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【巻頭言】

日本ケベック学会（AJEQ）設立 10 周年を記念して
立花英裕
明治大学の小畑精和教授から、「ケベック学会を作るので、発起人になってくれ
ないか」と声をかけられてから、10 年が経ちます。学会の設立大会は 2008 年 10 月
4 日でした。当時、私はケベックについては、ジェラール・ブシャールを訳したこ
とはあっても、恥ずかしながら無知に近い状態でした。ただ、フランス語圏全般に
関心があったので、小畑さんの慫慂を受け入れたのです。彼が断固たる意志で大会
を準備し、当日を迎えた日のことが今でも鮮やかに甦ってきます。小畑精和教授は、
日本ケベック学会の顔であり、彼の存在はあまりに大きく、学会を彼と切り離すこ
とはできませんでした。
AJEQ 設立 10 周年を語るにあたってもう一つ、個人的に忘れられないことがあり
ます。彼に誘われてエクス・アン・プロヴァンスでの CIEF 世界大会に参加した折
りのことです。彼は、医学検査があると言い残して、大会の閉幕を待たず慌ただし
く帰国しました。まもなく、彼が病におかされていることが伝わってきました。そ
れから 2 年間くらいは学会が一番大きな困難に直面した時期でした。まもなく私が
会長代理を努めることになりました。2012 年度からは立教大学の小倉和子教授が会
長に選出されました。そして、2016 年度から私が会長を務めることになったのです。
幾分、私的な感情も含めて、故小畑精和教授のことを書きましたが、ケベック学
会の 10 年を振り返るとき、彼のことに触れないわけにいきません。
日本ケベック学会の取り囲む状況を見渡すと、この 10 年の変化に隔世の思いが
先立ちます。もっとも、日本ケベック学会が確実に進歩・発展してきたことは、あ
る程度誇っていいのではないでしょうか。現在、会員数は 110 名に近く、海外にも
数名とはいえ会員がいます。たとえば、ジェラール・ブシャール教授が AJEQ の名
誉会員です。本学会が海外と広く交流していることも誇っていいでしょう。AIEQ
との関係も年々緊密になってきています。
学会会員の活動も目ざましいものがあり、複数の学会員が参加した主な刊行物だ
けでも、小畑精和教授と竹中豊教授の共編による『ケベックを知るための 54 章』、
小畑教授を中心とした日本ケベック学会日ケ交流 40 周年記念事業編集委員会によ
る『遠くて近いケベック』があります。今回、学会 10 周年を記念して、小倉和子
教授を中心に、この 10 年間における本学会員の研究業績をまとめた詳細な書誌が
製作され、インターネットにアップされます。これによって、学会員の研究業績の
豊かな広がりと厚みにアクセスできるようになります。
最後に一言。こうした学会研究活動を支えてきたのが、本学会誌です。今後とも
会員の積極的な寄稿をお願いする次第です。
日本ケベック学会会長
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【基調講演】

Gaston Miron, la poésie québécoise et la
Révolution tranquille
ガストン・ミロン、ケベック詩と〈静かな革命〉
Pierre NEPVEU

ピエール・ヌヴー

Mon propos devant vous aujourd’hui porte sur un poète qui a marqué plus
qu’aucun autre la poésie contemporaine au Québec et qui est devenu depuis
longtemps une sorte de légende. Légendaire ou mythique, il l’était déjà de son vivant,
pour diverses raisons qui tiennent à la fois à sa personnalité flamboyante, à ses
engagements passionnés et à la nature même de son œuvre; néanmoins, son auréole
n’a guère pâli depuis sa mort survenue en 1996. Je parlerai donc de Gaston Miron,
mais aussi, à travers lui, d’un moment historique qui, autour de 1960, a fait en sorte
que la poésie et l’histoire se sont trouvées en symbiose, engagées dans la même
affirmation d’une identité collective, d’une culture définie comme nationale, et d’une
autonomie politique qui, chez plusieurs comme Miron lui-même, a pris la forme
d’un projet d’indépendance du Québec par rapport au Canada. Comme vous le savez
sans doute, ce projet soutenu massivement par les écrivains et les artistes ne s’est pas
accompli et rien n’indique qu’il le sera dans un avenir proche et même à plus long
terme.
Cette relecture de Gaston Miron, de la poésie québécoise et de la Révolution
tranquille, surtout quand on s’y risque en 2017, pose la question difficile du rapport
de la poésie à l’histoire. Ce qu’on a appelé au Québec la « Révolution tranquille »,
survenue vers 1960, a mobilisé fortement ces deux dimensions de la poésie :
témoigner de la réalité telle qu’elle est – et annoncer ou prophétiser ce qui n’est pas
encore. Et c’est sans doute la poésie de Gaston Miron qui a le mieux pris en charge
cette double dimension, pour leur donner en même temps une portée universelle.
***
Qu’est-ce donc que la Révolution tranquille, devenue une référence obligée de
l’histoire du Québec, et comment la poésie est-elle parvenue à y jouer un si grand
rôle? Sur le plan le plus « objectif », on sait que ce fut moins une révolution qu’une
grande réforme de l’État québécois, de ses institutions sociales et politiques, dans
le domaine de l’éducation, de la santé, de la culture, de l’économie, en même temps
5

que se manifestait un déclin très marqué et très rapide de la religion catholique et
du rôle des communautés religieuses dans les institutions d’enseignement et dans
le domaine de la santé. Pour un grand nombre de Québécois aujourd’hui encore,
cette réforme sociale et politique a marqué la naissance du Québec moderne, après
une période de traditionalisme ou de « Grande Noirceur » incarnée par la figure
légendaire du premier ministre Maurice Duplessis : une période qui avait été dominée
par le conservatisme et la corruption politiques, par un clergé catholique autoritaire
et conservateur, par une certaine répression visant les organisations syndicales, les
artistes novateurs, les idées non orthodoxes. On le voit : ce récit d’une « Grande
Noirceur » qui aurait fait place aux lumières du progrès, de la liberté et de la lucidité,
a quelque chose de mythique, au sens d’un « mythe fondateur », qui suppose à la fois
une rupture avec le passé et l’avènement d’une ère et d’une identité nouvelles.
D’une manière générale, surtout depuis les années 1980, plusieurs historiens et
intellectuels ont critiqué ce mythe, ou du moins ont voulu relativiser l’idée d’une
rupture radicale entre le Québec d’avant et celui d’après 1960. Ils ont très souvent
jugé que l’image de la « Grande Noirceur » était excessive et que le Québec avait
commencé à se moderniser bien avant 1960. Le droit de vote des femmes, l’instruction
scolaire obligatoire, la création de la première compagnie étatique d’électricité,
Hydro-Québec, toutes ces politiques avaient en effet vu le jour durant la guerre,
entre 1940 et 1944. Un ouvrage collectif paru en 2011, La Révolution tranquille en
héritage1, illustre bien ce travail critique, en montrant notamment que les années 1945
à 1960 ont été une période de tensions sociales et économiques qui ont rendu possible
la Révolution tranquille.
Cette analyse est également valable pour la littérature, et pour la trajectoire
de Gaston Miron lui-même. C’est dans la seconde moitié des années 1940 que le
surréalisme fait son apparition dans la poésie, et il y a là des accents de subversion
et de révolte, comme d’ailleurs chez les peintres et artistes qui signent en 1948 le
manifeste Refus global qui revendique la liberté totale de créer. Comme l’écrit en
1951 le poète Roland Giguère, qui deviendra un ami et un proche collaborateur de
Gaston Miron : « la grande main qui pèse sur nous / grande main qui nous aplatit
contre terre », et qui incarne la figure d’un bourreau autoritaire et sans pitié, cette « grande
main pourrira / et nous pourrons nous lever pour aller ailleurs »2. Qui est ce bourreau?
Le clergé catholique? Le pouvoir politique incarné par Maurice Duplessis? Il s’agit
sans doute d’une figure plus large, qui traduit poétiquement une perception largement
partagée, surtout chez les intellectuels et les artistes, selon laquelle la société
canadienne française était soumise, impuissante, passive et qu’elle devait enfin briser
le carcan ou le bâillon qui restreignait sa liberté.
Quand on observe l’itinéraire de Gaston Miron, on constate que son évolution
est tout aussi révélatrice de ce qui commence à bouger durant ces quinze années
précédant 1960 et qu’il reproduit dans une large mesure le passage qui va du Canada
français traditionnel au Québec moderne. En 1945, Miron a dix-sept ans, et il poursuit
sa formation chez les frères religieux du Sacré-Cœur, une communauté fondée en
6

Gaston Miron, la poésie québécoise et la Révolution tranquille

France à Lyon en 1821, très présente au Québec avant la Révolution tranquille.
Tout indique, au moment où la guerre se termine, que le jeune Miron va devenir un
frère enseignant dans une école à Montréal ou ailleurs en province, et qu’il va donc
perpétuer l’une des fonctions emblématiques du clergé catholique, celle de l’instruction
des jeunes. Or, à partir de 1947, son parcours commence à dévier : il renonce d’abord
à sa vocation religieuse, il quitte la congrégation et il s’inscrit à des cours de sciences
sociales à l’Université de Montréal et c’est donc dire qu’il apprend à voir sa propre
société d’un œil informé et critique, comme le feront d’ailleurs d’autres jeunes de sa
génération. De plus, en s’engageant durant les mêmes années dans des mouvements
de jeunesse, il s’inscrit dans une tendance qui remet en question, sans coups d’éclat
et sans violence, la conception autoritaire et hiérarchique de l’Église catholique, telle
qu’elle s’était maintenue au Canada français surtout depuis le 19e siècle. Enfin, en
créant avec quelques amis une petite maison d’édition de poésie, L’Hexagone, en
1953, il met en place un lieu littéraire qui sera au cœur de l’effervescence culturelle
et intellectuelle de la Révolution tranquille en même temps qu’un espace de réflexion
sur l’identité québécoise en devenir.
Bref, Miron fait tout le voyage qui conduit du monde traditionnel à la modernité.
Toutefois, j’insiste sur une attitude qui est loin de faire l’unanimité parmi sa
génération, mais qui demeure absolument centrale pour que l’on comprenne son
œuvre poétique : pour lui, ce voyage, ou ce passage qui suppose un progrès historique
ne signifie aucunement une rupture avec le passé, un pur rejet du monde ancien, pas
même de sa composante religieuse qui a souvent été vécue comme une oppression
par les Québécois. Plus tard et jusqu’à la fin de sa vie, il aimera se définir lui-même,
non sans une certaine ironie, comme « l’archaïque Miron » et il décrira ainsi son
travail de poète : « J’avance en poésie comme un cheval de trait »3, évoquant le vieux
monde agricole et les travaux de labours qui exigeaient la participation de ce qu’on
appelait les « bêtes de somme ». J’y reviendrai mais pour l’instant, je ne fais que
pointer vers cet apparent paradoxe, de la part d’un homme et d’un poète dont j’ai dit
au début qu’il avait été un acteur majeur de la Révolution tranquille et donc d’une
transformation rapide du Québec en société moderne; or, cet acteur progressiste était
aussi un traditionaliste!
Au fond, Miron affronte durant les années 1950 et 1960 un problème qui s’est
posé, et qui continue de se poser, à toutes les sociétés contemporaines développées
et que vous connaissez vous-mêmes au Japon : comment une société peut-elle
s’engager dans les valeurs de la modernité (progrès économique, social et technique,
urbanisation, culte de l’individu et de la libre consommation, etc.) sans pour autant
renoncer à une cohésion culturelle et à une certaine mémoire, sans abandonner les
« ancêtres », sans laisser s’effriter ce que notre plus grand sociologue, Fernand
Dumont, appelait les « valeurs communes » ?
Miron, qui connaissait l’histoire de la poésie, savait que celle-ci avait souvent
incarné pour plusieurs peuples un moment fondateur, rassembleur, mythique; il voyait
en elle ce qui peut conserver une tradition et des références collectives, tout en nous
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projetant en avant, dans ce qu’il appelait « l’avenir dégagé », c’est-à-dire libéré de
la peur, de la soumission et de l’humiliation – un avenir qui ouvrirait pour le Québec
toutes les possibilités de s’épanouir. Il y a une magnifique mission dans ce projet, et
une conception très haute de la poésie; mais il y a aussi un drame, car ni la poésie, ni
la littérature dans son ensemble, ne peuvent accomplir un tel passage de l’ancien au
nouveau, de la Grande Noirceur à la lumière, sans être relayées et même dépassées
par le politique.
Dans l’ouvrage que j’ai évoqué précédemment, La Révolution tranquille
en héritage, le romancier, essayiste et cinéaste Jacques Godbout pose à ce sujet
la question suivante : « La littérature québécoise a-t-elle donné naissance à la
Révolution tranquille, ou est-ce cette dernière qui lui a transmis le souffle nécessaire
pour qu’elle devienne littérature nationale? »4. Cette question concerne bien sûr le
pouvoir que la littérature et l’art ont (ou n’ont pas) de changer le cours de l’histoire,
de modifier vraiment la réalité. Est-ce présomptueux, est-ce un fantasme ou une
illusion de soutenir que les poèmes changent une société, ou même le monde? Chose
certaine, la réponse de Godbout penche clairement vers le rôle actif ou fondateur de
la littérature, incluant bien sûr la poésie, dans l’avènement et l’essor de la Révolution
tranquille, et ce n’est pas par hasard que Godbout cite Gaston Miron comme un
protagoniste majeur de cet avènement. C’est ce rôle de protagoniste que je voudrais
maintenant examiner de plus près, à partir de son œuvre poétique bien sûr, mais en
tenant compte aussi des activités d’éditeur et de militant politique qu’a eues le poète
de L’homme rapaillé.
***
Je l’ai dit : Gaston Miron accède à l’âge adulte dans les années de l’après-guerre.
Bien plus tard, il jugeait qu’il avait été à 18 et même à 20 ans un très mauvais poète.
Dans une des éditions tardives de son grand livre, L’homme rapaillé, il allait raconter
un épisode qui remontait à l’année 1948. Miron avait alors vingt ans, il étudiait le
soir à l’université tout en occupant des emplois de misère. Boulimique de littérature
et surtout de poésie, il découvre un jour dans une librairie le recueil de poèmes d’un
auteur français, Patrice de la Tour du Pin, et il lit à la toute première page ces deux
vers : « Tous les pays qui n’ont plus de légende/ seront condamnés à mourir de
froid »5. Pour le jeune Miron, c’est un choc, une révélation. Qu’est-ce qui le touche
tant dans ces deux vers? Il y voit un discours applicable à la condition canadiennefrançaise (on ne dit pas encore « québécoise » à l’époque) : voici en effet une
société, un peuple affaibli qui a besoin d’un grand récit collectif, d’une vision qui lui
donnerait un sens. Ce peuple risque l’extinction, la mort, et il va de soi que l’expression
« mourir de froid » trouve une portée particulièrement vive dans le contexte du
Québec et du Canada.
Le mot « légende » est important. Il a des résonances religieuses, car les
« légendes » ont longtemps été, dans la tradition catholique, des récits de vies de
saints proposées comme modèles aux croyants. Mais la « légende » désigne aussi
une manière de raconter l’histoire collective à travers des figures héroïques et
8
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mythiques. Au 19e siècle, un auteur québécois consacré bien avant Miron comme
« poète national », Louis Fréchette, avait écrit La légende d’un peuple, qui présentait
toute une galerie de personnages emblématiques de la Nouvelle-France, avant que le
régime anglais ne vienne y mettre fin en 1763. C’était une « légende » nostalgique,
tournée vers un passé fortement magnifié et idéalisé. Miron voudra réécrire pour ainsi
dire la « légende d’un peuple », mais dans une perspective moderne, dynamique,
permettant une projection vers l’avenir. Nous retrouvons ici la double dimension du
traditionaliste et du progressiste. Mais surtout, nous retrouvons en germe l’intuition
contenue dans le propos de Jacques Godbout que je citais plus tôt : Miron semble
penser que la poésie peut à sa manière écrire l’histoire, lui donner une force à la fois
mythique et prophétique et donc, potentiellement faire l’histoire.
Or, au même moment (nous sommes encore à la fin des années 1940), commence
à se développer au Québec et surtout à Montréal une nouvelle école d’historiens
qui cherchent à examiner notre histoire de manière critique : ce qui les intéresse
davantage que la Nouvelle-France, ce sont les conséquences de la conquête anglaise
et l’évolution des Canadiens français à travers les diverses étapes qui ont mené à la
constitution du Canada moderne. Leur constat global est que les Canadiens français,
de plus en plus minoritaires à l’intérieur du Canada, ont suivi un cheminement
distinct, se sont constitués en une nation propre qui ne peut compter que sur ellemême pour assurer son développement. Même au Canada anglais d’ailleurs, l’idée
que ce vaste pays est celui de « deux solitudes » et est constitué de « deux nations »
trouve des échos, notamment dans les milieux de gauche socio-démocrates.
Cette analyse a des conséquences majeures et même dramatiques. Pendant près
d’un siècle, l’idée d’une présence française un peu partout au Canada (et même en
Amérique du nord) avait été une partie intégrante de l’identité canadienne-française.
Au fil des décennies toutefois, cette présence avait subi un sérieux déclin hors du
Québec, en Ontario et au Manitoba par exemple, où les minorités de langue française
avait vu leurs droits à l’éducation dans leur langue souvent bafoués. La période qui
précède la Révolution tranquille fait apparaître clairement cette précarité et, d’une
manière plus générale, l’infériorité économique et le sous-développement culturel du
Canada français, hors Québec mais aussi au Québec même. Certes, cette analyse très
critique du Canada n’est pas partagée par tous, mais même chez la plupart de ceux qui
croient encore au Canada et que l’on définit souvent comme des « fédéralistes », c’est
le Québec qui deviendra de plus en plus la référence principale.
La « légende », le récit mythique et prophétique que conçoit le jeune Gaston
Miron rendra justement compte de cette genèse de l’identité québécoise, à partir
d’une référence canadienne-française devenue trop douloureuse et vécue désormais
comme une oppression, une aliénation et même, une condition proprement coloniale.
Le « pays » de Miron, ce sera le « Québec, ma terre amère, ma terre amande », ce
sera la « Terre de Québec, Mère Courage » qu’il interpelle dans ses grands poèmes
politiques comme « Compagnon des Amériques » et « L’Octobre », un octobre rouge
comme nos érables en automne mais qui évoque aussi la révolution russe et annonce
9

un recommencement, une « résurrection ». Ces poèmes, dont les premières ébauches
datent des années 1950, semblent annoncer que la dite « révolution » ne sera pas si
« tranquille » mais qu’elle aura plutôt l’allure d’une véritable « insurrection ». Ce n’est
plus le passé, c’est l’avenir qui se trouve désormais idéalisé.
***
Pourtant, une telle analyse simplifie un peu trop les choses, en présumant que dès
1948, à l’âge de 20 ans, le jeune Miron avait une vision aussi qu’il le prétend de ce
récit légendaire inspiré par un poète français. En réalité, cette « légende » d’un pays
nouveau à créer, il lui faudra une quinzaine d’années pour la formuler vraiment, et ce
n’est qu’au retour d’un séjour de dix-huit mois à Paris, en 1959-1961, qu’il trouvera
la Révolution tranquille en train de s’accomplir et la référence identitaire au Québec
en train de se constituer. En 1948, la conscience politique de Miron est encore
très embryonnaire et elle commence à peine à se dégager du vieux conservatisme
canadien-français, avec son passé idéalisé et sa piété religieuse teintée de culpabilité.
Les poèmes qu’il écrit à cette époque sont loin de l’octobre rouge et de sa « Terre
de Québec » aimée et habitée avec fougue et ferveur. Ces poèmes encore assez
conventionnels parlent surtout de tristesse, de rage impuissante et de « l’enfer
certain du désespoir »6, ils font entendre un homme errant « au-delà des frontières »,
solitaire et privé d’amour, un « homme dérisoire, inutile, ahuri »7. Le jeune Miron
qui a renoncé à la vocation de frère enseignant est pauvre, nerveux, un peu maladif,
et s’il développe des amitiés dans les groupes de jeunesse où il cherche à oublier sa
déprime, sa vie se trouve privée d’une composante essentielle : une femme avec qui il
partagerait un grand amour et fonderait une famille, et qui pourrait le guérir, espère-til, de sa solitude et de sa détresse intime.
Or, c’est justement par la femme qu’il va trouver sa propre voix poétique,
mais c’est aussi à travers l’expérience amoureuse, toujours vouée à l’échec, que va
s’élaborer le thème du pays et la conscience d’une communauté politique. Il faudra
plusieurs femmes, plusieurs peines amoureuses sur une dizaine d’années, entre 1952
et 1962, pour que naisse peu à peu l’un des plus beaux poèmes contemporains en
langue française : « La marche à l’amour » – et c’est durant la même période que
s’imposera aussi le thème du pays natal à retrouver, à sortir du froid pour le ramener
à la vie la plus fervente. Nous serons alors en pleine Révolution tranquille, entre 1960
et 1966.
Lorsque j’ai entrepris d’écrire la biographie de Miron, quelques années après
sa mort survenue en 1996, j’ai voulu connaître les femmes qu’il avait aimées. Par
chance, la plupart étaient encore vivantes et j’ai découvert qu’elles étaient toutes
des femmes d’esprit, cultivées, aimant l’art et la littérature. Quand j’ai rencontré
la première, Isabelle, dans un café près de l’Université de Montréal, pendant une
heure tout au plus (car elle ne tenait pas beaucoup à revenir sur cette époque distante
d’un demi-siècle), je me suis réjoui de voir qu’elle avait apporté avec elle quelques
documents. L’un d’eux, dactylographié sur un papier jauni par le temps, était un
poème que j’ai aussitôt reconnu, car il figure dans L’homme rapaillé en guise de
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prélude à « La marche à l’amour », sous le titre « Jeune fille ». La version que me
montrait cette femme avait un autre titre : « La légende d’Isabelle ». J’en ai éprouvé
une grande émotion : cette femme de 70 ans, d’une beauté noble et digne, me
montrait un fragment de sa jeunesse, un poème que lui avait écrit le poète le plus
célèbre du Québec.
Mais il y avait davantage, il y avait ce mot si frappant, un peu vieillot et déjà lu
ailleurs : « légende ». D’autres documents, des brouillons de poèmes allaient par
la suite me le confirmer : il y avait eu la « légende du pays » bien sûr, mais celle-ci
s’était fondée et élaborée à partir d’une autre légende, celle de la femme et de l’amour.
Pourquoi et comment? Pour le comprendre, il faut d’abord aller au-delà de Miron luimême et considérer la société québécoise (ou plutôt canadienne-française) dans son
ensemble. Le sentiment général, entre 1945 et 1960, est que cette société manque
de dynamisme, de vitalité, de rapport concret avec le réel. Oui, les Québécois ont
survécu à la disparition, à la domination continentale de l’anglais, ils ont conservé
leur langue et leur manière de vivre, mais justement, ils ont beaucoup plus conservé
que créé, et leur résistance à l’anglicisation a beaucoup reposé sur leur religion
catholique et sur une très forte natalité. Une des carences principales tient à notre
système d’éducation : on en dénonce de plus en plus le caractère abstrait, désincarné,
mal adapté à la société moderne en plein essor. Sur un autre plan, plusieurs critiques
littéraires, dont le plus important, Gilles Marcotte, voient un symptôme de ce manque
de vitalité et d’incarnation dans le fait que l’amour vrai, l’amour-passion, est très peu
présent dans toute la littérature canadienne-française.
Or, un des traits frappants de la Révolution tranquille, notamment chez les poètes
de la génération de Gaston Miron, c’est que la femme et l’amour y occupent une
place centrale et que l’identification de la femme aimée et du pays deviendra un
véritable lieu commun de cette période. La femme, c’est la vie retrouvée, la « sève
inépuisable » comme l’écrit Roland Giguère dans un recueil d’amour enfin heureux,
« Adorable femme des neiges », qui date de 1958. « Femme mon espace », écrira un
autre poète du début des années 1960, Paul Chamberland. Il y a là, évidemment, l’écho
des plus anciennes mythologies : la femme-nature, la femme-terre, la déesse de la
fertilité. C’est pourquoi cette femme à la fois concrète et mythique peut devenir une
figure-clé de ce que Chamberland, inspiré par Miron, appellera la « Terre Québec »,
territoire où un homme nouveau reconquiert son propre corps, où le long hiver de la
survivance fait enfin place à un printemps explosif et érotique, où les ténèbres de la
« Grande Noirceur » se dissipent dans une passion à la fois amoureuse et créatrice.
Cette révolution amoureuse intervient dans un contexte de libération sexuelle
dans tout l’Occident, une libération qui, au Québec, trouve une forte impulsion dans
le désir d’en finir une fois pour toutes avec une tradition catholique qui contrôlait
sévèrement la sexualité, qui la soumettait entièrement à la maternité et qui exigeait
l’abstinence (la « chasteté ») pour ses prêtres et ses religieux. C’est d’ailleurs une des
raisons principales pour laquelle Gaston Miron avait quitté la communauté des frères
du Sacré-Cœur : il se sentait incapable de se vouer au célibat, de renoncer à vivre la
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sexualité d’un homme ordinaire avec des femmes. Un très grand nombre de prêtres et
de frères religieux ont fait le même choix à l’époque de la Révolution tranquille, qui a
été aussi une révolution de l’amour, de la sexualité pleinement affirmée.
Cela dit, tout n’est pas si simple chez Miron. Sans doute y a-t-il dans sa
poésie plusieurs moments où la femme incarne toutes les pulsations, toute la force
dynamique de la nature. Ainsi, dans « La marche à l’amour », qu’il ne publiera
finalement qu’en 1962, dix ans après sa rencontre d’Isabelle, il peut dire à la femme
aimée :
Tu as les yeux pers des champs de rosée
[…] la douceur du fond des brises au mois de mai
Et plus loin :
tu as […] la nuit de saule dans tes cheveux
un visage enneigé de hasards et de fruits
un regard entretenu de sources cachées
et mille chants d’insectes dans tes veines
et mille pluies de pétales dans tes caresses8
Mais une telle identification de la femme à la nature, stade élémentaire d’une
identification plus globale de la femme au territoire et au pays, est tout à fait
insuffisante pour définir ce qui anime la poésie de Miron et lui donne une tension
unique qui n’est pas sans tonalité tragique. Ce n’est pas pour rien que son grand
poème a pour titre « La marche à l’amour ». Chez Miron, le rapport à la femme est
celui d’une proximité jamais maintenue, une expérience du lointain, d’une distance à
parcourir, la promesse de retrouvailles qui viendraient corriger pour de bon une perte
douloureusement subie.
C’est bien cela, « la légende d’Isabelle », le poème conservé par cette femme
qui avait été le premier amour de Miron et dont j’allais découvrir avec émotion, vers
2002 ou 2003, le titre originel. Ce poème s’adresse à une « jeune fille plus perdue que
toute la neige », c’est la lettre d’un homme retourné à ses « longueurs de solitude » et
qui ne conserve plus sur son corps qu’une « bruine d’amour », comme les traces d’une
pluie qui l’aurait régénéré pendant un moment bref; mais à présent, c’est la neige,
l’hiver revenu. Dans un autre poème écrit à Isabelle en 1952, la forme épistolaire est
encore plus explicite :
Je t’écris pour te dire que je t’aime
que mon cœur qui voyage tous les jours
– le cœur parti dans la dernière neige
le cœur parti dans les yeux qui passent
le cœur parti dans les ciels d’hypnose –
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revient le soir comme une bête atteinte.9
En fait, c’est plutôt la femme aimée qui est partie, laissant un homme éperdu, blessé
comme un chevreuil ou un orignal, et qui erre dans le noir et le froid.
C’est ici que se rencontrent la légende de la femme aimée et la légende du pays.
Au fond, il s’agit d’un seul et unique récit, qui énonce la promesse d’une rencontre
enfin réalisée, d’un « retour au pays natal », pour reprendre le titre du célèbre poème
que l’auteur martiniquais Aimé Césaire a publié en 1947 et qui trouvera des échos
importants au Québec et particulièrement chez Miron. Ce « pays natal », ce n’est
pas seulement le lieu de la dignité retrouvée, c’est un lieu de naissance, de lumière
et de chaleur reconquises, au terme d’une longue épreuve. « Je finirai bien par te
rencontrer quelque part / bon dieu! / contre tout ce qui me rend absent et douloureux »10,
écrit Miron dans « La marche à l’amour » : ce discours impatient de mettre fin à la
souffrance et à l’éloignement, il s’adresse à la femme aimée mais il peut tout autant
s’adresser au pays.
La grande force de la poésie de Miron est de mettre en scène tout un destin
collectif à partir de sa propre histoire personnelle – et de faire surgir du même coup
une promesse, ce qu’il appelait « une légende au futur ». Cette promesse apparaît
clairement dans certains de ses vers les plus fréquemment cités : « Je n’ai jamais
voyagé / vers autre pays que toi, mon pays / un jour j’aurai dit oui à ma naissance »11.
Il y a une réminiscence d’Ulysse dans ce récit d’un retour au lieu d’origine pour y
retrouver sa maison et la femme qu’il aime. Par d’autres moyens que James Joyce,
qui a écrit une sorte d’Odyssée irlandaise, Miron élabore en poésie une Odyssée
québécoise et même ses malheurs personnels, ses échecs amoureux en viennent à
s’inscrire dans ce récit mythique d’une condition canadienne-française malheureuse,
comme exilée de son lieu natal, là où elle pourrait retrouver ses forces vives. Mieux
qu’aucun autre poète du Québec, Miron parvient à retracer ce passage qui va de
la « Grande Noirceur » à la « Révolution tranquille ». Cette « noirceur », il en fait
quelque chose de concret, de personnel : « J’ai noir éclaté dans la tête », confie-til à la femme qui l’a quitté, et ce « noir », il qualifie aussi le monde de ses propres
ancêtres établis au nord de Montréal dans les collines des Laurentides, c’est le noir
de la pauvreté et de l’analphabétisme de son grand-père établi sur une terre ingrate
et qui ne savait ni lire ni écrire. La lumière du pays retrouvé, réinventé, ce sera
non seulement celle de l’amour, mais aussi celle d’une culture vivante, et d’abord
d’une langue reconquise dans sa plénitude et sa légitimité, alors que les constats se
multiplient au Québec, dans les années 1950, sur la piètre qualité du français et sur la
domination de l’anglais au travail et dans le commerce, forçant les Canadiens français
à un bilinguisme qui jouait à sens unique, car même la minorité anglaise du Québec
ne croyait pas nécessaire, elle, d’apprendre le français. C’est pourquoi l’un des grands
poèmes de Miron, lui qui était arrivé à Montréal en 1947, parle de « la grande SainteCatherine street », désignant d’une manière ironique, à l’anglaise, la principale rue
commerciale de Montréal.
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***
L’homme rapaillé, qui signifie « l’homme rassemblé » ou « réunifié », est un livre
unique, au sens aussi où il contient presque toute l’œuvre poétique de Miron – un
livre écrit, retravaillé, augmenté tout au long de ses cinquante années d’écriture. La
quantité n’est pas ici un critère, car les exemples ne manquent pas, en poésie, d’œuvres
entières qui ne sont pas plus volumineuses que celle de Miron : on pense à Villon,
Baudelaire, Rimbaud en France, ou à Walt Whitman aux États-Unis. Ce qui frappe
malgré tout chez le poète de L’homme rapaillé, chez ce créateur de mythes et de
légendes, c’est son réalisme et son pragmatisme. Malgré son projet d’écrire un mythe
collectif, il n’était pas dupe du pouvoir politique de la poésie, et il ne pensait pas
qu’écrire des poèmes, si puissants soient-ils, puisse suffire à construire une culture et
une identité nationales.
Au moment où il écrit en 1952-1953, la « légende d’Isabelle », annonciatrice de
celle du « pays », il est occupé à d’autres tâches. Avec plusieurs de ses amis, parfois
rencontrés dans ses cours du soir à l’Université, Miron est alors très engagé dans les
mouvements de jeunesse qui favorisent le contact avec la nature et travaillent aussi à
garder vivantes les chansons et les danses traditionnelles canadiennes-françaises, dans
un contexte où la culture américaine, notamment grâce au cinéma, exerce une forte
influence au Québec et ailleurs dans le monde. Certains de ces jeunes sont poètes ou
artistes et ils décident, en 1953, de publier un recueil de poèmes et de créer à cette fin
leur propre maison d’édition, les Éditions de l’Hexagone (un terme qui ne désigne pas
la France mais plutôt le fait qu’ils étaient six!). Ce sont quelques poèmes de Miron
et de son ami Olivier Marchand qui constituent cette première publication12 ; Miron
reprendra plusieurs de ces poèmes dans L’homme rapaillé.
Cet événement pourrait être banal : partout dans le monde, des jeunes poètes
créent des revues ou des maisons d’édition souvent artisanales et avant-gardistes,
parce que les éditeurs établis sont trop conservateurs et trop peu ouverts à la
génération montante. C’était le cas pour les jeunes poètes de l’Hexagone, en 1953 :
les éditeurs fermaient presque toujours leurs portes à la nouvelle poésie ou ils leur
demandaient de payer pour l’édition de leurs livres. D’une manière générale, l’édition
littéraire manquait de dynamisme, malgré le grand succès du roman de Gabrielle
Roy, Bonheur d’occasion, paru en 1945 – et le marché du livre était largement
occupé à la fois par de grandes maisons d’édition catholiques et par les éditeurs et les
distributeurs français établis pour la plupart à Paris.
À ce sujet, il faut ajouter une autre donnée essentielle qui va contribuer, pour
Miron et ses contemporains, à la mutation sociale et culturelle conduisant à la
Révolution tranquille. En effet, ce n’est pas seulement la relation entre le Québec et
le Canada qui devient l’objet d’un examen critique, c’est aussi celle du Québec à la
France. Depuis un siècle, le rapport des Canadiens français à la « mère-patrie » avait
été ambigu : d’un côté, comme le suggérait d’ailleurs l’idéalisation de la NouvelleFrance, il y avait le sentiment que nous étions une sorte de d’extension de la France
en Amérique, que nous étions porteurs de sa culture et même de sa « mission
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civilisatrice ». Mais d’un autre côté, des penseurs et des écrivains insistaient pour dire
que nous étions davantage des Canadiens que des Français et ils mettaient l’accent
sur nos différences par rapport à la France, touchant la sensibilité, le mode de vie, la
langue.
À partir de 1945, c’est cette seconde vision, celle d’une différence profonde,
qui commence à prévaloir et Miron lui-même en est très conscient quand il parvient
à l’âge adulte. Nous parlons et écrivons en français mais nous ne sommes pas des
Français, pas plus qu’un Mexicain ou un Chilien n’est un Espagnol d’Amérique.
La langue crée évidemment un fonds partagé, une mémoire culturelle et littéraire
commune. Mais l’émergence de littératures autonomes, traduisant aussi une rupture,
à tout le moins un écart avec la mère-patrie, qui s’est produite partout dans les
Amériques, du Nord au Sud en passant par la Caraïbe. Dans un texte important de
1957, Miron donne justement en exemple le Mexique et le Chili et il affirme qu’un
« mouvement poétique » moderne est en train de se développer au Québec, en même
temps que « l’état général de la culture marque des progrès » .
Le rôle des Éditions de l’Hexagone dans cette évolution sera tout à fait
remarquable. Au départ, cette fondation d’une maison d’édition de poésie paraissait
assez banale, marginale, et trop artisanale pour paraître « moderne ». Or, en quelques
années, grâce au travail infatigable de Miron et de ses amis, l’Hexagone devient un
lieu incontournable pour la jeune poésie et va devenir l’un des foyers intellectuels de
la Révolution tranquille, notamment grâce à la fondation en 1959 d’une importante
revue, Liberté, où Jacques Godbout, que nous avons croisé au début de mon exposé,
et plusieurs autres poètes et penseurs vont réfléchir aux enjeux de la culture et de
l’identité québécoises modernes.
Ce succès tient à un remarquable sens de l’organisation, au recrutement des
meilleurs jeunes poètes, à la mobilisation d’un public lecteur ouvert aux nouvelles
tendances et à un sens aigu de la publicité et de la diffusion. Miron peut compter
sur des collaborateurs très efficaces, mais c’est lui qui est le protagoniste principal,
surtout par son discours et sa facilité à créer des contacts. Sur ce plan, il est un autre
homme : l’amoureux égaré dans le froid, le poète qui parlait de « la pauvreté natale de
[s]a pensée rocheuse », exilé de sa langue et de son propre pays – toutes ces figures
de sa poésie laissent place à l’homme qui se dépense dans l’action afin de changer
la réalité. Dans les entretiens qu’il accorde aux journalistes, dans ses interventions
écrites, l’Hexagone devient pour Miron un véritable projet collectif, participant à la
création d’une culture nationale ayant ses propres références et sa pleine légitimité.
Une des effets importants de cette action concerne le rapport du Québec à la
France : durant toute sa vie, Miron affirmera la différence québécoise, mais dans une
volonté d’établir une relation plus égalitaire entre les deux nations et de mettre fin
au sentiment d’infériorité et de dépendance culturelle qui avait longtemps accablé le
Canada français. Bien sûr, la disproportion est trop grande entre les deux peuples et
les deux cultures pour qu’il puisse y avoir une véritable égalité. Mais dès le début de
ses activités, la maison d’édition de Miron établit des contacts avec des écrivains (aussi
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prestigieux que René Char) et des critiques français afin de faire connaître en France
la nouvelle poésie québécoise.
Durant son séjour parisien en 1959-1961, Miron lui-même rencontre des poètes
et des intellectuels, et il se lie d’amitié avec le groupe de la revue Esprit, qui s’est
montrée sympathique depuis l’après-guerre au mouvement de la décolonisation, en
Afrique et ailleurs – et qui voit d’un bon œil l’effervescence créatrice d’un Québec
moderne. Le poète et critique français Alain Bosquet entreprend de colliger une
anthologie de notre poésie : quand il en publie à Paris une première édition en 1962,
le titre est : La poésie canadienne ; cinq ans plus tard, une nouvelle édition porte cette
fois le titre de : Poésie du Québec, et elle est dédiée à des amis de Miron, qui se voit
lui-même remercié comme éditeur et représenté dans l’ouvrage par plusieurs de ses
poèmes importants. Un de ceux-ci, « Héritage de la tristesse », contient ces vers : « Il
est ce pays seul avec lui-même, et neiges, et rocs/, un pays que jamais ne rejoint le
soleil natal ». On a l’impression que cette solitude dans le froid et l’obscurité raconte
une époque désormais révolue et que la « légende du pays » est bien engagée dans
l’avenir, en voie d’accomplir sa promesse.
***
Que ce soit dans l’ordre de l’imaginaire poétique ou dans l’action éditoriale, il
est clair que Miron voyait un projet unifié : celui de donner à son propre peuple les
conditions d’une réalisation de lui-même, de retrouver son plein pouvoir de parler,
de créer et d’agir. Quand il rentre de Paris au début de 1961, des réformes politiques
et sociales majeures sont en cours et la littérature entreprend un essor extraordinaire,
aussi bien dans le domaine du roman que celui de la poésie, tandis que des cinéastes
comme Pierre Perrault, un autre grand ami de Gaston Miron, parcourent le pays
québécois. Plusieurs des poètes majeurs des années 1960 se retrouvent aux Éditions
de l’Hexagone, ils explorent la géographie du pays, ils disent la mémoire et les désirs
des Québécois modernes, tout en témoignant de ce qui agite le monde contemporain,
y compris les violences et la menace nucléaire devenue très inquiétante au début de
la décennie. Que la Révolution tranquille soit, pour une part, une révolution littéraire,
cela ne fait aucun doute.
Il y a pourtant un paradoxe tout à fait étonnant : Miron, fondateur de la plus
importante maison d’édition de poésie au Québec, ne publie pas de livre. Depuis
la quinzaine de ses poèmes parus dans la publication fondatrice de l’Hexagone en
1953, il ne publie que dans les revues et les journaux. Le miracle, c’est que de telles
publications éparses suffisent à sa renommée et permettent à un journaliste, dès
1963, de le consacrer « poète national »! C’est que Miron retravaille inlassablement
ses poèmes, mais qu’il se dépense aussi sur tous les fronts : il est un inspirateur, il
participe à des rencontres d’écrivains, il s’engage dans la diffusion des livres avec
d’autres éditeurs (qu’il représente chaque année à la Foire de Francfort), il se mêle
aux équipes des revues les plus importantes, Liberté, dont j’ai signalé la fondation
en 1959, et Parti pris, une revue inspirée du marxisme et des mouvements de
décolonisation en Afrique mais aussi chez les Noirs américains. Par ailleurs, Miron
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va appuyer fortement, dès cette époque, le mouvement politique qui voit la quête
d’autonomie du Québec comme une étape vers la complète indépendance par rapport
au Canada. Lorsque paraît enfin L’homme rapaillé en 1970, Miron obtient la gloire
mais plusieurs voient aussi dans son livre la promesse d’un vrai pays, prise en charge
désormais par un parti politique, le parti Québécois, qui prendra bientôt le pouvoir.
Vous connaissez la suite : deux référendums successifs, en 1980 et 1995,
consacrent l’échec du mouvement indépendantiste. Néanmoins, conclure de cet échec
(peut-être définitif) que la « légende du pays » mise en œuvre par Miron dès 1948 a
été une promesse non tenue, et même un pur mirage, serait tout à fait erroné. D’abord
parce que le Québec nommé par Miron et ses contemporains existe fortement, au
Canada et dans le monde, comme en témoigne même une association « d’études
québécoises » comme la vôtre. Je n’ai pas le temps d’en faire une plus ample
démonstration ici, mais il est indéniable que le Québec a énormément progressé sur
tous les plans depuis la deuxième guerre mondiale et les premiers essais poétiques du
jeune Gaston Miron.
Mais la réussite de celui-ci est aussi proprement poétique. L’homme rapaillé
exprime certes une culture particulière, située dans l’espace et dans le temps. Mais
ce livre est porté aussi par des forces mythiques plus larges et universelles. J’ai parlé
du mythe grec d’Ulysse rentrant au pays natal, mais un autre grand récit mythique
présent dans la poésie de Miron est celui du salut et de la résurrection. Le vocabulaire
chrétien est très présent chez Miron et il écrit par exemple que le « pays seul avec luimême » attend quelque part une « rédemption ». La souffrance chez lui, aussi bien
celle de l’amoureux que celle du Canadien français humilié, est un passage obligé
vers la lumière, vers une nouvelle vie – et on peut dire qu’il y a dans ce passage le
récit d’une mort nécessaire, analogue à celle du Christ, pour que naisse le nouvel
homme. C’est ce que confirme un autre vers fameux de Miron : « Nous te ferons,
terre de Québec, lit des résurrections ».
Je proposerai même, pour conclure, une interprétation plus risquée. Tout en étant
très incarnée, très proche du corps et de la terre, il se pourrait que la poésie de Miron
propose une vision messianique de l’histoire québécoise, cette fois dans un sens plus
proche de la tradition judaïque. Le Messie, en effet, est pour les juifs ce qui n’est pas
arrivé et qui continue de ne pas arriver. Mais c’est aussi dans l’intervalle d’une attente
interminable qu’a lieu le temps historique et le monde de la culture. Il se pourrait que
la « légende du pays », cette « légende au futur » conçue par le poète Miron agisse
de la même manière sur l’histoire du Québec : non comme un échec, mais comme
une promesse dont la réalisation infiniment différée et peut-être impossible n’en
permet pas moins d’affirmer une existence, de créer au fil du temps une culture et une
manière singulière d’être au monde et de s’y développer.
(Professeur émérite de l’Université de Montréal)
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論争のなかの「倫理・宗教文化」教育
――近年の議論の動向と公共空間における「宗教」の位置

