle habite, la narratrice minoritaire tente d’instaurer un
dialogue interculturel avec la population majoritaire mais n’arrive pas à se faire
entendre, d’où le titre du roman : elle est la « Québécoite », c’est-à-dire la
Québécoise silencieuse (« coite » voulant dire : qui se tait). Dans le troisième lieu,
elle s’ouvre à l’altérité, à la différence des autres, lesquels en retour accueillent sa
propre différence : on passe ainsi du modèle interculturel, qui a échoué dans les deux
premières parties du roman, à l’expérience transculturelle, qui semble réussie dans la
troisième et dernière partie. Mais il ne faut pas oublier que nous sommes ici dans une
fiction. Or, après chaque rencontre du deuxième, voire du troisième type, la
narratrice déçue, incapable de s’adapter tout à fait au nouveau contexte culturel,
retourne à Paris. L’utopie transculturelle débouche ainsi sur une dystopie : la « parole
immigrante » qui ponctue inlassablement le roman n’arrive pas à se faire entendre.
On pourrait avancer que le modèle interculturel, sur le plan théorique, a produit
dans la praxis ce qui est devenu par la suite la littérature migrante. Après tout, ce sont
les intellectuels haïtiens, regroupés autour de la revue interculturelle Dérives, qui ont
lancé l’expression « écritures migrantes ». Si tel est le cas, de quelle pratique
littéraire ou artistique aurait accouché le modèle transculturel théorisé à Vice Versa ?
C’est ce que j’ai proposé d’appeler les « écritures (ou identités) transmigrantes19 ».
5. Les écritures transmigrantes
Pour bien comprendre ce phénomène, il faut tenir compte de la diversification
récente de l’immigration au Québec. Après une première vague d’écrivains migrants
dans les années 1980, à laquelle appartiennent Régine Robin, l’écrivain haïtien très
connu, Dany Laferrière (tout récemment élu à l’Académie française), ainsi que la

23

plupart des écrivains italo-québécois associés à la revue Vice Versa, une deuxième
vague s’est fait connaître dans les années 1990. Cette deuxième génération
d’écrivains migrants est beaucoup plus diversifiée quant à ses origines (parfois
multiples) et provient souvent de pays très éloignés, situés à l’extérieur de la
francophonie, qui n’avaient pas encore donné d’auteurs majeurs à la littérature
québécoise. Quelques exemples : Sergio Kokis (Brésilien d’origine également
lettone), Ying Chen (Chinoise originaire de Shanghai), Abla Farhoud et Wajdi
Mouawad (Libanais), Ook Chung (Coréen né au Japon), Aki Shimazaki (Japonaise),
Pan Bouyoucas (Grec né au Liban), Elena Botchorichvilli (Georgienne), Aline
Apostolska (Macédonienne), Philippe Poloni (Italien né en France), Mauricio Segura
(Chilien), etc.
Parmi ces écrivains, plusieurs n’avaient pas le français comme langue
maternelle, ni comme deuxième langue culturelle imposée par les vicissitudes de
l’histoire coloniale. Certains ont même choisi délibérément de faire leur « venue à
l’écriture » en français, dans une langue qui leur était d’abord étrangère mais qu’ils
avaient appris à aimer voire à désirer. C’est le cas des écrivains de l’Amérique du
Sud (Kokis et Segura), de l’Europe de l’Est (Botchorichvilli et Apostolska) et plus
encore d’Asie (Chen, Chung et Shimazaki). Cette génération d’écrivains commence
à écrire après la reconnaissance officielle – et on pourrait ajouter la récupération
institutionnelle – du phénomène des écritures migrantes. Pour cette raison, ils se sont
méfiés de la nouvelle « mode migrante » et ont le plus souvent refusé l’étiquette qui
lui était rattachée, car ils la trouvaient réductrice (marginalisante ou ghettoïsante).
C’est le cas notamment de Kokis, Farhoud, Chen et Bouyoucas, qui se sont tous
exprimé publiquement à ce sujet20. Ils préfèrent se dire simplement écrivains… et
faire oublier leur origine ethnique !
Or, après 1995, un nouveau phénomène apparaît au Québec, grâce entre autres
au succès qu’ont connu les écritures migrantes, soit l’émergence de pratiques
d’écriture ou d’identités transmigrantes. La transmigrance consiste en un trafic
d’influences, une série de transferts culturels et stylistiques entre l’œuvre d’écrivains
migrants et celle d’écrivains de souche. Pendant les années 1980 jusque vers 1995
environ, les deux grandes tendances de la littérature québécoise – la tradition
nationale constituée par le canon littéraire et les écritures migrantes liées aux
modèles interculturel et transculturel – se sont déroulées en parallèle, croisant
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rarement leur trajectoire. Il y avait bien eu en 1989 le cas du poème Speak What de
Marco Micone, écrit en réponse amicale au poème Speak White de Michèle Lalonde,
mais l’incompréhension de l’auteure québécoise, qui a vu dans ce pastiche parodique
de l’écrivain d’origine italienne une attaque personnelle, montre bien que la méfiance
était encore au rendez-vous, que l’heure n’était pas venue pour réaliser des
croisements fertiles entre ces deux courants de la littérature québécoise
contemporaine21.
Il faut attendre le lendemain de l’échec très controversé du deuxième
Référendum sur la souveraineté-association, en 1995, pour voir apparaître les effets
de la transmigrance. Non seulement le résultat a été très serré (50,6% oui, 49,4%
non), il a amené le premier ministre de l’époque, Jacques Parizeau, à blâmer en partie
le « vote ethnique » comme responsable de cet échec. Ce mot malheureux, qui a eu
l’effet d’une douche froide, a néanmoins fait prendre conscience de l’importance des
communautés culturelles au Québec, notamment à Montréal, et sans doute ouvert la
voie à une reconnaissance mutuelle de la part d’écrivains de souche et d’écrivains
immigrants. Dès 1996, Monique LaRue prononçait une conférence célèbre,
L’arpenteur et le navigateur, où elle en appelait à cette reconnaissance, fondatrice
« de notre identité22 », et Monique Proulx publiait un recueil de nouvelles, Les
Aurores montréalaises, où elle rendait hommage à trois écrivains migrants : Ying
Chen, Dany Laferrière et Marco Micone23.
Plus concrètement, l’écrivain québécois Pierre Samson publie sa trilogie
brésilienne après la parution du premier roman de l’écrivain d’origine brésilienne,
Sergio Kokis. Guy Parent écrit L’Enfant chinois après avoir lu les premiers romans
de Ying Chen qu’il dit admirer. De son côté, Abla Farhoud publie un premier roman,
Le bonheur a la queue glissante, en rappel du classique de Gabrielle Roy, Bonheur
d’occasion. Bref, le trafic d’influences va dans les deux sens, bien qu’il ne soit pas
destiné à durer. J’ai travaillé sur ce corpus singulier, qui a fait l’objet de mon premier
projet de recherche à l’Université de Montréal. Si j’ai pu répertorier une dizaine de
cas de transmigrance à compter de 1996, j’ai vite constaté que cette tendance, qui a
atteint un point culminant en 1998, demeurait marginale au sein de la littérature
contemporaine et qu’elle n’était pas destinée à perdurer. C’est que le modèle
interculturel, que l’on croyait dépassé à la fin des années 1980, après avoir cédé la
place au modèle transculturel, est revenu en force au seuil des années 2000.
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6. Victoire politique de l’interculturel ?
En 2007-2008, la commission Bouchard-Taylor sur les accommodements
raisonnables concernant les revendications des communautés culturelles minoritaires
face à la communauté majoritaire a produit un rapport final invitant le gouvernement
du Québec à redéfinir la société québécoise sur la base du modèle interculturel24, tel
que proposé en 1979 par les animateurs de la revue Dérives. Cette politique n’a pas
été officiellement adoptée dans un texte de loi par le parti libéral, qui formait alors le
gouvernement, mais elle a été officieusement acceptée par tous les partis comme voie
à suivre pour l’avenir du Québec. Il est difficile de savoir ce que le Parti Québécois,
de nouveau au pouvoir, en fera par la suite pour redéfinir l’identité québécoise,
d’autant qu’il est lui-même à la tête d’un gouvernement minoritaire, mais il semble
évident que « l’alternative transculturelle », proposée voire rêvée par les intellectuels
de Vice Versa dans les années 1980, est désormais révolue. Si le modèle transculturel
avait dépassé son rival interculturel sur le plan théorique, il semble rétrospectivement
qu’il n’était pas praticable au niveau politique, sauf dans des pays fondés d’emblée
sur ce modèle, comme le Brésil ou Cuba, où le terme avait d’ailleurs pris racine
avant de s’exporter à l’étranger25.
Il faut rappeler en conclusion que le succès actuel du modèle interculturel sur la
scène politique du Québec a été rendu possible grâce aux écritures migrantes et aux
débats fructueux que les notions d’interculturel, puis de transculturel, ont suscités
dans les diverses communautés qui composent la société d’aujourd’hui. Au cours des
années 2000, nous avons également assisté à la reconnaissance officielle, de la part
de l’institution littéraire québécoise, d’une littérature anglo-québécoise ou anglomontréalaise, à laquelle appartiennent des écrivains comme Leonard Cohen,
Mordecai Richler et Gail Scott. Il y a de nouveaux écrivains migrants à l’horizon, par
exemple l’écrivaine d’origine vietnamienne Kim Thuy, et certains auteurs déjà
établis connaissent de véritables succès ici et à l’étranger : notamment Dany
Laferrière et Wajdi Mouawad, qui ont des carrières internationales reconnues.
Difficile de prédire ce que l’avenir nous réserve, d’autant que nous assistons
également, depuis 2005 environ, à un retour au Québec d’une littérature régionale
que l’on désigne parfois du terme de « Néo-terroir26 », accompagnée d’un néorégionalisme culturel (écologiste, gastronomique, artistique, musical, etc.).
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Néanmoins une chose semble certaine : toutes ces tendances de la littérature et de la
culture québécoises contemporaines sont destinées à cohabiter et à s’entendre,
qu’elles le désirent ou non, dans un « concert des nations » le plus souvent
cacophonique, mais délivré au moins de la tentation de l’unisson consensuel.
(Gilles DUPUIS, professeur à l’Université de Montréal)
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「ケベック価値憲章」をめぐる論争

Le débat sur la Charte des valeurs québécoises
飯 笹 佐 代 子
IIZASA Sayoko

Résumé
On assiste présentement à un grand débat au Québec. Ce débat gravite autour du
projet de la Charte des valeurs québécoises proposée par le gouvernement de Pauline
Marois le septembre 2013. Le projet fut présenté comme une réponse du
gouvernement à la controverse au Québec en matière d’accommodement religieux.
Par la suite, la loi 60 fut déposée le 7 novembre 2013 à l’Assemblée nationale du
Québec sous le nom de la “Charte affirmant les valeurs de laïcité et de neutralité
religieuse de l’État ainsi que d’égalité entre les femmes et les hommes et encadrant
les demandes d’accommodement”. La question la plus controversée dans ce projet
est sur la prohibition au travail du port de tout “signe religieux ostentatoire” pour les
employés des institutions de l’État québécois. Refusant l’idée de ‘laïcité ouverte’
recommandée par la commission Bouchard-Talyor, cette proposition changera la
direction du pluralisme reconnue au Québec. Le but de cet article est d’essayer de
saisir la situation actuelle dans la société interculturelle du Québec en tenant compte
du débat sur le projet de la charte. L’article se focalisera sur des points litigieux
importants dans le projet de la charte jusqu'à présent (mars 2014). L’intention
politique du projet y sera aussi examinée.
キーワード：ケベック価値憲章、60 号法案、アコモデーション、ライシテ、
宗教的シンボル
Mots-clés : Charte des valeurs québécoises, projet de loi 60, accommodement,
laïcité, signe religieux
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「ケベック価値憲章」をめぐる論争

はじめに
ケベック州では 2013 年秋より、ポリーヌ・マロワ（Pauline Marois）政権
が提案した「ケベック価値憲章（Charte des valeurs québécoises）」1 をめぐっ
て大きな論争が起こっている。その最大の争点となっているのが、公務員

2

に対して勤務中にイスラームのスカーフやキッパ、ターバンなどの、これ見
よがしな宗教的シンボル（signes religieux ostentatoires）の着用を禁止すると
いうものである。十字架も目立つ大きさであれば着用禁止の対象に含まれ
る。
これまでケベックが、少なくとも宗教的シンボルの規制という点でフラン
ス的な「ライシテ（laïcité）」3 とは一線を画してきた状況を考えると 4、同憲
章の提案は多元主義に関する大きな政策転換へ舵を切ることを意味する。ま
た、ジャン・シャレ（Jean Charest）前政権下の「文化的差異に係るアコモデ
ーションの実践に関する諮問委員会（Commission de consultation sur les
pratiques d’accommodement reliées aux différences culturelles）」が 2008 年の報
告書で提案した「開かれたライシテ（laïcité ouverte）」という考え方を否定す
ることでもある。社会学者のジェラール・ブシャール（Gérard Bouchard）と
政治哲学者のチャールズ・テイラー（Charles Taylor）の二人が共同委員長を
務めた同委員会（以下、ブシャール = テイラー委員会）が 2007 年 2 月に発
足したのは、宗教的アコモデーション 5 をめぐって前年から先鋭化していた
問題に対応するためであった 6。1 年余に渡る実態調査を踏まえてまとめら
れた報告書『未来を築く−調和のとき（Fonder l’avenir : Le temps de la
conciliation）』（以下、『ブシャール = テイラー報告』）7 では、最優先される
べき 5 つの勧告事項の筆頭に、インターカルチュラリズム（interculturalisme）
の政策としての明確化とともに、ライシテに関する白書の作成が掲げられた
（ブシャール、テイラー、2011、p.141）。しかし、その後、両者とも実現さ
れることなく棚上げにされてきた 8。「ケベック価値憲章」の提案は、ライシ
テに関するマロワ政権による対抗的な応答という側面を持っている。
「ケベック価値憲章」案は、2013 年 9 月 10 日に正式に州民に公表され、
パブリック・コメントの募集を経て、11 月 7 日に 60 号法案としてケベック
州議会に上程された。その間、２ヶ月足らずという迅速さであった。ライシ
テの憲章化は 2012 年 9 月の州議会選挙の際にケベック党の公約にされたと
はいえ、この時期になぜ、拙速に憲章を法案化する必要があったのだろうか。
2014 年 3 月現在において法案は審議中であり、そのゆくえは 4 月 7 日の州
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議会総選挙後に委ねられている。ここでは本件の重要性に鑑み、さしあたり
現時点（2014 年 3 月）までの「ケベック価値憲章」をめぐる動向と反響を
追いながら、同憲章における争点ないしは問題点について明らかにしたい。
また、同憲章の政治的な意味にも着目する。
なお、筆者は折しもケベックでの調査滞在中に、同憲章案の公表とその反
響の一部を観察する機会を得た。本稿は、その現地調査報告であるとともに、
同憲章をめぐる論争を手がかりに、多文化社会ケベックの動向を把握する上
での論点と課題を探る試みでもある。
1.「ケベック価値憲章」とは何か
まず、「ケベック価値憲章」の内容と法案上程までの経緯について概観し
ておこう。
1.1. 2013 年 9 月 10 日の「ケベック価値憲章」案
マロワ政権の民主的制度および市民参加の担当大臣（Ministre responsable
des Institutions démocratiques et de la Participation citoyenne）のベルナール・ド
ゥランヴィル（Bernard Drainville）により、「ケベック価値憲章」案が『私た
ちの価値を信じるから（Parce que nos valerus, on y croit）』と題されたパンフ
レット 9 とともに公表されたのは、2013 年 9 月 10 日である。同憲章提案の
趣旨について概括すると、次のようになる

10。

2006 年以降の宗教的アコモデーションをめぐる問題の深刻化を受けてブ
シャール = テイラー委員会が 2008 年に報告書を公表したが、以来、何らル
ールが定められてこなかった。社会の調和を推進し、さらなる社会的緊張を
避けるけるためには、すべての人々にとって明確なルールの定義が必要であ
る。その際に、男女平等やライシテといった、ケベック社会の基本的な価値
を確認しなければならない。出自がどこであれ、こうした価値に基づいて確
固たるケベック・アイデンティティは構築されるべきである。そのためには、
とりわけ「国家（État）」 11 の宗教的中立性を確立することが求められる。
「国家」は各人の信仰を尊重するためにこそ中立でなければならず、その原
理があらゆる信仰に対する平等かつ正当な扱いを保証しつつ、多元主義を奨
励するものだからである。これまでケベックでは、学校制度などの脱宗教化
を進めてきたが、今こそケベックの公的機構（institutions publiques）におけ
る宗教的中立性を公式化する機が熟したのである、と。そして、パンフレッ
トにはこれらの目的を実現するために、以下の 5 つの具体的な提案が挙げら
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れている

12。

1）人の権利と自由のケベック憲章（Charte québécoise des droits et libertés
de la personne, 以下、ケベック人権憲章）を改定する――「国家」の宗教
的中立性と公的機構のライックな性質を同憲章に記載するとともに、ア
コモデーションの要求を規制するための規定を設け、それが認められ得
る条件を明記する。その際に、とりわけ男女平等の尊重を重視する。
2）公務員（personnel de l’État）の中立と制限の義務を明記する――「国家」
の中立性と宗教との分離を反映するものとして、公務員の勤務中におけ
る宗教的な制限と中立の義務を法律で定める。
3）これ見よがしな宗教的シンボル（signes religieux ostentatoires）の着用を
規 制 す る ―― 公 務 員 に 対 し て 勤 務 中 に 目 立 ち や す い （ f a c i l e m e n t
visibles）、示威的な性質（caractère démonstratif）を有する宗教的シンボ
ルの着用を禁止する。小さなイヤリングやペンダント、指輪などは許容
される（図１を参照）。禁止の対象となるのは州の省・政府機関の職員、
処罰の権限を行使する職務の従事者（ケベック州が任命した判事、検事、
警察官、刑務官）、CPE（公立保育所）および公的補助を受けている私
立保育所の職員、教育委員会および公立の初等・中等学校の教職員、

図 1．宗教的シンボルのうち上 3 つは許容、下 5 つは禁止
出典： Parce que nos valerus, on y croit: propositions gouvernementales,
Gouvernement du Québec, septembre 2013, p.5.
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CEGEP（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）および大学の教職員、公的な保健医療・福祉関係の従事者、自治体
の職員。ただし、CEGEP や大学、公的な保健医療・福祉関係機関、自
治体については 5 年間の免除が可能であり、その更新も可とする。
4) 公的サービス（service de l’État）を提供する際も、また受ける際も、顔
を覆わないことを義務化する（すなわち、ブルカやニカブの着用禁止）
5) 公的機関（organismes de l’État）に適用する政策を策定する――宗教的
中立性を保証し、宗教的アコモデーションを管理するための政策を、各
省及び全ての公的機関が導入する。
1.2. 憲章案の反響
「ケベック価値憲章」案が正式に公表されたのは 9 月 10 日であるが、宗
教的シンボル着用の是非をめぐる論争はすでに 8 月中旬より加熱していた。
政権側が公表に先立ち意図的にその内容をメディアにリークしたというのが
大方の見解である。各界の論者らによるコメントがテレビのインタビューや
主要紙等で続々と紹介された。ブシャール = テイラー委員会の共同委員長を
務めたテイラーは、同憲章を個人の自由を侵害する、きわめて排除的なもの
として糾弾した

13。一方、もう一人の共同委員長であるブシャールは、2006

年当時のアコモデーションをめぐる騒動のように、メディアが必要以上に煽
動しないよう求めた

14。

論争はカナダの他地域にも飛び火し、カナダ史上初のムスリム市長である
アルバータ州のナヒード・ネンシ（Naheed Nenshi）カルガリー市長は、批判
を込めて、同憲章に不満を持つケベック住民に向けてカルガリーへの移住を
呼びかける談話を発表した

15。

9 月 10 日の公表によって同憲章案の内容が明らかになると、反響はさま
ざまな形でより拡大していく。経済界からは、ケベック商工会議所のアラ
ン・キルアク（Alain Kirouac）会頭が、憲章によってケベックの対外イメー
ジが悪化し、海外から有能な人材を引きつけることに影響が出かねないとの
懸念を表明した

16。一方、ケベックから人材を呼び込むために、オンタリオ

のある病院がマギル大学の学生新聞に掲載した求人広告も話題となった。そ
の広告には、スカーフを被った女性医師の写真に、「We don’t care what’s on
your head. We care what’s in it」というコピーが添えられている

17（図２）
。

自治体からは、モントリオール市を含むモントリオール島内の 15 市の市
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図 2．オンタリオの医療機関による求人広告
出典：« Un hôpital ontarien se sert de la Charte des valeurs pour recruiter »,
La Presse, 13 septembre 2013.

長が全員一致で、憲章案が法制化された際には、職員の宗教的シンボル着用
禁止の免除を州政府に要請することを決定した

18。他方で、ケベック州第

4

の都市ガティノー市の市長は、「ケベックの価値」を確認する憲章案の理念
には賛同を表明しつつ、宗教的シンボル着用の禁止については、同市にはそ
うした問題はないと述べるにとどまった

19。

9 月 14 日には、モントリオール市内で憲章案に反対する数千人規模のデ
モ行進が行われた。「イスラーム嫌いに反対するケベック団体（Collectif
québécois contre l’islamophobie）」が呼びかけ、ムスリムだけでなくシーク教
徒やユダヤ人、先住民らも参加した

20。なかでもイスラームのスカーフを被

った女性の姿が目立ち、「ヒジャブは宗教的シンボルではなく、生活様式」、
「職業か宗教かの選択を迫らないで」などと書かれたプラカードが掲げられ
た

21。

「ケベック価値憲章」案をめぐる論争が拡大するなか、10 月 22 日にドゥ
ランヴィル大臣は同憲章案に関するパブリック・コメントの総括を発表し
た。それによると、メール及び電話で計 26,305 件の意見が寄せられ、うち
同憲章案に「概ね賛成」、「一部の修正があれば賛成」と分類されるのが、そ
れぞれ 12,443 件（47%）、5,606 件（21%）で、計 68% が支持するとされた。
それに対して、「概して反対」、「一部を除けば反対」と分類されるのが、そ
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れぞれ 4,154 件（16%）、527 件（2%）で、不支持はわずか 18% とされた
（表 1）。
表 1 ：「ケベック価値憲章」案（2013 年 9 月 10 日公表）にメールまたは
電話で寄せられたパブリック・コメントの分類

出典： http://www.nosvaleurs.gouv.qc.ca/medias/pdf/tableau_compilation_des_
commentaires.pdf（2013 年 12 月 20 日閲覧）を基に、筆者が部分的に省
略して作成

1.3. 60 号法案の上程
パブリック・コメントの総括の発表を経て、翌月の 11 月 7 日、マロワ政
権は同憲章を「ライシテ及び国家の宗教的中立性ならびに男女間の平等の諸
価値を確認し、アコモデーションの要求を規制するための憲章（Charte
affirmant les valeurs de laïcité et de neutralité religieuse de l’État ainsi que d’égalité
entre les femmes et les hommes et encadrant les demandes d'accommodements）」と
改称し、60 号法案（projet de loi 60）として、ケベック州議会に上程した

22。

同法案の内容は、9 月 10 日の憲章案をほぼ踏まえつつも、注目すべきは、
宗教的シンボル着用の禁止に関してはより厳格化が図られている点である。
前案では既述のとおり CEGEP や大学、公的な保健・福祉関係機関、自治体
は最長 5 年間の免除とその後の更新も可能とされていた。それに対して 60
号法案では「免除（exemption）」という表現が「移行期間（période de
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transition）」に書き換えられている

23。禁止の例外を認めないとする強硬姿

勢は、パブリック・コメントにおいて 7 割近くが支持しているとする結果に
基づくものであろうか。他方で、公務員が禁止命令を遵守しない場合の懲罰
規定などについては明らかにされていない

24。

憲章案に異議を唱えていた人々から、失望と抗議の声があがったことは言
うまでもない。オタワでは即座に、連邦政府のジェイソン・ケニー（Jason
Kenney）多文化主義担当大臣が、60 号法案と、権利と自由のカナダ憲章
（Canadian Charter of Rights and Freedoms, 以下、カナダ人権憲章）との適合性
について疑義を表明した

25。

2.「ケベック価値憲章」をめぐる争点
では、同憲章の何が問題視されているのだろうか。反対論の根拠に着目し
ながらみていきたい。
2.1. 専門家による是非の根拠
当該分野の専門家であるケベック州の学者や研究者、法律家らの同憲章に
対する反応を、メディア等に掲載された意見や、筆者が同憲章案の公表前後
に現地で行った意見聴取を踏まえて分類するならば、およそ次のように区分
することができる。
第 1 に、もっとも多数派を占めていると思われるのが、憲章じたいを受け
入れがたいものとし、特に宗教的シンボル着用の禁止に強く反対する人々で
ある。第 2 が、「ケベックの価値」という考え方には異議を唱えつつも、宗
教的シンボルの禁止を含むライシテの憲章化には賛同する人たちである

26。

前者に比べれば割合的には少ない印象だが、フランスの共和主義理念を信奉
する人々も含み、一定の存在感を持っているといえる。そのなかの一部の学
者らが、ケベック党が今回の憲章案を構想する過程で少なからぬ影響力を持
ってきたのではないかと推測される。そして第 3 が、少数派だが「ケベック
の価値」の重要性に共感し同憲章を支持する人々である。
批判論者の多くは、憲章案におけるライシテの捉え方と、公務員に対する
宗教的シンボル着用の禁止がケベック人権憲章ないしはカナダ人権憲章に抵
触することを問題視する点でほぼ共通している。また、「ケベックの価値」
という考え方についても疑義を唱える。以下、これらについて具体的にみて
いきたい。
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2.1.1. ライシテ観をめぐって
批判論者たちは憲章案におけるライシテ観、すなわち「国家」のライシテ
と個人のライシテが混同されていることを何より問題とする。こうした立場
は『ブシャール = テイラー報告』の説く「開かれたライシテ」観に近く、同
報告の考え方に従うべきとの主張もある 27。
同報告では、ライシテとは、それを支える 4 つの原則、すなわち、1. 個々
人の精神的平等、2. 良心と信教の自由、3. 教会と国家の分離、4. 宗教・信条
に対する国家の中立性、からなり、ライシテの最終目標である第 1 と第 2 の
原則を実現するために、第 3 と第 4 の原則を制度化するものであるとする。
したがって、良心と信教の自由（第 2 の原則）という目的のために、国家の
中立性（第 4 の原則）とは、宗教的表現を妨げるのではなく、むしろそれを
奨励すべく構想されるべきと主張する。フランスでは公立学校における宗教
的シンボルの着用が制限されているが、それは国家の中立性を特殊な歴史的
理由によりきわめて広範囲に規定しているためである。公的空間における特
定の宗教的表現を排除するようなライシテのあり方は、ケベックにはふさわ
しくないと、同報告は主張する。そして、ライシテの最終目標（第 1 と第 2
の原則）のために、それに合う制度的枠組み（第 3 と第 4 の原則）を構築す
ることが同報告の提唱する「開かれたライシテ」であり、これこそが、これ
までケベックが歴史的に歩んできた道であると主張する（ブシャール、テイ
ラー、2011, pp.84-86）。さらに、公務員に対する宗教的シンボルの着用につ
いては以下のように記している。
われわれは当然のことながら、公務員が誠実かつ公平に職務を遂行している
と考えている。単に宗教的シンボルを着用しているからといって、かれらは
こうした仕事ぶりを放棄してしまうのだろうか。われわれはそう考えていな
い。公職においてあらゆる宗教的シンボルの着用を禁じてしまうと、特定の
宗教の信者が公職に就くのを阻んでしまうことになる。このことは、良心と
信教の自由と矛盾し、多様化の進行が著しいケベックの人口を公務員の構成
に反映させようとする取り組みを、相当程度歪めてしまう。また、市民の平
等性（第 1 の原則）を侵害することにもなる（ブシャール、テイラー、2011,
p.87）。
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特筆すべきは、同報告が、公務員の宗教的シンボルの着用を一律に禁止す
べきことに異を唱えつつも、特定の職については、その職務の性質が「国家」
の中立性を体現するものであるゆえに留保されるべきだとしている点であ
る。具体的には、州政府により任命された判事ならびに検事、警察官、州議
会議長を挙げている（ブシャール、テイラー、2011, pp.87-88）。
なお、同報告では、州議会場にある十字架や市議会での冒頭の祈祷も、政
府と特定の宗教との結びつきを示すものであり、ふさわしくないとしている
（ブシャール、テイラー、2011, p.89）。州議会場の十字架の是非については、
以来注目の話題となっており、今回の議論においてもしばしば登場している。
マロワ政権は当初、州議会場の十字架を、宗教的シンボルではなくケベック
の歴史的な文化遺産として見なし、撤去する必要はないとの立場をとってい
た。これに対し、州議会場という「国家」のライシテを体現すべき空間で十
字架を容認するのはダブルスタンダードではないかとの批判が高まったた
め、後にドゥランヴィル大臣は十字架を撤去するか否かの選択は州議会の決
定に委任すると述べている

28。

宗教的シンボルに関する定義の曖昧さについては、多くの論者が指摘する
ところである

29。カトリックに限らず、それ以外の宗教的シンボルについて

も、歴史的、文化的要素を有しているはずであり、純粋に宗教的であるとす
る根拠は明示可能であろうか。また、宗教的理由というよりも生活習慣とし
て、あるいは自分らしさの表明としてスカーフを被っている女性も少なくな
い

30。宗教的シンボルと見なされているものにおける宗教性じたいの評価は

実はきわめて困難であり、主流社会側からの一方的な判断となりかねない。
2.1.2. 宗教的シンボル禁止の合憲性をめぐって
「開かれたライシテ」観を支持する立場からは、公務員であれ宗教的表現
を禁止することは彼（女）らに対する不当な差別にほかならないと映る。そ
れは上述の『ブシャール = テイラー報告』でも言及されていたように、複数
の基本的な権利を侵害することになる。この点についてケベックの人権及び
青少年の権利委員会は、9 月 10 日の憲章案に対する緊急コミュニケにおい
て明確に、信仰の表明はケベック人権憲章で保障されており、公務員に対す
る宗教的シンボル着用の禁止は、表現の自由を侵害するだけでなく、雇用の
平等への権利にも抵触すると警告する 31。
当然ながらマロワ政権はそれも織り込み済みで、そのためにケベック人権
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憲章の改定を 60 号法案に盛り込んでいる。しかし、仮にこの法案が可決さ
れて同人権憲章が改定されることになったとしても、カナダ人権憲章という
もう一つの壁が立ちふさがる。60 号法案を合法化することは、カナダ人権
憲章第 33 条に基づいて「適用除外」権限を発動しない限り

