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【特別講演】

Conférence à l’occasion du 6e congrès annuel de l’AJEQ
le 12 octobre 2014

ケベックとフランコフォン少数派共同体との
奇妙な関係―歴史的観点から―
L’étrangeté des rapports entre le Québec et
les communautés francophones en milieu minoritaire :
perspectives historiques
マルセル・マルテル
Marcel MARTEL
本稿タイトルの「奇妙な」という言葉には最初驚かれたかもしれない。結
局のところ、ケベックのフランコフォンたちはカナダ他州のフランコフォン
共同体やニューイングランド諸州に暮らす人々と多くの共通点を持ってい
る。両者の違い、とくに数（人口）の違いを強調してこのような意見に反対
する者もいる。確かに、ケベック州のフランコフォンは、他のフランコフォ
ン共同体とは異なり、領土内で常に多数派の地位を保ってきた。
もちろん、例外もある。と言うのも、アカディアンは 17 – 18 世紀のフラ
ンス統治下から欧州列強の対立に由来する 1755 年の追放までの期間、ファ
ンディ湾地域で多数派を形成していた。1870 年に創設されたマニトバ州に
住むフランコフォンの例もある。メティス（訳注１）の人々を含めるとフラン
コフォンはこの州の多数派を占めていた。しかし、彼らはフランス語を共通
語としない移民の波が到来するにつれ、急速にその立場を失った。創設の
10 年後に、マニトバ州ではフランコフォンは人口の 40%を占めるのみとな
り、その後も欧州からの移民の到来によりその割合は急速に減少した 1。
（多数派か少数派かという）人口的事実は無視できないものではあるが、
カナダのフランコフォンさらには北米のフランコフォンが共通にもつ要素を
大まかに見てみたいと思う。まず、言語、ついで文化、そして共通の記憶、
創設の神話、象徴的参照物、空間がある。このような共通要素にもかかわら
ず、多くの専門家や知識人は関係が存在することを否定している。彼らは常
用語としてのフランス語がカナダのフランコフォン共同体において脅かされ
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ていることを指摘する。以下に私はケベック州に接するオンタリオ州とニュ
ーブランズウィック州、ノバスコシア州、さらにはサスカチュワン州、ブリ
ティシュ・コロンビア州について言及したい。本稿最後ではカナダにおいて
フランス的事実が今後活力を保つための展望について検討する。
ニューイングランド諸州においては今日フランス語が過去のものとなって
いることを認めなくてはならない。19 世紀末にニューイングランド諸州へ
移住したフランコフォンの多くは、既に同化されている。地名や人名がその
名残をとどめることもあるが、言語と文化は漠然とした記憶となっている。
ケベック州からこの地へ移住したフランコフォンのなかには、経済的な条件
が改善すれば再び故郷に戻る決意の者もあった。反対に他の多くの者は移住
先に社会を形成した。つまり彼らは、米国の地で将来にフランス的事実を永
続させ、保証することを賭けて、社会的、文化的、宗教的制度の創設に積極
的に参加したのである。
これらの米国での共同体のなかには、21 世紀の今日も存続するものもあ
り、とくにニューブランズウィック州との国境付近に見られる。しかし、多
くの共同体にとって、将来についての彼らの賭けは負けだった。これを悲し
むことはできる。1920 年以降ニューイングランド諸州でフランス的事実の
擁護者の多くが行ってきたことである。他の者は反対に、これらの家族が、
しばしば経済的な生き残りのための戦略として、英語の使用を奨励し、ホス
ト社会への統合を果たしてきたことを指摘するだろう。結局のところ、米国
で仕事を見つけなくてはならず、英語が社会の流動性と統合の言語なのだ。
これらの家族は、英語を使用言語として採用することの意義をこのように理
解し、社会への「統合」を果たした。これに対しフランス的事実の擁護者ら
は、「同化」という語を用いる。これは心に傷を残す、価値判断を反映した
用語である。
フランコフォンが共通の文化をもつことを強調するのは、驚くべき考え方
であると思われるだろう。なぜならケベコワは感動を与える独自の文化を発
展させ、輸出している。たとえばケベック映画のグザヴィエ・ドラン（「マ
イ・マザー」、「トム・アット・ザ・ファーム」）、フィリップ・ファラルドー
（「ぼくたちのムッシュ・ラザール」、「ザ・グッド・ライ」）、ジャン＝マル
ク・ヴァレ（「C.R.A.Z.Y.」、「ダラス・バイヤーズクラブ」）、ドゥニ・ヴィル
ヌーヴ（「灼熱の魂」、「プリズナーズ」）があり、シルク・ドゥ・ソレイユや
セリーヌ・ディオンの偉業もある。アカディアンやカナダ他州のフランコフ
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ォンも、ケベコワほどではないものの、エディット・バトラーやリサ・ルブ
ランのような歌手、女流作家のアントニヌ・マイエなどを輩出している。共
通の歴史の存在に異議を唱える人々もいる。さらに悪いことに彼らはケベコ
ワがニューイングランド諸州を旅して、風景やとくに地名に古いフランス系
カナダの痕跡を発見して驚くようなときに、ケベコワの無知を非難するので
ある。
本稿では、北米のフランコフォンのあいだに「関係」が存在することを明
らかにする。さらに、これらの関係が過去 50 年間に極めて重大な変化を経
験してきたことを認めなくてはならない。これはとくにフランコフォンの
人々が根付いた環境の経済的、政治的、社会的な要素がその原因となってい
る。本稿では、北米のフランコフォンが共通にもつ要素－言語、文化、領土、
歴史－を扱うと同時に、その変化にも焦点を当てる。なぜ変化が起こったの
か、その原因は何か、フランコフォンのあいだに過去 50 年間で広がってき
た距離や誤解、とくに無知をどのように説明できるか、を問う必要があるか
らである。
北米のフランコフォンの関係を検討するにあたり、その領土の境界の変化
を検討することから始めよう。次いで、フランコフォンらが移住先で「社会
を築く」ために行った努力について検討し、最後に、少なくともカナダにお
いて、一時、全てのフランコフォンのあいだに広がった「集団で生きる意志」
の変遷について分析を行う。1960 年代以降はこのような「集団で生きる意
志」の表現に緊張が生じているのである。
1. 北米フランス語地域の境界の変化
最初に、「北アメリカ」という語の意味を明確にすることが大切である。
この語は現在のカナダとアメリカ合衆国の領域に限られる。このため他のフ
ランス語地域、とくにカリブ海地域の人々やハイチの歴史的経験の豊かさに
ついては、本稿の対象とはしない。
フランス語圏の領土的空間は、16 – 17 世紀にインドへの通路を求めてフ
ランス人冒険家たちがアメリカ大陸北部を探検した時代から大きく変化し
た。よく知られているように、これらの探検家たちの 1 人、サミュエル・
ド・シャンプランは、1608 年にケベックに常設の拠点を築き、これがヌー
ヴェル・フランス植民地へと発展した。ファンディ湾沿いの現在のノバスコ
シア州地域にもフランス人が入植した。彼らはアカディアンと自称し、その
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アイデンティティは現在も受け継がれている。しかし、1608 – 1763 年のフ
ランス植民地時代の主な入植地はサン・ローラン流域であった。
植民地時代の探検家たちの野望は、フランスの領土をサン・ローラン流域
に限るのではなく、大陸を征服することにあった。ルネ＝ロベール・カヴァ
リエ・ド・ラ・サール卿、ピエール・ゴーチエ・ド・ヴァレンヌ、ド・ラ・
ヴェランドリー卿とその息子、ピエール・ル・モワヌ・ディベルヴィル、さ
らには宣教師、「森の走者（訳注２）」たちの働きにより、ヌーヴェル・フラン
スの領土は、五大湖やミシシッピー河を含む大陸全体に広がった。フランス
植民当局は先住民の多くの共同体と戦略的、政治的、経済的な関係を結び、
彼らの協力により、北米大陸のほぼ全域をフランス国王領と主張することと
なった。
しかし仏領アメリカの領土は、17 – 18 世紀を通じた仏英の対立により縮
小された。この対立は、仏系入植者の生活へ影響を与え、条約調印により、
北米における英・仏両帝国の境界に重大な変化が生じることとなった。こう
して、1713 年のユトレヒト条約により、仏領アカディがノバスコシアの英
領に併合され、ハドソン湾周辺も英領となり、イギリス 13 植民地は拡大を
遂げた。以後アカディアンらは、英語を公用語としカトリック信仰が公式に
は認められない英国制度の下に生きることとなった。
1755 年から欧州帝国間の対立が深刻化し、北米は再び争いの対象となっ
た。この戦争の結果、少なくとも北米では恒久的解決として、1763 年に
（仏から英へ）帰属変更が行われた。ケベック州創設により、英国当局は大
陸の境界を再編した。フランス的事実は依然としてサン・ローラン流域地帯
に集中していた。確かに、大陸の他の地域、とくに大陸内部にも、1783 年
のアメリカ独立以前には、フランコフォンや仏系と先住民との間に生まれた
メティスが存在した。しかし、彼らの数は多くはなかった。結果として、彼
らは孤立した共同体を形成するのみであった。一方、サン・ローラン流域の
フランコフォンたちは、19 世紀にこの地域や五大湖周辺、沿海地域へと移
住してきた英系カナダ人と自らを区別するために、仏系カナダ人というアイ
デンティティを持つようになった。メティスとサン・ローラン流域の仏系カ
ナダ人とのあいだには制度的関係はほとんど持たれていなかった。
フランス語圏空間の境界が大きく変化するのは、1840 – 1930 年に、100 万
人近い仏系カナダ人やアカディアンが米国、とくにニューイングランド諸州
へと移住したことによるものである。宗教、政治、職業の指導者らは、ケベ
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ックに留まるか北米の他の英国領へ移住することを呼びかけたが、仏系カナ
ダ人やアカディアンは村を離れていった。ケベックや沿海地域の彼らの故郷
では、経済が停滞し、時には危機的な状況にさえあった。移住することが必
要だったのである。この人口移動により、北米のフランス語圏空間の境界が
大きく変化したが、国家間の境界には変化はなかった。ケベック州とニュー
ブランズウィック州とが北米フランス語圏の中心であり続けたが、とりわけ
ニューイングランド諸州にフランコフォンの集団が出現した。オンタリオ北
部へと移住する者も少なからずあり、なかにはケベックから遠く離れたカナ
ダ平原部での経済的成功を目指す者もあった。
2. 「社会を築く」：制度的ネットワークを支えとして
1896 – 1914 年にカナダに移住した 300 万人のヨーロッパ人にならい、仏
系カナダ人とアカディアンは、カナダ各地や多くは米国の移住先で、自分た
ちのアイデンティティの要素－フランス語とカトリックの信仰－を守るため
の制度的なネットワークを作った。当初は、これらの移住者らの多くは出稼
ぎ労働者であり、境界を超えて数か月間生活費を稼ぎに行ったのだった。こ
れらはしばしば、金銭的報酬を目的とする男性であり、米国で数か月働けば、
再びケベックで生計を立てていけるだろうという希望を持っていた。しかし、
彼らの多くは、家族の生活を支えるために、再び国境を超える決意をせざる
をえなかった。そして国境を再度越えるときには家族を伴っていた。という
のも、米国、とくにニューイングランド諸州が例外的な好景気を迎える一方、
祖国の経済状況は依然としてきわめて厳しかったからである。これらの仏系
カナダ人は、ニューイングランド諸州の工業地帯の町、たとえばマンチェス
ター（ニューハンプシャー州）、ローウェル（マサチューセッツ州）などに
定住し、ケベック州に残る同朋らへ、移住先で仕事を見つけることが容易で
あるという良い知らせを伝えた。この移住を目の当たりにして、指導者らは
まず、金銭や容易な金儲けという幻に魅了された人々を諌めようとした。が、
無駄だった。ケベック州やニューブランズウィック州の経済的困難のため、
生き残りのための戦略として、彼らは「米国への道」、「ニューイングランド
諸州への道」を進むことを選ぶのだった。
仏系カナダ人とアカディアンはニューイングランド諸州に定住することを
望み、家を建て、制度を整備するために時間や財源を投じた。これらの制度
とは、学校や教会といった身近なものである。しかし、これらの制度で使用
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する言語について、アイルランド系の人々との間に葛藤が生まれた。彼らと
は、宗派は同じカトリックであったが、言語が異なっていたためである。フ
ランコフォンの家族は連帯し、司教区や学校責任者に対しフランス語の使用
を要求した。この要求は教皇庁の方針に反していたため、緊張が生じた。教
皇庁は、北米において、多数派プロテスタントの怒りを買うことなくカトリ
ックの教義を広めるということを目指していた。このような文脈のなかで、
教皇庁は、ケベック州を除き、英系多数派への言語的同化を促進していたの
である。というのも言語の保護ではなく信仰の保護が重要だったのだ。この
ような教皇庁の方針は怨恨を生んだ。フランコフォンらは、フランス語を話
す司祭の任命を要求するための手紙を、司教、さらには教皇庁へも送った。
しかし、このような要求が共感をもって迎えられることはほとんどなく、忍
耐強いロビー活動だけでは十分でないことを知った仏系カナダ人とアカディ
アンは、財源を投じ、彼らのアイデンティティ保護を目的とする自分たちの
組織を設立した。
しかしながらその組織の数は、それらの共同体の発展に参加した人々の活
力や資金によってさまざまであった。こうして、19 世紀末から 20 世紀初め
にかけて、「リトル・イタリー」や「リトル・ウクライナ」にならい、「プ
チ・カナダ」や「プチット・アカディ」がケベック州、沿岸諸州（訳注３）の
外部に形成されていった 2。
移民の波により、仏系カナダ人たちもマニトバ、サスカチュワン、アルバ
ータ、ブリティッシュ・コロンビアといったカナダ西部の州へ移住すること
となった。ニューイングランド諸州での経験にならい、仏系カナダ人は教会
や学校へのフランス語での参加を希望した。カナダの各州政府の側では、民
族文化的共同体の同化を促進する政策をとっていた。これは英系の言語文化
の存続を不安視するアングロサクソン民族主義グループによる圧力があった
ためである。
欧州で発展しカナダへも影響を与えた「ネイション・ビルディング」運動
という文脈のなかで、連邦政府や各州政府は言語文化的同化の政策をとって
いた。この政策は多くの民族グループやアメリカン・インディアンにとって
脅威となった。1876 年の連邦政府によるインディアン法と保留地政策によ
り、アメリカン・インディアンたちは、ヨーロッパ人が北米大陸を制覇する
手助けをした同盟人ではもはやなく、「文明化」すべき子どものようにみな
されたのだった。仏系カナダ人も、19 世紀後半にカナダへ定着したウクラ
8
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イナ人や日本人やイタリア人と同様に民族グループとみなされ、この同化政
策の対象となった。1890 年以降、マニトバ州政府は仏系カナダ人やメティ
スが通う宗教学校への補助金を停止した。さらに 1916 年には英語を州内の
唯一の教育言語とすることにより言語同化政策を強化した。フランス語が再
び 1 日 1 時間の教育言語として認められるのはようやく 1947 年のことであ
った。1918 年以降はサスカチュワン州政府が、教育言語としてのフランス
語の使用を初等教育 1 年目までに制限し、他の学年では 1 日 1 時間の使用
へ減じた。1931 年には、学校が特例手続きを取らない限り教育言語として
のフランス語は禁止された。オンタリオ州では 1912 年の 17 条規定により、
教育言語としてのフランス語は初等教育の最初の 2 年間に限られることとな
り、この状況は 1927 年まで続いた。このような制限や禁止は母語の保全を
望む仏系カナダ人やアカディアンにとって問題となった。ケベック州を除き、
各州政府が学校を言語同化や文化均質化の道具としたためである。フランス
語系の保護者たちは反対の声を上げたが無駄だった。20 世紀初めのカナダ
は、多様性を評価しその保護のために財源を投じる国ではなかったのであ
る。
このような葛藤や緊張を通じて、仏系カナダ人やアカディアンたちは、カ
ナダにおける州単位の文化組織を持つようになった。その目的はまず、フラ
ンス語空間を創るという文化的なものだったが、これらの組織は、共同体に
とって自治（ガバナンス）のための道具ともなった。20 世紀を通じて、カ
ナダと米国の少数派フランコフォンは、新しい制度を創設し、新しい道具を
創ることによって、多様化する必要に応え、とくに技術的な進化－たとえば
新しいコミュニケーション手段－をも取り入れてきた。仏系カナダ人やアカ
ディアンのための貯蓄銀行や信用金庫も設立された。とくにアルフォンス・
デジャルダンの働きがあった。医療の分野では宗教界からの支援を受け、い
くつもの病院が経営された。
自分のことばで情報を得るという必要から、少数派のフランコフォン共同
体メンバーを対象として、新聞やとくに週刊誌が創刊された。1920 年代の
はじめには、フランス語のラジオを創ることが、このメディアの発達に対す
る防御反応となった。というのも、ラジオが言語的同化や文化のアメリカ化
の手段と見なされたからである。宗教界や社会のエリートたちが警鐘を鳴ら
したにもかかわらず、フランコフォンの人々は英語のラジオを聞いていた。
カナダでは、エリートたちが、オンタリオ州ティミンズのコンラッド・ラヴ
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ィーニュのような実業家の努力を後押しし、フランス語放送のためのラジ
オ・テレビ局を設立した。また、フランコフォン組織ネットワークの指導者
たちは、ラジオ・カナダに対し、フランス語ラジオ局を開設するよう圧力を
かけた。ラジオ・カナダに動きがないことに不満を持ったカナダ西部のフラ
ンコフォンたちは、自分たちのラジオ局を次々に開設した。しかしながら、
これらの局は高額な運営資金のため破産し、1950 年代末にラジオ・カナダ
に買いとられることとなった。
20 世紀に発達した組織ネットワークにおいて重要な特徴として挙げられ
るのが、ナショナルな組織の創設である。1927 年に誕生した「ジャック・
カルティエ受勲者団体」はカナダにおけるフランス的事実の促進の検討と調
整を行う中心組織となった。1937 年に開催された第 2 回カナダフランス語
大会の後にはもう 1 つ別のナショナルな組織である「アメリカ大陸における
フランス系生活会議」が生まれた。この会の活動目標の 1 つは、カナダ全域、
そして大陸規模でのフランコフォン組織ネットワークの強化であった。
3. 「共に生きる意志」：共通のアイデンティティ想定、束の間の夢…
仏系カナダ人とアカディアンが移住し、フランコフォン共同体を発展させ、
ケベック州外に社会を築こうという意志を持ったことにより、カトリック教
会内部やカナダの政治制度に緊張が生まれた。このような状況により、宗教
関係者や政治家、知識人らは、アメリカ大陸の各地に定着したフランコフォ
ンを統一するものについて、考察を促された。少なくともカナダ領土内のフ
ランコフォンにとっての、「共通の運命」をもっともよく表現したのが、知
識人であり政治家であったアンリ・ブラサだった。彼は、カナダの歴史的経
験に関する特別の考え方に対する自らの信念を高らかに肯定していた。つま
り、彼にとって 1867 年に形成されたカナダは、2 つのネイション－仏系カ
ナダと英系カナダ－のあいだの契約によるものだった。これらの 2 つのネイ
ションはそれぞれ異なった文化的特徴を持ち、カナダという領土を共有して
いる。2 つのネイションのうちの一方、つまり仏系カナダが、カナダ全体で
見た場合に少数派である場合、多数派である英系カナダには、フランコフォ
ンが自分たちのアイデンティティの特徴に応じて生き、発展する権利を尊重
する義務がある。
1930 年代から、フランコフォン共同体は深い移行期に入ることとなる。
北米を襲った深刻な経済危機により、フランコフォンの米国への移住が停止
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する。このため、仏系アメリカ人指導者らにとって、人口増加は、彼らのネ
ットワークを強化し、仏系アメリカ人共同体の発展を促進する要素ではなく
なる。カナダの少数派フランコフォン共同体においては、人口の流入は変動
してきた。たとえば石油ブームによって 1980 年代や 21 世紀初めにアルバー
タ州へフランコフォンが大量に流入した。しかし、組織ネットワークはとく
にフランコフォンが少数の地域においては脆弱なままである。
1960 年代には、ケベック州と少数派フランコフォン共同体との関係に衝
撃的な変化が生じた。ケベックで「静かな革命」が進展し、ケベック州政府
がケベック州と北米フランス語系グループとの関係に介入したこと、さらに、
第 2 ヴァチカン公会議の結果、聖職者たちの活動が見直されたことにより、
フランコフォン共同体は自らの位置を規定しなおし、ネットワークにおいて
非聖職者の役割が増すようになった。さらに、1969 年に連邦公用語法が制
定され、ケベック州外のフランコフォン共同体に対して連邦政府の財政支援
が与えられることにより、これらのフランコフォン共同体は、連邦内でのケ
ベック州の地位をめぐるケベック州と連邦政府の間の政治的駆け引きの中心
に置かれることになった。
これらの出来事は、とりわけ仏系カナダ人のアイデンティティ、ケベック
州とフランコフォン少数派共同体との関係、そしてケベック州と英系カナダ
との関係に大きな変化をもたらした。このような変化が、現在ケベック州と
フランコフォン共同体の関係を特徴づける無理解の根源であるという意見も
ある。ケベック州のフランコフォンとカナダの他地域のフランコフォンに共
通するものが少ないのは、このことにより説明されるだろう。言語は共有す
るものの、フランコフォン共同体それぞれがもつ文化や歴史は非常に異なる
のである。こうして、仏系カナダ人というアイデンティティは、少なくとも
ケベック州においては消えることとなった。アカディアンの場合は、19 世
紀末にすでに民族的アイデンティティやシンボルをもつようになっていたの
で、仏系カナダというアイデンティティの消失が恨みを引き起こすことはな
かった。
仏系カナダというネイションに関する思考にもまた変化が見られる。1867
年に創設されたカナダ連邦の解釈原理として、建国の 2 つの民に基づく二元
主義は残っているが、二元主義の性質が変化している。ケベック州が仏系カ
ナダであると考えることにより、二元主義はケベック州とカナダ連邦という
2 つの領土を存在させるようになっている。政治家やナショナリスト運動家
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は、このような二元主義、カナダ内でのケベックの特別のナショナル・アイ
デンティティを考慮した憲法の修正を要求している。一方、少数派フランコ
フォン共同体の指導者らは、依然として静かな革命以前の二元主義、つまり
英系カナダと仏系カナダという二元主義を唱えるのである。こうして、少数
派フランコフォン共同体は、彼らをカナダの多民族共同体内の単なる一民族
グループ（英語を日常語として採用することにより同化すべき一民族グルー
プ）として定義する人々へ反論を唱えるのである。彼らはまたケベック州の
政治家やナショナリスト運動家らが推奨する領土の二元主義にも反対してい
る。この二元主義はケベックをフランス語で生き働くことのできる唯一の環
境とするからである。ケベック州外のフランコフォン少数派共同体は、各州
政府や連邦政府に対し、フランス語を教育言語とする学校を得る権利やフラ
ンス語で文化的社会的サービスを享受する権利を要求している。
ケベック州とフランコフォン少数派共同体との関係概念、またケベック州
と他のカナダとの関係概念におけるこのような変化により、葛藤が生じてい
る。その表れとして、たとえば 1980 年、1995 年のケベック州の憲法的将来
に関する州民投票や、またケベック州の特別な性格を認めるミーチレーク協
定（1987 – 90）、シャーロットタウン協定（1990 – 92）によるカナダ憲法修
正の試みを挙げることができる。1980 年と 1995 年の州民投票の際には、ケ
ベック党州政府は州民に対し、カナダとの経済的関係を保ちながら政治的主
権を得るための手段を与えることを求めた。ケベック州外のフランコフォン
にとって、ケベックが政治的主権を獲得する、あるいは憲法上の特別の地位
を得るならば、彼らはもはや、フランス語での教育や行政サービスを要求す
ることはできないだろう。これらの権利を要求するなら、ケベックへ移住す
ればよいと言われることになる。したがって、ケベック州の自治拡大の要求
と、連邦という枠内での同州の地位の抜本的変更の要求は、少数派フランコ
フォン共同体の要求に反するものである。これらの共同体にとって、連邦政
府が言語文化的二元主義を保護・促進し、フランコフォンの人々が言語文化
を保つことを助けるための権限を強化することが必要である。このような葛
藤は、ケベック州のフランコフォンと他州のフランコフォンとが 1 つの言語
文化を共有することを示しているが、それぞれの異なる歴史的経験によって
異なる政治的要求が生まれているのである。
たとえ、今日ケベック州と少数派フランコフォン共同体の関係において緊
張が目立つとしても、組織的連帯は消滅してはいない。たとえば、ケベック
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州の教育制度と他州の教育制度の間の協力がある。シェルブルック大学とモ
ンクトン大学の例が挙げられる。
多くのケベック人にとって、ケベック州政府の支持なしに 1982 年のカナ
ダ憲法の修正が行われたことは屈辱であった。少数派フランコフォン共同体
にとっては、憲法に「権利及び自由に関する憲章」が組み込まれたことは、
彼らの勝利だった。憲章第 23 条は、フランコフォンに対しフランス語での
教育の権利を認めている。これは、立法者にとって、フランコフォンが少数
派共同体を形成する各州においてフランス語の学校システムへのアクセスを
可能にする憲法上の救済措置だった。しかしながら、各州政府は依然として
フランコフォンの学校経営の権利を拒否し、この状況に疲れた保護者らは立
ち上がり、法廷で勝利を収めている。裁判所はフランコフォンが学校を経営
する権利を認め、州政府が質の高い学校システムを設置するために適切な財
源と人材を投じることを命じている。
結論にかえて
ケベック州とフランコフォン少数派共同体との関係には時に緊張も見られ
るが、フランコフォンたちはいずれも文化と言語を保つために共に戦ってい
る。たしかに、同化は新たに生じた脅威でないどころか、これらの共同体が
歴史的にしばしば経験してきたものである。19 世紀にはカナダ英語州にお
いて、フランコフォン共同体は言語同化政策に直面した。各州のこのような
政策は、とくに 1960 年以降は次第に消滅したが、同化との戦いは形を変え
て今も存在する。住民の混交が進み、国際的な移民が増加しているが、ほと
んどがフランス語を習得していないこれらの移民を統合できるならば、フラ
ンコフォン社会の人口的な基盤の強化につながるだろう。フランコフォン社
会は低い出生率という特徴をもち、この数字は 1980 年代以降は女性一人あ
たり 1.58 人となっている。カナダのフランコフォン共同体は少子化と高齢
化の状況に見舞われている。移民を受け入れることは解決策ではある。しか
し、1978 年以降連邦政府との協定によって移民の選別に関与するケベック
州とは異なり、フランコフォンの少数派共同体は、移民の選別に関していか
なる介入も行うことができない。さらに、移民にとって、英語と異なりフラ
ンス語のけん引力が少ないこともある。英語はケベック州外では統合のため
の言語、労働市場へアクセスするための言語と見なされている。
とくにカナダの他地域のフランコフォンにとって、バイリンガルであると
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自己を定義することは、恐怖を呼び起こす。これは同化の一過程であると考
えられるからである。英語への言語シフトに関する研究によって衰退説が主
張されることから、この恐怖は増幅される。またバイリンガルのアイデンテ
ィティによって、少なくともフランコフォン少数派共同体の若者たちの間に、
ハイブリッドなアイデンティティの出現が促されるという意見もある。バイ
リンガルのアイデンティティは 1950 年代以降に、アイデンティティの定義
にあたって、英語との関係が変化していることを示している。このような英
語との関係の変化、そしてとくに英語が獲得した新しい象徴的資本は、ケべ
コワ、アカディアン、仏系オンタリオ人といったフランコフォンの間の関係
を変化させるものであると断言できるだろう。1950 年代からとりわけ 1960
年代には、脱植民地化の言説がフランコフォンとアングロフォンの関係概念
に影響を与えた。主な経済セクターはアメリカ資本や英系カナダの資本に支
配されていた。このような現実によって、ケベック州の仏系カナダ人は、経
済を制御できず、生活費を稼ぐために英語を使う「植民地化された人々」と
見なされたのである。このような文脈のなかで、ケベック州政府が文化的・
政治的・経済的な解放の道具とみなされ、1960 年代からはケベック州政府
がフランス語をコミュニケーションの言語、社会統合の言語とするための法
制化を行うに至った。とくに 1960 年以降言語戦争の舞台となったモンレア
ルでは、英語が植民者の言語と考えられ、自分の言語で働くことができない
ことはフランス語の二次的な地位を雄弁に証明していた。しかし、植民地化
というこのような言説にはケベック州外では異なる反響があった。ケベック
州外では、英語は労働言語であり、英語の習得は経済的な必要なのである。
近年では英語の地位は変わり、グローバルな経済活動の増加により英語が
リンガフランカとなっている。とくに少数派共同体のフランコフォンの若者
を対象とした調査では、彼らが英語の習得を文化的脅威ではなく、コミュニ
ケーションの道具と考えていることがわかる。このように英語との関係が変
化し、言語と文化とを切り離すことによって、言語に関する議論も変化する。
ケベック州では、101 号法（フランス語憲章）によってフランコフォンの親
は子どもを英語の学校へ通わせることができないという事実があるにもかか
わらず、初等教育での英語学習に対する関心が見られている。ケベック州外
でも英語とフランス語の習得が評価されている。バイリンガルであることが
有利だからである。英語の地位との関係のこのような変化や、コミュニケー
ションの道具としての言語と文化を支える道具としての言語とが区別される
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ことについては、今後研究が進むであろう。
（マルセル・マルテル ヨーク大学歴史学部教授）
（翻訳：小松祐子 筑波大学）
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ンス語では「メティス」と発音する。日本カナダ学会などでは英語式に「メィ
ティ」と表記するようであるが、本稿ではフランス語をもとにした表記を用い
る。
「森の走者」とは、大陸奥地を駆け巡り、先住民と毛皮取引の交渉を行った
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Après le projet de Charte des valeurs québécoises :
quelle laïcité pour le Québec?
ケベック価値憲章計画のあとで

──いかなるライシテがケベックに必要か
Louis-Philippe LAMPRON

ルイ＝フィリップ・ランプロン
Une société d’athées inventerait aussitôt une religion.
- Honoré de Balzac, Le catéchisme social

Résumé
Since the “crisis” of religious accommodations in 2007, the place that should be
reserved for religious differences in the public sphere led to several debates and
controversies in Quebec. This “collective identity crisis” has probably been brought
to its climax by the Bill of Charter of Quebec values, proposed by the minority
government of the Parti Québécois in 2013. Even if it was not adopted in the end,
following the defeat of the PQ in the general elections of April 2014, this Bill has
largely divided Quebec society. The recurrence of controversies related to the
Quebec model for managing cultural and religious differences suggests the existence
of gaps in the current legal model that will require, at a minimum, some legislative
clarifications in the coming years. In this context, this article aims to present (and
discuss) : 1) the sources of Quebec issues regarding the place of religion in the public
sphere; and 2) the intermediate model of Quebec Interculturalism, theoretically in
between Canadian Multiculturalism and French Republicanism, which should be the
object of a normative codification in the coming years.
Mots-clé : Québec, laïcité, accommodements religieux, accommodements
raisonnables, Charte des valeurs québécoises
Keywords : Quebec, Secularism, Religious accommodations, Reasonable
accommodations, Charter of Quebec values
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Introduction
À l’instar de plusieurs sociétés développées, les habitants de la Province de
Québec traversent actuellement une certaine « crise d’identité collective » en ce qui
concerne le modèle de gestion de la diversité culturelle et religieuse qu’ils entendent
mettre en œuvre sur leur territoire. Débutant en 2007 avec ce qu’on a appelé
abusivement la crise des accommodements religieux1, cette crise d’identité a atteint
son paroxysme avec le dépôt d’un projet de Charte des valeurs québécoises (de son
vrai nom, le projet de 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) par le gouvernement minoritaire du Parti
Québécois en novembre 2013.
Ce projet de loi n’aura finalement jamais été adopté en raison de la défaite du
Parti Québécois aux dernières élections générales d’avril 2014, mais les débats
entourant la place de la religion dans l’espace public québécois n’ont pas été enterrés
pour autant. La simple récurrence des enjeux liés à cette problématique depuis 2007
laisse croire à l’existence de lacunes dans le modèle juridique actuel (ou à tout le
moins, d’un certain malaise par rapport à ce modèle) qu’il sera nécessaire, au
minimum, de clarifier législativement au cours des prochaines années.
Le présent article vise essentiellement à présenter, de manière sommaire, les
sources de cette problématique qui enflamme le débat public québécois depuis trop
d’années déjà et dont certains aspects semblent aujourd’hui remettre en cause
certaines caractéristiques fondamentales du régime juridique pluraliste appliqué au
Québec depuis plusieurs décennies; remise en cause qui touche notamment certains
aspects du caractère supra-législatif des droits et libertés fondamentaux. Nous
conclurons ensuite par une présentation du modèle de l’interculturalisme québécois,
se situant à mi-chemin entre le multiculturalisme à la canadienne et le
républicanisme à la française et qui devrait faire l’objet d’une codification normative
au cours des prochaines années.
L’amalgame entre droits et libertés et Constitution imposée
En 1982, le gouvernement fédéral du Canada, avec l’appui de neuf des dix
provinces canadiennes, a procédé au rapatriement de la Constitution du
gouvernement britannique et proclamé la Loi constitutionnelle de 19822. La seule
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province à n’avoir jamais donné son accord au contenu de cette nouvelle Loi
constitutionnelle est le Québec, seule province majoritairement francophone au sein
du Canada. Un des principaux apports de la Loi constitutionnelle de 1982 était
d’élever au niveau constitutionnel une charte des droits et libertés, la Charte
canadienne des droits et libertés [ci-après la Charte canadienne], qui permettait aux
tribunaux canadiens d’invalider toute loi qui serait jugée incompatible avec un ou
l’autre des droits et libertés de nature constitutionnelle.
Essentiellement, la Charte canadienne consacre :
1)

la plupart des droits individuels de première génération - soit les droits dits
civils et politiques classiques3 comme les libertés individuelles, le droit à la
vie et à l’intégrité de la personne, le droit de vote et le droit à ne pas subir
de discrimination en fonction d’une caractéristique personnelle comme la
race, le sexe, la religion, le handicap, etc.