Le programme « Éthique et culture religieuse » en
question : un bilan des débats récents et la place de
la « religion » dans l’espace public
伊達聖伸
DATE Kiyonobu
Résumé :

Après une décennie depuis l’introduction en 2008 du cours Éthique et culture
religieuse (ECR), cette matière enseignée à l’école reste toujours au cœur du débat
public du Québec. Cet article a pour but d’en faire un bilan et de réfléchir sur la place
qu’occupe la religion dans la société québécoise contemporaine. Dans un premier
temps, nous allons reconstituer les points litigieux des deux procès intentés par les
catholiques contre l’ECR : il s’agit du cas d’une famille de Drummondville qui
proteste contre l’obligation du programme lui-même, et celui du collège Loyola qui
prétend déjà appliquer les objectifs visés par le programme. Dans un deuxième temps,
nous allons récapituler les critiques soulevées par les fervents partisans de la laïcité,
mais aussi par les féministes et par les nationalistes. Dans un troisième temps, nous
allons présenter l’idée du « pluralisme normatif » selon laquelle George Leroux réfute
les objections contre l’ECR ; nous allons aussi évoquer le plaidoyer des enseignants
pour l’ECR. À travers ces débats se dessinent quelques contours du religieux :
tandis que les laïcistes et une partie des féministes cherchent à exclure la religion de
l’école, et que certains nationalistes assimilent l’ECR à une religion multiculturelle,
le pluralisme religieux et le pluralisme moral s’interpénètrent souvent, ce qui sert
d’ailleurs d’éléments de croyance pour un individu qui sera formé par une culture
publique commune à construire.
キーワード：倫理・宗教文化、ライシテ、間文化主義、規範的多元主義、宗教概念
Éthique et culture religieuse (ECR), laïcité, interculturalisme, pluralisme normatif, notion de
religion
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はじめに
ケベックの小中学校に「倫理・宗教文化」（Éthique et culture religieuse : ECR）の
科目が 2008 年に導入されてから 10 年になる。従来の選択制（カトリックの道徳・
宗教、プロテスタントの道徳・宗教、非宗教の道徳）に代わり、公立私立にまたが
る統一必修科目として新設されたこの科目の導入時期は「妥当な調整をめぐる危機」
1
の最中のことで、議論を呼んだ 。
その議論が現在も続いている。その要因としては、本論で後述するように、この
科目をめぐる 2 件の裁判が起こされたこと、また 2013 年の「ケベック価値憲章」
案の提出などに見られるように、宗教やライシテをめぐる社会の議論が継続ないし
再燃していることが挙げられよう。ECR に反対する立場は 2008 年の科目導入の時
点においてもすでに存在していたが、時間の経過とともに立場の違いがいっそう明
確になってきたようにも思われる。
ECR に反対する立場には、大きく分けて 3 つの類型がある。第 1 に、カトリッ
ク保守派は家庭での宗教教育と矛盾する ECR は子どもを相対主義に陥らせると批
判する。第 2 に、厳格なライシテ主義者は公教育から宗教を排除すべきであると批
判する。フェミニストの一部もこのような見解を共有している。第 3 に、一部のナ
ショナリストは他者の宗教を重んじる ECR はケベックの歴史を軽んじていると批
判する（Estivalèzes, 2012, pp. 10-22）。
本稿の目的は、この見取図を踏まえながら近年の動向を整理し、ECR をめぐる議
論の争点を再構成して現代ケベックにおける知の勢力図の断面を描き出すことであ
る。まず、第 1 の類型に連なるものとして、ECR をめぐって起こされた 2 つの裁判
の経緯と争点を再構成する。次に、第 2 および第 3 の類型に該当する議論を提示す
2
る 。そのうえで、ECR 批判への反論として、ECR 擁護論のポイントを提示する。
具体的には、ECR 導入の旗振り役であった哲学者の提唱する「規範的多元主義」の
内容を検討し、現場の教師の声を紹介する。以上は、ECR の是非をめぐって繰り広
げられている現代ケベックの論争とその担い手である社会的アクターの交通整理だ
が、本稿のもうひとつの目的は、現代ケベック社会において「宗教」はどのような
位置を占めているかについての考察をさらに深めることである。公共空間における
「宗教」の位置づけについての分析は、現代ケベックでなされている議論の紹介を
超えるものであり、他の社会との比較考察への通路を切り拓くものである。
1. ECR は信教の自由に反するのか
1.1. ECR は良心の自由および信教の自由の侵害に当たるか
ECR の導入に反対し、選択制の宗派教育の維持または復活を主張してきた団体
に「ケベックカトリック司教会議」（Assemblée des évêques catholiques du Québec :
AECQ） や「 ケ ベ ッ ク カ ト リ ッ ク 保 護 者 協 会 」
（Association des parents catholiques
du Québec : APCQ）がある。「教育の自由のための連合」
（Coalition pour la liberté en
éducation : CLE）は、宗派教育と道徳教育の選択権を失ったことに不満を抱いた親
たちを中心に 2007 年に結成されたもので、これから述べる 2 つの訴訟を起こした
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カトリックの側の支援に回った。
2008 年 5 月、ドリュモンヴィル（Drummondville）在住のカトリックの両親が、
秋からの導入が決まっていた ECR を就学中の 2 人の息子が受けずに済むよう、地
元シェーヌ（Chênes）の教育委員会に免除措置を求めた。ECR の義務的性格は、自
らの道徳的・宗教的原則に適った教育を選択する権利、また子どもと親の良心の自
由と信教の自由に反しているのではないか。親が伝達したいと考えている信仰と異
なる信仰を、宗教教育にふさわしくない教員から教わることで、子どもは相対主義
と混乱に陥るというのがその主張の趣旨である。
良心の自由と信教の自由は、「カナダ権利と自由憲章」第 2 条と「人の権利と自
由に関するケベック憲章」第 3 条に規定されている。また、公教育法 222 条第 2 項
には「人道的理由のために、または生徒への深刻な損害を避けるために、教育委員
会は親、成人に達した生徒または学校長の要請に基づき、教育体制のある措置の適
用を免除することができる」とある。両親はこれらを根拠に教育委員会と交渉した
3
が却下され、法廷に訴えた 。
ケベック高等裁判所（一審）は 2009 年 8 月、免除申請を却下した教育委員会の
判断は妥当であったとの判決を下した。要点は 2 つにまとめられる。第 1 に、原告
は良心の自由と信教の自由の侵害が実際にあったとは証明できていないこと。これ
は 2008 年秋の導入に先立って免除申請がなされていたことも関係していよう。第 2
に、ECR のプログラムはケベック社会で影響力のある宗教的伝統の理解に重きを置
いており、特定の宗教を信じるか信じないかについては強制も妨害もしていないと
判断できること（Pettigrew, 2014, p. 227）。
両親はケベック控訴院（二審）に訴えた。控訴院は、子どもたちが実際に授業を
受けて権利や自由を侵害されたわけではないことから、2010 年 2 月にこれを棄却し
た。原告はさらに最高裁に訴えた。連邦最高裁は 2012 年 2 月、シェーヌ教育委員
会が免除申請を却下したのはやはり妥当であり、一審に瑕疵はなかったとの判断を
下した。
良心の自由および信教の自由は、民主社会の基本原理と齟齬をきたさないかぎり
は制限されないというのが、過去の判例である。信教の自由を主張するには、当人
の主観的な信仰が真摯なものであることを客観的な証拠で示さなければならない。
原告はカトリックの教えを子どもに伝える義務があると真剣に信じており、この点
については疑義が呈されてはいない。したがって争点は、実際に権利の侵害があっ
たかということになる。ところで原告は、ECR が子どもへの信仰の伝達を妨げるも
のであることを客観的に示すアプローチを取らず、ECR のプログラム自体が権利の
侵害だと言い立てた。判決文は言う。「親が望んで自分の個人的な信仰を子どもに
伝えるのは自由である。だが、家庭環境とは異なる現実に子どもを早い段階から向
かわせることは、社会生活の一部をなしている。子どもを多様な宗教事象にさらす
こと自体が、子どもや親の信教の自由の侵害であると言い立てるのは、カナダ社会
の多文化的な現実を拒否し、公教育に関するケベック州政府の義務を理解しないこ
とである」（S.L. c. Commission scolaire des Chênes, 2012 CSC 7, §40）。
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原告である母親は「私には親として、我が子が精神的・思想的に歩む道を決め
る権利がある」と述べている。「この領域に関して我が子の歩みに一番の責任を負
うのは、夫と私であって、国家〔ケベック州政府〕ではない」
（Lavallée, 2011, p.
125）
。とりわけ精神面における子どもの教育の権利は親にあるという主張だが、
ECR の内容はそのような親の権利を侵害するものではないというのが判決の趣旨で
ある。ただし、連邦最高裁 9 人のうち 2 人の判事は、もし良心の自由または信教の
自由の侵害を示す客観的な証拠があれば、違った判断であったかもしれないとの含
みを残している。
1.2. 私立学校で ECR の代替科目を設けることは可能か
在モントリオール英語系私立男子校のロヨラ・ハイスクール（Loyola High School :
LH）は 2008 年 3 月、独自のカトリックの宗教教育を ECR の代替科目として認め
てもらうよう教育省に求めた。私教育法施行規則第 22 条によれば、教育省が代替
プログラムを正規のものと同等と認めれば、学校側はそちらを採択できる。イエズ
ス会が経営するこの学校は、教育省のプログラムの趣旨に反対したのではなく、カ
トリック系私立校のアイデンティティに合致した教育が認められてしかるべきとし
て、新設科目の免除申請をしたのである。
これに対して教育省は、代替プログラムはカトリックの観点からなされる性質の
ものであるため、同等とは認められないとした。LH は、この教育省の決定は良心
の自由および宗教の自由を侵害するものであり、カトリック系の学校が非カトリッ
ク的な中立的観点からカトリックの倫理と宗教を教えるよう要求するのは合理的で
4
はないと法廷に訴えた 。
ケベック高等裁判所（一審）は 2010 年 6 月、代替プログラムを認め、LH の要求
を退けた教育省の決定を無効とした。LH の代替プログラムは ECR の追求目的に合
致しており、ECR のプログラムを決定するのは教育省でも、同じ目的に至るための
別の手段を排除してはならず、教育省は LH の信教の自由を侵害しているとの判断
である。判決文には次のような印象的なくだりもある。
「ライシテの手法で ECR の
科目を教える義務をロヨラに課すことは全体主義的な性格を帯び、それは異端審問
所がコペルニクスの宇宙論を否定することをガリレオに命じたのと本質的に同じで
ある」（Loyola High School c. Courchesne, 2010 QCCS 2631, §331）
。教会主導の教育の
歴史が長いケベックでは、政府主導のライシテがともすると権威主義的に見えかね
ない感覚があることを窺わせる一節である。統一必修科目としての ECR が、教育
の自由を奪いかねないものに見えるわけである。
LH の校長ポール・ドノヴァン（Paul Donovan）によれば、「他者の承認」と「共
通善の追求」という ECR の目的は、LH も目指してきたという。彼に言わせれば、
そもそも「共通善の追求」と宗教間対話は、まずは一部のカトリック教育のなかで
発達を遂げ、しかるのちにライシテの立場に立つ政治権力がそれを採択した経緯の
ものだ。LH ではイエズス会の教育の伝統に即しつつ、「世界の宗教」と題された科
目を卒業に必要な単位として四半世紀以上に渡って教えてきた。ECR は社会の調和
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を目指すと言うが、そこに到達する過程で宗教的信念を変質または除去しようとし
ていないか。LH は、各人の絶対的な価値を承認することによって、「他者の承認」
という目的に至ろうとしている（Donovan, 2011, pp. 54-55, 58-59）。
教育大臣は、一審判決の内容および「全体主義」「異端審問所」といった言葉を
非難して控訴した。州首相はもちろんのこと、野党第一党党首もこの控訴を支持し
5
た 。
2012 年 12 月、ケベック控訴院（二審）は一審を覆し、ロヨラの要請を拒否した
教育省の判断を妥当とした。「〔教育〕省が免除申請を却下した理由は、ロヨラのプ
ログラムのアプローチが宗派的なものであることによる。ところで、ECR のプロ
グラムは宗教教育に取って代わるものである。本質的に宗派的な教育から、ライシ
テの教育に移行するものである」（Québec (Procureur général) c. Loyola High School,
2012 QCCA 2139, §124）。そのために信教の自由の侵害がありうるとしても、それは
取るに足らないものとして「無視できる」（négligeable）。多くの科目のなかのひと
つであるし、教育者に求められているのもカトリックの教えの論駁ではなく、意見
と信仰の表明の自制だからである（§173–174）。
裁判は最高裁までもつれた。LH に非カトリック的な視点でカトリックを教える
よう要求する教育省は、信教の自由を侵害しているのだろうか。教育省にしてみれ
ば、信教の自由が認められるべきなのは個人であって、LH のような宗教系私立学
校という機関に対してではない。一方、LH にしてみれば、学校のアイデンティティ
6
を括弧に入れて中立的な教育をするよう強制されるのは信教の自由の侵害である 。
2015 年 12 月、カナダ連邦最高裁は信教の自由と ECR の目的を付き合わせ、プ
ログラムを完全にライシテの観点から教える必要があるとの教育省の主張は、LH
の信教の自由を侵害するものと判断した。「国家の目的はライックであるとして
も、ロヨラの教員がカトリックについて語る場合にさえ、ある中立的な観点を採用
するよう彼らに強制することは、ロヨラのアイデンティティそのものを構成する宗
教を教えるべきやり方を彼らに命じることになる」（École secondaire Loyola et John
Zucchi c. Procureur général du Québec, 2015 CSC 12, §63）。ECR の目的は「他者の承
認」と「共通善の追求」であり、この目的に沿う代替科目は、教育省の方針を大き
く損ねることはないのに対し、ロヨラのような学校がカトリックを教えるやり方を
規制することは、信教の自由を侵害することになる。一方、
「宗派の学校の教員に、
他の宗教と倫理的な信念に関してできるかぎり客観的に論じるように求めること
は、信教の自由を支える価値を大きく損ねることにはならない」
（§80）。LH は ECR
のプログラムのうち、カトリックについては独自の観点から教えることができる
が、他の宗教については中立客観的な立場から扱わなければならないということで
ある。要するに、教育省が完全に中立的なライシテの観点を宗派系の私立学校に全
面的に強制することは違憲だが、それは宗派系の私立学校が ECR のプログラムを
無視して宗派教育に回帰することを認めるものではない。
以上のように、カトリックが ECR に対して起こした 2 つの訴訟のうち、ドリュ
モンヴィルの裁判は敗訴、ロヨラの裁判は勝訴となった。一見ちぐはぐに映るかも
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しれないが、公教育にかかわる前者の原告は、ECR のプログラム自体が信教の自
由を侵害すると主張していたのに対し、私教育にかかわる後者の原告は、ECR の
目的に同意したうえで別の手段の承認を求めていた。この違いから、現代ケベック
社会における「宗教」の位置の特徴が見えてくるだろうか。LH の校長の次の発言
に注目したい。「絶対的な価値を持つのは信仰ではなく、それを奉じる個人なので
ある」（Donovan, 2011, p. 59）。絶対性は、もはや人間の外部に（神や神学や教会と
して）ではなく、あくまで人間個人の位相にある。したがって信仰が違っても「他
者」を尊重することができ、LH を特徴づけてきた信仰は「私たち」の社会と歴史
と文化の豊かさであると校長は主張する。ここにあるのは、カトリック信仰は「他
者の承認」と「共通善の追求」という ECR の目的と矛盾するどころか、むしろそ
の目的実現に率先して取り組んでいるという論理である。翻って考えると、ドリュ
モンヴィルの裁判においても、原告の主張は親の権利という個人の位相にあった。
けれども、
「私たち」の伝統を引き合いに出す言説とも親和的なその権利の主張は、
ECR の目的そのものと衝突し、「他者の承認」と「共通善の追求」という理念を率
先して実現しようとするものにはなっていない。ECR はすでに制度化された既定路
線と言えるものであり、その理念に合致する「宗教」の訴えは認められやすいのに
対し、理念と衝突する「宗教」は認められにくい様子が、2 つの裁判の比較から浮
かびあがってくる。
2. 非宗教的な立場からの ECR 批判
2.1. ECR は宗教教育の隠れ蓑か――ライシテ主義者による反対
カトリック保守派が ECR における宗教性の「不足」を批判する役回りだとする
ならば、厳格なライシテ主義者は反対に宗教性の「過剰」を指弾する。そのような
団体の代表格に、
「ケベックライシテ運動」（Mouvement laïque québécois : MLQ）が
ある。
MLQ のマリ＝ミシェル・ポワッソン（Marie-Michelle Poisson）によれば 7、「他者
の承認」と「共通善の追求」という目的に適うのは「倫理」であって「宗教」では
ない。宗教は果たして異教徒や女性や無神論者や同性愛者に対して同じ人間性を認
めてきただろうか。ECR は「倫理」と「宗教」をあたかも同等の資格を持つもの
であるかのように結びつけ、「倫理に固有の目的」を奪ってしまっている（Poisson,
2008, p. 8）。彼女はまた、「開かれたライシテ」を謳うこの科目はケベックにおける
ライシテの歩みを「歪曲」するもので、「公的機関全般における宗教の回帰を助長
する」ものだと述べている（Poisson, 2011, p. 109）。彼女によれば、ケベックの学校
のライシテ化は不十分であり、1997 年と 2000 年の改革によって旧来のカトリック
委員会とプロテスタント委員会に代わって設けられた「宗教問題事務局」
（Secrétariat
aux affaires religieuses : SAR）と「宗教問題委員会」
（Comité sur les affaires religieuses :
CAR）は、カトリックのロビー活動の舞台となっている。
「したがって SAR と CAR
は、何よりも戦闘的なカトリックと司教団の関心を満たすようにして活動してきた。
宗教的な内容の教育とスピリチュアルな性質を持つ相談業務を学校内に保持してき
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た」
（Poisson, 2016, p. 27）。要するに、看板はすげ替えても中身の本質は変わってい
ないという批判である。
同じく MLQ で長年に渡り戦闘的なライシテの活動に取り組んできたダニエル・
バリル（Daniel Baril）も、ECR のさまざまな問題点を指摘する。彼によれば、近
ノン・プラティカン
年のケベックでは無宗教を標榜する者が増加しており、非 信仰実践者と合わせて
その割合は約 8 割に達するという。しかるに、ECR においては無神論や無宗教が
ほとんど考慮されておらず、あたかも誰もが何らかの宗教の信者であり、しかも
プ ラ テ ィ カ ン
信仰実践者であるかのような前提になっている。また、ECR は宗教に紛争をもたら
す側面があることをきちんと扱っていない点においても、現実から乖離している。
宗教に対する「絶対的な尊重」のゆえに、しかるべき批判ができていないというの
である。さらにバリルは、ECR では神話があたかも歴史的事実であるかのように
教えられているなど、形式的には「文化」の装いを凝らしているが、実際には信仰
が伝達されていると告発する。「要するに、ECR の授業はかつての信仰教育の授業
と何も変わっていない。教育の場で信仰内容を文化的に提示するというのは知的欺
瞞である。カトリック教育とプロテスタント教育の授業の中身に、ユダヤ教、イス
ラーム、東洋の宗教、先住民の信仰の宗派的な教義の要素を加えて膨らませただけ
のものだ。単一宗派教育から多宗派教育へと移行したのである」
（Baril, 2016, p. 112）。
このような「宗教文化」の部分は廃止しなければならないとバリルは訴えている。
2.2. ECR は男女の不平等を助長するのか――フェミニストによる反対
ライシテ派のフェミニストの一部は、「宗教文化」の部分は性差別的な偏見に満
ちていると批判する。政府系の調査研究機関「女性の地位評議会」
（Conseil du statut
de la femme : CSF）は、ライシテと男女平等を推進する立場から、
「開かれたライシ
テ」の名のもとに行なわれている ECR は、CSF が考える国家のライシテと女性の
4

4

4

4

4

4

4

権利に反すると主張する。「世俗思想の潮流と同じように、あらゆる 宗教を偏りな
4
く提示しなければならないということは、宗教がしばしば女性やレズビアンやホモ
セクシュアルに対して差別的な価値の担い手である事実、また宗教が世界のさまざ
まな紛争や人権侵害の原因である事実を必然的に除外することになる（とりわけ年
少の子どもを相手にするときには）。明らかに、この授業では若い世代を男女平等
の価値に馴染ませることができない」（CSF, 2011, p. 120：強調原文）
。
宗教の尊重を前提として宗教を提示するのでは、宗教が女性（や性的マイノリ
ティ）をいかに処遇してきたのかを批判的に問い返すことができないというのが告
発の要点である。
「ECR の授業が推奨するアプローチは、女性の権利に反している。
差別の実態を強調せずにあらゆる宗教を提示することで、学校はその本分たるべき
市民教育の使命に反している」（p. 124）。CSF の考えでは、学校での宗教教育は社
会の共生を実現するために必要ではなく、宗教事象は「歴史」や「市民教育」の科
目において扱えばよい。その枠組みならば、神的なものを信仰の対象として持たな
い思想潮流や、女性が平等を求めて戦い社会に貢献してきたことも教えることがで
きる。また「宗教における女性の位置」や「原理主義やテロリズムの台頭」なども
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批判的に学ぶことができるだろう。
ECR という科目について CSF は、活躍する女性を取りあげる努力が窺える「倫
理」の部分と、性差別主義的な物語などを含む「宗教文化」の部分は矛盾しており、
混乱のもとであるという。2 つの部分をつなげることで、
「宗教の教義が現在の倫理
的課題に対する有効な回答であると思わせることにつながる」おそれがある。した
がって、宗教の側面は「歴史」の科目に統合し、平等や市民権やセクシュアリティ
について学ぶ「倫理」と別立てにする制度改革が必要だと CSF は訴えている（CSF,
2016）
。
「ケベックの女性の権利のために」（Pour les droits des femmes du Québec : PDF ケ
8
ベック） のフェミニストたちも、「倫理」の部分に見られる男女平等の理念が「宗
教文化」の部分には不在であると批判する。教科書の図像を分析すると、男性の比
重が女性よりも高いことがすべての宗教について言える。一方、ムスリム女性が紹
介されるときにはヴェール姿と相場が決まっており、その割合は実に 85％以上であ
る。ムスリム女性であればヴェールを着用するとはかぎらないのに、このようなス
テレオタイプを教科書で再生産するのは、衝撃的であるばかりか人種差別的でさえ
ある（El-Mabrouk et Sirois, 2016, pp. 132, 137）。
PDF ケベックのフェミニストは、イスラームと言えばヴェール姿のムスリム女性
が典型例とされる点に ECR の逆説を見ている。ECR は中立客観を謳っているにも
かかわらず、宗教のなかでも非常に保守的で原理主義的な潮流を代表例としている
からというのが議論の要点である。ヴェールやニカブ姿の女性を取りあげることで、
ECR は「イスラームの原理主義的な見方」にくみしている。
「全身を覆うヴェール
は女性を貶め虐待する道具であることに異論の余地はない。それはサウジアラビア
のワッハーブ主義と結びついているのである。このことについて、もちろん ECR
の教科書は何も語っていない」（p. 142）。「開かれたライシテ」の中立性が逆説的に
も「原理主義的な見方」を後押ししているとの指摘は興味深いが、ヴェールの意味
が女性抑圧に還元されている点も興味深いと言うべきだろう。自分の意志でヴェー
ルやニカブを被る女性のことは、完全に抜け落ちているからである。
マルチカルチュラリズム