32、困難である

というのが、ケベック州を含むカナダの法律家の多数派の見解である 33。
それに対して、ケベックとカナダの双方の人権憲章において公務員に対す
る宗教的シンボルの着用禁止は合憲であるとする主張もある。ライシテの憲
章化の推進者であり、ケベック連合（Bloc Québécois）ならびにケベック党
の議員の経歴を持つ法学者のダニエル・タープ（Daniel Turp）は、双方の憲
章とも、宗教の基本的自由が制約を受け得ることを規定しているとして、次
のように説明する。
カナダの憲章の第 1 条は、自由民主主義社会においては、明らかに正当化さ
れ得る場合、法で規定された合理的な制約を受けることがあり得ると規定し
ている。同様に、ケベックの憲章の９条の１は、「基本的な自由と権利を行使
する際に、人は民主的な価値や公秩序、ケベック市民の全体福祉に対して然
るべき配慮をしなければならない」とし、「この点において自由と権利の範囲
およびそれらを行使する上での制約は法で定めることができる」と追記する。

その上で、タープは「ケベック価値憲章」が、勤務中の公務員のみに限定し、
しかも、これ見よがしな宗教的シンボルの着用のみを禁止対象とする限り、
宗教の基本的自由の侵害は最小限にとどまると主張する

34 。他方でタープ

は、60 号法案に関して「適用除外」権限を発動すべきことをマロワ政権に
強く進言しており

35、このことは合憲性の主張がきわめて少数派であること

を自覚していることの証左であるといえよう。
2.1.3. 「ケベックの価値」をめぐって
学者の多くは、ライシテの憲章化に対する立場の違いにかかわらず、「価
値」というのは本来、個人的なものであり、政府が介入したり押し付けたり
すべきではないとして、「ケベックの価値」という表現に抵抗を示す傾向に
ある。前述の法学者タープが提案する「ライシテのケベック憲章（Charte
québécoise de la laïcité）」をみても、「価値」という言葉はいっさい使われて
いない（Turp, 2013）。実は、ケベック党の公約では、これと同じ名称が使わ
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れている

36。マロワ政権が敢えて「ケベックの価値」を前面に打ち出したの

は、後述するように、移民に不安を感じる人々に訴える効果を狙ったと捉え
ることもできる。
一方、ケベックの価値の一つとして「男女平等」が過剰に強調されている
ことに疑義を唱える論者もいる

37。これにより、女性に抑圧的とされるイス

ラームのイメージを喚起させ、スカーフ着用禁止の正当化を図っているかに
みえる。しかしながら、宗教的シンボルの着用禁止によって不利益を被る可
能性が高いのは、イスラームの場合はスカーフを被ることを選択した女性で
あり、ここにむしろ深刻な女性差別が生じてしまう。
「ケベックの価値」に対する知識人の評判は概して芳しくない一方で、そ
れを擁護する立場から政府の憲章案を支持する学者もいる。ケベック大学モ
ントリオール校のマチュー・ボック = コーテ（Mathieu Bock-Côté）研究員は、
自身の立場が学界では１割にも満たない少数派に属すると前置きした上で、
ブシャール = テイラー委員会はじめケベックの知識人たちが移民に対するフ
ランコフォン住民一般の不安を体感していないと批判する。彼（女）らに必
要なのは、楽観的にアコモデーションの意義や「開かれたライシテ」の推進
を説くことよりも、「我々こそがケベック社会の主人である」という安心感
を与えることであると主張する。よそから来た移民は「我々」の流儀に合わ
せるべきなのであり、その意味で「ケベックの価値」の擁護をあらためて表
明する憲章案をマロワ政権の勇気ある試みとして評価する。なお、付言する
ならば、彼自身は決して移民の受け入れじたいに異を唱えているわけではな
い。ケベックに移民を受け入れない選択肢はもはや存在しないという認識の
もとで、移民の側にホスト社会の価値や文化をより尊重することを求めてい
るといえる

38。

2.2. ケベックの世論
では、実際にケベックの世論は「ケベック価値憲章」をどの程度好意的に
受け止めているのだろうか。先に見た 9 月 10 日の憲章案に対するパブリッ
ク・コメントの総括では、条件付きの賛成を加えると 7 割近くが政府案を支
持しているとされた。ところが、関連する各種の民間による世論調査では、
それとはやや異なる結果が示されている。
たとえば、9 月中旬にレジェー（Léger）社が行ったケベック州民を対象と
した調査によると（調査対象 2000 人）、全体の 43 % が憲章案に賛成、42 %
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が反対で拮抗している。母語別にみると、フランコフォンでは 49% が賛成
であり、反対の 34% を上回っているのに対し、アングロフォンでは 72%、
アロフォンでは 66% が反対している。モントリオールに限定すると、49%
が反対し、賛成の 40% を上回っている。母語別では、フランコフォンの過
半数の 55% が賛成している一方で、アングロフォンの 79%、アロフォンの
67% が反対である

39。また、10

月中旬にラジオ・カナダの委託で CROP が

実施した調査では（調査対象 1001 人）、モントリオールに限ると、40 ％が
強く反対し、強く支持するのは 18% にとどまっている

40。

世論調査の結果はサンプルの抽出方法や規模、質問の仕方等に左右される
ため、常に慎重に扱うべきものである。とはいえ、民間の調査結果のいずれ
においても、政府のパブリック・コメントの集計に比して、憲章への反対者
の割合が高くなっていることは無視できない。他方、政府の集計にはないが、
ケベック州内ではモントリオールの方がそれ以外の地域よりも反対者の割合
が高く、また母語別ではフランコフォンに賛成者が多く、逆にアングロフォ
ンでは反対者の割合が高いという傾向が、いずれの民間調査でも示された。
なお、ケベック外のカナダについては、英語圏の主要紙をみる限り、「無
意味で軋轢を招くもの」、「アイデンティティ・ポリティクスに訴えるもの」、
「誰もがまともに支持することなどあり得ない試み」など、各界の論者は総
じて手厳しい

41。

連邦政府や他州からの厳しい反応は、そしておそらくケベック内からの批
判も、マロワ政権にとっては十分に想定内でのことであろう。憲章案の公表
前にその内容を意図的にメディアにリークしたのが事実だとすれば、敢えて
論争の拡大を狙っていたこともうかがえる。したがって、「ケベック価値憲
章」がいかなる政治的意味を担っているのか、より端的にいうならば、いか
なる政治的意図の産物であるのか、という点を問う必要がある。
3.「ケベック価値憲章」の政治的背景
「ケベック価値憲章」に反対する専門家たちの意見には、その内容的な問
題とともに、このタイミングで法案化する必然性について疑問視する声が少
なくない。マロワ政権は同憲章が必要とされる理由として、宗教的アコモデ
ーションを規制しないとさらなる社会的緊張を招来するかのような「危機言
説」を前面に打ち出している。しかしながら、論者たちは『ブシャール＝テ
イラー報告』以降、そうした危機が認識されるような状況は特に起こってい
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ないと捉える

42。
「危機」と称された

2006-7 年にしても、実際には問題とな

ったアコモデーション事例のほとんどはメディアによるねつ造であったこと
が、ブシャール＝テイラー委員会の調査で明らかにされている。しかも、ア
コモデーションはこれまでも種々の判断基準に照らして実践されてきてお
り、すでに十分に「規制」されているはずだと主張する。この点については、
ケベックの人権及び青少年の権利委員会も同様の見解を表明している

43。

「ケベック価値憲章」の提案は、2014 年春に州議会選挙を行う可能性を
見込んだ選挙民へのアピールであるとするのが大方の見解である。ケベック
党は 2007 年の州議会総選挙において、野党の第三党に後退するという歴史
的敗退を経験した。その原因は、当時、白熱していたアコモデーション論争
を背景に、ケベック民主行動党（ADQ）がアコモデーションに対する強硬姿
勢によってケベック党支持者の票を吸収したからだとされる。加えて、2012
年の州議会総選挙ではケベック党が辛勝したものの、かつての支持基盤の選
挙区においてケベック未来連合（CAQ）の注目すべき躍進があり、現在のマ
イノリティ与党としての立場を余儀なくされた。今回の憲章は、人々に再び
アコモデーションへの不安感を呼び起こし、「ケベックの価値」を守るべく、
宗教的シンボルの禁止という論争的な解決策をアピールすることで保守層か
らの支持回復を狙う政治戦略としての要素が強いとする 44。
加えて、ケベック党の存在意義という観点からより注目すべき、もうひと
つの政治的意味についても指摘しておきたい。筆者は、同憲章がケベックの
主権構想において重要な意味を担っているのではないかと考える。ケベック
党の公約に明示されているように、「ライシテのケベック憲章」は主権構想
の実現に向けた、ケベックの憲法制定に準じる制度構築として位置づけられ
ているからである

45 。憲法の制定は

2008 年の公約にも言及されているが、

ライシテの憲章は 2012 年に初めて登場している。アコモデーションをめぐ
る騒動を契機として、ライシテの厳格化はカナダの他州との差異化を図るこ
とのできるケベックの新たな「独自性」として「発見」されたのではないだ
ろうか。
ケベック・ネイションのアイデンティティは、他者との差異化が顕著であ
ればあるほど強化される。その差異はできるだけ多い方が主権構想には有利
にはたらくだろう。そうした差異化を支える上で、フランス語はこれまで決
定的な役割を果たしてきたといえる。しかし、フランス語を除けば、ケベッ
クが他州との違いを打ち出せるものはほとんどないといってよい。多文化主
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義（multiculturalism）の対抗概念としてのインターカルチュラリズムにして
も、フランス語の共有以外に両者の違いを決定的に示すことは現状では難し
い

46。しかも、それがケベック州政府の政策として公式化されているわけで

はなく、ましてやケベック党はその推進に消極的である。また、今回の憲章
では男女平等の理念が「ケベックの価値」として強調されているが、これが
カナダの価値でもあることは自明である。
それに対して、「ライシテ」は、それじたい英語に由来しないフランス語
に独自の概念である。宗教的シンボルの禁止を含め、その先行モデルはすで
にフランスにあり、それを参照しながらケベック的なあり方を模索すること
ができる。タープの表現に倣うならば、ライシテ憲章を制定する意義は、
「真にケベック的なライシテのモデル（modèle authentiquement québécois de
laïcité）」（Turp, 2013）を構築することなのである。ここにおいて、カナダの
他州との差異を明確に打ち出すことが可能となる。
このように「ケベック価値憲章」を捉えるならば、それに対するカナダの
他州からの批判が大きいほど、また、同憲章の合憲性をめぐる裁判闘争が話
題を呼ぶほど、主権構想を推進する上で好都合といえるだろう。これまでも
ケベック党は、とりわけ連邦政府との裁判闘争のプロセスを、その結果にか
かわらず、ケベックの独自性をカナダ内外に喧伝し、ケベック州民の結束を
高める上で格好の機会として見なしてきた観もある。
しかしながら、「フランス語憲章」と「ケベック価値憲章」とでは、マイ
ノリティに対する姿勢においてまったく異なる方向性を持っていることを指
摘しておかなければならない。前者は、少なくともいわゆるエスニックなフ
ランス系カナダ人から、フランス語を共有するマルチエスニックなケベック
人へという、ケベックのナショナル・アイデンティティ観の変容を促した点
で包摂を志向する制度として機能してきたといえる（丹羽、2013）。それに
対して「ケベック価値憲章」は、現行のままでは宗教的マイノリティを排除
するための装置になりかねないだけでなく、宗教的マイノリティの内部にも、
スカーフ着用の是非をめぐって対立を招いてしまうだろう。
憲章の提案は、すでに主権主義者たちにも分断をもたらしている。政治の
舞台では、長年、主権構想の理解者かつ協力者であったレバノン出身のマリ
ア・ムラニ（Maria Mourani）議員（彼女はスカーフを着用していない）が、
憲章案に異議を唱えたためにケベック連合から除名された。さらには、最も
熱心な主権主義者の一人である元州首相のジャック・パリゾー（Jacques

44

「ケベック価値憲章」をめぐる論争

Parizeau）からも、憲章案は行き過ぎとして一蹴されている 47。
結びに代えて
これまでの「ケベック価値憲章」をめぐる論争は、多元主義の動向を読み
解く上で、いかなる課題や論点を浮き彫りにしているのであろうか。
ひとつは、社会の多文化・多宗教状況に対する現状認識に関して、いわゆ
る知識人と一般の人々との乖離が広がりつつあるのではないか、ということ
である。宗教的アコモデーションへの危機感が未だ少なからぬ人々に共有さ
れているとすれば

48、ブシャール

= テイラー委員会の調査や提言は結局のと

ころ、それほど受容されていないということである。その状況と背景をどの
ように捉えるべきか。フランコフォンとアングロフォン、モントリオールを
中心とする都市部と地方、ホスト社会と移民という、いわば既存の二重性に
加えて、一部の知識人と一般大衆との社会観の隔たりは、ケベック社会を分
断する亀裂をいっそう重層化していくのであろうか。亀裂の重層化という現
象は、社会によって固有性を持ちながらも、ケベックを超えて多くの多文化
社会が共有する問題でもある。
他方で、『ブシャール＝テイラー報告』が知識人たちにあまねく支持され
ているわけではない

49。むしろ、
「開かれたライシテ」観の提唱は、図らず

もライシテの厳格化を志向する対抗的な動きを活発化させたのではないだろ
うか。マロワ政権の「ケベック価値憲章」も単に選挙対策にとどまらず、そ
うした今日のうねりに共振するものとして捉えることができよう。人々が
「アコモデーション危機」に囚われ続けている一方で、知識人の間ではケベ
ック的なライシテのあり方をめぐるせめぎ合いが顕在化しつつある。それは
多文化社会としてのケベックの方向性にどのような影響を与えていくのだろ
うか。
本稿を終えるにあたって、ブシャール＝テイラー委員会による「開かれた
ライシテ」に基づくケベック的解決への模索が、実はフランス側から熱いま
なざしを向けられていたことを記しておきたい。日本でも翻訳された『フラ
ンスにおける脱宗教性（ライシテ）の歴史』の著者ジャン・ボベロ（Jean
Baubérot）は、ケベック滞在中に同委員会の活動をつぶさに観察し、2008 年
に Une Laïcité interculturelle : Le Québec, avenir de la France?（インターカルチ
ュラルなライシテ――ケベックこそフランスの未来？）と題する著作をパリ
で上梓した

50。彼は今回のケベックの動向を、どのように眺めているのであ
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ろうか。
付記：上記を脱稿後の 2014 年 4 月 7 日に行われたケベック州議会総選挙に
より、60 号法案に批判的なケベック自由党が政権を採ったため、同法案は
事実上、廃案となった。マロワ政権が敗北したとはいえ、同法案が一定程度
の支持を得ていたこと、またケベック社会に対してライシテのあり方を本格
的に問い直す契機となったことは、十分に留意される必要がある。今後の議
論のゆくえが注目される。
（いいざさ

さよこ

東北文化学園大学准教授）

注
1

当初「ケベック価値憲章」という名称で公表され、60 号法案として州議会に
上程された際には名称変更されたが、当初の名称で呼ばれることが多いため、
本稿でも両者の総称としてそれを用いる。

2

宗教的シンボル着用禁止の対象は、厳密には後述するように日本の「公務員」
概念よりやや広い。

3

laïcité は、脱宗教性や脱宗教化、世俗主義などと訳されるが定訳はない。

4

たとえば 1990 年代に公立学校における生徒のスカーフ着用の是非をめぐっ
て問題化した際、禁止は宗教に基づく差別であり、公教育を受ける権利や学校
を自由に選択する権利を否定し平等への権利にも抵触するとして、着用は擁護
された。Conseil du statut de la femme, 1995 および飯笹、1996 を参照。

5

accommodement という語は、調整や調和、和解などと訳されるが、
accommodement raisonnable がアメリカに由来するアングロサクソン的な法的概
念であることから、本稿では英語の accommodation のカタカナ表記を用いる。
なお、上述の法的概念は、本来、労働の分野において規範を厳格に適用するこ
とによって、かえって平等の権利を侵害するような差別が生じた場合、それを
解消するために調整が図られたことに由来する。近年では法的な狭義の意味を
超えて、宗教的、文化的な多様性に関わるさまざまな調整を意味する表現とし
て使われるようになっている。同法的概念の誕生と展開、アメリカとカナダ、
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実際に宗教的シンボルを着用する公務員の数は定かではなく、担当大臣もそ
の質問に答えられなかった。
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ロベール・ルパージュ作品における映像術

Fonctions et usages de l’image
dans l’œuvre de Robert Lepage
神 崎

舞

KANZAKI Mai

Résumé
À partir des années 1960, le théâtre québécois a commencé à suivre la voie de
l’indépendance par rapport à la scène française, en adoptant le joual (le français parlé
au Québec) comme sa langue d’expression, par exemple. Dans un deuxième temps
de son évolution, il s’est mis à inventer de nouveaux langages scéniques qui
transcendent les barrières proprement linguistiques et qui s’appuient sur les ressorts
de stimulation audio-visuelle, à travers la gestuelle, l’image, l’éclairage, ou la
musique. Aussi Robert Lepage (né en 1957), l’un des plus grands metteurs en scène
du théâtre mondial, en intégrant ces éléments dans son art, et surtout l’usage de
l’image, contribue-t-il bel et bien au développement du théâtre québécois
contemporain. Il est par ailleurs l’un des metteurs en scène représentant le Québec, et
crée toujours aussi activement sur la scène nationale et internationale.
L’image a, dans l’œuvre de Lepage, pour fonction de présenter aux yeux du
spectateur ce qui lui reste invisible sur la scène. Par exemple, le spectateur a accès à
ce que regarde le personnage, grâce à la projection en image de ce qui apparaît aux
yeux de celui-ci suivant son point de vue. Il en résulte un renversement du rapport
entre le regardant et le regardé. Dans certains cas, Lepage fait projeter sur un écran
l’image de ce qu’un personnage est en train de voir, alors qu’il n’y a pas d’acteur sur
scène. Ainsi, l’image en soi acquière-t-elle une sorte de subjectivité et devient-elle un
personnage à part entière dans le théâtre de Lepage. Il en est de même pour l’image
projetée sur l’écran, qui semble produire davantage d’effet visuel qu’un acteur. En
effet, dans l’œuvre de Lepage, l’image ne se limite pas à une fonction illustratrice,
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mais joue un rôle essentiel à la narration. On peut dire qu’en utilisant des points de
vue multiples à l’aide de l’image, Lepage invite les spectateurs à prendre conscience
de l’existence de l’autre.
Nous examinerons comment Lepage apporte de nouveaux points de vue par
l’usage de l’image, sur trois corpus tirés de son œuvre : Elseneur (1995), La Face
cachée de la Lune (2000) et Le Projet Andersen (2005).
キーワード：ロベール・ルパージュ、映像、ケベック演劇
Mots-clés : Robert Lepage, Image, Théâtre québécois
はじめに
現代ケベック演劇史は、大きく 2 つの時代に分けることができる。1 つは、
1960 年代以降、フランス演劇からの自立を求め、「ケベックらしさ」を表現
するために、ジュアル（ケベックのフランス語）を用いるようになった時代
である。2 つ目は 1980 年代以降、英語やフランス語、あるいはジュアルな
どの言葉の壁を超える新たな表現手段、すなわち身体表象、映像、照明、音
楽といった視覚や聴覚に訴えるものを盛んに取り入れるようになった時代で
ある。後者の流れを牽引してきたのが、演出家ロベール・ルパージュ
（Robert Lepage, 1957-）である。彼は新たな表現手段として視聴覚的要素を
積極的に取り入れ、とりわけ映像の使用において卓越している。
ルパージュの映像の特徴の 1 つは、観客には本来見えないものを呈示する
機能を持っていることである。たとえば、登場人物の目に映っているものを
映像化する。それによって、観客はその人物と視線を共有することになる。
この場合、映像が俳優よりもその存在感を増大させることが可能となってい
る。
すなわちルパージュの映像は、舞台背景のような補助的な役割に留まるも
のではなく、俳優と同等、あるいはそれ以上の働きを担うものである。そし
て映像によって登場人物の視点を呈示することは、ルパージュが関心を抱い
ているケベコワとしてのアイデンティティの問題と深く関わるものである。
このことを映像の使い方が特に顕著な一人芝居『エルシノア』（Elseneur,
1995）、『月の向こう側』（La Face cachée de la Lune, 2000）そして『アンデル
セン・プロジェクト』（Le Projet Andersen, 2005）を具体例として検証した
い。
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1. 言語に代わる手段を求めて
1.1. 1980 年代以降のケベック演劇
前述の現代ケベック演劇史における 2 つ目の特徴である、1980 年代の新
しい潮流の背景には、まず社会的要因として、2 度に渡る主権／連合をめぐ
る州民投票の否決がある。このことはケベコワたちに自分たちのアイデンテ
ィティを問い直すきっかけを与えると同時に、演劇においては新たな表現手
段を探求する契機にもなった。言語に代わる表現手段の模索に対して、ルパ
ージュは「少なくとも 70 年代は、言葉があまりにも政治に染まっていたの
で、政治以外のメッセージを伝えるため言葉を用いない演劇に」向かった
（Lepage and Eyre, 2002, p. 281）と当時を振り返っている。
静かな革命によって 1960 年代から 70 年代のケベックでは、ナショナリズ
ムの高まりが顕著になり、ケベコワとしてのアイデンティティを希求する動
きが強くなる。その動向は演劇にも反映され、たとえばミシェル・トランブ
レ（Michel Tremblay）の『義姉妹』（Les Belles-Sœurs, 1968）、『いつまでも君
に、マリー＝ルー』（À toi pour toujours, ta Marie-Lou, 1971）、『ホザンナ』
（Hosanna, 1973）などの作品に色濃く描かれている。トランブレは「私は真
に政治的な演劇を望んでいるが、政治的な演劇というのがつまらないことも
わかっている。私が寓話を書くのはそのためだ」（“Michel Tremblay,” 1978）
と述べている。トランブレが政治に関心を寄せてきたことを考えると、当時
の自由党大臣ルネ・レヴェック（René Levesque）がケベック党を結成した
1968 年に、『義姉妹』が初演されたことは象徴的である。『義姉妹』は、ケ
ベックの労働者階級の生活をジュアルを用いてユーモラスに描き、「新しい
ケベックの演劇（ヌーヴォー・テアトル・ケベコワ, le nouveau théâtre
québécois）」の流れを築いたと考えられている（Moss, 2009, pp. 612-613）。パ
リのフランス語で書かれることが主流であった当時、ジュアルを劇作に用い
ることは革新的であった。それはケベコワのアイデンティティを端的に示す
もので、演劇研究者シャンタル・エベール（Chantal Hébert）は「伝統的な演
劇モデル、特にフランスのモデルから距離を置きたいという願望」の表れで
あると指摘している（1995, p. 31）。
ところが 1980 年代になると、ケベックでは「主権・連合」構想をめぐる
州民投票の否決によりケベコワとしてのアイデンティティを希求する熱が一
端冷めた。これは演劇にも影響をもたらし、これまで、集団としてのフラン