2)

des droits linguistiques aux membres des minorités linguistiques dans
chaque province canadienne (donc, des droits linguistiques aux membres
de la minorité anglophone du Québec4); et

3)

le patrimoine multiculturel des canadiennes et canadiens5 (ce qui équivaut à
une négation du fait que le Canada a été fondé par deux « peuples
fondateurs » en 18406 et 18677 : soit les anglophones du Haut-Canada et
les francophones du Bas-Canada – aujourd’hui la province de Québec
(Brouillet, 2005))

Concrètement parlant, l’intégration de la Charte canadienne au sein de la
Constitution canadienne a diamétralement changé le visage du droit canadien,
transférant un pouvoir considérable à la Cour suprême du Canada qui, en tant
qu’interprète des droits et libertés constitutionnellement protégés, avait à partir de ce
moment le pouvoir d’annuler des lois et décisions ayant été promulguées par les
législatures et administrations provinciales ou fédérale. Ce nouveau contrepouvoir
octroyé à la Cour suprême du Canada a soulevé plusieurs critiques très vives au
Québec8, où le multiculturalisme et la Charte canadienne ont toujours soulevé une
certaine méfiance – voire un certain ressentiment – considérant le contexte dans le
cadre duquel la Loi constitutionnelle de 1982 a été adoptée, sans le consentement du
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gouvernement provincial en place. Il est par ailleurs à souligner qu’aucun des
gouvernements provinciaux qui se sont succédés au Québec depuis 1982 n’a accepté
de signer la Loi constitutionnelle de 1982 et que plusieurs tentatives de modifier la
Constitution canadienne, dans le but d’obtenir l’assentiment du Québec, ont échoué
depuis9.
Le projet de Charte des valeurs québécoises : le républicanisme comme affirmation claire
d’un refus du multiculturalisme
Se fondant sur le modèle multiculturel de gestion de la diversité culturelle et
religieuse, la Cour suprême du Canada a interprété les dispositions protégeant les
convictions religieuses, soit principalement la liberté de religion et l’interdiction de
discrimination en raison de ses convictions religieuses, de manière extrêmement
généreuse pour les citoyens canadiens. En effet, depuis l’arrêt Big M Drug Mart,
rendu en 1985, il est clairement établi que :
-

Les législateurs et l’administration doivent faire preuve de neutralité
religieuse lorsqu’ils adoptent des normes ou prennent des décisions et ne
peuvent contraindre des citoyens à respecter quelques préceptes religieux
que ce soit (Big M Drug Mart, para. 96). Sauf exceptions, les
fonctionnaires peuvent manifester leur appartenance religieuse dans
l’exercice de leurs fonctions, notamment par le port de symboles religieux
visibles (Barnett, 2008, pp. 9-15 et Lévesque, 2014);

-

Toute personne qui croit sincèrement que ses convictions spirituelles
l’enjoignent à respecter un comportement donné, indépendamment du fait
qu’elle puisse être la seule à le croire, peut bénéficier de la protection
constitutionnelle de la liberté de religion (Bouchard & Taylor, 2008, p.
176; Syndicat Northcrest c. Amselem; Multani et Commission scolaire Des
Chênes). En ce sens, la liberté de religion protège autant les croyants, que
les agnostiques ou les athées (Big M Drug Mart, para. 40-41 et Hutterian
Brethren, para. 90-93);

-

Une atteinte aux convictions religieuses d’une personne peut être
démontrée même si l’auteur de la violation n’avait aucunement l’intention
de désavantager les membres d’un groupe religieux : seule suffit la preuve
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qu’une norme ou décision donnée cause un désavantage aux membres d’un
groupe partageant une croyance donnée (Edwards Books, para. 96).
En 2006, la Cour suprême du Canada a rendu un arrêt dans le cadre duquel elle
permettait, avec un ensemble de conditions assez strictes, à un jeune étudiant sikh
d’âge primaire de fréquenter l’école publique en portant un kirpan, soit une petite
dague à lame recourbée (Multani). Cette décision a été le point de départ d’une
réaction en chaine, au Québec, qui a mené plusieurs médias et partis politiques à
dénoncer avec régularité des décisions « déraisonnables » fondées sur les critères
établis par la Cour suprême du Canada et, à terme, le gouvernement mené par le Parti
québécois à déposer le projet de Charte des valeurs québécoises en novembre 2013.
Si l’idée de clarifier le modèle québécois de gestion de la diversité culturelle et
religieuse a semblé faire consensus au sein de la population du Québec dans les mois
qui ont suivi le dépôt du projet de Charte des valeurs québécoises (Parent, 2013 et
Legault, 2014)10, le seul véritable changement qui aurait découlé de l’adoption de ce
projet de loi a divisé la population en deux camps opposés. Dans son projet de loi, le
gouvernement du Parti québécois proposait en effet de calquer le modèle républicain
français en ce qui concerne les travailleurs de l’État québécois et leur interdire,
conséquemment, le droit de porter des symboles religieux très visibles (ou
ostentatoires) :
« SECTION II RESTRICTION RELATIVE AU PORT D’UN SIGNE RELIGIEUX
Article 5. Un membre du personnel d’un organisme public ne doit pas porter, dans
l’exercice de ses fonctions, un objet, tel un couvre-chef, un vêtement, un bijou ou une
autre parure, marquant ostensiblement, par son caractère démonstratif, une
appartenance religieuse. »11

Contrairement au modèle pluraliste du multiculturalisme à la canadienne, le
républicanisme à la française est un modèle de gestion de la diversité culturelle et
religieuse qui est aveugle à la plupart des différences individuelles, à l’exception du
handicap : l’État républicain a l’obligation d’assurer l’égalité des citoyens devant la
loi et ceux-ci, en retour, doivent être loyaux envers la République. Partant, les
revendications fondées sur des caractéristiques individuelles pour la contestation de
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normes ou politiques publiques sont assimilées au communautarisme et, donc,
considérées comme étant menaçante pour l’intégrité de la République. Comme le
résume la professeure française Blandine Chélini-Pont :
« Le droit français n’aime les groupes que dans leur représentation associative.
L’universalité du droit commun et l’égalité du citoyen devant la loi, gouvernent toute
l’organisation de la justice et du système juridique. La loi française repose sur le
principe de son universalité dans les idéaux qu’elle défend, et dans l’application légale
de ces idéaux qu’elle partage également entre tous les citoyens.
[…]
La loi qui est la même pour tous, suppose donc que tous sont les mêmes. »
(Chélinipont, 2005, p. 303. Dans le même sens : Schnapper, 1994; Debray, 2004 et
Finkielkraut, 1987)

Pour un parti nationaliste comme le Parti Québécois, les avantages de se tourner vers
un modèle de gestion de la diversité culturelle et religieuses aussi diamétralement
opposé au modèle du multiculturalisme canadien, qui plus est rattaché à ce que
beaucoup de Québécois francophones considèrent encore comme la « Mère Patrie »,
étaient évidemment nombreux; le principal étant sans doute de pouvoir se distancier
clairement (et fortement) du modèle imposé par la Loi constitutionnelle de 1982.
Mais la défaite du Parti Québécois aux élections provinciales de 2014 nous permet de
croire (ou espérer) que, pour une majorité de Québécois, le rejet du multiculturalisme
à la canadienne ne passe pas nécessairement par le rejet du pluralisme comme
modèle de gestion des différences culturelles et religieuses. Il est en effet possible
d’expliquer partiellement cette défaite électorale par le fait que le projet de Charte
des valeurs québécoises du Parti Québécois était trop éloigné du régime québécois de
gestion des différences individuelles qui serait : l’interculturalisme12.
Le modèle (intermédiaire) québécois : l’interculturalisme
« Souvent évoqué dans des travaux universitaires, l’interculturalisme en tant que
politique d’intégration n’a jamais fait l’objet d’une définition complète et officielle par
l’État québécois (même si ses principes constitutifs ont été énoncés depuis longtemps).
Cette lacune devrait être comblée d’autant plus que le modèle du multiculturalisme
canadien ne semble pas bien adapté à la réalité québécoise.
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[…] Pour une petite nation comme le Québec, toujours préoccupée de son avenir en
tant que minorité culturelle, l’intégration représente en outre une condition de son
développement, voire de sa survie.
C’est pourquoi la dimension intégratrice constitue une donnée centrale de
l’interculturalisme québécois. Selon les descriptions qu’on trouve dans la
documentation scientifique, l’interculturalisme s’efforce de concilier la diversité
ethnoculturelle avec la continuité du noyau francophone et la préservation du lien
social. Il assure ainsi une sécurité aux Québécois d’origine canadienne-française
comme aux minorités ethnoculturelles, tout en protégeant les droits de tous suivant la
tradition libérale. En instituant le français comme langue publique commune, il établit
un cadre de communication et d’échanges pour la société. Enfin, il a la vertu d’être
flexible, ouvert à la négociation, aux adaptations et aux innovations. » (Bouchard &
Taylor, 2008, pp. 19-20)

Au cours des dernières années, plusieurs auteurs renommés, tels le sociologue Gérard
Bouchard (Bouchard, 2012 et 2011)13 et le politologue Alain G. Gagnon (G.Gagnon,
2000 et G. Gagnon & Iacovino, 2003)14, ont tenté de caractériser la spécificité du
modèle québécois, interculturel, de gestion de la diversité culturelle et religieuse.
Pour schématiser, celui-ci se situerait à mi-chemin entre les modèles du
multiculturalisme à la canadienne et du républicanisme à la française. Résolument
pluraliste, l’interculturalisme se distinguerait principalement du multiculturalisme
par l’imposition de certaines « valeurs collectives » en fonction desquelles il est
possible de refuser d’accommoder les différences individuelles. Elles seraient au
nombre de trois en ce qui concerne l’interculturalisme québécois :
1)

L’usage de la langue française comme langue commune;

2)

La neutralité religieuse de l’État; et

3)

La protection (voire, la primauté) de l’égalité entre les hommes et les femmes15

Le régime juridique multiculturel prévoit évidemment des limites au-delà desquelles
il n’est pas possible d’accommoder les différences individuelles, mais ces limites ont
été définies principalement en fonction d’une perspective individualiste. En effet, les
principes jurisprudentiels applicables font en sorte que tout accommodement d’une
différence individuelle devrait être permis à moins que l’institution responsable de le
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mettre en œuvre ne réussisse à démontrer qu’elle subit une « contrainte excessive »
en octroyant l’accommodement. Toujours selon la jurisprudence canadienne,
l’existence (ou non) de cette « contrainte excessive » pour les institutions à qui l’on
demande la mise en place d’accommodements est évaluée en fonction de trois
catégories de critères, soient : « … [1] le coût de la méthode d’accommodement
possible, [2] l’interchangeabilité relative des employés et des installations, de même
que [3] la perspective d’atteinte réelle aux droits [d’autrui] » (C.B. c. BCGSEU, para.
63 et Brunelle, 2003, p. 248).
Ainsi, bien qu’elles permettent évidemment de refuser certaines demandes
d’accommodement comme étant constitutives de « contraintes excessives » pour les
institutions responsables, ces trois grandes catégories de critères permettent
difficilement la prise en considération des valeurs collectives qui seraient au cœur de
l’interculturalisme québécois lors de l’examen de litiges impliquant des
revendications fondées sur les convictions religieuses de personnes ou groupes de
personnes. Cette incompatibilité entre les limites multiculturelles et celles qui
devraient en principes être imposées dans un régime interculturel québécois ont été, à
notre avis, à la source de bien des dérapages au cours des dernières années.
La question de l’égalité hommes-femmes, par exemple, a eu une importance
toute particulière dans le débat collectif lancé en 2006 au sein de la société
québécoise, au cours de laquelle une minorité de situations problématiques (comme
des cas où des adeptes d’une religion refusaient de traiter avec des personnes du sexe
opposé dans un contexte public) ont occupé beaucoup d’espace médiatique et
soulevé énormément de colère au Québec (voir notamment sur cette question le
récapitulatif que la Commission Bouchard-Taylor avait fait de ces événements
controversés : Bouchard & Taylor, 2008, pp. 69-76).
On trouve sans doute la meilleure illustration de la problématique liée au
caractère individuel des balises multiculturelles en analysant un avis rendu par la
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec [ciaprès la CDPDJ] le 30 janvier 2009. Dans cet avis, la CDPDJ a confirmé la validité
d’une pratique adoptée par la Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ) en
vertu de laquelle cette institution acceptait d’accommoder les individus qui, sur la foi
de convictions religieuses sincères, refusaient d’être évalués par des individus de
sexe opposé lors de l’examen pratique préalable à l’obtention du permis de conduire
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québécois. De manière tout à fait conforme à l’interprétation actuelle qui a cours en
droit canadien quant à la portée de la « balise limitative » de l’atteinte réelle aux
droits d’autrui, le raisonnement sur lequel la CDPDJ s’est fondée pour conclure que
l’accommodement de cette conviction religieuse objectivement discriminatoire était
conforme à la Charte québécoise reposait presqu’exclusivement sur l’existence d’un
« filtre institutionnel » entre le demandeur de l’accommodement religieux en
question et le fonctionnaire qui, effectivement, sera touché par cette demande :
« Par ailleurs, un effet préjudiciable sur les employés ou un conflit de droits pourrait
constituer une contrainte excessive si l’accommodement offert avait pour effet de
porter atteinte aux droits des salariés. Cependant, comme nous avons pu le constater
dans un centre de service, les salariés ne semblent pas subir de préjudices, que ce soit
en terme de conditions de travail ou en terme de droit à l’égalité.
Dans un premier temps, la mesure d’accommodement offerte ne semble pas avoir
d’effet sur l’organisation du travail. Le nombre d’évaluateur est suffisamment
important pour que la mise en attente d’un dossier sur plusieurs centaines ait un impact
quelconque sur l’organisation. Dans un deuxième temps, l’approche préconisée par la
SAAQ ne semble pas avoir d’effet préjudiciable sur le droit des employés à des
conditions de travail exemptes de discrimination. En effet, les évaluateurs et
évaluatrices ne sont pas appelés à effectuer plus d’évaluations ni devoir en faire moins
dans une journée en raison d’une demande d’accommodement. De plus, n’ayant pas de
dossiers assignés à l’avance, cette approche fait en sorte que les évaluateurs ne se
voient pas retirer de dossiers pré-assignés. » (CDPDJ, 2009, p. 7)16

Autrement tourné : puisque la structure administrative fait en sorte que le demandeur
d’accommodement formule sa requête à un commis (à la réception) et que ce même
commis à la réception est responsable de l’affectation subséquente des « clients » aux
différents évaluateurs devant faire passer les examens de conduite, les évaluateurs «
disqualifiés » (ou exclus) en raison de leur sexe ne peuvent pas, dans les faits,
alléguer que l’accommodement de telles convictions religieuses viole leur droit à
l’égalité en vertu de l’article 10 de la Charte québécoise puisque : 1) ils n’ont pas à
être informés de cette demande; et 2) que leur charge de travail n’est pas, dans les
faits, allégée ou diminuée d’une quelconque manière.
Alors que dans le régime multiculturel, le droit à l’égalité entre les hommes et
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les femmes ne peut être pris en considération que dans une perspective
individualisée, l’interculturalisme suggère un renforcement de cette balise en
permettant de prendre en considération le principe (ou la valeur) de l’égalité entre
hommes et femmes pour refuser d’accommoder une conviction religieuse qui, en
elle-même, serait discriminatoire à l’égard d’un ou l’autre des sexes. Pour reprendre
l’exemple de la demande d’accommodement à la SAAQ, ce renforcement
interculturel de la « balise limitative » liée à l’atteinte au droit d’autrui aurait pu
permettre à la CDPDJ de rejeter la demande d’accommodement en raison du
caractère objectivement discriminatoire de la conviction religieuse qui était à la base
de cette même demande.
En ce qui concerne la neutralité religieuse de l’État : elle demeure à
définir/préciser au Québec (le gouvernement québécois actuel, formé par le Parti
Libéral du Québec, travaillerait d’ailleurs à un projet de loi visant à définir le
principe de la neutralité religieuse de l’État : Salvet, 2015). Selon la jurisprudence de
la Cour suprême du Canada, la neutralité religieuse de l’État n’implique,
actuellement, qu’une obligation pour l’État de ne pas contraindre les citoyens à
respecter quelque dogme religieux que ce soit. Évidemment, à la lumière des débats
qui ont entouré le projet de Charte des valeurs québécoises, plusieurs enjeux devront
être abordés par le législateur, dont principalement:
1.

l’espace que la neutralité religieuse de l’État réserve, au Québec, pour les

symboles chrétiens de la majorité qui pourraient également avoir une valeur historique
et/ou patrimoniale (par exemple, le crucifix qui orne les murs du Salon bleu de
l’Assemblée Nationale du Québec, la croix située au sommet du Mont-Royal
(Montréal) ou les célébrations associées aux fêtes de Noël et de Pâques). Jusqu’à
présent, tous les partis présents à l’Assemblée Nationale se sont montrés en faveur de
l’octroi d’une certaine protection à l’un et/ou l’autre de ces symboles religieux issus de
la religion majoritaire; et
2.

les implications de la neutralité religieuse pour l’ensemble des fonctionnaires de

l’État, étant entendu que certains fonctionnaires, s’ils ont le pouvoir d’exercer le
pouvoir de contrainte étatique à l’égard des justiciables (comme les policiers, les juges,
les gardiens de prison, etc.), pourraient devoir être soumis à une plus grande forme de
réserve en ce qui concerne la manifestation de leurs convictions religieuses sur le lieu
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de travail que d’autres fonctionnaires. L’établissement de ces deux catégories de
fonctionnaires québécois avait été suggérée dans le rapport final de la Commission
Bouchard-Taylor en ces termes :
« Nous croyons qu’une majorité de Québécois admettent qu’une interdiction uniforme
s’appliquant à tous les employés de l’État, quelle que soit la nature de leur poste, est
abusive, mais tiennent à ce que ceux et celles qui occupent des postes qui incarnent au
plus haut point la nécessaire neutralité de l’État, comme les juges ou le président de
l’Assemblée nationale par exemple, s’imposent une forme de devoir de réserve quant à
l’expression de leurs convictions religieuses. La séparation entre l’Église et l’État doit
s’incarner, selon plusieurs, dans certains symboles, en l’occurrence dans l’apparence
des agents qui occupent des postes qui représentent de façon tangible les différents
pouvoirs de l’État. Cette attente nous apparaît raisonnable. » (Bouchard & Taylor,
2008, p. 151)

Conclusion
Considérant la récurrence du débat sur la place de la religion dans l’espace
public québécois, il nous semble pour le moins naïf de croire que la problématique
peut être résolue simplement en cherchant une manière de mieux informer la
population sur le fonctionnement du modèle juridique actuel. Le modèle
multiculturel canadien souffre de difficultés évidentes à être transposé dans le
contexte québécois et il importe désormais de corriger les lacunes de ce modèle sans
pour autant se tourner vers un modèle républicain de gestion de la diversité, aveugle
aux différences culturelles et religieuses et étranger à la situation que connaît le
Québec moderne depuis plusieurs décennies.
Si l’interculturalisme québécois n’est pas un concept creux, qui aurait pour seul
objectif de faire accepter le multiculturalisme de 1982 aux Québécois(es), il doit
pouvoir être distingué du multiculturalisme à la canadienne. Et la seule possibilité
pour que cette distinction soit possible passe, à notre avis, par la mise en place et la
définition juridique claire des trois balises collectives qui ont été identifiées dans la
doctrine sur la question. Il est donc à souhaiter que le projet de loi sur la neutralité
religieuse de l’État qui devrait être déposé au cours des prochaines années par le
gouvernement québécois ne se contente pas de réaffirmer les balises multiculturelles,
dysfonctionnelles dans le contexte québécois, mais établisse un véritable cadre
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normatif interculturel. Bien que le Parti Libéral du Québec se soit toujours montré
particulièrement frileux en ce qui concerne tout établissement de normes publiques
distinctes (ou différenciées) en ce qui concerne le modèle québécois de gestion de la
diversité culturelle et religieuse par rapport au modèle applicable dans le reste du
Canada, la dégradation croissante de la situation à l’égard de certaines minorités
religieuses québécoises, particulièrement envers la minorité musulmane, nous permet
de croire que « cette fois-ci sera la bonne ».
(Louis-Philippe LAMPRON, Faculté de droit de l’Université Laval)

Notes
1

L’existence de cette « crise » a par ailleurs été démontée avec beaucoup d’élégance
par les co-présidents de la Commission de consultation sur les pratiques
d’accommodement reliées aux différences culturelles dans leur rapport final : Bouchrd
& Taylor, 2008, partie II. Dans le même sens, voir également : Potvin, 2008.

2

À propos du contexte dans le cadre duquel ce rapatriement a eu lieu, voir notamment :
Brun, Tremblay & Brouillet, 2014 ; Rocher & Pelletier, 2013; Morin, 1988 et G.
Gagnon, 2003.

3

Depuis 1966, date d’adoption des deux grands Pactes internationaux relatifs aux
droits de l’Homme (soit le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le
Pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels), on définit les
droits civils et politiques en opposition avec les droits économiques, sociaux et culturels.
Selon cette dichotomie, la catégorie des droits civils et politiques : « comprendra donc
les droits de l’individu face à l’État et [la catégorie des droits économiques, sociaux et
culturels] les droits créances » : Denquin, 2008, p. 320.

4

Les droits linguistiques ont été enchâssés aux articles 16 à 23 de la Charte
canadienne, mais la disposition la plus fréquemment invoquée en ce qui concerne les
droits linguistiques de la minorité anglophone du Québec est l’article 23 : « Langue
d’instruction
23. (1) Les citoyens canadiens :
a) dont la première langue apprise et encore comprise est celle de la minorité
francophone ou anglophone de la province où ils résident,
b) qui ont reçu leur instruction, au niveau primaire, en français ou en anglais au Canada
et qui résident dans une province où la langue dans laquelle ils ont reçu cette instruction
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est celle de la minorité francophone ou anglophone de la province,
ont, dans l’un ou l’autre cas, le droit d’y faire instruire leurs enfants, aux niveaux
primaire et secondaire, dans cette langue. »
5

La Charte canadienne prévoit en effet la disposition interprétative suivante à son
article 27 : « Maintien du patrimoine culturel 27. Toute interprétation de la présente
charte doit concorder avec l’objectif de promouvoir le maintien et la valorisation du
patrimoine multiculturel des Canadiens. »

6

Fondation consacrée dans l’Acte d’Union de 1840.

7

Loi constitutionnelle de 1867.

8

Voir notamment : Gosselin, 1991; Laforest, 1992 et 2014; Mandel,1996; Bégin, 1998
et Lampron, 2014.

9

Trois rondes de négociations constitutionnelles ont suivi le rapatriement de la
Constitution de 1982. La première a mené à l’Accord du Lac Meech, en 1987, qui
reconnaissait notamment que le Québec formait une société distincte à l’intérieur de la
Fédération canadienne. Cet Accord devint caduque en 1990 après que les Assemblées
législatives de deux provinces canadiennes (i.e. le Manitoba et Terre-Neuve) n’aient pas
respecté la condition de ratifier l’Accord dans les trois années qui ont suivi sa signature.
La seconde ronde de négociation constitutionnelle déboucha sur l’Entente de
Charlottetown qui fut soumise à un référendum pan-canadien en 1992 et rejeté par la
population québécoise (56,7%) et une majorité de la population canadienne (54,3%). La
dernière ronde de négociation constitutionnelle aboutit à la Déclaration de Calgary, en
1997 (soit deux ans après la tenue du dernier référendum sur la souveraineté du Québec,
en 1995). Comme la Loi constitutionnelle de 1982, cette déclaration reçut l’assentiment
du gouvernement fédéral et de celui de toutes les provinces canadiennes, à l’exception
du Québec qui rejeta cette Déclaration.

10

Il est par ailleurs à souligner qu’une majorité de Québécois espère toujours, plus d’un
an après la défaite du Parti Québécois, l’adoption d’un projet de Charte de la laïcité :
Boivin, 2015.

11

En droit français, il est clairement reconnu, depuis l’arrêt Dlle Marteaux du Conseil
d’État en 2000, que les fonctionnaires et agents publics de l’État français n’ont aucun
droit de manifester leurs convictions religieuses sur le lieu de travail, que ce soit en
portant un symbole religieux visible ou autrement : Avis Dlle Marteaux, RFD adm
2001; Barthélémy, 2003 et Drago, 1993, pp. 227-229.

12

Au sujet des possibles liens entre la nature du projet de Charte des valeurs
québécoises et la défaite du Parti Québécois aux élections provinciales de 2014, voir
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Après le projet de Charte des valeurs québécoises : quelle laïcité pour le Québec?

notamment : Dubuc, 2014 et Nicoud, 2014. Toutefois, la très mauvaise campagne
électorale menée par le Parti Québécois, et le fait que la possibilité d’un troisième
référendum sur la souveraineté du Québec a pris une place centrale dans les débats tenus
au cours de cette même campagne, rendent très difficile un diagnostic clair sur cette
question.
13

Le professeur Gérard Bouchard a également été l’un des co-présidents de la
Commission Bouchard-Taylor, mise sur pied par le gouvernement québécois en 2007
pour mettre un frein à ce qu’on appelait à l’époque : la « crise » des accommodements
religieux.

14

Le professeur Alain G. Gagnon est également directeur du Centre de recherche sur la
diversité et la démocratie (CRIDAQ) et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en
études québécoises et canadiennes (CRECQ).

15

Dans son article de 2011 sur l’interculturalisme, Gérard Bouchard écrivait ce qui suit :
« À cet égard, on sait qu’au cours des dernières années, certains jugements de la Cour
suprême du Canada ont soulevé de vives protestations au Québec. Une clarification
s’impose à ce sujet. Si on en venait au point où, par ses jugements, la Cour suprême,
d’une façon répétée et systématique, contredisait et mettait en péril les valeurs
fondamentales consensuelles du Québec, comme l’égalité homme-femme, la langue
française ou la séparation institutionnelle de l’État et de l’Église, le Québec serait alors
pleinement justifié de résister à ces jugements, soit en recourant à la clause dérogatoire
de la Constitution canadienne, soit par d’autres moyens juridiques et politiques. ».
Bouchard, 2011, parag. 64.