2.3. ECR は多文化主義か――ナショナリストによる反対
ECR に反対するもうひとつの立場は、一部のナショナリストたちによるものであ
る。多様な宗教を教えることによって、ケベックの伝統的な文化遺産が損なわれか
ねないというものだ。年配の世代もさることながら、若い世代からも辛辣な批判が
寄せられている。
1980 年生まれのマチウ・ボック＝コテ（Mathieu Bock-Côté）は、ECR を推進する
教育省は「多文化主義というイデオロギー」で子どもたちを「洗脳」していると告
発する。
「寛容」や「差異」がもてはやされる一方で、「自己嫌悪」を強要される教
育では、若い世代はケベックという集合体が培ってきた歴史的経験には疎遠になっ
てしまう。
「教育省はケベックの文化に背を向けたのである」
。ボック＝コテの見る
ところでは、学校のライシテ化と言われるものの正体は、「固有の教義とカテキス
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ムを備えた多文化主義教という宗教に仕える新しい聖職者に学校を委ねること」で
ある（Bock-Côté, 2008）。要するに、ECR はケベック固有の歴史と文化を脅かす多
文化主義を促進するものであり、教育省はそれを権威主義的な宗教を思わせるやり
方で押し付けてきているというのである。
ジョエル・ケラン（Joëlle Quérin）も、「ECR の主要目的が生徒に多文化主義を
注入することにあるのは明らか」と述べ、学校教育の場で伝達される多文化主義
のイデオロギーがネーションを弱体化させると警鐘を鳴らしている。彼女によれ
インターカルチュラリズム
ば、ECR の推進者は「間文化主義」や「多元主義」という言葉を好むが、その実態
は「トルドー流の多文化主義教育の強制」であり、それは「権利と自由の憲章の神
聖化と連動している」。この「憲章主義」という「イデオロギー」は、
「憲章」をケ
ベック人全員のものとして謳いあげる一方、ケベックの「遺産」たるべき文化を学
校で伝達することは社会のマイノリティを「排除」することになると警戒する。ケ
ランが「憲章主義」という言葉に込めているのは、個人の権利の保障を重視するあ
まり、ケベック社会の伝統がないがしろにされているとの告発である。「ECR は憲
章主義に立脚して新たなケベック・アイデンティティの定義を押しつけ、神聖不可
侵な「対話」の枠組みのもとで、ナショナリストの意見の表明を禁じるものである。
ナショナリズムに反する ECR は、民主主義にも反する。なぜなら、それは若者に
教義を注入する戦略の一環だからで、公的な議論を回避し、人びとの反対を軽視し
て、多文化主義の強要を容認している」（Quérin, 2009, pp. 22-25）。
ケランは、
「間文化主義」であれ「多文化主義」であれ、多様性が現代ケベック
社会の根本的な性質であるという前提から出発する議論が、マジョリティの文化と
歴史から政治共同体の未来を考えることの正統性を考慮していないことに苛立って
いる。「多様性の管理は政治の問題である。それは公的な議論の対象たるべきもの
であって、教義として叩き込むべきものではない」（Quérin, 2016, p. 64）。
ナショナリストによる ECR 批判においては、「制度的枠組み」であるはずの現章
が、「宗教」や「イデオロギー」として批判されている点が印象的である。またそ
のようなものの見方と連動して、「マジョリティ」を代弁する役割を引き受けなが
ら、政府に抗するナショナリストとして、劣位にある「マイノリティ」であるかの
ような言説と戦略を用いて権利主張しているように見受けられる点が印象的であ
る。
3. ECR 推進者の反論――理念の再擁護
3.1. ジョルジュ・ルルーの「規範的多元主義」
UQAM の名誉教授でケベック人文アカデミー会員の哲学者ジョルジュ・ルルー
（Georges Leroux）は、もともとギリシア哲学の専門家で、次第に公共哲学とりわけ
学校のライシテの問題に取り組むようになり、ECR 導入の際には主導的な役割を果
たした一人である。1945 年生まれで、彼自身の言葉を借りれば、ケベック社会の特
徴が「単一性」（unité）から「多様性」（diversité）へと変貌していくのを目撃し経
験した世代に属し、「他者の承認」と「共通善の追求」を目指す ECR にはその変化
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が刻印されているという（Leroux, 2016, pp. 17-22）。ルルーは、ECR に対してカト
リック保守派、厳格なライシテ派、多元主義を警戒するナショナリストが寄せる反
対意見に反論している。以下では順に、ECR は相対主義である、宗教文化の部分は
廃止すべきである、多元性はケベックの社会を危ぶませるといった批判にルルーが
どう反論し、ECR の意義を説いているのかを見ていこう。
ルルーの見るところ、カトリック保守派は近代とライシテと多元化する社会を恐
れている。けれども、多元性はすでに現代ケベックの社会的現実である。そのよう
な社会の現実を踏まえた子どもの社会化に取り組むことは教育の使命であり、多元
主義への教育は不可欠である。言うまでもなく良心の自由や信教の自由は尊重さ
れるべきだが、それを大義名分として自分自身に閉じこもり現実を拒否するよう
であってはならない。ルルーはまた次のようにも述べている。「複数の宗教的信念
の尊重」は、絶対的な信仰は存在しないとか、どの信仰も同じといった「相対主
義」に基づくものではない。それは、調和ある社会を目指して「あらゆる宗教が公
的な存在への権利を持つこと、信者の道徳的・精神的欲求に答えようとする熱望に
おいて完全な正統性を有すること、共通善のために信念を全面に押し出し道徳をめ
ぐる公共の議論に貢献しうること」を是認する「規範的多元主義」に基づいている
（p. 168）。「相対主義」はシニカルな態度で議論を停滞させるのに対し、
「多元主義」
は議論をいっそう豊かにする。ECR は相対主義を促進するものではないのである。
では、ECR のうち「倫理」はよいが「宗教文化」の部分は切り捨てるべきだとい
うライシテ主義者や一部のフェミニストの主張に対しては、ルルーはどう反論して
いるのだろうか。ルルーは、倫理的な省察に基づき議論を組み立てることと、宗教
現象を歴史や文化の観点から理解することの結びつきは、必ずしも自明ではない点
を認めている。価値や道徳の源泉になってきた宗教には、もはや理性による批判に
は耐えられない側面もある点も認めている。けれども、学校のライシテは、民主主
義の多元化する課題に鑑み、合理性の探求と尊重や寛容を組み合わせる術を教える
ことに取り組まなければならない。「信仰と思考の弁証法は複雑だが、民主的な議
論はこのようにして構成される」。道徳に関する知識と象徴に関する知識が衝突し
つつ互いに浸透する。国家が信教の自由を守り、いかなる宗教も国家の中立性を損
ねない「ライシテの厳密な文脈」があれば、「この相互作用は大きな豊かさをもた
らす」だろう（pp. 36-37）。ルルーはまた、宗教の多元性は複数形、理性に基づく倫
理的省察は単数形と鋭く対置させる図式は間違いだと指摘する。世俗化が進んだ現
代社会では、宗教的信仰の厳密な把握は不可能に近く、各人が自分自身のために信
仰の諸要素を組み合わせていることが多く、宗教的多元主義と道徳的多元主義の区
別は容易ではない。
「したがって、〔倫理と宗教文化は〕2 つの別々のプログラムで
はなく、単一で同一の教育である。目指すところは規範の省察と信仰の理解であり、
それらは絶え間ない社会的相互作用のもとでとらえられる」（p. 39）。さらにルルー
は、ライシテ主義者や一部のフェミニストが民主主義と男女平等に反する（とされ
る）イスラームに場所を提供する「宗教文化」を問題視しているのに対し、だから
こそ「客観的な知識」を教えるのが重要で、学校から排除すれば余計にステレオタ
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イプや偏見を助長すると反論している（p. 101）。
ケベック社会に宗教的・文化的な多様性の増大を豊かさではなく統合の妨げと考
える向きがあることについては、ルルーはそのような態度を「ノスタルジックな引
きこもり」と評し、このような「多元主義への抵抗」は乗り越えていかなければな
らないと主張する。
「私の信じるところでは、この多元主義はむしろあらゆる公共
の課題について市民の討議と共通善の探求を促す点において、市民生活を豊かにす
るものである」（p. 44）。
ルルーによれば、「多元主義とは、たんに多元性を考慮に入れるだけではなく、
多様性を積極的に評価し、それを省察の土台に据える規範的な立場である」（p.
156）
。このような観点から「規範的な多元主義」を唱えるルルーは、多元化する社
会に暮らす人びとの権利を保障する法的な「枠組み」の整備だけでは不十分で、多
様性を踏まえた寛容や対話に基づく統合を「価値」と考えるところにまで踏み込ん
でいる。もちろんそれは国家が信仰の領域に介入することではない。だが、
「ライッ
クな国家の役割」とは、「若い世代に歴史および現代の文化の本質的な全体像を教
えずにおくこと」ではなく、「共通文化の指標を構築するプロジェクト」を支持す
るものでなければならない（p. 108）。ルルーは、学校が現代社会の多様性を踏まえ
つつも、共通文化の磨耗を食い止める拠点となることを期待している。かつての中
等教育において古典的な人文教育が果たしていた位置と役割を、ECR が現代的な条
件のもとで引き継ぐことを期待しているのである（p. 47）。
3.2. 現場の教員たちによる ECR 擁護論
ECR をめぐる社会の議論の再燃を踏まえ、実際に ECR を教えている教員が一連
の反対意見に反論を加えてこの科目の意義を改めて強調する文書を、初中等教育の
教員および大学の研究者 70 人以上の署名を集めて、
『ル・ドゥヴォワール』紙に発
表している（Dubreuil et Beaudoin, 2016）。文書は文化的なアプローチの意義を説き、
ECR は宗教を毀損するものだとか、反対に宗教を押しつけるものだといった批判は
不当であるとしている。一方、なかには正当な批判もあり、現状の ECR 教育に改
善の余地があることも文書は認めている。
第 1 に、宗教を尊重するよう説く ECR は宗教に批判的な視線を十分に注いでい
ないという批判に対し、文書は宗教を批判的な観点から扱うことはすでに中等教育
のプログラムにおいては可能であり、現場の教師も政教分離や男女平等などの「ケ
ベックの価値」と矛盾する宗教には十分に批判的な視線を注いでいると強調する。
そして、このような批判的な視線を注ぐことが初等教育においても求められるとし、
教育省がしかるべき改革をすることが必要だと述べている。一方で、宗教のある面
に批判的な眼差しを注ぐことは、子どもに信仰を放棄させることにはならないと付
け加えている。
第 2 に、ECR の教科書には女性や先住民や信者に対するステレオタイプを助長す
る図像が含まれているとの批判に対し、文書は教科書とプログラムは同一ではなく、
もちろん修正すべき内容は修正していくことが必要だが、現状の教科書だけで判断
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するのは不適切であると述べている。偏見やステレオタイプについて言えば、ECR
を現場で教えている教員はまさにその打破に努めているのであって、性差別や人種
差別をめぐる問題はもっと教室で教えられなければならないと主張している。
第 3 に、文書は ECR を適切に教えることのできる教員の配置が必要だと述べて
いる。ECR の教え方を身につけていない教員が、この科目を教えている状況がしば
しばあることが報告されており、それがこの科目の信頼性の低下につながっている
という。
結論――「宗教」の輪郭
2017 年 1 月、ケベック市のモスクが襲撃され、ケベックも現代世界における憎
悪や暴力の潮流と無縁ではないことが社会に大きな衝撃を与えた。このような文脈
において、寛容教育と過激化対策にも ECR が有効とその意義が再度強調されてい
る。ある小学校教師は述べている。「無知がしばしば恐怖につながるのならば、知
識こそは差異を理解し受容するための王道である」。現代ケベック社会を構成する
多様な人びととの対話を開始し、継続することが欠かせない。その際、対話の言語
は「フランス語」たることが必要で、また対話の枠組みが「憲章」たるべきことは
譲れないという（Cornellier, 2017）。
ECR という科目は、現代ケベック社会の自己理解を映し、間文化主義的なライシ
テの行方を占うひとつの指標となっている（伊達 2016）
。このような時代と社会に
おける「宗教」の言説布置にはどのような特徴が見られるだろうか。本論を通して
提示してきた ECR をめぐる論争から浮かんでくる「宗教」の輪郭を描き出して結
論としよう。
まず、世俗化した現代ケベック社会の学校教育において、「宗教」の位置はない
と主張するライシテ主義者や一部のフェミニストがいる。民主主義や男女平等に反
するというのがその理由である。次に、ますます多様化する「宗教」はケベックの
伝統を脅かすと主張する一部のナショナリストは、州政府が推進する ECR は多文
化主義という「宗教」の権威主義的な押し付けであるというレトリックを用いてい
る。ここまでの「宗教」はいずれも否定的な意味合いを帯びている。ところで、
「ケ
ベックの伝統」はカトリックという「宗教」を含みうるものであり、伝統擁護の旗
のもとにおいては、ナショナリストとカトリック保守的派は接近する。信教の自由
は憲章によって保障されているが、ドリュモンヴィルの裁判が示すように、ECR の
理念や目的を否定する形で「宗教」に依拠する姿勢はもはや認められにくいのに対
し、ロヨラの裁判が示すように、ECR の理念や目的に沿った形での「宗教」は州政
府の管理や統制を逃れたところで自由を享受することができる構図になっている。
「宗教」は必ずしも「世俗」や「倫理」と対立や矛盾するものではなく、ジョル
ジュ・ルルーが指摘するように、多元化する現代社会において、個人はしばしば双
方の論理が浸透したものを信仰の要素にしている。ECR の理念に即して言えば、そ
のような個人が共通文化に裏打ちされた市民社会の成員となるべく、対話を通じて
他者の承認と共通善の追求を学ぶという教育の場に置かれている。「宗教」概念も
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この動きに巻き込まれながら作用と反作用の緊張関係のなかで変容しつつある。重
要なのは「宗教」の定義や一義的な位置の確定ではなく、「宗教」に対してはたら
いている複数のベクトルの相互作用の解読である。
（だて きよのぶ 上智大学）
注
1

2

3
4
5
6

7
8

科目導入の経緯については伊達（2011）を参照。なお、ECR の年間授業時間数は、
初等教育においては 36 時間、中等教育においては 50 〜 100 時間である（ただし中等
教育 3 年目には ECR の授業はない）。
ライシテ主義者、フェミニスト、ナショナリストによる ECR への反対意見をまとめ
た近年の本として、14 人の著者による 12 本のテクストを収めた 2016 年出版の本があ
る（Baril et Baillargeon dir., 2016）。
CLE は原告を支援したが、原告自身は CLE のメンバーではない（Lavallée, 2010,
p.100）。
APCQ（既出）は LH の支持に回った。
当時の首相は PLQ のジャン・シャレ（Jean Charest）、野党第一党党首は PQ のポリー
ヌ・マロワ（Pauline Marois）。
この裁判では、信教の自由を個人だけでなく団体にも認めるかという点も論点に
なったが、判決文は「決断が必要とは思わない」と慎重な立場を取っている（École
secondaire Loyola et John Zucchi c. Procureur général du Québec, 2015 CSC 12, §33）。
2009 年から 2012 年まで MLQ 代表を務めた。Cégep の哲学教師でもある。
PDF ケベックは、2013 年にケベック価値憲章が大きな議論を呼んだ際、ヴェールを
着用する女性の信教の自由を守る立場から憲章に反対した「ケベック女性連盟」（FFQ）
に異を唱えて分離独立する形でできた団体。国家のライシテと女性の尊厳を支持する
立場から、ヴェールを規制する憲章の支持に回った。
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【研究論文】

キム・チュイ作品に見られる相対化された
オリエンタリズム

L’orientalisme relativisé dans les œuvres de Kim Thúy
関

未玲

SEKI Mirei

Résumé

Comme le fait remarquer Daniel Chartier, la littérature migrante s’impose
comme un dispositif littéraire québécois, et tel un vigoureux acteur postmoderne.
Kim Thúy, qui a quitté le Vietnam en tant que boat-people à l’âge de dix ans,
installée actuellement à Montréal, se place dans ce cadre du développement littéraire
québécois depuis le succès de son premier livre Ru publié en 2009. Les recherches
consacrées à ses œuvres autobiographiques s’intéressent ainsi à clarifier son caractère
de transversalité culturelle.
Kim Thúy, écrivaine postmoderne, relativise les critères ethniques dans sa
stratégie soigneusement travaillée. Ru décrit la fragilité de la culture d’origine
sans avoir besoin, tout de même, de dramatiser un écart socioculturel. Chez Thúy,
le jeu de l’orientalisme déplace les différences communautaires dans les deux
sens, entre l’Occident et l’Orient. Cela procure une écriture atténuée de tous les
clichés ethniques. Marie-Hélène Urro estime que Thúy a ainsi acquis une écriture
transculturelle.
Dans cet article, nous aimerions analyser cette relativisation culturelle dans
l’écriture de Kim Thúy basée sur une esthétique soustractive. Les fragments construits
selon une poétique déconstructive, au fur et à mesure du courant des souvenirs de la
narratrice, produisent un maximum d’effet d’attente prolongée chez les lecteurs, afin
qu’ils perdent tous les repères temporaires, géographiques, historiques et culturels.
キーワード：アジア系ケベック女性作家、オリエンタリズム、アイデンティティー、
トランスカルチャー、相対化
Mots-clés : écrivaine québécoise d’origine asiatique, orientalisme, identité, transculture,
relativisation
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1.

序
1980 年から 1990 年にかけてケベックでは次々と移民作家が作品を発表し、文

化の横断を模索するような文学作品が上梓され 、ロベール・ベルエ＝オリオル
（Robert Berrouët-Oriol） の 提 唱 に よ り「 移 動 文 学 」
（écritures migrantes） と 呼 ば れ
るようになる（Berrouët-Oriol, 1986-1987, p. 70）。ダニエル・シャルティエ（Daniel
Chartier）が指摘するように、移動文学の動きはケベックにおいて重要な核を成し、
ポストモダニズムの支柱を成すものとなった（Chartier, 2002, pp. 304-305）。ベトナ
1

ムからボートピープルとしてケベックに渡り、現在モンレアルに在住するキム・
チュイ（Kim Thúy）の小説も、現代ケベック文学の主潮を担う作品として、ポスト
モダニズムの観点からこれを論じる研究書も多い。ポストモダニズムを体現するか
のように、キム・チュイ作品にはオリエンタリズムを脱構築してゆくさまが、如実
に描かれている。周知のごとくパレスチナ系アメリカ人のサイード（Edward Said）
は『オリエンタリズム』（Orientalism, 1978）のなかで、東洋研究を歴史的な観点か
ら検証し、「政治的」な「表象」であると結論づけた。
したがって、オリエンタリズムのなかに現われるオリエントは、西洋の学問、
西洋人の意識、さらに時代が下ってからは西洋の帝国支配領域、これらのなか
にオリエントを引きずりこんだ一連の力の組み合わせの総体によって枠付けら
れた表象の体系なのである。オリエンタリズムについてのこの定義が、いずれ
かといえば政治的色彩を帯びているように見えるとすれば、それは、オリエン
タリズムそれ自体が政治的な力と行動とによって産み出されたものである、と
私が考えているからにほかならない。（サイード、1993、下巻、pp. 14-15）
サイードが『オリエンタリズム』を刊行してからすでに 40 年の時を経て、オリ
エンタリズムという「政治的」「表象」は、ベトナム出身のキム・チュイによって
いとも軽やかに相対化される。その表象性を糾弾することもなく、むしろ積極的に
これに加担さえしているように見えるチュイ作品の登場人物は、否定的側面も含め
たオリエンタリズムの新たな解釈の広がりを示唆しているように思われてならな
い。メタレベルで描写されるチュイ作品のオリエンタリズムは、東西文化の差異を
受け止めながらも、このような差異を相対化し、克己してゆくような俯瞰的視点を
伴ってこそ、可能となったのではないだろうか。
本論では先行研究を踏まえながら、チュイ作品に描かれる相対化されたオリエン
タリズムを分析するとともに、それを成立させる一人称の描写と、極限までに削ぎ
落とされ、断片化されたエクリチュールの特徴について明らかにしてゆきたいと思
う。
2.

文化的差異の相対化
2009 年、『小川』（Ru）にて作家としてのキャリアをスタートさせたキム・チュイ
は、デビュー作にて RTL Lire 賞、カナダ総督文学賞、ラ・プレス紙の大衆賞、アル
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シャンボー文学大賞を受賞し、一躍名を馳せることになった。その後も定期的に出
版を重ね、2011 年にはパスカル・ジャノブジャック（Pascal Janovjak）との共著で
À toi（
『あなたへ』）を、2013 年には戦時下に生まれ、3 人の母を持つことになった
主人公マンの物語 Mãn（『マン』）を、2016 年には 同じく主人公ヴィをタイトル名
とした Vi（
『ヴィ』）を、そして 2017 年には Le secret des Vietnamiennes（『ベトナム
人女性の秘密』
）を上梓する。キム・チュイ作品は、作家自身が明言しているよう
に全くのフィクションであるとは言え、彼女の半生や家族の物語が色濃く反映され
た内容となっている。ベトナムとケベックという 2 つの文化を、時空を超えて往き
来する主人公の記憶と体験から織り成される物語は、ボートピープルとしてケベッ
クに渡った作家自身の人生を思わせる。しかし物語は時系列的な構成によって語ら
れるのではなく、記述は断片的で、節から節へと自由な語り口によって紡がれ、時
空を超えて経過した年月と、1 万 3767 キロの隔たりを、幾度となく横断する。2017
年 9 月に行われた FIPF（国際フランス語教員連合）アジア太平洋地区大会での講演
会のなかでキム・チュイは、彼女の文体が断片的であると指摘されることも多いけ
れど、自らのなかでは創作に先立って物語の全体像が見えた上で、書き始めていく
2
と説明している 。
キム・チュイの小説は比較的まだ若い作品ということもあり、ケベックにおける
学術的な先行研究はそれほど多くはないが、論じられる際はアジア系の移民作家と
いう括りで他のアジア出身の作家と比較分析した研究が主となるため、東西文化の
拮抗というテーマに焦点を当てたものが多い。ジヤン・ヤング（Ziyan Yang）の論
文「東洋という自己民族誌学的な場を見失うために―アジア系ケベック作家 4 人
のアイデンティティー表象の研究」（Yang, 2014）では、キム・チュイ作品をイン・
チェン（Ying Chen）、アキ・シマザキ（Aki Shimazaki）、ウーク・チョング（Ook
Chung）と比較しながら分析が試みられている。ヤングの研究では、出身国と受け
入れの地ケベックという東西文化の狭間で、自らのアイデンティティーを模索する
際に、4 人の作家に共通して経験される苦悩に論点が絞られる。彼はたとえば 4 人
の作品を、次のように特徴づける。
今や虫の息となった、失われた過去の痕跡に直面する後継者としての登場人
物が、生き残ってきた種々の道のりを強調するため、汎アジア的共同体の意味
を強化する代わりに、東洋文化の遺産である輪廻という概念までもが記憶と忘
却の弁証法に加わる。問題となるのは、チェンにおいては生命の繰り返しに
対する不安であり、シマザキにおいては「過去の亡霊」のよみがえりであり、
チョングにおいては、失われた起源を再び見出すため、アルツハイマー患者と
いうやり方で忘却するという点であり、チュイにおいては、生き残りの倫理と
しての記憶という責務である。（Yang, 2014, p. 275）
ヤングはそれぞれの作家の特徴を互いに差別化しながら論じているが、東洋文化
の象徴である「輪廻」を 4 人の作品に共通するテーマとして挙げる。記憶と忘却の
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狭間で、繰り返し蘇る過去は、東洋文化の象徴である「輪廻」という共通項を通し
てアジア系作家の作品を貫くモチーフとなっていることを彼は指摘する。さらに繰
り返し浮かび上がる過去を、移民の置かれた不安定な現状との関係性から、ヤング
は説明している。
虚構的な、自伝的エクリチュールは、記憶と忘却の青写真であることが判明
する。それは民族的遺産の要求と彼らの自己創出との折り合いを付けるためで
あり、移民にとって不安定な現在と失われた過去の妥協点を交渉するためでも
ある。（Yang, 2014, p. 275）
ヤングの論文ではこのようにシマザキ、チェン、チョングとチュイの作品を比較
分析しながら、アジア系作家に共通するエクリチュールの特徴を集約していくこと
に主眼が置かれる。そのためチュイ作品においても、東西文化の拮抗がもたらすア
イデンティティー追究の着地点として、出自継承という側面から「民族的遺産」と
いうテーマが強調されている。キム・チュイ作品にはヤングが指摘するようなアイ
デンティティーの苦悩がたしかに描かれているが、サイードが『オリエンタリズム』
で指摘していたように、そもそも現実のベトナムとベトナム表象との乖離や、ベト
ナム表象を相対化するケベックそのものの文化表象が、確固とした東西文化の差異
を担保し続けているのか、まずはもう一度確認することから始めなければならない
のではないか。
たとえば『小川』のなかでは、カナダ女性の身のこなしを獲得した主人公グエ
ン・アン＝ティンが、仕事のために再び訪れた祖国ベトナムにおいて、自らがベト
ナム出身であると主張しても信じてもらえないシーンが描かれている。
しかし一度知ってしまったアメリカン・ドリームはまるで接ぎ木のように、
突起物のように、もはや私たちから離れることはない。ハイヒールにタイトス
カートを履いて、アタッシュケースを手に、ハノイにある恵まれない子どもた
ちの（調理や給仕の）実習用レストランを初めて訪れたとき、私のテーブルに
ついた若い店員はなぜ私が彼にベトナム語で話したのか理解できなかった。最
初私は、彼が私の南訛りの言葉がわからないために理解できないのだと思って
いた。しかし食事が終わる頃に、彼は私に無邪気に言ったのだ。ベトナム女性
3
にしては、あなたは太り過ぎているのだと 。（Thúy, 2009, p. 86）
モンレアルにおいては、主人公がはアジア系ケベック人というアイデンティ
ティーを有しているにもかかわらず、ベトナムにおいてはその身体がもはやベトナ
ム女性として受け入れてはもらえないという事実を、グエン・アン＝ティンは突き
付けられる。カナダでの移住生活が長くなった彼女は、ベトナム店員の想定するベ
トナム女性の規格外にある身体表象をすでに身に付けてしまっている。
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後になってから私は理解したのだが、彼は私の 45 キロの体重のことを指し
ていたわけではなく、私に厚みを持たせ、太らせ、重くさせたこのアメリカ
ン・ドリームについて語っていたのだ。アメリカン・ドリームのおかげで、私
の声は落ち着きを払い、身振りは堂々となり、私の欲望は明確となり、歩みは
速さを増し、眼差しは強さを持つようになった。アメリカン・ドリームは私に
全てを獲得することができると信じさせてくれた。
（Thúy, 2009, p. 86）
移住後、ケベックにおいてはベトナム出身という出自が自らを規定してきたにも
かかわらず、その規定がもはや現代のベトナム人というカテゴリーからは外れてし
まったことをグエン・アン＝ティンは思い知る。ここで問題となるのは、「太り過
ぎ」と指摘された体格にもまして彼女の 1 つ 1 つの所作であり、堂々とした身のこ
なしであり、自らの望みを内在化させ、未来を期待し、夢見ることができるという
目に見えない「特権」を身にまとう彼女の立ち振る舞いである。と同時に主人公は、
これまでカナダの地において自己規定の基盤をなしていた東洋出身という指標が、
ベトナムを離れ久しくなるなかで形骸化してゆき、過去を引きずり今や亡霊となっ
た偽りの姿、すなわちサイードの呼ぶ「オリエンタリズム」という「表象」へと化
していたことに気づくのだ。ベトナムが、知らぬ間に西洋という規範のなかで濾過
され、再び産み落とされ、彼女の過去に巣食い、独り歩きし、大きくなっていたこ
とを、グエン・アン＝ティンは思い知る。サイードは、オリエンタリズムを支える
「規則化され」、予め方向付けされた「ヴィジョン」について指摘する。
オリエンタリズムとは、オリエントに対して適合的だと装ったさまざまの要
請・パースペクティヴ・イデオロギー的偏見によって支配されるものとしての、
規則化された（つまりオリエント化された）作品・ヴィジョン・研究の一様式
であるとみなすことができる。（サイード、1993、下巻、p. 14）
グエン・アン＝ティンは自身の自己規定が、実体にそぐわない、ある種の規格に
則った「ベトナム人」という表象に基づいていたことに気づかされる。しかし彼女
は、この事実を前にして悲壮感に打ちのめされることもなければ、これを否定する
ことも、唾棄することも、また甘んじることもない。ベトナム人店員は、グエン・
アン＝ティンの内在化してしまったオリエンタリズムという幻想を、最終宣告する
形にはなるが、チュイのエクリチュールはそのことに重きを置かず、告発されたオ
リエンタリズムは行き場を失う。
しかしこの若い店員が、すべてを私が手にすることはできないということを
思い出させてくれた。私はベトナム人ですと、もはや主張する権利を私が持た
ないということを。（Thúy, 2009, pp. 86-87）
出自の喪失を宣告するアイデンティティー・クライシスの一節は、不思議なこと
37

に大きな余白を残したまま一旦閉じられる。物語のクライマックスとも成り得た
シーンで言葉は呑み込まれ、根無し草となったグエン・アン＝ティンの次の一歩か
ら、物語は仕切り直され、彼女の独白へと続いてゆく。ベトナム人という表象を気
づかぬうちに身に纏っていた自身を責めることも、オリエンタリズムの欺瞞に打ち
のめされることもなく、主人公は文化的、地理的、民族的、共同体的規範の存在を
受け入れながらも、それを越えるべく新たなアイデンティティーの規範を作り上げ
ようと立ち向かい、これを謳うのだ。
このことがあったのと同じ時期、上司がモンレアルの新聞記事を切り抜いて
いた。その記事には「ケベック」はコーカソイドのものであり、私の切れ長の
目は自動的に除外カテゴリーに分類されてしまうということだった。たとえケ
ベックが私にアメリカン・ドリームを与えてくれていたとしても、それも 30
年も注ぎ続けてきてくれたとしても。では、誰を愛せというのだろうか？誰も
愛さないか、どっちも愛するか？私はどちらにも属さないで、両方愛すること
に決めたのだ。（Thúy, 2009, p. 88）
祖国と、第 2 の祖国のどちらにも十全には同化することができなくとも、グエ
ン・アン＝ティンは 2 国間の間で立ち往生することなく、ケベックにおいてはオリ
エンタリズムを身にまとい、ベトナムにおいてはアメリカン・ドリームに包まれた
者として生きることを受け入れ、また自らこれを選択する。表象を告発することに
満足するのではなく、この表象という現実を戦略的に、積極的に生きる決意を、主
人公はここで示しているように思われる。真田桂子は、チェンやシマザキと比較し
ながら、チュイ作品の特徴を次のように挙げる。
それぞれの文体に大きな違いはあっても、チェンもシマザキも、祖国にも受
け入れの地ケベックにも完全には同化せず、二つの世界の狭間を揺れ動きなが
ら、その文学において、いずれの世界にも属すことができない「不可能性」の
うちに独自の地平を切り拓こうとした。そしてそこにこそ、いわゆる「移動文
学」の作家たちに共通する美学があったと言えるだろう。
一方、チュイにおいては、10 歳というまだ子供の頃にケベックに受け入れ
られた状況は、祖国ベトナムと移住の地ケベックの双方に愛着を持ち、二つの
世界を補完的に受け入れることが可能になったと思われる。実際、作家は、自
らがベトナムとカナダという二つの世界を生きる折衷的な存在であるという事
実を強く意識するのである。（真田 , 2017, p. 62）
真田が指摘するように、チュイ作品に見られる「折衷」的側面は、2 つの文化に
属すことも、また両者を否定して独自の世界観を築き上げるのでもなく、両者の差
異を互いの他性として認めながらも 2 つの文化を自由に横断するチュイ独自の共同
体観を示していると言えるだろう。オリエンタリズムもアメリカン・ドリームもと
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もに幻想に過ぎず、リアリティーを伴わないものであることをグエン・アン＝ティ
ンは知っている。そのうえで彼女は「表象」であるこの仮想空間を、自らの生きる
場所として定位するのだ。チュイは横断という行為によって、自らの居場所をその
都度構築してゆく。コーマルタンはこのようなチュイの登場人物を、「異邦人」と
して論じている。
文化の中で異邦人であること。すなわちそれは、大義においてはある明確な
場所から、自らが身体的にも象徴的にも浮き出てしまっており、社会との絆が
断たれていることを自覚することである。世界は広大で見知らぬとさえ言える
場と化し、これを知るべき必要はある。しかしこの場所に驚かされ続けるだろ
うし、さらにこの場所は不安定で、均衡を欠いたエクリチュールによってしか、
理解することはできないのだ。（Caumartin, 2013, p. 76）
コーマルタンはキム・チュイ作品を、ケベック文化における主人公の困難な自己
確立を描いた作品として捉え、「異邦人」であるという絶対的な他性を、主人公の
アイデンティティーとして論じている。しかしチュイ作品の主人公は必ずしも、他
性を引き受けた「異邦人」としての地位にとどまっているわけではないように思わ
れる。さらに踏み込んだ形で、異邦人であり続けることに異議申し立てをし、文化
の差異を担保しながらも表象の相違として捉える語りを創出しようとしているので
はないだろうか。すでに見たように『小川』で描かれるのは、自らのオリエンタリ
ズムに欺かれた主人公グエン・アン＝ティンの戸惑いながらも、ベトナム人として
の出自に固執することなく、かと言ってケベック人としてのアイデンティティーを
求める姿でもない。ベトナム人という出自を失ったグエン・アン＝ティンの落胆に
ついては、チュイは空白によってこれを描かないまま、主人公の新たな一歩に次の
エクリチュールの始まりを委ねるのだ。ケベック人でも、ベトナム人でもないアイ
デンティティーがこうして形成されてゆく。私たちは次に、チュイ作品に見られる
このようなアイデンティティーがどのような形で描写されているのか、固有名との
関係性から見てゆきたいと思う。
3.