53

ス系カナダ人の「民族の単一性」を描いてきたのに対し、1980 年代には民
族の「異種混交性」を描く動きが見られるようになる（Moss, p. 625）。その
結果、個人のアイデンティティを探求する内省的な作品が多く生み出される。
同時に、女性（フェミニズム）、同性愛者、移民、そして先住民の台頭によ
って、多様な視点を提供するようになる（Moss, pp. 620-628）。ルパージュの
作品もまた例外ではない。もちろん、突如としてこのような作品が登場した
わけではない。たとえば、上述したトランブレもすでに、マイノリティの立
場から、従来焦点が当てられることのなかった人々を積極的に作品の中心人
物として描いている。ジェーン・モス（Jane Moss）は「トランブレの世界は、
不幸せな主婦、信心深い未婚女性、安っぽいナイトクラブ芸人、ドラッグ・
クイーン、機能障害の家族、酔っ払い、そして狂人で満ちている」（p. 613）
と指摘している。つまりトランブレは、その後のマイノリティ登場の基礎を
築くことにも大きく貢献した 1 人と考えられる。
内省的な作品やマイノリティの台頭に加え、1980 年代以降は、演劇形式
における実験性が顕著になる。この頃の演劇を形容する「実験演劇」
（Hébert, p. 37）は、それまでの言語中心であった演劇に革新をもたらした。
照明やパフォーマンス、そして映像や音楽など視覚・聴覚に訴える手段を駆
使し、言語以外の多分野の要素を演劇に取り入れることで、演出も「異種混
交」の様相を呈した。
さらに言語自体も、単に意味伝達の手段として用いられるのではなく、そ
の音楽性が追求されたのである（Girard, 1995, pp. 158-159）。演劇研究者ジ
ル・ジラール（Gille Girard）は、テアトル・ユビュ（Théâtre Ubu）が『メル
ツ・オペラ』（Merz Opéra, 1987）のプロローグで、いくつかの言語で数字を
同時に列挙し、内容のない造語に基づいた音楽的な間奏曲を演奏したことを
挙げ、スピーチを音楽の楽譜へと変えたと述べている。さらにこのような特
徴が、カルボンヌ 14（Carbone14）の創設者で演出家ジル・マウー（Gilles
Maheu）の『ハムレット・マシーン』（Hamlet-Machine, 1987）におけるフラ
ンス語、英語、そしてドイツ語の同時並列や、ルパージュの初期作品『ドラ
ゴンズ・トリロジー』（La Trilogie des dragons, 1985）におけるフランス語、
英語、中国語を同時に発話する場面に継承されていると指摘している。
これらの作品は、言語で意味を伝達するのではなく、ある種の記号を観客
に投げかける。そのため、象徴性の高い作品となり、観客の存在も重要な要
素となる（Girard, 1995, pp. 161-162）。つまり、それまで以上に舞台と観客の
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繋がりが強固なものとなり、積極的な観客参加が促されるのである。その結
果、観客は受け身的な状態から脱却し、想像力を駆使することで、作品の意
味生成を担うことが求められるようになる。
もちろん、このような視聴覚言語を含む作品は、現代演劇において決して
めずらしいことではない。たとえば、ルパージュ作品との類似性が指摘され
る舞台美術家で演出家でもあるチェコのジョセフ・スボボダ（Josef Svoboda）
が挙げられる 1。確かにスボボダの作品には、俳優の動きに呼応する映像が
取り入れられているし、ニューヨークを拠点に活動している実験演劇集団ウ
ースター・グループ（The Wooster Group）も、映像を積極的に作品の中で使
用してきた。しかし、ケベックにおいてこのような作品が登場した背景に、
ケベックの社会環境及び、意味伝達のための言語中心であった 1980 年代以
前のケベック演劇に対する反動があったことを考えるならば、ルパージュ作
品における映像使用の意義は、他の演出家のそれと同一視することはできな
い。
1.2. ルパージュが映像使用に至った背景
以上のようなケベック演劇を取り巻く環境に加えて、ルパージュが視覚効
果を取り入れた実験的な演劇へと傾倒していった背景に、3 つの理由、すな
わち彼の言語的環境、異文化への興味、そして映画への興味がある。まず第
1 に、ケベックにおいてアイデンティティが問題となる際に、しばしば取り
上げられるのは言語である。しかしルパージュにとって、言語は必ずしもア
イデンティティの拠り所にはならなかった。その理由の 1 つが、ルパージュ
の家庭環境にある。ルパージュには英語圏からの養子である兄と姉、そして
実の妹がおり、バイリンガルである両親のもと、兄と姉は英語を話し、ルパ
ージュと妹はフランス語で話すという環境で育った（Dundjerović, 2007, p. 5）
。
アイデンティティの中核にフランス語を据えてきたケベックだが、ルパージ
ュは英語とフランス語の両方が常に共存していた家庭に育ったため、彼の言
語的帰属意識は曖昧なものであった。
このような言語環境に育ったルパージュは、初期の頃から言語以外の表現
を模索してきた。ルパージュが演劇の訓練を受けたのは、ケベック・シティ
の演劇芸術コンセルヴァトワールである。ここで彼が大きな影響を受けたの
は、マルク・ドレ（Marc Doré）の授業である。フランスの演劇教育者で身
体訓練における実験を重ねたジャック・ルコック（Jaques Lecoq）のもとで
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学んだドレは、ルパージュに「身体、空間、そして身の回りにある物を用い
たテクニックの探求」を促した（Dundjerović, 2009, p. 9）。ルパージュ研究者
アレクサンダー・ダンジェロヴィチ（Aleksandar Saša Dundjerović）は、ルコ
ックのテクニックでルパージュに最も影響を与えたのは、「即興の動きと日
常の観察」であると指摘している。つまり、言語以外のものによって作り出
される表現方法を学んだのである。
第 2 に、旅と異文化への関心により、ルパージュの視点は以前にも増して
ケベックの外へと向くようになる。オタワのナショナル・アーツセンターで
4 年間（1989-1993）芸術監督を務めたことに加え、海外での滞在が度重なり、
一時ルパージュはケベックでの居住資格を失うほどであった（Charest, 1999,
p. 7）。演劇研究者ジェームズ・ブンズリ（James Bunzli）は、「旅はいつもル
パージュ作品の中心にあるが、作品の主となる物語、主題、そしてメタファ
ーの構成要素としても機能する」
（1999, p. 86）と述べている。旅を続けるこ
とで、異文化に触れ、確かにその経験は少なからずルパージュの作品に影響
を与えている。たとえば、『ドラゴンズ・トリロジー』のスピン・オフ作品
『ブルー・ドラゴン』（Le Dragon bleu, 2008）は中国を舞台とし、『太田川七
つの流れ』（Les Septs Branches de la rivière Ota, 1994）や『エオンナガタ』
（Eonnagata, 2009）は日本文化から着想を得て制作され、作品の中で「旅」
は重要なモチーフとなっている。ルパージュにとって、旅を通して国境を越
えることは、すなわち言語という境界を越えることを意味し、言語以外の表
現手段への傾倒をより強めたと考えられる。
本論で分析対象とするルパージュの「映像」とは、演劇やオペラ、さらに
サーカスを含む舞台芸術という枠組みの中で、スクリーンや舞台装置に、録
画・ライヴを問わず、映写される画像を意味する。第 3 にルパージュが映像
を舞台上に取り入れるようになった理由として、彼自身の映画に対する興味
がある。ルパージュは、ケベックを代表する映画監督のひとりドゥニ・アル
カン（Denys Arcand）の『モントリオールのジーザス』（Jésus de Montréal,
1989）と『スターダム』（Stardom, 2000）に俳優として出演した。そしてル
パージュ自身もこれまでに、6 本の映画の監督を務めている。1994 年に自身
のカンパニー「エクス・マキナ」（Ex Machina）を設立以降、演劇やオペラ、
そしてサーカスとジャンルを問わず映像を積極的に取り入れるようになった
背景には、このような映画との深い関わりがある。
ルパージュが監督を務めた映画のうち、
『ポリグラフ』（Polygraphe, 1996）、
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『ノー』（Nô, 1998）、『月の向こう側』（La Face cachée de la Lune, 2003）は、
ルパージュの演劇作品を映画化したものである。ここからも明らかなように、
ルパージュは長年、演劇と映画の関係を考えてきた。「今日の演劇にはあま
り希望がなく、映画が今向かっている方向も同様である」（Dundjerovic,
2003, p. 5）と両表現形式の限界を認め、演劇と映画の間にこそ「芸術という
形が存在する」と指摘している。そして演劇と映画の間に存在する芸術を模
索する場として、ルパージュは演劇を選択する。なぜなら、映画と異なり、
上演後も作品に修正を加える「ワーク・イン・プログレス」2 という手法を
採ることで、演劇では実験を繰り返し行えることと、観客の直接的な反応を
取り入れることができるからだと考えられる。
2. ルパージュ作品における映像
初期の頃から、言語以外の表現手段を模索していたルパージュにとって、
映像は恰好の材料であった。ルパージュ作品で、本格的に映像が取り入れら
れるようになったのは、『ニードルズ・アンド・オピウム』（Les Aiguilles et
l’opium, 1991）以降であると指摘されている（Giesekam, p. 223）。つまり
1990 年代以降であるが、今やルパージュの作品といえば、その巧みに操ら
れた映像がしばしば注目されるため、ルパージュには、「映像の魔術師
（magicien des images）」（Fouquet, 2005, p. 7）という代名詞がつけられている。
また、ライヴ・パフォーマンスとテクノロジーを混在させた作品を、ダンジ
ェロヴィチは「テクノ・アン・セーヌ（“techno en scene”）」（Dundjerović,
2007, p. 180）と名づけている。
しかし、演劇の伝統を重んじる批評家からは、視覚に訴えるルパージュ作
品は単なる言語軽視や、過度なテクノロジー依存などと批判されてきた。言
葉を中心とした演劇に慣れ親しんだ観客にとって、ルパージュの作品は、そ
れまでの演劇に対する固定観念に反していたため、容易には受け入れられな
かったと考えられる。
それは特に、ルパージュが詩的なシェイクスピア作品を演じる時に顕著で
あった。ルパージュは、これまでシェイクスピア作品の演出を頻繁に手掛け
てきた。『夏の夜の夢』
（Le Songe d’une nuit d’été, 1992）によって、ルパージ
ュがロンドンのロイヤル・ナショナル・シアターでシェイクスピアを上演し
た最初の北米演出家となったことは特筆に値する。その後も、『ロミオとジ
ュリエット』（Romeo & Juliette, 1989）、さらにシェイクスピア・サイクル
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（Le Cycle Shakespeare, 1992）の『マクベス』（Macbeth）、『コリオレイナス』
（Coriolan）、『テンペスト』（La Tempête）、そして『ハムレット』から着想を
得た一人芝居『エルシノア』と、これまでに 6 作品を上演してきた。近年、
『テンペスト』を先住民の居留地やメトロポリタンオペラで演出をしたこと
からも明らかなように、シェイクスピア作品の演出は、ルパージュのライフ
ワークといっても過言ではない。映像を使用したことによる批判は、特に
『エルシノア』を上演した時に顕著であった。映像を豊富に取り入れたこの
作品は、まずルパージュが主演を務めたフランス語版が作られ、その後に、
俳優ピーター・ダーリング（Peter Darling）が引き継ぐことで、英語版が制
作された。本来、戯曲そのままを上演しようとすると 4 時間を超える『ハム
レット』を、『エルシノア』では約 1 時間半にまとめ、物語の順序も、決し
てシェイクスピアの戯曲通りではなく、『ハムレット』のコラージュのよう
な作品となっている。そのため、ルパージュはタイトルを『ハムレット』と
せずに『エルシノア』としたと述べている（“Platform Papers”）。
『ハムレット』の上演では、復讐というテーマや、ハムレットの狂気に焦
点が置かれることが多い。しかし、ルパージュが惹かれたのは『ハムレット』
における「登場人物間の近親相姦的な性質」（Charest, 1995, p. 202）である。
ルパージュは、『ハムレット』に見られるこのテーマが我々に「社会全体の、
あるいは特定の環境の近親相姦的な性質」を問いかけると考えている。つま
り『ハムレット』の近親相姦的なテーマに、閉鎖的なケベックの社会を重ね
ているのである。また、ルパージュは「一人芝居では、完全に他のテーマを
排除して、特定のテーマを深く探求できる。そこでは、公的な出来事は関係
ない。しかし、ひとりですべての登場人物を演じるがゆえに近親相姦や精神
分裂病といったテーマを具現化できる。私がオフィーリアを演じる時は、ハ
ムレットやガートルードが少しずつ含まれる」（Lavender, 2001, p. 110）と述
べている。『エルシノア』を、一人芝居にし、舞台上にフレームを設置して、
敢えて限られた空間で上演することにより空間の閉鎖性を表し、近親相姦と
いうテーマと自己の内面の探求を可能にしている。さらにこのテーマは、俳
優の分身を作り出す映像の補助的役割によって、強調されている。
この他にも、ルパージュの映像には、他の演出家たちが舞台で使うように、
観客の見える範囲を拡張したり、物語を展開させたりするための補助的役割
を担うものも少なくない。ルパージュの映像の特徴として、まず映画のよう
に俳優の顔を拡大して映写するクローズアップの手法が挙げられる 3。クロ
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ーズアップによる映像は、俳優の微細な動きや表情を拡大する。たとえば
『太田川七つの流れ』において、広島で僧となったチェコ出身のヤナ・チャ
ペックがインタビューを受ける場面では、彼女のクローズアップ映像が映し
出される。これにより客席からは見えにくいヤナの表情をより明確に伝える
ことが可能になる。あるいは、ケベック・シティのアブラハム平原（『月の
向こう側』）、パリのオペラ座（『アンデルセン・プロジェクト』、上海の街並
み（『ブルー・ドラゴン』）、海や火山（『トーテム』Totem, 2008）などをスク
リーンないしは舞台装置に映写することで、観客は同じ場所にいながら、一
瞬にして舞台となる場所を目の当たりにすることができる。
またルパージュは、俳優の身体の動きに合わせて映像をシンクロナイズさ
せる手法をしばしば用いる。たとえば『ニードルズ・アンド・オピウム』に
は、登場人物の生身の胸部がスクリーンの枠外に、また胸部より下はスクリ
ーンに映し出されるという合成場面が挿入されている。つまり俳優の身体を、
半分は生身で、もう半分は映像化されたもので表象するのである。スクリー
ン上の映像という 2 次元の「作品」から生身の身体の一部が飛び出して、右
手に受話器を抱えて電話する一方で、スクリーン内に留まった左手にはトラ
ンペットを抱えたさまが観客に呈示される。『ニードルズ・アンド・オピウ
ム』は、ジャン・コクトー（Jean Cocteau）やマイルス・デイヴィス（Miles
Davis）、さらにルパージュ自身の実人生と彼らの作品を描いているので、こ
の表象は彼らの日常生活と芸術作品の対比となっている。また、ルパージュ
演出によるメトロポリタンオペラの『ラインの黄金』（Das Rheingold, 2010）
には、24 枚の巨大なパネルに映し出された映像が歌手の動きに合わせて動
く場面がしばしば挿入されている。たとえば、ライン河の底に住む 3 人の乙
女が歌う冒頭では、彼女たちが歌うと、水中の気泡が生じる様がパネルに映
し出される。これにより、水中の情景がより視覚的に表象されている。俳優
の動きに合わせて映像が動く手法は、『ニーベルングの指環』（Der Ring des
Nibelungen, 2010-2012）4 部作すべてに見られるだけではない。同じくメトロ
ポリタンオペラで、ルパージュが演出を手掛けた『ファウストの劫罰』（La
Damnation de Faust, 2008）の中でマルグリッドによるアリアの場面や、ラス
ヴェガス常設劇場で上演されているシルク・ドゥ・ソレイユの『カー』（KÀ,
2004）の見せ場の 1 つである戦闘場面などにも見られる。このように、生身
の身体によるパフォーマンスと映像のシンクロナイズは、生身の俳優や舞台
装置では困難な表現を可能にすると同時に、表現媒体の差異により、視覚的
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な「ずれ」を生み出す。
3. 映像化される視線
上述の補助的な機能に加え、ルパージュ作品における映像の最も特徴的な
使い方は、本来客席にいる観客には体験できない異なる視線を取り入れるこ
とにある。たとえば 2000 年に初演された『月の向こう側』での映像である。
『月の向こう側』は、博士号取得を目指すうだつの上がらない学生フィリッ
プと、花形の天気予報士アンドレという対照的な兄弟の確執が和解に至るま
でを、彼らがリアルタイムで経験したアメリカとソ連の冷戦に重ね合わせて
描いた一人芝居である。『月の向こう側』というタイトルが示すように、本
来「見えないもの」を「見せる」ことが作品の趣旨である。そのため、「見
る」という行為そのものを考察させる工夫が随所に見られる。中でも顕著な
例として、第 19 場で医者が幼少期のフィリップの目を診察する場面が挙げ
られる（写真 1）。

写真 1 『月の向こう側』 撮影: Sophie Grenier

ある朝、フィリップが頭痛と右目の奥に圧迫感を覚えたことから、心配した
母親が病院に連れて行く。この場面で医者は俳優によって演じられ、患者の
フィリップは、細長いアイロン台を立てることによって表象される。医者の
背後には、まるでのぞき穴のように、フィリップの目から見た医者のクロー
ズアップが、ライヴ映像として円形のスクリーン上に映し出される。この映
像を通して、観客はフィリップが見ているものを疑似体験でき、アイロン台
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という無機質な物で見立てられているにも関わらず、フィリップは生身の登
場人物以上に存在感を持つ。さらに、生身の身体を有した医者と、フィリッ
プの目に映ったスクリーン上の医者が並列されるため、映像は鏡のような役
割を果たし、円形のスクリーンに映し出された医者は、まるでもうひとりの
医者、すなわち分身のように見える。その結果、舞台上で医者は、生身の身
体と映像に映し出された身体に引き裂かれるのである。
このようにルパージュはしばしば鏡や映像を用いて分身を作り出す。藤井
慎太郎は「鏡には、二分化（私は私と鏡像に分裂する）と二重化（その鏡像
は虚像でしかないと同時に私でもある）の機能」があり、「ルパージュの舞
台を読み解くには、とりわけ重要な鍵」であると指摘している（2003、p. 6）。
鏡や「ヴィデオ映像」を「鏡の変種」として用いることで、『月の向こう側』
では「人生の明暗を分ける」フィリップとアンドレ兄弟を、「光と影のよう
に、地球と月のように、モントリオールとケベック・シティのように、カナ
ダとケベックのように、アメリカとソ連のように、互いを鏡のように映し合
う分身」（藤井、p. 6）として表象するのである。
実像と鏡像の間で引き裂かれるのは、登場人物だけではない。映像を用い
ることによって、観客自身も似た感覚を体験する。医者とフィリップの場面
で興味深いのは、映像に映し出された医者の視線は、アイロン台ではなく、
観客に向かっている点である。つまり、生身の俳優が演じる医者は、アイロ
ン台であるフィリップを見ているが、映像の中の医者は、観客に視線を向け
ている。したがって舞台を観ているはずの観客は、映像の中の医者の視線に
見られることでフィリップの立場に立つことになる。つまり観客がフィリッ
プとなるのである。『月の向こう側』における医者とフィリップの場面では、
映像の中の医者は確かに観客を見ているのだが、舞台上で、生身の俳優が演
じる医者の視線は、あくまでアイロン台のフィリップに向かっている。その
ため、観客は自分たちの立ち位置が曖昧になり、自身とアイロン台の間で一
種の「ずれ」を感じるのである。
ここで思い出されるのは、ルパージュがしばしば用いる言葉 “décalage” で
ある。ブンズリはルパージュの考える “décalage” について、「主要な動機で
あり、制作の根本的な手法であり、舞台上及び客席を問わず起こる彼の作品
の主要な成果である」（1999, p. 89）と述べている。つまりルパージュ作品に
おいては根幹をなす概念である。本来 “décalage” は「ずれ」、あるいはそこ
から派生して「時差」やそれによって生じる「時差ぼけ」を意味する。しか
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しルパージュの “décalage” は「単なる時差ぼけより遥かに多くの意味」
（Quoted in Bunzli, p. 90）を含み、「どこにでも存在する」ものとして広義に
捉えている。そのためブンズリは、即興による制作手法、断片的な物語構成、
象徴的な舞台表象、複数言語の使用など、ルパージュ作品のさまざまな側面
に “décalage” を読み取ることができると指摘している（Bunzli, pp. 89-95）。
“décalage” は映像を通して生み出される実像と虚像、さらに観客のアイデン
ティティの「ずれ」を考える時にも重要な鍵となり得る。
この他に、アイロン台のように登場人物に見立てる小道具さえも用いるこ
となく、映像と俳優の視線の方向で登場人物の存在を観客に想像させる場合
もある。たとえば、すでに紹介したハムレットから着想を得た『エルシノア』
である。『エルシノア』の中で、ハムレットが友人のローゼンクランツとギ
ルデンスターンを迎えて会話をする場面がある（写真 2）。

写真 2 『エルシノア』撮影: Claudel Huot

この場面では、ローゼンクランツとギルデンスターンは舞台上に登場しない。
ハムレットが舞台中央に立ち、舞台の下手に向かって「ローゼンクランツ」
と、上手に向かって「ギルデンスターン」と語りかける。そしてハムレット
を演じる俳優の両側に彼の 3 倍ほどの大きさのスクリーンが 1 つずつ設置さ
れる。スクリーン上にはハムレットの上半身がライヴ映像として映し出され
る。これらは、それぞれローゼンクランツとギルデンスターンから見たハム
レットである。ローゼンクランツとギルデンスターンは終始言葉を発するこ
とがない。しかし、2 人が見ているハムレットを映し出す映像と、ハムレッ
ト役の生身の俳優による視線の方向、そしてハムレットの台詞により、舞台
上に登場することのないハムレットの友人たちが舞台の上手と下手それぞれ
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に存在することが想定される。ローゼンクランツとギルデンスターンは、ハ
ムレットの叔父と母親の命でハムレットを監視する役割を担っているため、
それぞれの映像が監視カメラを想起させる点は示唆的である（“Platform
Papers”）。
生身のハムレットと 2 つのスクリーンに映し出されたハムレットが並置さ
れるため、映像の中のハムレットは彼の分身に見え、観客は 3 人のハムレッ
トが同時に舞台上に存在するような感覚に陥る。演劇研究者ルドヴィク・フ
ーク（Ludovic Fouquet）は、この場面を三面鏡に例えている（Fouquet, 2005,
p. 168）。また、メディア研究者シルヴィ・ビソネット（Siylvie Bissonette）
は「3 つの視点から同じ動作を同時に呈示する」この場面を「トリプティク」
と表現し、「ハムレットの分裂した人格」を強調していると指摘している
（2010, p. 45）。ローゼンクランツとギルデンスターンの不在、そしてそもそ
も、事の発端が父親の亡霊であることから、この 2 人の友人もまた、幻影と
も考えられる。映像と生身の身体という次元の異なるものによる表象は
“décalage” を生み、互いの距離をさらに明確にする。こうすることで、ハム
レットの分裂した自己を表象し、彼の内的葛藤を強調しようとしていると考
えられる。
『月の向こう側』と同様に、この場面では観客もまた登場人物に見立てら
れる。ハムレットが上手に向いてギルデンスターンに話しかけている時、映
像の中のハムレットの視線は客席に向いているので、観客は一時的にギルデ
ンスターンの立場に立つことになる。同様にハムレットが下手に向かってロ
ーゼンクランツに話しかける時、観客はローゼンクランツの立場に置かれる。
しかしそれはあくまで映像の中のハムレットの視線が客席に向いているから
であって、生身のハムレットの視線は舞台の上手と下手に向いている。ロー
ゼンクランツとギルデンスターンと話す時、生身のハムレットの視線の方向
が客席には向いていないという事実によって、観客はまたもや混乱する。観
客は 2 つのスクリーン上の映像の視線によって、ローゼンクランツとギルデ
ンスターンに見なされていると感じながらも、断定できないまま宙吊りの状
態にされる。
『エルシノア』や『月の向こう側』以降に制作された一人芝居が『アンデ
ルセン・プロジェクト』である。この作品は、アンデルセンの生誕 200 周年
を記念するために依頼されて作られたものである。ルパージュは、アンデル
センの伝記の中でも、特にジャッキー・ヴォルシュレガー（Jackie

63

Wullschlager）による伝記（Hans Christian Andersen: the Life of a Storyteller）
から着想を得ることで、アンデルセンの公的なイメージではなく、その裏側
に隠蔽された「見えない」部分に焦点を当てた。そして、架空の人物である
フレデリックとアルノー、そしてラシドを作り上げ、アンデルセンの童話
『木の精ドリアーデ』（1868）と『影法師』（1847）を挿入することで、複数
の物語が重層的に絡み合う作品にしている。
『アンデルセン・プロジェクト』は劇中劇の構成になっており、モントリ
オール出身の作詞家フレデリックが、オペラ座の観客に挨拶する場面から始
まる。拍手の音とともに舞台の下手から登場するフレデリックは、パリオペ
ラ座のスタッフによるストライキで、プッチーニ（Giacomo Puccini）の
『ラ・ボエーム』（La Bohème, 1896）の上演ができなくなってしまった代わり
に、自分とオペラ座の支配人、そしてモロッコ系移民の物語を上演すると告
げる。舞台上では、フレデリックがこの作品を観ている実際の観客に背を向
けて、つまり舞台に置かれたスクリーンに向かって語りかける（写真 3）。
スクリーンには、フレデリックの顔が大きく映し出される。それは、スポ
ットライトを浴び、観客を見ているフレデリック、すなわちオペラ座の観客
から見たフレデリックである。興味深いのは、その映像にオペラ座の客席が
重ね合わされる点である。これはフレデリックから見た客席である。つまり
この場面では、フレデリックと観客という 2
方向からの異なる視線が、1 つのスクリーン
上で逢着するのである。そして、そのスクリ
ーンに対峙する生身のフレデリックと、『ア
ンデルセン・プロジェクト』という作品を観
ている実際の観客の存在が、さらにその関係
性を複雑にする。フレデリックは、オペラ座
の観客を見る存在であると同時に、その観客
から見られる存在でもある。そしてスクリー
ンの前に佇む生身のフレデリックは、スクリ
ーン上に映った自分の顔、つまりオペラ座の
観客に見られている自分の映像をも見てい
る。これにより、フレデリックはオペラ座の
観客と視線を共有することになる。ルパージ
ュの『アンデルセン・プロジェクト』を観て
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写真 3『アンデルセン・プロ
ジェクト』
撮影： Érick Labbé
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いる実際の観客は、フレデリックの語る『アンデルセン・プロジェクト』と
いう同名の劇中劇を観るという点において、オペラ座の観客と似た存在であ
ることを認識しながらも、交錯するすべての視線を俯瞰する立場に立たされ
る。したがって、観客は見る行為そのものを再考させられる。
おわりに
以上のようにルパージュは、言語以外の表現媒体を効果的に用いることで、
言語中心であったそれまでのケベック演劇に革新をもたらし、その後の発展
に大きく貢献してきた。彼が言葉の壁を越えて、国際的に受容されてきたの
も、多様な表現媒体の中でも映像を駆使したことが挙げられる。しかし、ケ
ベック外での活動が増えてもなお、あるいは増えたからこそ、ルパージュは
一貫してケベックにこだわり、ケベコワとしてのアイデンティティの模索を
続けている。それが「ルパージュの作品における登場人物は、よく自己発見
の旅をしている」（Dundjerović, 2007, p. 54）といわれる所以である。ルパー
ジュの作品では、さまざまな視線を提供する映像の使用によって、自己とい
うものが決して単一ではなく、複数のアイデンティティからなる引き裂かれ
た存在であることが視覚化されている。生身の俳優と並列された映像により、
登場人物に生じた “décalage” は、舞台上に留まらず、映像を通した視線が客
席に向けられることで、観客もまた自身の立ち位置における “décalage” を一
時的に経験することになる。決して特定の型に納まらず、“décalage” を内包
するアイデンティティは、今なお揺らぎを見せるケベコワのアイデンティテ
ィにも呼応する。彼のさまざまな作品のテーマとともに、この他者の目を通
した像は、アイデンティティの重層性を認識させるものである。
（かんざき

まい

大阪芸術大学非常勤講師）

注
1

スティーヴ・ディクソン（Dixon, 2007, p. 508）やグレッグ・ギーセカム

（Giesekam, 2007, p. 218）などが、ルパージュがスボボダのようであると評して
いる。
2

ワーク・イン・プログレスとは、上演を完成と見なさず、上演後も作品に変
更を加えて進化させていく手法である。

3

グレッグ・ギーセカムの他に、ルドヴィク・フーク（Fouquet, Ludovic, 2005,
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pp. 129-157）やダンジェロヴィチ（Dundjerović, The Theatricality, 2007, pp. 179184）、さらにスティーヴ・ディクソン（Dixon, 2007, p. 503）などの研究者がル
パージュ作品と映画の類似性を指摘している。
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【Symposium】
──────────────────────────────────

Symposium en commémoration des 40 ans des relations Québec-Japon
日ケ交流40周年記念シンポジウム
──────────────────────────────────

Le Québec et sa créativité :
entre le national et le transnational
ケベックの創造性
──ナショナルとトランスナショナルの狭間で

TACHIBANA Hidehiro
立 花 英 裕
Le symposium « Le Québec et sa créativité : entre le national et le transnational »
a été organisé dans le cadre du congrès annuel 2013 de l’AJEQ, à l’occasion de la
sortie de Québec si lointain, si proche, livre édité par l’AJEQ pour commémorer le
quarantième anniversaire des relations Québec-Japon.
La publication et le symposium ayant été réalisés en japonais, le présent rapport,
écrit en français, est destiné avant tout à nos amis québécois pour leur présenter les
grandes lignes desdits projets de commémoration. Les circonstances sur lesquelles on
reviendra plus tard ont obligé d’ailleurs l’auteur de ce petit texte de se charger de
plusieurs tâches ; c’est pour cette raison que deux ou trois choses sont traitées dans le
même écrit : à savoir, le livre : Québec si lointain, si proche, le symposium et
finalement l’exposé que l’auteur a fait lui-même au cours dudit symposium.
1. Publication de Québec si lointain, si proche
C’est au début de l’année 2012, que M. Claude-Yves Charron, Délégué général
de l’époque, a fait à Yoshikazu Obata, qui était alors président de l’AJEQ, la
proposition d’un ensemble de projets afin de commémorer le quarantième
anniversaire des relations Québec-Japon : ce projet consistait en premier lieu à
réaliser un ensemble d’interviews sur support vidéo pour un site Internet (ce gros
travail a été magnifiquement effectué par Takahiro Miyao de l’AJEQ et Marc
Béliveau de la Délégation générale du Québec à Tokyo, et l’on peut toujours le voir
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sur le site) et, en second lieu, à publier un livre de commémoration. Concernant ce
dernier, un comité scientifique a été constitué dont les membres sont : Yoshikazu
Obata (Président du comité), Kazuko Ogura, Sachiko Komatsu et moi-même.
Le comité a décidé d’éditer ce livre en ayant deux objectifs prioritaires : 1.
Tenter de mettre en lumière divers aspects des relations tant officielles et publiques
que privées et individuelles entre deux peuples (principalement sous forme
d’interviews ou de témoignages écrits) 2. Faire découvrir au public japonais le
Québec sous des aspects intéressants et attractifs au travers d’articles écrits par des
spécialistes japonais, et cela d’autant plus qu’il existe de nombreux domaines dignes
d’être abordés, comme la littérature et les arts entre autres, non seulement du point de
vue des échanges bilatéraux, mais aussi en soi-même, puisque une excellente
occasion de mieux faire connaître le Québec au public japonais était présente.
Toutefois, le livre n’a pas repris toutes les interviews qui étaient trop
nombreuses. Nous soulignons tout de même que, à chaque chapitre, les lecteurs
rencontreront ces femmes et ces hommes québécois ou japonais qui vous racontent
admirablement leurs souvenirs qu’ils gardent encore si vivaces et qui sont parfois
pleins de charmants secrets. Notre curiosité intellectuelle sera également satisfaite
grâce aux analyses comparatistes agréablement surprenantes qui parsèment les
propos (les interviews apparaissant sur le site web sont par contre toutes en français).
Le livre se compose ainsi de six chapitres contenant chacun un aperçu général, des
interviews et des articles sur des thèmes variés : le chapitre premier est intitulé « Diplomatie
et relations amicales »; le second « Langue et littérature »; le troisième « Arts visuels, art du
spectacle vivant »; le quatrième « Recherches et enseignement : échanges fructueux »; le
cinquième « Économie et industries »; et enfin le sixième « Parlons du futur ». Ce dernier
chapitre réunit une série de textes rédigés par de jeunes auteurs.
Le livre est paru juste avant le congrès. Yoshikazu Obata n’était
malheureusement pas en mesure de participer au symposium. Il m’a donc demandé
d’être présent comme coordinateur et animateur. Le jour du congrès, nous étions tous
loin d’imaginer que nous allions être frappés, cinq semaines plus tard, par une si
bouleversante annonce : le soudain décès de notre confrère Obata, lui qui s’était si
bien efforcé d’assurer les dernières étapes de notre préparation. Nous remercions du
fond du cœur le fondateur de notre association et lui rendons un grand hommage.
Par la même occasion, nous aimerions aussi exprimer notre reconnaissance au
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gouvernement québécois dont le soutien financier ainsi que toutes autres sortes
d’inestimables aides ont permis la publication de ce livre, ainsi que la venue au Japon
de l’écrivain québécois Ook Chung, l’un des interviewés.
2. Le symposium « Le Québec et sa créativité : entre le national et le transnational »
Quant au symposium, il s’est déroulé en deux volets : dans le premier, nous
avons dégagé l’idée de « créativité » dont on peut se servir comme fil conducteur
pour présenter chaque chapitre du livre; dans le deuxième, le débat s’est porté vers
l’écrivain Ook Chung avec notre collègue coréenne invitée : SHIN Junga.
Dans le premier volet que traite ce présent rapport, quatre intervenants y ont fait
leur exposé. Puis, dans les circonstances évoquées plus haut, Hidehiro Tachibana
s’est chargé (en plus des chapitres 2 et 6 : « Langue et littérature » et « Parlons du
futur » dont il est responsable) du chapitre premier : « Diplomatie et relations
amicales » préparé par Yoshikazu Obata. Ensuite, Kazuko Ogura a traité le chapitre 3
« Arts visuels, art du spectacle vivant »; Sachiko Komatsu le 4 « Recherche et
enseignement » et finalement Mitsuhisa Ikeuchi le 5 « Économie et industries ».
Revenons maintenant au thème du symposium : « le Québec et sa créativité ».
Pourquoi ce thème ?
En préparant la publication du livre, le comité scientifique s’est aperçu que
l’ouverture d’un bureau à Tokyo en 1973 avait été décidée par le gouvernement
québécois suivant la stratégie qu’il avait adoptée alors, et que l’idée d’un bureau à
l’étranger découlait, nous semblait-t-il, de cette intelligence créative que montraient
les Québécois depuis l’époque où ils s’étaient trouvés isolés dans un territoire annexé
par l’Angleterre. On sait que cette philosophie de « survie » a beaucoup changé au
cours de la Révolution tranquille. Néanmoins, il reste certainement quelque chose de
cette persévérance des Canadiens français. Et c’est là que nous discernons le terreau
de la « créativité » québécoise. Sans nul doute, aucun peuple n’est dépourvu de
créativité. Mais la créativité québécoise nous paraît peu commune du fait qu’elle a
été cultivée par le biais de ce vécu québécois.
En tout cas, de la créativité, le Québec en a fait preuve tout au long de son
Histoire, en particulier au cours de l’édification de son espace national ; on pourrait
ainsi voir dans la naissance même des « Québécois » une remarquable œuvre de
création. Cette créativité se manifeste aujourd’hui notamment dans la politique
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d’immigration, dans le développement économique ainsi que dans des domaines,
disons plus « traditionnels » comme la littérature et les arts. On remarque d’ailleurs
surtout depuis quelque temps que la créativité québécoise se caractérise par des
aspects transnationaux dans la mesure où elle s’exerce dans des interactions ouvertes
à la fois à l’intérieur et à l’extérieur de la société.
3. La créativité québécoise traversée dans de différents domaines
3.1. « Diplomatie et relations amicales »
Ce chapitre présente les interviews données par quatre Québécois (Normand
Bernier, Isabelle Grégoire, Christophar Spear et Jean-Louis Roy) ainsi que quatre
textes écrits par des auteurs japonais (Jun Nishioka, Katsukuni Tanaka, Shingo
Nishiguchi et Sumihiko Seto).
Nous signalons que le témoignage de Normand Bernier nous explique comment
la participation du gouvernement québécois à l’Exposition universelle d’Osaka en
1970 prépara l’ouverture d’un bureau à Tokyo en 1973. La lecture de l’aperçu général
présenté par Obata, dans lequel celui-ci se réfère principalement à l’ouvrage de
Richard Leclerc, nous éclaire sur la valeur stratégique que représentait ledit bureau à
Tokyo : ce projet fut en effet conçu dans ce contexte complexe qui, à l’époque, incitait
les Québécois à renforcer leur indépendance économique tout en recherchant plus
d’indispensables débouchés diplomatiques. On sait que c’est d’abord l’agencement
d’une délégation générale à Paris en 1961 décidée par Jean Lesage et soutenue par
Charles de Gaule, qui marqua un pas décisif ; cette représentation internationale
québécoise se vit étayée en 1965 par la fameuse doctrine Gérin-Lajoie (qui illustre
encore une fois la créativité québécoise) ; c’est dans l’évolution de cette stratégie que
l’on doit situer la mise en place d’un bureau à Tokyo.
3.2. « Langue et littérature »
Le chapitre 2 du livre présente trois interviews : celles de Jacques Godbout,
André Girard et Ook Chung, auxquels s’ajoutent deux articles rédigés, l’un sur la
littérature moderne québécoise par Yoshikazu Obata et l’autre sur la littérature
féminine par Yuko Yamade. Ces trois écrivains qui ont eu l’amabilité de nous
accorder une interview, représentent trois aspects importants de la littérature
québécoise : le premier pourrait être considéré légitimement comme un des
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inventeurs majeurs de la littérature québécoise, le deuxième, comme un écrivain
intimiste attiré par la poétique japonaise (le haïku) et le troisième, comme quelqu’un
d’origines diverses qui a inventé audacieusement son propre être par l’écriture.
Dans l’aperçu général du chapitre est abordé l’évolution de la conscience
linguistique à l’époque de la Révolution tranquille. Les débats et les réflexions sociales
sur la langue française, déclenchés par Jean-Paul Desbiens, auteur des Insolences du
frère Untel et André Laurendeau du quotidien le Devoir, aboutiront finalement à une
prise de conscience nationale. Aujourd’hui, on entend dire parfois que cette révolution
n’avait rien de révolutionnaire du fait que les réformes de Jean Lesage n’avaient rien
d’original, s’agissant plutôt de réformes que beaucoup d’autres pays avaient auparavant
déjà adoptées. Il est d’ailleurs bien vrai que la politique économique des années 1960
était un effort de « rattrapage » comme on le disait. Mais ce serait tout de même sousestimer ces dimensions populaires et culturelles de cette « révolution » si l’on ne
voulait y voir que des mesures réformistes. En se rappelant sa jeunesse, Jacques
Godbout dit avec justesse ceci: « La Révolution tranquille trouvait dans la littérature
ses assises » (Godbout, 2011, p.290). Il est bien rare de voir dans l’histoire moderne
une collectivité locale se réveillant comme une nation tout en délimitant ses frontières
géographiques et culturelles. Une population crée sa propre littérature et à travers cette
création s’invente elle-même. C’est Jacques Godbout qui en témoigne : « Nous avons
voulu, en 1958, inventer une littérature ; c’était elle, désormais, qui nous inventait ». Il
en est de même pour le débat autour de la langue française. C’est donc cette prise de
conscience linguistique et culturelle très poussée qui est parvenue à créer les
« Québécois » à travers une « révolution ».
3.3. « Parlons du futur »
Le chapitre 6 « Parlons du futur» présente un ensemble de textes écrits par
plusieurs jeunes auteurs. On peut y trouver ce qui peut intéresser les jeunes Japonais
au sujet du Québec. Nous n’avons qu’à vous inviter à les lire.
(TACHIBANA Hidehiro, professeur de l’Université Waseda)
Bibliographie
Godbout, Jacques (2011) « Du poétique au politique », in Guy Berthiaume et Claude Corbo
(présentation), La Révolution tranquille en héritage, Boréal, pp.271-296.
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Art visuel, art du spectacle vivant
視覚芸術・舞台芸術
OGURA Kazuko
小 倉 和 子
Je me suis chargée de la rédaction du chapitre 3 du Québec si lointain, si
proche, chapitre consacré à l’art visuel et à l’art du spectacle vivant. Il faudrait
d’emblée signaler que nous n’avons pas traité le sujet exhaustivement, ce qui
demanderait, comme vous le savez bien, plusieurs ouvrages. Nous avons simplement
présenté, à travers quelques interviews et essais, les films d’animation de Frédéric
Back, les mises en scène de Robert Lepage, les chorégraphies de Jocelyne Montpetit
et les spectacles du Cirque du Soleil.
Cela dit, les interviews réalisées auprès des artistes et des gens qui travaillent
dans ce milieu sont toutes extrêmement intéressantes. J’ai moi-même effectué une
interview auprès de M. Shinji ONO, producteur du Théâtre Aoyama. Mais c’est M.
Marc Béliveau de la Délégation générale du Québec à Tokyo qui a réalisé tout le
reste en se déplaçant au Québec. Je voudrais lui exprimer ma reconnaissance pour sa
contribution, sans laquelle ce livre n’aurait pas vu le jour. Les interviewés parlent
non seulement de leur profession mais aussi et surtout de leur manière de voir les
relations entre le Québec et le Japon.
Nous pouvons lire également l’essai de Shuji SOTA sur la politique culturelle
du Québec ainsi que celui de Sae OKAMI consacré aux représentations de spectacles
vivants québécois au Japon.
En préambule de ce chapitre, j’ai présenté une vue d’ensemble de l’art visuel et
de l’art du spectacle vivant. Mais aujourd’hui, pour ne pas me répéter, je voudrais me
limiter à deux questions :
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1°

Pourquoi, au Québec, y a-t-il tant d’artistes mondialement connus alors que sa
population est relativement limitée (huit millions) ?