16

CDPDJ, 2009, p. 7.
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【研究論文】

Révolution tranquille 10 ans après :
le témoignage et l’expression du cinéma québécois
静かな革命の 10 年後

──ケベック映画の証言と表現
PARK Heui-Tae
パク・ヒテ

Résumé
The “Quiet Revolution” is one of the major events in the modern history of
Quebec. After ten years of revolution, facing overwhelming odds, the economic and
social situation for francophone Quebecers hardly improved. While the “October
Crisis” of 1970 came as an emotional release of anger for these people.
This study intends to show how Quebec filmmakers consider and record these
historical events. Through analysis of film language used in the two essential films of
the era, Mon oncle Antoine (1971) by Claude Jutra and Orders (1973) by Michel
Brault, I will show the ways in which they interpreted these historical events.
Furthermore, the analysis will move into the transformation taking place within
Quebec cinema. Quebec cinema is characterized by its strong relationship with the
documentary. In particular, the “direct cinema,” created in the late 50s by young
filmmakers working on Quebec’s National Film Board (NFB), played a major role in
driving the “Quiet Revolution.” At the same time, the pioneers of direct cinema,
Michel Brault and Claude Jutra, made allusions to these events through works of
fiction. This study will identify the main elements that led them to this decision and
not to the production of documentaries.
Mots-clés : Révoultion tranquille, Crise d’octobre, Cinéma direct, Cinéma québécois,
Docufiction
Keywords : Quiet Revolution, October Crisis, Direct cinema, cinema of Quebec,
Docufiction
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Introduction
La Révolution tranquille est une période importante dans l’histoire du Québec.
Dix ans après cet évènement historique, contre toute attente, la situation économique
et sociale des Québécois francophones ne s’est guère améliorée. Et la « crise
d’Octobre » de 1970 arrive alors comme défoulement de la colère du peuple. Il s’agit
à la fois d’un constat social et d’un triste bilan sur les dix années passées sous le nom
de la Révolution tranquille. Cette crise montre que, non seulement le système
économique du Québec, mais aussi l’identité québécoise a été à nouveau remise en
question. Le nationalisme québécois a joué un rôle positif au départ de la Révolution
tranquille, mais une partie de ce mouvement se transforme en mouvement radical
durant ces années. Il serait juste alors de considérer la « crise d’Octobre » comme
une expression radicale du peuple québécois de la désillusion qu’ils ont vécue après
l’espoir accompagné du slogan « Maître chez nous » lancé au cours des années 60.
Cette étude envisagera la façon dont les cinéastes québécois transforment ces
moments importants de l’histoire du Québec en image filmique. Surtout l’analyse de
deux films incontournables pour comprendre le Québec et ce moment intense – Mon
oncle Antoine (1971) de Claude Jutra et Les Ordres (1974) de Michel Brault –
permettra de voir d’abord comment les esprits de cette période s’exprimaient en
langage cinématographique. Le premier dénonce la condition sociale des Québécois
et l’autre témoigne d’un fait historique du Québec. Ces deux cinéastes, issus de
l’ONF (Office National du Film) et protagonistes de l’aventure du ‘cinéma direct’
ont tous les deux choisi la fiction plutôt que le documentaire. À ce point-là, les
analyses montreront aussi la relation paradoxale entre la vérité et la fiction.
1. Perspective historique de la crise d’Octobre 1970
Les germes de la « crise d’Octobre » est déjà conçu dès la Révolution tranquille.
Dans la période dite de « Grande noirceur » (1945-1959), la minorité anglophone a
creusé davantage le décalage économique avec les Francophones sous le
gouvernement de Maurice Duplessis. Les Québécois francophones sont obligés
d’apprendre l’anglais pour obtenir un travail dans des usines dirigées par les
Anglophones. La prise de conscience de leur condition économico-sociale pousse
alors les Québécois francophones à poser des questions épineuses sur l’identité
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nationale. Commencée vers la fin des années 50 et poussant Jean Lesage à la tête du
gouvernement en 1960, la Révolution tranquille donne l’espoir au peuple du Québec.
Modernisation et changement du statut des Québécois francophones résumeraient ce
mouvement social sans précédent. Mais en dix ans, malgré leur espoir, il n’y a pas de
changement notable concernant l’hégémonie anglophone sur l’économie québécoise.
En outre, les indices de l’économie québécoise ne s’améliorent guère. La désillusion
et la frustration face à cette situation transforment le mouvement nationaliste, qui
s’opposait jadis au catholicisme et aux Anglophones, vers un mouvement radical qui
arrive même à demander l’indépendance du Québec. Dans ce contexte, le
« Rassemblement pour l’indépendance nationale » (RIN) créé par Pierre Bourgault
en tant que mouvement citoyen se transforme en parti politique à partir de 1963 et se
voue à la promotion de l’indépendance. La visite de Charles De Gaulle à l’occasion
de l’Exposition universelle de Montréal en 1967, avec son discours célèbre « Vive le
Québec libre! », alimente la ferveur nationaliste au cœur des Québécois.
Dans le courant de l’euphorie de la Révolution tranquille, le « Front de
libération du Québec » (FLQ) a été créé par des nationalistes du RIN. Dans cette
période, la situation québécoise favorise et renforce même la montée du statut du
FLQ : les mauvaises conditions de travail des ouvriers québécois, le déséquilibre
économique entre les Anglophones et les Francophones, la hausse du taux de
chômage, etc. Le FLQ, structuré à peu près en 7 cellules indépendantes, a attaqué
plusieurs fois les institutions gouvernementales de façon violente. Avec la montée de
la frustration des Québécois sur la politique du gouvernement, les actions du FLQ
sont devenues de plus en plus radicales. De ce fait, le nombre des membres
emprisonnés a augmenté aussi. Les membres du FLQ ont organisé des enlèvements
d’hommes politiques importants pour les échanger avec leurs propres membres en
prison. Ce projet est réalisé d’abord le 5 octobre 1970 en enlevant l’attaché
commercial de Grande-Bretagne James Richard Cross, puis 5 jours après, Pierre
Laporte, le ministre provincial du Travail. Ces deux enlèvements exécutés par deux
cellules différentes deviennent alors un détonateur de la « crise d’Octobre ».
En somme, la « crise d’Octobre » est un point de croisement de divers éléments
socio-historiques. D’un côté, le peuple, qui avait l’espoir d’améliorer la société et les
conditions de vie, se désillusionne et la frustration s’accumule. Et d'un autre côté, par
rapport à l’attente du peuple, le gouvernement n’arrive pas à produire de résultat
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satisfaisant. De plus, contre les attentes des ravisseurs qui espéraient la libération de
leurs camarades, le gouvernement fédéral s’est opposé avec fermeté en déployant la
Loi des mesures de guerre. Dix jours plus tard, Pierre Laporte est trouvé mort dans le
coffre d’une voiture abandonnée, et l’opinion publique tourne définitivement le dos
au FLQ. Deux mois après l’assassinat de Pierre Laporte, James Richard Cross est
enfin libéré et peu de temps après, les ravisseurs de la cellule Chénier sont arrêtés.
Ainsi se termine la « crise d’Octobre ».
2. Mon oncle Antoine ou un message de rupture radicale
2.1. Le cinéma de style québécois
Une des importantes caractéristiques du cinéma québécois est son engagement
social. Sa relation étroite avec la société a commencé avec le déménagement de
l’ONF en 1956, d’Ottawa à Montréal. À ce moment-là, au sein de l’ONF, le groupe
québécois est créé. Peu après, avec le nationalisme revendiqué par Jean Lesage (qui
va devenir Premier ministre du Québec en 1960, mettant ainsi fin à 15 ans de règne
du parti ‘Union nationale’ dirigé par Maurice Duplessis), les jeunes cinéastes
commencent à exprimer le Québec dans leurs films. Le ‘cinéma direct’ résulte de
cette passion sociale en 1958. D’après Christian Poirier, les conditions de ce nouveau
style documentaire étaient celles-ci :
(…) filmer la réalité et le vécu avec une équipe réduite, un scénario improvisé ou
inexistant, des «personnages» réels, des acteurs inexpérimentés, des éclairages
naturels, pas de décors, et met l’accent sur le montage (le scénario se construit en fait
au montage) (Poirier, 2004, p. 65-66)

Ce nouveau style de documentaire a eu un impact mondial avec des techniques
spécifiques (par exemple, le mélange de la caméra fixe et de la caméra à l’épaule,
zoom in et out rapide). On considère Les raquetteurs (1958) réalisé par Michel
Brault et Gilles Groulx comme le premier film du cinéma direct. Les jeunes cinéastes
québécois sont inspirés par la façon dont les néoréalistes italiens filment la réalité. Et
ils ont reçu aussi l’influence directe de la Nouvelle Vague qui commence, avec son
style radicalement nouveau, à avoir un impact considérable sur le cinéma mondial.
Les cinéastes québécois appliquent ce style français à leur documentaire. Cela
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signifie entrer au milieu des gens avec la caméra à l’épaule pour capter les aspects
insolites que fournit la réalité, au lieu de suivre la manière traditionnelle qui suppose
de capter ce que les cinéastes veulent voir. Yves Lever résume ce style ainsi : « Ils
cherchent moins à en mettre plein la vue qu’à en mettre « plein la conscience » »
(Lever, 1995, p. 158). À travers ce style, ils ont voulu donner la parole aux gens, à la
période de la Révolution tranquille où ceux-ci veulent refaire la vie après avoir fait
table rase. Ainsi le cinéma direct peut être considéré comme un engagement social. Il
a pour but de montrer la réalité du Québec. Cet esprit du cinéma direct s’est
poursuivi tout au long de la Révolution tranquille, en reflétant ainsi le désir des
Québécois d’appréhender leur propre réalité.
2.2. Pollinisation du style ‘direct’
Claude Jutra, l’auteur de Mon oncle Antoine, un des meilleurs films dans
l'histoire du cinéma québécois, fait justement partie de cette génération de l’ONF
montréalais. Il représente le cinéma québécois avec d’autres tels que Michel Brault,
Gilles Groulx, et Denys Arcand. Ce film, réalisé entre 1970 et 1971 où la crise
d’Octobre est dans l’actualité, réfléchit non seulement à la problématique de
l’identité québécoise, mais aussi aux problèmes des Québécois en tant que
responsables de la condition sociale du Québec. Au lieu de cibler l’actualité, ce film
dresse plutôt un bilan des années de la Révolution tranquille à travers la petite
histoire anecdotique d’une ville. Ayant le but de montrer la réalité, ce film a choisi le
regard de Benoît, adolescent et personnage central. C’est cet adolescent qui se
promène dans la communauté francophone, tout comme Ricci et Bruno le faisaient
dans le film Le Voleur de bicyclette (1948) pour constater la réalité de l’après-guerre
de l’Italie. L’histoire se déroule dans un village à côté de Black Lake dans les années
40. En considérant que ce film est sorti en 1971, un an après la ‘crise d’Octobre’, le
message est fort de la part de Jutra quand il choisit le paysage des années 40. Il n’est
pas difficile d’apercevoir son intention d’exprimer qu’il n’y a aucune différence entre
le temps diégétique1 du film et le temps où le film est produit. À ses yeux, entre les
années 40 et 70, il n’y a pas de rupture, les deux temps se côtoient comme si rien ne
s’était passé. Jutra constate que la situation de 1970 n’arrive pas à débarrasser la
trace d’humiliation et d’agenouillement que vécurent les Québécois depuis la
Conquête de 1760. Le bilan est fait : la Révolution tranquille est un échec total.
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Pour exprimer ce bilan, Jutra choisit un film de fiction avec les techniques du
‘cinéma direct’. Utilisant de nombreux symboles et métaphores, il a créé un scénario
qui peut refléter le plus fidèlement la réalité du Québec. Ce choix de la fiction est,
nous paraît-il, inévitable car, pour dresser le bilan de 10 ans sur l’écran en 104
minutes, il vaut mieux recourir à la fiction. Pourtant, ce choix ne signifie pas qu’il a
utilisé un moyen facile pour imposer sa propre vision. Il s’agit de « la vérité de la
reconstitution » selon l’expression d’Yves Lever (1995, p. 275). Pour cette vérité,
Jutra a astucieusement associé les techniques distinctes du cinéma direct à la fiction.
La structure formelle du film Mon oncle Antoine montre clairement cette
pollinisation entre deux types de cinématographie. D’abord ce film se constitue
principalement par la structure du temps linéaire. Il n’y a ni analepse2 ni prolepse3.
Le temps diégétique du film s’organise en moins de trois jours. L’histoire se passe
entre le 23 décembre et le matin de Noël. L’organisation du temps diégétique est
assez courte afin de réduire le décalage entre le temps diégétique et le temps réel du
film. Ainsi ce film est doté d’une structure quasi-documentaire. De plus, Jutra
emploie la caméra à l’épaule dans de nombreuses scènes pour donner l’effet « live ».
Tous ces dispositifs du film démontrent clairement sa prétention à réaliser un film
réaliste ou même un documentaire fictif dans la lignée du cinéma direct.
2.3. Critique de la Révolution tranquille
A travers ces dispositifs cinématographiques, Jutra décortique la société
québécoise. Pourtant, le regard critique ne s’oriente pas vers le milieu politique. Il
cherche la raison de l’échec de la ‘Révolution tranquille’ à l’intérieur de la société.
Le film est très équilibré dans la mesure où il montre les deux côtés de la condition
québécoise : d’une part les conditions difficiles des Québécois francophones,
économiquement inférieures aux anglophones, d’autre part les problèmes au sein de
la société québécoise francophone.
Dès la première scène, Jos Poulin, ouvrier francophone, se dispute avec son
patron anglophone et est obligé de partir loin de sa famille pour trouver un nouveau
travail. Cette scène en quelques plans représente très bien la situation réelle des
Québécois. Car les actes de Jos, tantôt se plaignant de sa difficulté à communiquer en
anglais, tantôt montrant de l’agressivité envers son patron, représentent non
seulement la situation personnelle des Québécois mais celle de leur collectivité.
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L’anglais est une langue supérieure tout comme le statut des Anglophones dans la
situation économique du Québec. Ensuite, le film commence à montrer les divers
problèmes de la société par un regard assez neutre au style ‘direct’. Jutra a choisi des
épisodes anecdotiques quotidiens d’un petit village pour dénoncer les raisons
principales qui étaient auparavant la motivation de la Révolution tranquille mais
aussi les raisons de l’échec après cette période. Après avoir diagnostiqué les
problèmes sociaux, il les transforme efficacement en petits épisodes. L’aspect
hypocrite de l’abbé du village symbolise la mauvaise influence du catholicisme
depuis le début de l’histoire du Québec. Les multiples scènes de beuverie des
ouvriers et des villageois confirment que les Québécois ne sont pas totalement libérés
de leur mauvaise habitude avec l’alcool. Par ailleurs, les attitudes hésitantes des
personnages dans les circonstances décisives sont l’expression accusatrice des
aspects nonchalants des Québécois. En outre, le cinéaste n’a pas oublié d’insérer une
scène de relation extra-conjugale pour dénoncer le problème de la moralité. Toutes
ces scènes concernent le quotidien québécois. Il s’agit d’une approche microhistorique de la réalité du Québec.
Si la première partie du film se consacre à l’analyse et à la dénonciation des
problèmes du Québec, la deuxième partie va encore plus loin. Jutra y insère le
discours de la rupture avec le passé ou plutôt avec la réalité présente. Les images
fortes de cette partie sont des scènes qui rappellent un rite initiatique. Le jeune
Benoît, neveu d’Antoine (qui est le personnage principal et s’occupe aussi de pompes
funèbres dans le film), doit faire un aller-retour loin du village pour accompagner son
oncle. À cette occasion, ce jeune adolescent fait face à un cadavre pour la première
fois. Cependant, ce moment tendu n’est pas décrit comme une expérience d’horreur
mais plutôt avec plein de curiosité. Dans le rite initiatique, ce qui est le plus
important, comme Mircea Eliade le souligne dans son texte 4, c’est la rupture
existentielle. Benoît, en tant que symbole de la future génération du Québec, doit
alors accomplir sa mission de relayer l’ancienne génération, symbolisée par l’oncle
Antoine. Ce relais ne consiste pas seulement à hériter des vieilles traditions mais
s’accompagne d’un changement radical.
La séquence dans laquelle Benoît reçoit les rênes de la charrette à cheval
représente clairement le message que Jutra veut envoyer au peuple du Québec.
Quand Antoine devient incapable de la conduire à cause de l’ivresse (cela fait partie
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d’une des problématiques importantes que connaît la société québécoise), il est
obligé de laisser le contrôle de la charrette. Mais il ne s’agit pas d’un simple
changement de place. C’est pourquoi Jutra place Antoine à l’arrière de la charrette, là
où se trouve le cadavre d’un jeune défunt, au lieu de le mettre à côté du nouveau
pilote. Ensuite, la caméra accompagne avec dynamisme le cheval au galop, en
travelling panoramique. À ce moment-là, on peut voir clairement l’espoir qu’attend
Jutra de la jeune génération. Pourtant, ce moment d’euphorie ne durera pas
longtemps. En effet, au bout de quelque temps, le néophyte n’arrive pas à bien
contrôler la vitesse de la charrette et le cercueil tombe par terre. Benoît essaie de le
remettre, mais le poids est trop lourd à soulever pour un jeune tout seul. Cela montre
bien aussi les aspects maladroits et faibles de la génération à venir. À travers cette
scène, Jutra insère soigneusement son inquiétude vis-à-vis de cette nouvelle
génération. Il identifie le Québec à ce jeune Benoît : la société québécoise n’est
qu’en état de jeunesse et pas suffisamment mûre. À ses yeux, les efforts des
Québécois durant la période de la Révolution tranquille ne sont pas suffisants pour
changer la société. Les scènes sur la neige symbolisent bien cet immobilisme et ce
statisme de la société québécoise. Le réalisateur exprime à la fois son regret avec un
ton très fort, et son espoir. Mon oncle Antoine est enfin un message de Jutra pour
demander aux Québécois de rompre avec leur passé humiliant.
3. Les Ordres (1973) ou le témoignage de l’histoire en fiction
Malgré l’espoir, la Révolution tranquille aboutit à la crise d’Octobre. Celle-ci
est un moment historique tellement important pour les Québecois que de nombreuses
œuvres littéraires ou filmiques l’analysent ou en témoignent. Parmi elles, au cinéma,
Les Ordres de Michel Brault avec Octobre (1993) de Pierre Falardeau font partie des
films qui témoignent de cet évènement historique. Pourtant, le film Les Ordres n’a
pas reçu un accueil unanime du public. Pierre Vallières, un des membres fondateurs
du FLQ et journaliste, le sous-estime arguant du fait que « Michel Brault contribue
avec Les Ordres à l’épuration (dans le sens d’extinction progressive) de la mémoire
historique et permet au pouvoir en place de faire oublier l’oppression d’hier pour
mieux organiser celle d’aujourd’hui » (Vallières, 1974, p. 18). Il reproche au film
d’être apolitique au lieu d’analyser socio-politiquement les faits. Par contre, l’ancien
Premier ministre du Québec René Lévesque l’a apprécié parce que ce film a donné
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une explication convaincante sur « comment cette honteuse opération d’abaissement
collectif » pouvait avoir eu lieu. Mais en même temps, il n’a pas manqué d’ajouter
son regret parce qu’il y manque « le pourquoi (…). Et aussi, bien sûr, le qui »
(Lévesque, 1974). Cela veut dire que Brault n’a pas désigné clairement les
responsables de l’évènement. Et les journaux anglophones ont haussé la voix à
l’unisson pour le critiquer. D’après eux, ce film manque de regard neutre et
historique car il n’a jamais mentionné l’assassinat effectué durant la « crise
d’Octobre », qui était l’évènement central d’après eux.
3.1. Inexistence du fait historique
Quoique la plupart des critiques de cinéma n’hésitent pas à qualifier ce film de
meilleur film de fiction réalisé par Michel Brault, il est vrai que l’accueil a été mitigé
par rapport à la réussite du côté esthétique ; les raisons se trouveraient d’abord dans
le fait qu’il n’y avait pas beaucoup de décalage temporel entre l’évènement et la
sortie du film. Moins de quatre ans ne sont pas suffisants pour qu’on puisse définir le
caractère d’un évènement tel que la « crise d’Octobre ». De plus, Brault n’a présenté
aucune scène concernant l’enlèvement de James Richard Cross ou Pierre Laporte et
son assassinat qui était le déclencheur de cette crise. Cela aurait dû susciter
davantage de polémiques autour du film. Le cinéaste ne raconte que l’histoire des
citoyens emprisonnés sans mandat judiciaire à cause de la fameuse « Loi sur les
mesures de guerre », déclarée par le gouvernement fédéral. C’est pourquoi il n’y a
pas de discours politique comme dans le film Octobre vingt ans plus tard. Pierre
Falardeau a réalisé ce dernier film, dans le même propos que le FLQ, pour prétendre
que l’enlèvement et l’assassinat étaient un résultat malheureux mais inévitable pour
résoudre la situation injuste des Québécois francophones. Mais, dans Les Ordres, il
n’y a pas non plus de poursuite des responsables politiques qui ont décidé d’arrêter
brutalement des citoyens ordinaires et de les mettre en prison. C’est pour ces raisonslà que ce film est critiqué par les deux côtés, les radicaux et les modérés. Les Ordres
est un film assez particulier dans la mesure où il raconte la ‘crise d’Octobre’ mais en
étant réticent sur l’évènement déclencheur. Il s’agit alors d’un rapport historique qui
marque le point de départ.
Pourtant à travers le film, Michel Brault déploie l’analyse éminente sur le
changement qu’a apporté la « crise d’Octobre » à la société québécoise : la
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transformation du nationalisme québécois. Auparavant, la plupart des Québécois
croyaient qu’ils appartenaient à un corps uni autour du nationalisme en face des
dominants anglophones. Mais, après cette crise, les idéaux québécois se sont
effondrés. La crise d’Octobre et la déclaration de la Loi sur les mesures de guerre ont
été l’occasion, pour les Québécois, de prendre conscience de leur nouvelle réalité : il
y a les dominants et les victimes au sein même des Québécois francophones. Michel
Brault croit qu’il faut regarder cette crise avec un autre regard. Il s’agit d’une relation
problématique entre le pouvoir et le peuple.
3.2. Les personnages synthétiques
Cinématographiquement parlant, il est fort intéressant que Michel Brault, qui a
ouvert la voie du cinéma direct avec Les Raquetteurs (1958) et La Lutte (1961),
s’approche de la ‘crise d’Octobre’ au moyen de la fiction. Ce film hérite, dans tous
les sens du terme, du style ‘direct’ : les images tremblantes en utilisant la caméra à
l’épaule, le temps diégétique linéaire, et les scènes d’interviews. Le film reconstitue
les deux semaines sous la Loi martiale. On y voit d’abord la vie quotidienne des
Québécois, puis une autre vie dans la prison en tant que victimes sous le poids du
pouvoir au nom de la sécurité publique. Le cinéaste s’approche de cet évènement
historique non pas avec le regard de l’histoire générale qui prétend aborder les
évènements historiques par le haut (observation du pouvoir et ses instances), mais
avec le regard de la micro-histoire qui part du bas (à partir des masses, paysans,
ouvriers, pêcheurs, etc.)5.
Parmi les scènes, le discours principal du film se concentre surtout sur des
scènes d’interviews. Pour comprendre le sens de ce genre de scène, il faudra d’abord
rappeler le film documentaire Chronique d’un été (1961) de Jean Rouch et Edgar
Morin6. Ce film est le résultat de l’union entre un maître de l’ethno-documentaire et
un éminent sociologue. Ils ont voulu réaliser un nouveau type de documentaire
capable de refléter efficacement la vie quotidienne des jeunes Parisiens. Nommé
‘cinéma-vérité’ parce que ce film, au lieu de poursuivre la vérité que les réalisateurs
croient, a été conçu pour montrer la vérité qui émane des participants. Ainsi, ils ont
questionné le documentaire qui prétend montrer la vérité. Michel Brault emprunte les
scènes d’interview que Chronique d’un été a principalement employées pour l’effet
de vérité.
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La structure principale de Les Ordres est constituée par les épisodes de cinq
victimes sous la Loi martiale, appartenant à diverses classes sociales (ouvrier,
chômeur, docteur etc.). Brault a inséré les scènes d’interview comme si on faisait une
vraie interview. Mais il ne s’agit, en fait, que d’une fiction au style « documentaire ».
En utilisant les images en noir et blanc, il a réussi un faux documentaire qui montre
plus qu’un documentaire. Ce qui est vraiment intéressant, c’est que le réalisateur a
utilisé des acteurs très connus au Québec. En outre, ils utilisent leurs deux noms (leur
vrai nom et le nom de leur rôle) en disant par exemple, dans l’interview : « Je
m’appelle Jean Lapointe » ; et dans le film : « je suis Clermont Boudreau », affichant
ainsi clairement qu’ils jouent dans le film. Cela signifie que Brault n’a pas l’intention
de faire un documentaire en trompe-l’œil. Les cinq acteurs ne jouent pas des
personnages créés par pure imagination du cinéaste ; ils jouent les modèles que
Brault a synthétisés après avoir interviewé plus de 50 victimes. L’ONF lui avait
proposé en 1971, pour un projet virtuel, de réaliser un documentaire sur le sujet de la
« crise d’Octobre ». Les personnages du film sont le résultat du rapport qu’il y avait
présenté.
Ces personnages fictifs rappellent inévitablement le vieux épisode de Zeuxis à
qui le roi de Crotone a demandé le portrait d’Hélène. Le peintre légendaire a alors
demandé de réunir les plus belles filles de Crotone. Après avoir choisi cinq filles
parmi elles, Zeuxis utilise des parties du corps de chacune d’elles pour créer la
beauté parfaite d’Hélène. Cicéron le décrit ainsi :
Il en choisit cinq parce qu’il pensait que tout ce qu’il recherchait pour faire un beau
portrait, il ne pouvait le rencontrer dans un seul corps. C’est que la nature n’a pas placé
l’absolue perfection dans une seule créature (Cicéron, 1994, p.143).

L’acte de Zeuxis ne concerne plus la copie simple. Il s’agit d’unifier les beautés
séparées dans la nature. Ce moyen astucieux pour s’approcher de la beauté parfaite
est similaire au travail de Michel Brault : il a synthétisé les douleurs des victimes
pour les transmettre efficacement au spectateur. Dans ce contexte, le propos d’André
Loiselle a plus d’éloquence quand il dit que « Brault a réussi à combiner à la
perfection l’impact du réalisme immédiat propre au direct et la richesse évocatrice de
la fiction » (Loiselle, 2006, p. 57). La fiction chez Brault est un acte pour représenter
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la vérité qui s’est éparpillée. C’est pourquoi ses personnages sont « mimétiques »
dans le sens nouveau du terme proposé par Roselyne Dupont-Roc et Jean Lallot,
après la nouvelle traduction mémorable du texte Poétique d’Aristote (1980). La
notion de mimèsis n’est plus considéré comme l’acte de « copier » mais plutôt
comme celui de « représentation ». La mimèsis est un acte qui n’imite pas son objet
dans son aspect physique, mais en tire l’essence en éliminant les scories qui le
cachent. Ainsi la mimèsis rend visible l’essence des choses par l’agencement des
éléments cruciaux. Brault agence et dispose les victimes à l’aide de la fiction pour
que la vérité en surgisse. Le style ‘direct’ est un élément supplémentaire pour donner
plus de réalisme.
3.3. Création de la mémoire à présent
Dans le film, lié toujours au personnage fictif, il y a une scène anodine, mais qui
a un sens assez important. Dans la scène où Richard Lavoie (joué par Claude
Gautier), chômeur et époux d’une danseuse de boîte de nuit, entre dans la prison, le
gardien lui demande son âge et sa date de naissance pour vérifier son identité. À ce
moment-là, Lavoie répond qu’il a 34 ans et que sa date de naissance est le 31 janvier
1939. Cette scène suscite vraiment la curiosité. Le film raconte le moment de
l’arrestation des civils par la Loi des mesures de guerre. Cela date d’octobre 1970. Le
film est réalisé en 1973, et est sorti l’année suivante. Le personnage devrait avoir 31
ans au lieu de 34 ans parce que le temps diégétique du film n’est autre que l’année
1970. Par le fait que ce personnage affiche son âge du moment de tournage,
l’intention du cinéaste devient claire. Ainsi, le caractère de ce pseudo-documentaire
se transforme totalement. Il ne s’agit pas de retracer l’évènement historique ni de
reconstituer le souvenir collectif qu’a vécu le Québec. Mais le cinéaste demande aux
personnages de vivre le passé douloureux à présent devant la caméra. Il tourne donc
un véritable documentaire de l’année 1973. André Loiselle, en analysant la même
scène, qualifie qu’il s’agit d’un « document sur la performance d’un groupe d’acteurs »
(Loiselle, 2005, p. 177). Et il aligne aussi dans le même texte le film de Rouch et
Morin avec celui de Brault. D’après lui, Brault « s’approprie et transforme les
stratégies de représentation de la réalité par la fiction que Rouch et Morin avaient
employées dans Chronique d’un été presque quinze ans plus tôt » (Ibid., p. 177).
Cela signifie qu’à travers Les Ordres, Brault était en train d’enregistrer ce qui ce
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passe hic et nunc. De cette manière, le maître du documentaire ouvre une nouvelle
expérience : surmonter les limites du documentaire qui est en fait un film très
subjectif et dépasser les limites de la fiction qui n’est qu’un mensonge vraisemblable.
Le sens de la fiction qu’emploie Brault se croise avec la notion de fiction qu’a
employée Chris Marker dans Le tombeau d’Alexandre (1992), quand Jacques
Rancière alayse le cinéaste français :
Mais la « fiction » en général, ce n’ est pas la belle histoire ou le vilain mensonge qui
s’ oppose à la réalité ou que l’ on veut faire passer pour elle. Fingere ne veut pas dire
d’ abord feindre mais forger. La fiction, c’ est la mise en œuvre de moyens d’ art pour
construire un « système » d’ actions représentées, de formes assemblées, de signes qui
se répondent. (Rancière, 2001, p. 202)

Ainsi, polliniser la fiction sous le style documentaire doit être compris comme un
changement de stratégie afin de s’approcher au plus près de la vérité et de la
reconstituer sur le présent. Brault crée une vraie réalité québécoise avec la fiction et
il crée aussi le moyen d’enregistrer l’histoire à présent.
4. Nouvelle aventure du cinéma québécois : du documentaire à la fiction
Les jeunes cinéastes, baptisés par le cinéma direct au commencement de la
Révolution tranquille, se reconvertissent et enregistrent le bilan de cette période par
la fiction. Avant Jutra et Brault, cette migration vers la fiction a commencé dès 1963,
d’abord parce que l’ONF ne permet pas à tous les cinéastes de réaliser de la fiction.
Puis, ce cinéma hybride, tenté pour la première fois dans Seul ou avec d’autres
(1962), a connu le succès avec le film de Gilles Groulx Le Chat dans le sac (1964).
D’après Yves Lever, « le réalisateur a tellement bien assimilé l’esprit et les méthodes
de ce genre que tous ses films, même fiction, deviennent des témoignages parmi les
plus authentiques de l’époque » (Lever, 1995, p. 167). Ce succès a montré la
possibilité de poursuivre la réalité et la vérité autrement que par le documentaire,
avec plus de liberté. De plus, les cinéastes pensaient que la fiction pourrait leur
donner un outil plus adéquat pour transmettre leurs messages plus clairement aux
Québécois. La spécialité du cinéma direct était de montrer la réalité vivante. Pour
partager l’identité québécoise avec le peuple et pour leur proposer une direction plus
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claire vers laquelle le Québec doit s'orienter, ils ont besoin de créer des films qui sont
capables de donner des messages forts et clairs. Cette passion plus intellectuelle que
sensible aurait dû les pousser à choisir le film de fiction. Poirier résume bien cette
raison de changement des cinéastes québécois :
La libération de l’imaginaire, vécue au début de la Révolution tranquille, est
interprétée, par beaucoup de cinéastes, comme un appel au cinéma de fiction, c’est-àdire que la présentation d’un récit dramatique utilisant un style documentaire, révélant
les Québécois tels qu’ils sont, participe de cette appropriation collective de la société.
De même, les revues de cinéma encouragent cet ancrage du cinéma à l’identité
nationale : « L’aventure du cinéma québécois c’est pour nous ’aventure du Québec. »
(Poirier, 2004, p. 69)

Au plan cinématographique, il faudra ajouter aussi, pour expliquer ce
changement, la nouvelle prise de conscience sur le documentaire. Le cinéma direct
s’est lancé sur l’idée que les films documentaires qui le précédaient n’étaient plus
capables de montrer la réalité telle qu’elle est. On a tendance à croire que le
documentaire égale l’image de la vérité. Mais un film documentaire n'est que le
résultat d’une réflexion de cinéaste. Il est alors impossible de se débarrasser de la
subjectivité même si on envisage de faire un film neutre ; et cette idée reconvertit, du
documentaire à la fiction, les jeunes cinéastes qui ont soif de la vérité. Le témoignage
de Denys Arcand, qui a aussi d'abord commencé en réalisant des documentaires,
explique clairement cette tendance de reconversion :
Quand je faisais un documentaire, nous avions, moi et les gars qui travaillaient avec
moi, une idée assez précise de ce que nous voulions dire. Or, tu en arrives à te
demander si tu as le droit de plaquer tes propres opinions sur du matériel pris chez des
gens qui ne pensent pas nécessairement comme toi, ou en tout cas pas tout à fait... Il se
dégage finalement de chaque documentaire une espèce de malhonnêteté qui provient
du fait que c’est finalement ta propre vision du monde qui paraît quels que soient les
gens qui s'expriment dans ton film. (Arcand, 1972, p. 28)

Cette bifurcation des cinéastes québécois signifie qu’ils ont fait un choix.
Depuis la naissance du cinéma, il y a deux voies dans le documentaire. L’une est
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« kino-prvda » de Dziga Vertov. Ayant confiance dans le pouvoir de la caméra, il
prétend qu’on peut capter la réalité telle qu’elle est. L’autre est le « documentaire
joué » de Robert Flaherty. Celui-ci pense que capter simplement la réalité n’est pas
suffisant pour montrer sa vérité. C’est pourquoi il faut y ajouter des éléments fictifs
pour que la vérité apparaisse sur l’écran. Parmi ces deux voies, les jeunes cinéastes
québécois ont choisi la voie de la fiction. Pourtant, cela ne veut pas dire qu’ils ont
renoncé à rechercher la vérité pour donner des messages sociaux aux Québécois. Il
s’agit plutôt d’un changement de stratégie pour s’approcher de la vérité avec plus
d’efficacité. La vérité ne vient pas de l’apparence. C’est pourquoi il faudra
comprendre leur choix et leur transformation conséquente dans le contexte où ils ont
voulu répondre à la question suivante : comment peut-on représenter efficacement la
réalité perçue ? Et cette réflexion adhère aussi à des problématiques de la
représentation posées dans le domaine de l’art : comment doit-on disposer les
fragments de la réalité pour que ceux-ci prennent une signification. De ce point-là, la
représentation se croisera aussi avec cette poursuite de la vérité. Dans ce sens,
l’évolution des cinéastes québécois s’éclaircit sur le texte de François Niney qui
explique la représentation de la vérité par le mensonge :
L’évident secret de la représentation artistique (plastique ou littéraire, théâtrale ou
filmique), n’est-il pas de nous suggérer cette transmutation des valeurs que prônait
Nietzsche : illusion et vérité, apparence et réalité, se touchent à se confondre.
Reconnaître l’illusion, n’est-ce pas la vérité première ? Mais c’est aussi la dernière.
Cela veut dire qu’il n’y a pas à chercher une vérité cachée derrière l’illusion
trompeuse, mais à prendre en compte l’illusion comme une nécessité vitale, notre
manière de faire un monde, de le partager, de nous exposer et de nous protéger à la
fois. […] Nous produisons notre réalité avec nos façons illusoires, nos cinq sens, nos
pensées schématiques, nos manières de dire et montrer ; c’est nous qui donnons forme
et sens et valeur. La vérité absolue étant non pas hors d’atteinte mais tout simplement
inexistante, nous pouvons dire, de ce point de vue, que nous fabriquons nos vérités
avec des artefacts : hypothèses, modèles et avancements plus ou moins sensés et
résistants. La vérité n’est que la mesure transitoire de la plus ou moins grande stabilité
et viabilité de cet agencement. (Niney, 2000, p. 197)

En somme, il serait juste de comprendre ce changement du documentaire à la
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fiction des cinéastes québécois comme le résultat de leurs recherches d’un moyen
plus adéquat pour montrer la réalité québécoise.
(PARK Heui-Tae, Université Sungkyunkwan, Séoul)

Notes
1

Ce terme est relatif à la diégèse, cadre chronologique et spatial des événements d’un
récit.