一人称「私」の表象
作家自身と同様、申年（1968 年）にサイゴンに生まれた主人公グエン・アン＝
ティンは、ボートピープルとしてカナダに亡命し、ケベック州のグランビーに、つ
いでモンレアルに移り住む。彼女の人生は、母の人生を生き直すという宿命ととも
に誕生したことが、冒頭で語られる。
火花で装飾された空の陰で、光の花で彩られ、ロケット弾や銃弾が横切って
いた空の陰で、私は生まれた。私の誕生は、失われた命の代わりを果たすとい
う使命を持っていた。私の人生は、母の人生を続けるという責務を持っていた。
（Thúy, 2009, p. 11）
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冒頭の語りは、戦禍で失われた多くの命を想起させるとともに、グエン・アン＝
ティンの人生が、母の失われた人生を埋め合わせるために誕生したことを告げる。
すでに見たように彼女がいとも簡単にベトナム人としてのアイデンティティーを諦
めてしまったとすれば、そもそも自らの人生に対する極めて希薄な同一化が、影響
を与えたと言うことができるだろう。母の人生を継ぐという彼女の宿命は、名前に
も刻印されている。
私の名はグエン・アン＝ティン（Tịnh）で、母はグエン・アン＝ティン
（Tĩnh）という。私の名前は母の単なるヴァリエーションに過ぎず、i の下にあ
る点だけが私を彼女から区別し、識別させ、切り離している。私は母の延長で
しかなかったし、名前の意味においてもそうだった。ベトナム語で彼女の名前
は「平穏な環境」であり、私の名前は「平穏な内面」という意味を持つ。この
ほとんど入れ替え可能な名前によって、母は私が跡継ぎであり、彼女の物語を
継続させるのだという思いを堅固にしていた。
ベトナムの歴史は母の計画を頓挫させてしまった。30 年前に彼女が私たち
にタイランド湾を渡らせたときに、水上で彼女は名前のアクセント記号を捨て
てしまった。名前からその意味までも取り去り、フランス語で発音されると外
国語の響きを持つ風変りな音へと還元してしまった。
（Thúy, 2009, p. 12）
ベトナム語特有のアクサン記号はタイランド湾に沈められ、主人公グエン・アン
＝ティンの名は母と寸分違わない名前を持つことになる。意味を伴わない「音」と
化した「グエン・アン＝ティン」の響きに埋もれるように、主人公のアイデンティ
ティーに対する執着はさらに希薄化し、それを問うことの重要性ももはや問われな
くなる。亡命の地にあって「生き残る」という最大の課題の前に、固有名が象徴
するアイデンティティーの追求は二義的な問題でしかない。さらにグエン・アン＝
ティンは、従姉のサオ・マイの陰となることを望む。
幼少期のあいだはずっと、従妹のサオ・マイが常に私に代わって話してくれた。
私は彼女の陰だったから。同じ年齢、同じクラスで同性なのに、彼女の顔は明る
く、私の顔は暗く、陰の顔であり、沈黙の顔をしていた。
（Thúy, 2009, p. 28）
グエン・アン＝ティンはスポットライトの当たらない陰として、サオ・マイの後
ろに身を潜める。しかし彼女は陰であることを厭うことも、光に重きを置く規範に
縛られることもない。サオ・マイという登場人物が体現する価値判断は、グエン・
アン＝ティンにとって不充分な基準でしかない。光と同時に陰に対しても開かれる
位相こそ、自らにとって相応しい居場所と考える。母はそんな主人公をたしなめ、
光の下へ出てくるよう叱る。

40

キム・チュイ作品に見られる相対化されたオリエンタリズム

なおも目立たぬようにしている私を見て、母はしょっちゅう怒った。陰から
出なければいけない、光が当たるように、凹凸の張り出ている部分に働きかけ
なければいけないと言った。母が私を陰から、私自身の陰から引きずり出そう
とするたびに、私は憔悴するまで涙の渦に身を溺れさせた。
（Thúy, 2009, p. 62）
プリンセスとして扱われたサオ・マイとは対照的に、主人公は陰であり続ける。
母と同じグエン・アン＝ティンという名が、彼女固有のアイデンティティーを保証
し得ないのと同様、サオ＝マイの陰を離れ、光を受けたとしても、そのことで彼女
のアイデンティティーが保証されはしないということをグエン・アン＝ティンは理
解している。と同時にサオ＝マイの陰というアイデンティティーが、逆説的にただ
一人主人公だけに許され、身を置くことのできる場であることもわかっている。小
説の最終部に置かれる一節には、最後までサオ・マイの陰であり続け、そのことを
肯定的に受け入れ続ける主人公の姿が描かれる。
私は今でもサオ・マイの陰であるが、そのことを気に入っている［…］。私
が彼女の陰だったからこそ、彼女は自らの身を危険に晒すことなく、不安や恐
怖、疑いを私に打ち明けることができたのだ。（Thúy, 2009, p. 140）
チュイ作品においては、主人公は自らを誇示することも、過度に主張することも、
また否定することもなく、たとえ陰のような存在であったとしても、自らで在り続
けることができる。ベトナム人であることにも、ケベック人となることにも拘泥
しない主人公は、サオ・マイの陰という二義的な役割を、自己実現の場として規定
し、そのことによって語りの位相においては、サオ・マイの内面を引き出す重要な
役割を担うのだ。このような主人公の消極的とも取れる相対化されたアイデンティ
ティー像は、『ヴィ』においてもみられる。
たしかに私は、教室の後ろに島流しにされた軽率な生徒たちと比べて、模範
生だった。少なくとも、もっとも繊細だったとは言えるだろう。というのも
「ヴィ」に、つまり顕微鏡で見ないと分からないほど小さい少女になれるよう、
最善を尽くしたからだ。目に見えない少女に。（Thúy, 2016, p. 29）
チュイ作品におけるアイデンティティーは、消極的な方法で模索される。それ
は、別の人物との、あるいは異なる文化との関係性のなかで辛うじて生まれること
が可能となるような、相対化されたアイデンティティーと言っても過言ではない。
アンヌ・コーマルタンは、『小川』に描かれる「狭間」に注目し、
「人と人の間に存
在する」この「空間」にこそ「政治」が「生まれる」と指摘する（Caumartin, 2013,
p. 76）
。チュイは東西文化を横断する軽やかな文体の下で、戦略的に「狭間」とい
う「政治」的「空間」を描き、これを克己し、「オリエンタリズム」という政治的
表象と正面から向き合っていると言えるのではないか。母やサオ・マイとの関係性
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の「狭間」で、トランス・アイデンティティーともよべる自己規定の枠を越えた外
部へと主人公は身を投げ出し、その身を拡張させながら、自らの場を画定しようと
努める。チュイ作品では、アイデンティティーの相対化を通して、人物間の関係性
や文化相違の間隙に、差異を無化する位相が獲得される。次に私たちはチュイ作品
に見られるこのような相対化について、文体にも注目しながら見てゆきたいと思う。
4. 抑制され、削ぎ落された文体
『小川』の中で描かれていたオリエンタリズムの相対化は、Vi においても見出す
ことができる。日本料理店で働くベトナム出身の兄が、いかに日本という幻想をス
パイスしながら調理をしてゆくのか、そしてまた彼が日本というエキゾティシズム
を客に提供するのと交換に、彼自身の立身出世という夢がもたらされるのか、残酷
なほどの明快さで記されている。
私のヒーローである兄は、日本食レストランのオーナーに彼を雇ってくれる
よう説得した。初め、兄はウエイター補佐だったが、すぐに IH の後ろにある
調理器具長のポジションまで昇進した。彼は会食者たちを神戸までの旅へ誘っ
たが、自らは神戸に足を踏み入れたことなど一度もなかったのだ。彼が食材を
取り扱うアクロバティックなやり方は、日本人というアイデンティティーを彼
に与えた。一方では顧客たちがエキゾティシズムの夢を養い、他方では兄のロ
ンが彼自身の夢の実現に向かって歩んでいたのだ。（Thúy, 2016, pp. 49-51）
兄は自らに与えた日本人という偽りの称号によって、偽りの日本食をプロデュー
スし、神戸までの疑似旅行を顧客に提供する。客はヒーローである兄に、彼の作り
出す「和食」の正当性を問い正すこともなく、まだ見ぬ神戸の幻想と合致したとい
う理由から、その対価としてロンの夢を後押しする。兄と顧客をつなぐのは神戸の
実体を伴わぬ「表象」である。作家は、ロンが「神戸に足を踏み入れたことなど一
度もな」いと、わざわざ一言付け加えるが、神戸のリアリティーを欠いた神戸への
食の誘いは、置き去りにされたオリエンタリズムの欺瞞を一笑に付す、キム・チュ
イの戦略的エクリチュールとも言える。この告発され、宙づりにされたオリエンタ
リズムこそ、軽やかさを織り交ぜながら文化相違の規定をいともたやすく相対化
してしまう、チュイのエクリチュールを象徴している。マリー＝エレーヌ・ユロ
（Marie-Hélène Urro）は、異文化を横断してゆくキム・チュイの小説が「移動文学」
を越え、トランスカルチャーなエクリチュールに至っていると指摘する。
移動文学からトランスカルチャー文学または世界文学への移行は、すなわち
亡命者の強いられた変化から、世界を発見するために移動を行う、移住する主
体の自己実現化への移行でもある。キム・チュイ作品はケベックとカナダにお
けるこの文学的（より広範には社会文化的）変遷を、まさに具現化していると
言えよう。作家と彼女の作品を取り巻くメディアの現象も同様に、この考えを
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強化することにつながっている。チュイ作品は、多くの点から移動文学という
ケベック文化のなかに位置づけられるものだが、
『小川』、『あなたへ』、『マン』
は、主題からも主題以外からも、この枠を超え、トランスカルチャー性という
現代の理論により近づく。（Urro, 2014, p. ii）
チュイ作品は東西文化の差異を浮き彫りにすることに留まらず、差異を生み出す
装置としてのオリエンタリズムを脱構築することが試みられ、文化の指標が相対化
されてゆく。そのためチュイの描く登場人物は、文化的な「変化」を「強いられ」
る「亡命者」の身分では飽き足らず、ユロが指摘するように「トランスカルチャー」
な視点を獲得するようになるのではないか。ジュリアン・ドゥフレイユ（Julien
Defraeye）の論文「現代ケベック小説とその時間的二重構造」では、記憶のなかに
ある過去と、過去を語る現在という時間の二項対立から、作品の構造分析が行われ
ている。ドゥフレイユは 2009 年から 2011 年にケベックで刊行された文学作品を分
析対象とし、この時期の移動文学作品について、とりわけ共同体との関係から自ら
のアイデンティティーを模索する登場人物について論じている。キム・チュイ作品
のなかでは 2009 年に出版された『小川』のみを取り上げているが、ドゥフレイユ
は語り手の現在と主人公の過去という 2 つの時間の錯綜を読み解きながら、出自で
ある祖国を過去の物語とし、また現在登場人物の住むケベックを語り手の現在と結
びつけることで、両者を比較する「語り」の時間構造を明らかにしている。
トラウマとなった経験は、トラウマ以前と以後に介在する時間軸を切り離し
てしまう。キム・チュイは『小川』のなかで、ケベック州のグランビーにいる
現在と、1970 年代末のベトナムの狭間で身動きが取れなくなってしまった物
語の語りを示してみせる。主人公グエン・アン＝ティンは回顧的な方法でベト
ナムでの過去と、祖国からの亡命について、あれこれ思案する。しかしなぜゆ
えに、移住という図式の上で、硬直してしまうのか？単にディアスポラの移動
以上に、トラウマがエクリチュールの経験とともに語りの二重時間軸を作り出
す。
（Defraeye, 2013, p. 16）
ドゥフレイユは断絶してしまった過去と現在という 2 重の時間軸の錯綜をチュイ
のエクリチュールの特徴として挙げ、トラウマの経験が両者を分け隔てる要因であ
ると指摘している。しかし重層的なキム・チュイの時間軸は、トラウマを起点とし
続けることをやめ、また過去と現実という 2 つの時間軸の差異をむしろ消し去って
いるようにさえ見える。
チュイの作品は、いくつもの断章から成ることが多く、それはときに 1 頁を埋め
ることさえない。凝縮され、選び取られた一節が、その最大の効果を及ぼす瞬間
に、次の一節へと物語は進んでしまう。言い尽くせないシーンを、語ることによっ
てではなく、余白として残すことで、読者はその深奥を想起しながら距離を超え
て、差異を越えて、主人公とともに時空を横断する。時空の距離を埋め、東西文化
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の相違を戦略的に解消する文体として、レティサンスに富む簡潔で、断片的なエク
リチュールが、年代に捉われることも、地理に縛られることもなく連なってゆくた
め、読者はもはやそこが過去なのか、それとも現在なのかを問うことは無意味であ
り、ベトナム人であるかケベック人であるか自問することをやめる主人公グエン・
アン＝ティンや、マンや、ヴィが等身大のアイデンティティー像を新たにつくる姿
勢にエールを送りたくなるのだ。オリエンタリズムという規範を乗り超えるだけで
はなく、これを瓦解し、無化することで、チュイの主人公は文化横断という狭間で
あり間隙に身を置くのではないか。『小川』のなかでも、もっとも胸を打つベトナ
ム人の母の涙のシーンは、グエン・アン＝ティンの次男アンリの描写から展開する。
息子のアンリも、家出をする。［…］この水辺まで走ってくると、流れによっ
て生まれる波動の規則的なリズムと恒常的な動きに、彼は陶酔し、心を落ち着
かせ、守られる。私は彼を混乱させないよう、邪魔をせず、攻撃せずに歩いて
彼の後をつけて行くために、彼の陰のなかで、陰になることを学んだ。
［…］
しかし一度だけ、ほんの一瞬目を見失っただけで、彼がかつてないほど熱狂に
浮かれ生き生きとした様子で、何台もの車の前に身を投じるのを目にすること
になってしまった。彼の予想外の、滅多にないような喜びようと、バンパー上
の、空中に投げ出される彼の身体を見てしまうという恐怖で、息が出来なく
なった。衝突の目撃者となることを避け、自分がこの事実から生き長らえるこ
とができるように、目を閉じて、歩調を緩めてしまうべきだったのか？私の母
性が心臓を破壊し、膨張させ、息切れさせ、胸郭の外へ飛び出させたとき、私
は長男のパスカルが、どこからともなくやって来て、大通りの分離帯の刈り立
ての芝生の上に、弟をかくまうのを見た。ぽっちゃりとした小さな腿に、薄ピ
ンク色の頬をして、まだ小さな親指を天に向けたポーズを取りながら、パスカ
ルはまるで天使のように弟に舞い降りたのだ。（Thúy, 2009, pp. 134-135）
サオ・マイの陰として生きてきた主人公は、今度は自閉症の次男アンリを遠くか
ら見守るために、彼の陰となることを学ぶ。他人の「肌の匂いや、声の強さ、髪質
や、心臓の鼓動が代わるがわる、彼を傷つけ」（Thúy, 2009, p. 17）てしまうために、
アンリの視界に入らぬよう、グエン・アン＝ティンはここでも見えない存在となる。
しかし彼女はアンリの予期せぬ行動を前にして、「目に見えない存在」と化してい
た人物が、もう 1 人いたことに気づくのだ。アンリの死が脳裏を横切り、恐怖で身
動きすら取れなくなった瞬間、兄のパスカルがふと弟のもとに「舞い降り」、グエ
ン・アン＝ティンの視界は、助かった次男とポーズを取る長男で埋め尽くされる。
そして、もう１つ別のイマージュへと重なってゆく。
私は 2 人の息子を腕に抱きながら喜びに泣いたが、私が泣いたのはまた、息
子の死刑執行を目撃してしまった別のベトナム人の母親の苦悩のためであっ
た。彼女の幼い息子は、死の 1 時間前には、革命を準備するために、レジスタ
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ンスに協力するために、伝言を男性から男性へ、手から手へ、隠し場所から隠
し場所へと運ぶために髪を風になびかせて田んぼを走って横切ったのであり、
それはまた時には、素朴な愛の言葉を届けるためであることもあったのだ。
（Thúy, 2009, p. 135）
グエン・アン＝ティンの喜びと苦悩は、ベトナムとケベックを越え、過去と現在
の時空を越えて母の涙のなかで 1 つのシーンへと収斂し、息子を失った全ての母の
１つ１つの苦痛の数多ある物語へとつながってゆく。息子のアンリはたしかに生き
残ったのだが、グエン・アン＝ティンはベトナム人の母親の喪失を一方で分かち合
う。彼女は今後、息子の死を確信した絶望の瞬間から、生き残りという逆算的な時
間を生きてゆくことになるだろう。それは現在にも過去にも属さない、超域的な時
間である。そしてこの地理的、文化的、時空を超える時間は、ケベックの地に存在
しないばかりでなく、ベトナムにおいてさえ消し去られてしまうことが、畳みかけ
るように追記される。
兵士たちは彼を殺した。彼のか細い身体は土壌に倒れ込み、一方の兵士たち
はガムを噛みながら去って行った。母は、息子の足跡がまだついたばかりのあ
の田んぼを走り抜けた。空間を引き裂いた弾丸の大音にもかかわらず、風景は
変わらないままだった。（Thúy, 2009, p. 135）
愛する息子の死という悲劇でさえ、ベトナムの田園風景には影響を及ぼすことも
できず、母の悲しみのなか以外に亡くなった息子の記憶が刻印される場所は、もは
やない。「走ら」（Thúy, 2009, p. 135）ずにはいられない母と、何一つ変化を受けな
い風景の生々しい程のコントラストが、息子の死を「語られ得る」物語へと変えて
ゆく。彼の死が刻印されるのは、ベトナムでもモンレアルでもなく、時空の横断に
ある「狭間」においてであり、息子の死が語られる、その語りの瞬間のうちにのみ
立ち現れることが許される時間である。チュイは母の苦悩を内面から描写すること
も、言葉を重ねて雄弁に語ることもしない。1 頁に凝縮され、記された息子の処刑
のシーンは、次の 1 節に引き継がれることなく、まるで全く別の物語が新たに始め
られるかのように、次のエピソードへと移ってゆく。人生の苦悩の瞬間が、抑制さ
れた言葉のなかで煎じられ、削ぎ落され、文体は益々簡潔となってゆく。記憶から
記憶へと幾層にも錯綜してゆくチュイの文体は、地理的隔たりと文化間の相違を超
越する時間の間隙においてこうして可能となる。主人公は息子を失わず、ベトナム
の母は息子を失ったが、チュイの作品のなかではここに決定的な差異はない。息子
の死は、グエン・アン＝ティンにとってたんなる表象ではなく、疑似体験でもな
く、いつかは訪れるアンリの死という前未来的時間の瞬間そのものである。このと
き「表象」はリアリティーを裏切りながらも、主人公の息子の死という時間を、た
しかに生み出したと言えるだろう。
永遠に奪われてしまった小さな命を前に、描かれることの無い無数の母の悲しみ
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が、書かれずとも浮かび上がる。抑制され、削ぎ落された文体のなかで、断章と断
章の隙間を埋める余白がエクリチュールの不在とともに、文化的・社会的記憶のな
かで声にならなかった母の絶望を、沈黙のなかに現出させるのだ。息子を失った記
憶は、ベトナムの母親固有の記憶から共有される記憶へと生まれ変わり、時空を超
えた悲しみそのものへと昇華する。相対化された悲しみを広く開かれたものとする
ためにこそ、チュイの文体は間隙を含みながら言葉を呑み込み、イマージュからイ
マージュへと断片化してゆくと言えるのだ。
5.

結論
私たちはこれまでチュイ作品に見られるオリエンタリズムの相対化を、希薄化す
る一人称の表象と、沈黙を含む文体のなかに見てきた。オリエンタリズムという表
象は、実体とは異なる幻想を生み出すことが告発されるいっぽうで、チュイはこの
オリエンタリズムの触れるリアリティーの不在を逆手にとることで、実際には起き
ることのなかった息子の交通事故を、たしかに描き切っている。息子を失ったベト
ナム人の母とは対照的にグエン・アン＝ティンには、息子の死が訪れなかったこと
を読者は知っている。しかしまた、存在しなかった事故が、幻想空間のなかで一瞬
ではあれ、たしかに出現したことも知っている。それはいつかは訪れるであろう息
子の死を一方で受け入れる（想起する）行為であるとともに、時空を超え横断する
涙を流す母たちへとつながる瞬間でもある。チュイが、削ぎ落された文体によって
生まれるエクリチュールの不在という間隙を通して、文化差異を相対化することで
これを横断したたように、オリエンタリズムという表象の存在も相対化されること
で、リアリティーの不在にも増してこの横断性をチュイ作品にもたらしていると言
えるのではないか。チュイの描く文化相違が、帰属する場を失い、時空の狭間にお
いて頁の余白に置き去りにされるとき、トランスカルチャーという、特定の文化や
歴史や記憶に属さない、普遍的な位相が、まさに創出したと言えるであろう。
（せき みれい 愛知大学）
注
1

ジ ル・ デ ュ ピ ュ イ は « De l’interculturel au transculturel : les écritures migrantes au
Québec »（『ケベック研究』第 6 号、2014 年）のなかで、「移動文学」が間文化主義に
とどまらず、文化間の横断を可能とするようなトランスカルチャーな側面を持つ文学
へと発展していったことを指摘している。また、真田桂子も『トランスカルチュラリ
ズムと移動文学』において「移動文学」が、カナダ政府の掲げる多文化主義に対し、
多元的な視野を含んでいることを分析し、文化横断をもたらすトランスカルチュラリ
ズムをその特徴として挙げている。
2
2017 年 9 月 20 日から 24 日に行われた第 4 回 FIPF アジア太平洋地区大会にキム・
チュイが招聘され、21 日にアンスティチュ・フランセ関西 - 京都に於いて講演会
（Rencontre avec Kim Thúy）が行われた。筆者も司会者として参加した本講演では、彼
女が作家になるまでの過程や、海外での受容について話があり、自身の作品について
も言及があった。
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3

キム・チュイの Ru の引用ついては、山出裕子訳『小川』を参照した。
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Le pays de Gaston Miron
— « territoire de [sa] poésie »
ガストン・ミロンの国――「（彼の）詩の領土」
HAN Daekyun

ハン・デキュン

Résumé

Pour Gaston Miron le Québec est la terre où sa poésie est née, niée et
recommencée avant d’être achevée ou de rester à jamais inachevée. L’un des premiers
poèmes de Miron était intitulé « Des pays et des vents ». Par la suite quand il est paru
en 1963 dans la revue Liberté le titre était devenu : « Tristesse, ô ma pitié, mon pays »,
et enfin dans L’homme rapaillé publié en 1970, ce poème s’intitule « L’héritage de la
tristesse ». Toutes ces versions fort différentes l’une de l’autre témoignent de façon
explicite des avatars de l’écriture mironienne à l’égard de son pays : dans les années
1950, pour Miron la parole poétique devait naître du tellurisme du Canada français,
car « pour s’épanouir, une poésie a besoin d’une terre, d’un espace, d’une lumière,
d’un climat, d’un milieu où elle plonge ses racines ». Cet enracinement du poète
s’accompagnera dans les années 1960 d’un engagement littéraire quant à la situation
politique du Québec.
« Ce pays, quelle force d’inertie », Miron a-t-il écrit à son ami Claude Haeffely,
ce qui nous fait penser au pays natal d’Aimé Césaire. Il a dit d’ailleurs avoir ressenti
« l’effarente parenté » avec les œuvres de ce grand poète noir de la Martinique.
L’engagement de Miron a d’abord été pourtant d’ordre intellectuel et sa lutte
idéologique s’intéressait en premier lieu aux problèmes sociaux. À la suite de ces
« durs et longs combats intérieurs » qui le tourmentaient depuis la publication de
Deux sangs, il en arrive à choisir avec d’autres la prise en charge de leur destin dans
l’indépendance. Pour dégager son pays de la vie du « chiendent d’histoire depuis deux
siècles », Miron appelle tour à tour les « vents telluriques », les « vents de l’âme » et
les « vents universels ». Il avance ainsi en poésie à partir de ce qui est tellurique pour
aller vers l’universel, sans pour autant oublier le territoire où sa poésie a pris racine.
La poésie de Miron efface, comme l’a bien remarqué Meschonnic, la distinction
entre l’épopée et le lyrisme, et vise un lyrisme d’engagement. Miron, qui avait été
« dépoétisé dans [sa] langue » en vient à ouvrir à son pays une voie qui mène vers
48

Le pays de Gaston Miron – « territoire de [sa] poésie »

l’« avenir dégagé » – avenir qui n’est pas utopique, mais enraciné dans le Québec.
Mots-clés : Gaston Miron (1928-1996), pays, territoire de la poésie, nationalisme,
colonisation
Introduction
Gaston Miron est le poète national plutôt que le poète de la Nation. Par là,
on pourrait dire qu’il n’était pas l’écrivain représentant tant d’autres écrivains,
ni celui dont le rôle poétique serait d’imposer aux hommes, d’en haut, son génie
métaphysique du lieu ou d’une nation. Miron dit, dans sa prose intitulée Un long
chemin, « ce n’est pas le nationalisme qui importe, c’est la conscience nationale;
celle-ci ne peut être vivifiée qu’aux sources d’une culture nationale1 ». À propos
de la culture nationale, il faut rappeler les mots d’Aimé Césaire dans la conférence
prononcée le 11 avril 1972 à l’Université Laval, à Québec : « La culture nationale,
que l’on pourrait appeler tout aussi bien la culture du peuple tout entier [...] c’est la
création continuée des hommes qui constituent la nation2. » La poésie d’un poète
national pourrait être une telle création collective du peuple entier, et ce peuple
travaille ainsi afin de munir son pays de sa propre littérature. Miron dit : « La
littérature ici [...] existera collectivement et non plus à l’état individuel, le jour où elle
prendra place parmi les littératures nationales, le jour où elle sera québécoise3. » Par
ailleurs, en 1965 la revue québécoise Parti pris, revue de combat qui base son action
principalement sur la décolonisation et le socialisme, fait paraître un numéro spécial
avec le titre Pour une littérature québécoise. Ce numéro contient les textes d’André
Major, de Gérald Godin, de Paul Chamberland et de Jacques Brault, entre autres,
ainsi que la prose de Gaston Miron Un long chemin, que nous venons de citer. Pierre
Maheu, l’un des membres du comité de rédaction de la revue, déclare clairement dans
la présentation du numéro que « la littérature canadienne d’expression française (le
nom est aussi bâtard que la chose) est morte, si jamais elle a été vivante, et [que] la
littérature québécoise est en train de naître4 ». En juin 1959, Gaston Miron dit que
dans sa poésie, l’image ou la métaphore était « inventée, vue, et non pas vécue5 ».
Le long chemin mironien était à la recherche de l’authenticité de sa poésie – poésie
québécoise qui n’existera plus à l’état individuel, mais dans la vie collective du
Québec.
De l’inachevé à l’authentique
Pour Gaston Miron, le Québec est donc la terre où sa poésie est née, niée et renée,
ou recommencée avant d’être achevée ou de rester à jamais inachevée. Mais une
poésie pourrait-elle rester à jamais inachevée? Lors de la remise du prix Duvernay
1977, Miron lançait le leitmotiv qu’il n’a jamais remis en cause : « Tant que
l’indépendance n’est pas faite, elle reste à faire6. » De là, on pourrait dire que tant que
l’indépendance du Québec n’est pas faite, la poésie québécoise reste à faire.
L’un des premiers poèmes de Miron a d’abord été intitulé « Des pays et des
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vents ». Par la suite, quand il est paru en 1963 dans la revue Liberté, son titre était
devenu « Tristesse, ô ma pitié, mon pays ». Enfin dans L’homme rapaillé, publié
en 1970, ce poème s’intitule « Héritage de la tristesse ». Toutes ces versions fort
différentes les unes des autres témoignent de façon explicite des avatars de l’écriture
mironienne en ce qui a trait à son pays. À propos de ce poème, Gaston Miron a écrit
en 1958 à son ami Claude Haeffely : « [I]l y a peut-être cent versions; je ne sais pas
laquelle est authentique et laquelle ne l’est pas. Ce n’est plus un poème7. » En 1954,
il s’est demandé s’il ne se trompait pas sur « l’authenticité de [sa] poésie », en se
jugeant « écartelé entre la recherche et l’action8 ». C’est quelques mois plus tard
qu’il a envoyé à Claude Haeffely la première version de Des pays et des vents. Elle
commence par ces fameux vers : « Il y a des pays qui sont seuls avec eux-mêmes / et
que jamais le soleil ne rejoint » (c’est moi qui souligne). Quant à la deuxième version
faite en février 1958, Miron l’appelle la « version définitive » et dit : « [C]’est le seul
poème à proprement parler que j’aie écrit dans ma vie. Et je suis convaincu que c’est
aussi le dernier9. » À vrai dire, ce n’est pas du tout le premier, car les poèmes de La
vie agonique publiés en 1963 dans la revue Liberté ont été écrits entre 1954 et 1959.
Et d’ailleurs, on sait que cela ne pourrait jamais devenir le dernier poème. Miron
voulait exprimer combien il s’attachait à ce poème où il parle des pays, tant le pays
lui est cher. Il faut pourtant remarquer que dès le titre et dans le poème, le mot pays
est au pluriel, ce qui signifie que Miron n’y précise pas un pays spécifique, mais le
pays général. Dans les parutions des années 1960, le poète désigne clairement son
pays au singulier.
Miron ne cessait de réfléchir sur ce que les mots poétiques devaient exprimer
dans cette société encombrée d’empêchements ou de limitations. Il se qualifiait de
l’un des « déracinés par l’intérieur10 », et il lui fallait chercher son identité à côté de
ce qui est français, sinon accepter l’américanisation ou bien s’enraciner dans la terre
de Québec. Sa poésie s’est ressentie de ce climat social, et Miron en vient à choisir
cet enracinement. Pour lui, la parole poétique devait naître du tellurisme du Canada
français, car « pour s’épanouir, une poésie a besoin d’une terre, d’un espace, d’une
lumière, d’un climat, d’un milieu où elle plonge ses racines11 ». Pour la troisième
version de Des pays et des vents, il a apporté quelques corrections aux deux premiers
vers (« Il y a des pays qui sont seuls avec eux-mêmes / et que jamais le soleil ne
rejoint »), en tenant compte de leur similitude avec le vers d’un poète français. À
partir de cette coïncidence, il dit : « [T]oute ma poésie est une poésie de coïncidences.
Aimé Césaire, par exemple, a rendu bon à rien tout ce que je puis écrire12. » Il
confirme ainsi vouloir suivre des mots poétiques d’Aimé Césaire et déclare qu’il fera
de sa poésie un engagement politique. Pour lui, le vers authentique n’est pas dans la
poésie française. Il ne faudrait donc pas trop s’attacher à la recherche de la sensibilité
de Joachim du Bellay, ni à celle de la modernité de Baudelaire ou de l’automatisme
d’André Breton pour accéder à la poésie de la décolonisation. « Ce pays, quelle
force d’inertie13 », Miron a-t-il écrit en 1954, ce qui fait penser au pays natal d’Aimé
Césaire. Il a dit d’ailleurs avoir ressenti « l’effarante parenté14 » avec les œuvres de
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ce poète martiniquais, « grand poète noir », comme l’appelle André Breton. Il me
semble indéniable qu’à cette époque-là, Miron a été influencé par la lecture du Cahier
d’un retour au pays natal. L’on a beaucoup associé le thème du retour au Cahier
de Césaire, et il nous faudrait maintenant réfléchir sur le mot natal, pour Césaire
comme pour Miron, c’est-à-dire le lieu même où se déroule leur poésie et finalement
leur existence. Dans les versions de 1963 et du recueil L’homme rapaillé publié en
1970, le vers « des pays [...] que jamais ne rejoint le soleil » est devenu « un pays
que jamais ne rejoint le soleil natal » (c’est moi qui souligne). Ce soleil natal ne
sera pas noir comme dans « El Desdichado », de Nerval, ni mouillé de brouillards ni
monotone comme dans les poèmes de Baudelaire tels que « L’invitation au voyage »
et « Parfum exotique ». Ce soleil, avec les « vents de rendez-vous, vents aux prunelles
solaires15 », se lèvera comme salvateur pour le « peuple détruit » ou le « peuple abîmé »,
rejoindra un jour le territoire où la poésie de Miron a pris racine. Ainsi, « des pays [...]
que jamais ne rejoint le soleil » étaient devenus à la fin d’une version des années 1950
« des pays [...] que le soleil un jour rejoindra », et on pouvait y voir une espérance16.
Miron ne le dit pourtant plus dans les versions ultérieures, et il l’espère dans le
silence.
Du tellurique à l’universel
Dans le poème « Pour mon rapatriement », rédigé en 1956, Miron décrit un
homme qui a envie de revenir de son exil. On peut y lire « Homme aux labours des
eaux vers des villes réelles17 » selon la version de la lettre du 21 février 1956, ou « vers
une terre et des villes réelles » dans le poème qui a paru dans Le Devoir, le 6 octobre
1956. Mais en 1963, dans La vie agonique, ce vers est devenu « En vue de villes et
d’une terre qui te soient natales » (c’est moi qui souligne). Miron a expliqué dans une
note marginale à côté de ce poème comment il a trouvé ce mot natal, au lieu de réel : « J’ai
lu par hasard (dans un dictionnaire? Un ouvrage?) que le mot natal pouvait signifier
aussi bien le pays où l’on naît que celui où l’on peut s’épanouir18 ». La terre natale a
donc plus d’espoirs que la terre réelle, car celle-là est une terre où sa poésie pourra
s’épanouir. Et, d’ailleurs, la terre et les villes réelles où l’on vit pourraient être un
autre lieu que son pays natal. Miron met en exergue un vers de François Villon pour
les poèmes de La vie agonique : « En mon pays suis en terre lointaine ». Ce vers de
Villon est tiré de la Ballade du concours de Blois, appelée également par les exégètes
du poète Ballade des contradictions, car il n’y avait pas de concours et chaque poète
représente dans sa ballade des éléments contradictoires à la lumière du premier vers
du duc Charles d’Orléans, « Je meurs de seuf auprés de la fontaine ». Quant à la
ballade de Villon, en voici les dix premiers vers :
Je meurs de seuf auprés de la fontaine,
Chault comme feu et tremble dent a dent,
En mon pays suis en terre loingtaine,
Lez ung brasier frissonne tout ardent,
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Nu comme ung ver, vestu en président,
Je riz en pleurs et attens sans espoir,
Confort reprens en triste desespoir,
Je m’esjouys et n’ay plaisir aucun,
Puissant je suis sans force et sans pouoir,
Bien recueully, debouté de chascun19.
Pourrait-on mourir de soif auprès de la fontaine? C’est un vers représentant la
contradiction, et les vers de Villon qui le suivent contiennent également des éléments
contradictoires. En citant le troisième vers de la ballade qui exprime les angoisses de
l’exil de Villon, Miron voulait partager avec les lecteurs québécois ce dépaysement
que l’auteur de la ballade a réellement ressenti à Angers, auprès des poètes courtisans
de Charles d’Orléans.
Le sentiment de Miron à l’égard de son pays est pourtant plus complexe ou plus
ambigu. Miron appelle le Québec (c’était le Canada dans la première version) « [sa]
terre amère [sa] terre amande ». On pourrait dire qu’il accueille les deux aspects dans
ce vers; l’opposition terre amère / terre amande est construite de l’opposition amande
amère / amande douce, et l’assonance renforce le rapprochement dans l’opposition.
À ma demande de préciser ce que le poète voulait exprimer à travers cette expression,
Pierre Nepveu a répondu : « [C]’est l’éternelle ambiguïté de Miron par rapport au
pays : douloureux et doux, aimé malgré la tristesse et l’amertume qu’il suscite20. »
Pour dégager son pays de cette vie du « chiendent d’histoire depuis deux siècles »
et pour le voir rejoindre finalement le soleil natal, Miron appelle tour à tour les « vents
telluriques », les « vents de l’âme » et les « vents universels21 ». Il avance ainsi en
poésie à partir de ce qui est tellurique pour aller vers l’universel, en reliant la notion
d’universel à celle d’identité. Gaston Miron dit dans le poème L’octobre : « Nous n’avons
pas su lier nos racines de souffrance / à la douleur universelle dans chaque homme
ravalé ». En effet, Yves Préfontaine, poète et collaborateur à la revue Liberté, déplore
dans un article les attitudes de quelques écrivains québécois dont les œuvres restent
privées de « cette sève de pays qui ruisselle dans certains poèmes de Gaston Miron23 ».
Mais ces racines de souffrance ne se déracinent pas bien, comme le chiendent, et
peut-être résiste-t-on même trop dans le particularisme étroit comme l’achigan. Cette
manière de lier les racines de souffrance à la douleur universelle le hantait depuis les
années 1950. Dans un tout petit poème de 1954, Miron a écrit : « l’idée du chiendent /
c’est dans l’homme / sa tourmente aiguisée / [...] / ça ne déracine pas24 ». En dehors
du vers « chiendent d’histoire depuis deux siècles » que nous venons de citér, et il
y a aussi ce vers de La marche à l’amour : « j’ai du chiendent d’achigan plein l’âme25 ».
Pour comprendre ce vers typiquement mironien, que j’ai d’ailleurs nommé le vers
intraduisible, selon le terme d’Yves Bonnefoy , il faut tenir compte de ce qu’a dit
Paul Ricœur : « [L]a tâche du traducteur ne va pas du mot à la phrase, au texte, à
l’ensemble culturel, mais à l’inverse : s’imprégnant par de vastes lectures de l’esprit
d’une culture, le traducteur redescend du texte, à la phrase et au mot27. » Quand on le
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traduit, il faut réfléchir sur cet esprit d’une culture – culture qui ne s’étiolera jamais
sous une autre culture dominante. Quand on s’aperçoit de la force d’une telle culture
et qu’on connaît l’ensemble de la poésie qui en est née, on comprend qu’il s’agit bien
de résistance – résistance d’un poète ou d’un intellectuel et celle du peuple entier qui
s’y enracine depuis deux siècles, soit depuis la guerre de Sept Ans.
Conclusion
Les intellectuels ou les écrivains devraient avoir cet esprit de résistance ou de
ténacité dans le pays où le peuple entier cherche à maintenir son identité dans la
vie quotidienne ou religieuse. Miron dit en 1954 : « Certains événements récents,
malgré toute leur stupidité et bêtise et infantilisme, ne manquent pas de me troubler
et d’alerter les quelques intellectuels lucides de ce pays28. » Quant aux « événements
récents » dont il parle, d’après François Dumont, professeur à l’Université Laval, « il
s’agit peut-être de la grève de Louiseville, en 1953, au cours de laquelle les syndicats
et Maurice Duplessis étaient entrés en conflit ouvert29 ». Si les « intellectuels lucides »
ont été alertés par les événements sociopoliques, c’est un effet de cette lutte entre
les ouvriers et le gouvernement unioniste; c’est-à-dire entre les classes sociales, non
pas entre les peuples. Ce qui se prolongera dans les mouvements socialistes de la
revue Parti pris. Il est vrai de dire que sous l’influence de la Cité libre, Miron pensait
au moins jusqu’en 1956 que tous les maux de son pays provenaient uniquement
du duplessisme, sans s’apercevoir du phénomène colonial30, qu’il a défini en 1965
comme les « ravages de la dualité linguistique, infériorisation économico-sociale,
dépendance politique31... ». Ici, il faut noter qu’Albert Memmi, dans sa préface écrite
en 1966 pour le Portrait du colonisé, dit que « la colonie est une relation de peuple à
peuple et non de classe à classe32 » (c’est l’auteur qui souligne). C’est une remarque
apparemment très évidente, mais souvent oubliée par les intellectuels et les écrivains
d’origine bourgeoise. Memmi dit aussi dans cet ouvrage que « [t]out comme la
bourgeoisie propose une image du prolétaire, l’existence du colonisateur appelle et
impose une image du colonisé33 ». Là, tout est confondu, et il pourrait s’agir d’une
stratégie des colonisateurs qui tentent de fabriquer le problème entre des classes
sociales dans le pays colonial. Ce qui est plus grave est que l’élite intellectuelle
et bourgeoise engendrée par le conservatisme soutient par ses actes déplorables le
pouvoir de ceux qui dominent ou colonisent son propre territoire. Miron critique
ouvertement une telle idéologie bourgeoise des individualistes ou des assimilés,
même s’ils la récusent, et les dénonce à juste titre dans son poème Compagnon des
Amériques, tout en les qualifiant de « toutes les compromissions en peaux de vison »,
d’« insectes des belles manières », entre autres.
Il semble que le Québec n’était pourtant pas un pays colonial, selon les mots
d’Aimé Césaire quand il dit à l’auditoire québécois lors d’une conférence tenue à
l’Université Laval « je tiens la Martinique pour un pays colonial 34 ». Et Memmi,
dans son article intitulé « Les Canadiens français sont-ils des colonisés? »35, a affirmé
qu’ils ont été dominés, tout en se gardant d’utiliser le mot colonisé36. Mais dans cette
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terre dominée de Québec, il n’en reste pas moins vrai que l’on peut voir le phénomène
colonial – phénomène que Miron n’a ressenti qu’après la lecture des ouvrages de la
décolonisation. Par ailleurs, Miron nous parle dans Un long chemin d’une autre voie
par laquelle le mot colonisé a pénétré en lui et l’a bouleversé : quand il a entendu dire
qu’Albert Béguin avait l’impression d’une résonance de « conscience colonisée »
dans les textes des écrivains du Canada français. Les remaniements continuels de
Miron consistaient donc à admettre d’abord, puis à démolir et enfin à reconstruire
une telle « conscience colonisée » à sa façon, avec l’outil des mots poétiques. Il y
substitue finalement la confiance en soi et l’audace historique du peuple québécois, et
lui donne ses propres beauté, intelligence et force, si j’emprunte les mots césairiens37.
La poésie de Miron efface ainsi, comme l’a bien remarqué Meschonnic38, la
distinction entre l’épopée et le lyrisme, et vise un lyrisme d’engagement. Miron, qui
avait été « dépoétisé dans [sa] langue39 », en vient à ouvrir à son pays une voie qui
mène à l’« avenir dégagé40 » – avenir qui n’est pas utopique, mais enraciné dans le
Québec.
(Daekyun HAN, Université de Cheongju)
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【研究論文】