2°

D’où viennent cette puissance et cette haute qualité artistique ?
Pour répondre à ces questions, il faudrait – même si c’est un chemin banal –

revenir sur la « Révolution tranquille » des années 60 et examiner comment le
Québec a acquis son autonomie à la fois physique et mentale. N’oublions pas
cependant que la « Révolution », qui semble s’être soudain déclenchée avec la
naissance du gouvernement libéral de Jean Lesage, avait été annoncée par quelques
signes avant-coureurs dans le domaine artistique. Par exemple, Paul-Emile Borduas
et d’autres « automatistes » présentent déjà en 1948 un manifeste intitulé « Refus
global », probablement sous l’influence du dadaïsme et du surréalisme européens.
Nous sentons aussi ce nouvel esprit dans les romans et les poèmes d’Anne Hébert,
publiés à la même époque, entre autres.
Il est à remarquer que, dans ce processus d’acquisition de l’autonomie, les
activités économiques jouent un rôle primordial. Sans entrer dans le détail que notre
collègue M. Ikeuchi va commenter longuement, notons simplement que c’est une des
raisons principales de l’ouverture du bureau de la Délégation Générale du Québec à
Tokyo, dont on célèbre cette année le 40e anniversaire. En 1970, lors de l’Exposition
universelle d’Osaka, le Québec expose son propre pavillon. En 1973, la crise
pétrolière éclate. C’est dans ce contexte que le gouvernement du Québec commence
à faire venir les investissements japonais tout en servant d’intermédiaire entre les
entreprises québécoises qui souhaitent vendre leurs produits au Japon et les
entreprises japonaises qui s’y intéressent.
Vous pensez peut-être : « Ah, le Québec, lui aussi, veut simplement gagner de
l’argent sur les marchés japonais ! ». Mais attention ! C’est ici que commence
l’enjeu. Il va sans dire que, pour vendre ses produits, il faut d’abord se faire
connaître, puis gagner la confiance des partenaires. La grande question pour le
Québec était de savoir qui il était. Autrement dit,
- Où trouver son identité québécoise ?
- Comment s’entendre avec le reste du Canada ou les Etats-Unis qui forment un « océan
anglophone » sur toute l’Amérique du Nord ?
- Comment partager sa propre culture et la « recréer » avec les « néo-Québécois »,
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qu’on doit accueillir bon gré mal gré afin de suppléer à la baisse de la population, qui
est paradoxalement une des conséquences de la « Révolution tranquille » ? (M. Ook
Chung, intervenant de ce symposium, est justement un Québécois qui a traversé toute
cette période de mutation profonde.)
Pour répondre à ces questions, l’art visuel et l’art du spectacle vivant
apparaissent comme des choix extrêmement attrayants. Au sein du Québec, la société
francophone se développe grâce à la loi 101 (charte de la langue française), loi très
puissante entrée en vigueur en 1977. Il n’est tout de même pas si facile de se faire
connaître en français dans le monde extérieur, surtout dans cet « océan anglophone ».
Or les beaux-arts ou les arts corporels, qui dépendent moins de la langue, sont aptes à
franchir ces frontières. Même avec les nouveaux immigrants, on peut échanger plus
de choses à travers ces arts. Au Québec, l’art du spectacle vivant tire son originalité
de son caractère hybride. Il est au croisement des cultures apportées par des artistes
d’origine diverse.
Citons à titre d’exemple les spectacles théâtraux de Robert Lepage qui, en
s’inspirant du Kabuki ou du Bunraku, théâtres traditionnels japonais, mettent en
œuvre la technologie visuelle ultra-moderne et dépassent aisément les frontières du
théâtre, de l’opéra, de la danse ou du cinéma (voir Eonnagata) ; les danses et les
chorégraphies de Jocelyne Montpetit, qui crée un univers de la femme québécoise,
après avoir travaillé longtemps avec les danseurs japonais du « butô » tels que Min
TANAKA, Tatsumi HIJIKATA, Kazuo ÔNO.

Jocelyne Montpetit Aï 2
Robert Lepage Eonnagata1

Cirque du Soleil ZED3

Citons enfin le Cirque du Soleil qui pratique littéralement « l’interculturalisme »,
promu au Québec depuis la deuxième moitié des années 80. Fondé en 1984, cette
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troupe de cirque artistique a accueilli au Japon dix millions de spectateurs. Ce chiffre
est bien supérieur à la population du Québec. Il recrute ses artistes dans une
cinquantaine de pays ou régions du monde, y compris au Japon. Ses acrobaties de
haute qualité, ainsi que sa musique, ses images et ses intrigues incarnent
l’interculturalisme québécois et font sensation dans le monde entier.
Le développement économique va ainsi de pair avec la création d’une identité.
Notons tout de suite que « la culture peut aussi se vendre ». Au Japon, nous avons
tendance à croire que « plus l’art est noble, moins il se vend ». Mais, au Québec, l’art
lié à la création de son identité devrait être un art « populaire ». Or, la population
québécoise n’est pas assez importante pour que l’art puisse être rentable. Force est de
pénétrer le marché extérieur. Le soutien et les subventions du gouvernement sont
aussi importants. Cependant, une fois reconnues, leurs œuvres, élaborées avec des
éléments variés, sont en mesure de fasciner le public international. Sans tomber dans
le stéréotype, elles peuvent s’enrichir en s’inspirant sans cesse de ce qui vient
d’ailleurs.
Résumons : la langue française, la création artistique, la cohabitation avec les
néo-Québécois, l’interculturalisme, la croissance économique se conjuguent au
Québec pour créer une originalité et une énergie extraordinaires.
Le Japon aussi est un pays qui pratique, depuis l’époque médiévale, un certain
interculturalisme avec des pays asiatiques et occidentaux. Mais nous avons tellement
adapté à notre goût les produits et les idées importés que nous avons du mal à les
accueillir comme tels. Pour ne citer que quelques exemples culinaires parmi d’autres,
le Râmen (les nouilles chinoises), le Karê-raisu (le riz au curry) et le Yakitori (la
brochette de poulet) ne sont plus des plats chinois, indien ou turc. Ils ont été
complètement transformés pour faire partie intégrante de la cuisine japonaise
quotidienne. Pour notre société moderne, jetée dans la mondialisation qu’on le
veuille ou non et faisant face à une baisse démographique qui va s’accélérer dans les
années qui viennent, l’expérience du Québec donne beaucoup à réfléchir sur l’avenir
de notre pays.
(OGURA Kazuko, professeure de l’Université Rikkyo)
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Notes
1

Photos : Érick Labbé, http://www.nbs.or.jp/stages/1111_eonnagata/gallery.html (page
consultée le 13 avril 2014)

2

http://www.larotonde.qc.ca/2012/10/%E6%84%9B-ai-de-jocelyne-montpetit-dans-lecadre-de-levenement-aimer-organise-par-le-musee-de-la-civilisation/ (page consultée le
13 avril 2014)

3

http://www.meyersound.com/news/2009/zed/ (page consultée le 13 avril 2014)
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Recherche et enseignement : échanges fructueux
研究・教育：豊かな交流実績
KOMATSU Sachiko
小 松 祐 子
La recherche et l’enseignement, objet du 4e chapitre de notre livre, offrent des
témoignages des échanges riches et variés entre le Québec et le Japon. L’existence de
notre association et ses activités florissantes sont d’ailleurs la preuve solide du
développement des travaux réalisés dans ce domaine depuis ces dernières décennies.
On pourrait dire que les efforts quotidiens des membres de l’AJEQ contribuent en
grande partie à ces résultats fructueux. En dresser l’état des lieux n’est donc pas une
tâche simple, mais nous avons cherché dans ce chapitre à faire ressortir les grandes
lignes témoignant de la créativité et des perspectives à travers quatre interviews et
quatre essais.
Vous trouvez ci-dessous un survol des essentiels de ce chapitre en 6 sous-parties :
1. Recherches sur le Québec au Japon, 2. Éducation au Québec : terrain de pratique
de l’interculturalisme, 3. Le Québec dans l’enseignement du français, 4. Études au
Québec et conventions d’échange entre universités, 5. Regards du Québec vers le
Japon, 6. Recherches et innovations dans les sciences et technologies au Québec.
1. Recherches sur le Québec au Japon
La présence du Québec au Japon remonte à la fin du 19e siècle, par le travail des
missionnaires d’origine québécoise, à commencer par Hélène Paradis, la première
religieuse qui s’est établie dans le pays. Les écoles fondées par les congrégations
québécoises ont influencé indéniablement les jeunes Japonais, futures élites. Nous
pouvons connaître les activités des pionniers québécois dans notre pays à travers le
livre de Richard Leclerc, Des Lys à l’ombre du mont-Fuji : Histoire de la présence
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de l’Amérique française au Japon (Éditions du Bois-de-Coulonge, 1996).
C’est dans les années 1970 que naît l’intérêt des chercheurs nippons pour le
Canada français, comme en témoigne la parution d’ouvrages en japonais tels que :
Katsumi Ito, Études sur le Canada français – problèmes de minorités et épreuves
pour le Canada fédéral, Éd. Seibundo, 1977 ; Raoul Blanchard, Le Canada français,
traduit par Akihiko Namekawa, Éd. Hakusuisha, collection « Que sais-je ? », 1978.
Dans les années 1980, c’est le Québec et non plus le Canada francophone, qui
fait l’objet d’études propres au Japon. Le “Séminaire sur le Québec contemporain” a
été organisé par les chercheurs intéressés, leurs travaux aboutissant à la parution du
livre : Le Québec contemporain – culture francophone en Amérique du Nord (en
japonais). C’est d’ailleurs à cette période que le gouvernement du Québec commence
à renforcer ses efforts pour les échanges avec le Japon dans le domaine culturel et
académique.
Depuis les années 1990 se poursuit le développement de recherches dans divers
domaines : politique, droit, économie, littérature, arts, éducation, sociologie,
histoire..., ce qui a donné naissance en octobre 2008 à l’Association Japonaise des
Études Québécoises (AJEQ), qui rassemble les personnes ayant un intérêt pour le
Québec dans notre pays. Elle œuvre activement afin de « promouvoir et de
développer au Japon des recherches académiques et des échanges culturels et
artistiques, autour du Québec et de la francophonie », en collaboration étroite avec
l’Association Internationale des Études Québécoises (AIEQ) ainsi que l’Association
Coréenne des Études Québécoises (ACEQ).
2. Éducation au Québec : terrain de pratique de l’interculturalisme
Beaucoup de Japonais éprouvent un vif intérêt pour l’interculturalisme au
Québec, approche originale des relations culturelles inter-ethniques, qui nous offre le
modèle d’une société contemporaine connaissant la mondialisation et une migration
importante. Or, les écoles québécoises représentent des terrains de pratique des
dialogues interculturels, basés sur la laïcité ouverte. Depuis la fin des années 1990, le
système scolaire au Québec a connu des réformes profondes ; les commissions sont
désormais organisées selon les langues (français, anglais et langues autochtones) et
non plus selon les religions (catholique ou protestante). Ces réformes du système
éducatif ainsi que les pratiques interculturelles dans les écoles reflètent bien
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l’évolution de la société québécoise. Dans notre livre, l’interview de Mme Junko
Kobayashi et l’essai de M. Kiyononbu Date en témoignent.
3. Le Québec dans l’enseignement du français
L’enseignement du français, traditionnellement très franco-français, élargit
depuis une dizaine d’années son champs d’intérêt à la francophonie, qui permet de
valoriser cette langue partagée par 200 millions de personnes sur les cinq continents,
mais menacée aujourd’hui par le développement de l’esprit du « tout-anglais »
associé à la globalisation. Dans ce contexte, le Québec qui constitue un bastion
francophone imprenable en Amérique du nord, muni de riches traditions, attire de
plus en plus de francophiles nippons. Le « stage en didactique du français, culture et
société québécoises » qui connaît sa 35e édition en 2014 représente une occasion
particulièrement précieuse pour les enseignants japonais. Dans notre livre, l’essai de
M. Koji Iwata nous fait connaître la richesse du programme du stage et découvrir
l’approche éducative développée au Québec : l’apprentissage coopératif.
Comme en témoigne l’essai de M. Yuya Matsukawa, doctorant à l’Université
Laval, les études sur l’enseignement et l’acquisition du français au Québec
représentent un domaine très développé, en raison du besoin fort de francisation des
immigrés et du bilinguisme canadien. C’est dans ce contexte que sont nés des
programmes innovateurs d’apprentissage de langue comme l’immersion linguistique.
4. Études au Québec et conventions d’échange entre universités
Le Québec représente aujourd’hui une destination attrayante pour les étudiants
du monde entier souhaitant faire des études surtout francophones. Montréal est en
effet une des premières villes nord-américaines d’accueil des étudiants étrangers à
côté de Boston. Le numéro spécial du « Japan Times, The University Times »
(édition du mai 2013) montre bien les conditions d’accueil favorables et le niveau
élevé des recherches effectuées dans les universités québécoises. De plus en plus de
jeunes Japonais s’intéressent donc aux études dans la belle province à tous les
niveaux. Plus de 30 conventions entre des universités japonaises et québécoises sont
aujourd’hui conclues et appliquées. Dans notre chapitre, Mme Kazuko Ogura
présente le cas d’échanges entre l’Université Rikkyo et l’Université de Sherbrooke,
M. Takehiro Kanaya entre l’Université de Montréal et l’Université Meiji.
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5. Regards du Québec vers le Japon
Nous constatons également l’accroissement de l’intérêt des Québécois pour le
Japon. Ceci se traduit par l’augmentation du nombre d’étudiants en japonais au
Québec, souvent attirés par la culture japonaise contemporaine, comme en témoigne
M. Kanaya, ancien directeur du département de japonais à l’Université de Montréal.
De nombreux québécois viennent aujourd’hui étudier au Japon ou y faire leur postdoctorat comme c’est le cas de M. Richard Leclerc ainsi que de M. Jean-François
Bisson.
Les études japonaises au niveau licence sont proposées dans 7 établissements
québécois : Les universités de Montréal, du Québec à Montréal, McGill, Laval,
Bishop’s, le Collège Dawson et le collège Bois-de-Boulogne. Le Master en études
japonaises peut être préparé à l’Université McGill.
La publication de livres spécialisés en études japonaises dans la collection
« Sociétés et cultures de l’Asie » aux Presses universitaires de Montréal, tels que
celui de Bernard Bernier ou de Livia Monnet constitue la preuve du développement
des études dans ce domaine.
6. Recherches et innovations dans les sciences et technologies au Québec
Enfin, nous ne pouvons oublier les échanges de plus en plus riches dans les
domaines des sciences et technologies et de l’innovation, secteurs stratégiques du
gouvernement du Québec. Ont été désignés comme secteurs prioritaires : les
biosciences, les TICE, l’industrie aérospatiale et les énergies renouvelables.
Les recherches scientifiques en collaboration nippo-québécoise s’intensifient, si
bien que l’on compte 1 962 articles de recherche dans 13 domaines scientifiques
différents co-publiés par des chercheurs québécois et japonais entre 2000 et 2009.
Comme exemple de ces collaborations technologiques des deux pays, nous pouvons
citer le partenariat entre Le Consortium de recherche et d'innovation en aérospatiale
du Québec (CRIAQ) et the Japan aerospace parts association (JASPA) ou la
convention d’échanges entre l’École de Technologie Supérieure (ETS) et
l’Université de Hiroshima. Ces activités florissantes ouvrent des perspectives
prometteuses pour les décennies à venir.
(KOMATSU Sachiko, maître de conférences à l’Université de Tsukuba)
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Économie et industries du Québec
ケベックの産業経済
IKEUCHI Mitsuhisa
池 内 光 久
1. Introduction
Le Québec, occupant une position centrale dans l'actuel Canada, est longtemps
demeuré une société fondée sur l’agriculture et fortement marquée par l’église
catholique et cela, même après la Deuxième Guerre mondiale. C’est au cours des
années 1960 que, urbanisation et industrialisation se développant, la société
québécoise a mis en cause les valeurs traditionnelles représentées par l’Église et c’est
dans ce contexte que le gouvernement de Jean Lesage à la tête du Parti libéral du
Québec a lancé une série de réformes dans de différents secteurs ; on appellera plus
tard cette tentative réformiste la « Révolution tranquille ». La croissance économique
démontre bien que le défi a été relevé avec succès : en effet, tandis qu’en 1981 le PIB
du Québec s’établissait à 81 milliards de dollars canadiens, il atteindra 228, 5
milliards en 2001 et 309 milliards en 2011.
2. Vue générale de l’économie au Québec
Ayant comme voisins d’autres provinces canadiennes anglophones ainsi que les
États-Unis, le Québec a poursuivi une évolution économique constante, appuyée par
l’augmentation du commerce extérieur, des investissements internationaux, des
transferts de services et de technologies.
On compte ainsi huit entreprises québécoises parmi les vingt-cinq premières
entreprises canadiennes classées selon leur chiffre d’affaires annuel. Le tableau 1
nous indique l’importance du Québec en matière de PIB par rapport au Canada, au
Japon et aux États-Unis.
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Le gouvernement du Québec joue un rôle remarquable en matière de compétence
économique et de commerce extérieur. Le Ministère des Relations internationales, de
la Francophonie et du Commerce extérieur dispose de plusieurs centaines d’employés
et d’un budget annuel de plus de cent millions de dollars. Son activité est assurée par
des représentants répartis parmi 36 villes dans 26 pays. Compte tenu de l’ampleur de
son déploiement, c’est un cas unique au monde.
3. Grandes entreprises au Québec.
C’est le Mouvement des Caisses Desjardins fondé en 1900 qui arrive au premier
rang des entreprises québécoises et c’est le premier groupe financier coopératif en
Amérique du Nord. Il dispose d’un réseau couvrant le Québec, l'Ontario, le Manitoba
et le Nouveau-Brunswick. Sa balance des comptes courants s’élève à quinze
milliards de dollars canadiens, montant plus ou moins équivalent de celle de Mitsui
Sumitomo Trust Holdings au Japon (cf. tableau 2). La deuxième entreprise
québécoise est Metro Inc. C’est une entreprise de distribution alimentaire et
pharmaceutique ayant trois cent soixante-cinq magasins au Québec et en Ontario.
L’entreprise a été fondée en 1947 par Rolland Jeanneau par le regroupement de
plusieurs épiceries qui a formé Magasins Lasalle. L’entreprise a créé la section
« Métro » quelque temps après l’annonce d’un projet de construction de métro par le
maire Jean Drapeau en 1956. Son chiffre d’affaires annuel d'onze milliards de dollars
canadiens lui permet de se situer entre Mitsukoshi-Isetan(1, 2 billion de yen) et Fast
Retailing Co., Ltd. (Uniqlo, 93 milliards de yen). George Weston est une entreprise
de distribution alimentaire qui chapeaute l’épicier Loblaw. Son chiffre d’affaires
annuel d’environ 32 milliards de dollars canadiens est un des plus importants au
Québec. Hydro-Québec se situe au quatrième rang. C’est une société d’État
québécoise fondée en 1944. Suite à la fusion de plusieurs centrales hydroélectriques
durant la Révolution tranquille, elle est aujourd’hui le plus grand producteur mondial
d’hydroélectricité. Avec 60 centrales hydroélectriques, elle produit trente-sept mille
mégawatts d'électricité et en fournit à plus de quatre millions de clients. Au
cinquième rang, se situe Jean Coutu, une chaîne de pharmacies fondée en 1969. On
compte trois cent cinquante points de vente au Québec, en Ontario et au NouveauBrunswick. BCE est une entreprise de communication dont le chiffre d’affaire
d’environ 19 milliards de dollars équivaut à peu près à la moitié de celui de KDDI au

83

Japon. La septième entreprise du classement est Bombardier dont l'activité se divise
en deux grands secteurs : la construction aéronautique et de matériels de transports.
Son chiffre d’affaire annuel de 18 milliards de dollars correspond approximativement
à la moitié de celle de Mitsubishi Heavy Industries Ltd. Après la Banque Nationale
située au huitième rang et McDonald’s Canada au neuvième, on trouve en dixième
position RONA, disposant de huit cents magasins franchisés, spécialisés en produits
de quincaillerie, comme par exemple, le matériel de jardinage.
4. Success Story
Joseph May, professeur au Collège Lamapo New Jersey, s’est interrogé sur la
raison pour laquelle le Québec a réussi à faire évoluer ses industries tout en défendant
la culture francophone. Les remarques qu’il fait après avoir mené une recherche sur
les six principaux espaces urbains du Québec du Sud (Gatineau, St.-Hyacinthe,
Drumondville, Beauceville, Trois-Rivières, Sherbrooke), sont les suivantes :
(1) Les principales industries traditionnelles telles que l’agriculture, la sylviculture,
l’exploitation minière, l’industrie de la pulpe et du papier se portent bien, mais
leur importance proportionnelle diminue par rapport à l’ensemble de l’industrie
québécoise.
(2) Les industries manufacturières et de transformation ainsi que le secteur du
transport et celui de l’information et de la communication ont considérablement
accru leur productivité.
(3) Les entrepreneurs francophones se montrent compétents dans leur initiative; ils
assument la compétitivité et la gouvernance d’entreprise.
(4) Les ouvriers francophones ayant travaillé dans la région de la Nouvelle
Angleterre aux États-Unis sont retournés au Québec pour y trouver un emploi
dans des entreprises québécoises.
(5) Des parcs industriels et des pôles de compétitivité ont été créés tout au long des
autoroutes canadiennes ainsi que des réseaux routiers menant aux États-Unis. On
y a vu ainsi se multiplier des entreprises manufacturières, de logistique,
d’informatique et de communication.
Ces observations nous autorisent à conclure ainsi : la défense de la culture
francophone et l’officialisation du français consolidée par des politiques de
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promotion actives n’ont pas constitué d’obstacle au développement économique.
Elles contribuent bien au contraire, à ce dernier. L’ALÉNA (Accord de libre-échange
nord-américain, en anglais, NAFTA) a beaucoup favorisé les échanges commerciaux
avec les États-Unis. Les échanges entre le Québec et les États-Unis ont augmenté au
cours de ces vingt dernières années à un rythme très proche de ceux du Canada et des
États-Unis. Du reste, cette croissance rapides des autres provinces anglophones doit
beaucoup, suppose-t-on, à l’exportation de gaz naturel et d’huile de schiste produits
dans l’Alberta et ses territoires.
5. Relations économiques nippo-québécoises
La Belle Province exporte au Japon, viande, céréales, équipements
aéronautiques et nucléaires pour environ huit milliards de dollars canadiens en 2010,
soit 14% de l’exportation totale. Son taux de croissance est supérieur à celui de
l’Angleterre, de l’Allemagne et de la France. Les Québécois sont plus soucieux,
depuis quelques années, de rectifier leur déséquilibre commercial : si le Québec
importe 100, il n’exporte que 28,2. Il cherche donc à améliorer cette situation en
mettant en avant des secteurs tels que la biologie, l’environnement, l’aviation,
l'aérospatiale et ainsi peut-on déjà entrevoir quelques signes positifs.
On compte 340 entreprises japonaises installées au Canada dont 30 au Québec.
Il y avait pourtant très peu d’entreprises québécoises implantées au Japon en 2011 :
seuls, Rio Tinto et quelques autres étaient enregistrées à la Chambre de commerce
canadienne au Japon.
6. Plan Nord
En mai 2011, le Premier ministre Jean Charest du Parti libéral du Québec a
lancé un projet de développement des zones nordiques. Celui-ci avait pour ambition,
dans une perspective de développement durable, de mettre en œuvre un
développement intégré et cohérent de l’énergie, de l’exploitation minière, de la
sylviculture, des produits alimentaires biotechnologiques, du tourisme, des
infrastructures de transport et de la protection de la faune, de l'environnement et de la
biodiversité. L’investissement prévu était de 80 milliards de dollars s’échelonnant sur
une période de 25 ans dans les territoires au nord du 49e parallèle nord, soit une
immense étendue de 1,2 million de kilomètres carrés. Vingt mille emplois pourraient
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être créés chaque année. Si ce projet était mis sur pieds avec succès, ce serait une
seconde « Révolution tranquille » qui réduirait le déséquilibre de développement
entre les régions du Nord et celles du Sud.
Maintenant que le gouvernement de Jean Charest a été remplacé par celui de
Pauline Marois du Parti québécois à la suite des élections tenues en automne 2012,
on se demande si le Plan Nord gardera ses dimensions telles qu’on les a initialement
conçues. En tout cas, on prévoit des modifications qui consisteraient à réduire les
investissements étrangers et à réexaminer le droit de concession minière et de
propriété industrielle.
(IKEUCHI Mitsuhisa, Association japonaise de certification sur le Canada)

Tableau 1 Comparaisons démographique et économique
Étendu (km2 m)

population (M, 2012)

PIB (US $ B, 2012)

PIB p.c. (US $)

Québec

1.667

8.155

357,9

44.428

Canada

9.985

34.296

1.819,9

52.177

387

127.330

5.960,3

46.707

9.629

317.600

16.244,6

51.704

Japon
États-Unis

Notes : m = milliers, M = millions, B = milliards
(Sources : Statistiques du FMI et de Statistique Canada)

Tableau 2 Les plus grandes entreprises québécoises (classement par nombre de
salariés) (2011)

Notes : M = million
(SourcesÅFStatistiques de l'ONU pour la population, Statistiques 2009 du FMI pour le PIB).
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ケベックとベルギー：フランス語圏の多元社会―言語・政治・文学―
Québec et Belgique : sociétés pluralistes francophones
— langue, politique et littérature —
──────────────────────────────────