2

Ce terme désigne le fait, dans un récit, de retour sur des événements antérieurs au
moment de la narration.

3

Figure de style par laquelle on prévient une objection que l’on réfute à l’avance.

4

« Philosophiquement parlant, l’initiation équivaut à une mutation ontologique du
régime existentiel. A la fin de ses épreuves, le néophyte jouit d’une tout autre existence
qu’avant l’initiation : il est devenu un autre » (Eliade, 1995, p.185).

5

À propos de cette approche sur l’histoire, il faudrait voir l’ouvrage de Marc Ferro,
Cinéma et Histoire, surtout les 18ème et 19ème chapitres.

6

Jean Rouch a dit plusieurs fois que Michel Brault avait contribué considérablement à
la réalisation de ce documentaire. Il a surtout beaucoup apporté à l’équipe française les
techniques du cinéma direct. ref (Gauthier, 2005, pp. 85-87).
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Claude Jutra, 1971, Mon oncle Antoine, 104min, ONF.
Michel Brault, 1974, Les Ordres, ONF.
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【研究論文】

ロベール・シャルボノーと
フランス・レジスタンス派との論争を巡って

Autour de la controverse entre Robert Charbonneau
et des écrivains de la Résistance
立 花 英 裕
TACHIBANA Hidehiro
Résumé
Juste après la Seconde Guerre mondiale, des écrivains français, réunis
principalement autour des Lettres françaises, comme Louis Aragon et Jean Cassou
demandent aux éditeurs montréalais de cesser de publier des auteurs collaborateurs,
bannis en France, tel Charles Maurras. C’est Robert Charbonneau, écrivain et cofondateur des Éditions de l’Arbre qui riposta à cette attaque. Le présent travail tente
d’examiner et analyser cette polémique. Qu’entendait Charbonneau par « la
personnalité canadienne » ou « la signification américaine »? Ces interrogations
nous amènent à découvrir, en nous appuyant sur le travail de Gilles Marcotte, les
pensées différentielles et relationnelles de notre polémiste. Celui-ci ne prône ni
régionnalisme ni retour aux traditions. Pour lui, « la personnalité canadienne » est
relationnelle du fait qu’elle ne peut échapper ni aux influences françaises ni à celles
des continents américains; mais elle peut s’assurer l’autonomie au moyen de ses
propres choix. Cette mise en rapport différentiel des Canadiens français prépare
l’aventure de la génération de l’Hexagone. D’un autre côté, il faudrait souligner que
cette revendication d’autonomie culturelle et littéraire ait trouvé de ses premières
formes au moment de l’éclipse de la République française, consécutive à
l’occupation allemande. Une autre perspective est ainsi introduite dans notre analyse
selon laquelle cette éclipse momentanée de « la République des lettres » française,
cause de la segmentation des espaces francophones, aurait contribué à l’autonomie
et/ou la naissance même de littératures de langue française. Dans ce sens, les
activités littéraire et éditoriale de Charbonneau pourraient se comparer à celles
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d’Aimé Césaire, qui proposait à la Martinique sous le régime de l’amiral Robert une
nouvelle vision du monde avec la revue Tropiques, et cela même si la conception
littéraire de ces deux auteurs est fort différente.
キーワード：自律性、ケベックナショナリズム、第 2 次世界大戦、ルイ・ア
ラゴン、フランス系カナダ文学
Mots-clés : autonomie, nationalisme québécois, la deuxième guerre mondiale, Louis
Aragon, littérature canadienne-française
はじめに―ロベール・シャルボノ―『フランスと私たち』
1946 年 3 月 8 日、『レ・レットル・フランセーズ』に、モンレアルの出版
界を非難する匿名記事が掲載される。モンレアルで対独協力派の作家たちが
なおも出版されているのはけしからんというのである。筆者はルイ・アラゴ
ンと言われている。このフランス・レジスタンス派からの抗議に対して、モ
ンレアルの出版界は目立った反応を示さなかった。シャルル・モーラスなど
対独協力派の著作が出版されていたのは事実であり、フランスでの対独協力
派粛清は遠い出来事だった。しかし、１人だけ真正面から反論を試みた作家
がいた。ロベール・シャルボノー（Robert Charbonneau）である。彼は小説
家だが、独自の路線を貫く出版社アルブル社(Les Éditions de l’Arbre)の共同経
営者でもあった。
シャルボノーの反論の骨子は、次のようなものである。たしかに対独協力
派の出版物が見受けられないこともないが、カナダのフランス語系出版界は
自由フランス側を支援してもきたし、フランスに隷属しているわけではない、
というのである。シャルボノーは、モンレアルの出版界を擁護するにとどま
らず、いわば自陣営のフランス語系作家たちに覚醒を促す次元も含んだ議論
を展開する。
論争は少なからぬ文学者、知識人を巻き込み、1948 年まで続いた後、あ
いまいに立ち消えになる。シャルボノーは、論争の経緯をまとめた小冊子
『フランスと私たち』を 1947 年に出版している。論争はその後長い間忘れら
れていたが、1980 年代後半になってカナダ・フランス・アカデミーの機関
誌『フランス系カナダのテキスト（Écrits du Canada français）』がシャルボノ
ー 特 集 号 を 企 画 （ 1986 年 ）、 エ リ ザ ベ ト ・ ナ ル ド ゥ ＝ ラ フ ァ ル ジ ュ
（Élisabeth Nardout-Lafarge）がマギル大学に博士論文『ケベックの文学〈界〉
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とフランス－ 1940 年－1950 年』（1987 年）を提出した頃から再評価される
ようになった。ナルドゥ＝ラファルジュは、1993 年にシャルボノーの『フ
ランスと私たち』に詳しい解説を付して再版している。本論文では、この論
争を紹介するとともに、それがもった意義を考察してみたい。
1 . 『ラ・ルレーヴ』の創刊者ロベール・シャルボノー
ロベール・シャルボノーは、カナディアン・パシフィックの鉄道員を父と
して、1911 年にモンレアルに生れている。コレージュ（Collège Sainte-Marie）
時代の友人たちがたいてい裕福な家庭の出身だった中で彼の出身の慎ましさ
が目立つと指摘する評者もいる。親友で、外交官になったポール・ボーリュ
ー（Paul Beaulieu）によれば、シャルボノーは体格が頑強、神経質で緊張し
た物腰の若者だった。依怙地で断定的な物言いをする完璧主義者である一方、
傷つきやすく、人を避けるような面もあったという（Beaulieu, 1987, p.7）。
モンレアル大学社会政治学部（école de sciences sociales et politiques）に進学、
ジャーナリズムの学士号を取得している。卒業後、『祖国（La Patrie）』紙の
記者になり（1934 年-1937 年）、1941 年に小説『彼らは土地を手に入れるだ
ろう（Ils possèderont la terre）』でダビッド賞を受賞している。その他、評論
集『人物を知ること（Connaissance du personnage）』（1944 年）、小説『フォ
ンティル（Fontile）
』
（1946 年）がある。
彼が今日記憶に残っているのは、なによりも雑誌『ラ・ルレーヴ（La
Relève）』によってだろう。コレージュ時代の友人、前出のポール・ボーリュ
ーやクロード・ユルテュビーズ（Claude Hurtubise）、ロジェ・デュアメル
（Roger Duhamel）、ロベール・エリー（Robert Élie）、アンドレ・ロランドー
（André Laurendeau）、ジャン・ル・モアヌ（Jean Le Moyne）、エクトル・サ
ン＝ドニ・ガルノー（Hector Saint-Denys Garneau）らと共に、1934 年に哲学
文芸雑誌『ラ・ルレーヴ』を創刊する。同人の中で特筆すべきなのは、いう
までもなくサン＝ドニ・ガルノーである。フランス語系カナダ文学において
自由詩の領域を拓いたこの詩人は、喘息に苦しみ、31 歳で亡くなったため、
僅かな数の詩作品しか残さなかったが、戦後詩に及ぼした影響は計り知れな
い（ワテーヌ、2013 pp. 103-104）。彼らは「『ラ・ルレーヴ』の世代」と呼ば
れている。『ラ・ルレーヴ』誌は、戦争中に『ラ・ヌーヴェル・ルレーヴ
（La Nouvelle Relève）』（1941 年）になるが、マルセル・プルースト、ジッド、
バタイユやレリスなど、当時、あまり読まれていなかったフランスの作家・
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思想家を広く紹介している。
前述のアルブル社は、1940 年、シャルボノーがユルテュビーズと共同で
設立した出版社だが、アンヌ・エベール、イヴ・テリオ、ロジェ・ルムラン
などを世に送り込んだことで知られる。しかし、不運にもアルブル社は
1948 年に倒産する。シャルボノーは失意の中でラジオ・カナダに入社し、
その後は、創作活動も停滞し、1967 年に亡くなっている。
一見したところ、論争は単純にも見える。ようするにモンレアルの出版界
が戦後の世界秩序を尊重して、対独協力派作家の出版を止めればいいのであ
る。モンレアルの出版界の曖昧な姿勢は擁護しがたいように見える。しかし、
シャルボノーにしてみれば、フランス側の態度はあまりに一方的だった。し
かも、アルブル社の存続もかかっていた。この点を説明するには、迂回して
第 2 次世界大戦中の特殊な出版事情に触れなくてはならない。
2. 大西洋を横断するモンレアルの出版界
ことは、カナダ政府が 1939 年 9 月 10 日に対独戦争を布告した後に、敵
国とみなされる地域で出版された著作の出版を、著作権者の承諾をえずに刊
行できるとする政令を出したことに始まる。この時点でフランスはカナダの
敵国ではなかったが、1940 年 6 月からパリはドイツの占領下に入り、この
法的措置が適用される。それを機に、モンレアルの出版社はこぞってフラン
スの書籍を再版する。降って湧いたような出版ブームが訪れた。
もちろん、モンレアルだけではない。共和国フランスの崩壊によって、フ
ランス語の書籍出版はニューヨークや南米の諸都市でもなされる。この事態
は、ド・ゴール将軍側についた亡命作家たちにとっても悪いことではなかっ
た。モンレアルは、アメリカ大陸の諸都市と共に、フランスで出版できない
作家たちを迎えいれたのである 1。
こうした出版社の中で最も成功したのが、ポール・ペラドー（Paul Péladeau）
が設立したヴァリエテ社（Éditions Variétés）だった。同出版社は、ジョルジ
ュ・デュアメルの全小説、ロジェ・マルタン＝デュ・ガール『チボー家の
人々』、マルセル・プルースト『失われた時を求めて』など、両大戦間の大
河小説を数多く再版している。対独協力派も出版したが、ルイ・アラゴンの
詩集『断腸（Le Crève-cæur）』（1943 年。初版ガリマール社）や、フィリッ
プ・バレス（Philippe Barrès）『シャルル・ド・ゴール』（1941 年）も出して
いる（Michon, 2009）。
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アルブル社については後で触れるとして、他には、レジスタンス派（ポー
ル・エリュアール、ピエール・エマニュエル、ヴェルコール）やフランス系
カナダの詩人（アラン・グランボワ Alain Grandbois）を出すリュシアン・パ
リゾー社（Éditions Lucien Parizeau）。ジョルジュ・シムノンのような大衆性
のある文学や『ボヴァリー夫人』のような古典を出す B.D.サンソン社
（B.D.Simpson）。同じく古典を出し郷土文学も手がけるフェルナン・ピロン
社（Éditions Fernand Pilon）などがあった。
このような出版社群を、ケベックの出版史を研究しているジャック・ミシ
ョンは「大西洋横断出版社（Éditeurs transatlantiques）」と呼び、その特徴を
次のように規定している。
〔大西洋横断出版社とは〕第 2 次世界大戦の時期に、ヨーロッパの著者、亡
命中の作家、カナダの作家の著作を、複数の大陸に向けて出版・流通させた
モンレアルの出版社のことである。これらの出版社の活動と出版物は、当該
地の公衆に向けられていたが、しかし同様に、ロンドン、ニューヨーク、ア
ルジェ、ブエノスアイレス、メキシコの読者にも向けられ、今日のケベック
が現代世界に門戸を開くにあたって先駆的役割を果たしたのである。（Michon,
1991, p.9）

出版の拡張は、地元の文学にも好影響をもたらした。カナダのフランス語
話者人口は限られ、フランス語文学の捌け口は大きくない。しかし、このブ
ームのお蔭で出版社に経済的余裕が生じ、はるかに出版がたやすくなったの
である。フランスの著名作家を扱う出版社から出ることで、フランス語系カ
ナダの著者が注目され易くなったこともある。この事情を、ロベール・シャ
ルボノーは、次のように説明している。
フランス語カナダ文学は、幾つかのめざましい例外があるにしても、1920
年頃までは郷土文学（littérature de terroir）だった。その存在を正当化してくれ
るのは、その政治的、社会的、歴史的目的であって、あらゆる芸術が目指す
高い完成度は二の次だった。このことは容易に説明がつく。
（中略）1919 年以前、政治的には、カナダは国際舞台でなんの役割も演じて
いなかった。我々が第 1 次世界大戦に参加したことで、より大きな自律性が
もたらされた。そして、1939 年に、英国や合衆国の側に付いて第 1 線の役割
を演じてほしいとの呼びかけを受けたのである。したがって、我々の文学が
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外国人の目に存在するようになりはじめたのは、ごく最近 10 年くらいなのだ。
カナダの作家は、彼に注がれる視線に応じて努力をする気持ちになった。
（Charbonneau, 1993, pp.41-42）

事実、アルブル社の刊行物を見ると、フランス系カナダの著作は、創立時
の 1941 年が１点、1942 年と 43 年が各々 9 点、1944 年と 1945 年が各々 16
点となっている。1946 年以降は減少し、1948 年までに、8 点、3 点、5 点と
推移している。アルブル社が存続した約 8 年間における出版総数は 160 点だ
が、その内の 67 点がフランス系カナダの著作だった（Michon, 1991, p.35. 注
4）。また、出版総数 160 点について言えば、創立年の出版数が 10 点だった
のだから（Michon, 1991, p.16）
、戦時中にいかに飛躍したかが分かる。
3. アルブル社のカトリック左派路線とフランス系カナダの文化状況
アルブル社は、「大西洋横断出版社」群の中でもとりわけ異色な存在だっ
た。まず、フランス文学の再版よりも新刊中心だったことが挙げられる
（Michon, 1991, p.28）。アンヌ・エベール（Les Songes en équilibre, 1942）やイ
ヴ・テリオ（Contes pour un homme seul, 1944）を世に送り出した功績はここ
では置くとして、フランスのカトリック左派系の出版に力を入れ、ド・ゴー
ル派と連携したのである。アルブル社には「ジャック・マリタン（Jacques
Maritain）に近しい進歩主義的カトリック、自由フランス防衛のために集ま
った社会主義者や自由思想家、そして若いケベックの作家たち」がいたので
ある（Michon, 1991, p.9）
。
アルブル社は当初からカトリック左派と結びついていた。そもそも、出版
第１号がジャック・マリタン『文明の黄昏（Crépuscule de la civilisation）』だ
った。この書は、1939 年に著者がパリで行った講演を基にしたもので、わ
ずか 93 頁しかなかったが、3 週間で 3000 部が捌けた。終戦までには 5 万部
にも達している。これは、フランス語話者の人口からすると、大変なベスト
セラーだった（Michon, 1991, p.34）。シャルボノーは、この成功を受けて
「時事問題（Problèmes actuels）」叢書を創設、後付けだが、『文明の黄昏』を
叢書の 1 冊目とした。叢書は国際的にも知られるようになり、ブラジルに亡
命していたベルナノスの『イギリス人への手紙（Lettre aux Anglais）』が、リ
オデジャネイロのアトランティカ・エディドラとの共同出版の形で出版さ
れる 2。中には、地下ルートを通してフランスから届けられ、出版された作
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品もある。ピエール・リマーニュの『フランスの現状に関する、アクショ
ン・カトリック指導者の証言』で、ジャック・マリタンの序文がつけられた
（［Pierre Limagne］Témoignage sur la situation actuelle en France par un dirigeant
français d’action catholique. 1941）
（Michon, 1991, p.210）
。
ロベール・シャルボノーは、1934 年にジャック・マリタンに出会い、そ
のキリスト教的ヒューマニズムに感化されていた（Amyot, 1999, p.255）。ジ
ャック・マリタン自身、複雑な思想的履歴をもち、シャルル・モーラスのア
クション・フランセーズに接近したこともある反近代主義者だったが、新ト
マス主義の立場から民主主義やライシテとカトリック思想を融和させるに至
った哲学者だった。シャルル・ド・ゴールがロンドンからラジオ放送で対独
抗戦を訴えた 1940 年 6 月から自由フランス側に立ち、当時のシャルボノー
の政治的選択に決定的な影響を与えたのである。
アルブル社にはもう 1 つの重要な叢書があった。自由フランスの戦略と直
接に結びついた「フランス・フォーエヴァー（France forever）」である。こ
の叢書は、ロックフェラー財団を介してモンレアル大学医学部の生理学教授
に就任したアンリ・ロージエ（Henri Laugier）の提案によるもので、1942 年
に創設され、ロージエ自身が編集責任者になった（Michon, 1991, p.19）
。
アンリ・ロージエは独仏休戦協定締結時に国立科学研究センター（CNRS）
の所長を務め、且つ文部省の要職にあったが、亡命を決意し、モンレアルに
来ていた。他方、アメリカ合衆国では、フランスの実業家ユージェヌ・ウー
ドリ（Eugène Houdry）がフランス・フォーエヴァーという民主主義の理念
を喧伝する協会を 1940 年 8 月に設立していた。ド・ゴール派についたロー
ジェはこの協会に接近し、まもなく副会長になり、ウードリを会長として頂
きながら実質的な指導権を握る。そして、新聞・ラジオその他のメディアを
駆使して自由フランスの宣伝活動をする。その出版部門がアルブル社だった
（Morelle, 1995, pp.6-12）。
叢書は、ロージエの専門分野も反映しているのだろう、医学、生理学関係
の著作が多かったが、地理学、政治関係、証言なども含まれていた。ロージ
エ自身の評論集『亡命の戦い』（Combat de l’exil, 1944）、オーギュスト・ヴィ
アット『極東と我々』（Auguste Viatte, L’Extrême-Orient et nous, 1942）、アンド
レ・マロゼッティ『ゲシュタポの牢獄から亡命へ』（André Marosetti, Des
prisons de la Guestapo à l’exil, 1944）などがある（Michon, 1991, p.22）
。
アルブル社は、この 2 つの叢書の他にも、反ヴィシー政権的な著作を刊行
56

ロベール・シャルボノーとフランス・レジスタンス派との論争を巡って

し て い る 。 レ オ ン ・ ブ ル ム 『 歴 史 は 審 判 を 下 す だ ろ う 』（ Léon Blum,
L’Histoire jugera, 1943）、ポーリヌ・コルデー『私は占領下のパリを生きた』
（Pauline Corday, J’ai vécu dans Paris occupé, 1943）などである。しかし、対独
協力派に近い著作が全くなかったわけではない。ジェラール・ド・カタロー
ニュ『精神性の仲間たち』（Gérard de Catalogne, Les Compagnons du spirituel,
1945）は対話集だが、モーリアックやプルーストなどの他に、マシィ（Massis）
やドリュ・ラ・ロシェルのような作家も登場しているのである。
アルブル社の出版活動は、戦況が連合軍に有利になるにつれて活況を呈し
ていった。1944 年の出版点数は、40 点を越えている。連合軍が北アフリカ
に上陸したのである。アンリ・ロージエが 1943 年末にアルジェ大学の学長
に任命されたことに伴い、アルブル社はアルジェ大学から合衆国を介し大量
の注文を受けた。ユルテュビーズによれば、売り上げが倍増した。パリ解放
後、ロージエがフランス外務省文化政策のトップに就任すると、今度はフラ
ンス政府からの注文が押し寄せた。1945 年の出版点数は 50 点にも達してい
る。だが、その後は急落だった。ロージエが外務省を辞め国連に赴任したた
め、フランス政府からの注文が途絶えたのである（Michon, 1991, pp.19-23）。
更に悪いことに、フランスの出版社が失地回復の動きに出てきた。シャルボ
ノーは、当初、フランスの出版界と協力・共存できると考えていたが、その
期待は裏切られる。1944 年にケベック州政府が、比較的進歩的だったアデ
ライード・ゴットブー政権からデュプレシ政権に移行していたことも不利に
作用した。デュプレシ政権は文化政策に後ろ向きで、出版界に救済の手を差
し伸べなかった。それどころか、対独協力派のフランス人を州内に受け入れ、
1947 年にマルセル・カルネの映画『天井桟敷の人々』を上映禁止にする措
置をとった（Charbonneau, 1993, p.83）。フランスでケベック州が対独協力派
の逃亡先になっているという評判が立ったのも当然である。
4. フランス・レジスタンス派との論争
このようにモンレアルの出版事情が暗転したときに、シャルボノーとフラ
ンス・レジスタンス派の論争が始ったのである。実は、フランスからの不満
の表明は、冒頭に紹介したアラゴンの匿名記事よりも少し前から始まってい
た。1946 年 1 月 1 日付『フィガロ・リテレール』に、アカデミー・フラン
セーズ会員ジョルジュ・デュアメルがフランス系カナダを揶揄する記事を載
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せていた。それに対して、エティエンヌ・ジルソン（Étienne Gilson）が同年
1 月 6-7 日付『ル・モンド』に反論を載せている。ジルソンはジャック・マ
リタンと親交があった、中世哲学の著名な学者である 3。
デュアメルは、フランスを 1 本の樹木、フランス系カナダをその枝に譬え
ている。「［フランス系カナダという枝は］現在厚い壁によって元の幹から切
り離されているようだが、頑強な枝である。もっとも、枝ではある。そして、
枝は樹木の栄誉になっている」。ジルソンは、このような尊大なデュアメル
の記事に対して、どうして枝が切り離されたまま幹から養分を受けられるだ
ろうか、フランス系カナダは枝であるどころか、立派な樹木なのだと反論し
ている――「我々が［＝フランスが］樹木だとしたら、この樹木は自分の枝
を気づかった試しがなかった。今になって気づかうのであれば、それは結構
なことだ。ただし、あまりにも長い間、放置していたので、そこに見出すの
はもはや枝ではない。1 本の樹木だ。同じ種類の樹木ではある。だが、別の
樹木だ」。ジルソンは、デュアメルに、フランス系カナダを従属視する態度
を見抜いている。記事の末尾では、画家アルフレド・ペラン（Alfred Pellan）
を引き合いに出し、すぐれた画家だが、絵を見れば、フランス絵画史に属さ
ない画家であることは明白だとして、フランス系カナダがフランスの兄弟で
あるとしても、対等に扱わなければ両者の関係が危うくなるだろうと警告し
ている（Écrits, 1986, pp.199-201）
。
シャルボノーの方は、同年、『ラ・ヌーヴェル・ルレーヴ 4』に「フランス
の威光（Le rayonnement de la France）」と題した記事を掲載、カナダに若い世
代の優秀な文学者が続々と登場しているのに、内向きになったフランスが無
関心なのは残念だと嘆く。更に 3 月には、「フランスの本」の中で、最近フ
ランスから届く本の質が落ちたのはどうしたことか、無名作家の落書きのよ
うなものばかりなのは、国内分裂に陥り、文壇が混乱しているせいではない
かと毒舌を吐いている（Charbonneau, 1993, pp.36-37）。彼は、シュルレアリ
スムや社会主義リアリズムを評価しなかったのである。
1946 年 6 月 21 日付『レ・レットル・フランセーズ』に掲載されたジャ
ン ・ カ ス ー （ Jean Cassou） の 記 事 「 強 情 な モ ー ラ ス 主 義 者 た ち
（Maurrassisme impénitent）」は、アラゴンの匿名記事よりも遥かに手厳しかっ
た。文学と政治は別なのだからモーラスを出版してどこが悪いと言うのは、
言語道断だと憤慨する 5。カスーにとっては、「モーラスは政治的な敵でもな
ければ、哲学的な敵でもない。私の思想の敵対者ではないのだ。私の国の敵
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なのだ。それに、私は彼に才能を認めたことは 1 度もない。本質的に錯乱で
あるものに才能を認めることはできない」と書く（Écrits 1986, p.211）。しか
し、シャルボノーから見れば、「モーラス主義者」呼ばわりされるのは、フ
ランス知識人の無知によるのだ。翌年になって、カスーは、より融和的な書
簡（1947 年 10 月 2 日付）をシャルボノーに送っている。カスーはカナダに
ついて自分が無知なのを認めた上で、理解を求める――「私は、フランス人
の親独義勇兵に追われていたのです。彼らは多くの私の同士を殺害したので
す」。カスーは投獄されたこともあれば、瀕死の重傷を負ったこともあるレ
ジスタンスの闘士だった 6。
しかし、シャルボノーの態度は揺るぎなかった。シャルボノーはモーラス
を弁護したいのではなく、自分が戦争中モーラスとは正反対の立場にいたこ
とを認めてもらえないことが悔しいのだ。当時、フランス文壇の頂点に立っ
ていたアラゴンらの党派的な言動にも批判的だった。アラゴンにしてみれば、
大事なのは戦後の文壇支配なのであって、彼の著作がヴァリエテ社から刊行
されていたことなど些細なことなのだ。シャルボノーは嘆く。
残念なことに、アルブル社の名前に初めて言及した人たちは、どうでもよ
い作品について我々を非難し、ジャック・マリタン、ジョルジュ・ベルナノ
ス、スフォルツァ 7、コーエン、フランス・フォーエヴァーの本に言及する僅
かなスペースも設けなかったのである。
（Charbonneau, 1993, p.20）

1948 年 2 月、シャルボノーは国連のアンリ・ロージエから手紙を受け取
る。「パリはモンレアルやニューヨーク以上ではない」と書いたのは行き過
ぎだとたしなめる内容だった。シャルボノーは返信の中で、多少行き過ぎる
のはやむを得なかったと釈明する。
私の論敵はいずれも国際的に著名な大作家でした。彼らは、既に認知され
た文化を代表しています。私は彼らに認めてもらいたかったのです。あまり
に忠実なので、彼らが当てにすることに慣れてしまって、もはやその存在さ
え見えなくなっている人々がいることに。（Écrits, 1986, p.224）
。