Histoire comme boucle fermée : forme narrative dans
Miron : un homme revenu d’en dehors du monde
de Simon Beaulieu
クローズド・ループとしての歴史／物語：
シモーヌ・ボリュ監督『ミロン：世界の外から戻った人』
における物語形態
KUO Chun-Yi
郭 俊逸

Summary

If the filmic extracts integrated into the Quebecois documentary Miron : un
homme revenu d’en dehors du monde (2014) can be considered as fragments of the
collective memory, thus, viewing the film is like an audiovisual tour of the history of
Quebec. Through the assemblage of archives, including images of the poet, images
of the Quebec cinema, images that have never used by previous filmmakers, the
music sometimes strong sometimes weak and the verses hammered by the voice
of the poet, the director Simon Beaulieu weaves a narrative substance. This is why
the film Miron is not precisely a biographical film of the poet Gaston Miron (19281996), nor a simple adaptation of L’homme rapaillé, it is also a film that represents
the interpretation of Beaulieu on the archives of Quebecois cinema and history of
Quebec. This paper tries to investigate how the director reconstructed the trajectory
of the identity quest of the people through the cinematographic language and what
he wants to mean through this film constituted exclusively by filmic archives and
the message in the aesthetics of the reprise of preexisting images, in the film editing
work, as well as in the narrative structure of Miron.
Keywords : Quebecois cinema, Gaston Miron, archives, collective memory, Simon
Beaulieu
Mots-clés : cinéma québécois, Gaston Miron, archives, mémoire collective, Simon
Beaulieu
En 2014, presque vingt ans après l’échec du deuxième référendum pour la
souveraineté du Québec (1995), est sorti Miron : un homme revenu d’en dehors du
monde (2014, désormais Miron), le troisième documentaire de Simon Beaulieu.
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Après Lemoyne (2005) et Godin (2011), le réalisateur québécois de la nouvelle
génération tente d’aller plus loin avec son nouvel « essai » cinématographiques
sur la figure de Gaston Miron1. Ce film d’essai — composé uniquement d’images
préexistantes —, réaménage des archives du poète et des extraits de films de l’Office
national du film du Canada (ONF) tout en rendant hommage à la fois au poète et aux
cinéastes précurseurs. Mais, au-delà de ce double objectif, le film semble remettre la
collectivité nationale en question, et d’ailleurs aspirer à une autre perspective par sa
« forme » narrative riche de métaphores tout en laissant une fin ouverte, ou une fin
sans fin.
Dans cet article, nous retracerons d’abord le discours de Miron crucial et
indispensable entre les années 1960 et 1980 à la compréhension de la forme narrative
du film. Mûries et élaborées progressivement, ses paroles traitenent justement de
ce passage historique pour son pays natal qui avance vers la modernisation et la
mondialisation. Puis, nous explorerons la signification de la musique d’ambiance,
à savoir une mélodie monotone qui se répète tout au long de la projection. Ensuite,
nous examinerons la structure et la stratégie narrative de cette « adaptation »
cinématographique en tirant des séquences représentatives. Enfin, nous traiterons de
leur aspect thématique, pour vérifier si la structure formelle est bien compatible avec
le fond.
Trajectoire de re/constructions de la collectivité nationale des années 1960-1980
En recevant le Prix Duvernay (1977) et le Prix Athanase-David (1983), Gaston
Miron réaffirme ses convictions de lier un peuple à une « écriture du corps collectif ».
Le poète y montre le parcours d’un Canadien-français humilié, en quête d’identité et
de désaliénation. Il faut souligner que son but est de viser la vie du présent, ou mieux,
l’actualité. C’est donc lors de sa réception du prix Duvernay, juste trois ans avant
le premier référendum au Québec, que le poète militant parle d’un ton ferme de la
cause et de la nécessité de l’indépendance. Pour Miron, en tant qu’écrivain québécois,
« le débat de l’indépendance a été au cœur de la littérature depuis vingt ans (Royer,
2007, p. 70) ». Il insiste que cette littérature est enracinée dans la culture et a fini par
inventer une expression politique propre à elle-même. Selon le poète, « l’indépendance
est l’aboutissement d’une prise de conscience de soi collective d’un peuple au seuil
de sa maturité » (Miron, 2004, p. 195).
Avant d’arriver à son seuil de maturité, cette prise de conscience a été en effet
opprimée, et ceci emblématiquement par le système fédéraliste pendant la Crise
d’Octobre. Mais, elle n’a jamais été effacée. Bien au contraire, tout au long des
années 1970, elle se consolide avec le développement croissant du Parti québécois
(PQ), dirigé par René Lévesque (de 1968 à 1985), qui préconise essentiellement
l’indépendance du Québec. Et cette prise de conscience se concrétise en une force
commune et aboutira à un résultat étonnant : le PQ a pour la première fois pris le
pouvoir en remportant les élections provinciales avec une majorité de sièges de
députés à l’Assemblée nationale du Québec en 1976. C’est dans cette circonstance
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optimiste que Miron cite son poème « Pour mon rapatriement » et conclut ainsi son
discours pour la réception du Prix Duvernay : « Vingt-cinq ans après, ce poème, avec
son vers central : « un jour j’aurai dit oui à ma naissance », trouve enfin à se réaliser,
trouve enfin le lieu de sa collectivité et de son histoire, le Québec. Je pourrai bientôt
me dire oui à moi-même. Nous pourrons tous nous dire oui à nous-mêmes (Miron,
2004, p. 197) ». Toutefois, le résultat dévoile nettement que, malgré cette prise de
conscience collective, le Québec n’est pas encore prêt à être indépendant et qu’il
prendra la décision « la prochaine fois ».
En recevant le Prix Athanase-David, Miron explique la mutation de la prise de
conscience canadienne-française en une conscience québécoise à deux moments
importants : le premier était la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le peuple
« canadien-français » a prouvé qu’il était un ensemble culturel autre que celui des
Français. Puis, le deuxième moment est arrivé en 1960, le commencement de la
« Révolution tranquille ». Cette prise de conscience est progressivement formulée
par un mouvement de créations artistiques. Dans une autre optique structurale de
la société, le peuple « québécois » va se définir comme une nouvelle collectivité
culturellement distincte de celle des Canadians. Le poète atteste qu’« avant, les
œuvres canadiennes-françaises renvoyaient à un référent ethnique, à une notion
d’identité étriquée, de caractéristiques ethniques, excluantes […] Maintenant les
œuvres québécoises renvoient à un référent de culture globale […] et c’est ce référent
qui est le fondement de leur appartenance, de leur création et de leur universalité
(Miron, 2004, p. 201) ». La même année que la réception du Prix Athanase-David, le
poète écrit encore dans le poème intitulé « Pour saluer les nouveaux poètes » ces vers :
J’ai dit, je n’ai pas dit
quand il fallait le faire, ou ne pas le faire
Saurai-je la vérité et si j’advins en elle
La poésie a changé
Adieu métaphores dont j’ai fait le tour
Du fond des mots de nouveaux poètes me parlent
les narratifs du monde enchevêtrés
dans ce qui n’avance qu’avec peine, l’homme
Pour lui, ce n’est plus le même Canadien-français humilié, infériorisé ainsi qu’aliéné
pendant la « Grande Noirceur » ou de la Crise d’Octobre. En revanche, on s’attend
désormais à un Québécois beaucoup plus libre par rapport au passé, un Québécois
libre en se positionnant vis-à-vis non seulement des questions nationales, mais aussi
internationales. En dépit de l’échec référendaire, Miron parle pourtant de la nouvelle
poésie, et surtout d’« archaïque Miron » dans une perspective reformulée (Royer,
2004, p. 56). Et en même temps, il consacre son énergie à l’édition des anthologies
telles que Les Écrivains contemporains du Québec (1989) et Les Grands textes
indépendantistes 1774-1992 (1992). « Tant que l’indépendance n’est pas faite, elle
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reste à faire (Miron, 2004, p. 194) », le poète militant ne cesse jamais de s’engager et
garde toujours l’espoir de réaliser, avec le peuple, l’indépendance du Québec.
La notion d’« une nouvelle collectivité » s’est ainsi développée au fur et à mesure
dans le contexte de la globalisation, et surtout de l’immigration. Par la suite, à la
veille du deuxième référendum en 1995, cette notion semblait atteindre encore une
fois au seuil de maturité. Néanmoins, Miron a vu que le résultat se répétait : le peuple
québécois n’était toujours pas prêt pour être indépendant. Le poète est mort juste un
an plus tard, tout en demeurant indépendantiste jusqu’à la fin de sa vie. De nos jours,
avec la distance temporelle, le cinéaste Simon Beaulieu essaie d’appréhender cette
trajectoire à la fois individuelle et collective, et il la traduit dans son film d’essai
Miron (Liandrat-Guigues et Gagnebin, 2004). Pour saisir le contour de la figure de
Miron cerné par Beaulieu sur le fond d’un paysage rude et mouvementé du Québec,
ainsi qu’un effet de répercussion entre l’art cinématographique et l’art poétique, nous
examinerons par la suite le structure et la stratégie narrative de Miron.
Stratégie narrative : répétition et variation
1. Musique
Au cours de la projection, trois substances énonciatives se superposent, se
croisent et se dissocient2. Tantôt elles viennent d’une même source enregistrée, tantôt
elles n’ont pas de connexions directes. La première substance énonciative est celle
de la musique d’ambiance ; la deuxième est celle des images issues des témoignages
filmiques ; la troisième est celle de la voix du poète, qui chante, qui parle, ou qui
martèle des poèmes.
La musique d’ambiance, qui paraît exhalée par un instrument de musique
spécifique, le cor baptisé le Gjallarhorn de Heimdall, ajoute un ton ou une touche
mythologique, prophétique, voire apocalyptique, au sujet traité dans cet essai
documentaire. Explorons donc cette comparaison. D’après l’historien Claude
Lecouteux dans son Dictionnaire de mythologie germanique (2014), Heimdall est
chargé de souffler dans son cor sitôt que le domaine divin est menacé. Lorsque les
géants approchent, il joue de ce cor retentissant. Cela signale de manière cruciale la
fin des êtres et des divinités : il se déroule une série d’événements pendant trois hivers
consécutifs dans le pays enneigé sans lumière, suivi d’une grande bataille où la quasitotalité des dieux et des humains meurent. Puis, c’est la destruction totale du monde
par la flamme. Ainsi, tout comme le signe du cor de Heimdall, la musique prophétise,
dès le début du film, la fin des archives filmiques, qui vont être successivement
solarisées (comme un monde enneigé sans lumière), déformées (par des batailles et
des blessures), ainsi qu’embrasées jusqu’au point de disparaître entièrement (par la
flamme).
Mise à part cette allusion mythologique, la musique d’ambiance n’est qu’une
mélodie d’une fréquence dynamique, un peu monotone même. Dès le début, on sent
déjà la vive présence de cette mélodie qui peut évoquer un « état d’incertain » pour
les spectateurs, puisqu’à chaque fois qu’elle atteint un régime stable de fréquence
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forte, elle baisse aussitôt de volume jusqu’à un niveau presque insensible, mais
tenace et persistant. En effet, elle récupère son énergie en atteignant une certaine
hauteur avant de diminuer à nouveau sa force, et cela revient périodiquement tout
au long de la projection. C’est donc dans ces va-et-vient que la mélodie d’ambiance
se représente comme un signe, qui répond de manière révélatrice non seulement à la
figure métaphorisée dont un plan de la danse du couple dans Miron a fait tour à tour,
mais aussi à la structure formelle que le réalisateur a mise en cercle répétitif. C’est
grâce à cette structure formelle incorporant des masses de témoignages filmiques de
l’histoire du Québec que nous trouverons la porte d’entrée dans la vision de Beaulieu
et que nous pourrons par la suite analyser son interprétation tant sur la parole de
Miron que sur l’histoire du Québec contemporain.
2. Image
Pour réaliser le film Miron, Simon Beaulieu passe des jours et des mois à regarder
presque tous les films de l’ONF et il a découpé « numériquement » des plans d’un
grand nombre d’archives, puis il a fait le montage à partir de ces matières. Ensuite,
avec son équipe de réalisation, ils ont projeté ces images sur un écran vierge et, en
même temps, ils installaient une caméra de 16 mm pour filmer toutes les images
projetées. Entre la médiation et la remédiation, ils ont obtenu leurs propres copies
pelliculaires, par la suite, ils peuvent faire le montage et des effets spéciaux au niveau
« matériel ». Toutefois, le produit final n’est plus un film sous forme de pellicule,
mais plutôt un film sous forme d’un support « numérique ». Ainsi, symboliquement,
de numérique à pellicule et de pellicule à numérique, la pratique de reprendre des
images préexistantes rappelle avant tout une ère irrévocablement révolue dans la
forme du film (Blümlinger, 2013). Finalement, toutes ces images de différents films
provenant de divers supports, que ce soit en pellicule ou en d’autre médium, ont été
réunies dans un seul film. C’est dans ce contexte de réalisation que Simon Beaulieu a
cité le poème « En une seule phrase nombreuse » de Gaston Miron au début du film
en tant que premier plan comme une sorte de fonction d’« épigraphe » d’un « essai »
cinématographique :
Je demande pardon aux poètes que j’ai pillés
poètes de tous pays, de toutes époques,
je n’avais pas d’autres mots, d’autres écritures
que les vôtres, mais d’une façon, frère,
c’est un bien grand hommage à vous
car aujourd’hui, ici, d’un homme à l’autre
il y a des mots entre eux, qui sont
leurs propre fil conducteur de l’homme
merci
Pour Beaulieu, la pratique de remploi d’archives, ou prenons l’expression de Miron,
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le pillage, reflète l’esprit du poème « En une seule phrase nombreuse ». Ce plan
épigraphique a donc une double signification : pour Miron, qui fait référence aux
autres poètes, pour Beaulieu, qui fait référence aux autres cinéastes, tous deux ont
rendu leurs hommages aux prédécesseurs par le geste du pillage. Ce poème peut donc
être réécrit comme « En un seul film nombreux », et c’est comme le réalisateur dit
dans son « essai » personnel que : « Je demande pardon aux cinéastes que j’ai pillés /
cinéastes de tous pays, de toutes époques, / je n’avais pas d’autres images, d’autres
prises de vues / que les vôtres, mais d’une façon, frère, / c’est un bien grand hommage
à vous / car aujourd’hui, ici, d’un homme à l’autre / il y a des images entre eux, qui
sont / leurs propre fil conducteur de l’homme / merci ».
Il n’est d’ailleurs pas étonnant que dans une séquence quelconque de Miron,
les plans semblent disparates l’un à côté de l’autre, ou du moins ceci serait souvent
l’impression du premier coup d’œil des spectateurs : tantôt les plans regroupés
ensemble sont issus d’une même époque, tantôt ils se dissocient par un décalage de
plus d’une trentaine d’années. Ainsi, il n’est pas facile de saisir d’un seul coup le sens
exact de chaque image, de chaque plan ou de chaque extrait. Car à travers le procédé
de montage, Beaulieu recontextualise ces images en dehors de l’ordre chronologique.
Par conséquent, les spectateurs ont le sentiment d’être introduits dans l’univers
fragmenté d’une mémoire. Mais, à qui appartiendrait cette mémoire ? Il s’agit en effet
d’une mémoire pseudo-collective, en tant que nouvelle vision reformulée sur l’histoire
du Québec par Beaulieu. À cet égard, il lui faut inventer une structure pour cette
mémoire restituée par le moyen cinématographique. En fait, la structure de Miron
paraît construite, pour ainsi dire, comme un rondo, au sens propre musical. Reste à
expliquer cette comparaison. Regardons le début du film.
Comme nous l’avons mentionné, le plan du poème « En une seule phrase
nombreuse » situé au début du film (de 01:34 à 02:09) fonctionne comme une
épigraphe indiquant le concept crucial de l’essai cinématographique. Ensuite, la
séquence d’ouverture accompagnée d’un son musical (de 02:10 à 03:14) n’est qu’une
séquence d’images accélérée et solarisée. Ceci est suivi par un plan d’une chambre
qui se présente (de 03:15 à 04:21) comme un prologue de l’essai, et il est à noter que
c’est ce même plan qui reviendra vers la fin (de 68:50 à 69:50), en tant qu’épilogue,
fermant ainsi le cercle. Toutefois, à y regarder de près, on remarque qu’il s’agit plutôt
d’une variation dans la répétition : le prologue nous offre un avertissement, sinon un
« juron », de Miron, inspiré par des vers du poète français Patrice de La Tour du Pin.
Le poète engagé voulut donc envisager par sa poésie un « projet global » pour son
pays et pour la génération du futur ; en revanche, l’épilogue nous montre l’aveu du
poète qui se vit arriver finalement à son point de départ. Par là, commence la clôture
du rondo avec une scène où on voit Miron encore jeune dansant et chantant (de 70:03
à 72:20), et en même temps, la voix off du poète lui-même conclut son combat et
son aventure de toute une vie. Enfin, cela est suivi par une liste de films empruntés
(de 72:40 à 74:07), qui précède le générique et dévoile les sources du film. De cette
manière, le réalisateur rend hommage à tous ceux qui ont contribué à ce patrimoine
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des images, tout en les faisant entrer en résonance avec le dernier vers du poème « En
une seule phrase nombreuse » : merci.
Entre le prologue et l’épilogue, nous pouvons distinguer plusieurs parties, et pour
faciliter notre explication, nous empruntons ici, si l’on nous permet, quelques termes
musicaux — ce film étant lui-même un poème ou un chant de « rap ». D’abord, à
travers quatre « couplets » thématiques que nous avons nommé avec audace, ce sont,
selon l’ordre temporel dans le film, Danse du couple (C1, de 11:37 à 12:25, de 21:29
à 22:47, de 55:48 à 56:45), Motif de l’insurrection de la poésie du poète (C2, de
12:28 à 21:28), Poète sur les places publiques (C3, de 28:59 à 45:55, et de 56:46 à
61:35) et Victoires-Échecs (C4, de 45:56 à 55:47). Par la suite, inséré dans la position,
pour ainsi dire, de « l’entr’acte », un « refrain » (R) qui est lui-même composé de
quatre « leitmotiv », c’est-à-dire quatre catégories d’images qui ont pour thèmes « Le
paysage », « La vie quotidienne », « Le milieu des métiers » et « Les manifestations
dans la rue ». Ainsi, entre prologue et épilogue, la structure du corpus principal peut
être transcrite comme ceci : R, C1, C2, C1, R, C3, C4, C1, C3, R (Fig. 1).

(Fig.1 : une possibilité de structure proposée selon l’hypothèse de notre analyse)

3. Refrain avec 4 leitmotiv
Le refrain visuel apparaît et réapparaît trois fois durant la projection, et il se
répète tout en se transformant au fur et à mesure du film — d’où la variation dans la
répétition — selon la progression narrative, et à chaque fois, ayant variablement deux,
trois ou quatre leitmotiv qui reviennent. Premièrement, de 04:26 à 11:34, il succède
au prologue et se présente avec la voix off du poète qui cite des extraits du poème
« La marche à l’amour ». Ensuite, de 22:50 à 28:58, il est accompagné des extraits de
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« L’amour et le militant », « La marche à l’amour » et « Le camarade ». Sa deuxième
présence est d’ailleurs transfigurée par l’effet de solarisation. Finalement, de 61:36
à 68:45, il réapparaît avec le poème « Compagnon des Amériques ». Cette fois-ci,
les mêmes images qui font retour sont noircies, défigurées et enflammées jusqu’au
noir total. Il faut noter que du point de vue thématique, les images du refrain n’ont
peut-être pas une parenté évidente. En fait, dans le refrain, nous pourrons trouver
un plan qui représente la vie quotidienne des anonymes ou le paysage de quelque
part au Québec, puis, un autre plan nous montre la situation d’un mineur ou d’un
draveur dans leurs milieux de travail. Certes, le cinéaste prend le risque de causer
quelques difficultés pour la compréhension du film, mais tout cela n’est point nuisible
à la lisibilité concernant tout rapport syntaxique dans la séquence et les scènes.
D’ailleurs, à travers cette pratique expérimentale, le cinéaste rappelle implicitement
une collectivité mouvante dans le refrain, parce qu’entre ces images apparemment
dissemblables, nous découvrons des images qui sont mouvantes3. C’est-à-dire, soit
ce sont les objets filmés qui sont eux-mêmes en mouvement ; soit c’est la caméra,
tenue d’un regard « subjectif », qui se meut et avance ; soit les deux mouvements
opèrent : la caméra se déplace de manière simultanée avec les objets visés en mobilité
constante. Quoi qu’il en soit, n’est-ce pas ici les images regroupées qui montrent une
mouvance propre au peuple québécois ? En effet, dans Miron, la plupart des images
sont celles des images des gens ordinaires, simples citoyens anonymes, à l’exception
de certaines images qui proviennent des archives de Miron et des moments marquants
de l’histoire du Québec, dans lesquelles on peut reconnaître notamment l’image du
poète et quelques figures politiques.
Le refrain contient quatre leitmotiv, ou quatre catégories d’images, qui ont
pour thèmes respectivement « Le paysage », « La vie quotidienne », « Le milieu
des métiers » et « Les manifestations dans la rue ». Prenons ici comme exemple le
premier refrain. Nous y identifions des images souvent peu à peu surexposées vers la
fin comme d’un flash, telles que des routes enneigées, des chalets au bord de l’eau,
des « buildings » de Montréal, puis des déneigeurs et le char neigeux, des joueurs de
hockey en compétition, des membres de famille autour des nouveau-nés, des garçons
et des séminaristes dans l’école, des couples en danse, des danseurs avec la musique
à bouche, ensuite des pêcheurs en bateau, des draveurs en forêt, des mineurs dans le
tunnel, des ouvriers dans l’usine textile, enfin des manifestants avec leurs banderoles,
des manifestants matraqués violemment par la police, des policiers équipés en
derrière des files de cortège, etc. Chaque leitmotiv imagé qui suit de près la citation
sonore est pourvu d’une valeur documentaire, c’est-à-dire comme témoignage
historique de la vie populaire. D’une séquence à une autre, ce n’est nullement un
collage surréaliste, mais plutôt un montage construit minutieusement selon une
logique historiographique.
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4. Couplets
Sans doute, ces couplets filmiques sont conçus pour faire écho à la poésie
mironienne, notamment à son maître livre, L’homme rapaillé. Jusqu’à la mort
de Gaston Miron, ce recueil dont l’écriture demeure en évolution permanente est
composée des « cycles », qui sont : « Deux sangs », « Quelque part par ici », « La
marche à l’amour », « La batèche », « La vie agonique », « L’amour et le militant »,
« Poèmes de l’amour en sursis », « J’avance en poésie » et « Six courtepointes ». Ces
« cycles » montrent une trace synthétisée individuelle que Miron avance en traversant
les étapes progressives de la prise de conscience collective du peuple. Le film Miron
étant une adaptation cinématographique de L’homme rapaillé, les quatre couplets
(toujours au sens musical), ou quatre séquences fondamentales qui traitent des sujets
différents équivaudraient alors à ces « cycles » poétiques. Si les couplets C2, C3 et
C4 sont composés chacun au moins d’un leitmotiv, le couplet C1 ne comprend qu’une
simple séquence où un couple, les yeux dans les yeux, danse en rond sur une musique
autre que celle que l’on entend. Néanmoins, le couplet C1 revient plus fréquemment
que les autres séquences, qui fonctionne non seulement comme une transition entre
les séquences ou les refrains, mais se présente comme un mouvement dynamique,
circulaire, résumant, de manière symbolique, tant la musique rondelle que la structure
formelle de l’essai. La danse en rond entre homme et femme suggérerait beaucoup
de significations imaginables, libres à chacun de l’interpréter. Toutefois, l’une des
significations importantes serait de comparer la danse à l’amour de Miron pour son
Québec libre et indépendant, une comparaison donc de « femme-pays » que le poète
a maintes fois figuré en sa poésie. Cependant, une autre signification quasi opposée
serait également suggestive : des pas dans la danse — trois pas en avant, puis deux
pas en arrière, et ainsi de suite —, pourrait-on y lire un message de l’aliénation du
peuple québécois, qui ne peut ni avancer ni sortir de la situation du statu quo ? Ou
bien, les deux interprétations sont plausibles, et cela selon l’apparition du couplet.
Ainsi, la première signification va avec la première apparition du couplet quand tout
était encore possible, alors que l’autre signification sera pour le dernier épisode du
film où l’ambiance pessimiste règne de nouveau.
Si les premières dizaines de minutes du film laissent déjà à certains spectateurs
une impression d’impénétrabilité, le couplet C2 (de 12 : 28 à 21 : 28) leur apporte
aussitôt un changement de vision. En effet, ce couplet de neuf minutes a une valeur
biographique, puisque Miron y raconte son choc d’enfance en apprenant la souffrance
de son grand-père analphabète, découverte décisive qui fera germer son désir
d’assumer par son écriture l’existence de ses ancêtres. Aussi le motif de « l’insurrection
poétique » met-il en regard le passé du Québec et une des motivations de l’écriture
du poète engagé. Par la suite, c’est à travers la stratégie de narration, soigneusement
réalisée par le montage, que les spectateurs sont amenés à suivre la mouvance d’images
et à écouter plus tard les discours « sur la place publique ».
Dans le couplet C3 (de 28 : 59 à 45 : 56), on voit entouré de la foule des
manifestants le militant Miron, qui crie fort la Déclaration des droits de l’homme
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devant un policier. C’est en plein hiver et les images montrent que des polices
matraquent violemment des manifestants : une grande agitation qui rend les plans
particulièrement chaotiques. Là, commence l’arrestation. La voix off déclame en
même temps des vers provenant du poème « L’amour et le militant ». Enfin, après ces
scènes bouleversantes, on voit le poète militant qui revient et ainsi s’achève le couplet
C3, où il conclut qu’« à partir de la blanche agonie de père en fils / à la consigne de
la chair et des âmes / à tous [il se] lie / jusqu’à l’état de détritus s’il le faut / dans la
résistance / à l’amère décomposition viscérale et ethnique / de la mort des peuples
drainés / où la mort n’est même plus la mort de quelqu’un (Miron, 1998, p. 94) ». Dans
ces vers déclamés à la fin du couplet C3, nous trouverons le « sursaut de résistance »
du militant contre l’oppression et l’aliénation du peuple québécois.
Après le couplet C3, on voit une série de plans de célébrations de victoires
électorales. Puis, on entend : « On a un pays ! », crie Miron à Gérald Godin qui
vient d’être élu député. En fait, eux et les autres supporteurs du Parti québécois sont
dans l’euphorie du 15 novembre 1976, grand jour dont le poète espère également
un autre jour plus grand où il aura dit oui à sa naissance, néanmoins cet avenir
désiré n’est jamais venu. La première partie du couplet C4 restitue les moments des
victoires électorales, et l’autre moitié représente les moments de l’échec référendaire,
lequel s’associe donc à la solitude des individus, isolés dans leur déception, sinon
le désespoir. Et on entend en même temps l’hymne national « Gens du pays », la
musique d’ambiance, ainsi que la voix off qui cite des vers du poème « La fin du
passé » en exprimant la volonté d’enterrer le corps de poésie, puisque, pour lui,
« un Québec souverain n’a pas existé ». Néanmoins, sans jamais vraiment perdre
l’espérance et l’énergie, le poète continue de marcher, sinon « tituber » vers son
pays rêvé. Il est à noter lorsque la Loi 101, le fruit d’une série de résistance pour le
statut légitime de langue française québécoise, est affaiblie progressivement par la
Cour suprême du Québec et du Canada, la lutte du poète militant est immédiatement
à recommencer, le poète a publié son texte « Chus tanné » en 1987 pour critiquer
l’assouplissement du gouvernement de Robert Bourassa. C’est donc aux séquences
des victoires-échecs que se succèdent le couplet C1 (de 55:48 à 56:45) et le couplet
C3 (de 56:46 à 61:35) où le poète revient et explique la nécessité de son combat
quand la culture québécoise est en danger de disparaître. Cependant, la réapparition
du poète militant après les couplets C4 et C1, tout comme la répétition de certains
plans-séquences, n’est pas un choix maladroit dans l’essai de Beaulieu. Au contraire,
le thème de répétition signale l’une des métaphores essentielles du film. Ainsi, nous
allons chercher la signification implicite de la répétition d’une scène-clé dans Miron,
celle d’un plan d’une chambre calme et lumineuse.
La fin e(s)t le commencement
Nous avons comparé ci-dessus la forme de Miron à celle d’un rondo, dans
laquelle le refrain alterne avec quatre couplets thématiques. Tout cela pourrait faire
penser au contour de la trajectoire identitaire de Gaston Miron ainsi que du peuple
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québécois. Néanmoins, en dehors des refrains et des couplets, il y a une scène
d’une chambre — scène provenant du premier plan de Saint-Denys Garneau (Louis
Portugais, 1960) — qui précède le premier refrain comme un prologue en annonçant
le commencement du rondo ; puis cette même scène succède au dernier retour du
refrain comme un épilogue en terminant le rondo. Par sa reprise, cette même scène
marque nettement un commencement et une fin, mais une fin comme retour au
commencement.
Si Beaulieu construit un commencement au bout de la progression narrative, rien
n’est dû au hasard. Car il s’agit ici de l’un des grands thèmes de la poésie mironienne.
En effet, Miron a déjà opté pour l’enjeu du commencement lors de la première édition
du recueil L’homme rapaillé en 1970, dans lequel le poème « L’homme rapaillé » a
été mis en page « Liminaire », bien qu’il soit chronologiquement le dernier poème
écrit par le poète, précisément un an avant la parution. Pierre Nepveu a expliqué cette
complexité du commencement dans la poésie mironienne : « on pourrait demander
à bon droit pourquoi « L’Homme rapaillé » n’apparaît pas à la fin du recueil, comme
une sorte d’épilogue au long voyage de la parole. C’est que, précisément, ce poème
se situe aussi au début du voyage, à l’origine de la parole que fera entendre le recueil.
Il n’y a pas de commencement absolu ni de « rapaillage » définitif. Le silence où
l’homme retrouve son unité est en même temps le point de départ de l’aventure
(Nepveu, 1979, pp. 124-125). »
Ceci nous fait rejoindre la fin de Miron. Après le dernier refrain (de 61:36 à
68:45) qui fait disparaître toutes les images, on retrouve la scène de la chambre. On
entend réciter le poème dédié à Emmanuelle Miron, martelé par une « voix basse
voyageuse ». Sans aucun doute, le réalisateur adopte non seulement une narration
formelle dont les couplets, les leitmotiv, les refrains tissent une trame circulaire, mais
il choisit aussi une stratégie de répétition de certaines scènes ou séquences, telles que
la danse du couple ou la chambre calme, afin de se rapprocher de la forme poétique
de L’homme rapaillé. Au cours du temps, Gaston Miron cherche toujours une forme
analogique à celle — du moins ce qu’il croit — de l’histoire québécoise, c’est-àdire une forme circulaire, impossible d’aller tout droit jusqu’au bout. À travers la
réapparition d’une même scène à la fin, Simon Beaulieu fait résonner, d’un côté, la
métaphore de la circularité avec la musique et la danse du couple qui ont déjà fait
des tours dans le film, et de l’autre, il met en regard par telle vision circulaire les
spectateurs d’aujourd’hui et le Québécois du passé.
Mais, ce n’est pas tout. À propos du film Miron, la stratégie de réapparition a
déjà commencé justement par son titre annexe, un homme revenu d’en dehors du
monde, dans lequel le verbe « reviendra » au futur simple à l’origine est remplacé par
le « revenu » au participe passé. Ce titre annexe, modifié par le réalisateur, semble
vouloir suggérer des messages, ici encore une fois, ouvert à l’interprétation. Mais,
l’une des significations évidentes serait que presque vingt ans après sa mort, Gaston
Miron et sa parole sont enfin de retour à Montréal, cinématographiquement. Cette
fois-ci, il est revenu de l’autre « monde », un monde pour certains déjà du passé
67