目的と総括
コーディネーター： 真 田 桂 子
SANADA Keiko
1． 企画に あたって
ケベックとベルギーは、ともに大国の傍らにある周縁性と、共同体内部に
おける多言語、多文化を条件とする複雑な地域である。ケベックは、新大陸
の圧倒的な英語圏の只中で、抑圧と疎外を生き延びフランス系のアイデンテ
ィティを開花させ、今日インターカルチュラリズムに代表される新たなコス
モポリタニズムを切り拓いている。一方のベルギーは、旧大陸において様々
な列強諸国に占領、翻弄された歴史を持ち、国内外の境界と周縁の意識に苛
まれながらも独立したアイデンティティを追求し続け、今日も対立と拮抗の
緊張関係を生きている。両地域はともに、言語とナショナリズム、多文化の
共存、国際性とコスモポリタニズムなど、グローバル化が進む今日、様々な
諸問題を考察する上で格好のモデルとなる地域であろう。このワークショッ
プでは、フランス語圏地域研究の一環として、両地域の多元社会の位相を、
歴史的、政治的、社会言語学的に考察し、そうした多元社会を反映しどのよ
うな文学や言語芸術が生まれてきたかについて比較検証を行い、相対的な視
点のもとで両地域に関する新たな知見を導き出すことを目指した。
両地域の比較研究という初めての試みにおいて、あえてテーマを絞り込む
ことはせず、報告者も、言語政策、政治、文学という幅広い分野から選び、
多元社会を考える上で重要だと思われる内容でという条件以外は、あくまで
各報告者の専門性や関心に委ねることとした。そうすることによって、両地
域において交差する象徴的なテーマや問題点がより鮮明に抽出されるのでは
ないかと思われた。おそらくこの意図は少なからず当たったと言えるのでは
ないだろうか。
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2．報告の概要
各報告は、極めて制限された時間内にもかかわらず、いずれも専門性の高
い示唆に富む発表であった。ケベックとベルギー、双方の報告者の発表から、
多文化共存と連邦制、多言語主義と言語政策、ナショナリズム、アイデンテ
ィティの模索とそれに伴う文学の変遷など、交差する課題やテーマが浮き彫
りになり、その課題と可能性が明らかになってきた。まず荒木氏の報告では、
ケベックのマルチナショナル連邦制におけるケベックの人権（言語権）を巡
る論争について、とりわけカナダ首相であったトルドーの見解とケベック州
首相のレヴェックの見解とを丹念に追いながら、両者の見解の相違と隠され
た共通点を炙り出し、しばしば対立的にのみ語られることが多い個人的権利
と集団的権利についての相互補完的な関係について言及し、マルチナショナ
ル連邦制の構築の可能性についても論じている。ここでコメンテーターの丹
羽氏も述べているように、ケベックの言語権の理念を確立する過程において、
ベルギーの言語権をめぐる事情が参照され影響を与えた事実が指摘されたこ
とは極めて興味深い。次の石部氏の発表では、ベルギーを分かつ二つの言語
共同体、オランダ語圏であるフレーデレンとフランス語圏のワロニーにおい
てケベックの言語政策が与えた影響についての分析がなされた。複雑なベル
ギーの社会言語事情についての手際のいい説明のあと、1977 年の「フランス
語憲章」の制定を中心とするケベックのフランス語化政策が、それぞれに事
情が異なり対立する状況にあるフレーデレンとワロニーの言語政策の、とり
わけどのような側面に影響を与えたかを明快な切り口で分析し提示してい
る。石部氏の報告は、言語問題におけるケベックとベルギーの相互関係を明
コンテキスト

らかにするとともに、ケベックの言語政策の世界的な文脈における影響力を
如実に示していると言えるだろう。三田氏の報告では、ベルギー・フランス
語文学におけるアイデンティティの形成過程を明らかにする上で、まずベル
ギーの二大言語であるオランダ語とフランス語両言語文学の関わりの歴史的
変遷をたどり、両文学のしたたかで入り組んだ関係を詳らかにした。そして
同じフランス語圏でありながらしばしば対立し合った 19 世紀末の首都ブリュ
ッセルと南部ワロニーの文学シーンについて、とりわけ象徴主義の受容に注
目しながら分析し、ここでも国内外で「ナショナル」なアイデンティティを
主張する上で、ラテン性とゲルマン性という「民族性」が巧みに使い分けら
れてきたという、ベルギー・フランス語圏文学のある意味で相互依存的で錯
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綜した様相が明らかにされている。真田の発表では、北米大陸の只中で抑圧
されマイノリティ性と周縁性を生きたケベックの文学の変遷をたどり、「生
き残り」を目指す「フランス系カナダ文学」がフランス系文化の積極的開花
を目指す「ケベック文学」へと脱皮した過程を追い、さらに 80 年代の社会の
多元化を反映した「移動文学」の興隆とその欧州への波及について報告した。
ナショナル

その流れの中で、大きな変容を伴う「 国民 文学」の意味を問い直し、グロ
ーバル化を象徴するケベック発祥の「移動文学」の先駆性を明らかにした。
3．課題と展望
各報告の後、コメンテーターの丹羽氏と岩本氏は、専門的で多岐にわたる
各々の報告の要諦に見事に分け入り、重要な問題点を指摘し、今後の研究に
とっての展望を切り開いてくれた。このワークショップを通して、ケベック
とベルギーの多元社会の質の違いが浮き彫りになり、両地域の言語政策や文
学動向の世界的な影響力が示され、ケベックやベルギー研究を広い視野から
検証することの意義と重要性が明らかになった。今回の試みをもとに、さら
に踏み込んだ検証が期待される。今後の課題と展望としては、例えば、ベル
ギーの拮抗する共同体の共存とその民族性に依拠するあり方と、ケベックの
マジョリティとしての核を維持しながら、多様なマイノリティを包摂するあ
り方との違いに見られるように、「ナショナル」な意味の重層性が浮かび上
がった。異なったモデルとしての、言語と民族を基軸にした「ナショナル」
なものが意味するところの差異とその変容が、両地域の今後の研究にとって
大きなテーマの一つとなるのではないかと思われた。
全国大会として初めての地方開催となった今回、関西を中心に活発な活動
を繰り広げているベルギー研究会の協力を得ての共催企画であった。教室は
溢れんばかりの聴衆で熱気にあふれ、質疑応答も活発に行われ、報告者、コ
メンテーター、聴衆を含めた参加者すべての努力により、刺激的で充実した
ワークショップとなった。
（さなだ

けいこ

阪南大学教授）
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マルチナショナル連邦制における
ケベックの人権（言語権）
を巡る論争についての考察
―カナダ1982年憲法闘争を手掛かりに―

Réflexions sur le conflit des conceptions des droits et
l’enchâssement de la charte canadienne des droits et
libertés dans la constitution canadienne
— La vision québécoise des droits
au sein d’une fédération multinationale
荒 木 隆 人
ARAKI Takahito
本ワークショップのテーマは『ケベックとベルギー：フランス語圏の多元
社会─言語・政治・文学─』である。カナダとベルギーはともに、同一の言
語と領域に基づく複数の国内ネーションが一つの国家の中に存在する多元社
会である。そこにおいて問題になるのは、国内ネーションによる自らの言語
権と、それを保障するマルチナショナル連邦制（1 つの国家の中に 2 つ以上
の国内ネーションが存在する連邦制）の正当化の論理である。ベルギーの場
合、北部のオランダ語系フラマン地域の住民と南部の仏語系ワロン地域の住
民の言語に関わる紛争は、最終的に、1993 年にベルギーの国制を単一国家制
から連邦制に変えるところにまで行きついた 1。
他方、カナダは 1867 年に自治領として成立して以来、一貫して連邦制を採
用している。そのカナダ連邦の中で、ケベック州は仏語系住民が 8 割を占め
る州である。仏語系は英語系と協力して連邦結成を行った民族であると自ら
を意識している。それにも関わらず、1867 年以来、ケベックはカナダ連邦制
の中で、フランス語の使用権に代表されるネーションの権利を主張すること
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に大きな困難を伴ってきた。なぜならば、カナダ連邦政府が、カナダをマル
チナショナル連邦制であるとは認めないからであり、さらに、連邦政府は
1982 年には単一のカナダ・ネーションの精神的紐帯となるべき人権憲章の制
定を通じて、一層、1 つのネーション概念で結び付く国家を形成しようとし
たからである。カナダ連邦政府とケベック州政府のネーション観の違いにつ
いての争いは、この人権憲章を含む 1982 年憲法制定に関わる憲法闘争におい
て端的に表れている。
従って、本報告の目的は、1982 年憲法の制定を巡るカナダ連邦政府とケベ
ック州政府の権利（言語権）の概念を巡る闘争の検討を通じて、今日新たな
国家統合構想として注目されているマルチナショナル連邦制の政治理論的な
意義を探求しようするものである。
周知のように、人権憲章の導入を伴った 1982 年憲法は、ケベック州の同意
なく制定された。憲法の正当性を回復するため、1987 年にカナダ連邦政府は、
ケベック州が提起する「独特な社会」条項を含む 5 つの憲法的要求を承認す
る形でミーチレーク協定を提起した。この協定はカナダ憲法体制内において
ケベック州の独自性を公式に認め、マルチナショナル連邦制の成立の可能性
を期待させるものであった。しかしながら、この協定が各州議会の議決に委
ねられた際、このケベック州の「独特な社会」条項が、1982 年のカナダ人権
憲章の基本的権利と抵触するのではないかという危惧が英語系カナダ人の間
で広がった。つまり、ケベック州に住む英語系カナダ人の教育の言語や商業
看板の言語の選択の自由が問題になった際、カナダ最高裁判所がこの「独特
な社会」条項を根拠に、ケベック州に居住する仏語系の人々に有利な判決を
行う恐れがあると主張されたのである 2。結局、この協定は英語系の 2 つの州
議会の反対で失敗に終わった。この協定で争われたマルチナショナル連邦制
の正当性を巡る問題は、個人主義的な権利と言語の使用権に象徴される集団
主義的な権利の対立の問題であったと言われている 3。
カナダの著名な政治哲学者チャールズ・テイラー（Charles Taylor）は、上
記の「対立」を架橋するために、個人の権利が優先する手続き主義的な自由
主義的社会である英語系カナダ社会と異なる自由主義社会として、集団的な
目標に価値を置く社会としてケベック社会を描く 4。しかし、この二分法的
理解は、自由という価値が、近代社会ではあくまでも個人の自然権としての
自由権として第一義的に承認されてきたことを考えれば、英語系カナダ人が
多数を占めるカナダ社会全体において個人主義的自由主義に相対的に重きが
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置かれるのではないかという危惧が生じるであろう。もしそうだとすれば、
以上のような権利の概念に関する二分法的理解は、ケベック社会と残りのカ
ナダ社会の間の対立を乗り越えていく議論として、適切なものであるのであ
ろうか。言いかえれば、それはカナダの政治的対立の正確な把握に基づいて
いるのであろうか。
上記の疑問に答えるために、本報告では、1982 年のカナダ憲法制定過程に
おいて、人権（言語権）についてケベック州政府がいかなる主張を行ってい
たのかを検討する。
人権憲章と 1982 年憲法は、カナダが宗主国イギリスから憲法改正権を取り
戻す一連の過程（憲法移管）の結果として成立した。1967 年にピエール・
E ・トルドー（Pierre E. Trudeau）が連邦司法大臣に就任し、人権憲章の制定
を憲法移管に際しての主要な課題に掲げて以後、彼は 1982 年まで憲法移管の
事業を積極的に展開することになる。他方、1960 年の「静かな革命」以後、
ケベック州では仏語系カナダ人のナショナリズムが高まっていた。1976 年に
は、「主権連合」というカナダとの国家連合構想を掲げるケベック党のル
ネ・レヴェック（René Lévesque）が州政権を獲得し、トルドーと人権憲章及
び憲法移管についての見解の相違を巡って対決するようになる。
1982 年憲法制定に決定的な影響を与えたのが、連邦政府と州政府の間で行
われた 2 回の憲法会議である。第 1 回は、1980 年の連邦・州憲法会議であり、
2 回目は 1981年の連邦・州憲法会議である。ここでは、両憲法会議において、
特に人権憲章、とりわけ言語権を巡るトルドーとレヴェックの論争のエッセ
ンスを抽出する。
トルドーはこの憲法改正において、人権憲章の導入を提起した。この人権
憲章は、基本的権利の保護、法的権利、民主的権利、差別禁止規定、言語権、
移転の権利などからなっている。トルドーは、従来のカナダにおける人権保
護の体制、すなわち、各州において個別の人権法によって人権を保護するの
ではなく、カナダ人権憲章を定めて、カナダ全体で統一的に人権を保護する
べきであると説く。つまり、トルドーの意図は、人権憲章を共通の価値観と
してカナダ・ネーションの統合の精神的絆にすることである。もう 1 つのト
ルドーの憲法議論の柱は、この人権の維持と保護の役割を連邦の最高裁判所
に委ねることである。
トルドー連邦政府が提起した言語権の第 1 の論点は、「英語及びフランス語
は、カナダ連邦の公用語であり、連邦議会及び連邦政府の全ての機関におけ
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る使用に関し、同等の地位、権利、及び特権を有する」というものである。
これは個人が英語か仏語の 2 言語において連邦機関からサービスを受ける権
利であり、あくまでも個人に与えられる権利であると考えられる。
連邦政府の言語権の提案の第 2 点は、「カナダ連邦の市民で、カナダ連邦に
おいて、自己の子弟のうち誰かが、英語または仏語で初等または中等学校教
育を受けたか、現に受けている者は、自己の子弟の全てに同一の言語による
初等及び中等学校教育を受けさせる権利を有する」とされるものである。こ
の規定は、1977 年のフランス語憲章の公的学校についての規定、すなわち、
ケベック州で生まれた英語系の親しかその子弟を公的な英語学校に送ること
ができないとする規定の否定を目的としている。ケベック州の言語法である
フランス語憲章は、両親の学校教育に関する選択の自由を否定しているため、
トルドーは、このフランス語憲章を自由主義的な法律とは認めていない 5。ト
ルドーがあくまでも個人の選択の権利を重視したのは、権利というものは何
物もこれを侵害できないという普遍的な権利の主張に立脚しているからであ
る。トルドーは、このように普遍的な個人主義を主張し、仏語系カナダ人を
ネーションとするのではなく、政治的に統合されたカナダ人のネーションを
作り、それをもってカナダ統合を図ろうとしたのである。
それに対して、レヴェックは、1980 年の憲法会議において、憲法への人権
憲章の導入は、「裁判官の統治（gouvernement des juges）」を誘発すると批判
する。つまり、人権憲章の憲法への導入により、人権の実効性を担保する具
体的政策決定の場が、州議会ではなく、人権憲章に照らして権利を解釈する
最高裁判所になるということである。それは、権利の保護について最も民主
主義的な手段を失わせることを意味する。このレヴェックの主張には、以下
の権利に関する考えが横たわっている。「権利および自由は、巨大な範囲に
渡り、かついまだに絶えず進化する状態にある。人権憲章の憲法への導入は、
必然的にこの進化を複雑にし、選挙にもとづく議会から、権利および自由を
民主的原理に従って形成する権限を奪う 6。カナダの政治システムは、代表
制民主主義と議会主権に基づいている。立法の権限の裁判所への移行は、市
民 か ら 、 各 人 の 個 人 的 権 利 の 進 展 （ l’évolution de leurs propres droits
individuels）に影響を及ぼす最も効果的な手段を奪うことになる 7」。
また、レヴェックは 1981 年の憲法会議において、ケベック州議会の集団的
権利について以下のように述べる。
「（人権憲章をカナダの憲法に入れること）
は、その権限の領域において主権をもつ議会であるケベック州議会の権限を
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弱くしてしまう。この議会の権利は全てのケベック人の集団的権利である。
それは、彼らの同意なしで、傷つけられたり、制限されたりすることはない
……それらの権利はその経済的発展、文化的発展を保障するための、ケベッ
クにとって絶対に必要な権利だからである 8（注：強調は筆者）」。
以上のようなレヴェックの権利についての考えは、憲法闘争の最中に発表
した権利の相互補完性についての論文 9 の中で以下のように展開している。
そこでは集団的権利は一般的な権利であるが、その具体的行使が上手くなさ
れうるならば、各人の基本的な権利を助長し、全ての市民にとってその享受
を広げることになると主張されている 10。具体的に言えば、共通の言葉によ
る教育や労働の権利は、それ自体は集団の権利であるが、それによってはじ
めて集団内の個々人の個人的権利─すなわち教育権や労働権─は、実効的に
保障される、ということができる。ケベックの人々の個人的権利の保障は、
個々の集団的権利の保障によって保たれているのである。
こうした主張をレヴェックは、さらに広い国際的視野の下に展開している。
レヴェックは、一般的には集団的権利を定めた言語法と言われる 101 号法、
つまりフランス語憲章を個人的権利を発展させた法律として主張している。
その理由の説明に際し、彼は、ベルギーにおける言語紛争の事例を挙げる。
1952 年に発効した「人権と基本的自由の保護のための条約（Convention for
the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms）」、いわゆる「欧州人
権条約」の第一議定書第二条（教育についての権利）には、「何者も教育に
ついての権利を否定されない。国家は、教育及び教授の領域における役割の
遂行に際し、両親が自らの宗教及び哲学的信念に従う教育及び教授の確保を
しようとする権利を尊重する 11」と規定されている。ベルギーでは、北部の
オランダ語系フラマン語の地域では、公的教育は、フラマン語のみで行われ、
南部の仏語系のワロン人の居住する地域では、仏語のみで行われた。しかし、
ベルギーの言語問題に関する 1968 年の欧州人権裁判所の判決は、ベルギーに
おける教育言語に関する制限は、欧州人権条約の教育に関する権利に反して
いないと結論付けている 12。
実際、フラマン語の地域に住む全てのベルギー人とその子弟は、いかなる
区別もなく、フラマン語での教育への権利をもち、そのことはワロン地域に
居住する全てのベルギー人にもいえる。つまり、欧州人権条約の下で認めら
れた教育への権利は、各ベルギー人個人がその母国語で教育を受ける権利と
して解釈されるのではなく、各社会が全ての子供に公的かつ無料の教育を提
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供する権利であるとして欧州人権裁判所によって解釈されたのである 13。欧
州人権裁判所の判決は以下の通りである。「議定書の第 2 条第１文によって保
障される教育への権利は、その本質上、州による規制、つまりその共同体と
個人の必要性と資源に応じて、時と場所において異なる規制を必要とする。
そのような規制は欧州人権会議において導入された教育への権利の本質を侵
害せず、他の権利と衝突しないことは言うまでもない。」つまり、ケベック
州においてもっぱら仏語で公的教育を与えることによって、全ての人の権利
を尊重するというのは、まったく普通のことであり、基本的人権に一致する
のであるとレヴェックは述べる 14。
以上のレヴェックの考えは、おおよそ、次のようなものである。すなわち、
個人的権利は、その権利の範囲を定めることは簡単ではないとしても、個々
人に直接保障されるものである。しかし、言語使用権のような、集団的権利
によって支えられた個人的権利は立法という手段によってそれを具体化する
必要があるということである。権利というものは、トルドーが主張するよう
に絶対的な普遍的な権利として存在するというのではなく、その時々の立法
者および立法機関の意思によるところが大きい。そのような立法の過程を経
て、初めて権利は正当性と具体的な実効性を保障されたものとなるのである。
先に示した、ベルギーの言語紛争の事例こそがまさにそのことを表している
のであり、欧州人権条約では、両親の選択の自由も規定されているが、公的
な言語権をどのように実施するかは、各社会の中での立法の過程に任されて
いる。その過程で、各社会は公正になるように人権を規定したということで
ある。
つまり、権利の形成について、重要な役割を果たすのは、ケベック州にお
いては、もちろん伝統的にケベック州議会である。このケベック州議会にお
いて、ケベック市民各個人が自らの権利の形成に参加するということが重要
である。つまり、個人の権利という場合に想定されるのは、まさに個人が個
別で行うことだけを意味しているのではなく、各個人が自らの言語で、経済、
教育などの生活形成への個人的な志向の現実化のために、集団的な法形成に
参加していくという側面をも、個人の権利であると捉えられているのであ
る。
以上のようなレヴェックの発言を見れば、ケベックが集団的権利を要求し、
残りのカナダ側は、人権憲章を核とした個人権の重視であるという二分法的
理解は、適切な議論とはいえないという点が見えてくるであろう。レヴェッ
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クによれば、州政府の立法の役割は、単に、集団的権利の問題だけでなく、
個人の権利という点からもとらえられているからである。
レヴェックの思考の中で注目すべき点は、権利というものを、各人がそれ
ぞれその自らの権利について、討論し決めていくということが個人的権利で
あり、それができるのは、できるだけ個人に近い政体であるべきであるとい
う発言である。自らの権利を、自らが決めていく可能性をもつ場(議会等)に
参加する権利を彼は個人的権利と呼び、そのような民主主義的な権利を重視
する。彼が反対していたのは、そのような権利が連邦政府によって、州の権
限から取り上げられ、しかも憲法の中に固定化されるならば、もはや各個人
は、その権利のあり方について関与することができなくなるという点であっ
た。
本報告のまとめとして述べれば、トルドーとレヴェックが対決した 1982 年
の憲法闘争で問題になったのは、個人の権利と集団の権利の対立ではなく、
権利そのものについての捉え方の違いであった。レヴェックは、権利を、動
的で変化し、時代に対応して常に討論を通じて形成していくものととらえて
いる。そのような権利の形成に関わる個人の参加の権利を、権利の内容の個
人的性格とは別に個人の権利と呼んでいるのである。他方、ケベック州はカ
ナダの中において、言語的、歴史的に特別な州であるという事実が横たわっ
ている。これらの点を考慮すれば、ケベック州の州議会の重要さは極めて大
きなものがある。つまり、州議会にとって、ケベック州を一つのネーション
として、その社会を文化的、社会的に存続、発展させていくということが重
要になる。そのようなケベックの文化的・社会的な発展を、市民の参加によ
って自らの意志で決定していく権利をレヴェックは集団的権利といってい
る。
もし、そうした理解が可能であれば、ケベックの社会をこのように捉えな
おすことで、ケベックの社会と他の州の社会とを二分法的に捉える観点を乗
り越えていくことができるかもしれないであろう。また、そうすることがで
きれば我々はマルチナショナル連邦制の正当性をより深く根拠づけられる道
を切り開くことができるのではないだろうか。
（あらき
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ケベックとベルギー：フランス語圏の多元社会―言語・政治・文学―
Québec et Belgique : sociétés pluralistes francophones
— langue, politique et littérature —
──────────────────────────────────

フラーンデレンおよびワロニーにおける
ケベックの言語政策の影響
L’influence de la politique linguistique du Québec
en Flandre et en Wallonie
石 部 尚 登
ISHIBE Naoto
1. はじめに
1960 年代以降のケベックにおけるフランス語（公用化）政策、とりわけ
1977 年のケベックの「フランス語憲章」（第 101 号法）は、世界中の様々な
地域・国家の言語政策に多大な影響を与えてきた（Bouchard et Bourhis
2002）。たとえば、カタルーニャ、ウェールズ、バルト諸国などがそうであ
る。それぞれカタルーニャ語、カムリー語（ウェールズ語）、エストニア
語・ラトビア語・リトアニア語といった固有言語を有しながらも、領域内で
の支配言語（威信言語）──カスティーリャ語、英語、ロシア語──の同化
圧力を前に、自言語の衰退を案じている地域・国家である。
こうした地域・国家にとって、北米大陸における圧倒的な英語の威光に抗
してフランス語の擁護を断行するケベックの取り組みは、固有言語の保護を
目指す上で、まさに格好の「参照モデル」（Reniu i Tresserras 2002 : 186）や
「礎石」（Druviete 2002 : 218）として機能した。
それでは、そうしたケベックの言語政策は、1830 年の独立以来、「言語戦
争」とも称される言語を基軸とした対立を経験してきたベルギーにあっても、
同様の影響力をもったのか。またそうであるならば、それはどのような形で
の影響であったのか。
ある地域や国家で執り行われる政策は、それぞれの領域内の状況にあわせ
て目標が設定され、その上で諸措置が策定される。しかし同時に、その政策
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決定過程においては、類似した状況下ですでに実施されている他国または他
地域の政策が参照されることも常である。域内での言語の在り方を規定しよ
うとする言語政策においても、それは同様である。
そこで本稿では、政策の前提となる言語状況や歴史的記憶、言語法の内容
や制定時期、さらにはその立法過程での議論などを分析対象とし、国家間の
言語政策の影響関係を探ることで、ケベックの言語政策のベルギーへの影響
について論じる。
以下、次節で現在のベルギーにおける言語政策の主体について確認する。
第 3 節では、ベルギーの 2 つの地域、「フラーンデレン（Vlaanderen）」と「ワ
ロニー（Wallonie）」（これらの名称については後述）を区別し、それぞれが
行っている言語政策へのケベックの影響について考察する。これらの手続き
を経ることで、ベルギーの両言語政策主体が共にケベックの言語政策の影響
を受けながらも、ケベックの言語政策に寄せられた関心の対象は異なってい
たことを明らかにする。
2. ベルギーにおける言語政策の主体
ケベックの言語政策のベルギーの言語政策への影響を考察するにあたり、
まずは現在のベルギーにおける言語政策の実施主体を確認しておく必要があ
る。それは、20 世紀後半にはじまる国家再編にともない、1970 年に言語政策
パリテ

の「共同体化」がなされているためである。連邦レベルでの「言語の同数」
に関連する諸規制を別にすれば、国家規模での言語政策は存在しない（石部
2011a）。
現在ベルギーは、主として経済的事項に権限を有する「地域（Régions /
Gewesten）」と、文化的事項に権限を有する「共同体（Communautés /
Gemeenschappen）」の 2 つの連邦構成体から成る二元的な連邦国家となって
いる。後者の「共同体」（1980 年までは「文化共同体」）が、言語に関して排
他的に権限を有している。
具体的には、オランダ語圏については「フラーンデレン共同体（Vlaamse
Gemeenschap）」が、フランス語圏については「ワロニー＝ブリュッセル連合
（Fédération Wallonie-Bruxelles）」1 が、また本稿では考察の対象とはしないが、
ドイツ語圏については「ドイツ語話者共同体（Deutschsprachige Gemeinschaft）」
が、それぞれ自らの領域について排他的に言語政策を執り行っている（図
1）。
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図 1 ：ベルギーの言語政策の主体

フラーンデレン共同体

ワロニー＝ブリュッセル連合

ドイツ語話者共同体

なお、厳密には異なる概念ではあるが、本稿では以下、便宜的にオランダ
語圏のフラーンデレン共同体を「フラーンデレン」、フランス語圏のワロニ
ー＝ブリュッセル連合を「ワロニー」と呼ぶことにする。
3. ベルギーの言語政策
それではフラーンデレンとワロニー、それぞれの言語政策について、ケベ
ックの言語政策との影響関係の観点からみていこう。
3. 1. フラーンデレンの言語政策への影響
フラーンデレンにとって、1970 年の（文化）共同体の設立と言語的事項に
関する権限の移譲、すなわち言語政策の共同体化は、長きにわたる言語運動
の 1 つの到達点であった。それによりはじめて、従来のようなフランス語話
者との骨の折れる折衝を経る必要なしに、自らの手で自らの言語について決
定を行うことが可能となった。実際に、1970 年代の前半には言語法が立て続
けに制定されており、域内におけるオランダ語の「地位」の強化が集中的に
行われた（表 1）。後述するが、こうした当該時期のフラーンデレン側の動き
は、ワロニー側のそれとはきわめて対照的なものであった。
こうしたフラーンデレンの言語政策の背景には、独立以来フラーンデレン
が経験してきた言語状況がある。ベルギー国家の独立に際して、新しい政府
はフランス語による単一言語主義を採用し、フランス語のみによる国家運営
を行った。フラーンデレンの一般大衆の言語 2 であるオランダ語 3 は、公的な
ド

メ

イ

ン

言語領域での使用が認められず、「良きベルギー人」となるためにフランス
語の習得が推奨されすらした。
こうした状況の改善を目的として誕生したのが「フラーンデレン運動
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表 1 ：言語政策年表

（文化）共同体の設立

（Vlaamse beweging）」であり、とりわけ 19 世紀半ば以降運動は激しさを増し
た。この長期にわたる民族運動かつ言語運動は、段階的にオランダ語に関す
る権利を獲得してゆき、19 世紀後半には、国家の言語政策の方針を「単一言
語主義」から「二言語主義」へと変更させた。しかしながら、両言語のもつ
威信の違いから、フラーンデレン側の不平等で困難な状況の改善には至らな
かった。
一般的に、域内の複数の言語間に威信の差が存在すると、たとえ法律で言
語間の平等が規定されようとも、お互いが相手の言語を学びあう「双務的な」
二言語使用は成立せず、もっぱら一方のみが相手の言語を学ぶ「片務的な」
二言語使用に落ち着く傾向がみられる（石部 2011b: 96-9）。フランス語とオ
ランダ語はまさにそうした関係にあり、公的二言語主義が言語的平和をもた
らすことはなかった。
以上のような「言語的差別の記憶」、「長期の言語運動の経験」、「公的二言
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語政策の頓挫」というフラーンデレンにおける言語的背景を考慮すれば、ま
た、その結果として現在一部でみられるような連邦からの分離独立すら視野
に入れた「言語ナショナリズムの昂揚」を考えてみても、フラーンデレンと
ケベックの間には、「比較しない方が難しい程の多くの類似点が見られる」
（Deprez 1982: 242）。まさに「フラーンデレン人はベルギーのケベック人」
（Erk 2002: 500）なのである。
自らの固有言語の「地位」の向上が常に必要とされてきた、そして現在で
もされ続けているという共通した言語状況から、フラーンデレンとケベック
の言語政策の影響関係を推定することは難しくない。これまで両地域の言語
政策を対象として行われてきた比較研究の蓄積（Deprez 1981; Lobelle 1982;
Willemyns 1984, 1989; Dujardin 2002; Remysen 2010など）が、実際にそれを物
語っている。
こうしたフラーンデレン側のケベックの言語政策への関心は、現在でもな
お継続している。一例を挙げると、フラーンデレンの言語政策を担う立法機
関、フラーンデレン議会の内部に設置されている「議会情報センター」が、
ケベックの言語政策の調査を行い、それを議会サイトで公開している
（Parlementair Informatiecentrum 2013）4。ケベックの言語政策との影響関係は
たしかに存在する。
3. 2. ワロニーの言語政策への影響
一方、ワロニーについては、フラーンデレンにおけるそれとは対照的に、
Klinkenberg（2002）をほぼ唯一の例外として、ケベックの言語政策の当地へ
の影響が指摘されることはこれまでほとんどなかった 5。両地域は多数派言
語がフランス語であるということは共通するものの、両国におけるフランス
語の「地位」の違い、つまりケベックとは異なりベルギーでは独立以来常に
フランス語優位の社会であったという事実が、比較の対象とされてこなかっ
た 1 つの要因であると考えられる。
1970 年の言語政策の「共同体化」後、先述のように、フラーンデレンは言
語法の制定を通したオランダ語の「地位」向上を目指す政策を集中的に行っ
たが、ワロニーではしばらく言語政策不在の時期が存在した。長きにわたり
頭を悩ませてきたオランダ語話者の権利要求から解放されたことでの安堵感
や、言語問題そのものに対する無関心がそこにはあった。
しかしながら、ケベックで第 22 号法（1974 年）や第 101 号法（1977 年）が
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制定されると、それまでの沈黙を破るかのように、「フランス語の擁護に関
する共同体法」（1878 年）、「労使関係における（…）フランス語の使用の保
護に関する共同体法」（1982 年）、「フランス語評議会の設立に関する共同体
法」（1985 年）と、立て続けに言語法が成立している（表 1）。これらの言語
法の目的は、フランス語使用の徹底にあった。このように 1978 年以降の諸言
語法の成立時期からしても、またその内容からしても、ケベックの言語政策
の影響がワロニーにおいてもたしかに存在していたと考えられる。
また、これらの言語法に関する法案趣意書や共同体議会でなされた議論で
は、政策の正当性を主張するために、ケベックの言語政策への言及が頻繁に
なされている。たとえば、「ケベックで実現されたものに類似した…（...
analogue à celle qui a vu le jour au Québec ...）」（Documents du Conseil, 52 (19751976) -no1: 3）や、「ケベックで作られたものにならい…（... à l’instar de ce qui
se fait au Québec）」（ibid., 52 (1975-1976) -no4: 3）といった文言、さらには以
下のように直接ケベックの言語法が明示的に引き合いにだされることもあっ
た。
言語の純粋性を規定する条文を含む公用語についての第 22 号法を引き合いに
出しますと、ケベックにおいては、省庁や行政機関に対して用語委員会を設立
することとされています。
（Compte rendu intégral, 1978.3.7 : 7）