シャルボノーは、今回の論争が全く無益だったわけではないと、自負の念も
語っている。
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ガブリエル・ロワがフェミナ賞を受賞した 8 のも、ロベール・ショケット
がアカデミー・ロンサールに入ったのも、ジャン・ブルシェリがアカデミー
に迎えられたのも――もっとも最後の例は、私が 2 年来書いてきたことと逆
のことを言ったおかげですが――論争が、フランス人たちに私たちの文学に注
意を向けさせたからなのです。（Écrits, 1986, p.221）

5. 文学の自律性とアメリカ性
この論争を追っていて感じられるのは、批評家ジル・マルコットも言うよ
うに、攻撃を受けて立つシャルボノーの「自信に満ちた口調と内容の乏しさ
のコントラスト」である（Marcotte, 1986, p.55）。しかし、にもかかわらず、
この論争には聴くに値する何かがあり、彼の憤りと、無念さと、開き直りを
含んだ屈折した一連の言葉から、その後のフランス系カナダ社会の変化が予
感されるのである。彼は、フランス系カナダの文学者は自分のよって立つ場
を認識し直さなくてはならないと必死に訴えるのである。
フランス系カナダの作家である我々は、自分たちのアメリカ的意味作用
（notre signification américaine）を見出すべく努めなければならない。我々の歴
史家たち、幾人かの政治家たちは、アメリカにおける我々の生活の、摂理と
でも言うべき条件（condition providentielle）を受け入れなくてはならないと理
解した。しかし、人々は、歴史家や政治家よりも作家や芸術家によって自分
たちの相違、願望、固有の意味作用を自覚するものなのだ。文学が自律性に
向かう第 1 歩は、文化の植民地的な考え方を捨て去ることだ。（Charbonneau,
1993, p.34）

ジル・マルコットは、「アメリカ的意味作用 9」を語るシャルボノーの卓越
した先見性を指摘する。たしかに、旧来のナショナリストたちがイギリス系
カナダとの相違を強調し、アメリカ合衆国の「物質文明」に対してフラン
ス・カトリックの精神性を礼賛していたことを考え合わせるなら、リオネ
ル・グルー（Lionel Groulx）が説いたフランスの「偉大な世紀」に背を向け
「アメリカ」を語るシャルボノーの革新性が際立つ。ジル・マルコットによ
れば、シャルボノーの「アメリカ」は、概念のレベルよりは、行動や身振り
のレベルにおいて追求されている。たとえば、それは言語の所有に関わって
いる。アメリカ合衆国がイギリスとの従属関係を打ち破ったとき、アメリカ
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人は「英語をまるで自分たちだけが話し、自分たちが創造した言語であるか
のように見なした」（Charbonneau, 1993, p.57）のである。マルコットは、そ
の後の歴史が彼の炯眼を証明していると言う。
シャルボノーは詩よりも小説が重要だとも力説する。彼に言わせれば、ヘ
ミングウェイ、フォークナー、スタインベックの小説の方が同時代のフラン
ス文学よりすぐれているのである。マルコットによれば、シャルボノーはこ
こで外国からの「影響の多様化の必要性」を説いている。フランス文学の影
響を排除することはできないし、そんな試みは愚かだが、複数の国の小説手
法を学び、そこから選択しながらカナダ的人格に合致した作品を創造すれば、
外国文化への従属性から脱却しうると、シャルボノーは考えるのである。
前進するには、フランス人を研究するのを止めずに、今や他の技術、他の
作品へと我々の探求を広げなくてはならない。この方法によって我々は我々
自身にとどまることがより容易になるだろう。たった一つの影響は模倣に堕
する。複数の影響は相互に補完し合い、長い目で見ると、より豊穣なのであ
る。（Charbonneau, 1993, pp.34-35）

たしかによく読んで見ると、シャルボノーが説く自律性は充分な展開に欠
けるものの、よく聞かれるタイプの伝統回帰論には還元できない。彼には
「回帰する」という発想がないのである。実は、シャルボノーの『フランス
と私たち』の冒頭には、ドフトエフスキーがロシアのアレクサンドル皇帝に
差し出した手紙が引用されている。手紙の中では、ロシア人は世界の中で固
有の意味をもっていることに誇りを持つべきだと具申されている。シャルボ
ノーは、多くのロシア人が模倣に夢中になっている時代にヨーロッパ崇拝か
らの脱却を説くドフトエフスキーを称賛する。ところが、それを受けた彼の
カナダ論になると、シャルボノーは、上の引用に見るように、複数の影響の
中での主体的な選択が自分自身でいるための一番よい方法なのだと説くので
ある。ドストエフスキーは模倣とか影響とは言わないのに対して、シャルボ
ノーは、伝統と言わず選択と言う。両者の姿勢には、微妙なずれがある。マ
ルコットは、シャルボノーには関係的思考があると言う。たしかに、シャル
ボノーは常に何かとの関係の中で思考しているのである。
この時代は、まだ「ケベック」という概念がなかったので、シャルボノー
は、フランス系カナダという枠の中にいるが、それを差異性、関係性を軸と
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して展開している。マルコットに言わせると、「首尾一貫したカナダ的性格」
という考え方自体は、既にアルベール・ペルティエ（Albert Pelletier）が
1930 年代の初めに唱えていたが、シャルボノーの独自性は、それを地方的
特徴の細密な描写に求めるのではなく、「差異的、関係的な方法」で捉えよ
うとしているところにある。
普遍主義か、郷土主義かという果てしない論争において、シャルボノーと
『ラ・ヌーヴェル・ルレーヴ』はだいぶ以前から態度を決めている。郷土主義
にしろ、いかなる地方主義にしろ、それには与せず、普遍的なものの側に立
ったのである。彼は言う――「自分自身でありつつ、自分の土地、歴史、生活、
時代と共に自己を引き受けることによってこそ、作家は普遍的な次元をもっ
た作品を生産できるのだ」。（Marcotte, 1986, p.59）

「カナダ的人格（personnalité canadienne）」を地方主義と取り違えてはいけな
いのである。シャルボノーの「カナダ的人格」は民族誌的な対象でもなけれ
ば、本質論的な魂でもない。むしろ、後で触れるエマニュエル・ムーニエ
（Emmanuel Mounier）の人格主義に影響を受けた概念なのだろう。上の引用
においては、「自分の土地、歴史、生活、時代と共に」とあるが、シャルボ
ノーの「カナダ的人格」は、「土地」のように比較的固定している要素だけ
でなく、「生活」や「時代」という、むしろ変動するものを含めて引き受け
る中で追求される。それは具体的にはフランスやアメリカ合衆国双方からの
作用が混在する中で選択することであり、極めて関係論的である。マルコッ
トによれば、まさにここにおいてシャルボノーは豊かな鉱脈を発見している
のである。そして、それは 10 年ないし 15 年後にレクサゴン（l’Hexagone）10
の世代の詩人たち、ミシェル・ヴァン・スカンデル(Michel Van Schendel）、
モーリス・ボーリユ（Maurice Beaulieu）、イーヴ・プレフォンテーヌ（Yves
Préfontaine）らが掘り進むことになる鉱脈である。
マルコットはガストン・ミロンの名前は出していない。しかし、ミロンも
シャルボノーから強い影響を受けたようである。ミロン自身がそう言ってい
るのである。ミロンの浩瀚な伝記作者ピエール・ヌヴー（Pierre Nepveu）が
指摘していることだが、ミロンは 1974 年にエステレル（Estérel）で行った
重要な講演の中でシャルボノーの論争に触れている。ヌヴーはこの講演を聴
いているが、ミロンは、この論争が彼の精神変革において決定的な契機とな
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り、1953 年のレクサゴン設立もシャルボノーのケベック文学自律論から発
想を得たと証言しているのである（Nepveu, 2011, p.100）
。
6. 戦前のナショナリズムとシャルボノー
シャルボノーの論争の歴史的意義を考える上でもう 1 つ言及しておきたい
ことがある。それは、この論争が、文学にとどまるものではなく、フランス
系カナダ人の精神史においても 1 つの転換点になっていることである。シャ
ルボノーの世代、つまり「『ラ・ルレーヴ』の世代」は、リオネル・グルー
のナショナリズムに深く刻印されている。彼らの青年期 1930 年代は、グル
ーの感化を受けたナショナリズム団体が数多く結成された時期だった。ファ
シスト的な分離主義者も少なくなかった。その代表的なグループは、ポー
ル・ブシャールなど、1936 年に有名な新聞『ラ・ナシオン』を創刊した若
者たちである（Noël, 2011, p.86）。シャルボノーも分離主義団体の 1 つ「青
年カナダ（Les Jeune-Canada）
」に入会しようと試みている（Noël 2011, p.37）
。
この団体のメンバーには、後に『ドゥヴワール』紙の主幹になり、2 文化調
査委員会の報告書を提出するアンドレ・ロランドーがいた。しかし、シャル
ボノーは 1934 年にジャック・マリタンに出会い、現代性を追求し、民主的
変革を説くカトリック左派の路線を選択するのである。
リオネル・グルーに代表されるような戦前の保守的カトリック・ナショナ
リズムから戦後の脱宗教的なナショナリズムへの転換は、決して簡単なこと
ではなかったはずである。だからこそ「大いなる暗黒」と呼ばれたデュプレ
シ政権が長く続いたのだろう。古い世代はファシスト的性格を疑われてもい
る。アンリ・ブラサは、戦争中、度々ヴィシー政権支持を公言していたし、
リオネル・グルーはより慎重で、もってまわった言い方をしたが、やはりヴ
ィシー政権に好意を抱いていたことは隠しようもなかった。教会は一貫して
ヴィシー政権側に立ち、ブラサの創刊した『ドゥヴワール』紙もヴィシー政
権支持を変えようとはしなかった（Amyot, 1999, pp.172-173）。シャルボノー
の世代には、ポール・ブシャールのように戦後もデュプレシ政権を支えるフ
ァシストもいた。その中でシャルボノーがカトリック左派路線を貫き、ジャ
ック・マリタンらの出版を通して、カトリック・ナショナリズムに新風を吹
き込んだ意義は大きいのである。
一言付け加えておけば、新トマス主義のジャック・マリタンと、人格主義
のエマニュエル・ムーニエとの間に親交があったことはよく知られている。
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2 人には、社会的なものに対する共通理解があったのである。ムーニエが
1936 年に創刊した『エスプリ』は戦後ケベックで多数の読者を獲得し、ガ
ストン・ミロンやロランドーら「静かな革命」の立役者たちと密接な交流を
もち、ケベックの変革を熱心に報道する雑誌となったが、その起点が実はシ
ャルボノーとマリタンの出会いにあったのである。
結論――フランス共和国の一時的消滅と戦後「世界文学」
筆者がロベール・シャルボノーに関心を抱く理由は、彼が「静かな革命」
の世代を準備したからだけではない。彼の活動の背景には、戦争によるフラ
ンス系カナダとフランスの関係の大きな変動がある。共和国の消滅は、フラ
ンス系カナダの作家たちを、フランスという文化的モデルの呪縛から一時的
にしろ解放したのである。フランスを「喪失した」シャルボノーが「アメリ
カ」に目を向けたのも頷ける。
世界の心象地理（サイードの用語だが）の混乱は世界各地に生じていた。
たとえば、まだフランスの植民地だったカリブ海のマルティニク島では、ヴ
ィシー派ロベール提督の支配下にあったものの、エメ・セゼールが雑誌『ト
ロピック（Tropiques）』を創刊し、ブルデュー的な意味でのフランス文学の
〈界〉から脱却した新たな文学を構築しはじめていた。ネグリチュードの運
動はそのような視点から捉えられる。ゼゼールもまた、戦後、アラゴンを頂
点とする〈界〉と対立するだろう。セネガルのアリウヌ・ジョップ（Alioune
Diop）は 1947 年に雑誌『プレザンス・アフリケーヌ（Présence Africaine）』
を創刊、更に同名の出版社を創立している。これは戦後のことになるが、こ
こにも共和主義的フランスの消滅がもたらした自律運動が見出せるのであ
る。
ナチス・ドイツによる占領とヴィシー政権の時代は、以上のように、パリ
語
を精神的首都とする文学〈界〉の崩壊を招き、これが新たなフランス語文学
胎動の契機となったのである。戦後の異種混淆的文化の展開と、今日的な意
味での「世界文学」の原点の一つを、そこに求めることができないだろうか。
そんな観点から、表面的には挫折に見えるシャルボノーの、フランス・レジ
スタンス派との論争を検討した次第である。今後は、フランス語圏諸地域と
のより詳細な比較検討も課題になってくるだろう。
（たちばな
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注
1

フランスでは、エディション・ド・ミニュイのように、レジスタンスに結び
ついた出版活動があった。

2

ベルナノスは、1941 年から 42 年にかけてヴィシー政権批判の記事を『ラ・
ヌーヴェル・ルレーヴ』に寄稿してもいる。ベルナノスに限らず、この時期全
般については、ヴィノック（2005 年）も参照。

3

エティエンヌ・ジルソンは、コレージュ・ド・フランス中世哲学史講座の初
代の教授。1926 年より毎年、モンレアル大学、ハーバード大学などで講義、
1929 年から大戦開始までトロント大学でも講義した。

4

『レ・レットル・フランセーズ』は、レジスタンスのジャック・ドクールと
ジャン・ポーランによって 1941 年に創刊された。ルイ・アラゴン、フランソ
ワ・モーリアック、レイモン・クノーらも参加。ドクールが逮捕・銃殺され、
1942 年から 1953 年までクロード・モルガンが主幹、1953 年から 1972 年まで
アラゴンがその地位についた。共産党の支配下にあったが、戦後、『レ・レッ
トル・フランセーズ』は最も影響力ある知識人向け刊行物になった。対独協力
者の粛清リストを作成した作家国民委員会（C.N.E）とも連動していた。極端
な粛清に反対したジャン・ポーランが離脱した後は、その影響力が次第に衰え
た。

5

シャルル・モーラスは、1945 年 1 月に終身禁固刑に処せられた。その裁判関
係の書がヴァリエテ社から刊行されたことが、アラゴンの匿名記事の直接の理
由だったらしい。

6

ジャン・カスーは投獄中、書く手段がないので、記憶で 33 篇のソネットを
作詩したことでも知られる。

7

Carlo Sforza のこと

8

周知のように、ガブリエル・ロワは 1948 年にフェミナ賞を受賞している。

9

「アメリカ的意味作用」は « signification américaine » の訳。筆者が「意味作
用」という、この文脈では余り熟さない訳語を採用したのは、signification が運
動性・作用を含んだ語だからである。語彙の選択にも、シャルボノーの関係的
思考が表れている。

10

Les Éditions de l’Hexagone は、1953 年にオリヴィエ・マルシャンの詩 27 篇、
ガストン・ミロンを 17 篇収録した詩集『 2 つの血』を出版することで発足し
た。他に Jean-Claude Rinfret, Louis Portugais, Mathilde Ganzini, Gilles Carle を加え
た 6 人が創設メンバー。 法的に出版社としての形態を整えたのは、1956 年。
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ケベックにおけるフェミニズムの観点からの
「意識化」実践
―民衆運動の支援者ネットワークを事例に

Pratiques de conscientisation dans une perspective
féministe : le cas d’un réseau québécois
d’intervenant-e-s du mouvement populaire
矢 内 琴 江
YAUCHI Kotoe
Résumé
Cet article a pour objet l’étude de points de vue féministes dans la réflexion
théorique ainsi qu’au sein des pratiques de conscientisation du Collectif québécois de
conscientisation (CQC). Ce collectif est né en 1983 de la volonté d’intervenants qui
travaillaient dans des groupes populaires. Inspirés par le concept et la méthode de
conscientisation proposés de Paulo Freire, ses membres luttent contre les injustices à
la fois dans le système social et dans les relations interpersonnelles. Les membres
féministes ont beaucoup contribué au développement de ce collectif. Dans cet article,
je me concentre sur l’analyse des récits de pratiques écrits par des membres du CQC.
J’y ai identifié trois points de vue féministes. Le premier est qu’il est essentiel de
connaître différentes réalités des oppressions différenciées selon les sexes. Le
deuxième, que les pratiques de conscientisation doivent s’effectuer à partir de la
conviction que les femmes autant que les hommes sont des sujets créateurs de
l’histoire. Le troisième, que la conscientisation vise à long terme à changer ce
système social qui produit et reproduit des rapports inégalitaires entre les sexes, mais
qu’il est aussi essentiel de s’efforcer de concrétiser l’égalité des rapports entre les
personnes ici et maintenant.
キーワード：意識化、フェミニズム、ケベック意識化グループ、パウロ・フ
レイレ、組織学習
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Mots-clés : Conscientisation, féminisme, Collectif québécois de conscientisation,
Paulo Freire, organisation communautaire
はじめに
「意識化」とは、「より全き人間であろうとすること」という人間の使命
を、十全に実現していくための「自由の実践」である。ブラジルの識字教育
者であり教育思想家でもあるパウロ・フレイレ Paulo Freire（1921-97）が描
いたこのアプローチは、1960 年代のブラジルにおける農民たちの識字教育
の中で生まれた。しかし、このアプローチの根幹にある人間観、世界観、学
習観は、世界各地の様々な被抑圧者たちの闘いに大きな影響を与えてきた。
フレイレ自身、『被抑圧者の教育学』（1968 年ポルトガル語版出版、70 年に
英語版出版）において、次のように述べている。
これは、被抑圧者のためではなく、被抑圧者と共につくり上げていくもので
あり、個人として、また人々と共に、人間性を取り戻すその不断の闘いのな
かで形づくっていくものだ。この教育学においては、被抑圧者が抑圧と抑圧
の原因について省察することが対象になり、その省察は結果として被抑圧者
の解放の闘いへと向かい、そのなかでさらにこの教育学はつくり、つくり変
えられていく。（フレイレ、2011、p. 25）

フレイレにおける「抑圧」は、人間性を奪う社会文化システムのことを指
し、
「抑圧」の複雑性・多層性を視野にいれたものであった（メイヨー、2014、
p. 155）。「意識化」とは人間性を剥奪された被抑圧者たちと、抑圧に疑問を
持った人々がともに、他者との支配的な関係をあらゆる次元において拒否し、
非・抑圧的な関係を構築する人間の不断の学びのプロセスである。
本稿で取り上げる「ケベック意識化グループ」（Collectif québécois de
conscientisation、以下 CQC と略）は、まさにケベック社会の中の被抑圧者た
ちとともに、解放への闘いの中で自らの「教育学」を生成してきたと言える。
CQC における被抑圧者とは、非正規の賃金労働者や労働市場から排除され
た 全 て の 人 々 で 、 包 括 し て 「 民 衆 の （ populaire）」 と 表 現 さ れ て い る
（Ampleman et al., 1983, p. 295）。CQC のメンバーは、1970 年代から生活保護
受給者や、低所得の労働者などの民衆と「意識化」の実践に取り組んでいる。
フレイレの『被抑圧者の教育学』は、この実践の省察と、実践の新たな展開
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を創りだす支えとしてメンバーたちに読まれていた。そして、「より良き人
間であろうとする」人間の意識の形成を妨げる不公正な社会システムの諸要
因を、ケベックの民衆層の権利擁護運動という文脈の中で明らかにし、同時
に、こうした社会を変えていく人間の実践力を育むことに取り組んだ。とり
わけ重要な点は、CQC が初期の活動から女性たちに対する抑圧状況の克服
に組織的に取り組み、フェミニズムの視点から実践を組織する支援者たちの
力量形成を行ってきたことだ。なぜならこのことは、「意識化」の実現にフ
ェミニズムの視点が不可欠であること、その一方で、フェミニズムの目指す
女性解放は、「意識化」というプロセスなしに実現しえないことを示してい
るからである。
しかし、従来の CQC に関する研究は、フェミニズムの観点から着目して
いない。むしろ、ケベックのソーシャル・ワークにおけるコミュニティ組織
論の介入的アプローチである「意識化」の実践モデルとして CQC を位置づ
けてきた（Denis et al., 2008 ; Denis, 1997 ; Doré, 1992, 1985）
。これらの研究は、
CQC の実践の内実とそのダイナミズムを分析したものではない。そこで本
稿では、CQC が刊行してきた実践記録に組織学習論的観点から着目し 1、
CQC のメンバーが取り組んできたフェミニズムの観点からの「意識化」実
践の内実を明らかにする。実践記録とは、単に実践の具体的な内容を記録し
たものではない。実践のプロセス、実践の中で起きる葛藤や困難、プロセス
に内在する認識の転換、実践に携わる人々の関係性の変化を言語化したもの
である。それは、書き手である実践者自身の実践の認識の仕方、その基盤と
なる学習観や人間観、社会観を反映する。そして、こうした記述により実践
に内在する公的な価値を明らかにする。したがって、実践者には実践を正確
にかつ省察的に捉え、人に説明する力が求められるのである。実践者自身が、
実践を省察的に記述し、他の実践者とその記録を共有することは、こうした
省察的実践者としての力量を培い、組織における知の生成・交流・展開を促
す。実践記録は、実践者たちの個人的かつ集団的な力量形成を支えるための
組織学習的機能を果たすのだ（Schön, 1984 ; Wenger, 2000）。以上の組織学習
論の観点から、本稿では、以下の 3 点に着目しながら実践記録の分析を行う。
第 1 に、支援者たちが依拠している人間観と学習観。第 2 に、支援者たちに
よる民衆層の女性たちの現状認識。第 3 に、上記 2 点と学習の組織化の関係
性である。
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1. 「ケベック意識化グループ」の概要
1.1. 「ケベック意識化グループ」の設立経緯と取り組み
CQC のパンフレットをもとに、この団体について簡略に説明する（CQC,
2011, pp. 7-9.）。CQC は、ケベック州の各地で活動または業務として、健康、
社会福祉、教育の分野等の民衆団体、政治団体、女性団体、先住民団体、生
活協同組合に関わっている人々のネットワークである。メンバーたちは、
様々な抑圧の諸関係と対峙する実践に取り組んでいる。すなわち、CQC は、
社会階級、ジェンダー、民族、国家、性的指向、知、文化、年齢などに基づ
く抑圧の諸関係を、実践と省察の往還を通して組み替えながら、対等な諸関
係に基づく社会の構築を目指している 。
1983 年、CQC は、識字教育や社会的権利の保障の運動に関わっていた
「コミュニティ・オーガナイザー」2 たちによって設立された 。そのきっか
けは、1972 年、「モンレアル社会権擁護協会」（Association pour la défense des
droits sociaux du Montréal métropolitain、以下 ADDSMM と略）のメルシエ支
部で働いていたジゼル・アンプルマン Gisèle Ampleman とロランド・トゥシ
ェット Rollande Touchette が、ブラジル人のインターン生の影響を受けて、
フレイレの『被抑圧者の教育学』を自分たちの実践に取り込みながら、生活
保護受給者のための「意識化」のセッションを組織したことである。
上述の動きと並行して、1977 年に教育と社会的なことに関わる行政職員
たちを集めた「ケベック・コミュニティー・オーガナイザー連合」
（Regroupement des organisateurs communautaires du Québec、以下 ROCQ と略）
が結成された。メンバーたちは、より良い支援をめざす力量の向上のため独
自の研修を行なっていた。このグループは、ADDSMM の生活保護受給者た
ちの運動（1971-1981）とつながり、ケベックの「意識化」実践の展開に重
要な役割を担った。1978 年、ROCQ は民衆学校（école populaire）を開設し、
様々な権利擁護団体、女性団体、先住民や地域の団体のメンバーが参加した。
1983 年、「意識化」というアプローチのもと結びつく支援者たちの集まりと
して、ROCQ は CQC を結成した。
CQC の主な取り組みは、これから支援に関わろうとする人々、あるいは
実践を積んだ支援者のための「意識化」を促す研修や、支援者たちのニーズ
に応じた実践の省察を促すテーマごとの研修を開催だ。実践記録もまた、支
援者個々人と CQC という集団の「意識化」を促す役割を果たしている。こ
れまでに CQC は、メンバーや多様な領域における「意識化」実践の記録を
70

ケベックにおけるフェミニズムの観点からの「意識化」実践

まとめた実践記録集を 3 冊 3 と、個々の実践記録や実践の分析をカイエとい
う形式によって、13 冊刊行している。これらの目的は、実践の知の共有に
より支援者たちの実践の展開を促すことである（Ampleman, 1983, pp. 9-12 ;
p. 289）。書き手にとっても、自らの実践を相対化し省察を深める意味がある
（Ampleman, 1983, p.2）
。
1.2. 「ケベック意識化グループ」における「意識化」の定義の展開
CQC の出発点にある問題意識は、貧困層の権利擁護運動を支える従来の
民衆教育（知識人たちが教師として民衆に対し知識を伝授する知識注入型教
育）への批判だった（Doré, 1983, p. 123）。そこで CQC を組織した民衆運動
の支援者たちは、フレイレの「意識化」概念から人間観とそれに支えられた
学習観を学んだ。すなわちその人間観では、民衆を自らの生活をとりまく社
会文化的構造に関する考察を深め、その構造を変革していく力をもつ存在で
あると捉える。ここでの構造の変革とは、制度改革も含むが、民衆自身が自
らの言葉で自らをとりまく状況を批判的に語り、変革に向けて主体的な行動
を起こすことである。学習とはまさに、こうした現実の認識の転換とそれに
伴う行動を内包した実践のプロセスとして認識されている。CQC では、フ
レイレの「意識化」をケベックにおける自らの実践と照らしながら、このよ
うな人間観と学習観を徐々に言語化した（Ampleman et al., 1994, pp. 1-8）
。
まず、CQC の設立背景にある民衆層の権利擁護運動では、当事者である
民衆と運動を支援する知識人層のコミュニティ・オーガナイザーの対立が課
題となっていた。すなわち、コミュニティ・オーガナイザーが運動において
主導的立場を取ることにより、当事者である民衆の主体性が奪われる問題を
克服する必要があったのである。そこで、民衆の意識化と同時に、支援者自
身の実践と、支援者自身が帰属する知識人層文化の捉え直しが喫緊の課題だ
った。こうした状況において、設立当初の CQC は、次のようにフレイレの
「意識化」を言語化した。
意識化とは、搾取、支配、疎外の状況に埋没した、民衆層の人々のグループ
と、社会の政治的変革のよりグローバルなプロセスとともに、この状況と対
峙して、弁証法的相互アクションにおいて、こうした状況を変えていくこと
を目指す、民衆層の内側または外側にいる支援者たちの学びと影響のプロセ
スのことである。この定義は、支援者の役割と、支援者が意識化のプロセス
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に取り組む時に経験することを受け入れなければならない文化的変化に重き
を置いている。
（Ampleman et al., 1983, p. 290 ; Ampleman et al., 1987, p. 10）

このように、「意識化」のプロセスでは、支援者自身の個人的かつ集団的
な意識改革が重視されている。それでは、CQC における「支援者」とはど
のような人々なのか。CQC は、メンバーたちによる実践記録の分析を通し
て「支援者」を以下のように定義している。
私たちは、支援者として、被抑圧者のグループや組織と連帯しているリソー
ス・パーソンとして振る舞っているプチブルジョワの活動家たちだけを考え
ているのではない。民衆層の活動家たちもまた、これらの組織の中で責任を
担っている。意識化という介入は、スペシャリストのプチブルジョワの専門
家たちの専有物ではない。これは、組織の中で最も政治化している活動家た
ち全体が負うべきものである。（Apmleman, 1994, p. 15）

このように支援者とは、コミュニティ・オーガナイザーなどの専門職に限
定されず、変革のための運動のリーダーシップを担うあらゆる人々のことを
示す。すなわち、「意識化」実践の主体は一部の人間に限定されるのではな
く、この実践に取り組む一人ひとりなのだ。実践主体は、2010 年における
CQC の「目的（Visée）
」の改正でさらに拡大して理解された。その背景には、
今日の抑圧状況の次のような認識がある。「市場、競争、消費、私的な空間、
個人のありとあらゆるところに蔓延する新自由主義のイデオロギーは、私た
ちの思考を条件づけ、フォーマット化している。（…）私たちはもはや何を
考え、誰を信じたら良いのかわからない。混乱と宿命論が、私たちの精神に
居座っている。消費と犠牲化が、生活のスタイルになっている。一人ひとり
が個人的にそこから抜け出そうとしているが、政府は拡大する社会問題の責
任を個人に押し付けようとしている」（Desgagnés, 2012, p. 259）。そして、こ
のような社会状況は、「様々な抑圧の諸関係（階層、ジェンダー、人種、国
籍、性的指向、知、文化、年齢等）」が複雑に絡み合いながら構成されてい
る。「『抑圧者』と『被抑圧者』を内在しているという現実から、誰もがこれ
らの諸関係とは無関係に居ることは出来ない」のである（Desgagnés, 2012, p. 21）
。
この現実の認識をふまえ、CQC は「意識化」を次のように再定義した。
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意識化とは、主体／当事者としての人々において、抑圧、とりわけ経済的搾
取、政治的支配、イデオロギー的疎外への批判的意識を培うことをめざす自
由の反抑圧的実践である。この実践は、抑圧を生産し、再生産する社会構造
の長期にわたる根底的な変革の戦略的なパースペクティブで、被抑圧者たち
を組織化することをめざす、集団的なアクションと、暮らしに直結した条件
の中での闘いを軸としている。最終的な目的は、社会主義的、フェミニズム
的、エコロジスト的、平和主義的、民主主義的、アルテル・モンディアリズ
ム的、そして先住民社会の先祖代々の諸権利を尊重する社会の構築である。
（Desgagnés, 2012, p. 28）