définitif, cela juste au moment où il risque d’être complètement oublié par les jeunes
d’aujourd’hui. Ceci dit, n’est-ce pas par une association symbolique que le jeune
réalisateur québécois met en rapport la poésie de Miron et les archives filmiques
de l’ONF, puis par l’embrasement des images, désigne-t-il à la fois la violence de
l’oubli et la nécessité de reprendre conscience de l’état actuel du Québec dans son
rapport au passé ? En réalité, le film Miron représente une véritable pratique de la
création à la destruction, une pratique qui reproduit des matières en inventant une
forme symbolique, voire métaphorique dans la langue du cinéma. Mais ce n’est pas
une pratique qui a pour objectif de faire se souvenir du parcours de Miron et du passé
du Québec, c’est aussi une pratique qui détruit toutes ses ressources de création pour
aboutir à des résultats voulus, et d’ailleurs, une pratique qui nous montre le processus
de la destruction des archives, là, comme une sorte de funérailles des porteurs de
mémoire collective.
Pour conclure, nous aimerons rappeler la vision du sociologue québécois Fernand
Dumont dans son analyse sur la Genèse de la société québécoise (1996). Dans sa
conclusion du livre, le sociologue pense que les vieux problèmes fondamentaux,
tels que la fascination des États-Unis, la « survivance » de la langue française en
Amérique du Nord, ou la dépendance économique à l’égard du Canada anglais et des
États-Unis, bref, tout ce qui relève de la vie quotidienne ainsi que culturelle, persiste
encore aujourd’hui. Enfin, ce qu’on voit à la fin de Miron, ce n’est ni l’embrasement
des images, ni les plans répétitifs. C’est en fait un plan du jeune Miron très joyeux,
qui danse, qui chante et qui invite ses amis, ou bien ses auditeurs si l’on veut, à
rechanter ensemble le refrain de la chanson, et pourtant il continue à chanter et
à danser tour à tour. Et en même temps, on entend la voix off qui cite des vers :
« Hommes, souvenez-vous de nous au cours de ce temps / Hommes, souvenez-vous
de vous en d’autre temps ». Cette fin suscite sans doute une curiosité de l’histoire de
la société québécoise, sinon une culpabilité pour ceux qui n’ignorent presque tout
le passé du Québec. C’est donc pourquoi la pratique de Simon Beaulieu et son film
Miron est si différents par rapport aux autres films que ce soit les films sur le poète
Gaston Miron, sur l’histoire du Québec ou sur le thème de l’indépendance du Québec.
Puisqu’il nous fait voir son « essai » personnel et il nous donne enfin une impression,
celle qui nous encourage à méditer le passé, le présent, et peut-être le plus important,
l’avenir du peuple.
(Chun-Yi KUO, Maîtrise de l’Université nationale centrale à Taïwan)
Note
1
Sur ce point, il ne serait pas inutile de se référer à la définition de l’« essai » que Jean
Starobinski propose dans son texte « Peut-on définir l’essai ? » in Approches de l’essai.
Anthologie, François Dumont (dir.), Éditions Nota bene, « Collection Visées critiques »,
Montréal, 2003.
2
En ce qui concerne « la substance énonciative », afin d’avoir une notion générale, le
lecteur peut se référer non seulement à l’« Introduction » de Roland Barthes, mais aussi
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3

à « La grande syntagmatique du film narratif » de Christian Metz dans le recueil de
L’analyse structurale du récit, Communication N°8, Éditions du Seuil, 1981.
Nous pouvons également trouver une pratique comparable dans la création poétique
de Gaston Miron, précisément dans son poème « La marche à l’amour ». Pour avoir
plus de détails, voir Gaston Miron, L’avenir dégagé, « Entretien avec Claude Filteau »,
Montréal, L’Hexagon, 2010, p. 223.
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趣旨と概要
Introduction
立花英裕

TACHIBANA Hidehiro

〈世界文学〉を最初に語ったのはゲーテだと言われている。中国文学を読んだ感
想を語る際にこの言葉を使ったという。1827 年のことだから、ナポレオン戦争後、
ヨーロッパ情勢が落ち着いてきて、国境を越えて文学が読まれる環境が醸成された
と考えられる。現代に目を移すと、代表的な〈世界文学〉論としてデイヴィッド・
ダムロッシュのそれがあるが、そこでは、ゲーテを踏まえつつ、翻訳のプロセスな
ど新しい視点や読みが導入されている。
本シンポジウムは、ケベック文学を〈世界文学〉として読んでみようではないか
という発想から企画された。ケベックの文学はこれまでケベックの歴史や文化的文
脈の中でだけ読まれる傾向が強かった。特に、〈静かな革命〉期の文学は、ケベッ
ク・ナショナリズムと結びつけられてきた。1980 年以降、ダニー・ラフェリエール
やアキ・シマザキのような作家が登場し、いわゆる「移動文学」論が盛んになるが、
それ以前のケベック文学からは切り離されて捉えられている。ケベック文学を〈世
界文学〉として読むことによって、新たな視座が得られるかもしれない。
ここで、フランスの状況を参考までに見ておけば、フランスの〈世界文学〉論は、
Littératures francophones、つまりフランス語圏文学ないしフランコフォン文学の批判
として登場する。つまり、最初から論争の様相を呈しているのである。その切っ掛
けとなったのは、2007 年 3 月 15 日に「ルモンド」紙に掲載された記事「フランス
語による〈世界文学〉のために Pour une « littérature-monde » en français」である。こ
れは一種の文学マニフェストであり、小説家ジャン・ルオー Jean Rouaud と小説家・
評論家のミシェル・ルブリ Michel Le Bris が共著者だが、ノーベル文学賞受賞作家
ル・クレジオを含む 44 名の作家によって署名されていたこともあり、非常に大き
な反響を呼んだ。ミシェル・ルブリは、1970 年代初頭にマオイストの新聞『人民
の大義』の編集長となり逮捕され、その後任にサルトルが就いたという出来事があ
り、若い頃からよく知られていた人物である。この文学マニフェストの背景には、
出版界に認識を改めるように強いた当時の文学状況がある。秋の主な文学賞が「フ
ランコフォン」の作家たちに次々に掠われるようになり、それまで一段下に見られ
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ていた「フランコフォン文学」が無視できなくなったのである。他方、書店におい
て「フランス文学」のコーナーに本を置いてもらえない「フランコフォン」作家た
ちが、「フランコフォン」というカテゴリーに隔離と差別を感じるという事情も絡
んでいる。ルブリらのマニフェストは、「フランス」とか「フランコフォン」
、ある
いは「フランコフォニー」といったカテゴリーを越えたところに新たな読む歓びを
見いだそうとするものだった。記事は実質的にミシェル・ルブリによって執筆され
た印象を与えるが、そこで彼は、移民系の作家やフランス以外の地域の作家によっ
て書かれた作品がフランスの出版界で正当に評価されてこなかったことを反省しつ
つ、現代の〈世界文学〉は移民の集まる都市空間の文学であると説き、従来の区分
を超えた「フランス語による世界文学」へと視野を広げる必要を訴える。また他方
で、植民地に出自をもつ文学であることが想起される「フランコフォン文学」とい
う名称を時代遅れとして激しく退けている。彼に言わせれば、フランス語という言
語はあっても、フランコフォンという言語は存在しないのである。ケベック文学に
ついては、レジャン・デュシャルムのような作家がフランスで認められてこなかっ
たことを嘆いている。このような「フランス」とか「フランコフォニー」といった
カテゴリーを超えたフランス語の文学の具体的な受け皿として、ミシェル・ルブリ
らは、
「驚異の旅人たち Étonnants Voyageurs」という文学フェスティヴァルを組織
している。これは、世界中の作家と読者、そして出版人が出会う祭典であり、ブル
ターニュのサン・マロ市で毎年開かれている。
以上のような論争と出版流通の場の中にケベック文学を置いたとき何が見えてく
るだろうか。ケベック文学を〈世界文学〉として読むといっても、言うまでもない
が、文学作品を生んだ文化や社会を軽視するということではない。むしろ、文化
的・社会的コンテクストをより深く掘り下げる社会科学的視点を伴ってこそ今日の
文学の世界性が見えてくるはずなのである。本シンポジウムにおいて、「静かな革
命」という社会的・政治的出来事を視野に入れたのは、そのような理由からである。
したがって、本シンポジウムにおいては、「ネイション」とか「国民文学」といっ
た、近代に関わる諸概念を否定したり、無効にしたりしようというのではない。む
しろ、なぜケベック文学が「ネイション」の構築に不可欠な役割を演じたのかを問
い直すことを通して、「世界文学」としてのケベック文学の位相を考えてみたいの
である。ジャック・ゴドブーに言わせれば、「一つのネイションは文学をもたずに
は存在しえない」のである。彼は「静かな革命」を振り返って、「1958 年、私たち
は一つの文学を作り出したかった。そして以後、文学の方が私たちを作ったのであ
る」と述べている。「静かな革命」が本当に「革命」だったのかどうかは別として、
これほど文学が直接的・同時的に参与した「革命」は稀ではないだろうか。そのよ
うに深くケベック人の「誕生」に関わった文学の「世界性」を問うことは決して無
駄ではないはずである。
最初の報告者西成彦氏は、「アメリカ文学」という概念を立て、それをアメリカ
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合衆国の英語文学という枠ではなく、南アメリカをふくめた多言語的な文学空間と
として設定し、そこにケベック文学を置いてみせた。印象的だったのは、「アメリ
カ文学」が幾つかの「大きな舌」と多数の「小さな舌」によって構成されていると
指摘する眼差しだった。「大きな舌」とは、スペイン語、ポルトガル語、英語、オ
ランダ語、フランス語のような帝国主義の言語であり、「小さな舌」とは、マヤ語
やケチュア語などの先住民言語とイディッシュ語などの新移民の言語を指す。
次に、荒木隆人氏が、政治的な側面から「静かな革命」と、その立役者の一人、
ルネ・レヴェックを論じた。「静かな革命」が「革命」と呼ばれるのは、
「フランス
語系カナダ人が自らの社会やネイションについて抱くイデオロギーの転換が生じ
た」からであり、「フランス系カナダ人」という血統を重視したナショナリズムか
ら、
「ケベック州という「領域」を重視したケベック・ナショナリズムへと変化し
た」ためであるとした上で、ルネ・レヴェックには「多元性についての志向」が見
られ、それが「主権連合」という国家連合の思想にも反映しているとしている。こ
のような多元性を受け入れる姿勢が「静かな革命」の根底に流れているのだとすれ
ば、ケベック・ナショナリズムにおけるアイデンティティのあり方をもう一度問い
直す必要があるだろう。更に、荒木氏は、ルサージュ時代のケベック自由党が経済
政策に専念し、その政策には「革命」的なものはなかったという趣旨をルネ・レ
ヴェックが述べていると報告し、1968 年にケベック党を設立したのは、そのような
欠如を補うためだったと指摘している。この指摘は、廣松氏の発表で取り上げられ
た、雑誌『Parti pris』
（1963 年創刊）の果たした役割を見定める上でも重要ある。
3 番目の発表者廣松勲氏は、「静かな革命」の中で雑誌『Parti pris』が発信した言
説がどのようなものであったかを論じた。主にこの雑誌に掲載されたマニフェスト
の分析が報告されたが、それによれば、『Parti pris』のマニフェストは、ケベック
州を植民地的状況と捉え、そこに観察される搾取や支配の分析を通して「脱植民地
化」を訴え、国民を解放する革命運動、すなわち独立を求める運動の必然性を説い
ていた。また、マニフェストの言説は、マルクス主義や実存主義に立脚しつつ、フ
ランツ・ファノン、エメ・セゼール、アルベール・メンミらから大きな影響を受け
ており、中南米諸国やアフリカ諸国との連帯を模索するものでもあった。廣松氏は、
そこに「ケベック性」の探求を「世界性」の探求に繋げる試みが認められるとして
いる。「静かな革命」の中で『Parti pris』が果たした役割は、日本ではまだ充分に
論じられていないが、研究の重要な一歩を印した発表だった。
私（立花）の発表は、ガストン・ミロンを、「静かな革命」の中で形成された重
層的な想像域を先駆的に切り拓いた詩人として捉え、彼の極めてケベック的な模索
と放浪の中に、ミロンという詩人の「世界性」を探るものだった。ミロンにおける
自然や風景は欠如や剥奪の意識に結びついていて、独特の異他性を帯びた意識の場
を開いている。たとえば、恋愛詩においては、恋人の表象がケベック的自然と結び
つき、独特の比喩的・隠喩的想像域を切り拓いている。あるいは、アメリカ大陸に
住む人間としての自覚が、そうした体験を通して形成されると言う。そこで重要な
役割を果たしているのがユーモアである。ユーモアによって、詩人の自己意識は否
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定性の中に閉じ込められるのではなく、自己肯定の契機を見いだすとも指摘した。
シンポジウムを終え、当初の趣旨を実現できたかどうかを省みると、不充分な点
ばかりが目につく。「アメリカ」という空間、
「静かな革命」という壮大な現象、
「ケ
ベック文学」の諸側面、そして「世界文学」という視点、それらがしっかりかみ合
うところまではいかなかったと言わなければならない。しかし、それでも、「世界
文学」という視点を導入することによって、「ケベック文学」を、
「アメリカ」ある
いは「世界性」という空間と、「静かな革命」という歴史的コンテクストの中に同
時的・重層的に位置づけながら、今日的な立場から読み直す可能性を示すことはな
んとかできたのではないだろうか。ケベック・ナショナリズムと緊密に結びついた
20 世紀後半のケベック文学は、決して内に閉じた閉鎖的な文学ではなかった。アメ
リカ大陸の他の文学との繋がり、アフリカやカリブ海の反植民地主義運動との関わ
り、更に付け加えて言えば、ガストン・ミロンがフランスに滞在して、ケベックと
いう存在を訴え、多くの文学者や知識人とのネットワークを作り出したことも、
「静
かな革命」期の「ケベック文学」に深く関わっている。カナダの英語文学との関係
も視野に入れなくてはならないだろう。いずれにしても、従来型の無意識的に国境
に閉じ込められた視野の中では、「移動文学」へと展開していく「ケベック文学」
を捉えきれない。私たちは、今日、国境的区分に惑わされない、新たなカルトグラ
フィー（地図）を必要としているのである。
もちろん、こうした視野をもつための前提として、「ケベック文学」自体のより
よい理解が求められることは言うまでもない。繰り返しになるが、雑誌『Parti pris』
にしても、ようやく紹介できたという段階にあるにすぎない。この点について、シ
ンポジウムでは触れられなかった、ごく初歩的なことを、リーズ・ゴーヴァン Lise
Gauvin を参照しながら補足しておこう。彼女によれば、
『Parti pris』刊行前夜のケ
ベックは、内側から見ると次のように見えたのである――「ナショナルな現在時を
生きるとは、1963 年において、夜の時間、否定性と虚無、そして自己の不在の時間
1
を受け入れることである」 。その夜闇に包まれた空間に、ジャック・フェロンの表
現によれば、
「雑誌は、ガスペジーの夏のように前触れもなく炸裂した。
［…］私は、
「一体あればなんなんだ」と言うジャン・ペルランの顔つきをいまでもよく覚えて
いる」
。そんな不意打ちだったにもかかわらず、『Parti pris』は瞬く間に 3000 人の
定期購読者を獲得した。そして、「ケベック」という言葉が予期せぬ響きを帯びて
発せられたのは、この雑誌の第 1 号においてなのである。更に、リーズ・ゴーヴァ
ンを援用しよう――「雑誌が選択したオプションというのは、以後ケベックと呼ば
なければならない、一つの現実と、一つの現在にしっかり根を下ろすことであり、
フランス系カナダという語が構成する二重の他者性の象徴を、歴史資料館にしまい
込むことである。« Notre littérature s’appellera québécoise ou ne s’appellera pas » とロー
2
ラン・ジルアールは高らかに言い放つ」 。ローラン・ジルアール Laurent Girouard
は著名な考古学者であり、Parti pris 出版の directeur も務めている。引用されている
言葉は、
「我々の植民地文学」と題された記事に見えるもので、第 1 巻 3 号（1963
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年 12 月）に掲載されている。この文は、どう訳せばいいのだろうか、
「我々の文学
はケベック文学なのか、それとも存在さえしないのかそれが問題だ」とでも、して
おこう。
最近の文学研究は、雑誌研究が重要な位置を占めている。というのも、雑誌は、
有力な文学者を中心として、一定の象徴権力をもつ文学〈界〉を形成するからで
あって、著者と読者を結ぶ重要な媒体だからである。文学テクストを内在的に読む
だけでは、文学の機能を十全に明らかにすることができないというのが、最近の文
学研究の傾向である。今日の文学者の動向を見るとき、雑誌が国境を超えて作家達
を結びつけ、ケベックの作家が、カリブ海やフランス、あるいはアフリカの作家達
と日常的に交流している。それは誰もが目にする光景である。そこに、私たちはイ
ンターネット時代の「世界性」の一面を見てもよいだろう。今日、「国民文学」は
解体したと言ってよいが、文学はしっかりと存在している。その「世界性」におい
て。
注
1
2

74

Lise Gauvin, Parti pris littéraire, Fac-similé de l’édition originale avec une posteface d’André
Major, Les Presses de l’Université de Montréal, 2013, p. 21.
Ibid., p. 22.
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アメリカ文学とは何か
～北米文学の現在～

Qu’est-ce que la littérature des Amériques?
―― La littérature nord-américaine au présent
西

成彦

NISHI Masahiko

「アメリカ」が「合衆国」という国名をだけを意味して終わるというケースは珍
しくない。だが、その「合衆国」においてさえ、「文学」は「英語」だけで書かれ
ているわけではない。先住民族の口頭伝承は、それぞれの言語で継承されてきたし、
「合衆国」の領土拡張に伴い、地域によってはフランス語やスペイン語による文学
創造が盛んだった時代もある。19 世紀以降になると、
「合衆国」に移り住んだ新移
民が、とくにその第１世代のあいだで「母語＝継承語」を用いた文学創造を行った。
日本語文学、イディッシュ文学、あるいは亡命者の残したドイツ語文学も「合衆国
文学」の一部をなしている。
私は南北アメリカ大陸の文学に環カリブ海地域の文学までを加えた全体を「アメ
リカ文学」の名で呼ぶことを優先したい。この意味における「アメリカ文学」は、
帝国主義の言語であったスペイン語、ポルトガル語、英語、オランダ語、フランス
語という 5 つの「大きな舌」と、先住民族語（マヤ語やケチュア語、グアラニー
語など）や新移民の言語（イディッシュ語その他）といった多くの「小さな舌」に
よって生み出されている。「合衆国の文学」や「カナダの文学」
「ケベック文学」は、
そうした「アメリカ文学」の構成要素である。
今回はこの枠組みのなかで、「ケベック文学」という、世界的に見た場合には、
アジアやアフリカにまで勢力圏を有する「フランス語圏文学」の重要な構成要素に
ついて考えてみたい。
20 世紀にアンチーユ諸島＝西インド諸島は合衆国の前庭になるが、ハイチは、合
衆国の軍事侵攻や傀儡政権の誕生によって、ますますフランスから引きはがされ、
北米に顔を向けた国家へと変貌する。そうした事態を象徴するのが、合衆国におけ
る英語作家エドウィジ・ダンチカの登場である。2000 年にダンチカが来日した頃、
私はハイチ系の北米作家としてモントリオール在住のエミール・オリヴィエという
大御所も存在すると知った。そして、まさにそのオリヴィエの後継者のようにして
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日本でも人気を誇るようになったのが、ダニー・ラフェリエールである。
ラフェリエールの『帰還の謎』は彼自身の「帰郷ノート」として読むことができ
る。カリブ海世界という檻を逃れて、ヨーロッパや北米を目指した知識人はエメ・
セゼールをはじめとして数知れない。カリブ出身の北米作家で言えば、アンチグア
出身のジャメイカ・キンケイドもそうした部類に属す。ノーベル賞詩人、デレク・
ウォルコットの長篇叙事詩『オメーロス』の背後に流れるのも、「帰郷」なる体験
が可能にする重たくて、耐えようにも耐えがたいような一種の「回復不能性」の感
覚だった。カリブ詩人、カリブ作家は、自分のやり方で「失われた土地を求める旅」
を積み重ね、それぞれの「帰郷ノート」をつづっているのである。
『帰還の謎』と『ハイチ震災日記』に目を向けるなら、ラフェリエールの「帰郷」
はひとつながりの変奏曲のような様相を呈する。1 度目の「帰郷」の後、今度はあ
らためてハイチ地震をみずから経験するのだが、そうしたことで、ラフェリエール
は「カリブ作家」にとって新しい「帰郷物語」の形式を試すことになったと言える
かもしれない。
このように、カリブ海出身の作家が今日では北米の文壇において大きなプレゼン
スを示すようになってきている。その際に、合衆国という土地には、非英語圏の作
家たちに英語の採用（要するに米国の養子となること）を強要する傾向が見られる
が、フランス語圏の 1 つでもあるケベックを擁するカナダは、フランス語圏のカリ
ブ作家にとって魅力的な土地だった。もっとも、ケベックのハイチ系文学が決し
てフランス語圏文学のなかに閉じたわけではなく、ラフェリエールの父親がニュー
ヨークで亡くなったように、ケベックのフランス語文学は、カリブ海地域や北米の
各地に家族や血縁を有する広義の「アメリカ文学」を構成するのである。南北アメ
リカのなかでのマイグレーションは、北から南、南から北へと激しい人口移動を引
き起こし、しばしば語圏の壁をも越える越境的な側面を示すのである。
カナダは英語圏だけではなく、仏語圏文学の世界的なセンターの 1 つでもあり、
フランス語圏の国々や地域からの移民を容易に受け入れている。米国にも「ルイジ
アナ割譲」からしばらくのあいだはフランス語作家や詩人が存在したが、世代交代
とともに基本的に英語でしか書かなくなった、これが米国モデルである。同じモデ
ルはスペイン語圏のラテンアメリカ諸国や、ポルトガル語圏ブラジルにもあてはま
る。このような「アメリカ文学」の全体のなかにカナダ文学を置くならば、その 2
言語並立状況はきわめて特異なものだと言える。これは「フランス語圏アメリカ文
学」という枠組みのなかで考えていたのでは見えてこない論点ではないかと思う。
カナダ文学がそうであるように、「北米文学」という範疇のなかで「英語圏文学」
と「フランス語圏文学」は競合関係にあるのである。
（にし まさひこ 立命館大学教授）
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「静かな革命」とルネ・レヴェック

La Révolution tranquille et René Lévesque
荒木隆人

ARAKI Takahito
「静かな革命」とは、1960 年代のケベック州における一連の大規模な社会・経済
改革である。とりわけ、この改革が「革命」と呼ばれるのに相応しいのは、フラン
ス語系カナダ人が自らの社会やネイションについて抱くイデオロギーの転換が生じ
1
たからである 。それを示すものとしては、フランス語系カナダ人の多くが、かつ
て教育や福祉を通じて強い影響を受けていたカトリック教会の影響下から離れ、近
代的で普遍的な価値観を重視するようになったことが挙げられる。強くまた、この
時期にナショナリズムの形態も、従来のフランス人を祖先にもつという血統を重視
したフランス系カナダ人のナショナリズムから、ケベック州という「領域」を重視
したケベック・ナショナリズムへと変化した。
このように、「静かな革命」はとりわけ、思想的にケベック社会に変化をもたら
した点に重要な意義があったが、近代的で普遍的な価値観の重視をもたらした「静
かな革命」は新しく生じたケベックのナショナリズムの方向性にいかなる影響を与
えたのか。この点を今一度明らかにするために、本稿ではケベック自由党政権の下
で天然資源大臣として「静かな革命」の立役者の一人であったルネ・レヴェックの
視点を通じて考えてみたい。
「静かな革命」を代表する政治家の一人であるレヴェックは 1922 年に生まれ、ラ
ヴァル大学法学部を中退後、第二次大戦中は、戦時レポーターの経験を積む。1956
年からフランス語放送局であるラジオ・カナダ局で報道番組の人気キャスターとな
る。1958 年のラジオ・カナダ局におけるストライキ事件を経て、カナダにおけるフ
ランス語系カナダ人の差別の問題を強く意識するようになり、この差別の問題を改
善するために 1960 年の州選挙においてケベック自由党のジャン・ルサージュ（Jean
Lesage）の陣営に加わった。州選挙での勝利の後、レヴェックはケベック自由党政
権の下で「静かな革命」事業に携わることになる。レヴェックの「静かな革命」時
代の成果として特に知られるのは、英語系資本の民間会社を州が買収して、州経営
の「イドロ・ケベック」社に統合した電力会社の州有化である。
しかし、レヴェックにとって、電力会社の州有化のような経済・社会改革だけで
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は、それは「革命」と呼べるようなものではないと語っている。実際、
「静かな革
命」は結局、当面の事情に合わせるために作られた一連の諸政策に過ぎなかったと
2
レヴェックは述べている 。「静かな革命」の事業の結果として、フランス語系カナ
ダ人が自信をつけるにつれてケベックのナショナリズムの熱は高まる一方であった
が、そのケベックのナショナリズムの方向性についてはルサージュ時代のケベック
自由党は何も道筋をつけることはなかったのである。
「静かな革命」以後のこの新しいナショナリズムの方向性の模索こそが彼にとっ
て重要な課題であった。このケベックのナショナリズムは排外的なナショナリズム
として内に閉じこもることになるのか。それとも、フランス語系カナダの文化以外
に対して開放的な性格をもつようになるのか。まさに、
「静かな革命」期のケベッ
ク人のアイデンティティは不安定な状態にあったのである。レヴェックは、新しい
ナショナリズムの方向性をつけるべく、新しい政党の設立を構想する。そのために、
彼はケベック自由党を脱退し、自らの「主権連合」の構想を基に、1967 年、新党
「主権連合運動（Mouvement Souveraineté-Association）」を結成する。
その第一回目の党大会において、党の方針を巡り大きな議論の対立があった。そ
の対立はフランソワ・アカン（François Aquin）とレヴェックの間のナショナリズム
についての方向性の違いであった。作家のユベール・アカン（Hubert Aquin）のい
3
とこでもあるアカンは、ド・ゴール（Charles de Gaulle）大統領の演説 に影響を受
けた純粋な独立主義者であった。アカンは、「主権連合運動」の政策として英語学
4
校への補助金の廃止の提案を行っていた 。
そのようなアカンに対してレヴェックはいかなる立場を示したのであろうか。レ
ヴェックは、1968 年の『ケベックの選択』という著書の中で、自らのアイデンティ
5
ティを「我々はケベック人である」とし 、そのケベック人のアイデンティティの
重要な構成要素はフランス語であるとする。このネイション観に関して注目すべき
点の一つは、世俗性である。つまり、カトリックの信仰というのを、ケベック・ネ
イションの中核的な定義に据えていないわけである。また、レヴェックの思考の特
徴として挙げられるのは、個人及び集団の権利や自由主義、民主主義、自由な討論
を尊ぶ姿勢である。
以上のようなネイション観をもつレヴェックはアカンが英語系少数派に対して厳
しい提案を行ったことに対して、英語系学校への補助金の提供は英語系少数派の普
遍的な権利の問題であると述べているように、少数派への一貫した配慮が見られ
6
る 。ここには、レヴェックの多元性についての志向が見られる。
さらに、ナショナル・アイデンティティに関しても、ケベックにアイデンティ
ティを感じる者もいれば、カナダとケベックの両方にアイデンティティを感じる者
もいる。レヴェックは、このナショナル・アイデンティティの重層性に資する国家
制度として、純粋な独立ではなく、「主権連合」という国家連合を提案する。それ
は、政治的にはケベックが主権を獲得しつつ、共通の通貨や自由貿易を通じたカ
7
ナダとの経済連合を図るというものである 。この思考に基づいて、レヴェックは
1968 年、ケベック党（Parti Québécois）を設立するわけである。
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以上のように、民主主義や多元性とナショナリズムの両立こそがレヴェックの意
図であり、「静かな革命」により生じたケベックのナショナリズムを導こうとした
方向であったと言える。
（あらき たかひと 岐阜市立女子短期大学専任講師）
注
1
2
3

4
5
6
7

Kenneth McRoberts (1993), Quebec: Social Change and Political Crisis, McClelland and
Stewart, pp.128-131
René Lévesque (1979), My Québec, Toronto Books, p.18
1967 年、フランスのシャルル・ド・ゴール大統領がモントリオール市庁舎のバルコ
ニーから「自由ケベック万歳」と叫んだ事件。この演説はケベックの独立主義者を熱
狂させた。
Jean Provencher (1975), René Lévesque : Portrait of a Québécois, Gage, pp. 252-253
René Lévesque (1997), Option Québec :Précédé d’un essai d’André Bernard, TYPO, p. 161.
René Lévesque (1986), Memoirs, McClelland and Stewart, p. 230
レヴェックの「主権連合」については、以下の文献も参照。荒木隆人（2015）『カナ
ダ連邦政治とケベック政治闘争－憲法闘争を巡る政治過程』法律文化社、56-57 頁。
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〈静かな革命〉における脱植民地化の言説について：
雑誌『Parti pris』を中心に

Discours de la décolonisation dans la Révolution
tranquille : autour de la revue parti pris
廣松

勲

HIROMATSU Isao

本発表では、1960 年代に刊行されていた雑誌『Parti pris』（1963 ～ 1968 年）を主
たる分析対象として、〈静かな革命〉というケベック社会の大きな変容の中で、ど
のような社会的言説が広まっていたのかについて概略的に論じた。その際に注目し
たのが、「脱植民地化 décolonisation」に関わる言説である。とりわけ、上記雑誌に
おける「紹介」や「マニフェスト」における脱植民地化に関わる思想的背景や用語
法を検討しながら、本雑誌がどのような言説のネットワークの中に置かれているの
か、そしてナショナリズム運動の只中で、できる限り世界への開かれを確保しよう
と努めたケベック知識人たちの試みについて論じた。
まず始めに、雑誌『Parti pris』それ自体や本雑誌に関する研究状況について、歴
史的・社会的に側面に注目しながら概説した。その上で、主にマニフェストにおい
て開示される執筆者たちの思想的背景として、マルクス・レーニン主義や実存主義
に留まらず、旧植民地出身者による脱植民地化の思想が存在することを指摘した。
とりわけ、マルティニック島出身の精神分析家フランツ・ファノンや詩人・政治家
エメ・セゼール、さらにはチュニジア出身の作家・批評家アルベール・メンミらの
思想に依拠することで、マルクス・レーニン主義の理論装置を核としながら脱植民
地主義と社会主義への傾倒が見られることを論じた。本雑誌はこのような知的操作
を介して、ケベック州という歴史的・社会文化的文脈を、広く中南米諸地域やアフ
リカ諸国における革命運動との連帯へと接続しようという企図に貫かれていた。
このような概説を行った上で、より具体的に、創刊号における「紹介」
（1963 年
10 月・第 1 巻）と 2 つの「マニフェスト」（1964 年 9 月・第 2 号・第 1 巻と 1965
年 8-9 月・第 3 号・第 1-2 巻）について、それぞれ分析を行った。まず、「紹介」に
おいては、ケベック州のフランス系カナダ人が置かれている疎外状況について、
「植
民地化、搾取、支配、統制」といった概念で論じられており、そのような状況から
脱却する方法として革命的段階へと移行することの必要性が説かれていた。同時に、
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前世代のケベック知識人と自らを対比させながら、より現実主義的かつ個別主義的
な形で小文字の真実を追求するという立場が明示されていた。このような立場は引
き続き、2 つのマニフェストにおいても見られる語り方となる。
次に、1963 年のマニフェストにおいては、1837 年の「パピノーの反乱」や 1945
年の『Le refus global』が引き合いに出された上で、自らの立場取りの正統性をより
鮮明に主張することになった。その上で、ケベック社会の脱植民地化の筋道として、
現状認識・意識化を通じた革命運動、革命運動を通じた独立、独立を通じた国民解
放といった筋道が明確化されていた。このような理念的立場を表明すると同時に、
脱植民地化と革命実現に向けた運動の一環として、教材出版や活動・教育拠点であ
る「Club parti pris」の開設なども謳われていた。
最後に、1965 年のマニフェストにおいては、進行中の大きな社会変容に関する分
析が行われる一方で、基本的には前述の 2 つのテクストと同様の立場取りから、た
だしより詳細に植民地化状況の把握やそれからの脱却方法が論じられた。特徴的で
あるのは、このような社会分析に加えて、とりわけ近年に脱植民地化を果たした南
アメリカ諸国との連帯が強調されることで、本雑誌の主張・運動の国際性が強調さ
れたことであった。
このように 3 つのテクストを分析することで、雑誌『Parti pris』は主に革命思想
とその実践を媒介としつつ、「ケベック性」の探求を「世界性」の探求へと繋げる
ことを試みていたと指摘した。すなわち、本雑誌における脱植民地化の言説とは、
ケベック社会という個別地域の社会運動が、自閉状態に陥らずに世界の社会運動へ
と開かれるために、戦略的に選ばれた一つの語り方であったといえる。
実際ところ、残念ながら、本雑誌の主張する意味での社会主義革命やケベックの
独立は実現することはなかった。しかし、少なくとも現在のケベック社会における
世界状況への敏感な視線や被抑圧者への寛容な姿勢といったバランス感覚の萌芽
は、既に本雑誌における脱植民地化の言説においても見られるだろうと結論付けた。
（ひろまつ いさお 法政大学専任講師）
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世界文学から見た〈静かな革命〉
La Révolution tranquille au prisme de la littérature-monde
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植民地としてのアメリカと世界文学