1989 年には、4 年前に設立されていた公的言語機関であるフランス語評議
会（Conseil de la langue française）が、その最初の活動成果として、ワロニー
におけるフランス語話者の「言語的な権利と義務」を定めた宣言を採択して
いる。その名はケベックの言語政策の象徴ともいえる言語法の名と同じ「フ
ランス語憲章（Charte de la langue française）」であった 6。
以上のことを勘案すると、ワロニーの言語政策にも、ケベックの言語政策
の影響を、少なくとも一定程度の影響を認めることができる。
4. ケベックの言語政策の影響の違い
前節で、ケベックの言語政策は言語的背景が似ているフラーンデレンでだ
けではなく、ワロニーにおいても同様に影響をおよぼしたことを確認した。
続いて、フラーンデレンとワロニーの両地域で、ケベックの言語政策のどの
ような点がより重視され、受容されたのかを検討しよう。
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ケベックの言語政策、とりわけフランス語憲章は、時にそのフランス語に
公用語の「地位」を与えたという側面がことさら強調されることがある。し
かし、矢頭（2009: 156）が指摘しているように、憲章は「ケベック州のフラ
ンス語の地位を上昇させること」と共に、「〔フランス語の〕質を改善するこ
と」という 2 つの目的から制定されたものである。言語の「地位」に対する
介入としての「ステータス計画」と、言語の「本体」に対する介入としての
「コーパス計画」の両方の側面を有しているのである。
また、政策の直接の対象は当然（ケベックの）フランス語であるが、その
背後にある対象は「支配言語」としての「英語」である。
こうした広い射程をもつケベックの言語政策が、フラーンデレンとワロニ
ーの両地域にそのまま影響をおよぼしたというわけではない。フラーンデレ
ンにおいては、その歴史的な経緯から、3.1 節でみたように、何よりも重視
されたのはオランダ語の「地位」であり、その政策の背後にある対象は「支
配言語」としてのフランス語であった。
一方で、ワロニーにおいては、ブリュッセル問題こそ残るものの、それ以
外の領域については、ほぼフランス語の独占状態にあり、フランス語の「地
位」は大きな問題ではなかった。かわりに、法律の議論に繰り返し現れてい
る「フランス語の保護（protection du français）」（Documents du Conseil, 52
(1975-1976) -no1: 3）や「言語の防衛（défense de la langue）」（Compte rendu
intégral, 1978. 6. 6 : 5）という文言が示しているように、関心はむしろフラン
ス語の「コーパス計画」の方にあった。そうしたフランス語政策が必要とさ
れたのが、「フランス語の危機」がさかんに喧伝されていた時期であったこ
とを考慮すれば、その政策の背後にある対象は、フランス語を侵食する外来
のアメリカ合衆国の「英語」であった。
フラーンデレンとワロニーの両地域の政策に、たしかにケベックの言語政
策は影響をおよぼした。しかしそれは、図 2 に示したように、両地域でケベ
ックの政策のそれぞれ異なる側面を重視した上での受容であった。
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図 2 ：ケベックの言語政策とベルギーの両地域の言語政策

フラーンデレンの言語政策

としての

ワロニーの言語政策

ケベックの言語政策

5. おわりに
本稿では、ベルギーの 2 つの言語政策主体であるフラーンデレンとワロニ
ーを分け、それぞれにおけるケベックの言語政策の影響を考察した。それに
より、これまで繰り返し指摘されてきたフラーンデレンへの影響に加え、ワ
ロニーの言語政策にもケベックの言語政策の影響を認めることができた。と
はいえ、両言語政策主体で、ケベックの言語政策の影響の形は異なってい
た。
言語政策の背後にある「対象」の観点からすると、ケベックの言語政策の
「支配言語としての英語」のうち、フラーンデレンの言語政策においては対
「支配言語」の側面（対フランス語）が、またワロニーの言語政策において
は対「英語」の側面がより強く表れていた。
一方で、言語政策の「内容」の観点から見るのであれば、ケベックの言語
政策がもつ「ステータス計画」と「コーパス計画」のうち、フラーンデレン
の言語政策においては、少数派言語の保護という意味での「ステータス計画」
の側面が、ワロニーの言語政策においては、フランス語の促進という意味で
の「コーパス計画」の側面がより重視された。
（いしべ
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注
1

2011 年 4 月まで「フランス語共同体（Communauté française）」と呼ばれてい
た。なお、この名称は共同体の自称であり、憲法等で規定されている名称は

「フランス語共同体」のままである。
2 独立当初、フラーンデレン人の選良層の日常言語はフランス語であった
（Curtis 1971:107）。フラーンデレン人かワロン人かという区別なく、またカト
リック主義者であるか自由主義者であるかの区別もなく、指導者たちがフラン
ス語を介して結び付いていたために、国家の公用語として唯一フランス語の選
択がなされた。
3
4

当時は「フラーンデレン語（Vlaams(ch)）」と呼ばれた。
さらには、近年両地域において共通して観察される、自言語以外の言葉に対
する「差別的」ともいえる排他的言語政策も、両者の言語状況の近似性、およ
びその結果としての言語政策の影響関係を示している。2013 年に生じたケベッ
クのいわゆる「パスタゲート事件」に相当するようなフラーンデレンの事例が
石部（2010）に挙げられている。

5

ただし、ワロニーにおける社会言語学的研究の喚起という点からみれば、ケ
ベックの存在はけっして小さくない。1980 年にはリエージュ大学において、ケ
ベックの社会言語学的状況に関するシンポジウムが開催され、「ベルギーにお
けるフランス語の社会言語学に向けて」と題された討論会が催されている

（Klinkenberg et al. 1981）。そこでは、ケベックと比較して、ベルギーのワロニ
ーにおける社会言語学的研究の欠如が指摘され、その必要性が議論された。そ
れは「ベルギーのフランス語圏〔＝ワロニー〕における社会言語学の出生証明」
と呼べるものであった（Klinkenberg 2002: 232）。
6

ただし、ケベックの第 101 号法とは異なり、ベルギーにおける「憲章」はあ
くまで宣言に過ぎず、法的拘束力をもつものではないという違いはある。
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ケベックとベルギー：フランス語圏の多元社会―言語・政治・文学―
Québec et Belgique : sociétés pluralistes francophones
— langue, politique et littérature —
──────────────────────────────────

ベルギー・フランス語文学における
アイデンティティーの形成と対立
─19世紀末ブリュッセルとワロニーの文学シーンを巡って─

La formation et l’opposition de l’identité dans la
littérature francophone en Belgique. La scène littéraire
à Bruxelles et en Wallonie à la fin du XIXe siècle
三 田
順
MITA Jun
はじめに
本報告ではベルギーにおけるフランス語文学のアイデンティティーの形成
過程を考察した。とりわけ同じベルギーのフランス語圏でありながらも異な
るアイデンティティーの構築が試みられた 19 世紀後半の首都ブリュッセル
と、南部のワロニー地方 1 における象徴主義の受容に注目し、ブリュッセル
およびワロニーの作家がそれぞれフランスとの関係においてどのようなアイ
デンティティーを獲得しようと試みたのかを検討した。
1. ベルギーにおける両言語文学の歴史的展開とアイデンティティー
1830 年にオランダから独立を果たしたベルギーでは、実際にはオランダ語
話者であるヴラーンデレン（フランドル）人が人口の過半数を占めていたに
も拘らず、1898 年までフランス語が唯一の公用語とされており、教育も長く
フランス語のみで行われていた。結果、文化シーンにおいて大局的にはフラ
ンス語話者がベルギー文化をリードすることになったものの、「ナショナル
な文学 nationale literatuur/littérature nationale」という意味では、オランダ語
文学の方が先んじていた事実は注目に値する。
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ベルギーにおける 2 大言語であるオランダ語とフランス語による文学はこ
れまで、「ベルギー文学」という枠組みで併せて論じられることは無かった
が、言語的差異の他、その要因の 1 つとして考えられるのが、両言語文学に
おいて「ナショナル」という言葉の指す所が一致していない点である。
ベルギー・オランダ語文学の嚆矢は、ヘンドリク・コンシアンス
（Hendrik Conscience, 1812-1883）が、1838 年に発表した『ヴラーンデレンの
獅子、あるいは黄金拍車の戦い De leeuw van Vlaanderen of de Slag der gulden
sporen』という歴史小説である。この物語は 1302 年にヴラーンデレンの都市
連合がフランス軍を破った史実に着想を得たものだが、オランダからの独立
を果たした直後のベルギーで書かれたこの作品の意図が「反オランダ」では
なく、「反ベルギーのフランス語話者」にある点は見逃せない。『ヴラーンデ
レンの獅子』初版本の前書で、コンシアンスは「我らが（ヴラーンデレン人
の）読者に紹介する本書は、そのナショナリティーと大胆さを証明する」
（Conscience, 1838, p. II）（括弧内補足は論者、以下同）と述べ、以下 9 頁に亘
って当時のベルギーにおける言語的不平等が論じられている。つまり、ヴラ
ーンデレンのオランダ語文学運動は、その当初よりベルギーという国家にお
けるフランス語話支配に対する、ヴラーンデレン人の文化的自立を求めるも
のであったため、ここで「ナショナリティー」という語は、ベルギーという
枠組での「国民性」ではなく、ヴラーンデレンの「民族性」と理解されるべ
きであろう。
このようにベルギー・オランダ語文学は、ベルギーのフランス語話者に対
抗する「ヴラーンデレン民族の文学」として誕生した訳だが、他方、ベルギ
ー・フランス語文学はベルギー独立から第一次世界大戦までの期間、ベルギ
ー独自の「国民文学」の確立を模索していた。
すでに触れたように、建国直後の 1838 年に「民族文学」がヴラーンデレン
に登場した一方、「最初のベルギー・フランス語文学」として知られる、シ
ャルル・ド・コステール（Charles de Coster, 1827-1879）の、いわゆる『ユー
レンスピーゲル伝説』が発表されるのは 1867 年になってのことである。ベル
ギー・フランス語文学の誕生が遅れた一要因として、フランス語という大言
語を母語としていることで、洗練されたフランス文学を直接受容するだけで
なく、そこに（言語的にも地理的にも）直に参加することが容易であったフ
ランス語話者にとって、「ベルギー文学」の概念、およびその必要性自体が
曖昧であったことが考えられる。ベルギー出身の劇作家が 1845 年に記した一
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文は、フランス語という文化的大言語を使用しつつ独自の国民文学を生み出
すことの難しさを良く伝えている。
ナショナル

そもそも、我々（ベルギー人）は一つの〈国民〉文学を有しているだろう
か。
ナ

シ

ョ

ナ

ル

当然ながら否である。というのも我々にはベルギー国民の言語がないから
だ。
ヴラーンデレン文学があると主張する者もおり、それに従えばヴラーンデ
ナショナル

レン 民族 文学が存在することになる。言葉通りに捉えるなら彼らの意見は正
しい。
しかし依然として正書法について議論され、アルファベットの使い方も定
まっていない言語による文学作品について、我々は一体どのような判断を下
せるというのだろうか。
フランス語で書くベルギー人についていえば、彼らがものしているのはフ
ランス文学であって、それ以外の何物でもない。
筆者の知る限りスイス文学は存在しない。ブリュッセル同様、ジュネーヴ
ではフランス文学が書かれており、別の州ではドイツ文学が書かれている。2
（山括弧内はエヴラールによる強調）

そうした中、ヴラーンデレン人の父親とワロニー人の母親との間に生まれ
たフランス語作家、ド・コステールは、地理的にはヴラーンデレンに位置し
ながらもフランス語化が急速に進行していたベルギーの首都ブリュッセルに
て一つの解答を創り出す。元々ドイツの民衆の間で知られていた「オイレン
シュピーゲル」の伝説を、ヴラーンデレンを舞台に翻案した上述の『ユーレ
ンスピーゲル伝説』を始めとする諸作品で試みられた、「ヴラーンデレン的
な物語をフランス語で書く」という折衷的アイデンティティーは、近代にお
いて花開くベルギー・フランス語文学の雛型となったのである。
2．ベルギー・フランス語文学における象徴主義と「北方神話」
ド・コステールによって方向付けられた「ヴラーンデレン的な物語をフラ
ンス語で書く」という、ベルギー・フランス語文学のアイデンティティーは
近代文学においても受け継がれ、まもなく登場した象徴主義において「ヴラ
ーンデレン性」は単なる主題から美学的に昇華されることで、フランス語文
学の中心地パリでも評価されるに至る。
112

ワークショップ

強大なフランス文化の末端として取り込まれることなく、ベルギー・フラン
ス語文化としての自立性を獲得せんが為、ベルギーの作家たちは「北方神話
le mythe nordique」と呼ばれる、戦略的エクリチュールを選択する。ベルギ
ーの研究者 J ・＝ M ・クリンケンベルグはこの点について次のように述べて
いる。
この〈北方性〉というヴィジョンは 20 世紀初頭まで、ベルギーのフランス
語文学の全期間に影響を及ぼすことになる。北方性＋フランス語という公式
はこの文学についてのあらゆる言説の要約となり得る。3

ここでベルギーの「北方性」を喚起する鍵となったのが「ヴラーンデレン
性」であった。つまり、ヴラーンデレンの古都を中世の面影を残す神秘的空
間として描いた小説『死都ブリュッヘ Bruges-la-Morte』（1892）によってパ
リで大成功を収めたジョルジュ・ローデンバック（Georges Rodenbach, 18551898）、ヴラーンデレンの風物をリューベンスやヨルダーンスのバロック絵
画を想起させる官能性をもって謳ったエミール・ヴェラーレン（Émile
Verhaeren, 1855-1916）、ヴラーンデレン神秘主義の影響を受けた戯曲によっ
て世紀末ヨーロッパの演劇にインパクトを与えたモーリス・マーテルランク
（Maurice Maeterlinck, 1862-1949）によって知られるベルギー象徴主義文学は、
「ヴラーンデレン性」、「ゲルマン性」等といった言葉で語られる、「北方的」
要素を取り込むことで異化効果を生み出している。クリンケンベルグが「ベ
ルギーのフランス語話者文学が十九世紀末のパリで受け入れられたのは、ま
さにヴラーンデレン性、北方性という差異によって」であった（Denis et
Klinkenberg, 2005, p. 108）と指摘しているように、ベルギー・フランス語象
徴主義文学の成功は「北方的」、すなわち「ヴラーンデレン的」な、ベルギ
ー・フランス語文学の喚起する「エグゾティスム」に多くを負っていたので
ある。
3. ワロニーにおける象徴主義受容と反ブリュッセル意識
この様にフランスに対する独自性の獲得を目指したベルギー・フランス語
文学は、いわば「ヴラーンデレン的フランス語文学」としてアイデンティテ
ィーの獲得を目指した訳だが、これが可能であった背景には、ド・コステー
ルを始めとする 19 世紀のベルギー・フランス語文学を担った作家達の大部分
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がフランス語で教育を受けたヴラーンデレン人であったという特殊な状況が
ある。
しかしながら、「ヴラーンデレン的フランス語文学」という「ベルギー・
フランス語文学」のアイデンティティーは、フランス語支配に対抗するベル
ギーのオランダ語話者は無論、ラテン系フランス語話者が中心であるワロニ
ー地方の作家にも受け入れ難いものであった。
これまでの研究はベルギーの言語文化の問題をオランダ語対フランス語、
ヴラーンデレン対ワロニーという二元論に簡略化してきた嫌いがあるが、同
じフランス語話者ではあるものの、ゲルマン系ヴラーンデレン人のアイデン
ティティーとラテン系ワロニー人のアイデンティーは本来明確に区別して考
察されるべきものである。
興味深いことに 19 世紀末に象徴主義をベルギーに最初にもたらしたアルベ
ール・モッケル（Albert Mockel, 1866-1945）は、世紀末のベルギー・フラン
ス語文壇で活躍した数少ないワロニー人であると同時に、文学における「ワ
ロニー地域主義」の先駆者でもあった。
ワロニーの中心都市リエージュの裕福な家庭に生まれたモッケルは学生時
代からヴェルレーヌやマラルメに倣った詩作を試みているが、今日では寧ろ
象徴主義の理論家、批評家として評価されている。彼の名を世に知らしめた
文芸誌『ワロニー La Wallonie』は、その誌名が示す通り、特に初期は地域主
義的な性格を強く押し出すことで、独自のアイデンティティーの獲得を目指
していた。その際『ワロニー』誌が打ち出した差異化の図式が、「フランス
．．．．．
人対ベルギー・フランス語話者」ではなく、「ワロニー人対ベルギー人」で
あったことは注目すべき点である。創刊 2 年目の 1887 年に、モッケルは『ワ
ロニー』誌の読者に次のように語り掛けている。
なんということか！皆さんはワロニー人なのです。ワロニー人であり続け、
皆さんの種に反してベルギー人となることで身を汚してはなりません。……
我々の快活さと、彼らのねっとりとした血とは全く似ても似つかぬものです。
．．．．．．．
彼らはゲルマン人であり、我々はラテン人なのです。（中略）我々自身であり
．．．．
ましょう（Soyons nous）、それ以外の何者でもなく。ワロニー人でありましょ
．．．．．
う、ベルギー人（Belgeois）ではなく。
（La Wallonie, 1887, p. 64）（強調は筆者）

ここで、「ベルギー人 Belgeois」という語でモッケルが指しているのはブリ
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ュッセルのヴラーンデレン系フランス語話者である。「我々自身であろう
Soyons nous」というフレーズは、ベルギー近代文学を牽引したブリュッセル
のライバル誌『若きベルギー La Jeune Belgique』の創刊宣言の引用であり、
ここでモッケルは明らかにブリュッセル文壇を支配していたヴラーンデレン
人、すなわち「ゲルマン系のフランス語話者」に対して「ラテン系ワロニー
人」を対置している。さらにモッケルは「ベルギー人」を指すに当たって、
本来のフランス語表現である「Belges」ではなく、「ブルジョワ bourgeois」
を喚起させる「Belgeois」という造語を使用することで否定的なニュアンス
を強めてもいる。
文芸誌『ワロニー』が生まれた背景には、アイデンティティーの異なるベ
ルギーのフランス語話者文壇内の勢力争いがあり、ベルギーにおける象徴主
義の受容は、フランス語話者のヴラーンデレン人が中心となっていたブリュ
ッセル文壇に対抗するための戦略という性格をも有していた。
『ワロニー』誌が積極的に受容した象徴主義は、当初「社会と結び付いた
芸術」を掲げたブリュッセルのもう一つの有力誌『近代芸術 L’Art moderne』
とは相容れず、形式的に保守的なフランス高踏派を擁護し、初めは象徴主義
に批判的であった『若きベルギー』誌とも対立したが、これはブリュッセル
文壇に対抗するためのモッケルの戦略で、『ワロニー』誌は最新の近代美学
である象徴主義とワロニー性という地域主義の二つの柱を拠り所としてベル
ギーのフランス語文壇での勢力争いを演じた。
1890 年にフランスのある雑誌で、著名なヴラーンデレン系フランス語作家
が批判された際、ブリュッセルの『若きベルギー』誌は『ワロニー』誌に、
この同郷の作家を擁護するための共闘を呼びかけたものの、モッケルは『ワ
ロニー』誌上で次の様に冷たく応えている。
『ワロニー』誌が政治的な瑣事に思いを巡らせたことは未だかつてない。（中
略）そもそも、我々は全くもって「ベルギー人」ではなく、抗議をしたいの
なら、それは『若きベルギー』誌の問題である。ワロニー人、リエージュ人
である我々は、ノルマンディー人や南フランス人以上に、人種的にフランス
人の資格を有している。
（La Wallonie, 1890, p. 252）

北仏、南仏人を引き合いに出しながら、ここでも言外に揶揄されているの
はヴラーンデレン系のフランス語話者である。ベルギーのフランス語話者間
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における錯綜した民族的、文化的対立意識は、ヴラーンデレン系フランス語
話者に主導された首都ブリュッセルの「ゲルマン性」に対するワロニーの
「ラテン性」意識を強めしめ、『ワロニー』誌は次第に「ベルギーにおけるフ
ランス文化の正統な担い手」としての自覚を増して行く。結果的にモッケル
が完全にパリ志向になったことで、ベルギーおよびワロニーでの存在意義を
失った文芸誌『ワロニー』はわずか 6 年の歴史と共に終刊を迎えることとな
る。
4. フランスに対するワロニー文学のアイデンティティー
これまで見たように、モッケルを中心としたワロニーの作家は、ブリュッ
セルのゲルマン系の作家達に対してワロニーのラテン性を主張した訳だが、
彼らは時として、フランス文学に対しても独自性を主張している。
ブリュッセルの文芸誌『近代芸術』の編集長で、ワロニー人の父とヴラー
ンデレン人の母の間に生まれたエドモン・ピカール（Edmond Picard, 18361924）は、1897 年に「ベルギー精神 L’Âme belge」と題した有名な一文で、
ドイツとフランスの交差地であるベルギーの精神を、ゲルマン性とラテン性
の調和の取れた混交物と定義した 4。当時広く流布していたこのコンセプト
に批判的であったモッケルは、しかし同じ年にワロニー人について次のよう
に述べている。
ワロニー人（ゴール人、ガリア人）は、要するに北方のフランス人の一つで、
中央のフランス人よりも夢想的で、重厚でもある。というのも、兄弟である
ロレーヌ人のように、ワロニー人はゲルマン的要素をより多く保持している
からだ。（Mercure de France, 1897, p. 101）

つまりフランスに対しては、ワロニーもまた「北方的、ゲルマン的」な性
格を強調しており、畢竟、ワロニーのフランス語文学は「北方的なフランス
語文学」という、ライバル視していたブリュッセルのベルギー・フランス語
文学のアイデンティティーと同じ公式に陥っている。
おわりに
本報告では、元来唯美的運動であった象徴主義のワロニーにおける受容に
注目し、それがワロニーにおけるフランス語文学のアイデンティティーの獲
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得に際してどのような役割を果たしたのかを検討した。ブリュッセルのヴラ
ーンデレン系フランス語話者が規定した、「北方的／ゲルマン的フランス語
文学」というベルギー・フランス語文学のアイデンティティーはラテン系民
族であるワロニー人にとっては受け入れ難いものであり、モッケルを中心と
する雑誌『ワロニー』は、ブリュッセルに対しては、ワロニーの「ラテン性」
を強調することで「より純粋なフランス人」として、フランスの権威に縋り
つつ、フランスに対してはワロニーの「北方性」を主張するという、二重の
論法を展開していた。『ワロニー』誌はこの二つの方向性に対して、「象徴主
義」と「ワロニー地域主義」を使い分けていたが、結局のところ中心人物で
あったモッケルにとって重要であったのは、パリで認められる文学であった
ため、彼の目指した象徴主義文学は最終的にフランスの動向に同化して行く
こととなった。

．．．．．
ワロニーにおけるフランス語文学とワロニー語 文学を比較考察した論考

で、クリンケンベルグは所謂「周縁的」な文学が、伝統的な文学形式では様
式的保守性を示す一方、ベルギーにおける詩や漫画のように、「主流の文学」
では重要視されていない文学ジャンルに活路を見出す傾向を指摘している
（Klinkenberg, 2010, pp. 165f, 176）。当時僅かではありながら存在していたワ
ロニー語による文学が文学的革新性を打ち出せず、様式的に保守的で凡庸な
作品しか生み出していなかったのに対して、矛盾を内包したが故にフランス
に同化する結果となったものの、モッケルがワロニーという地域性を主張し
つつ、当時最新の文学様式であった象徴主義を受容することで近代ベルギ
ー・フランス語文壇をリードしたことは、「周縁的なフランス語話者文学」
における、興味深い試みとして評価し得よう。
（みた

じゅん

北里大学専任講師）

注
1

ワロニー（Wallonie）、ヴラーンデレン（Vlaanderen）は、ベルギーの国土を
おおよそ南北に二分しているそれぞれフランス語（一部ドイツ語）圏、オラン
ダ語圏の地域。ベルギーの地名については各地域の公用語に依った表記を使用
する。

2

Anonyme [= Hubert-Joseph Evrard], « préface » in Proverbes dramatiques
(Bruxelles-Liège, 1845), pp. I-XIII. 引用は Gross et Thomas (1989), p.131.
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3

Jean-Marie Klinkenberg, « La Génération de 1880 et la Flandre » in Weisgerber
(1991), p. 105.

4

Edmond Picard (1897) « L’Âme belge » in Revue encyclopédique : recueil
documentaire universel et illustré 24 juillet: pp. 593-599.
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──────────────────────────────────

ケベックとベルギー：フランス語圏の多元社会―言語・政治・文学―
Québec et Belgique : sociétés pluralistes francophones
— langue, politique et littérature —
──────────────────────────────────

「国民文学」から「移動文学」へ：
ケベック文学の多元化とその波及

De « la littérature nationale » à « l’écriture migrante » :
progrès du pluralisme dans la littérature québécoise
et ses répercussions
真 田 桂 子
SANADA Keiko
はじめに――ケベックとベルギー、言語・文学・ナシオンの関係性を問う
ケベックとベルギーは、ともにマイノリティ性と周縁性に加え、複数文化
が拮抗する複雑で多元的な社会で、言語、文学、ナシオンの関係性がとりわ
け鋭く問われてきた地域であると言えるだろう。本報告では、ベルギーとの
こうした類似と相違を視野に入れつつ、ケベックにおける「文学」がナショ
ナルなアイデンティティの確立との関連でどのような特徴と問題点、もしく
は可能性を孕んでいるかを、「フランス系カナダ文学」から脱皮した「ケベ
ック文学」の再検証とケベックにおいて発祥した「移動文学」とに焦点をあ
てて考察してみたい。なお仏語の nation には日本語の「民族、国民、国家」
の重複した意味があり、ここでは訳語として、それらを含んだ意味で「ナシ
オン」を用いる。またケベックは国家ではないが、la littérature nationale の訳
語としては「国民文学」を便宜的に用いる 1。
ベネディクト・アンダーソン（Benedict Anderson）の『想像の共同体』を
待つまでもなく、文化的アイデンティティの創造と確立のために、古くから
言語、文学、ナシオンは三位一体のものとして機能してきた。例えば1867 年、
フランス系カナダの詩人オクターヴ・クレマジー（Octave Crémazie, 18271879）は次のように述べている。
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カナダに欠如しているものとは、固有な言語であろう。もし我々がイロコ
イ族やヒューロン族の言葉を話すのであれば、我々の文学というのも存続し
得るだろう。しかし残念ながら、我々はかなり情けないやり方でしか、ブッ
セやラシーヌの言語を話したり書いたりすることが出来ないのである。［…］
ところで、我々と同じ言語を話すベルギーはどうであろうか。果たしてベル
ギー文学と呼びうるものがあるのだろうか？［…］
（Crémazie, 2006、p.130）