この定義の中では、「意識化」の対象となる人々を民衆や支援者に焦点化
せず、全ての人間を問題の当事者、「意識化」実践の主体として明示する。
そして、今日的な抑圧状況に対して、個々人で闘うのではなく、集団による
暮らしに根ざした闘いによって、社会構造の変革を目指している。
以上のことから、「意識化」の示す被抑圧者とは経済的・政治的な不利益
を被っている人びとだけを示すのではない。フレイレによれば、抑圧者もま
た被抑圧者である。被抑圧者とは、自らをとりまく抑圧構造に目を向け、自
由の獲得に向けた変革に加わることを拒否し、現状を維持しようと努めるこ
とで、「抑圧状況に従属した状態」にいる者を指す。このように思考と行動
が狭められた状態を、フレイレは「現実への埋没」と呼ぶ（フレイレ、2011、
p. 27）。したがって、個人は被抑圧者と抑圧者という両義性を内在化してい
るとともに、現実においては、「被抑圧者」と「抑圧者」として構造的に二
分化された人間同士が、抑圧状況を保持するために相互に依存し合い、抑圧
状況を生産・再生産している（フレイレ、2011、pp. 20-75）。
そこで抑圧状況を克服していくには、実践の主体とは「被抑圧者」である
ことを前提とし、次の 2 つの要件を構造化した実践が必要であると言える。
第 1 に、人々の意識を「抑圧状況に従属した状態」から、
「解放された状態」
、
すなわち現実を批判的に認識し、変革へと向かう意識の状態への展開 4 であ
る。第 2 に、日常生活やコミュニティの課題の具体的解決の直結した実践で
ある。批判的意識、変革への意志、新たな生き方への希求が高まるほど、現
実の状況が変わらなければ、真の変革は実現しない。この現実の問題の克服
とは、日常生活における権力関係（職場における雇用者と被雇用者の関係、
夫婦や家族関係）から、より範囲の広げられた、自治体、州、国家や国際的
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な政策の転換までも含む 5。「意識化」の実践が目指す変革は、CQC がその
定義でも明示している通り、「暮らしの中の条件」と、最終的な目標である
社会構造の変革の往還の中で、変革のための戦略（学習課題の設定、学習内
容、学習方法、学習の組織化等）を作り上げ、実践していくプロセスにおい
て実現されるのだ。
2. 「意識化」における女性の視点
2.1．ケベック的文脈における女性の抑圧状況
しかし抑圧状況を生きる当事者たちの経験は単一ではない。CQC の一部
のメンバーが行ってきた民衆女性あるいは女性支援者たちとの「意識化」実
践は、女性をめぐる抑圧状況の複雑性・多層性を、当事者自身が経験を語る
ことにより明らかにしてきた。そして彼女たち自身が主体的に状況を克服し
ていくために、「意識化」のアプローチが有効であることを示してきた。以
下ではまず、実践を通して浮かび上がってきた女性をめぐる抑圧状況につい
て説明する。
まず女性が貧困に陥る背景には、文化的に規定された男女の性別役割分業
意識、それを基盤とした労働市場の仕組み、福祉政策の基準が絡み合う。そ
れは、女性を 1 人の人間として、男性や子どもと対等な関係を築き、暮らし
を営むことを妨げる 6。さらに、こうした女性たちの貧困状況は、性別だけ
ではなく、年齢、民族、人種、国籍などの社会的カテゴリーに基づく差別が
構造化され、二重、三重に複雑化している。このような状況は、女性たちに
現状を改善できる見込みが無いという無力感を引き起す。あるいは女性たち
自身が、貧困状況を「恥」として捉える劣等感を抱き社会的に孤立する。
また、このような貧困と女性をめぐる状況は、貧困層の女性にのみ関係す
ることではない。社会福祉関連の労働市場では、多くの女性が働いている。
しかし、福祉への予算の縮減はスタッフの不足を生み、働いている女性労働
者への負担を増やす。さらに、過重労働は自らの実践を丁寧に省察しながら
実践の質を高め、支援者としての力量を形成することを妨げる。それは、貧
困層の女性たちの「意識化」を支える支援が十分に機能しない危険性を伴う。
したがって、女性支援者自身が、抑圧者として抑圧状況の再生産に加担する
危険性を生み出している 7。
このように、女性の貧困状況を維持する負の循環が形成される社会システ
ムがある。だからこそ女性たちの「意識化」は、彼女たちの状況が性の非対
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称性と序列化に基づく権力の諸関係を構造化した、社会文化的システムに起
因するという問題認識を前提とする必要がある。そして、この構造の変革に
は、次の 3 つの力の獲得が求められる。第 1 に、女性たち自身が状況を批判
的に認識する力。第 2 に、自らの言葉で解放を提起する力。第 3 に、他者と
連帯して行動する力である。
2.2. 「ケベック意識化グループ」におけるフェミニズムの視点
CQC は、「意識化」実践を支える重要な軸として、「フェミニズム」の観
点である「男性と女性の相互関係を捉える軸（以下、
「男性↔女性」と記す）
」
を持つことを明文化している。しかしそれ以前に、実践者たち 1 人ひとりが
取り組んできた性差別問題に対する実践と、CQC 内部に内在する性差別問
題を問う取り組みがあった。それらは、メンバー自身に内面化された性差別
構造を問い、それを組み替えていく「意識化」のプロセスだった。ここでは
CQC という組織の展開において性差別を問う視点を持つことの意味につい
て明らかにする。
CQC のフェミニスト・メンバーたちが常に指摘していた課題は、民衆運
動の主体である女性たちの暮らしのサイクルに配慮した運動組織の構築であ
る。例えば、組織が、育児や家事を担わなければならない状況にある女性た
ちに、それを放棄して運動への参加を求めて彼女たちは抑圧状況から抜け出
すことが出来るのか。女性たちが日常生活の中で抱えているジェンダーの問
題は未解決のままだ。また、このような運営体制は、当事者である女性たち
の主体的な参加の機会を奪いもする。
このような指摘に基づく組織の運営体制づくりは、必ずしも女性が家庭で
の伝統的な役割を遂行しやすい組織を作ることを意味するのではない。むし
ろ、「女性たちは『女性』という社会的カテゴリーのもとで、社会組織の中
で劣等的位置に置かれ、支配されてきている」ということを問題としている
（Jochemes, 2012, p. 36）。性別役割分業は、近代的な西欧の思考の枠組みの中
で自然化され、家父長主義的かつ資本主義的な社会システムの中で構造化さ
れてきた。さらに、それを個々人が規範として内面化し、日常の行動、他者
との関係、生き方の中でその規範を遂行してきたのである。このような社会
文化において、女性は歴史の創造主体として見なされていない。そして男性
もまた、「意識化」の観点からは、真の意味で歴史の創造主体として存在し
ていない。すなわち男性自身も、性をめぐる抑圧状況の生産／再生産に加担
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する抑圧者であるために、非人間化させられている被抑圧者なのだ。したが
って、性差別問題は、女性の権利回復や地位向上だけでは根本的に解決され
ない。男女ともに問題の当事者としての自己認識が不可欠なのである。そし
て、男女の不均衡な権力に基づく関係を、日常生活やコミュニティにおける
他者との関係と、社会システムにおいて、より対等な関係へと組み替えてい
く実践が不可欠なのである。したがって CQC におけるフェミニズムの視点
は、「男性↔女性」という「↔」によって示すことで、女性という一局だけ
で捉えるのではなく、非対称に二分化した両性が固有に抱える問題を往還し
ながら状況を認識し、両性の関係を再構築する実践を行うことを意味してい
ると言えよう。
そこで、「意識化」のアプローチに基づく組織運営では、性に基づく社会
的カテゴリーによって、個々人の変革の主体としての力量を限界づけるので
はなく、むしろ 1 人ひとりの生活背景や人格を尊重し、一人ひとりが自らの
可能性を十全に発揮できる組織運営の構築が重要となる。それにより、組織
の構成員間の対等な関係の構築は可能となり、組織的活動は、抑圧状況の変
革というパースペクティブにおいて価値をもつ。女性の視点の導入は、近代
の男性中心主義的社会の組織の中では、十分に考慮されずにいた「個と公」
の調和の取れた関係を模索することにつながったのである。さらに、このよ
うな個の尊重は、二項対立的な思考の枠組みへの問いも引き出す。すなわち、
トランス・ジェンダーや、性的指向によって差別の対象となっている人々の
解放の問題も視野に入れている。以上のことから、組織の運営には、メンバ
ー個々人の様々な状況を考慮することと同時に、支配的な性別役割分業意識
や、二項対立的な思考枠組みを問う視点が不可欠であると言える。そして、
全てのメンバーが問題の当事者／解決の主体として、発言し組織活動に参加
できる仕組みを整える必要がある。
そこで CQC では、活動の初期からフェミニズムの研修によって、支援者
であるメンバーのフェミニズムの観点からの「意識化」を促した。まず、
ADDSMM において、フェミニズムの研修が実施され、民衆層の女性たちを
対象とした社会福祉法に関する学習会が行われていた（Touchette , 2000, p.
26）。そこには、CQC の組織化の中心人物となるコミュニティ・オーガナイ
ザーのジゼル・アンプルマンが参加していた。そして、1981 年に CQC の前
身である ROCQ で、初めてフェミニズムに関する研修が開かれた（Jochems,
2012, p. 30）。1983 年、CQC のメンバーたちは、団体における女性たちの位
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置に関する研修会を開催し、団体内部におけるフェミニズム的方針を確認し
た。その後様々なコミュニティと協力しながら、ケベック州内の各地でフェ
ミニズムの研修を組織した 8。
3.「男性↔女性」の視点から「意識化」実践を創る
3.1. 女性の「意識化」を支える学習ツール
上記の問題意識、組織内でのメンバーの「意識化」実践の背景には、CQC
のメンバーたちが各自の現場における民衆との「意識化」実践の積み重ねが
あった。そこで以下では、実践記録をもとに、メンバーが「男性↔女性」の
視点から行ってきた実践について具体的に言及する。
既に述べたように、女性と男性の非対称的な関係に基づく抑圧の構造にお
いて、女性は、歴史の創造主体と見なされておらず、声をあげること、声を
あげていく場が奪われてきた。そこで、「意識化」実践アプローチに基づく
学習会の主要な目的は、当事者である女性の学習者たちが、自らの抑圧状況
を批判的に分析し、主体となって声をあげるようになることである。それは
学習の最終到達点としてのみ設定されるのではなく、学習の中で女性たちが
主体性を育み、発揮されることが重要である。そこで学習を組織する支援者
たちには、女性たちの置かれた抑圧状況を理解しつつ、当事者として声をあ
げることが出来るような信頼関係の構築をめざし、学習をデザインすること
が求められる。
そこで例にあげるのは、アンプルマンが 1972-1981 年にかけて ADDSMM
で行っていた生活保護を受給する女性たちを対象とする、社会権保障の法律
に関する学習会の中の「私は旅行に出かけます」という自己紹介の前に行わ
れるアイスブレークである（Ampleman, 1983, p. 46）
。このアイスブレークは、
例えば、最初の人が「私はニコル、生活保護受給者で、これから旅行に出か
けます」と言うと、次の人が、「私は生活保護受給者のジョスリンヌで、こ
れからニコルと一緒に旅行に出かけます」と続ける。自分の名前と自分の前
の人たちの名前を言って一周するゲームである。このゲームの目的は、一見
すると参加者どうしが名前を覚え、最初の緊張をほぐすことのように見える。
しかし、アンプルマンはこのアイスブレークの本当の意味を、生活保護受給
者の女性たちが孤立した状況から脱け出すための働きかけと考えている。上
述したように、無力感や劣等感から、彼女たちは家庭の中にとどまり、社会
との関係が希薄になっている。この状況は、女性が自分の現実を受け止め言
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語化する力を奪う。それが彼女たちの抑圧状況からの克服を困難としている。
そこで、アンプルマンによれば、このアイスブレークで女性たちが「私は生
活保護受給者です」という言葉を繰り返し聞くことで、生活保護受給者は自
分一人ではない、という現実を知るのだ。
このように、自分だけではないという確認を通して初めて、他者に自分自
身の経験を語るための関係づくりが始まる。関係づくりは、自分が何者であ
るのかを認め、他者が何者であるのかを知ることなしに始まらない。アイス
ブレークは、社会から孤立し現実の中に埋没していた女性が、他の参加者た
ちの状況を知ることで自分の状況を相対化する機会だった。認識の転換は、
他者との関係の中で可能となるのである。このアンプルマンの実践記録から
は、学習ツールが参加者たちの認識の転換と、関係の構築に働きかけるため
の仕掛けとして機能していることがわかる。言い換えれば、学習ツールがこ
のような機能するには、学習者である女性たちの生活背景、社会的文脈、そ
して学習の目的を関係づけなければならないのだ。
3.2. 関係を再構築する環境づくり
女性の他者との関係、主体の獲得は、学習会という一回限りの学習の場だ
けではなく、生活においもて実現されることが重要だ。そこで、CQC のメ
ンバーたちが関わった民衆層の人々のための「共同林間施設

La Botte de

foin（直訳すれば、干し草山）
」の実践記録から、その一例を取り上げる 9。
この施設は、レ・カントン・ドゥ・レスト（Les Cantons de l’Est）の自然
豊かな環境の中のある 100 年以上前に建てられたブルジョワ家族の古民家だ
った。1977 年、民衆層が家族や、運動の仲間たちと余暇を過ごすために、
複数の民衆団体によって共同購入され、共同運営されていた。この施設に家
族とともに宿泊したジャンヌ（Jeanne）の家族は、彼女が民衆団体に関わっ
ていることに反対し、「家に閉じ込めておこう」としていた。しかし、彼女
はこの施設に来て「暖炉の前で」家族と対話する時間をもち、自分の仕事の
ことを「はじめて」、「心の底から話すことができた」。そして、普段の生活
に戻った時に、家族と自分の関係が変わった。
反対してた人たちは、やっぱり反対のままなんです。でも、みんな、今はな
んで私が民衆団体に関わっていて、なんで私にそれが必要かを知っている。
（…）私に休むようにとは言うけど、もうやめなさいとは言わない。態度が変
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わったんです。前は、「疲れてそうだね。じっとしておきなよ！」。今は、「疲
れてそうだね。君は今日は何をしていたの？」になったんです。（Lebœuf,
1983, p. 85）

すでに述べてきたように、民衆層の女性が家庭の外に出ること、さらには
運動に関わることは容易ではない。ジャンヌの家族も、彼女に家の中で「じ
っとしておく」よう言っていた。しかし、施設の中で彼女と語り合う時間を
もち、1 人の人間としての彼女と向き合い、彼女がなぜその活動に取り組ん
でいるのかを知ることで、彼女を理解しようという態度に変化した。それは、
彼女と家族との関係の再構築であると同時に、彼女自身の 1 人の人間として
の主体化であった。
このような変化が可能となった背景には、この施設が、年齢、性別、階層、
国籍などの区別なしに 1 人ひとりの可能性を尊重し（オルタナティヴな生き
方の経験）、他者との対話の時間（共同的省察の機会）を施設の環境づくり
において重視していたことが考えられる。これらの方針は、施設の整備（テ
レビやゲーム機を設置しない等）、生活のルール（炊事洗濯は宿泊者全員が
分担し担う等）、アクティヴィティを通して、施設での生活の中に取り込ま
れていた。宿泊者は、施設での生活を通して、他者とのより対等な関係の再
構築を体験することになるのだ。
「意識化」実践のあり方は学習会だけではない。このようなコミュニティ
の形成そのものが「意識化」実践でもある。「意識化」実践が他者との関係
の再構築をめざしているからだ。コミュニティの形成には、抑圧状況の多層
性を認識する視点が求められる。組織やコミュニティにおける権力関係とし
て認識されるべきものは性別だけではない。「意識化」実践の文脈で言えば、
運動への参加者－非参加者、民衆／被支援者－知識人／支援者、大人－子ど
も等の関係も同様に問い直される必要がある。女性をめぐる抑圧状況の克服
をめざすとき、女性をとりまく関係性の複雑性・複層性を考慮することが不
可欠だ。フェミニズムの視点だけではなく、このような様々な抑圧的諸関係
性の中で女性の抑圧状況を捉え、1 人ひとりの人間としての存在が尊重され
るコミュニティの形成が求められる。このコミュニティの形成の過程におい
て、女性たちの他者との関係の再構築と主体の獲得は実現されるのだ。
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結語
CQC における「意識化」実践とは、日常生活、コミュニティ、社会シス
テムという異なる次元において構造化された抑圧的な諸関係を問い、より対
等な関係へと組み替えていくための、実践と省察に基づくプロセスである。
CQC では、民衆も支援者も、抑圧状況という問題の当事者／解決の主体と
して協働的にこのプロセスを生み出すことに取り組んできた。そして、その
実践を通して、1 人の人間としての民衆と支援者が出会うことは、抑圧状況
の複雑性・多層性を浮き彫りにすることになった。とりわけ、歴史的にも社
会的にも不可視のものとされてきた女性をめぐる抑圧状況を、当事者の言葉
で明らかにすることに貢献した。そして、女性自身が自らの経験を語る中で
抑圧状況を明らかにするとともに、他者との関係を再構築しながら、より対
等な諸関係に基づく社会の構築に向かっていった。このような女性たちの
「意識化」実践は、次の 3 つの視点によって支えられていたといえる。
第 1 に、抑圧状況を女性たちの個々の経験と、女性たちをとりまく社会文
化的な抑圧の諸構造の中で理解する視点である。第 2 に、女性たちを問題の
当事者かつ解決の主体として捉える視点である。この視点にたって、「意識
化」という学習プロセスの構成要素（学習ツールや、方法、内容、学習環境
など）は創り出され、設定される必要がある。第 3 に、学習を幅広い時間軸
で捉える視点である。学習が生み出す変革は、長期的な展望に支えられた社
会変革と、より身近な問題解決の両方を見通すことが必要だ。長期的な展望
とは、社会に構造化された抑圧的な男女の諸関係の克服／超克を意味する。
より身近な問題解決とは、日常生活や個々人の言語、振る舞いに内在する性
差別意識の克服と、家族や組織等における他者との対等な関係の再構築を指
す。
CQC の実践記録は、これら 3 つの視点の具体的な文脈を、実践の生成さ
れるプロセスの言語化により明らかにしていた。それにより単にモデル化さ
れたアプローチを提示するのではなく、性をめぐる抑圧状況を克服していく
ための具体的な知の共有を可能にしている。この知の共有は、女性たちの
「意識化」実践の担い手としての、さらには、性差別や階級など、今日の社
会がはらむ様々な抑圧的な諸関係を変革していく主体を形成することに繋が
るのではないだろうか。今後の課題としては、このような実践を語り、描き
出す力を一部の人々のみが獲得するのではなく、集団的にその力量を獲得し
ていくプロセスとその体制に関する検証作業に取り組みたい。それによって、
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フェミニズムの観点からの「意識化」実践を持続可能なものとし、その知を
展開させていく道筋を明らかにしたい。
（やうち ことえ 早稲田大学大学院博士後期課程）

注
1

コミュニティ組織論（Organisation communautaire）とは、日本の社会教育学
と大きな共通点を有する観点である。日本の社会教育実践においては、実践記
録が地域や組織における共同的学習を支える学習方法として重視され、実践者
と研究者が協同して研究が進められてきた。代表的なものとして次のような研
究書及び実践記録がある。松下拡（1981）『健康問題と住民の組織活動―松川
町における実践活動』勁草書房、伊藤雅子（1993）『女性問題学習の視点―国
立市公民館の実践から』未来社、村田晶子（2006）『女性問題学習の研究』未
来社、くにたち公民館保育室問題連絡会（2014）『学習としての託児―くにた
ち公民館』未来社。

2

コミュニティ・オーガナイザーとは、今日、ソーシャル・ワークの分野にお
いて、地域の住民が主体となって地域課題を解決していく集団的なプロセスを
支える専門職のことである。この職業は、そもそも民衆運動や市民による社会
的アクションの中で、コミュニティの組織化を担ってきた人々の役割から発展
した。

3

Ampleman, Gisèle et al. (1983) Pratiques de Conscientisation : Expériences
d’éducation populaire au Québec, Montréal, Nouvelle Optique ; Ampleman, Gisèle et
al. (1987) Pratiques de Conscientisation 2 : Logement, Alphabétisation, Aide sociale,
Féminisme, Syndicalisme, Santé, Politique, Québec, Collectif québécois d’édition
populaire ; Ampleman, Gisèle (dir.) (2012) Théorie et pratique de Conscientisation au
Québec, Québec, Presses de l’Université du Québec.

4

CQC は、「意識化における様々な過程」を区分的に捉え、意識化の深まりを
客観的に把握するために、この意識の展開を 4 つの段階に分けて整理している。
第 1 段階「従属的な意識」、第 2 段階「反抗の意識」、第 3 段階「改革的な意
識」、第 4 段階「解放された意識」。この意識の展開の整理は、意識の状態の分
類学として提示されているものではない。これは、「私たちが関与している組
織の内部で起こる様々な文化的変化をより公正にかつ批判的に観察するために
作られたツール」である（Ampleman et al., 1994, p. 10）。

5

「意識化の柱」として、CQC は、「ローカル／セクター↔地域↔国家↔世界」
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をその 1 つに据えており、「ローカルあるいはセクター的な問題構成を超克し
ていくことは、状況の分析を深めていくことにとって、また戦略や仕掛けを組
織し、可能性のある方法を見出し、共通の基盤を構築することにおいて重要で
ある」と説明している（Ampleman et al., 1994, p. 14）。
6

ジョスリンヌ・バルナベ（Jocelyne Barnabé）は、彼女の実践記録において、
生活保護受給者の女性、非正規雇用の介護職の女性、コミュニティ支援センタ
ーの職員の女性の事例を通して、女性の貧困問題が社会政策の転換や男女間の
非対称な権力関係の中で構造化されている様子を説明した （Barnabé, 1987）
。

7

例えば、アンプルマンは、保健分野の女性支援者たちを対象とした「意識化」
実践の記録の中で、彼女たちが自分自身と、民衆層の女性たちに抱いているイ
メージを語るアクティヴィティについて取り上げた。このアクティヴィティは、
彼女たちが現場で日々向き合っているはずの民衆層の女性たちに対して偏見を
抱いていたことを明らかにした（Ampleman, 1987）
。

8

例えば、「女性たち対する抑圧：一つの闘いと複数の闘い」（1983 年 5 月、ケ
ベック市、ROCQ との共催）「男女平等：雇用と政治的アクション」（1983 年
11 月、ケベック社会主義運動との共催）、「女性に対する抑圧」（1984 年 11 月、
1985 年 5 月、ケベック市）、「メディアにおける女性たちの位置」（1990 年、ケ
ベック市）、「女性たち：被害者化／共同的脱被害者化」（1993 年、ヌーヴィル
市）などがある。

9

ルイーズ・ルブフ（Louise Lebouf）がこの共同林間施設の設立と展開を実践
記録の中で詳細に記述している（Leboeuf,1983）
。
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フランコフォニーとケベック
La francophonie et le Québec
──────────────────────────────────

企画および趣旨説明
Introduction
コーディネーター： 長 谷 川 秀 樹
HASEGAWA Hideki
近年「フランコフォニー（francophonie, フランス語圏）」という言葉を目
にする機会が多くなった。国際的な学術組織としてフランコフォニーを対象
とする学会、CIEF（Conseil International d’Etudes Francophones）が結成され、
日本の大学でも、仏文学科やフランス語専攻等を「フランス」ではなく「フ
ランス語圏」として再編するケースがちらほら見られる 1。また学科や専攻
名は旧来の仏文や仏語のままでも、設置科目を「フランス」から「フランス
語圏」に改称・改編するケースも多い。
ただしこの改組や改変は、フランス語や仏文専攻を選択する学生数が停滞
もしくは減少しているという危機的現状を反映したものであろう。かかる状
況においてフランスあるいはパリだけをフィールドとする旧来の仏文やフラ
ンス語専攻の教員がフランス語圏専攻で教授するようでは、「フランコフォ
ニー（フランス語圏）研究」は結局、芽生えてこないのではないだろうか。
このような危機意識により、今回のシンポジウムを企画するに至ったので
あるが、ではなぜ「日本ケベック学会」で「フランコフォニー」のシンポジ
ウムを開催する必要があるのか。ケベックが北米にある「もう 1つの」フラ
ンス語圏で、いわゆる franco-français（フランス中心的）な遠近法を相対化す
る絶好の手段だからと理由づけられるかもしれない。しかし、カナダにはケ
ベック以外にもフランコフォンが多数存在し、彼らのフランコフォニーに対
するアイデンティティは、実際のフランス語使用の頻度や能力に関わらず大
変強固である一方で、彼らはケベックを「フランコフォニーではない（フラ
ンコフォンではあるが、自分たちとは別の集団）」とみている。つまり、「フ
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ランス系カナダ（Canada francophone）」とは「ケベック」と「フランコフォ
ニー・カナダ（francophonie canadienne）」からなる 2。フランスやカナダ以外
にも広がるフランス語圏について視点を向ける場合、フランス中心的遠近法
は相対化されるべきであるが 3、ケベック中心的遠近法も同様である。1970
年のフランコフォニー国際組織創設の際、フランス、ケベック、カナダの 3
者が「覇権」をめぐって争い、他の参加予定国、特にフランコフォニー運動
を当初率いたアフリカ諸国はこれを「冷めた目」で見ていたことを忘れては
ならない 4。
ではケベック研究は、フランコフォニー研究の萌芽には何ら寄与しないの
であろうか。そうではない。ケベック研究、特に日本ケベック学会を中心と
する研究は、実は、上述のケベック中心的遠近法の相対化に敢えて挑んでい
る。ケベック以外の北米仏語圏研究者、あるいは私のような北米よりも他の
地域をフィールドとする者とのインターラクティブ、さらに文学や人文科学
だけではなく、社会科学系の特に若手の研究者も受け入れたことにより、日
本のケベック研究は特定領域に偏らない多彩なものとなっている。フランコ
フォニー研究の成立のカギは、「中心的遠近法」の相対化に加えこの「多彩
性」にあると私は確信している。
今回の 3パネリストは、まさにこの観点からフランコフォニーとケベック
との関係について言及している。ケベックに対する立ち位置や経歴、あるい
はフランコフォニーに対するアプローチは確かに三者三様であるが、ケベッ
クを通じたフランコフォニー研究への第一歩と位置付けられるのではないか
と考えている。
（はせがわ

ひでき 横浜国立大学）

注
1

1995 年カリタス女子短期大学、2005 年愛知大学、2007年学習院大学、2009年
愛知県立大学、2010年大阪市立大学、2011 年武蔵大学。

2

長谷川秀樹「『フランス系カナダ人』の多元性―プリンスエドワード島のア
カディアンとフランス語州法」『立命館言語文化研究』11-4, 2000, pp.191-201、
および「フランス系カナダ人（プリンスエドワード島のアカディア人）におけ
る政治統合の問題」『千葉大学文化社会科学研究』6, 2002, pp.1-9を参照。

3
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害が合致しない点については、長谷川秀樹「フランコフォニーとフランス文化
外交―文化的多様性と矛盾するフランス共和主義」『中央大学人文科学研究所
紀要』68, 2010, pp.445-463を参照。
4