Les Amériques coloniales et la littérature-monde
立花英裕

TACHIBANA Hidehiro

本発表では、ケベックを代表する詩人ガストン・ミロンを世界文学という文脈の
中で読んでみたい。
ジョルジュ＝アンドレ・ヴァションは、ミロンを「最初のケベック詩人」と呼ん
でいるが、それはミロンが「静かな革命」の糸口となる領土的想像域を切り出した
からである。その詩は、土地への繊細で鋭敏な感覚に貫かれている。自然や風景は
単純に賛美されるのではなく、むしろ欠如や剥奪の感情に結びついて瞬発的に喚起
される。その「領土的想像域」は負の、マイナスの所有意識に結びついている。一
般的に言って、アイデンティティは所有形態に照応した自己意識として構成される
が、彼においては、所有の欠如によって自他が絶えず入れ替わる表象が紡ぎださ
れて、独特の異他性の空間が点滅する。ここにガストン・ミロンを世界文学とし
て読める手がかりの一つがある。ミロンの他者性は、「私の帰国のために Pour mon
rapatriement」と題された詩における「私は一度たりと他国に旅したことはない／私
の国よ 私はおまえの方へと旅をするのだ」のように、カフカにおける自己の他者
性や、空間の異他性に通じる想像域を開く。しかし、彼の詩は、負の意識だけに終
わるのではない。そこには、他者性に蝕まれながらも、破裂するユーモアがある。
その不意の笑いと歌には、自己肯定の契機が潜伏している。
ここで、
「静かな革命」における文学の役割がどのようなものだったかを振り返っ
ておこう。少し遡って見るなら、19 世紀末から両大戦間にかけてのフランス系カ
ナダ人のナショナリズムは、リオネル・グルーの思想にその典型を見ることができ
る。それは、いわゆる「生き残り」の言説に支えられていて、自己の起源をルイ 14
世時代のフランスに求め、そのことによってアメリカ大陸での宗教的ミッションを
担った農村共同体を維持させるためのイデオロギーだった。グルーの言説は過去に
執着し、民主主義と近代化の拒絶によって古い共同体の解体を防ごうとしていた。
ところで、20 世紀のナショナリズムは、左右様々に分岐するとはいえ、第一次世界
大戦後のヴェルサイユ条約における「民族自決権」に象徴的に示されるように、主
体的で内発的な自己発展への権利を各ネイションに認める変革運動でもあった。リ
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オネル・グルー的ナショナリズムは、ナショナリズムに内包される近代的価値観と
カトリック的価値観との間に内在的な矛盾を抱えていたと言わなければならない。
「静かな革命」は、その矛盾の内的破裂であり、新たな自己意識を構成するための
パラダイム転換だった。それはまた、主体的な近代化プロセスが、政治的・制度的
裏付けをもたないフランス系カナダ人という茫洋とした集団によっては実現不可能
であり、州政府という政治機構を現実に利用できる集団、すなわち「ケベック人
Québécois」によってのみ可能になることを自覚する、自己意識の「革命」でもあっ
た。ところで、このような主体と価値の変換は、新たな言説の発明を条件としてい
て、文学なしには実現できない。ようするに、ケベック人は、文学によって自分た
ちの土地の固有性を言説化し、領有化を試み、そのプロセスの中で感情を土地に投
影し、自分たちの領土空間を一つの想像域にしたのである。それは文化的空間意識
の変換であり、アメリカ大陸という空間を領有化し、その風土に適合した自己の身
体性を具現するための新たな言説の要請なのである。
ガストン・ミロンは、言語によってネイション意識の転換を試みた。彼の詩には、
ケベックの人間でなければ感じとれないような、自然や日常生活に密着した表現が
織り込まれている。たとえば、長編詩「愛の行進」の詩句「君の首に立ち昇る蓮の
花の白さ」は、恋人の描写であると共に、ケベック的自然を鮮烈に浮き上がらせる。
こうした比喩的・隠喩的喚起は、人間的事象を自然の事象に結びつけ、所有意識が
介在する重層的・多元的な想像域を拓く。詩句「巨大なモンレアルは宇宙的カオス」
では、アメリカ大陸の空間に住む人間としての自己意識が読み取れる。だからこそ
ミロンの詩は、同じ空間を共有する移民や難民とも何かを分かちうる世界文学とし
て読めるのである。
ミロンの詩は、言うまでもなく、彼だけの独創ではない。彼の背後には、近代的
自我に対応した詩的言語を発明した詩人たちが控えている。特に挙げなくてはなら
ないのは、サン＝ドニ・ガルノーである。この夭折した詩人は、
「鳥籠 cage d’oiseau」
に見られるように、平易な口語的表現によって内部に巣くった異他性を表現してみ
せた。ただ、その詩的世界は、フランス系カナダ人でなければ絶対に書けないよう
なものではない。ガストン・ミロンは、サン＝ドニ・ガルノーの詩的言語を出発点
として、彼の時代、その歴史的条件下にある自己意識を言語化した。それはまた、
グルー的な農村ではなく、都市を住処とした精神的流浪者の歌だった。そうした彼
の詩的言語がよく見てとれるのが、上に引用したような恋愛詩である。ミロンの詩
において、女性は社会や歴史の仲介者として顕れ、不協和音に満ちた出会いの中で
詩人に自覚を促し、その社会意識、歴史意識に肉体性を備えた言葉を与えるのであ
る。
最後になるが、ミロンが、ネグリチュードの詩人エメ・セゼールを発見し、紹介
したことに触れておこう。エメ・セゼールの詩と『植民地主義論』は、
「静かな革
命」の反植民地主義的言説に大きな影響を与えた。とりわけ、ピエール・ヴァリ
エール『アメリカの白い黒人』の直接的な発想源になっている。おそらく、ミシェ
ル・ラロンドの詩「スピーク・ホワイト」にもネグリチュード的黒人像の影がある。
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エメ・セゼールの思想に新たな展開を与えたエドゥアール・グリッサンが、ミロン
の『寄せあつめの男』ガリマール NRF 版に序文を寄せているのも、そうした歴史
的・文学的文脈があるからである。ミロン的欠如の意識は、カリブ海やアフリカの
文学と響きあう側面をもっていて、そこからもミロン詩の世界性が見えてくるので
ある。
（たちばな ひでひろ 早稲田大学教授）
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ジェラール・ブシャール
（丹羽卓 監訳、荒木隆人・古地順一郎・
小松祐子・伊達聖伸・仲村愛 訳）
『間文化主義（インターカルチュラリズム）
多文化共生の新しい可能性』
彩流社、2017 年

L’Interculturalisme: un point de vue québécois, Montréal:
Les Éditions du Boréal, 2012.
飯笹佐代子
IIZASA Sayoko

グ ロ ー バ ル な 趨 勢 と し て、 か つ て 熱 狂 的 に も て は や さ れ た 多 文 化 主 義
（multiculturalism）は、近年きわめて否定的なイメージで語られることが多い。その
傾向は、「多文化主義は失敗した」とする発言がドイツのメルケル首相（2010 年）
や英国の当時のキャメロン首相（2011 年）の口から相次いだように、特に欧州諸国
で顕著である。これらの国々で、果たして多文化主義がどこまで政策として明示さ
れ、実践されてきたのかという疑問は大いに残るが、現に欧州評議会などはそれに
替わる共生のモデルとしてインターカルチュラリズムを打ち出している。他方、す
でにカナダのケベック州において、カナダ連邦政府の提唱する多文化主義への対抗
概念として interculturalisme が知識人らによって構想され、その定義や実践をめぐっ
て論争が起こってきたことは周知のとおりである。
このように、インターカルチュラリズムという語が欧州と北米の双方から聞こえ
てくることにより、日本でもその考え方への注目が集まりつつある。本書の原著が
刊行された直後の 2012 年 12 月、筆者は青山学院大学で開催したインターカルチュ
ラリズムに関するシンポジウムの基調講演者として、著者のジェラール・ブシャー
ル氏をお招きした。全国から予想を超える多くの参加者が集い、会場が熱気に包ま
れていたことを感慨深く思い出す。日本社会でも多文化共生に向けた課題がいっそ
う重要性を増すなか、本書が待望の邦訳書であることは論を俟たないだろう。翻訳
の労をとられた方々に心より敬意を表したい。
ケベック州でマジョリティを占めるフランス語系の人びとはカナダ全体から
みればマイノリティであり、フランス語の存続を中心とした文化の「生き残り
（survivance）」が歴史的にも至上課題であり続けている。一方で、出生率の低下も
あって労働人口を確保するためには、他州同様に移民の受け入れが不可避である。
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カナダのなかで文化的に「独自の社会」を維持しながら、同時に多様な文化を持つ
移民とともに調和ある多文化社会をいかに構築していくのか。この 2 つの目的を、
マイノリティの同化も、そして社会の断片化も回避しつつ両立させるには、ケベッ
クにふさわしい多元主義、すなわち interculturalisme が目指されるべきである、とい
うのが本書を貫く著者のゆるぎない確信である。
著者ブシャールは、社会学者、歴史学者としての顕著な業績もさることなが
ら（実は小説も執筆）
、ケベック社会の問題解決にも積極的に取り組んできた。と
りわけ、2000 年代後半に宗教的マイノリティの慣行をどこまで認めるのかをめ
ぐって論争が先鋭化した際に、「文化的差異に係る調整の実践に関する諮問委員会
（Commission de consultation sur les pratiques d’accommodement reliées aux différences
culturelles）
」
（通称「ブシャール = テイラー委員会」）を率いたことでも知られる。
もう 1 人の共同委員長は政治哲学者のチャールズ・テイラー（Charles Taylor）であ
り、彼が本書の原著の英訳版に寄稿した序文は本書にも掲載されている。この諮問
委員会は州民の意見を広く聴取するために精力的な調査を実施しており、その経験
が著者の interculturalisme 論に大きな影響を与えていることは本書からもうかがえ
る。本書は、膨大な先行研究に基づく学術書としての価値を持ちつつも、著者が調
査で出会った人びとを含むケベック社会全体に向けて interculturalisme への理解を促
すための啓蒙書でもある。
本書は序章と結論に加えて、5 つの章から構成される。以下、章ごとに主な内容
をみていきたい。
第 1 章では、ケベック社会の特徴が世界の国々の類型化によって浮き彫りとな
る。著者によると、世界には次の 5 つの型が見いだせるという。①多様性パラダ
イム（英語系カナダや米国、豪州のように、文化的多様性は尊重するが、文化的マ
ジョリティを公式には認めない）、②均質性パラダイム（日本のように、エスニッ
ク文化的な差異を認めず、同化が原則）、③二極性・多極性パラダイム（ベルギー
やスイスのように、複数のナショナルな文化集団の存在を制度的に承認）、④混合
性パラダイム（ラテンアメリカのように、多様な文化が融合して新たな文化に溶け
込む）、⑤二元性パラダイム（1 つの文化的マジョリティと複数のマイノリティから
構成）
。ケベックは最後の⑤に該当し、interculturalisme はこのパラダイムに適した
モデルであるという。
では、ケベック型の interculturalisme とはどのようなものなのか。その公式な定義
をケベック州政府は明示していないが（註）、著者はそれを、同化主義的な共和主義
と文化の断片化を生む多文化主義との間でバランスを追求するモデルとして位置付
ける。
第 2 章では、1968 年のケベック州移民省創設以降の歴史的展開を跡づけながら、
interculturalisme の具体的な構成要素として以下の 7 つが示される。
①デモクラシーと多元主義の精神に基づく権利の尊重、
②ケベックの独自性の基盤であるフランス語の振興、
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③ケベック・ネイションにおける多様性の承認、
④統合の強調、
⑤文化間の相互作用、歩み寄り、交流の推進、
⑥マジョリティとマイノリティ間の相互尊重によって育まれる共通文化の発展、
⑦常に発展し、外部からの貢献に開かれた、一つのアイデンティティ、帰属意識、
ケベックのネイション文化の推進。
さて、こうした特徴を持つケベックの interculturalisme は、カナダの多文化主義
とどう違うのか。その比較考察が第 3 章のテーマである。ここではケベック側から
みたカナダの多文化主義への辛辣な批判が展開される。ケベックにとって連邦政府
が掲げる多文化主義の最大の問題は、イギリス系とともに二大建国民族であるはず
のフランス語系ケベック人（本書の表現では、ケベックにおける「創設のマジョリ
ティ（majorité fondatrice）」）が、諸エスニック集団の 1 つにしか位置付けられなかっ
たことにある。さらに、連邦の多文化主義がマジョリティ文化の存在を想定してお
らず、統合よりもエスニック集団の差異に価値を置いてきたために遠心力にうまく
対応できないこと、移民は強制しなくとも英語を学ぶために、言語の保護やその重
要性に関心を払ってこなかったこと（従って、フランス語の維持に腐心するケベッ
ク側の事情が理解されにくい）、なども指摘される。他方で多文化主義も変化して
おり、近年では文化間の相互交流を奨励するなど、interculturalisme への接近がみら
れることにも言及され、後者の優位性が強調される。
第 4 章ではもっとも多くの紙面が割かれ、interculturalisme へのさまざまな批判、
懸念が取り上げられる。批判の内容は以下の 2 つに大別される。マジョリティ文化
が損なわれるとする不安感に起因するもの（文化的次元の批判）と、文化主義を排
してあくまで個人の権利を重視するシヴィックな個人主義的ないしは共和主義的な
観点からの批判である。これらに対して、著者は種々の例証を挙げ持論を駆使しな
がら丁寧に応答し、マジョリティ文化への配慮とエスニックな文化の尊重とのバラ
ンスを追求することが interculturalisme の意義であると説く。
「包摂的なライシテ（laïcité）」と題される第 4 章では、宗教に対する国家（州政
府）のあるべき中立性について論じられる。これは interculturalisme 論とは次元の異
なる内容に見えるが、文化的多様性において宗教文化はその中心的な要素を占めて
いること、特に近年、ケベックで宗教的シンボルをめぐる問題が争点化してきたこ
とからも、interculturalisme と密接に関わる課題である。著者によると、「包摂的な
ライシテ」とは interculturalisme と同様に、差異の自由な表現に対する配慮に欠ける
共和主義の方式と、集合体の要請に対する感受性に欠ける個人主義的な新自由主義
の間を取り持つモデルである。そして、フランスとは異なり、ケベックではヴェー
ルをはじめとする宗教的シンボルの着用は、差異の自由な表現として尊重されるべ
きとする。ただし、その権利は無制限ではない。たとえば、裁判官や治安部隊など
特別な権利を行使する公務員には着用の禁止が正当化されると主張している。この
点についてはケベック内からも異論があるだろう。

87

本書は原題に「ケベックの視点」（この語は邦訳タイトルにはなぜか入っていな
い）と記されているように、ケベック社会の文脈に根ざした、ケベックのための
interculturalisme 論である。とはいえ、そこからケベックを超えた多くの貴重な教訓
や示唆を得ることができる。その 1 つが、マジョリティへの配慮という、これまで
の多元主義論者が言及してこなかった視点である。世界的に台頭するポピュリズム
政治がマジョリティの不満を反移民感情へと誘導することで勢力の拡大を図ってい
るなか、傾聴に値する指摘であろう。また、日本から見て新鮮かつ健全に映るのは、
多文化社会のあり方をめぐる公共論争が、マイノリティ当事者の積極的な参加を得
ながら、時に加熱しつつもオープンに行われていることである。2015 年に日本に流
入した外国人（合法的に 90 日以上滞在）の数は、OECD 諸国のなかで 4 番目に多
いという。人手不足の深刻化を受けて様々な形で外国人労働力を導入しながらも、
「移民政策ではない」と政府が主張し続ける日本で、多文化共存をめぐる本格的で
開かれた公共論争への道のりが遠いことに、ため息を禁じ得ない。考えさせられる
点は他にも多々ある。
最後に、「間文化主義」という訳語に違和感があることを率直に述べたい。こ
の語には、異なる文化どうしの相互作用や交流といった、著者が最も重視する
interculturalisme の動的なニュアンスが感じられないからである。片仮名表記を避
けたいとする方針には賛同できるが、語彙力の乏しい筆者には「相互文化主義」や
「交文化主義」くらいしか思いつかない。いっそのこと、訳語を公募してみるのは
いかがであろうか。
（註） ケベック自由党政権下のケベック州政府が interculturalisme について初めて公式に言
及したのは、本書の原著刊行後の 2016 年に公表した州の政策声明においてである。著
者はその定義に対して、筆者へのメールによると、必ずしも満足していないようであっ
た。

（いいざさ さよこ
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細川道久編著
『カナダの歴史を知るための 50 章』

明石書店、
「エリア・スタディーズ」叢書、2017 年

HOSOKAWA Michihisa (dir.)
50 chapitres pour connaître l’histoire au Canada,
Akashi-shoten, coll. « Area Studies », 2017.
佐々木菜緒
SASAKI Nao

カナダに関する入門書としては「エリア・スタディーズ」で 5 冊目にあたる本書
の主旨は「カナダの歴史を知る」ことである。折しも、本書が出版された 2017 年
はカナダ連邦結成 150 周年にあたり、国内でも日本カナダ学会シンポジウム「連邦
結成 150 年 — 過去から現在、未来へ」が開催されるなど、カナダ史への関心が高
1
まった象徴的な年である。「カナダ生誕 150 周年（Canada’s 150th Anniversary）」と
いう表現に見られるように、1867 年の連邦結成はカナダの「建国」とほぼ同義に位
置付けられることが多いものである。しかしながら、今回の年祝はその象徴的な史
実をめぐるよりも、むしろそれは一旦カッコに入れられ、今日カナダと呼ばれる土
地空間をめぐるものが目立ったように思われる。CBC ラジオ・カナダに掲載された
2
動画「カナダの本当の歳は？（How old is Canada really?）」はそうした意味で 1867
年に必ずしも端を発しない多角的視点によるカナダの「誕生」を提示している。
この多角的視点によるカナダ史観は本書においても中核をなしている。つまり各
「視点」を提供するそれぞれの人々が歴史の主人公として描かれているのだ。一般
的に西欧史と結びついたカナダ史は大陸が「発見」される歴史を軸に語り始められ
ることが多く、先住民についての言及や英仏系以外の移民に関しては補足的である
ことがしばしばある。そのような中で、本書はカナダの土地を取り巻くあらゆる人
と社会の変遷が穏やかに語られている。英雄史的な視点で飛び石のように歴史を進
めるのではなくて、途切れない水の流れのようにその時その時のカナダ史に携わっ
た社会の姿が描かれている。先住民社会に限らず、ニューファンドランド、アカ
ディア、メイティ社会、西部地域もその流れの一部であり、ドイツ系、南欧・東欧
系、中国系そして日本人それぞれもカナダ史の構成メンバーである。特に興味深か
いのは、後者の移民集団に関してはそれぞれ独立した章が与えられており、大陸に
おける各集団の移動と変遷が丁寧に描かれているため、読者は、今日の多元的な社
会と言われるカナダの実態を単なる現状、結果として捉えるのではなく、どのよう
な人の流れによって同社会が形成されていったのかを理解することができる。総じ
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て、本書はカナダがいかに発展してきたかよりも、どのように変遷してきたかに関
心があると言える。編者のことばを借りれば、「世界の歴史のうねりのなかで時を
刻み、変貌をとげるカナダ」（p. 3）が描かれている。
本書は諸分野の専門家 27 人による 50 章からなり、大きく 7 部で構成されている。
この 7 部構成は、さらに大きく 3 種類の内容に沿った編に支えられている。つまり、
カナダ史の全体像を知るための「総論」、カナダ史の流れを知るための「通史編」、
カナダ史の特徴をより個の次元から知るための「テーマ編」である。以下、各編と
各部ごとの内容をまとめながら多角的な視点によるカナダ史を進んでみたい。
第 1 部「〈総論〉世界のなかのカナダ」では、具体的なカナダ史変貌の諸相に入
る前の全貌が提示される。まずは 4 つの時期区分によるカナダ史の流れが図ととも
に、世界史と人の流れのなかで示される。後述の「通史編」はこの区分に沿って見
ていくことになる。執筆者作成のこのカナダ史図は、カナダ史を文字どおり一望す
ることができるもので非常に分かりやすい。次に地理的な観点から地形、気候、人
口分布を概観することで「カナダの歴史的発展はきびしい自然環境への適応への過
程」
（p. 25）である点が紹介される。そして最後にカナダ社会を特徴づける英仏の
二元論、多元論そして今日の多文化主義が触れられ、カナダ史には多種多様な出自
を背景とする人々の活躍があることが確認される。
第 2 部「〈通史編〉先史時代からフランス植民地時代へ」では、カナダ（北アメ
リカ大陸）最初の住人である先住民からフランス人入植者までの社会変遷を知るこ
とになる。つまり、大きく 6 つの文化領域に特徴づけられた先住民社会をとおして、
元祖カナダ多文化社会の諸相を見ることができる。続いて、漁業基地としての植民
地ニューファンドランド、毛皮交易地としてヨーロッパを魅惑したカナダの姿が描
かれる。毛皮交易史をとおして読者はイギリスとフランス 2 つの力関係がカナダ史
を支配することを知るだろう。そうして、仏植民地アカディアと現ケベックを中心
とするヌヴェル・フランス社会の発展と終焉が順にたどられる。
第 3 部「〈通史編〉イギリス植民地時代」では、フランスからイギリスの支配下
へと変容したカナダ社会が描かれる。ここでも筆者作成の「カナダにおける植民
地・州の変遷」の図は一目瞭然で重宝な図である。残存したフランス系住民への諸
対応策、隣国アメリカ合衆国（以後、アメリカ）の諸影響、カナダにおける地理的
な英仏人口構成により 2 つの植民地が誕生する流れを眺望することで、読者は今日
フランス語圏ケベックをめぐる問題の基礎を理解することができる。一方、対英米
感情は自治意識を高め、高まった自意識は最終的にカナダの東から西までを統合す
る「強力な中央政府の下で経済的安定を図る連邦化案」
（p. 97）を浮上させるに至
るまで、国家としてのカナダの原点と言える「連邦結成」の発芽を見ることになる。
第 4 部「〈通史編〉国家的自立への模索」では、カナダの外交面および帝国内に
おける自主権、発言権獲得の端点に位置付けられる「ワシントン条約」から、西部
開拓と連邦拡大による諸問題を経て、「伝統的なイギリスとの連帯を確認する機会
となった」
（p. 167）第二次世界大戦までを見る。国家的枠組みが進むなかで、先住
民およびメイティ社会が周縁化されていく様子や、ケベック外におけるフランス語
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の教育問題が語られる。また、南アフリカ戦争および第一次世界大戦でイギリスか
らの自立を強く意識するようになる一方で、英仏の帰属意識の相違から地域間の対
立が顕在化していく様が描かれる。
第 5 部「
〈通史編〉第二次世界大戦後の発展」は、カナダ国内では「カナダ人」
を規定し、国外では外交手腕を発揮し存在感を示していく姿を見せる。カナダ独自
の「文化、芸術、学術の復興と発展を促すため」（p. 193）に政府主導で設立された
機関カナダ・カウンセルや、4 人のカナダ首相による 4 色の対米関係史をとおして
国民意識がより強固になっていくと同時に、フランス系住民を中心としたケベック
意識と同意識に基づく分離独立運動が生まれることを読者は知る。そして、地域間
で言語的、民族的な諸比率が異なるカナダのような社会を統合するために一進一退
しながら考え出された「二言語・多文化主義政策」および、「英仏系も少数民族系
も超えたカナダ人統合の価値原理として」（p. 226）制定された「1982 年憲法」の特
徴が提示される。他方、西部（とりわけアルバータ）の地域主義運動の章は、現代
カナダ史の縁の下の力持ちと言える西部諸州の姿を描いており、興味深い。
第 6 部「〈テーマ編〉カナダ社会と移民・先住民」では、カナダの生成と発展に
深く寄与した集団、民族の動きに焦点がおかれている。すなわち、フランス系移民、
イギリス系移民、ドイツ系移民、東欧・南欧系移民、中国系移民であり、先住民た
ちである。移民政策の今昔についても触れられる。フランス系については「現在
のカナダの領域に最初に本格的な入植を試みたヨーロッパ人」（p. 248）のアカディ
ア人からはじまり、「カナダ全体の政治や社会全般において主流であり続けてきた」
（p. 254）イギリス系については、イングランド系、スコットランド系、アイルラン
ド系に分けてそれぞれの移住背景の特徴が丁寧に解き明かされる。ドイツ系につい
ては、「ヨーロッパ東部に広大な領土を有した神聖ローマ帝国の各地域から移民し
てき［た］」（p. 261）北米大陸における多種多様な背景を持つ最大の一集団として
描かれる。東欧・南欧系については、主に西部への移民誘致以前から移住してきて
いたイタリア系とユダヤ系と、西部開拓移民として歓迎されたウクライナ系、オラ
ンダ系、ポーランド系など移民時期と諸集団によって変遷する政策状況が説明され
る。19 世紀カナダ大陸横断鉄道建設以降本格化した中国系移民に関しては、排他的
白人社会のなかで形成されたチャイナ・タウン時代から、今日ミドルクラスの香港
や台湾出身を中心として建設されているチャイニーズ・モール時代までをたどる。
最後に、カナダにおける先住民社会の変遷を制度的な観点から見ることができる。
最終部を飾る第 7 部「〈テーマ編〉カナダと日本」は、私たちの国との関係史で
ある。すなわち、移民、経済、外交、教育などに関して、カナダにおける日本人の
歩みであり、日本におけるカナダ人のそれである。日本人移民については、漁業、
鉱業、製材業、庭園業などに従事していくこと、時折アジア人排他の動きや第二次
世界大戦中の人種差別の経験によって 2 世と 3 世の間に文化的な溝が生じていくこ
と、そしてその溝を回復するために日本人移民の意識化が進んだリドレス運動まで
の流れを知ることができる。日本におけるカナダ人については、明治初期以降、英
語をはじめ西洋学問を学ぶ場として設立されたミッション・スクールの設立と変
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容が描かれている。国内で出版された概論的なカナダ史に関する書籍で、8 章にわ
たって日本との関係史を織り込んだものはほぼ皆無である。本書はこの新しい視点
でもカナダの歩みを提示した貴重な書物であろう。「テーマ編」全体に関して一つ
欲を言えば、それぞれの移民の移動についても世界史の流れとともに一望できる図
または地図があると、より安心して読み進めることができるのかもしれない。
さてこのように、さまざまな社会集団や国、地域との関係のなかで起きてきたカ
ナダの変貌をとおして読者は何を感じるだろうか。おそらく、一筋縄で語ることが
できないこと、である。先住民社会から今日にいたるまで、地理空間的にも民族構
成的にもその変貌ぶりは著しい。しかしそれは、内外から翻弄された末というより
も、芯をすえながら右にも左にも行ける余裕、柔軟性ゆえとも言える。アメリカの
ような明確で強い統合理念がないカナダだからこそ可能なものであり、可能性であ
る。そしてその芯とは、あらゆる人々がカナダ史の構成メンバーであるという実な
のだ。そうしたカナダの多元性と可能性を豊かに示唆している意味において、本書
は概説書であるだけでなく、今後のカナダ・ケベック研究の発展像を内包した、未
来に向けての作品なのである。
（ささき なお 明治大学大学院博士後期課程）
注
1
2

Gouvernment of Canada / Gouvernement du Canada (2017). Canada 150. Repéré à http://
canada.pch.gc.ca/eng/1468262573081
Christa Couture (2017). Canada is celebrating 150 years of… what, exactly? Repéré à http://
www.cbc.ca/2017/canada-is-celebrating-150-years-of-what-exactly-1.3883315.
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【大学講演】