このように述べながら、クレマジーはその当時のカナダのフランス語文学の
貧弱さと、ナシオンに固有の文学の欠如を嘆き、同じフランス語を用いる国
としてベルギーを引き合いに出しながら、彼の地にも果たしてベルギー文学
と呼べるものがあるのかと問うている。
1．ケベックとベルギー：周縁性とマイノリティ性
ケベックは、歴史的に、二重の周縁性を生きてきた地域であると言えるだ
ろう。すなわち 1 つは、パリを中心とするフランス語文化圏における周縁性、
そしてもう 1 つは北米という圧倒的な英語圏の只中にある孤立と周縁性であ
る。フランス語圏ベルギーも同様にマイナーで周縁的な条件を生きてきた地
域といえるだろうが、両地域における決定的な違いの 1 つは、フランス語と
いう言語の位置づけにあると思われる。つまりベルギーでは、フランス語は
欧州のリンガフランカとして優勢な地位にあったのに対し、ケベックにおけ
るフランス語は、18 世紀半ばイギリスとの植民地抗争に敗北して以来、劣等
のレッテルを貼られ、二級市民の言語としての地位に甘んじなければならな
かった。実際、ケベックは、その後本国フランスから見放され、交流も殆ど
断ち切られたなか、圧倒的な英語の大海に浮かぶ孤島に、生き残りをかけた
孤児として苦難の道を歩むことになる。もう一つのケベックとベルギーとの
違いに言及するとすれば、それは言わば多元社会の質の違いであると思われ
る。すなわちベルギーでは、歴史的に繰り返されたフランス語とオランダ語、
ワロンとフランドルの対立があり、歴史的な推移のなかで両者の勢力の優劣
が逆転することもあったように、それは比較的拮抗した勢力の競合によって
形成された社会であったと言えるだろう。しかしカナダとケベックをめぐる
関係では、当初から明確なマジョリティとマイノリティが存在し、その社会
は両者の支配と従属の関係によって形作られてきたといえる。しかもケベッ
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クは、英語圏の只中におけるマイノリティ性を強烈に意識しながら、後年、
フランス語憲章を擁しカナダで唯一フランス語を公用語とする州として、ナ
シオンとして自立する道を選ぶ。すなわちケベックのフランス系の人々は、
北米では絶対的なマイノリティでありながら、州においてはマジョリティで
あるという複雑で入り組んだアイデンティティを生きることになった。
2．フランス系カナダ文学のあゆみ
ケベックの文学は、このような歴史的経緯から「フランス系カナダ文学」
として、カトリック教会に支配され生き残りをめざす閉鎖的なナショナリズ
ムのなかで形作られてきた。当初、その大部分は旧宗主国であるフランスの
文学の模倣や追従に過ぎなかった。19 世紀半ばには、「フランス系カナダ文
学」は、二重の周縁性と疎外感を生きながら、愛国的で土地を信奉する「郷
土礼賛文学」を創り上げる。ケベックにおいて初めて独自性を持った見るべ
き文学作品が生まれたのは、19 世紀の終わりに彗星のように現れ、狂気の中
で幽閉され短い生涯を閉じた詩人エミール・ネリガン（Émile Nelligan, 18791941）の出現によってであろう。20 世紀に入り幾多の優れた作家や詩人が現
れたが、ケベックは依然、目覚ましい産業発展を遂げる世界から断ち切られ、
近代化から取り残された閉鎖的な農村社会であり、「フランス系カナダ文学」
はそうした状況を如実に映し出していた。例えば、20 世紀初頭の詩人サン・
ドゥニ・ガルノー（Hector de Saint-Denys Garneau, 1912-1943）や 20 世紀ケベ
ックを代表する作家の一人アンヌ・エベール（Anne Hébert, 1916-2000）らは、
骨や鳥かごをモチーフにした独特の美学に秘められた荒々しさを昇華させ、
ケベック社会に蔓延する閉塞感や疎外感を鋭く糾弾する「不在の文学」と呼
ばれる作品を発表した。その他、幾多の歩みを経ながらも、「フランス系カ
ナダ文学」とはすなわち、絶対的なマイノリティとしてのフランス系の脆弱
性や危うさを背景にした「生き残り」への模索を表わす文学であったと言え
るだろう。
3．ケベック文学の誕生
このような「フランス系カナダ文学」に転機が訪れるのは、20 世紀後半の
1960 年代、ケベック社会に近代化をもたらすことになった「静かな革命」と
呼ばれる行政改革と付随する一連の革新的な動きにあった。それまでフラン
ス系の人々は、ケベック州内では数の上ではマジョリティでありながら、マ
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イノリティである英語系の住民に政治的に支配されてきたが、徐々に自信を
つけ始めフランス系としてのアイデンティティを強く主張し始める。こうし
てケベックは、閉鎖的な「生き残り」を目指すナショナリズムから、フラン
ス系文化の積極的な開花を目指すナショナリズムへと変貌を遂げることにな
り、「フランス系カナダ文学」は、被植民地的な名称を脱ぎ捨て「ケベック
文学」へと脱皮した。当時、L’Hexagone, Parti pris, Liberté といった、今日ま
で引き継がれケベック文学の根幹を作った雑誌が次々に創刊された。1965 年
に「ケベック文学」という名称が初めて使われたのも、ケベックの国民的な
詩人ガストン・ミロン（Gaston Miron, 1928-1996）らによって牽引された雑
誌 Parti pris の誌上においてであった。そこで作家や詩人たちは先頭に立って
沸騰するナショナリズムを担い、「ケベック文学」は力強く新たなフランス
系のアイデンティティの構築を目指した。70 年代、カナダからの分離独立も
辞さない強硬な政治的ナショナリズムとも連動し、この時代の「ケベック文
学」は、まさに言語、ナシオンとの一体化を具現する活力をもった媒体であ
ったと言えるだろう。
マイノリティとしてひたすら疎外と抑圧を耐え忍んだ「フランス系カナダ
文学」とは異なり、「ケベック文学」は、joual と呼ばれるケベックなまりの
あるフランス語を積極的に使った作品や、ジャック・プーラン（Jacques
Poulin）の『フォルク・ワーゲンブルー』
（Volkswagen Bleus, 1984）に見られ
るように、アメリカ性と結びついた独自の内面性を追求した作品など、フラ
ンスや英語圏カナダとの差異を明確に打ち出し、独自のアイデンティティを
打ち建てようと模索していった。
4．ケベック社会の多民族化と「移動文学」l’écriture migrante の台頭 2
1980 年代、ケベック社会と文学に大きな転機が訪れる。1980 年分離独立の
可否を問う州民投票の否決を機に、対オタワを意識する外向きであったケベ
ックが、内向きとなり社会の多元化を強く意識するようになる。すでに 1960
年代から、移民法の改正により多様な出自の移民が入り込みケベック社会の
多民族化は進んでいた。
1980 年代以降、仏語表現によって活発に創作活動を行うようになった移民
作家の文学は、移民文学ならぬ「移動文学」と呼ばれて 1 つの潮流をなし、
ケベック社会の多元化の象徴として注目される。「移動文学」の台頭はトラ
ンスカルチュラリズム（Transculturalisme）の興隆と深く結びついている。
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1980 年代、仏系、英系、そして英仏以外の言語を母語とするアロフォンと呼
ばれるマイノリティが共存するモントリオールの言語的三極構造を背景に、
知識人らによってトランスカルチュラリズムが提唱される。トランスカルチ
ュラリズムは複数の文化を横断する途上でのラディカルな文化変容の可能性
を問いかけ、1983 年にフルヴィオ・カッチャ（Fulvio Cacca）らを中心に創
刊された雑誌『ヴィス・ヴェルサ』Vice Versa は、三言語を使用し、モント
リオールで浸透しつつあるトランスカルチュラルな状況を活性化し、流通さ
せることを目的としていた。『ヴィス・ヴェルサ』はまた、移動文学の作家
たちが表現活動を行う主要な舞台となった。
「移動文学」l’écriture migrante という語は、1986 年『ヴィス・ヴェルサ』
の誌上で、ハイチ系の詩人ブルエ＝オリオル（Robert Berrouet-Oriol）によっ
て初めて用いられる。その後この概念は反響を呼び、様々な作家、批評家た
ちによって支持され言及され、「移民文学」とは一線を画する新しいインパ
クトをもった語として定着していく。詩人で批評家であるピエール・ヌヴー
（Pierre Nepveu）は「移動文学」について次のように述べている。
「移動文学」は、移動と流浪の体験が引き起こすさまざまな経験かつ心理的な
動きそのものに固執する。「移民」という語は社会的文化的な意味合いを持つ
語として規定されるが、「移動」は何よりも文学の根底にある美学的な実践そ
のものを指し示す。（P. Nepveu, 1988, pp.233-234）

またユダヤ系の作家であるレジーヌ・ロバン（Régine Robin）は、「移動文
学」とは雑種的で、あらゆる既存の枠組みを解体しその向こうに開かれた想
像力の地平を構築しようとするエクリチュールであると述べた。「移動文学」
の作家としては、ユダヤ系のレジーヌ・ロバン、イタリア系のマルコ・ミコ
ーネ（Marco Micone）、ハイチ系のエミール・オリヴィエ（Emile Ollivier）、
ダニー・ラフェリエール（Dany Laferrière）、中国系のイン・チェン（Ying
Chen）, 日系のアキ・シマザキ（Aki Shimazaki）（大会の招聘者

韓国系 Ook

Chung も）らを挙げることができるだろう。一方、ケベックにおける移民作
家を網羅した事典（Dictionnaire des écrivains émigrés au Québec 1800-1999,
Daniel Chartier, Nota bene, 2003）を編纂したダニエル・シャルティエは次の
ように述べている。
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20 世紀のケベック文学を特徴づける重要な出来事の 1 つは、1980 年代に 1 つの
無視できない動向になった「移動文学」の台頭である。[…] 移民の文学状況を
他国と比較して、とりわけケベックにおいて魅力的であると思われるのは、
一連の移民作家たちによって作られた文学は急速に発展して、1 つのジャンル
として批評家たちの注目を浴びるところとなり、ケベック文学そのものに大
きな影響を及ぼす一大潮流となったことである。他国においては、例えばフ
ランスでは、移民作家の文学はあくまでフランス文学全体の中に吸収されて
しまっているし、ベルギーでは周縁的な位置に追いやられており、どちらか
と言えば移民であるという立場は隠蔽されるか無視される傾向にあると言え
よう。[…]」（D. Chartier、2003, p.5）

さらにケベックにおいて「移動文学」が大きな影響力を持つに至った背景
には、ケベックに固有の状況、すなわちケベック文学と「移動文学」との間
に存在する親和的な感性と想像力にあると考えられる。例えば「ケベック的
想像力は、60 年代からすでに幅広く流浪の感覚に刻印されていた。そしてそ
のことによって、開かれた複数性を帯びたコスモポリタンな想像力の土壌が
醸成されていた」（P. Nepveu, 1988, pp.200-201）とあるように、ネリガン、
ガルノー、ミロンなどの 20 世紀を代表する詩人たちは、抑圧と疎外に苦しめ
られたケベコワの内的流浪を謳っており、80 年代に「移動文学」がケベック
文学に登場したとき、そこで取り上げられた、孤独、疎外感、流浪、アイデ
ンティティの不安定感などは、すでにケベック的な想像力に十分親和し強い
共感を持って受けとめられたと考えられる。
「移動文学」の台頭は、一方で大きな反発も引き起こした。1996 年、作家
のモニック・ラリュ（Monique LaRue）が行った講演『測量士と航海者』を
めぐるいわゆるラリュ論争は、当時くすぶっていた移民作家たちへの疑義と
反発をあぶり出し、「ケベック文学」とは何か、今日、果たして「国民文学」
は存在するのかといった問題を鋭く問い直す契機となった 3。また注目され
ることとして、「移動文学」はケベックでは高校などの教科書に採用され、
主に教育を通して制度のなかに早々と取り込まれ若い世代に影響力を及ぼし
た 4。
5．「ケベック文学」の変容：排他的から包摂的国民文学へ
21 世紀に入り、新たな『ケベック文学史』（Histoire de la littérature
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québécoise, M. Biron, F. Dumont, E. Nardout-Lafarge, Boréal, 2007）が編まれた
が、多元化したケベックを反映し、それまでの文学史やアンソロジーとは異
なったいくつかの注目すべき特徴が見られる。
その 1 つは、例えばモントリオール出身の著名な英語系作家モルディガ
イ・リッチラー（Mordecai Richlar, 1931-2001）やレオーナード・コーエン
（Leonard Cohen, 1934-）など、ケベックの英語圏の作家にも頁をさいて1 章が
設けられ、詳しく解説がほどこされていることである。リッチラーは諧謔と
風刺に満ちた独特の文体で知られ、カナダのみならず広く英語圏全般で著名
な作家であるが、とりわけ政治的な問題をめぐり、フランス系のケベコワに
対してしばしば毒舌と言えるくらいの辛辣な批判を投げかけた。しかしリッ
チラーが愛着を込めて描いたモントリオールの情景は、翻訳を通してフラン
ス系の人々にも広く受容され、英語系、フランス語系を問わずモントリオー
ルを描いた最も優れた文学作品として高く評価されている。このようにこの
文学史では、モントリオールの多元性を象徴するものの 1 つとして翻訳文学
の重要性が大きくクローズアップされており、フランス語に翻訳されたアン
グロ・ケベコワの作品もケベック文学の一翼を担っているとみなされてい
る。一方、ケベックでナショナリズムが沸騰し「フランス系カナダ文学」か
ら「ケベック文学」へと脱皮した時代、ケベックは、カナダの他のフランス
語圏地域に対する覇権的なポジションや無関心においてしばしば批判を受け
ることもあった。しかしこの文学史では、カナダの他のフランス語圏の地域
であるアカディア、フランコ・マニトバ、フランコ・オンタリオの文学につ
いても頁がさかれ、ケベックと隣接し相互的影響を与え合う文学として紹介
されていることは注目に値する。
このように新版文学史では、ケベック文学は、70 年代までのナショナリズ
ムによる、民族的なフランス系のアイデンティティのみを主張する排他的な
「国民文学」から、多元性を反映した包摂的な「国民文学」へと大きく変容
を遂げていると言えるだろう。
6．グローバル化の指標としての「移動文学」の波及
さらに注目されることとして、ケベックで発祥した「移動文学」は世界的
に注目され、欧州にも波及している。それを象徴する画期的な出来事として、
フランスにおいて初めて本格的に、フランスに移住したいわゆる移民作家に
ついての事典『フランス移動文学作家事典 1981-2011』（U.Mathis-Moser et
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B.Mertz-Baumgartner, Passages et ancrages en France, Dictionnaire des écrivains
migrants de langue française (1981-2011), Honoré Champion, 2012）が編纂され
出版された。 この事典では、タイトルにあるように、ケベックで発祥した
「移動文学」の概念をキー・コンセプトとして編纂され、序文にもケベック
での「移動文学」発祥の経緯が詳しく解説されている。このように「移動文
学」は普遍性を獲得し、文学における 1 つのジャンルとなり、ケベックのみ
ならず、グローバル化がすすむ現代社会を照らす 1 つの指標ともなりえてい
る。興味深いことに、この事典を監修したのはドイツ語圏であるオーストリ
ア出身の 2 人の仏語圏文学の専門家である。取り上げられた 300 人余りの作
家の基準と項目の選定など、主要な編纂に携わったのはフランス人を中心と
する 7 名の研究者で、実際の各項目の執筆にあたったのは 50 以上の国と地域
にまたがる 150 名もの研究者である。すなわちフランスの移民作家を扱うこ
の事典は、極めてグローバルな視点から編纂、執筆されていると言えるだろ
う。ここで「移動文学」の概念は、ケベックとはまた異なる多様で複雑なフ
ランスの移民状況に適応し、新たな側面や可能性を獲得していると思われる 5。
一方「移動文学」は、パリ・ソルボンヌ大学のフランス語圏文学の授業で
も取り上げられている。「移動文学」が単なる一地方の周縁的な事象から脱
皮して、フランス語圏全般に影響力をもちうる現象として解説されているこ
とは注目に値する。
7．結語にかえて
これまでの考察から、ケベックにおいて、フランス語は北米における絶対
的なマイノリティの言語としての脆弱性を乗り越え、今日、マイノリティを
束ねる言語であり統合のシンボルとして活力を保持していると言えるだろ
う。またそれとともに、ケベック文学も独自性を獲得し、創造性に富む文学
として花開いている 6。とりわけ注目されることは、ケベック文学が幾多の
変遷を経て、多元性を包摂する文学に生まれ変わろうとしていることである。
しかしその際、「国民文学」すなわちナショナルなアイデンティティを模索
する動向がもはや完全に消滅し、多元的で雑種的な「移動文学」に移行した、
といったような二律背反的な解釈は当てはまらないと考えられる。グローバ
ル化が進捗しても、決してナショナルなアイデンティティを模索する動きは
なくならないであろう（B. アンダーソン）という予言のように、ケベックの
文学は、インターカルチュラリズムの推進に象徴される、新たなコスモポリ
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タンな社会の構築を担わされていると言えるだろう。
またケベックで発祥した「移動文学」は一定の役割を果たし、もはや 80 年
代ほどの勢いはないが、一方でそれは、周縁から発祥して中心（パリ）にも
波及しフランス語圏全般に影響力をもつに至っている。このことは、「移動
文学」の先駆性を示すとともに、グローバル化のなかで中心と周縁の境界が
曖昧になり大きく揺らぎ始めているフランス語圏全般の変容を象徴的に表し
ていると言えるだろう。
（さなだ

けいこ

阪南大学教授）

注
1

ケベックでは、以下に述べるように、70 年代の伝統的なフランス系による

「民族的」なナショナリズムの高揚を経て、80 年代には社会の多民族化が顕著
となり、現代ではインターカルチュラリズムに代表される、多様な出自からな
る人々との共存に基づくナシオンの構築が目指されている。その意味で、ナシ
オンを「民族」よりは「国民」と訳すことが妥当だと判断した。
2

ケベックにおける「移動文学」については、拙著『トランスカルチュラリズ
ムと移動文学─多元社会ケベックと移民と文学』（彩流社、2006）Ⅷ章におい
て詳しく論じた。ここでの報告の内容（4 章）は、拙著の一部と重複があるこ
とをお断りしておく。

3

いわゆるラリュ論争については、拙著（真田、2006）Ⅶ章「多元社会ケベッ
クと国民文学論の陥穽―ラリュ論争から見えてくるもの」を参照。

4

90 年代に相次いで出版されたケベックの中高等学校向けの教科書で、すでに

「 移 動 文 学 」 l’écriture migrante は 大 き く 取 り 上 げ ら れ 紹 介 さ れ て い る 。
Anthologie de la littérature québécoise, (M.Laurin, CEC, 1996), Littérature québécoise,
Des origines à nos jours, Textes et méthode, (R.Chamberland et d’autres, HMH, 1996)
等を参照。
5

欧州への「移動文学」の波及については、拙論「ケベックの〈移動文学〉の
浸透と波及―『フランス移動文学作家事典 1981 − 2011』の刊行をめぐって」

（『阪南論集』49 巻 2 号、2014 年 3 月）において詳しく検証した。
6

ケベックは、北米の圧倒的な英語圏の只中の絶対的な言語的文化的マイノリ
ティとしての状況にありながら、今日、フランス語圏として、独自の文化的ア
イデンティティを獲得し活路を切り開いているかに見える。一方、欧州におい
てフランス語は覇権的言語としての地位にあるが、その影響下に入るベルギー
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のフランス語圏は、大国フランスに隣接し、かえって文化的アイデンティティ
の差異化と構築に苦慮しているかに見える。こうした構図は、他の発表やコメ
ントにおいても言及されたが、アメリカに隣接するカナダ英語圏の状況と呼応
しているといえるだろう。
参考文献
Biron, Michel et d’autres, (2007) Histoire de la littérature québécoise, Montréal, Boréal
Berrouet-Oriol, Robert, (1987) « L’effet d’exil », Vice Versa, no.17, Dec.1986-Jan.
Chartier, Daniel, (2003) Dictionnaire des écrivains émigrés au Québec 1800-1999,
Montréal, Éditions Nota bene
Chartier, Daniel et d’autres, (2004) Littérature, Immigration et imaginaire au Québec et en
Amérique du Nord, Paris, L’Harmattan
Combe, Dominique, (2010) Les littératures francophones, Questions, débats, polémiques,
Paris, PUF
Crémazie, Octave, (2006) Poèmes et Proses, Montréal, Bibliothèque Québécoise
Laurin, Michel, (1996) Anthologie de la littérature québécoise, Montréal, Éditions CEC
Leblanc, Monique et Collès, Luc, (2007) La littérature migrante dans l’espace francophone
– Belgique- France-Québec-Suisse, Belgique, Éditions E.M.E
Mathis-Moser,Ursula et Mertz-Baumgartner,Brigit, (2012) PASSAGES ET ANCRAGES EN
FRANCE, Dictionnaire des écrivains migrants de langue française 1981-2011, Paris,
Éditions Honoré Champion
Nepveu, Pierre, (1988) L’écologie du réel, Montréal, Boréal
Weinmann, Heinz et Chamberland, Roger dir., (1996) Littérature québécoise, Des origines
à nos jours, Textes et méthode, Montréal, Éditions HMH
アンダーソン、ベネディクト、白石さや・白石隆訳、(1997) 『増補

創造の共同

体−ナショナリズムの起源と流行』
、NTT出版
真田桂子、(2006)

『トランスカルチュラリズムと移動文学−多元社会ケベックの

移民と文学』、彩流社
──── (2014)

「ケベックの〈移動文学〉の浸透と波及―『フランス移動文学作

家事典1981 − 2011』の刊行をめぐって」、『阪南論集』人文科学編 49 巻 2 号
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コメント 1
丹 羽
卓
NIWA Takashi
ワークショップでの発表のうち、特に荒木隆人氏と石部尚登氏のものにコ
メントを加えたので、それについての発表者とのやり取り、およびフロアと
の質疑応答について報告する。
荒木隆人氏の発表について
1982 年憲法はカナダ首相ピエール・トルドーの個人主義的自由主義の反映
であり、それに対してケベック州首相ルネ・レヴェックが集団権を前面に立
てて対峙したという図式的理解はかなり一般的であり、現在でも英語系カナ
ダ対ケベックの対立を論じる際によく登場する。特に、チャールズ・テイラ
ーが 1980 年代後半に展開した「手続き主義的リベラリズムの英語系カナダ」
対「共同体主義的ケベック」という対立図式の影響力は非常に大きく、現在
でもケベックの政治学議論の前提に置かれることが多い。そうした研究の文
脈において、1982 年憲法制定時のケベック州首相ルネ・レヴェックの言説を
分析した結果、トルドーとの相違が言われているほど大きくはないとの荒木
氏の指摘は非常に興味深い。
ただし、言語権に論点を絞ると、少し注意が必要になる。よく言われるよ
うに、1977 年のフランス語憲章はケベコワの言語権を保障し、1982 年憲法は
個人の言語権を優先させた。実はここで用いられている「言語権」という語
の意味内容は全く違うのである。前者が「ケベックという領域内でのマジョ
リティ言語（つまりフランス語）が次世代以降も生き延びる権利」を意味す
るのに対して、後者が「カナダにおいて公用語のひとつ（つまりフランス語）
を使用する権利」を意味しているからである。この相違をテイラーが明確に
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指摘したことはやはり重要である。コメンテーターとしてこの様に指摘し
た。
これに対して、荒木氏の返答は「テイラーの指摘した言語権に関する主
張＝ケベック州民が将来に渡っても言語を発展させていく権利も、本報告で
のレヴェックの権利に関する理解に照らせば、ケベック市民個々人が絶えず
議論して決めていくべきものであるように考える。」というものであった。
この荒木氏の返答に対して、レヴェックはフランス語の維持についてまで市
民の討議の対象とするつもりがあったのだろうかという疑問を呈したかった
が、時間の制約でかなわなかったので、ここで次の問題を提起しておきたい。
「そもそもフランス語のみで討議される議会において、フランス語の維持の
廃止が議論の対象になり得るのだろうか？」
荒木氏の発表について、もうひとりのコメンテーターの岩本和子氏からは、
ネイションの定義と言語の関わりについての質問があり、それに対して、荒
木氏からは「言語はもちろん中心的構成要素であるが、歴史や政治的価値と
いった要素も重要な構成要素になっていると思う」との回答があった。さら
に、フロアから、京都産業大学の正躰朝香氏が「本報告におけるマルチナシ
ョナル連邦制の正当化と権利の概念はどのように関わるのか？」と問われた。
それに対する荒木氏の回答は「ケベック社会の言語権の主張を集団的権利と
だけとらえるのではなく、個人的権利と集団的権利の相互発展という形でと
らえることで、ケベック社会は特殊であると考える英語系カナダ人の危惧を
振り払うことにつながり、マルチナショナル連邦制の構築の可能性に貢献す
ると考える。」というものだった。
石部尚登氏の発表について
石部氏は複雑なベルギーの言語事情を手際よくまとめておられ、その中で
フラーンデレンの言語政策にケベックの言語政策の強い影響があったと指摘
された。荒木氏の発表では、ケベックの言語権の理念の確立過程でベルギー
の事情が参照されたことへの言及があった。両者が相互に影響を与えたとい
う事実が認識されたのも、このワークショップならではのことであろう。ま
ずこの点が非常に興味深かった。
私からは 2 点の質問をした。第１は、複言語主義に立つEU という超国家を
持つベルギーという国家内のフラーンデレンに対して、均質な二公用語政策
を全カナダに一律に適用しようとするカナダという国家の中でフランス単一
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主義を掲げるケベック――両者の置かれた状況は大きく異なっており、当然
言語政策の違いを生むが、それはどの点であるのかというものだった。第 2
は、ケベックではフランス語とはパリのフランス語なのかケベックのフラン
ス語なのかという議論が絶えないが、ベルギーではどうなのかということだ
った。時間の都合で第 2 の質問にしか回答はなかったが、それはベルギーで
も事情は同じである、というものであった。
第 1 の質問は実際、簡単に回答できるようなものではなく、むしろ今後両
者を比較検討する研究が行われるのが求められる。そして両者とは言語状況
が全く異なる日本からそれを行うのは、実りある成果を生むのではないだろ
うか。
発表と直接関連しないが、ロミオがフランス語そしてジュリエットがオラ
ンダ語を話す劇『ロミオとジュリエット』がリエージュで上演されるという
ケベックの新聞 Le Devoir の記事（2013 年 9 月 25 日）を紹介したところ、ベ
ルギー研究者の方々に予想以上の驚きがあったのも興味深かった。2012 年に
は蜷川幸雄がギリシャ悲劇『トロイアの女たち』を 3 ヶ国語（日本語、ヘブ
ライ語、アラビア語）を用いて東京とテルアビブで上演した。ベルギーやケ
ベックのような所のみならず、多言語使用が演劇現代の一つの潮流であるな
ら、多言語という観点からの演劇（あるいは文学）研究も非常に興味深い課
題となりそうである。
（にわ

たかし

金城学院大学教授）
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コメント 2
岩 本 和 子
IWAMOTO Kazuko
ベルギーのフランス語文学を研究している立場からコメントと質問をした
い。9 月に初めてケベック（モンレアル）を訪れ、わずか 10 日間の滞在でも
ベルギーとの違いがいろいろ見えてきて、新鮮な驚きを覚えた。英語の影響
の強いフランス語、フランス語話者の控えめな姿勢、移民の多さ（特にアジ
ア系）などが印象に残っている。
文学について
石部氏の言語政策の比較と重なるが、文学でも、ケベックはベルギーのフ
ランス語文学ではなくオランダ語文学の状況と重なると思われる。ベルギー
のオランダ語文学では「フラーンデレン文学」という枠付けで、フランス語
という大言語による文学に対してのアイデンティティの明確化が行われてい
るのである。一方、フランス語文学についてはワロニー文学などという名称
はなく、ベルギーのフランス語文学として、その独自性は現在では益々特定
しにくくなっている。
三田氏の発表にもあったように、19 世紀末ベルギー象徴派は言語でなく国
家（nation）の違いを民族の違いと重ねて独自性を打ち出したが、それはお
そらくカナダの英語圏のアメリカに対する差異化と重なり、歴史的にもその
「ナショナリズム」は現在同じように弱まっているのではないだろうか？
（質問 1）
現在の文学傾向
ケベックにおいては、集合的アイデンティティ（identitié collective）とし
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て確固たる「ケベック」文学が確立され、求心性を持っている。パリ中心の
フランス語圏文学の周縁ではもはやなく、印象としても、モンレアルを中心
とした 1 つの世界を形成している。作家たちは「ケベック文学」の中に位置
づけられ、1980年代以降とくに目覚ましい移動文学も含まれるようになった。
ベルギーのフランス語文学はそれに対して、パリを中心と考え意識した、
周縁性を持ち続けている。というより、作家たちは単に「フランス語圏作家」
として境界を越えて活動している。また作品のテーマそのものが、中心の不
在、無化であり、逃げる、出発する、追放（exil）、といったものが多い。登
場人物であるベルギー人自身が外へ出て行くのである。例えば現代作家で最
も人気のある 2 人、ジャン＝フィリップ・トゥーサン、アメリー・ノートン
にもそれが感じられる。彼らはベルギー人というアイデンティティを利用し
も否定もしない。主人公は常に外へと向かう。また特に日本がその「外部」
として使われることも 1 つの傾向である。
出版市場の問題
ケベックでは、まずケベックの出版社から本を出し、読者もケベック人で、
「フランス文学」はあまり読まない。「ケベック文学」だけで十分市場が満た
され、出版会も成り立っていて、ここだけで完結した閉ざされた世界だと感
じた。モンレアル大学の先生もそう言われたが、この点はどうか？（質問2）
ベルギーではパリの出版社から出版しない限り、フランス語圏の大市場に
出て行けず、ベルギー内だけでは文学活動はなりたたない。フランスの文学
賞にも多くのベルギー人が進出している。
「フランス文学」との融合には、こ
こにも原因があるだろう。そもそも地理的な広さもケベックとは全く違う。
移民文学について
ケベックではこのジャンルに勢いがある。そもそもケベック人の祖先はフ
ランス人の移民でもある。そこに他のヨーロッパ人、アフリカ系なども入っ
てきたのであり、近年はアジア系も多い。ただ移民文学は 80 年代ほどの勢い
がなくなっているというが、それはなぜだろうか？
ベルギーへの移民としては、イタリア人（労働力として）、イスラム系が
多い。アジア人は目立たない。
また「移民文学」を語るとき、その特徴はフランスのそれと全く同じにな
ってしまい、一緒に語られることが多い（cf. Monique Lebrun & Luc Collès:
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Littérature migrante dans l’espace francophonie）。19 世紀末の植民地文学もフラ
ンスのそれとの一体化という意味では同様であった。
「ナショナリズム」概念について
真田氏は多様な意味のある「ナシオン」の定義をとりあえずケベックの民
族文学ではなく「国民文学」と規定している。それはなぜか？（質問 3）
荒木氏の場合、「複数の国内ネーション」とは何を意味するのか少し曖昧に
思われた。

マルチナショナル連邦制とは、言語的多元国家のことだろう

か？ 民族ではなく、実際には言語が「ネーション」の単位となっているよう
に思われる。そうでなくては移民の多様性を回収できないということもある。
三田氏はコンシャンスの例で「ナショナリティー」とは「国民性」でなく
「民族性」だと言うが、これは「言語」のことだろうか（ちなみにコンシャ
ンスの父はフランス人、ナポレオン軍の将校だった）？
ケベック、フラーンデレン人の「ナショナリズム」とはそれぞれどのよう
な意味で使われているのだろうか？（質問 4）
以下、質問に対するいくつかの回答を示しておく。
1）三田：「ケベック文学」を「フラーンデレン文学」と重ねることはでき
るだろうが、ただフランス語圏にのみ注目して比べれば、独自の文学、アイ
デンティティの確立という意味では、ケベックの現在の文学は１世紀ほど遅
れて、ベルギーのフランス語文学が 19 世紀末の象徴主義を中心として独自性
を確立したのと同じ状況にあると言える。
2）真田：確かにケベック文学の出版会は、それ自体で成り立っているとこ
ろがある。それにはまた出版補助金が潤沢だという現状もあるだろう。その
事実はケベック文学の活況に貢献しているだろう。
3）真田：ケベックでは、土着のフランス系を中心とする民族的なナショナ
リズムを脱して、多様な出身からなる移民を含みこんだナシオンの構築が目
指されている。そのような意味で、ケベックでは「民族文学」より「国民文
学」と呼ぶ方がふさわしいと思われた。
4）三田：言語の問題は大きく、コンシャンスは独立直後のフランス語を公
用語としたベルギーにおいて、すでにあえて母の言語オランダ語で執筆する
ことで、フラーンデレンの民族性を明示した。
（いわもとかずこ
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【書評】

小畑精和著

『カナダ文化万華鏡――『赤毛のアン』からシルク・ド
ゥ・ソレイユへ』明治大学出版会、2013 年
OBATA Yoshikazu, Le kaléidoscope culturel canadien,
Meiji University Press, 2013.
立 花 英 裕
TACHIBANA Hidehiro