長谷川秀樹「フランコフォニー国際組織の形成とケベック― 1960年代後半を
事例に」
『ケベック研究』1, 2009, pp.48-61.
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フランス語圏世界でとみに存在感を増すケベック
Le Québec, poids lourd au sein de la francophonie
谷 口
侑
TANIGUCHI Susumu
フランス語プレス連合 UPF（Union de la Presse Francophone）は、1950年、
ケベック出身のジャーナリスト Dostaler O’Learyが、フランスのリモージュで
フランス語記者たちの親睦のために創設した l’Association internationale des
journalistes de langue françaiseが前身となります。現在は 5大陸 110ヵ国 3,000
人を擁し、その中で、とみに目立つのがフランス語圏アフリカ諸国出身の記
者たちです。そもそも、フランス語圏会議・首脳会議という発想は、1960年
代初頭、フランス語教育を受けて戦後政界で活躍するアフリカ諸国指導者―
セネガルのサンゴール、チュニジアのブルギバ、ニジェールのディオリの 3
大統領から生まれた、英連邦に対応するフランス語共同体もしくは連合形成
が狙いでした。私はパリ特派員時代の 1973 年、その中でも中心的役割を果た
したサンゴール大統領から直接、この構想を聞いた思い出があります。
第 1 回仏語圏諸国首脳会議は 1986 年 2 月、パリのシャイヨ宮で開催されま
した。フランスの強い要望もあり、ケベック州政府のブラッサ首相、レミヤ
ール対外関係相が出席しました。国際会議では、こと外交問題に関しては、
マルルーニー連邦政府首相が発言するのが通例ですが、この会議ではケベッ
クに注目するアフリカ諸国の支援もあり会議の総括報告者にブラッサ首相が
選ばれ、手際よく報告した後、「来年の次期首脳会議をカナダのケベックで
開催することを提案します」と発言、ケベック開催に合意を取り付けます。
呆気にとられたマルルーニー首相も賛意を表するしかありませんでした。こ
れは、レミヤール対外相の回顧録に基づいています。当時、私は東京勤務中
で、開催予告記事を書いていました。
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1987年 9月、ケベック市で開催された第 2回首脳会議で公式記念写真が撮
影されましたが、その写真を見ると、前列中央にカナダ総督ジャンヌ・ソー
ヴェ女史。彼女をはさんで、向かって左側にミッテラン仏大統領、右側にマ
ルルーニー連邦政府首相。左端にブラッサ・ケベック首相、右端にハットフ
ィールド・ニューブランズウィック州首相と絶妙の配置となっています。ブ
ラサ首相は、アフリカ諸国を対象にした「フランス語圏ビジネス・フォーラ
ム」を提案、連邦政府に先んじて仏語圏アフリカ諸国との絆を確固なものと
しました。
第 2回首脳会談を現地取材した日本人記者は当時、ニューヨーク駐在新聞
社特派員の私ただひとりで、Le Devoir 紙は、「日本は仏語圏首脳会議参加国
でもないのに、世界最大の日刊紙読売新聞はわざわざ特派員を送ってきた。
日出る国でも、仏語圏に関心が高まっている」と掲載しました。私が UPF に
関心を持ったのも、取材団としてまとまって行動するアフリカ・中東諸国か
らのフランス語を使用する記者たちの存在でした。私は 1989年、2度目のパ
リ特派員として赴任するとUPF に加盟しました。
第 3回首脳会議は 1989年アフリカ西部セネガルの首都ダカールで開催さ
れ、アフリカ仏語圏諸国元首が勢ぞろいしてアフリカ色の強いものでした。
かつて黒人奴隷積出港だったこの地で、セネガル側は現在のハイチで最初の
黒人共和国を築こうと奴隷から将軍の座にまで上り詰めたのち、ナポレオン
遠征軍に捕らえられ、仏本土に移送されて悲劇の最期を遂げた Toussaint
Louvertureの生涯を描いた劇を上演し、並み居る黒人指導者たちが感動に涙
を流す光景に沈黙のまま目を向けるミッテラン大統領の姿が印象的でした。
次に私が取材したのはヴェトナムの首都ハノイで開催された第 7回首脳会
談でした。この会議で、OIF（国際フランス語圏機構）事務総長のポストが
設けられ、国連事務総長を勤めた元エジプト外相ブトロス・ブトロス＝ガリ
が就任しました。そして、次の第 8 回首脳会談は、カナダで仏英 2 言語を公
用語とするニューブランズウィック州モンクトンで開催されることが決定
し、カナダ陣営は沸き立ちました。私はここで出会ったケベックの記者たち
から「デジタル通信の領域では、ケベックはフランスよりはるかに進んでい
る」と教わり、強い印象をうけた記憶があります。
第 12 回首脳会議は 2008年、再びケベックで開催され、世界第 2 のフランス
語人口をかかえながら、かつての独立戦争の苦い記憶からこの会談には参加
してなかったアルジェリアのブテフリカ大統領が特別招待国として参加しま
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した。これも、マグレブ諸国との関係を大切にするケベックの慎重な働きか
けによるものです。首脳会談に先立ってケベックで開催された UPF 年次総会
は、ケベックの強力なジャーナリスト組織 La Fédération Professionnelle des
Journalistes du Québec (FPJQ)と提携関係を結ぶことを決めました。
前年の 2006年、ケベック市に Le Centre de la francophonie des Amériques が
設立され、両米大陸とカリブ海諸国の 3,300万に及ぶフランコフォンの相互
理解と文化協力に多大な貢献をしています。このセンターの評議委員には、
ルイジアナ出身のケージャン・ミュージックのシンボル、ザカリー・リシャ
ールもいます。毎年 4月、ルイジアナ州ラファイエットで開催される Festival
International de Lousianeはケベックが強力に支援しています。アフリカ諸国
からの参加も年々増えています。先日はこの町で「全米仏語教育者会議」も
開催されました。
仏語圏アフリカがかつての宗主国フランスに向ける目線と、北米のアング
ロサクソン世界の只中で敢然とフランス語を守りぬくケベックへの憧憬を込
めた眼差しの違いを、幾度も経験してきました。アフリカ中央部に位置する
カメルーンは、アルジェリア戦争後もフランスが軍事独裁政権を支援し、反
政府勢力「カメルーン人民同盟」とのゲリラ戦を展開する泥沼の状況でした。
最後の指導者エルネスト・ウアンディエも、ゲリラに理解を示す進歩派カト
リック司教アルベール・エンドングモとともに政府側の策略に掛かり投獄さ
れ、1970年に死刑判決を受けます。ウアンディエは1958年、来日して自分た
ちの民族解放闘争を訴えましたが、日本ではカメルーンという国名すら知ら
れていないことに衝撃を受けていました。私は彼の通訳を無償で買って出た
のですが、ふさぎ込んだ彼の表情を今でも覚えています。ウアンディエは翌
年1月、ゲリラの仲間2人とともに、公開処刑されました。エンドングモはロ
ーマ法王の助命嘆願で 1976年、大統領恩赦で釈放されたとき、なんと亡命先
にケベックを選んだのです。
2014 年 11 月、第 15 回仏語圏首脳会議が再びセネガルのダカールで開催さ
れたとき、第 2代 OIF 事務総長アブド・デイウフ（前セネガル大統領）の後
任に選ばれたのは、ケベックが推薦した前カナダ総督ミカエル・ジャン女史
（ハイチから移住した黒人政治家）でした。女史は黒人奴隷の末裔であり、
ルーヴェルチュールを深く尊敬していると公言しています。仏語圏の世界に、
ケベックの新しい息吹が流れています。
（たにぐち
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フランス語は本当にビジネスに適していないのか？
Le français ne convient-il pas à la communication des affaires ?
瀬 藤 澄 彦
SETO Sumihiko
日本は英語教育論が今や花盛りです。あたかも国家の 21世紀型のグローバ
ルな近代化の唯一の早道が英語であるかのように論じられています。しかし
それは言語の背後にある民族アイデンティティや文化的差異を無視する言語
覇権主義です。一方、フランス語が英語に対抗しうるには、同じようにパリ
中心のフランス語でなければならないというフランス本土中心主義を解体し
なければならないように思います。
日加貿易を州別の比重で見ると、オンタリオ州とケベック州で過半を占め
ます。これはカナダ GDP 総額の半分以上をこの 2州が占めることをそのまま
反映してもいます。カナダと日本の地理的距離、さらにカナダ東部の 2 州と
の距離を換算した重力モデルから考えますと、両地域の実質貿易量は現在の
水準よりも高いものと推定されます。それでもこのような日加貿易構造の姿
は最近の北米における地理的な経済構造の変化によって東部カナダ諸州との
関係が相対的にその地位ないしかつての水準をうしないつつあるのではない
かと推測されます。西部諸州経済のウェートの高まりや北米自由貿易協定
（NAFTA）の進展によって米加間の国際貿易の方が、カナダ州間貿易より大
きくなっています。ケベックはアディロンラック山脈を挟んで南に隣接する
米国 NY 州との経済関係を一層拡大させています。しかしそれでもケベック
州は対日貿易総額でみるとカナダ第 2 位の州で、日ケ貿易は日本と欧州の中
規模経済国家の貿易よりも多いのです。
日加両国間投資も企業進出として緊密化しています。日系企業の対加直接
投資の進出先は、圧倒的にオンタリオ州のトロントに集中しています。1980
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年代後半には日本企業の対北米直接投資はバブル景気により急増し、日本の
銀行、証券、保険などの金融機関はすべてオンタリオ州のトロントにこぞっ
て進出しました。さらに米加間の自動車協定、いわゆる「オートパクト」も
手伝いトヨタ、ホンダなどの自動車メーカーはすべてオンタリオ州のトロン
ト都市経済圏に組立工場や販売拠点を置くようになります。
1987年頃、トヨタが消費人口の多いオンタリオ州かケベック州に進出して
くる観測が流れました。このニュースはすぐにモントリオールにあったケベ
ック州政府対外経済局にも届き、トヨタ進出の勧誘作戦が展開されました。
ケベック州政府は航空機でトヨタの幹部を迎え、州内の有力な工場候補地を
案内しました。トヨタのトロント郊外進出決定でケベック州政府は大きく落
胆しました。自動車に限らず他の産業でも日本企業はほとんどオンタリオ州
にまるで「怒涛」の様に進出したことで、ケベック州の政府関係者は日本企
業がどうしてケベックに進出してくれないのかと苦悩に苛まれていました。
カナダ経済に占める上位 2州の日系企業進出格差の背景に「ケベック州のフ
ランス語がビジネスに邪魔になる」とする声があります。欧州では英国ロン
ドンに欧州統括本部を置く日系企業が圧倒的に多くなっています。「フラン
ス語では日本の本社、他の国とのコミュニケーションに支障をきたす」との
意見が見られます。トロントとモントリオール、ロンドンとパリという風に
グローバル都市圏の多国籍企業の立地をどう考えるかと置き換えてもよいか
と思います。
このようなトロントとロンドンの事例は、グローバル化の時代にあって英
語が世界標準言語であって、それ以外の言葉はビジネスに適していないとい
う考えによるものではないでしょうか。
現代世界においてグローバリゼーションが急ピッチで進行した 1980 年代、
90 年代において、この時期、アングロサクソン、就中、米国モデルのグロー
バル・スタンダードが持てはやされました。グローバル経営は英語を通して
なされるものだという考えが徐々に強くなりました。しかしこのような英語
中心の世界観は終わりつつあり、本当の異文化経営論がグローバルな時代に
こそ必要になってきたとする見解も聞かれます。
幾つかの主張を取り上げますと、Jean-François Chanlatは国際ビジネスの失
敗の原因は技術的な、あるいは財務的な理由などではなく、文化的な要素を
過小評価したことにあると言っています。Christine Geoffroy はビジネス国際
語とされる英語での国際コミュニケーションには、常に交渉の中身や概念、
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序列ヒエラルキーの意味合い、時間の観念などの異文化経営にかかわるアイ
デンティティが表現されないままになる危険性が高いとしています。Odile
Challeは学際的な方法でフランス語が使われる場合には障害どころか知的、
文化的な差異化や差別化の有力な武器になると論じています。Stéphanie
Dameronと Olivier Joffreは言語の違う従業員の協調関係はむしろプラス・サ
ムのシナジー効果さえ発揮すると指摘しています。フランス語がビジネスや
経済に不向きという風に短絡的に言うときには近代や現代の社会科学の見識
や教養の多寡や視野の狭さを浮き彫りにすることになります。
ビジネス、経済とフランス語との関係。フランスが人文科学の国でしかな
いという偏見と誤解。経済学分野で古典派、新古典派においてケネー、セー、
クルー、ジュグラー、アレ、トマ・ピケティ、ブランシャール、経営学では
ミンツバーグ、アンリ・ファイヨール、国際経済面ではラガデール IMF 専務
理事、ラミー WTO 総裁などを輩出。INSEAD、HECなどは世界のビジネス・
スクール・ランキングでほとんどつねに最上位に評価されています。
ケベックの運命はグローバル経済のなかでどのようにアイデンティティを
保ちながら経済成長を実現していけるかにかかっています。そこではケベッ
クを特殊な他とは異なった社会であるという側面を強調していきがちなこれ
までのアプローチを改めねばなりません。
（せとう すみひこ 帝京大学・パリクラブ）

93

【シンポジウム】
──────────────────────────────────

フランコフォニーとケベック
La francophonie et le Québec
──────────────────────────────────

日仏 2 ヶ国語ポッドキャスト番組 Chocolat!と
フランコフォン
La francophonie dans les sujets du podcast Chocolat !
ボブ・レナス
Bob LEENAERS
Chocolat!は、ネイティブのインタビューや会話、ナレーションなど、生の
フランス語を楽しみながら自然に語学力を高めていく、というコンセプトの
もと、毎週土曜日に今話題の文化トピックを配信しているポッドキャスト番
組です。
フランス語を学習している日本人の弱点は、やはり聞き取りです。
Chocolat!のトピックは、さまざまな内容について毎回異なるゲストが登場す
るため、それぞれのネイティブの声、話し方、なまりにも慣れていくことが
できます。日常生活においては、いろいろな人がいろいろな話をするのが当
然です。より現実に近い形で聞きながら、知らないうちにフランス語に親し
んでもらう番組です。
Chocolat!は 2006 年 6月にスタートしました。当時ポッドキャストは登場し
たばかりの新しいメディアで、インターネット上で（またはダウンロードし
て）番組を視聴することが中心でした。
リスナーからの要望に応じつつ、大学講師人によるフランス語学習の教材
（毎朝メールが届く単語メルマガ、毎回の番組を元に作成したインタビュー
全文や文法解説・問題、単語集など）としての形を整えていきました。それ
にともなって、番組の視聴自体は無料であるものの、学習教材の利用につい
ては月 850 円の会員制を導入しました。テキスト書類形式だった教材も、独
自にシステム開発し、現在では、スマートフォンやタブレットなどで、いつ
でもどこで学習できるように進化させています。
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番組自体は、海外取材以外はスポンサーを持たず、有料会員の会費をもと
に、100％独立した番組として運営しています。
番組の内容は、日本で楽しめるフランス語圏の文化トピックを中心に、バ
ラエティーに富んでいます。全国で開催している展覧会や映画、コンサート
などのイベントのほか、簡単につくれる料理、また来日中のフランコフォン
や、フランス語圏の地域に関連した活動をする日本人へのインタビューまで、
毎回実にさまざまです。
Chocolat!は、フランス語学習の教材番組として、また、文化トピックのニ
ュース番組としての2つの側面を持っています。
Chocolat!には現在 2万人を超えるリスナーがいます。そのうち Chocolat!か
らのお知らせを受け取る登録会員は 5,700人、教材を利用してフランス語を
学習している有料会員は850人です。
アンケートによるリスナーの割合は、男女比が 2： 8、年齢は 25～ 54歳が
全体の 7割以上を占めています。リスナーの関心のある分野は「海外旅行」
が突出し、続いて「音楽」「外国語」「料理」「映画」「美術」と続き、総じて
文化への関心の高さがうかがえます。
また、一般的に「日本人のパリ好き」がよく知られる通り、パリを取り上
げた際のリスナーからの反応の高さは顕著です。とはいえ、パリ情報は巷間
あふれているので、Chocolat!では、できるだけフランスの地方から周辺の
国々、そして世界中に広がるフランス語圏の地域まで、幅広く網羅して紹介
していく方針をとっています。
前項でも触れたように、日本のフランス語学習者の関心がパリに集中して
いること、また国内でもフランス関連の組織が目立つことから、フランス語
圏の地域の知名度はあまり高くありません。しかし、コミュニケーションで
きるフランス語をめざす Chocolat!では、フランス語を共通語に、2 つの母語
を持つ国々や、複数の文化が混ざり合う地域など、その多様性がフランス同
様に魅力的だと考えています。
これまで Chocolat!でフランス語圏のトピックを紹介した際、決して数は多
くないものの、一部のリスナーから熱心なコメントや問い合わせが寄せられ
ることが度々ありました。
そこで番組では、リスナーアンケートで海外旅行への関心が突出していた
ことも合わせて、2010 年から世界のフランス語圏の地域を特集する「フラン
コフォンの旅」シリーズをスタートさせました。過去 3 回のうち、初回は、
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ベルギーのブリュッセル・ワロン地方、次に南インドのポンディシェリへ、
そして 3回目はカナダのケベック市を訪ね、それぞれ現地での出会いを映像
や電子書籍とともに紹介してきました。
特集を受けて、実際にパリ旅行中にブリュッセルまで足を伸ばした人の感
想や、紹介したお店やケベックの郷土料理、地方ならではの独特の言い回し
について問い合わせが集まるなど、アクティブなリスナーの人気シリーズと
なっています。
ここでは、これまで番組で紹介してきたフランス語圏に関するトピックの
中で、特に面白かったものを紹介します。
まずは、日本におけるフランコフォニー推進会議名誉議長を務めていた、
アホメド・アライタ・アリ駐日ジブチ共和国大使へのインタビューで、「フ
ランス語はフランス人だけのものではない。フランス語は、我々フランコフ
ォニーみんなのものです」というコメントは印象深いものでした
また、インドのポンディシェリでデザイナーとして自分の店を運営する当
時 20代のインド人女性、ビディシャのインタビューもありました。彼女は地
元インドのリセ・フランセで勉強したという流暢なフランス語で、自身の展
開するプロジェクトについて語ってくれました。
そしてケベックで出会った、母語がフランス語というネイティブアメリカ
ンのインタビューでは、かつてネイティブアメリカンとして使っていた独自
の言語と、いま母語として使っているフランス語との間の言葉と文化につい
て言及されています。
また、ケベック市内では、あえて標準語ではないケベックのフランス語を
身につけたい、と留学中の日本人学生のメイさんに、彼女のお気に入りのケ
ベック観光スポットを紹介してもらいました。
Chocolat!では、これまでフランス語やフランス語圏の文化に関心の高い日
本人のコミュニティーをつくってきましたが、2016 年に番組 10周年と配信
500 回記念をひかえ、ますますコミュニティーを盛り上げていきたいと考え
ています。より力強く豊かな活動を実現するため、Chocolat!自身もオープン
ソースとなり、それぞれが個別に持っているノウハウや情報を合わせて、広
くコラボレーションしていけることを期待しています。
（ボブ・レナス
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コメント
Commentaire
クレール・ドゥロンジェ
Claire DERONZIER
代読：マルク・ベリヴォー
Marc BELIVEAU
皆さんのご講演を拝聴いたしまして得られた所感は、「フランコフォニー
には複数の顔がある」ということです。アイデンティティや言語、フランコ
フォニーが伝える平和、連帯、法治主義という価値観以外に、フランコフォ
ニーと経済やビジネスネットワークを結び付ける傾向も見られます。OIF の
役割は、外交的側面においてもそれが求められていることを意味します。さ
てここで、各報告につきまして私から幾つかのコメントを申し上げたいと思
います。
まず、谷口侑さんのご講演についてですが、確かに、ケベックはフランコ
フォニーとその変革の中核たらんことを意識し、OIF の予算面でも多大な貢
献を果たしてまいりました。ケベックの参画はフランコフォニーのシンボル
ではないかと思います。ケベックはカナダとニューブランズウィックととも
に次期 OIF 事務総長職として、谷口さんの述べられたミカエル・ジャン候補
を支持しております。ハイチ出身のジャン氏は 1968年にケベックに移住し、
そこでラジオカナダ放送（SRC）の司会者として知られるようになりました。
その後、2005 年から 2010 年までカナダ総督となります。ごく最近では、
2010 年の大地震により彼女はユネスコ特派員としてハイチに派遣されていま
す。また彼女は 2012年のロンドン五輪にフランコフォニー公式代表として派
遣されました。
1976 年にカナダで公用語法が採択されてから、カナダ首相職への立候補に
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は事実上フランス語が必要となりました。今日でもなお、カナダ連邦レベル
で議席を有する 3党中、2党の党首がケベック出身でありその党首は完全な 2
言語話者です。
フランス語は文化とアイデンティティの要素であることは明白ですが、経
済発展の手段ともなっています。OIF 加盟メンバーであるフランス語圏全体
は世界の GDP の 16%を占め、さらにその成長率は 7%となっています。2014
年時点では 2.3億人の話者を抱えるフランコフォニーは、世界でも 6番目の地
政学的空間を有していますが、2050年までには 4番目になるでしょう。次の
瀬藤澄彦さんのご講演内容とも関わることですが、こうした状況から、フラ
ンス語話者とビジネス領域におけるフランス語の使用に対して以前から存在
した諸偏見を取り払うことが極めて重要です。ケベックはフランス語が公用
語ですが、英語その他の言語を｢排除｣しているのではありません。英仏バイ
リンガル住民が 40%であり、カナダ最大のバイリンガル州であることを忘れ
てはなりません。英仏語および多言語用語バンクとしてのケベックの技能は、
ケベックが世界の翻訳市場の 5%という、ケベック州の人口 800万人の重みを
遥かに凌駕する数値を有しうることに繋がっているのです。 翻訳はケベッ
クにおいて成長のただ中にある経済活動分野です。ビジネス分野について言
えば、モントリオールとその港湾は、北米における天然の玄関口の役割を担
っていますし、当市は北米自由貿易協定の恩恵で、1億人以上ものカナダお
よびアメリカの消費者が集まる拠点となっています。ケベックはアメリカと
欧州間に位置する大陸間の十字路でもあり、この言語地理的状況は強みであ
り、このことは、モントリオールに 65 を超える国際組織、とりわけ民間航空
分野の国際組織が存在することにも現れています。ところで、オンタリオに
おける日本の投資は主に自動車製造分野に集中しているという話がありまし
たが、一方ケベックは航空宇宙産業の拠点となっていて、200を超える企業
と研究センターが集積しており、ケベックの最も重要な輸出部門となってお
ります。
さて、次にボブ・レナスさんのご講演についてですが、ポッドキャスト
Chocolat!のようなイニシアチブはフランコフォニーの発展には貴重なもので
す。新しいコミュニケーションのプラットフォームを用いることは、より的
を絞った顧客の獲得を可能にします。このようなイニシアチブはフランス語
愛好者のサークルを拡大し、教育放送によりフランス語圏の豊かな多様性を
促進することができます。
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ポッドキャスト Chocolat!でのケベックに関する特集放送で興味深いものが
1つありました。先住民ヒューロン族を取り上げたルポルタージュで、それ
は彼らの文化と食の伝統を視聴者と共有するために、先住民により開設され
た複合宿泊施設を取り上げた特集です。ヒューロン族の代表者がフランス語
でインタビューに答えていたのです。まさにこれは先住民の文化と伝統を尊
重しながら統合が実現している証左でしょう。
最後になりましたが、日本におけるフランコフォニー推進会議副議長とし
て、当委員会におきまして 20を超える大使館ならびにパートナー組織により
なされているフランス語活性化の努力につきまして申し上げたいと思いま
す。当委員会は文化的多様性と連帯というフランコフォニーのもつ価値観を
見事に描いた組織です。2020年の東京五輪開催は、フランコフォニーが生か
されるまたとない機会です。これから開催される五輪に参加する国の 3分の
1以上が OIF の加盟国です。これは見過ごされている現実であり、我々は日
本の政府機関や一般市民にたいしてこのことを強調しなければなりません。
五輪の第 1公用語として英語よりも使用されるフランス語は、ピエール・
ド・クーベルタン男爵という、五輪創設者の 1つの遺産である、ということ
を忘れてはなりません。日本の官民および多数のボランティアの努力が、世
界各国からのアスリートをおもてなしし、フランス語で彼らとコミュニケー
ションするということがこの上ない喜びとなるよう、我々 1人 1人が支援し
ていく必要があります。
フランス語の国際メディアによりよく対応するために安倍首相が内閣広報
室にフランス語を話す担当者チームを設けたことは評価すべきです。さらに
舛添東京都知事もフランスやスイスで留学経験を有する親仏的人物です。五
輪組織委員会の中にも親仏的な日本人は何人もいます。まとめとして、日本
にはフランス語および外国語学習に対してより広い理解が見られるようで
す。このような点から見て、間文化主義についての日本ケベック学会会員の
研究および考察は、我々が生きる世界をよりよく理解するために最も重要な
ものです。
（クレール・ドゥロンジェ

ケベック州政府在日事務所 代表）

（マルク・ベリヴォー 同 広報担当官）
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ケベックでの第 3 政党の台頭

La montée des tiers partis politiques au Québec
陶 山 宣 明
SUYAMA Nobuaki

Résumé
Le Québec maintient le scrutin majoritaire à un tour pour élire les députés de
l’Assemblée législative (l’Assemblée nationale) depuis la confédération en 1867. Un
tel système électoral a tendance à engendrer le bipartisme, où deux grands partis
politiques dominent l’arène. Jadis, ces deux partis étaient les Libéraux et les
Conservateurs, jusqu’à ce que les derniers soient remplacés par l’Union nationale.
Puis le Parti québécois (PQ), indépendantiste, a finalement trouvé sa propre place à
la gauche des Libéraux au spectre idéologique. L’apparition de tiers partis politiques
puissants est caractéristique de la politique québécoise dès le début des années 70.
Ce sont le Ralliement créditiste du Québec (RCQ) sur la scène provinciale en 1970,
l’Action démocratique du Québec (ADQ) en 1994, Québec solidaire (QS) en 2006, et
la Coalition Avenir Québec (CAQ) en 2011. Option nationale(ON) actuellement
cherche son premier siège. Ces partis-ci se positionnent à la fois à la gauche et à la
droite de l’échiquier politique. Sous un autre angle, l’indépendance forme un axe
important pour distinguer les partis politiques au Québec. Le PQ s’oriente moins
vers la souverainté qu’autrefois tandis que cette option est aujourd’hui prónée plus
fort par ON et QS.
キーワード：第 1 野党、第 3 政党、単純小選挙区、2 大政党制
Mots-clés : Opposition Loyale, tiers parti, scrutin majoritaire à un tour, bipartisme
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はじめに
ケベック州議会選挙では、イギリスの伝統に倣い、単純小選挙区制が使用
されていて、各選挙区で最も多くの票を獲得した候補者が議員に選出される。
他の全ての選挙制度と同様に、単純小選挙区制には利点と不利な点が認めら
れる。第 1 政党は得票率を大きく上回る議席率となり、過半数の票を得られ
なくても単独で過半数議席を得易く、政権が安定する利点がある。不利な点
として、その正反対で、地理的に支持が散らばっている小政党にとっては、
1 つたりとも選挙区を奪うのは至難の業である。又、多数決の原則に基づく
政体で、過半数の票を得ていない候補者が当選し、全体では州民の過半数の
支持を受けていない政党が政権の座に就くことの矛盾も指摘される。
フランスの社会学者モーリス・デュヴェルジェ（Maurice Duverger）の法
則に従って 1、ケベックでは、カナダ連邦が成立したコンフェデラシオン
（1867 年）以来、概ね 2 大政党制が根付いていた。19 世紀後半には、連邦レ
ベルと同じく、自由党と保守党がケベック議会で議長の右と左で相対する議
会が長く続いた 2。19 世紀の末から 1930 年代まで自由党の 1 党優位の時代
が続いたが、この時期に第 3 政党として辛うじて目立った存在は労働党とリ
ーグ・ナシオナリストである。前者は 1890 年設立で、モンレアルとケベッ
ク市の工場地域の労働者階級が多い選挙区でニッチを築いた。後者はナショ
ナリスト政党で、アンリ・ブーラサ（Henri Bourassa）が 1903 年に同志オリ
バール・アスラン（Olivar Asselin）と立ち上げた。
アクシオン・リベラル・ナシオナル（Action Libéral Nationale）は自由党の
不満分子が離脱して立ち上げた政党で 3、大恐慌の時の 1935 年選挙で多数
の議席を獲得した背景には選挙戦術で保守党の全面的な協力を得たからであ
る。保守党党首モーリス・デュプレシ（Maurice Duplessis）は、ALN を保守
党に統合して新党ユニオン・ナシオナル（UN）を立ち上げた 4。UN は連邦
保守党と袂を分かち、州独自の政党が初めてケベックの 2 大政党の 1 つとな
った。1936 年選挙に圧勝し、デュプレシは、その次の選挙で自由党に大敗
して政権を 1 期だけ明け渡したが、1959 年に没するまで何と 19 年も州首相
の地位を守った。この時代に州議会で 1 つでも議席を得られた第 3 党は、ブ
ロック・ポピュレールと社会民主党である。前者は戦時の徴兵制に絶対的に
反対するケベックに興った政党で、州レベルではアンドレ・ローランドー
（André Laurendeau）を党首に仰いだ 5。後者はカナダ全体の協同連邦党（CCF）
のケベック組織で、もし勢力を伸張していれば、ケベックの政党制に大きな
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変化をもたらしていた。
表１ ケベック州議会の選挙で 2 大政党が占めるシェア

得票率

議席率

1867 ～ 1966

99.85

97.35

1970 ～ 2014

79.39

90.52

（注）著者作成。1966 年の次の選挙は 1970 年に行われた。

表 1 が示すように、静かな革命が起こった 1960 年代まで、2 大政党の選
挙での平均得票率は 90 ％を上回り、議席率では寡占状態にあった。ルネ・
レヴェック（René Lévesque）によって結成されたケベック党（PQ）が州議
会選挙に参戦してからは、2 大政党の得票率は 80 ％を下回るようになり、
議席率では辛うじて 90 ％台に乗っているだけである。逆に言うと、1970 年
代以降、平均して 1 割近い議席数を第 3 政党が奪っていることになる 6。今
世紀になってから行われた選挙に限定すると、15.84 ％にまで第 3 政党の議
席率は高まっている。この現象を、政党制度の一般モデルから分析したい。
1．政党の立ち位置の理論的な考察
1 党独裁制の国では、競争相手がないため、たった 1 つだけの政党が真右
に寄ろうと真左に寄ろうと、票を失う心配をしなくていい。党の中枢部は好
きなように舵取りが出来て、選挙は形式に過ぎない。ところが、ケベックに
代表されるような単純小選挙区制に育った 2 大政党制となると、それぞれの
政党は社会の理想像に色付けられた党是を掲げて、その目標を実現する目的
で票を奪い合うが、現実には選挙に勝って政権を奪うために、競争相手より
も 1 つでも多くの議席、望むらくは過半数議席を取りたい。
図1

2 政党間の競争モデル
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図 1 で示すと、選挙民は一面的なイデオロギー軸で左右になだらかなベル
カーブを作っていると仮定しよう。政党 A と政党 B が共に合理的な動きを
するとすれば、両党とも中央線になるだけ近づいて行き、メジアンを境に向
かい合う形になる。なぜなら、政党 A にとっての左側、政党 B にとっての
右側の票は対抗勢力に奪われる心配がなく、しかも、両党の狭間に位置する
票は数的に多いので絶好の草刈場となるのである。従って、2 大政党制の政
党の立ち位置の解は、それぞれ中道左派と中道右派となる。様々な理由で対
峙する政党が衰退、瓦解している場合には、擬似的な 1 党優位体制が出来上
がり、その政党は比較的自由に軸の移動を許される。例えば、本来が右寄り
の党ならば、右に強引に少々動いても選挙民からバッシングを受けて政権転
落とはなりにくい。
2 大政党制が確立しているところに第 3 党が参入する場合、その新参政党
の立ち位置は、政党 B の右側か、政党 A の左側か、政党 A と政党 B の中間
の 3 つに 1 つとなる。比例代表制や中選挙区で 1 つの選挙区から複数の議
員を選び出す選挙制度ならば中道を目指す政党が新しく生まれて成功する素
地はあるが、小選挙区制の場合には、ケベック州議会やカナダ下院で馴染み
の単純小選挙区制であろうと、オーストラリア下院選挙で使用されているよ
うな優先順位付連記投票であろうと 7、2 大政党の中間に入って行くのは容
易なことではない。俄かに起こった新政党は、組織力、財力、人的資源で劣
っているため、既存の大政党に太刀打ちするのはほぼ不可能だからである。
従って、既存政党の右側か左側に位置する第 3 党の方が成功を収め易い。
現在、イギリス独立党（UKIP）は、保守党を右側から脅かす存在である。
そのように政党 B の右に位置する新政党は、単純なモデルでは、立ち位置
の右側を全て政党 B から奪えることになる。そこで、政党 B はどうでるか。
最も普通に考えられる手は、右側に少し寄って右側の新党に打撃を与えるこ
とである。そうすると、政党 A は漁夫の利を得られる。のみならず、右側
の票の奪い合いは、新党が既存政党に取って代わる結果にもつながる可能性
がある。また、右寄り政党の小競り合いを横目にして、政党 A は、中央に
居座るか、本来の党是に立ち戻るべく左方向に移動して行く可能性もある。
その場合、政党 B との間に政治的なスペースが生まれ、単純小選挙区制の
定番である 2 大政党制に変更が及んで、政権を実質的に争う政党の数は普通
に 2.5 か 3 になり得る。3 大政党制は 3 つの政党の内どれもが政権に就ける
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だけの力を持つ三竦み状態なのに対して、2.5 大政党制では 3 つの政党は 2
強 1 弱と形容される。左側からの新党の勃興についても、左右対称で同様の
シナリオが成立する。
2．左側に興ったケベックの第 3 政党
ケベック州議会で「静かな革命」後に増えた第 3 政党の生まれた背景、在
り方、作戦、結末などを見て行きたい。自由党政権で閣僚まで務めたレヴェ
ックは、ケベックの将来のビジョンを巡って党のマジョリティと意見の対立
が生じたため 1967 年に離党し、ケベック独立を標榜する主権・連合運動
（MSA）を興した後に、同じく独立を目指す右翼のナシオナル集合（RN）、
左翼の国民独立連合（RIN）も取り込んで、1968 年に PQ を船出させた。
1970 年選挙でいきなり 23.06 ％の票を獲得し、7 議席を得た。但し、党首は
議席を失ったため、議会内の党リーダーはカミーユ・ローラン（Camille
Laurin）が務めた。この時点で、勢いも考慮すれば、2 大政党制でケベック
自由党（PLQ）と対峙する政党は既に UN から PQ に移っていた 8。実際、
1973 年には、議席数を 1 つ減らしたものの、得票率は 30.22 ％にまで増や
している。そして、1976 年には、議席を爆発的に伸ばし（6 → 71）、政権の
座に就き、レヴェック自身も議席を得て、州首相に就任した 9。
PLQ は、元々はカナダ全体の自由党の一部として中道左派政党で、保守党
や UN とメジアンを隔てて睨み合っていた。ところが、PQ は社会民主主義
的な政党で、PLQ の左側に位置を取ったため、PLQ は作戦を講じないと左
側の票を多く奪われることは容易に予想がついた。1960 年代に静かな革命
の推進役を務めた PLQ は、強い州政府を代弁し、ケベック電力の州営化も
している

10。ルサージュ

PLQ は政権に 2 期あった後に、それを UN に明け

渡したが、この UN 政権は、ダニエル・ジョンソン首相が在職中に急死する
などして人材不足に泣き、1 期のみで終わった。そもそも 1966 年の政権交
代劇にしても、PLQ の方が UN よりも得票率は高かったのに、UN は農村部
を票田にするため、結果として多く議席が取れたからである。ケベックにも
1 票の格差が都市部と農村部の間に存在し、後者で 1 票の重みが増す。デュ
プレシによって興された UN は既に衰退期を迎えていたので、新党首ロベー
ル・ブーラサ（Robert Bourassa）が率いる PLQ は、恐れることなく小さな国
家を目指す自由主義的な方向に舵取りできたのである

11。この時期を境にし

て、PLQ は中道右派で、PQ が中道左派政党になっている。PLQ は連邦自由
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党（PLC）と関係が切れていたので、この方向転換に対して党内の反発も少
なかった。
2006 年に作られたケベック連帯（QS）は、ケベックの独立を目指す左翼
政党で、3 度にわたって政権に就いて第 1 野党として常に政権の座を窺う
PQ よりずっと左側に位置する。2007 年選挙で 123 の選挙区で候補を立てて
いながら 1 議席も取れずに終わったが、次の選挙で初当選者を出し、今では
2 人の共同ポルトパロールを含む 3 議員が活躍している。QS は徐々に支持
者を増やしているが、再建期にある PQ はポーリーヌ・マロワ（Pauline
Marois）の後、未だ、確定的な新党首も選べていない状態にあるため、QS
が左側から攻めて来ることにどう対応するかは、これからの注目である。
3．右側に興ったケベックの第 3 政党
ケベック信用集合（RCQ）は 1962 年に連邦レベルで勢力伸張しているが 12、
州レベルにおいても 1970 年選挙で躍進している。連邦選挙に集中して州選
挙には誰も出馬させない方針が覆って、1970 年選挙に初挑戦したところ、
RCQ は一挙に 12 議席を奪った。だが、ケベックの右側の老舗政党 UN が衰
退期に入ったことの空間にうまく入り込めた感が強い。従って、その次の選
挙で、農村部に強い PQ と中道右派に転じた PLQ に押されて、たったの 2
議席に止まり、内紛も相俟って、急速に衰退の道を辿り、1978 年には解体
した。
ケベック民主行動（ADQ）の起源は、1994 年にまで遡る。PQ 出現後に、
本来は中央線の左側の PLQ が右側に移った後にも、UN が解党したため右側
にはなお大きな政治的な空間が残っていた。ADQ の創始者はジャン・アレ
ール（Jean Allaire）だが、健康上の理由でマリオ・デュモン（Mario Dumont）
に党首の地位を譲った。2 人とも ADQ を立ち上げる前には PLQ に活躍の場
を求めていたが、連邦政府との関係で生温い PLQ に失望し、だからと言っ
て政治的な傾向からして PQ にも加われずに、右側に寄った政党結成となっ
た。
デュモン党首は、1994 年選挙からリヴィエール・デュ・ルーの選挙区で 5
期連続当選したが、2008 年の選挙で党が大きく後退したため、引責辞任し
た。たった 1 年前の 2007 年 3 月選挙で ADQ は 41 議席も取り、PQ を 3 位
に蹴落として第 1 野党に躍り出ている。ジャン・シャレー PLQ 政権は多数
派政府から少数派政府に格下げされ、議会運営に支障が出て立法が難しくな
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った

13。三竦みの選挙戦で辛うじて勝利した

PLQ は、ADQ の躍進を右側か

らの脅威と一時的にはみなしたにしても、選挙が終わって数か月で ADQ の
支持率はジリ貧となり、次の選挙は PLQ 対 PQ の本来の図式に逆戻りする
ことは明らかであった。世論調査で勝てると踏んだシャレー首相は、2008
年 11 月に議会を解散して勝負に出た。PLQ は新党首マロワを担いだ PQ に
完勝し、ADQ の右からの挑戦もかわした。
PQ 政権で閣僚の経験があるフランソワ・ルゴー（François Legault）が、
ビジネスマンのシャルル・シロワ（Charles Sirois）と共に、2011 年に、新し
い中道右派政党、ケベック未来連合（CAQ）を立ち上げた。CAQ は ADQ
よりも中央よりだが、PLQ よりは右に位置する政党で、2012 年に 19 議席、
2014 年に 22 議席を取っている。2012 年に CAQ が参戦していなかったら、
シャレー首相はもう 1 回選挙に勝てていたと予想できる。再建期にある PQ
が新しいリーダーの下でどう出るかに依るが、PLQ は CAQ の票を奪うため
に右側に寄って行く可能性がある。海の物とも山の物ともつかない未知の政
党よりも、既存政党、それも政権与党が満足な仕事をしている限り、プログ
ラムが類似していれば、通常は後者に軍配が上がる。一方で、PQ がこのま
ま衰退して行くならば、PLQ が中央に悠々と腰を下ろして長期政権を築き、
はたまた、場合に依っては、1960 年代までの立ち位置、つまり、中央線を
跨いで中道左派の政党に戻る可能性も皆無ではない。
おわりに
政治離れ、それも特に若者の政治への無関心の現象が、カナダを含め、多
くの民主主義国で議論されている

14。しかし、同じカナダの州でも、例えば

アルバータなどは度々 50 ％を切るのが現状であるのに対して、ケベックの
選挙の投票率はほぼいつも高く、70 ％を割ることは稀である。最近の大学
の授業料を巡る政治活動に見られたように、ケベックの若者の政治への関心
は他州に優っている。従って、ケベック政治を論じる時には、棄権する投票
者が投票したら違った結果が出るのではないかと言った議論は、これからも
さほど意味がない。
図 2ᅗ ケベックの政党の直線モデル
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現在の議会に議席を持つケベックの政党を左から右に並べて見ると、図 2
のようになる。もう 1 つ議会政治への参加の機会を窺っている政党がオプシ
オン・ナシオナル（ON）で、中道左派だが、PQ より少し左側に位置する。
PQ が政権を掌握して中央に寄って行く過程で、その動きに反発して生じた
政党が QS とするならば、ON は PQ がケベック独立の目標から焦点をずら
していることに業を煮やしたジャン＝マルタン・オーサン（Jean-Martin
Aussant）によって 2011 年に立ち上げられた。ON を始めた時には、オーサ
ンは州議会に議席を持っていたが、2012 年の選挙で議席を失った。現党首
はソル・ザネッティ（Sol Zanetti）であるが、小選挙区制では当選する見込
みは薄い。
ケベックの場合には、右派と左派の平行軸に加えて、ケベックの独立を望
むか、或いは、ケベックの独自性を認められてカナダ連邦の中に留まること
を望むか、もう 1 つの軸が認められる。ON は言わずもがな独立派だが、社
会政策、自然環境保護、人権擁護などが主要関心であると思える QS もケベ
ックの主権に参同している。正しく、ケベックで 1970 年代から第 3 政党の
比率が高まったのは、ケベックの独立が政党の立ち位置を決める垂直軸とし
て出現したからである。図 3 は、独立と連邦残留のどちらを希求するかを垂
直軸にして、ケベックの政党を整理し直している。
図 3 ケベックの政党の 4 象限モデル
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当然のことながら、ADQ は小選挙区制を比例代表制に改めるよう訴えて
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いたし、QS は今でも小党として党運に大きな影響を及ぼす選挙制度に変更
を求めている。比例代表制が採用されると、2014 年選挙の得票率で、QS は
10 近くの議席獲得が目論めていた。今後、2 大政党のどちらもが過半数議席
を取れない状況が生まれると、小政党が政策形成に関与できる可能性が拡が
って来る。
（すやま のぶあき 帝京平成大学）

注
1

各選挙区の議席の数が 1 つだけだと、その 1 議席を巡って有力な政党の数は
2 つにまで絞り込まれる。複数の N 議席を基本とする中選挙区になれば、重要
な政党の数は N ＋ 1 となるのが法則である。Duverger(1951)参照。

2

1887 年から 1891 年まで州首相を務めたオノレ・メルシエ（Honoré Mercier）
の所属は一時期ナシオナル党だったが、元々は自由党党首である。当時は政党
の制度化がさほど進んでおらず、首相の所属はナシオナル党で閣僚のほとんど
は自由党といったことも可能だった。1885 年に、ルイ・リエル（Louis Riel）
がジョン・ A ・マクドナルド（John A. Macdonald）保守党連邦政府によって謀
反の廉で処刑されたことに反対する保守党内の議員を呼び寄せて、メルシエは
新党を結成したのである。

3

設立者のポール・グアン（Paul Gouin）は、メルシエの孫であり、1905 年か
ら 1920 年まで 15 年間も州首相の座にあった自由党ロメール・グアン（Lomer
Gouin）の息子だった。

4
5

Quinn (1979)が詳しい。
多方面で名が残る人物で、1960 年代に設けられた 2 言語 2 文化委員会の長
を務め、カナダ全体のバイリンガル政策に貢献している。

6

PQ は 1970 年に得票率で自由党に次いで 2 位になったが、議席数では古参の
UN との社会信用党の後塵を拝して未だ 4 位に過ぎなかった。表 1 の数値は、
その時から既に 2 大政党の地位を UN から奪い取り、今日まで PLQ と PQ が 2
大政党を形成しているとみなして算出されている。従って、1970 年選挙で UN
を 2 大政党の 1 つとするなら、2 大政党の得票率は表 1 よりも少し下がり、議
席率では少し上がる。又、PQ は 2007 年には第 3 党に落ちているが、第 1 野党
となったケベック民主行動（ADQ）の数値を代替すると、2 大政党の得票率、
議席率は微かながら上昇する。

7
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オーストラリアの 2 大政党、労働党と保守連合の間を縫うようにして中道を
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行く民主党が立ち上げられたが、比例代表制を採る上院議員選では国会議員を
出せたけれども、下院では遂に 1 議席も取れずに終わっている。陶山（2014）,
p.88 参照。
8

この頃には、PLQ は連邦自由党（PLC）から完全に独立した政党となってい
る。1955 年、ケベック州出身のルイ・サンローラン（Louis St. Laurent）が連邦
首相だった時に、決別の発端となる事件が起こった。デュプレシは州首相だっ
た頃、自由党の州部はオタワの自由党と不当に結託していることの非を訴えて、
自党が自由党に対して有利になるようにした。現実には、ジョルジュ＝エミ
ル・ラパルム（Georges-Emile Lapalme）自由党ケベック部リーダーがデュプレ
シ州首相と州税の問題でもめた時、サンローラン首相は、同じ政党のラパルム
の支持に回らず、デュプレシ側に付いた。自由党ケベック部は PLC とくっつ
いていることは、マイナスになっても、結局何のプラスにもならないと判断し
たのである。1964 年、レスター・ピアソン（Lester Pearson）連邦首相とジャ
ン・ルサージュ（Jean Lesage）州首相の時に、正式な分離が起こっている。

9
10

詳細は、Fraser (1984)。
後に PQ リーダーとして左傾化するレヴェックが、天然資源相として、この
州営化に踏み切った。

11

Parisella (2012)参照。

12

Pinard (1971)参照。

13

ケベック州の少数派内閣は珍しくて、その前は 19 世紀にまで遡る。

14

Delacourt (2013)参照。
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ダニー・ラフェリエール著

『吾輩は日本作家である』（立花英裕訳）藤原書店、2014 年
『甘い漂流』（小倉和子訳）藤原書店、2014 年
Dany Laferrière
Je suis un écrivain japonais, Boréal / Grasset & Fasquelles, 2008.
Chronique de la dérive douce, VLB éditeur, 1994 (pour la première
édition), Boréal / Grasset & Fasquelles, 2012 (pour la nouvelle édition).

廣 松

勲

HIROMATSU Isao
日本では約 2 年ぶりに、ダニー・ラフェリエール（1953 年）の邦訳『吾
輩は日本作家である』と『甘い漂流』が刊行された。これまでに邦訳として
は、2011 年に『ハイチ地震日記

私のまわりですべてが揺れる』とメディ

シス賞受賞作の『帰還の謎』、さらに 2012 年にデビュー作の『ニグロと疲れ
ないでセックスする方法』が刊行されている（上記新刊を含め、いずれも藤
原書店刊）。冊数から見ると、現在のところ、ラフェリエールは最も多くの
著作が邦訳されているケベック文学の作家といえる。
なぜこれだけの期間に、日本において 5 冊もの小説作品が出版されること
になったのだろうか。もちろん、いずれの訳者あとがきでも言及されるよう
に、出版社との良好な関係がその大きな要因の 1 つとして考えられるだろう。
ただ、もちろんこのような出版経緯だけではなく、ラフェリエールが「旅」
や「根付き」を物語上の主たるテーマとしながら、ハイチ・ケベック（モン
トリオール）・フロリダ・フランス・日本といった複数の時空間・文化圏を
横断する登場人物たちを物語の中心に据えているという点も挙げらえる。昨
今、グローバル化やグローバル人材といった言葉が巷に溢れかえる日本にお
いて、そのような作品は、ローカルとグローバルを同時に生きる術を模索す
るために貴重な資料であると考えられるのである。
ここで、時空間や文化圏を横断しながら織り上げられるラフェリエールの
物語世界をよりよく理解するためにも、作者自身の経歴をごく簡単にでも素
描しておく必要があるだろう。それというのも、彼の作品群は、ほぼすべて
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が自伝的要素を組み込んだ小説に属するといえるからである。
ダニー・ラフェリエール（本名： Windsor Klébert Laferrière）は、1953 年
にハイチの首都ポルトー・プランスに生まれた後、祖母とともに南西部プテ
ィ・ゴアーヴで幼年期を過ごした。その後、デュバリエ独裁政権による恐怖
政治が敷かれる中、成人を迎えた彼は「Le petit samedi soir」誌と「Radio
Haïti-Inter」の文化記者として活躍したが、友人のジャーナリストが秘密警察
トントン・マクートに殺害されたことをきっかけに国外へ移住することを決
意する。そして、1976 年、モントリオール・オリンピック開催の年に、ケ
ベック州の最大の都市モントリオールに移り住んだ。とはいえ、彼は移住後
すぐに作家活動を始めたわけではなく、1985 年にケベック州において作家
デビューするまで、工場勤務やテレビの天気予報士など、様々な職業に就き
ながら糊塗を凌いできた。また 1990 年代には、アメリカ・フロリダ州のマ
イアミに家族で移住はしたが、2000 年代からは再びケベックの地にて作家
活動を続けている。最近では、2013 年 12 月にカナダ、ケベック、ハイチ出
身者としては初めてフランスのアカデミー・フランセーズの会員として選出
された。この選出については毀誉褒貶相半ばする意見はあったものの、その
ような反響が生まれた点も含めて、名実ともに現代フランス語圏文学におけ
る代表的作家となったといえよう。
このような経歴を見ると、ラフェリエールの華々しい作家活動は、10 年
程度の長い作家修行を経て 1980 年代半ばに開始されたことが分かる。また、
独裁政権や移民生活、そして近年のハイチ地震といった主要な出来事だけで
なく、彼がこれまでに就いた多様な職業も、物語内にそれぞれの社会の仕組
みを描き出すために、また彼の物語世界を創造するために必要不可欠な材料
であるといえる。これらの素材を元にして書き継がれてきた彼の自伝的小説
群は、作者自身によって「アメリカ的自伝」という呼称で纏められてきたが、
しかし近年出版された作品群は必ずしもその分類には含まれていないようで
ある。とはいえ、これまでに邦訳が刊行された作品群の位置付けを理解する
ためにも、物語内容に注目しつつ、以下のように彼の作品群を 5 つに分類し
ておこう。
１．モントリオールへの到着とハイチへの帰還を扱った物語
『甘い漂流』、『帰還の謎』など
２．モントリオールを中心舞台にした移民たちの物語
『ニグロと疲れないでセックスする方法』、『吾輩は日本作家である』な
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３．ハイチを舞台にした幼年期の物語
『コーヒーの香り』
（未訳）
、
『僕はヴァヴァが大好き』
（未訳）など
４．歴史的出来事に基づいたルポルタージュ形式の物語
『ハイチ地震日記 私のまわりですべてが揺れる』など
５．自作を論じたエッセイ・インタビューを含んだ作品
『私は疲れた』
（未訳）
、
『私は生きるように書く』
（未訳）など
以上のような経歴と分類を念頭に置くと、これまでに邦訳された作品のほ
とんどは、彼の移民経験を主な素材とした作品群であったといえる。ハイチ
を中心舞台とした作品やエッセイ・インタビュー形式を取り入れた作品につ
いては、未だ邦訳は刊行されていない。
この分類によるならば、今回邦訳の刊行された『甘い漂流』は、作家ラフ
ェリエールの誕生前夜について語られた作品であるといえるだろう。それと
いうのも、主人公「ぼく」による故郷ハイチへの帰還を扱った『帰還の謎』
とは対照的に、本作は主人公「ぼく」がハイチを離れてモントリオールに到
着した直後の状況を題材にした物語だからである。「ぼく」は様々な地域か
ら来た移民たちも勤務する工場で働く一方で、私生活では性格の異なった複
数のケベック女性たちと関係を持つことで、徐々にケベック社会での生活に
なじんでいく。他の作品と同様に、どの文化圏に属する人々も「ステレオタ
イプ」を通じて描かれるものの、或る意味では過度に誇張されたその人物造
形は私たち読者に「ステレオタイプ」に則った認識様式への反省的視線を示
唆してくれる。
もう一作の新たな邦訳である『吾輩は日本作家である』は、モントリオー
ルで作家活動を行う主人公「私」が編集者からの新刊出版の催促に対して思
い付いた「吾輩は日本作家である」というタイトルを巡る物語である。彼は
未だ書かれていない作品に対する国外での大きな反響に戸惑いながら、しか
しだからといって作品制作に勤しむわけでもなく、日本人の女性アーティス
トたちとの関係を深めていく。結局、主人公はこの作品を完成せずに本作は
終わってしまうが、私たち読者は本作品が書かれつつあるそのプロセス自体
を「吾輩は日本作家である」という作品として読むことになる。本作品も移
民の登場人物それぞれに対する「ステレオタイプ」に満ちた物語ではあるが、
『甘い漂流』と比べると、さらに数歩踏み込んで「ステレオタイプ」に則っ
た認識様式を物語を介して考察しつつ、かつそれを脱構築するような内容と
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なっている。
ここで物語形式に注目すならば、特に『甘い漂流』を見てみると、ラフェ
リエールの作品に特徴的な詩的文章と散文を交えた断章形式を取っている。
訳者解説においても詳しく言及されている通り、本書の初版では、全編が必
ずしも韻律はもたない詩的な改行によって構成されていた。今回の邦訳の原
典とされる新版では、初版から大幅に改稿され、途中途中に散文的文章が挿
入されることになった。ラフェリエールが『帰還の謎』においてその形式上
の 1 つの到達点に至ったと考えるならば、本作と対となる『甘い漂流』につ
いても同様の形式に書き換える必要があると判断したのだと推測できるかも
しれない。また、当然ながら、彼の愛好する物書きの 1 人である松尾芭蕉の
『奥の細道』から、その形式面での影響を読み取ることも可能であるだろう。
最後に、翻訳文について付言するならば、既にラフェリエール作品の翻訳者
である 2 人による翻訳によって、作者の軽妙洒脱な言葉は、その特質を減ず
ることなく、非常に読み易い日本語へと生まれ変わっている。とりわけ、翻
訳が困難だったと思われる『吾輩は日本作家である』における俳句の引用に
関しても、日本語原典ではなく、フランス語引用を翻訳する形式を取ったこ
とで、物語の流れを分断することなく理解し易いものとなった。ただ、これ
までの翻訳も合わせて 1 つ贅沢な希望を述べるならば、主人公の 1 人称はい
ずれかに統一した方が良かったかもしれない。それというのも、ラフェリエ
ールの作品群には物語内容の間テクスト性が散見されるため、ほとんどの作
品がより大きな物語の一断面であるとも考えられるからである。ハイチ・ケ
ベック版「人間喜劇」というのは言い過ぎかもしれないが、少なくともこれ
までの作品全体の 1 つの連続性を付けるために、1 人称の統一は必要であっ
たようにも思われる。
さて、今回翻訳された作品は、現代フランス語圏文学において内容的にも
形式的にも最も優れた成果の一部であると考えられるだけに、今後日本にお
ける当該分野における研究の可能性を開拓・拡大したという意義も大きいだ
ろう。1990 年代の日本における「クレオール文学」ブームのように大きな
反響はないかもしれないが、今後も少しずつ、各地域のフランス語圏文学の
多様性・異質性（または普遍性と同質性）を理解するための資料が増えてい
くことを望んでやまない。
（ひろまついさお 法政大学）
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2014 年度 第 16 回韓国ケベック学会 参加報告
16e Colloque de l’ACEQ (Association Coréenne d’Études
Québécoises)
Le samedi 25 octobre 2014, Université Hankuk des études
étrangères, Séoul
2014 年 10 月 25 日（土）、ソウルの韓国外国語大学校にて、第 16 回韓国
ケベック学会が開催された。前年までは、日本ケベック学会から毎年 2 人が
派遣されていたが、今回は私 1 人の参加だった。
大会のテーマは「ケベックの歴史とその表象」（L’Histoire du Québec et ses
représentations）であった。III 部構成になっており、僭越ながら私は第Ｉ部
にて「いかなる記憶の未来なのか――フェルナン・デュモン『記憶の未来』
のその後から」（Quel avenir de la mémoire ? Les postérités de L’Avenir de la
mémoire de Fernand Dumont）と題して、発表をさせていただいた。デュモン
の『記憶の未来』（1995 年）が、フランコフォンのケベック人の将来を憂う
る保守的ナショナリスト、伝統と多様性を調和させようとする間文化主義者、
ケベック社会を歴史の重みから解き放とうとするプラグマティストから、そ
れぞれどのように読まれているのかを検討したものである。私は目下デュモ
ンのこの小著の翻訳に取り組んでいて（日の目を見るのはまだ先かもしれな
い）、ちょうど大会のテーマに合致する発表ができたのは幸運だった。やや
図式的ではあったが、とりあげた論者の主張内容の違いをわかりやすくまと
めたもので、30 ～ 40 人ほどいた会場の反応は上々だったと思う。司会の
LEE Choong Hoon 氏、コメンテーターを務めてくださった JIN Jong Hwa 氏
にお礼申し上げたい。第 II 部と第 III 部は韓国語による発表で、私には残念
ながら内容が理解できないため聞かなかったが、フランス語のタイトルおよ
び発表者名を記しておこう。« Histoire du Québec et la littérature française »
(HAN Yong Taek), « Révolution tranquille 10 ans après : évolution et transformation
au cinéma québécois » (PARK Heui Tae), « L’image des couleurs dans Les aurores
montréales de Monique Proulx » (KIM Yong Hyun), « Guerre des langues, guerre
des cultures : paysages linguistiques du Québec et de la Corée » (CHOI In Ryeong).
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現会長の LEE In-Sook 氏には大会前日にソウル市内を案内していただき、
会場となった韓国外国語大学校の SHIN Junga 氏には空港への出迎えから宿
舎の身の回りの細かなことまでお世話になった。ACEQ の歓待は熱烈なもの
で、板張りの広間に座布団を並べての懇親会では、前会長の HAN Daekyun
氏と親しくお話をさせていただいた。故小畑精和先生との思い出話を気さく
に語られるのを見て、改めて小畑先生のお人柄が偲ばれた。今後も ACEQ
と AJEQ の交流の発展を願っている。
（伊達聖伸 上智大学）
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国際フランコフォニー学会 第 29 回世界大会
参加報告
Conseil International d’Études Francophones (CIÉF)
29e congrès mondial, 8-12 juin 2015, Winnipeg
2015 年 6 月 8 日（月）から 12 日（金）まで、カナダ・マニトバ州のウィ
ニペグで国際フランコフォニー学会（CIÉF）第 29 回世界大会が開催された。
エボラ出血熱の流行が懸念されたため開催地が当初予定されていたセネガル
から変更になったのだが、ウィニペグはちょうど女子サッカー・ワールドカ
ップの開催都市の 1 つにもなっていたため宿泊施設が不足し、例年より規模
を縮小せざるをえなかった。とはいえ、« Multi-Inter-Trans : la francophonie
dans tous ses états » という主要テーマのもと、各国から約 150 名の会員が参
加し、40 のセッションが組まれたほか、講演やターブル・ロンドも多数行
われ、連日活発な討論が繰り広げられた。AJEQ 会員の中からは、Gilles
DUPUIS、長谷川秀樹、Raoul HOLLAND、小松祐子、小倉和子、立花英裕、
鳥羽美鈴、山出裕子（以上アルファベット順）の 8 名が参加した。
会場はサン＝ボニファス大学。現会長のお膝元で、今もフランス語系住民
が多数暮らしている同名の地区の中心部に位置する。近くには『束の間の幸
福』（Bonheur d’occasion）や『わが心の子らよ』（Ces enfants de ma vie）の作
家としても知られるガブリエル・ロワ（Gabrielle ROY, 1909-1983）の生家が
博物館として公開されている。また、大学の庭や公園にはこの地域のメティ
スのリーダーだったルイ・リエル（Louis RIEL, 1844-1885）の像がいくつも
建てられている。彼は、メティスの土地や文化を無視して進出してきた新カ
ナダ政府にたいして自分たちの権利を主張し、臨時政府を樹立したが、1885
年、政府への反逆罪でとらえられ、処刑された地元の英雄だ。
ウィニペグも、ケベック州以外のカナダの都市の例にもれず、一歩町に出
れば英語のほうが圧倒的に通じやすく、フランス語を母語とする若い世代の
大半はバイリンガルにならざるをえないようだが、ではフランス語は消える
運命にあるのかといえば、そうとも言い切れない。むしろ学習者自体は増え
ているらしい。間もなく創立 200 周年を迎えるというサン＝ボニファス大学
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を中心として、フランス語での表現活動を振興するエネルギッシュな作家や
芸術家たちが大勢いて、彼らが討論会やスペクタクルで CIÉF の大会を大い
に盛り上げてくれた。
期間中、ケベックや韓国ケベック学会からの参加者などとも親交を深める
ことができ、意義深い 1 週間だった。以下、簡単に AJEQ 会員の各発表を振
り返りたい。
まず、6 月 8 日（月）午前中に、小松祐子が « Enseigner la Francophonie :
innovations, technologies, stratégies – I » と題するセッションで « Faire vivre la
francophonie au Japon : les activités autour de la ‘Journée de découverte de la
francophonie’ » という発表を行った。6 年前から東京で毎年開催されている
「フランコフォニーを発見しよう」へ参加するために学生グループが行った
プロジェクト学習について、その概要を紹介し、言語的、文化的、社会的観
点から意義を検討した。
同 じ く 8 日 （ 月 ） の 午 後 に は 、 鳥 羽 美 鈴 が « L’ anglicisme dans la
francophonie et ailleurs : encore et toujours » というセッションで« Pour lutter
contre l’anglicisme au Japon »と題する発表を行った。外来語は日本語において
可視的であるとともに、その使用は特定の分野や若者世代に限られないこと
を事例を通して確認した。また、戦時中のように外来語を忌避した時期もあ
るが、日本において近年は殊に英語帝国主義の傾向が見られること、すなわ
ち英語起源の外来語の安易な使用が拡大していることに注意を喚起した。
一方、同日行われた文学関係のセッション « Transculture et mondialité dans
les littératures francophones africaines et antillaises » では、立花英裕が « Le
langage et le transculturel chez Aimé Césaire et Édouard Glissant » と題する発表を
行った。エメ・セゼール、エドゥアール・グリッサンの言語論・詩論を分析
する中で、この対照的な 2 人の詩人の共通性を探り、フランス語とクレオー
ル語が併存するマルティニク島のダイグロシア的文化状況における文学創作
の問題を論じた。
また、« Écriture d’Asie au Québec : de l’interculturalisme à une littératuremonde » のセッションでは、小倉和子、山出裕子、Gilles Dupuis の 3 名が発
表を行った。まず小倉は « Le symbolisme romanesque de Ying Chen : une
lecture de La rive est loin » というタイトルのもと、イン・チェンの最新の小説
La rive est loin（2013）を取り上げ、そこに繰り返し現れる象徴的負荷の高い
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語の分析を通して、「移住のエクリチュール」から出発したこの作家が、ミ
シェル・ルブリらのいう「世界文学」に近づきつつあることを示した。
次に山出は « L’influence de l’interculturalisme chez Kim Thúy » において、近
年ケベックのさまざまな分野で論じられる「間文化主義」について、理論的
特徴をまとめた上で、その文学に見られる影響を、アジア系の女性作家キ
ム･チュイの最初の作品『小川』を例に分析した。
最後に Dupuis は « Entre fiction et autofiction : les deux Kimchi de Ook Chung »
において、ウーク・チョングが 2001 年に発表した『キムチ』の初版と、
2013 年『韓国三部作』の第 3 部に再録された同題の作品とを比較しつつ、
教養小説とも自伝的小説ともとれる多様な性格を兼ね備えたこの作品の横断
文化的詩学を明らかにした。
また、6 月 11 日（木）には長谷川秀樹も « Le texte imagé ou l’image et le
texte » のセッションで « ‘L’art corse’ existe-t-il dans la sphère francophone ? Les
BD corses » と題する発表を行ったが、こちらについては、発表者の意向によ
り概要の紹介は控えさせていただく。
ウィニペグはカナダ中部の穀倉地帯の中心に位置する。飛行機の窓から地
上を眺めるとどこまでも平坦な小麦畑が広がっているのがまことに印象的だ
った。
初夏のさわやかな陽射しの中、咲き乱れるライラックのむせかえるような
香りを吸い込みながら、サン＝ボニファス地区とダウンタウンの間を流れる
レッド川沿いを散策すると、200 年以上昔、ルイ・リエルの祖母にあたるマ
リー = アンヌ・ガブリー（Marie-Anne GABOURY, 1780-1875）が白人女性と
してはじめてケベックからこの地に到着した頃のことに思いを馳せずにはい
られなかった。
来年の大会は、今年開催できなかったダカールで « Autour de l’arbre à
palabres » という主要テーマのもとに行われることが決定している。
（小倉和子 立教大学）
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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： 2016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。
⑥ 雑誌論文の場合は、著者（発行年）「論文名」『雑誌名』号、10〜20
頁。
*洋書タイトルはイタリック。
4．その他
謝辞は原則として掲載しない。ただし、助成金を受けた研究の場合は、
末尾に明記する。
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編集後記
ケベックの101号法についてフェリックス・ルクレールが書いた詩を、学
生と読む機会が最近あった。1988年、彼の最晩年に書かれたもので、フラン
ス語を保護する同法が骨抜きにされつつある現状を憂い、わずかな期間しか
権力の座にいない者のために、3世紀の歴史を台無しにしてよいのかと訴え
ている。フランス語憲章が、ケベックのアイデンティティの根幹をなす文書
であることを改めて実感したが、日本社会にとってそれに相当する文書は何
だろうかと問いかけてみた。戦後70年の夏に。

本誌の刊行に際し、本年も引き続きケベック州政府の助成を受けました。
ここに厚く御礼を申しあげます。
Cette revue a été publiée avec une contribution accordée à notre association par le
Gouvernement du Québec.
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