「万華鏡」というだけあって、あらゆるものが詰め込まれていて、小畑氏
の教養の深さ、関心の広がりの規模に驚く。副題には「『赤毛のアン』から
シルク・ドゥ・ソレイユへ」とあるが、たしかに、本書には、文学から映画、
舞台芸術、アニメまで、著者のカナダに対する理解の深さを示す知識・体験
が詰め込まれている。モントリオールの街、各地の特質、歴史、シャンソン、
エンターテイメント、嗜好品と、縦横無尽に語られ、まさに万華鏡なのであ
る。更には、カナダとアメリカ合衆国の比較論、カナダ内の英系と仏系の比
較論などが様々な角度から展開されていて、単純なカナダ文化論の枠にはと
ても納まり切らない。
本書の中核にあるのはカナダ文学論である。著者の『ケベック文学研究』
（2003 年）は、当時日本ではよく知られていなかったケベックの文学作品を
個別に、その粗筋も含めて紹介し、ケベック文学の全体像をはじめて論じた
大作であった。本書においても、個々の作品を丁寧に紹介するという基本的
なスタイルは受け継がれているが、フランス語系の作品だけでなく、英語系
の作品も積極的に取り上げられている。『赤毛のアン』や映画『タイタニッ
ク』のように、日本でよく知られている作品も俎上に載せられている。
しかし、本書は個々の作品論に留まるものではないし、個別作品の文学史
的位置づけでもない。著者は、まず映画『タイタニック』の中から、カナダ
的なサバイバル思想を取り出した上で、イギリス系のサバイバル小説『赤毛
のアン』とフランス系の『マリア・シャプドレーヌ』の相違点と共通点を浮
き彫りにすることによって、総体的なカナダ文化論への道を切り拓く。とは
いえ、永遠不滅のカナダ文化があるということではなく、むしろ逆に文化の
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捉えがたさ、あるいは、移民文学の検討などを通して異なる文化相互の交流
や変化が引き起こす問題へと次第に視点をずらしていく。
「あとがき」によれば、本書は大学で長年行ってきた講義の蓄積が基礎に
なっているとのことだが、「です・ます」調の文体で、学生への配慮を感じ
させるような読みやすく、分かりやすい文体が貫かれている。しかし、その
背後にはストラテジックな気配りが見え隠れもする。
少し話が横道に逸れてしまうが、最近、必要があってフランスの詩人ル
イ・アラゴン Louis Aragon の『国民詩日記 Journal d’une poésie nationale』と
いうのを読んだ。当時の詩壇に君臨していたアラゴンは、フランスの伝統に
立ち帰って定型押韻詩を書くべきだと説いているが、この「国民詩論」
（1954 年前後）はフランコフォニーの詩人たちにも大きな反響を呼び起こし
た。それはともかくとして、ここで急にアラゴンを持ち出したのは、亡くな
ったエリュアール Paul Éluard に思いを馳せているからである。エリュアー
ルは、1952 年に狭心症のために 57 歳で亡くなっている。アラゴンは、エリ
ュアールが最期の数週間、なにを考えていたのだろうかと執拗に自問してい
るのである。さて、本書も著者が亡くなる少し前に出版された本であり、ア
ラゴンとは立場が全く異なるが、私にとっても、小畑氏は何を考えていたの
だろうという思いなしに読むのは難しい。本書は、評論ないし研究書なのだ
から、もっと客観的に読むべきなのかもしれない。しかし、著者自身も「あ
とがき」の中で、本書が彼の闘病生活と深いつながりがあることを強調して
いる。著者は、読者に何かを訴えているのである。
そうした目線で本書を辿っていくと、すぐに引っかかってくる語が幾つか
ある。「現実」、「好奇心」、「力」、さらには「苦しむ力」といった語群だ。
「現実」はよく使われる言葉であり、「現実と向き合う」といわれてもあまり
に平凡で、うっかりすると、学生が受け入れやすいことを言っているだけに
聞こえないでもない。しかし、著者は、一見手垢のついているように見える
言葉を用いながら、型に嵌まらない思考に読者を誘っていくストラテジーに
苦心を払っている。
本書に様々な視点からの比較論が展開されていることは既に述べたが、そ
の出発点に、マーガレット・アトウッドによるカナダ的サバイバルの類型論
が置かれている。それによれば、サバイバルは、①「犠牲者であることを否
定する」態度、②「犠牲者であることは認めるが、それを運命のせいにする」
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態度、③「犠牲者であることを認めるが、その役割を演じることを拒否する」
態度、④「創造的な非犠牲者」の態度と、4 つに大別される。このアトウッ
ドの類型論を参照しつつ、各作品の登場人物たちが「現実」にどのように立
ち向かっているかが検討されるのである。
たとえば、ルイ・エモン『マリア・シャプドレーヌ』では、ロレンゾと一
緒にアメリカ合衆国に行くかどうか迷ったマリアは、最終的に開拓地に留ま
る決意をする。これは、①の「犠牲者であることを否定する」態度である。
主人公は、「近代化から取り残されている犠牲者である」（115 頁）ことを否
定している。伝統文化は現実から目を背けて閉じこもるための殻のようなも
のになる。
このような、見えているようでいて見えにくい「現実」論で特に興味深い
のは、ガブリエル・ロワ『束の間の幸福』のフロランチーヌ・ラカスとジャ
ン・レベックである。戦時中、貧しい家庭の娘フロランチーヌはジャンとの
束の間の恋にうっとりとして、フランス系住民が置かれた立場に目をむける
広い視野をもてない。他方、ジャンは、一時フロランチーヌに惹かれるが、
すぐに自分と生活を共有できない女であると見抜き、彼女を捨てて、貨幣経
済が支配する世界に飛び込んでいく。小畑氏は、ガブリエル・ロワの冷酷と
いってもいい、厳しい眼差しを読み取っており、「キッチュを照射する視点」
がジャンを通して作品内に設定されていることを指摘する。フロランチーヌ
は、口紅を塗りたくり、滑稽なほど現実が見えていない、キッチュな女なの
である。しかし、出世主義のジャンにも限界がある。
ここで、著者が導入してくる概念が「好奇心」である。ジャンの限界は差
別意識として現れており、価値観を異にする者に目を向ける「好奇心」が欠
．．
けているのである。ジャンも①のタイプだが、出世主義を越えたより客観的
な視点にまで突き抜けて世界を見ることはできない。小畑氏によれば、独善
的な自足意識から抜け出るためには「好奇心」が必要なのである。「好奇心」
は、ミシェル・フーコーの「知への意志」を言い換えた言葉のようで、偽の
現実を見抜くために不可欠な「力」である。「好奇心」は単なる知性ではな
く、1 つの「力」なのであり、どうも生命という概念にリンクしているよう
である。
深読みかもしれないが、「好奇心」「力」「生命」は、隠れた分節を形成し
ていて、生命論の次元を本書内部に開いている。特にフレデリック・バック
論、『アガグック物語』論、ネゴヴァン・ラジック『モグラ男』論などは、
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立派な生命論である。フレデリック・バックの章には「力」が繰り返し用い
られる一節がある─「現代文明に浸っているわれわれ〔は〕喜び悲しむ力、
苦しみ楽しむ力、そして何よりも考える力を見失っている」。「現実主義」と
は、時代の支配的な価値観に囚われていたり、日常に流されたりしているた
めに、生命「力」を喪失している状態のようである。小畑氏の言う「現実を
見る」とは、そうした喪失状態に気がつくことなのである。ここには、現代
生活が隠蔽している「生命」の再発見がある。
この生命論の、いわば最深部が『モグラ男』論である。たとえば、主人公
は、子供の頃、雨を眺め水溜まりの表面に無数の泡ができるのを眺めていた
ことを回想する。この水の運動は生命の律動であり、小畑氏は明言していな
いが、生命から発生する、根源的な意味作用を表しているにちがいない。水
滴の飛沫は、「幾世代にもわたる生と死の繰り返し」（325 頁）を語っている
のである。優れた文学の特徴は、意味の生成と解体の運動、つまり宇宙的な
視点へと読者を誘うところにある。
小畑氏は、「現実」とイメージやイデオロギーを取り違えないようにと、
読者に訴えている。たとえば、かつて日本で「らい予防法」が制定されたと
き、「らい患者の楽園を造る」（308 頁）と宣伝されたが、実際に出来上がっ
たものは、楽園からはほど遠い抑圧の施設だった。同じように、今日、「多
文化共生」論が語られるとき、それが「問題を隠蔽してしまう行政の側の便
利な道具」（377 頁）になってはいないか疑問を抱く視野を持たなければな
らない。そのような視野は、生命力に忠実な好奇心によって開かれると、究
極的には言っているように思えるのである。
それでは「真理」とはなんだろうか、ということになるが、小畑氏はその
ような絶対的なものはないとも断言している。それでは、なぜ人は考えたり、
書いたりするのだろうか、という疑問が次に出てくる。それに対する回答は、
ジャック・ゴトブー『やあ、ガラルノー』論に読み取れるようだ。表現とは、
「現実と書く人との関わり」（275 頁）なのである。「現実」を実体的に想定
するのは誤りで、「現実と自分との関係をどう表現していくのかが重要なの
である」。
小畑氏の考察は、文学や人文科学の意義を問うているようでもある。たと
えば、少し突飛だが、犬の寸法や体重などの数値が提供されたからといって
（22 頁）、それが犬の客観的な真実と思ってはいけない。むしろ、数値的デ
ータはかえって「現実」を見えなくするために利用されることがある。この
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ような似非「科学」を見破る知性（好奇心）の形式を、小畑氏は、文学や人
文科学に求めているのではないだろうか。
最後になるが、「国境を越える文化―グローバル時代の『赤毛のアン』」は
優れた現代文化論である。『赤毛のアン』が日本でテレビアニメ化され、モ
．．．．．
．．．
ンゴメリが外見の可愛くない女の子として描いたアンが可愛い女の子に変身
させられたが、それがカナダでも人気が出て受け入れられたことを論じてい
る。そのようなトランスナショナルな文化現象に直面する現代において、
「カナダ文化」とは何なのだろうか。私たちは、ルイ・アラゴンが「国民詩」
を論じた時代からは遥かに遠いところまで来てしまったのである。
ところで、アトウッドの類型論における「犠牲者」を「病気」に置き換え
て読み直したら、どうなるだろうか。小畑氏のサバイバル思想は、あきらか
に③なのである。
（たちばな

ひでひろ

早稲田大学教授）

139

【書評】

竹中豊著

『ケベックとカナダ』彩流社、2014 年
TAKENAKA Yutaka, Le Québec et le Canada, Sairyu-sha, 2014.

丹 羽

卓

NIWA Takashi

ケベック研究には、2 つの大きなアプローチの方法がある。1 つはカナダ
を参照軸にするもの、もう 1 つはフランコフォニーを参照軸にするものであ
る。前者の場合、当然ながらカナダの中のケベックという観点から、両者の
共通点・相違点や両者間の緊張関係などが問題とされる。後者では、ケベッ
クのフランス語およびフランス語社会・文化とケベック外のそれとの関係が
関心の対象となる。言うまでもなく、その両方のアプローチがケベック研究
には重要な意味を持ち、両者が相互に影響を与えながら進められていくべき
であり、両者の出会いと交流の場として日本ケベック学会には大いに意味が
ある。
その日本ケベック学会の構成員を見渡してみると、2 つの流れのうちどち
らかにはっきり区別できるものではないだろうが、その研究者がどちらかに
軸足を置いているということはある程度見てとれる。そして、日本において
カナダを参照軸とする研究者の代表的存在が本書の著者である点に異論はな
いであろう。著者はその長い研究生活において、絶えずケベックをカナダか
ら、あるいはカナダをケベックから見続けてきたことは本書のタイトルがま
さしく示している通りである。そしてその愛情の向う所は少しだけケベック
の方が大きいのではないかということも、タイトルから推察できる。
著者には『カナダ

大いなる孤高の地』（彩流社、2000 年）という著作が

あり、それが 1980 年代〜 90 年代の研究をまとめたものであるとするなら、
本書は 2000 年以降の約 10 年間の研究の総括と言える。だが、それだけでは
ない。本書には、その研究生活のほとんどをケベック研究・カナダ研究とと
もに歩んだ著者の振り返りという内容の論考も含まれるからである。1978
年の日本カナダ学会の設立に携わり、そしてその 30 年後の日本ケベック学
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会の設立にも大きな働きをされ、両学会で副会長や理事などを長く務められ
たことだけでも、著者が日本のカナダ研究・ケベック研究の歴史の証言者に
相応しいことがわかる。長年地域研究に携わってきた著者が、地域研究とは
どのようなものだと考えて研究を行ってきたのか、そしてそれを次の世代に
どのように伝えようとしているのか。そんな観点から本書を読むのも有意義
なことだと思う。
それでは本書の内容を、コメントを加えながら見ていこう。本書は 4 部か
らなっており、各部が 3 〜 6 の章でできている。といっても、各章は約 10
年の間に学術雑誌や学会等のニュースレターなどに発表されたものであるた
め、有機的なつながりがあるわけではない。それゆえ 4 つの部へのまとめ方
に若干の無理があるとしても、それはいたしかたのないことであろう。
「カナダ／ケベック研究事始め」と題された第 1 部では今日のケベック研
究の基本的なテーマのうちの 2 つ、多様性（第 1 章「多文化共生を語る」）
とライシテ（第 2 章「ケベックにおける

開かれたライシテ 」）が取り上げ

られており、ケベックがそれらに関する実験場であるとの認識が示される。
第 3 章では、現在のカナダ研究が直面している課題が整理されている。第 1
部で特筆すべきは、第 1 章でケベックと日本の関係史に触れられている点で
ある。それによれば 20 世紀初頭の日本のカトリック修道会による 100 余り
の宗教団体のうちの 24 がケベックのもので、多数の司祭・修道女が派遣さ
れた。また、本書には触れられていないが、ケベックの修道会が設立した学
校も日本各地に少なからずある。この面でのケベックの人々の日本への貢献
はさらに深く追求されるべきであろう。各修道会や学校ではそれがまとめら
れているのかもしれないが、その総合的な学術研究が必要である。そしてそ
の研究の適任者は、歴史研究者であり、ケベックのカリタス修道会が設立し
たカリタス女子短期大学で長く教授職を務める本書の著者ではないだろう
か。
第 2 部「カナダとは？ケベックとは？」ではその歴史研究者としての著者
の顔が見られる。17 世紀後半から 18 世紀前半にかけてフランスからの植民
者が西進した経緯とそれに対するフランス王室の政策をめぐる議論が展開さ
れる第 1 章「ヌーヴェル・フランス史における西部進展」、カナダ文学の誕
生を語る第 2 章「カナダ――神話不在の文学的世界？」（探検文学に着目し
ているのが興味深い）、さらにケベックのカトリシスムを考えるためにその
起源である 17 世紀に遡り、「ケベックにおける『手紙文学』の始祖」とも呼
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べるほど膨大な手紙を残した修道女マリー・ド・レンカルナシオンについて
述べた第 3 章「ヌーヴェル・フランスとその歴史的遺産」。いずれもフラン
スの植民地時代を扱った論考で、ケベック研究の基礎的教養として知ってお
くべきことであろう。とかく現代ケベックに目が向きやすいケベック研究で
あるが、カナダのマルチカルチュラリズムに対抗して、なぜケベックがフラ
ンス系ケベック文化を統合の中核に据えるインターカルチュラリズムを主張
するのかという現代的問題の理解のためにも、知っておくべき事柄がわかり
やすく述べられている。首都オタワについてのエッセイ的な第 4 章を経て、
現代ケベックとカナダに関するふたつの論考が続く。第 5 章「アイデンティ
ティの 危機 か新しい 調和 か」と第 6 章「ケベックとカナダ」である。
ブシャール＝テイラー委員会の報告書を紹介した前者も、カナダ下院でのケ
ベコワ・ネイション決議成立の経緯とその意味を説明した後者も、事態が起
こって時を置かずに書かれた点に注目したい。詳細な分析や批判・検討そし
て評価には時間を要するものである。それはもちろん重要な研究であるが、
このふたつの論文の即時性もまた評価されて良い。扱っている問題がアクチ
ュアルであるだけに、それを紹介しその時点での検討を加えるということは
非常に重要だと考えるからである。
質量ともに本書の中核をなすと思われるのが第 3 部「表象から探る」であ
る。評者はここを最も興味深く読んだ。そこで扱われている領域について評
者が全く無知だというのも 1 つの理由であるが、地域研究を絵画および歴史
地図を通して行うという面白さが大きな理由である。まず第 1 章「アンリ・
ジュリアンの描いたカナダ」で、19 世紀末〜 20 世紀初頭に活躍したケベッ
ク市生まれの画家・イラストレーターであるアンリ・ジュリアンが取り上げ
られる。彼はケベックのみならずカナダ西部にも住み、描いた対象は広くカ
ナダに及び、カナダが西に向けて大きく拡大した時代を背景に彼の作品は描
かれている。この論考は美学的視点で作品を分析・批評するのではなく、む
しろそれを通して当時のケベックおよびカナダ社会を見、画家本人のみなら
ず当時の人々のものの見方、そして歴史観（彼は歴史画も描いている）を探
り出そうとしている。そして著者はこの画家を「ケベックを、カナダを、そ
して自己の精神的アイデンティティを、絵画を通して模索し続けた人物だっ
た」と結論付けている。
次の第 2 章「歴史像の

発明 」では、カナダの地図が歴史的にどのよう

に描かれたかを辿り、さらには地図に描かれた先住民や宣教師たちのイラス
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ト画を通して当時の人々の先住民像の変遷が描かれる。地図はカナダについ
てフランス人が抱いたイメージを表現するものとして読み解かれていくのだ
が、その「読解」がとても興味深い。さらには新大陸の動物、特に富の源泉
であるビーバーがフランス人によって描かれた様を見ることによって、18
世紀頃の彼らのフランス領北米へのイメージが、リアリズムではなく夢想と
誇張だったことを明らかにしている。そして「新世界は
はなく

発明

発見

されたので

されたのだった」というこの章の結びの言葉が印象深い。フ

ランス人は北米大陸の実態を描くのではなく、彼らのイメージに合わせてそ
れをつくりあげたということである。これはフランス人に限らず西欧人が西
欧外の世界に対して抱くオリエンタリズムの 1 つの表れと言って良いのかも
しれない（これは評者の印象であって、著者がそう断じているわけではな
い）。
第 3 章「絵画とアイデンティティ」は、19 世紀ケベックの画家ジョセ
フ・レガレに焦点をあてて、ケベックのアイデンティティがどのように再構
築されていったのかを描いている。1763 年にイギリスの支配下に入ってか
らの政治史や文化史を踏まえ、レガレが活躍した背景が描かれ、その作品の
紹介がなされる。その場合も、社会との関わりを絶えず意識した記述となっ
ているのが、著者の面目躍如たるところであろう。そして、この時代のケベ
ック文化はイギリス系支配のもとで意気消沈していたわけではなく、1960
年代の「静かな革命」への文化的蓄積期にあったのではないかという著者の
大胆な結びの言葉の是非を云々する素養が残念ながら評者にはないが、この
テーマに関してはさらに深い研究がなされるべきではないかと思う。
第 3 部の最終章「美意識におけるケベックと江戸文化」は、2001 年ポー
ランドで開催された第 1 回カナダ研究国際会議において著者が行った報告に
基づいている。19 世紀ケベックで活躍したオランダ生まれの画家コルネリ
ウス・クリーゴフの紹介と、その風俗画と浮世絵の比較を試みたもの。短い
論考のため議論が尽くされているとは言い難いが、興味深い問題を提起して
いる。それは日本におけるケベック研究での比較研究の重要さである。日本
でのケベック研究の日は浅く、研究者の数も限られているため、文化領域に
限らず、とうてい日本とケベックの比較研究まで手が回っていない状況であ
る。日本の研究者がケベックを研究する際には、日本というものが視野に入
って来るのが当然だということを、この小論は教えてくれる。そして、今後
日本を参照軸に置いたケベック研究が進展することを願う。
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本書の最後となる第 4 部は「地域研究者の独り言」と題されている。ここ
では著者が長年携わってきたケベック・カナダ研究への熱い思いが語られて
いる。第 1 章「ケベック研究の面白さ」では、ケベック研究の意義が地域研
究の視点から簡潔に述べられている。その中の言葉「見方によっては、カナ
ダ人でもケベック人でもないわれわれこそが、ケベック研究あるいはカナダ
研究を冷静に捉えうる立場にある」には、まさに同感である。とかく対立関
係になり、なかなか相互理解がうまくいかないケベックとケベック外のカナ
ダを第三者の立場から見ることにこそ、日本におけるケベック・カナダ研究
の存在意義があると評者も考えている。
第 2 章「カナダ研究はどこへ行く？」は圧巻である。最初にも触れたが、
著者はこれまでの研究生活のほとんどをカナダ研究にささげると同時に、日
本のカナダ研究の生き証人でもある。もはや余人をもってしてはこの内容は
書けないのではないか。ここでは、カナダ研究がカナダで開始された経緯、
日本も含めたカナダ外でのカナダ研究の誕生と進展、カナダ研究の国際連携
を目的とする国際機関である「カナダ研究国際協議会」の発展、そして近年
のハーパー政権下での文化外交政策の変更が世界のカナダ研究に与える影
響、そして最後にカナダ研究の展望が語られている。本書の最終章である
「カナダ研究の今昔」は副題に「若きカナディアニストへ」とあるように、
これまでカナダ研究の重要な担い手であった著者から若い後輩へのメッセー
ジである。そこに掲げられた 3 つの心得とは、「創造的イマジネーションを
持て」「カナダ研究だけをやっていては駄目」「カナダ研究は日本研究であ
る」。以上の点はこの書評の中でも触れてきたことだが、著者自身がその研
究生活において実践してきたことであり、その見本が本書なのである。
最初に述べたように、本書は様々な場面で発表された論考をまとめたもの
である。したがってテーマの一貫性に欠けるのはいたしかたない。文体も章
によって異なるのもまた、発表の場が違う以上当然である。テーマの掘り下
げの度合いや記述の詳細さについても様々である。それにもかかわらず本書
には統一感がある。それを生み出しているのは、著者がケベックとカナダに
向ける愛情の深さなのだろう。
本書を通読して痛感したのは、ケベックやカナダに関する己の教養の幅の
狭さである。評者の専門に関わる部分は承知していても、全く知らない領域
が多々あり、眼を開かれた思いが強い。幅広い教養に裏打ちされた地域研究
の重要さは、本書でも強調されている。専門性が高度になる程、とかく狭い
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領域に関心が集中しがちである。しかし地域の特性はどれか 1 つだけを掘り
下げてわかるものではなく、多方面への関心があってこそそれが見えてくる。
著者は長い研究生活を通して、そのことを身をもって実践し、自身が見いだ
したケベック像・カナダ像を前書および本書を通して見事に提示された。評
者も己の浅学を恥じつつ、その姿を追いかけていきたいものだと願っている。
そして、これまでに指摘したように、本書には興味深い問題提起がいくつも
見られる。それに応えていくのもまた、われわれ後に続く者の責務なのであ
ろう。
（にわ

たかし

金城学院大学教授）
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国際フランコフォニー学会 第 28 回世界大会
参加報告
Conseil International d’Études Francophones (CIÉF)
28e congrès mondial, 29 juin -6 juillet 2014, San Francisco
国際フランコフォニー学会（CIÉF）の第 28 回世界大会が 2014 年 6 月 29
日から 7 月 6 日までアメリカ合衆国サンフランシスコで開催された。AJEQ
からは、鳥羽美鈴、長谷川秀樹、立花英裕が参加。全体では 250 名程度の規
模となり、70 近いセッションが組まれた。
会場はチャンナタウンに接したヒルトン・ホテル。筆者は空港からタクシ
ーで向かったが、丁度有名な同性愛者パレードの日にあたり渋滞に巻きこま
れ、動かなくなったタクシーの窓からいつまでも港の風景を眺める次第とな
った。ホテルに到着後、外に出てサンフランシスコ名物の坂道を散策すると、
アジア的な町並みに胡琴の響きが流れ、そぞろに歩く人々が穏やかな表情を
していて、こちらの心が和んだ。ホテル内の食事は安くなかったが、チャイ
ナタウンで比較的安価に、気軽に、かつ待たされずに食事できるのがよかっ
た。
第 28 回のテーマは « Quêtes et conquêtes de nouveaux mondes » だが、これ
が実質的な中心テーマになっている印象は薄く、地域的にはアフリカ、カリ
ブ海域、ケベック州を軸として多彩なセッションが編成されていた。筆者は
エクスアンプロヴァンスでの大会（2011 年）以来の参加だが、あの時はダ
ニエル・マクシマンのような著名詩人の講演があり、歌やダンスもあって、
祭典のような盛り上がりがあったが、今回は、楽しいパーティーで羽目をは
ずす機会もなく、地味で実質的な大会だった。いわば学術一本槍という雰囲
気だったが、各研究発表が充実していたし、質疑応答も活発で、得るところ
大であった。ホテル 2 階の狭い空間に会場が限定され、休憩時間にはみな一
カ所に集まるしかないので、初対面の人と交流を深める機会が生まれやすか
った。これは個人的に有益だった。
AJEQ のメンバーの発表だが、まず立花が、大会 4 日目の 7 月 2 日のセッ
ション « Aimé Césaire et ses intertextes » で、« Ombres maldororiennes dans la
poétique d’Aimé Césaire » というタイトルで発表を行った。エメ・セゼールに
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おける、『マルドロールの歌』著者ロートレアモン伯爵の重要性はよく知ら
れているが、たいていはシュルレアリスムとの関連で論じられ、両詩人をじ
っくり突き合わせた研究は意外に少ない。発表では、ロートレアモン伯爵こ
とイジドール・デュカスは南米から来た人間であり、カリブ海からパリに来
たセゼールと同じようにフランス本国文化に違和感を覚えていたのであり、
そうした視点から詩的言語を比較検討すると、どちらにもフランス詩の伝統
には納まらない詩的・文化的格闘が見られることを指摘した。会場には LEE
Jisoon さん、 SHIN Ok-keun さん、Gilles Dupuis さんなどが来てくださり、
Gilles Dupuis さんからは内容の濃い質問があった。
7 月 4 日午前のセッション « Enseigner la Francophonie – I : approches,
stratégies, technologies » では、鳥羽が « L’enseignement de la Francophonie au
Japon » と題して、長谷川が « Étude comparative des îles francophones : le cas de
la Corse et des communautés acadiennes de l’Ile-du-Prince-Edouard » と題して、
それぞれ発表を行った。鳥羽の発表は、日本の大学教育の現状と、報告者に
よるフランコフォニー教育の実践例を紹介するものだった。フランコフォニ
ーの講義は、国際組織 OIF、あるいはフランス語圏諸国の言語文化など、幅
広い領域をカヴァーしなくてはならないので、学生の興味を惹きつけるのが
難しいが、アフリカ諸国など学生の関心度が概して低いテーマでも正面から
積極的に取り上げ、それを身近な問題と関連付けて映像なども交えて説明す
ると効果があるという内容だった。
長谷川は、コルシカ島とプリンスエドワード島の言語状況を比較論的に紹
介した。この 2 つの島はどちらも 2 言語社会であるが、フランス語がマジョ
リティかマイノリティであるかで異なっている。コルシカ島では事実上のコ
ルシカ語をフランス語に優先させる政策が進んでいること、プリンスエドワ
ード島ではアカディア人たちが訴訟を通して、幾つかのコミュニティでフラ
ンス語学校新設が実現したことが示された後で、それぞれの現状における課
題や困難が論じられた。
質疑応答では、日本のフランス語教育について質問が出て、フランス語選
択の学生が減少していると鳥羽が回答したが、会場の出席者は、大学の第 2
外国語教育に通じておらず日本のフランス語学習者はごく限られていると思
い込んでいたようで、むしろ、フランコフォニーの講義に 300 人もの学生が
出席していることに驚いていた。そうした日本の文化・教育状況をめぐる基
本的な認識の相違が質疑応答を通して現れていた。
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先に述べたように、今大会は目玉になる大きな企画がなかったが、アメリ
カ 合 衆 国 の フ ラ ン ス 語 話 者 に つ い て の ド キ ュ メ ン タ リ ー 映 画 Un rêve
américain (Claude Godbout et Bruno Bouliane) が上映され、また、3 人の詩人に
よる朗読会が催された。特に詩の朗読はなかなか聴ける機会のないもので、
笑いと拍手の渦が湧き上がっていた。ルイジアナ出身の詩人 Kirby Jambon
によるフランス語と英語の混じった朗々と響く、でもコミックで、どこか哀
愁の漂う詩的世界、来日もしていて、私たちに馴染みのケベックの詩人
François Hébert による、日常的な細部をテーマにしながら、詩的技巧が冴え
るユーモラスな言葉遊び、アルジェリア出身の Hafid Gafaïti による、アルジ
ェリアの人々の苦悩をくっきりと浮かび上がらせる緊張度の高い透明な詩
が、各詩人の個性的な声で朗読された。詩人たちの競演のような緊張感もあ
って、会場の人々を楽しませていた。
総会では、2015 年の開催地がセネガル・ダカールであることが紹介され
た後、会期短縮が提案され承認された。それを受けてダカール大会の会期は
6 月 8 日より 12 日となった。また、2016 年の開催地が提案され、マルティ
ニックと決定した。
（立花英裕）
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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
伊達聖伸

東京都千代田区紀尾井町7-1

上智大学外国語学部

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
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野のレフェリーの審査に基づき、編集委員会が決定する（2月末）。採択
条件としてレフェリーより修正意見がつけられた論文については、原稿
を修正のうえ期日（3月31日）までに再提出し、修正が十分と判断されれ
ば掲載可となる。なお、下記の執筆要項通りに執筆されているかどうか
も採否の判断基準になるので留意すること。
8．校正：2回。著者校正は1回で、2回目は編集委員会が行う。著者校正時の
大幅な書き換えは不可。
9．投稿者は、掲載論文の電子化、日本ケベック学会ホームページでの無料
公開（現在検討中）を了承したものとみなす。
10．掲載誌の贈呈：研究論文と研究ノートの執筆者には、掲載誌2部、抜刷30
部を贈呈する。
Ⅱ．執筆要項
1．本文について
① A4判用紙横書き（40字×30行）。
② フォントは和文にはMS明朝、欧文にはTimes New Romanを使用する。
数字はなるべく算用数字（半角）を用いる（第1章、2人、3つ、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『
を、論文タイトルには「

』（欧文の場合はイタリック体）

」
（欧文の場合は «

» または “

” ）を使

」
（欧文の場合は «

» または “

” ）でく

用する。
⑨ 引用文は、短いものは「

くって文中で示し、長い場合は左2文字分下げ、9ポイントとし、本
文との間に各1行のスペースを置く。いずれの場合も、出典は引用直
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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。
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編集後記
2013年11月22日、小畑精和先生がご逝去されました。初代会長として日本
ケベック学会を設立し、牽引されてきた先生を失ったことは、学会としても
大きな痛手であり、悲しみに堪えません。今号には、小畑先生が編集委員長
を務められた『遠くて近いケベック』をもとにしたシンポジウム、また最後
の単著となった『カナダ文化万華鏡』の書評が収められています。学会誌と
は別に追悼論集も編まれます。あわせてご一読ください。

（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.

日ケ40年の対話から
浮き彫りになる
ケベックの新たな創造性
日本ケベック学会
日ケ交流40周年記念事業
編集委員会編
御茶の水書房
2013年（定価：3400円＋税）
ISBN-10: 4275010477
ISBN-13: 978-4275010476

関連インタヴュービデオ掲載ウェブサイト：
http://www.japon-quebec.com/
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