ケベックと北米大陸のフランコフォニー
（ニューイングランド、アカディア、
フランス語圏オンタリオ）
ピエール・ヌヴー

（モンレアル大学名誉教授）
北米大陸のフランコフォニーについてお話しするにあたり、まずは地理的、歴史
的、人口学的な説明から始めたいと思います。21 世紀の今日、北米大陸の北東に
位置する大きな州であるケベックが、アメリカにおける「フランス的事実」を体現
しています。また、そのような事実に世界における相対的な顕在性を与えているの
も、またケベックなのです。ケベックは、カナダ連邦のなかでかなり重要な政治的
権力をもち、強力な制度を整え、フランス語を公用語、使用言語としてきましたが、
このような 2017 年現在のケベックは、長期にわたる変遷の結果であり、その歴史
とは、しばしば集団的悲劇、失われた幻想、残酷な喪の様相を呈してきました。ケ
ベックがその所在地である北米大陸と保っている関係という問題を扱う場合に最も
頻繁に用いられる表現の一つに、「失われた大陸」というものがあります。しかし、
北米フランコフォニーに関する現代の大多数の著作のうちの一作は、このような敗
北主義的なヴィジョンを超越しています。そのタイトル『失われた大陸から再び見
1
出された群島へ Du continent perdu à l’archipel retrouvé』からしてそうです 。まずは
このような喪失の歴史とその背景についてお話しし、再び見出されたとされるこの
「群島」とは正確にはどのようなものであるのかについて、明確にすることを目指
したいと思います。
現代のケベック人にとっても、また皆さんのように遠く離れた地に住む方々に
とってはなおさらのこと、かつて「フランス系アメリカ Amérique française」という
夢が存在した時代があったことを理解することは難しいでしょう。現在の人口的な
状況は、このような過去の展望を、ファンタジーやユートピアの世界に追いやるに
十分でしょう。例えば、カナダ、米国、メキシコという北米を構成する 3 か国を見
れば、約 3 億 3 千万人が英語話者、1 億 4 千万人以上がスペイン語話者であり、フ
ランス語話者は 1 千万人にも満たないのです。「フランス語がこの大陸上でマイノ
リティである」と述べることは、したがって婉曲的な表現です。しかし、かつては
フランス語に今とは異なった将来を思い描くことができた時代がありました。ここ
で 16 世紀から 21 世紀にわたるすべての歴史をお話しすることはできませんが、少
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なくともその大筋だけは辿っておこうと思います。
この「フランス系アメリカ」という概念が、17 世紀以降、いかにして形成された
かを理解するには、基本的な地理的事実を考慮しなくてはなりません。同じ世紀の
初頭にこの大陸に到着した英国人たちが大西洋岸の現在のニューイングランドから
ヴァージニアの地帯に定住し、1 世紀半にわたってほとんど内陸に向かう危険を冒
さなかったのに対し、フランス人探検家は北東部からこの大陸に到着しました。彼
らはセントローレンス川の河口に到着したのですが、この川の水源は五大湖であり、
今日その近くには米国のデトロイトやシカゴの町があります。五大湖は大陸内部に
あるばかりか、そこから今度は別の水路により、もう一つの大河へとつながってい
ます。北から南へメキシコ湾にまで流れるミシシッピ川です。この水路により、フ
ランス人たちは 17 世紀に大陸内部を領有したのです。しかも、南や西、今日のフ
ロリダ、テキサス、カリフォルニアとして知られる領土の支配者であったスペイン
人たちと対決することもありませんでした。
したがって元来、「フランス系アメリカ」（ヌーヴェル・フランスとも呼ばれます）
とはカナダの一帯であり、セントローレンス川の流域に相当し、そこにはケベッ
クやモンレアルの町が築かれました。しかし、同時にその領土は内陸の広大な土地
をも含んでおり、この土地はシャンプラン、ジョリエ、マルケット、ラディソン、
ディべルヴィル、ラ・サールのようなフランス人探検家により開拓されたのち地図
が作成され、その後小規模のフランス人コミュニティができました。アメリカの大
都市デトロイト、シカゴ、セントポール（ミネソタ州）、セントルイ（ミズーリ州）
といったミシシッピ川沿いの「西への門」は、いずれも当初はフランス人の建設し
た町であり、この地域に多数居住する先住民たちと大規模な取引も行っていました。
いわゆる「静かな革命期」の時期以前、つまり 1960 年代以前のケベックで最も
影響力があった歴史家リオネル・グルー（Lionel Groulx）は、その晩年にこの「栄
光ある時代」に捧げる大作を著しました。この時代を彼は、ややロマン主義的な呼
2
び方で「われらの偉大なる冒険 notre grande aventure」と呼びました 。確かに、こ
こで一つの疑問が浮かびます。なぜこの強大な「フランス帝国」は失敗に終わった
のか。これについても詳細にお話しすることができませんが、確かなことは、この
ように広大な土地には、もっと多数の人口が必要だったということです。しかし、
フランス人がヨーロッパから移住することは稀であり、また五大湖付近やミシシッ
ピ川沿いのフランス人コミュニティは小規模でまばらなものにとどまったのです。
当時セントローレンス川流域に一致していた「カナダ」においてさえ、1760 年時点
でフランスから移住した人の数は 1 万人を超えませんでした。それとは対照的に、
東海岸の英国人入植地にはすでに 400 万人が住み、独立して合衆国を創設しようと
いう時期にありました（1776 年）。
実際、フランスはこのような帝国を維持する手段も意志も持ち合わせていません
でした。18 世紀半ばには、フランスはライバルである英国との戦争状態に入り、こ
の戦争は北米にまで及びました。この戦争は 1763 年にヌーヴェル・フランスを英
国へ譲渡する条約の調印により終了します。この時代に身を置くならば、フラン
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ス語はこの大陸における将来を絶たれ、フランス語を話す少数のカトリック住民
は、カナダや北米全域に支配を強める圧倒的なアングロサクソン民族に同化される
運命にあったと考えることができるでしょう。その結果、カナダという言葉自体が
意味を変えることになりました。つまり、それ以降フランス系でカトリックのセン
トローレンス川流域に相当する「下流のカナダ Lower Canada」と、英語系・スコッ
トランド系でプロテスタントである五大湖地域に相当する「上流のカナダ Upper
Canada」とに分かれたのです。下流のカナダは、その後カナダ自治領成立に伴いケ
ベック州となりますが、この地域においてさえ、英語系移民が増加し始め、彼らが
経済を掌握するようになりました。フランス人が 1642 年に「ヴィル・マリー」と
いう名で建設したモンレアルの町では、19 世紀半ばの数十年間に英語系が多数派を
占めるに至りました。さらに、セントローレンス流域外の他の重要なフランス植民
地、つまり現在のカナダの東部、大西洋岸のアカディアは、その間にほぼ壊滅させ
られました。1755 年に多数のアカディアンが英国人によって、ヴァージニア、カロ
ライナ、さらにはルイジアナに強制移住させられ、残った者たちもケベックに逃れ
たり、フランスに帰国したりしました。
ここで、もう一つ新たな疑問を提起することができるでしょう。これほどに惨憺
たる状況にあったにもかかわらず、英国人が予想したような帰結、つまり北米から
のフランス語話者の完全なる絶滅につながらなかったのはなぜでしょうか。そこに
は、民衆の文化や生活への教訓ともなる抵抗があります。とはいえ、少数民族の辛
抱強さはしばしば過小評価され、彼らはほとんど常に見下され、軽蔑の対象とさえ
なっています。（現在の意味でのカナダ、つまり大西洋から太平洋に及ぶ広大な国
としての）カナダにおいては、長い間絶滅の途上にあると思われたのはフランス語
話者だけでなく、文明の進歩の前で消え去ると信じられていた先住民の人々も同じ
ことでした。現在のカナダでは「ファースト・ネイション」と呼ばれるこれらの民
族は、社会・芸術・文学面において異例の再生を果たし、それによってどれほど歴
史的展望というものが誤りに陥る可能性があり、また少数民族の命運を決めること
に早計であるかを示しています。
確かなことは、ケベックとなった下流のカナダは、複数の要素により、持ちこた
えたのです。その要因の一つに、エリート層の保守主義、カトリック信仰による社
会的団結、農民人口が多数を占めたことが挙げられ、これらにより、近代世界や英
米の影響を免れることができました。フランス系ケベックに生き残り（survivance）
を保障したこのようなアイデンティティの抵抗は驚くべきことでしょうが、さらに
驚くことがあるのです。フランス系ケベックが北米大陸上に、他のフランス語圏共
同体を再構成することに貢献したということです。ヌーヴェル・フランスに由来す
るフランス系の古い居住地域がほとんど消滅するか散在させられてしまった時代
に、こうして「失われた大陸」が「再び見出された群島」に変貌することになった
のです。
それでは、「フランス系アメリカ」が再生するために、どのような事態が生じた
のでしょうか。フランス系でカトリック、そして農民を主とするケベック住民は、
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異例の人口増加により、急速に 100 万人を超し、200 万人に達しました。そもそも
当時は貧困が広まり、とりわけ耕作可能な土地が不足しているという問題がありま
した（なぜなら、セントローレンス川流域以外では農作には困難があったのです）
。
そこで、19 世紀半ばごろには、南部への大量移住の動きが始まりました。目的地
はニューイングランドの小さな工業都市でした。そこでは繊維工業が急発展し、人
手が足りなかったのです。この集団移住（exode）は 75 年に渡って続き、何十万人
ものフランス系カナダ人が移住することになりましたが、このような事態はケベッ
クの歴史における最も重要な出来事の一つであったといえます。また、例えばアメ
リカの偉大な小説家ジャック・ケルアックの経歴や作品を理解するためには、絶対
に必要な文化的・文学的事実でもあります。彼は「ビート・ジェネレーション Beat
Generation」に属し、カルト的人気を誇った作品の一つである『オン・ザ・ロード
On the Road』の作者です。この「ビード・ジェネレーション」には、アレン・ギン
ズバーグ（Allen Ginsberg）やウィリアム・バロウズ（William Burroughs）なども属
しており、1950 年から 60 年代に米国で一世を風靡しました。
ここで、早速に述べておきたいことは、次のようなことです。この歴史は、たと
え当初は英雄的なものがあったとしても、北米フランコフォニーにとっては悲劇的
な歴史であったということです。米国の北東部（メーン州、ニューハンプシャー州、
マサチューセッツ州など）に移住したフランス系カナダ人は、その大部分が自らの
母語を忘れ、20 世紀には米国人として同化したのです。こうしてケルアックは、ご
存じのとおり、英語で小説を書いて栄光を勝ち取ることになりました。とはいえ、
このような述べ方はニューイングランドにおけるフランス語話者の経験に関する貧
弱で、単純化された物語り方であるといえるでしょう。
ここで 19 世紀後半の状況を想像してみましょう。ケベックから米国への移住者
たちは、世界のどの地域における移民たちともほとんど同じように行動することに
なりました。つまり、自分たちの命運をより良いものとすることを望みつつも、彼
らは日々の生活様式を維持し、自らのアイデンティティの生き残りのために必要な
文化的・宗教的な制度のいくつかを維持しようとしました。このようなことは、20
世紀初頭に東欧から来たユダヤ系の人々やイタリアから来た人々がケベックにおい
て行ったことであり、また米国やカナダの西海岸に上陸した中国人や日本人が行っ
たことでもあります。
こうして、1860 年以降のニューイングランドには、「プチ・カナダ petits Canadas」
と呼ばれる共同体が生まれたのです。それはフランス系カナダ人が家族生活、社会
生活を維持していた工業都市の或る特定の地区を指します。「小教区」とは同じ教
会に通うカトリックの共同体のことですが、この「小教区」が移住者たちの生活の
中心となりました。つまり、カトリックとフランス語とが 1 世紀近くに渡って、彼
らのアイデンティティの中心を成したのです。ボストンにほど近いローウェルとい
う工業都市の一地区、このような「プチ・カナダ」において、1922 年、ジャック・
ケルアックが誕生するのです。
当時、ニューイングランドには数百のフランス系カナダ人の小教区と、多数のフ
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ランス語新聞、濃密な社会生活が存在しました。ケルアックが青年期にあった頃、
1936 年に、今日では忘れられてしまった作家によってフランス語で書かれた小説
3
が、
『カナック Canuck』というタイトルで新聞の連載小説として発表されました 。
ここで「カナック」という言葉を強調しておく必要があります。それというのも、
これは「カナディアン」という言葉の侮蔑的・軽蔑的な指小辞であり、英系プロテ
スタントの米国人が「プチ・カナダ」のフランス系カトリック住民を指すときに用
いたものです。この言葉は、かなり後の時代になって、ケベックの詩人ガストン・
ミロン（Gastn Miron）の作品において、再び見出されることになります。例えば、
彼が「呪われたカナック damned canuck」と言うとき、この表現はフランス系カナ
ダ人がケベック人というアイデンティティを主張することで尊厳を再び見つけるま
でのあいだ、彼らが自分の郷土（pays）にいながら味わってきた軽蔑や屈辱を示し
ていると考えられるのです。
ジャック・ケルアックの「プチ・カナダ」は、「カナック」の貧しく暗い世界の
あらゆる特徴を兼ね備えています。少年は 7 歳までフランス語だけで生活し、こ
の年齢になって初めて英語を学び始めました。『ジェラールのヴィジョン Visions of
Gerard』
『ドクター・サックス Doctor Sax』など、彼が後に発表する小説のいくつか
は英語で書かれていても、ローウェルの「プチ・カナダ」を精緻に描写し、フラン
ス語での会話の端々を多く含んでいます。その地区は陰鬱で、家々は慎ましいとい
うよりも惨めでさえあり、近くの川は茶色く濁り、工場での労働は耐え難く、また
騒々しいものです。そこでは家族生活が核になりましたが、典型的なフランス系カ
ナダ人の母親がその中心にいました。彼女は自らの命運をあきらめ、子供たちを保
護する立場にあり、また同時に非常にカトリック的でもありました。このような宗
教的で、秘教的でさえある次元は、ジャックの兄であるジェラールの悲劇的肖像に
おいても、よく現れています。彼は不治の病に侵され、9 歳で亡くなります。彼の
名前をタイトルに含んだ小説において、ジェラールという登場人物はカトリックの
殉教者のように描かれ、物語内でこの聖人は人間の苦悩に対する贖罪の機能を果た
しているのです。
ケルアックはアメリカで最も著名な作家の一人となりますが、この小説はロー
ウェルの「プチ・カナダ」でのフランス系カトリックの幼少時代について、彼が極
めて深い記憶を持ち続けたことを示しています。1950 年ごろに書かれた何通かの手
紙によると、彼はフランス語で偉大なアメリカに関する作品（une œuvre américaine）
を書くことを夢見ていたことがわかっています。とはいえ、もし彼がそのような作
品を書いていたとしても、大きな名声を勝ち得ることはなかったでしょうが。この
夢については、2016 年にケベックの或る研究者によって、1950 年代にケルアック
がフランス語で書いた幾つかの草稿が発見・刊行されたことで、より具体的に分
かってきました。
本作品集は魅力的なもので、とりわけ自身がアメリカ大陸のフランス語話者であ
4
る場合には、衝撃を受けずにはいられないでしょう 。ケルアックは米国でのフラ
ンス系カナダ人の状況を、貧困と排除の感覚によって特徴づけられる不幸な彷徨と
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して描いています。同時に、彼は『デュルオズの伝説 La Légende des Duluoz』の構
想を持ち始めます。この Duluoz という名前は、彼が自らの家族に与えたフィクショ
ンの名であると考えられます。彼の祖先であるケルアックは、かつてブルターニュ
からケベックへと移住した人物でした。「ミシェル・ド・ブルターニュ Michel de
Bretagne」という名を持つ小説の話者に具現化された、
ある貴族の家系が物語（saga）
を通じて再構成されることになります。物語では、ジャックの祖父は新たな移住を
経てニューイングランドへと移り住むことになります。
このように家族の系譜は象徴的に救うことができるとはいえ、
移民の悲劇（drame）
にはもう一つ別の活路があるともいえます。それは「アメリカン・ドリーム」、つ
まり貧困から抜け出し、豊かで有名になるという夢です。フィクションを通じて、
ケルアックはもちろん自分自身について語っています。彼の分身は「オール・アメ
リカン」のフットボール選手、つまりスター選手になることを夢見ると同時に、ケ
ルアックが数年後にそうなるように「オール・アメリカン」の作家になることも望
んでいます。救済はもはや苦悩からではなく、高名からもたらされるのです。『途
4 4 4 4
上で Sur le chemin』と題された他の長い小説草稿の中には、ローウェルのしがない
フランス系カナダ人に栄光をもたらす『オン・ザ・ロード On the road』がすでに姿
を現していることが見て取れます。
しかし、本作品をまったく比類のない文学体験とするのは、ケルアックの用いた
言語です。それはニューイングランドのフランス系カナダ人の言語ですが、若き小
説家はその言語の口承性の味わいを丸ごと再現しようと試みたのです。その言語は
クレオール化されたフランス語といえるものです。つまり、英語表現、
（英語・仏
語が）混交した言い回し、誤った言い回しが詰め込まれ、できるだけ発音に忠実に、
音に従って転記された言語なのです。本作の結末部における幾つかの断章は、ロー
ウェルのフランス系カナダ人やケルアック自身を苛んだ言語的悲劇を例証していま
す。
「私にとって英語を話すことは難しいことです。なぜならプチ・カナダの自分
のところではカナダ語を話していたからです。Sé dur pour mué parlé l’Angla parse jé
toujour parlé le Canadien chez nous dans ti-Canada5」皆さんにこの言語の奇妙さがどの
程度お分かりいただけるかわかりませんが、内容からだけでも、支配的な言語を話
す地域に沈み込んだマイノリティの人々に対し、二言語状態がもたらす精神的重圧
が分かるでしょう。このようなテーマはケベックを含めた北米フランコフォニーで
は常につきまとうテーマの一つであったといえます。例えば、ケベックは 1970 年
代に公式に単一言語主義の一形態を選択することになりますが、他方で特にモンレ
アルでは英語は顕在的なままでした。
ケルアックに関しては、彼は自国の言葉で書くのでなければ「オール・アメリカ
ン」になれないであろうことを理解していました。しかし、著名になり、長年カリ
フォルニアに在住してからも、ローウェルに住む母親に会うために幾度も帰郷して
いました。1969 年に 46 歳の若さで亡くなる 1 年前、ケルアックはモンレアルへの
記念すべき訪問を行い、そこでテレビインタビューに出演します。アルコールの飲
み過ぎでやつれた様子で、しかも実際少し酔った状態で、彼は初期の原稿に見出さ
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れたあのクレオール化したフランス語で話しました。少し道を踏み外した大きな少
年という風貌で、その話し方は時に番組収録に参加した聴衆の笑いを誘いました。
そのような彼には愛着を感じざるを得ませんでしたが、しかし途中で彼はインタ
ビュアーの話を遮った上で、ケベックの聴衆は自分を馬鹿にしているのかと尋ねた
のです。ケベックからアメリカ合衆国への移住によって誕生したこのアメリカの偉
大な作家は、そこでは好奇の対象となり、また自らの先祖の土地において一種の異
邦人となってしまったのです。
＊

＊

＊

先ほど 1850 年代から 1860 年以降の米国への大量移住についてお話ししました
が、その長期的な結果の一つは、今日、約 1000 万人のアメリカ人（その半数〔原
文ママ〕がニューイングランド在住）が、フランス系またはフランス系カナダの出
自を持つと申告しているということです。ただし、そのほとんどが自分たちの言語
を忘れています。しかし、質的かつ長期的な影響がより重大だった別の移住の経路
がありました。今日、カナダのオンタリオ州、マニトバ州、さらにはもっと西部の
州において、フランス語表現作家が活躍するのは、こちらの経路によるところが大
きいのです。また、東部についても、ニューブランズウィック州やノバスコシア州
のアカディアンにもフランス語表現作家がいます。ただ、アカディアンの場合は、
ケベックからの移住の結果ではありません。先ほど 18 世紀の強制移住とディアス
ポラ状態について簡単に触れましたが、彼らは徐々に大西洋岸地域の故郷の土地に
再び根付いていったからです。このような途方もない帰還は、全く有り得ないよう
な話なのですが、多くの勇気と粘り強さによって実現され、現代の最も有名なア
カディア作家アントニーヌ・マイエ（Antonine Maillet）に着想を与えました。アカ
ディアンの帰還を描いた長大な叙事詩的物語によって、彼女はパリでゴンクール賞
を受賞しました。また今日では、アカディア文学は独自の制度を備え、ケベック文
学に対しても或る程度まで自律した状態を持つに至っています。この点については、
後ほど改めて検討します。
さて、ここでは改めて 19 世紀末におけるケベック人の移住に話を戻しましょう。
別の経路とは、米国へ向かうのではなく、西部へ向かうものでした。カナダ自体が
西へと拡張していた時期でした。上流のカナダはオンタリオ州、下流のカナダはケ
ベック州となり、1867 年に創設されたカナダ連邦を構成する州の一部となりまし
た。連邦拡大のもっとも重要なものは、西部への拡大であり、太平洋へ達すること
となる鉄道がその後押しとなりました。中部大平原地域へと開けたマニトバ州を始
めとして、他州が加わり、そこへ多数のヨーロッパ人が移住しました。イギリス人
やスコットランド人はもちろんのこと、ウクライナ人、ロシア人、ポーランド人な
ども含まれます。西部には広大な土地がありましたので、ケベックのフランス系カ
ナダ人の移住にも適していました。カトリック聖職者らが、フランス系カトリック
の米国への移住により、同化や言語・宗教の喪失が起こることを危惧し始めたこと
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も背景としてありました。このように拡張を続けるカナダに、フランス語話者が存
在感と政治的重みをもつことは、より将来性のあることと思われました。
以上に加えて、もう一つ別の前提となる状況について述べる必要があるでしょう
が、しかしそのためには別の講演が必要となるでしょう。ヌーヴェル・フランス時
代の古い植民地は殆ど消失していましたが、フランス系カナダ人は、個別にという
よりもむしろ無秩序に、北米全域へと散らばり続けたのです。五大湖地域、オンタ
リオ州北部、マニトバ州は、長らく慣れ親しまれた経路でした。かつて貿易会社に
雇われたセントローレンス川流域のカナダ人たちは、北西の「上方の土地 les pays
d’en haut」の経路を駆け巡り、先住民と毛皮取引を行っており、それは大平原地帯
にまで及んでいました。これらの毛皮取引人たちは、過酷な仕事を請け負っていま
した。先住民の売る野生動物やビーバーの皮を大平原にある取引所で手に入れるた
め、彼らは大きな丸木舟に乗って 2000 ～ 3000 キロを走破しなくてはならなかった
です。
ところで、これらの旅するフランス系カナダ人の大部分は、セントローレンス川
流域には二度と戻らず、先住民の女性と結婚し、オンタリオ州北西部やマニトバ州
やさらに西部において小規模なコミュニティを作ったのです。その結果、19 世紀に
は、メティスの人々が誕生したのです。彼らはクリー族、ソルトー族、オジブウェ
族、アシニボイン族などの先住民とフランス系の混血です（ただし英系との混血
のメティスも存在しました）。西部地域にこれらのメティスが多数存在することは、
モンレアルやオンタリオ州の裕福なアングロサクソン人がカナダ横断鉄道建設に着
手した際や、イギリス人やスコットランド人入植者がメティスの土地を占拠した際
に、大きな障害となりました。メティスの抵抗の英雄ルイ・リエル（Louis Riel）は、
ケベックで学業を修めた詩人であり、またメティスの真の国を建設することを夢見
た人物でした。英系が次第に支配を強めていたカナダ政府によって、1885 年に彼が
逮捕され処刑されたことは、ケベックの人々に大きな衝撃を与えました。それとい
うのも、リエルは（フランス系の）仲間と見なされており、当時はまだ人々の心に
残っていた「フランス系アメリカ」というあの美しき夢を体現する人物だったから
です。
このようなカナダの歴史の悲しいエピソードは、しかし 19 世紀末におけるケベッ
ク人の大規模な西部移住の障害にはなりませんでした。
（しばしばカトリック司祭
たちによって）以前よりも組織的に行われたこの移住は、ケルアックの祖先が目指
したのとは別の地を目指すことになりました。もはやニューイングランドの繊維工
場ではなく、セントローレンス川流域における村落共同体の生活を再現できる広大
な土地を求めて移動したのです。村は教会を中心に編成され、周りを豊かで広大な
農地に囲まれていました。また、オンタリオ北部の場合には、開拓と木材貿易にき
わめて適した広大な森林に囲まれていました。
ケベック人たちの西部移住は、北米フランコフォニーの歴史において、別の意味
において大きな出来事でもありました。当時まだ「フランス系カナダ」と呼ばれた
ものの「黄金時代」の始まりを告げる出来事だったのです。「フランス系カナダ」
100

ケベックと北米大陸のフランコフォニー（ニューイングランド、
アカディア、
フランス語圏オンタリオ）

とは、主たる拠点はケベックにありましたが、同時に大西洋沿岸で再生しつつあっ
たアカディア、そしてオンタリオ州からマニトバ州や大平原の諸州を経て太平洋沿
岸に至るまで数千キロに渡って散り散りに拡がっていた多数の小さなフランス語系
コミュニティも含むものでした。このように散在しているにもかかわらず、このフ
ランス系カナダは一世紀に渡り、ある種の文化的、民族的な実体を形成することに
なります。その土台には共通の言語や宗教だけでなく、ヌーヴェル・フランスと下
流のカナダといった時代まで遡る同じ記憶の共有がありました。
ここで、ディアスポラという言葉を用いることもできるでしょう。ただ、ディア
スポラといっても、21 世紀の今私たちが経験しているような事態とは全く異なる速
度にて、コミュニケーションや移動が行われていた世界においての話です。しかし
ながら、（手紙、電話による）交流や旅行によって、カナダ全域、さらには米国へ
も散らばる一つの大家族という印象が保たれていたのです。フランス系カナダの力
の源は、変わることのない価値と象徴、権威的ではあるが相互扶助的でもある宗教、
そして皆の知る文化（例えば伝統的な歌謡や踊り）への愛着にありました。他方で、
同じ理由から、フランス系カナダの弱さや不安定さも生まれました。つまり、先述
の文化という側面について言えば、それは過去に視線を向け、しばしば故郷ケベッ
クへのノスタルジーに囚われていたため、近代社会への適応がうまくいかないもの
でもあったのです。芸術家や作家たちにとって、状況は殊に厳しいものでした。劇
団も画廊も出版社も批評家も、その他芸術や文学を支える制度が欠けていたのです。
さらに加えるべきは、カナダの栄光をなすにはかけ離れた事実です。ヨーロッパ人
移民政策は、フランス語話者にとってきわめて不都合なものであり、さらに悪いこ
とにフランス系カナダ人の居住者が最も多かった州（オンタリオ州、マニトバ州）
では、フランス的事実を抑圧しようと多大な努力がはらわれていたのです。例えば、
それらの州では、数十年間に渡って学校におけるフランス語教育が禁止されていま
した。
ケベックの偉大な小説家ガブリエル・ロワ（Gabrielle Roy）が経験したことは、
このような状況を例証するといえます。マニトバ州において最も重要なフランス系
都市サン・ボニファスに生まれた彼女は、俳優になるという夢をかなえるために、
まずヨーロッパへ発たなくてはなりませんでした。その後、作家に転進してケベッ
クに移住し、モンレアルの労働者地区の生活を描いた偉大な小説『束の間の幸福
Bonheur d’occasion』を書くのです。著名作家となった彼女は、その主要作品におい
て、人情味と崇高な詩的豊かさをもって大平原の故郷を想起し続けました。例えば、
『世界の果ての庭 Un jardin au bout du monde』が挙げられますが、私はこの作品は
ケベック文学全体において最も美しい作品の一つだと思います。同様に、ケベック
において最も重要な現代の文学批評家の一人であるジャン・エティエ＝ブレ（Jean
Ethier-Blais）は、自らの才能を発揮する機会をモントリオールで探すため、自らの
故郷であるオンタリオ州の小さなフランス系都市を離れざるを得ませんでした。
このような文化的な脆弱性や英語系マジョリティへの憂慮すべき同化率の高さに
もかかわらず、ケベック州外のフランス語系共同体は存続したのです。そのような
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中、第 2 次大戦後のケベックにおける変化は、まさに劇的な衝撃をもたらしました。
1967 年、フランス系カナダのすべての地域と社会のすべての部門を代表する千人以
上の市民が、カナダにおけるフランス語話者の状況とその未来を見定めるために、
モンレアルに集結したのです。しかしながら、そこでは亀裂も生じました。「フラ
ンス系カナダ大会 États généraux」の名で知られるこの集会において多数派を占めた
ケベック人たちは、ケベックにしか自己規定を見出さず、カナダのフランス語系共
同体を信じようとしなかったのです。しかも、彼らの一部は政治的独立を主張さえ
したのです！
カナダ全域に散らばったフランス語系共同体にとって、これはまさに激震でした。
アメリカ大陸におけるフランコフォニーの拠点たるケベックが、彼らを「見捨てた」
のであり、つまりフランス系カナダは独りにさせられてしまったのです。またもや、
それはフランス系カナダの歴史の終わりかと思われました。しかし、あらゆる予想
に反して、その後私たちは一種の文化的・文学的な再生に立ち会うことになりまし
た。
＊

＊

＊

このような分裂の主たる帰結とは、1970 年代以降、自らの所属する州や地域ご
とに、アイデンティティの再構成が行われたということです。かつて「フランス系
カナダ」と呼ばれたものは、完全に再定義されるに至ったのです。地理的・政治的
領土に結びついたケベック・アイデンティティが主張される一方で、カナダの主な
フランス語系共同体の方も自分たちの文化的・文学的な自律を要求するようになり
ました。これは全くもって新しい現象でした。そして、今やアカディア文学（特に
ニューブランズウィック州とノバスコシア州の一部を含む地域における文学）
、フ
ランス系オンタリオ文学、さらに少なからずフランス系マニトバ文学が語られるよ
うになったのです。確かに、これらの文学は小規模であり、マイノリティー環境に
置かれています。それに対して、確りと組織され発展したケベック文学は、巨人の
様相を呈しています。アカディアやフランス系オンタリオの作家の中には、時にケ
ベックで作品を出版する者もいますが、驚かされることは、このようなカナダのフ
ランス語共同体のそれぞれが、独自の制度を持つに至っているということです。つ
まり、出版社、流通ネットワーク、アンソロジーや文学史といった教材です。同時
に、特に演劇のような他の芸術形態も、独自の形で発達してきています。
1970 年代以降のこのような再生は、しばしば反抗的な若い世代が突如文学界に現
れたということとも繋がっています。彼ら反抗的な若い世代は、これまでの伝統や
フォークロアとは一線を画して、現代的な文学と文化を創造しようとしました。文
化的革命の様相を呈するこのような変容の中にあって、最も重要な役割を演じてい
たのは詩人たちでした。1972 年のアカディア出版創設を契機として、若い詩人たち
は伝統的なアカディアン・エリートに見られるカトリック的保守主義や、アカディ
アの現実を蔑視することの多い英語系の人々の経済的・文化的権力に対して抵抗す
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る意思を表明したのです。これらの詩人たちにおいては、あらゆる言語使用域が許
容され、そこには「シアック（アカディア方言）」も含まれました。この「シアッ
ク」とは、（フランス語に）英語の語句を統合した混成言語であり、主にアカディ
アの文化拠点であるモンクトンの住民に話されています。この言語はジャック・ケ
ルアックがローウェルの「プチ・カナダ」において話し、書き記そうとさえしてい
た言語と共通点がないわけではありません。
アカディアの最も重要な詩人エルメネジルド・シアソン（Herménégilde Chiasson）
は、映像アーティストで映画監督でもありますが、ケルアックに関する非常に感動
的なドキュメンタリー映画『偉大なるジャック Le Grand Jack』を制作しています。
この作品は、ケルアックへの愛情に満ちたオマージュであると同時に、彼との親近
性を表明した映画であるといえます。アカディアンは長らくアメリカ大陸全域にお
いて流浪者（exilé）でした。1755 年の強制移住は、彼らを米国の最南端ルイジアナ
にまで追放し、そこでの彼らは相当数の人口がいたこともあり、後に「ケイジャン
cajun」文化を創り出すことになりました。これはアメリカ南部のアカディア文化を
指す言葉ですが、この文化はアフリカ系アメリカ人やメキシコ系ヒスパニックの文
化と混交したものです。
後に多数のアカディアンがカナダ東部に帰還したとはいえ、この長い流浪（exil）
の歴史が消し去られることはありませんでした。この流浪生活は、ケルアックが偉
大なアメリカ作家を目指して小さな故郷を離れる決意をしたときに経験したもので
もありました。ニューヨークの文芸批評家宛に書かれた英語の手紙のなかで、彼は
「全てのフランス系カナダ人がアメリカ全土で体験している恐るべきホームレス状
6
態 horrible homelessness all French Canadians abroad in America have 」に苦しんでいる
と記していました。少なからずのアカディア詩人が、こうしてケルアックの内に、
アカディアの歴史においても本質的な次元を見てとったのです。しかし、ジェラル
ド・ルブラン（Gerald Leblanc）のような一部の詩人は、このような流浪状態に肯定
的価値を付与するような詩を書いています。流浪や根無し草の状態は、アメリカ大
陸の広大な空間での旅となり、またそれは道中の精神的高揚であり、過ぎ去る景色
への陶酔であり、つまり偉大な「アメリカン・ドリーム」の別ヴァージョンだとい
うのです。
1970 年代から変化したのは、アカディアンが彼ら自らの土地から、このような放
浪（nomade）の詩を書けるようになったということです。彼らにとっての自らの土
地とは、例えばモンクトンと大西洋に面したアカディア沿岸地域であり、またそれ
ら地域の風景と、時に泥を含んだ波が遡るプティコディアック川のことです。とは
いえ、エルメネジルド・シアソンにとって、再び見出された自らの生まれ故郷にア
カディアンたちが住まうということは憂愁を伴うものです。フランス語系ケベック
人とは異なり、アカディアンは自分たちのニューブランズウィック州において、あ
る程度の政治的な力を発揮できるにしても、多数派ではありません。しかし、シア
ソンにとって、問題となり、また憂慮すべきであるのは、消費や商業主義の人工楽
園となってしまったアメリカ大陸そのもの（アカディアであれ、他の地域であれ）
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なのです。自分自身に語りかける形式をもった或る詩のなかで、彼は「君はもはや
何を考えるべきか分からない、アメリカがそうするんだ／そんな印象を生むのだ、
幾つもの紙コップの中で／砂糖が黒色に消えていくのを見ている時に tu ne sais plus
quoi penser, l’Amérique fait ça /, fait cet effet-là quand dans les verres de papier / tu vois
disparaître le sucre dans le noir7」ここでいう「黒色」とは、
「ファースト・フード」の
レストランで詩人が飲んでいる粗末なコーヒーのことを指しています。ただ、彼が
ここで表現するのは、一種の茫然自失とした状態、アメリカ大陸での現代的生活が
知性や理性を死に至らしめているという感覚です。この感覚については、残念なが
ら、近年の米国における政治的出来事により確認されるようです。幸いなことに、
政治的面について言えば、現在のカナダはより分別があるように思われますが。
いずれにせよ、今やアカディア文学は活発化しており、多くの女性詩人や小説家
8
の声を響かせることとなり 、共有された生きた記憶、アカディア社会そのものの
活力、その教育ネットワークやモンクトンに置かれた大学の活力をその基盤として
いるのです。さらには、アカディアは一つのネットワークの中にあります。すなわ
ち、ルイジアナの「従兄弟ケイジャン cousins cajuns」や、アカディアンが多数移住
したケベック、そして詩人シアソンや彼の同郷人が時に本を出版するフランス系オ
ンタリオとの交流を持っているのです。
＊

＊

＊

実際オンタリオ州では、19 世紀末から多くのケベック人が移住していた州北部
に、ケベック州以外の場所で最も主要なフランス語系文学の出版社があり、1973 年
よりその活動を続けています。「プリーズ・ド・パロル社 Prise de parole」という名
の出版社です。ここでもまた、若い詩人や反抗的な他の作家たちが、フランス系カ
ナダやカトリックの伝統的な古い世界を揺さぶるような活動をしてきました。まさ
かサドベリーのような馴染み難い都市が活発な文学運動の拠点になろうとは誰も想
像できなかったでしょう。サドベリーとは大都市圏からは離れた北部地域に位置し、
文化的には何もなく、鉱業や林業に基盤がある場所でした。それまでは、フランス
系カナダ文学が小規模な活動を行っていた拠点とは、カナダの首都オタワでした。
オタワといえば、オンタリオ州とケベック州の境界にある首都ですが、そこでの文
学活動はかなりブルジョワ的で保守的かつカトリック的な物でした。
サドベリーの若い詩人たちは、このような文化とは全く無縁です。彼らはむし
ろ 1960 年代の文化的継承者であって、ロック音楽、ジャック・ケルアック、ボブ・
ディラン、ザ・ビートルズなどに傾倒しながら、同時代の作家の作品を読んでいま
した。驚くべきことに、彼らのリーダーの一人でプリーズ・ド・パロル社を長年
率いることになる人物は、オンタリオ州南部生まれの英語話者でした。ロバート・
ディクソン（Robert Dickson）という名のこの人物は、無類のフランス贔屓となり、
フランス語で詩を書き、またサドベリーで文学教師となりました。ケベックの詩人
たちと面識があったディクソンは、サドベリーの学生グループを連れて、モンレア
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ルの偉大な詩人ガストン・ミロン（Gaston Miron）のもとを訪れたことさえありま
す。
先ほど 1967 年頃にケベック州と他のフランス系カナダとの間に亀裂が生じたと
申し上げました。かつてケベック州以外のフランス系カナダの年長のエリートたち
は、この亀裂を放棄あるいは裏切りとさえ解釈したわけですが、サドベリーの若い
詩人や芸術家は別様の形で解釈し、経験したのでした。アカディアンの若い作家た
ちの場合も同様でした。彼らにとって、ケベック・アイデンティティの主張は、そ
こから派生した文学的・文化的な熱狂と共に、倣うべき模範であり、創作活動にお
ける自律・近代性・大胆さの好例となったのです。そして、今や「新しいオンタリ
オ Nouvel Ontario」
、それと共に「フランス系オンタリオ」文学が生まれようとして
います。その誕生は、次にはオタワやトロントなどの大都市にも影響を及ぼすこと
となるでしょう。600 万人の人口を擁する主要都市トロントには、フランス語話者
は多く居住していますが、散り散りの状態にあります。
この未だ若い文学について、その全体像を示すことは私にはできません。た
だ、カナダのフランス語共同体において最も重要な文学批評家フランソワ・パレ
（François Paré）は、このような状況について、その後好評を博すことになる言い回
しで、「狭さの文学 littérature de l’exiguïté」と表現しました。フランス語で exiguïté
とは、人が窮屈で、居心地も悪いと感じるような狭い場所を意味します。例えば、
家の中の狭苦しい寝室、狭苦しい部屋といった用い方をします。しかし、パレはこ
の言葉に、あらゆるマイノリティの文学に適用し得るような精神的・文化的な意味
を与えました。つまり、それらの文学が「狭さ」に苦しんでいるとは、制度が不足
しているか皆無であり、その存在が脆弱で、さらに大きな文化から見れば正統性に
欠き、周縁的、よくて一風変わったものと見なされ、普遍的射程を備えていない文
学であると捉えられるという状況を指すのです。
このような狭苦しさは、北アメリカという文脈から考えると、益々大きなものと
なります。つまり、その文脈はほとんど完全に英語という唯一の言語によって、さ
らには自らのモデルと価値観を押し付けてくるアメリカ文化によって支配されてい
るのです。サドベリー生まれの最も知られたフランス系オンタリオの詩人パトリ
ス・デビヤン（Patrice Desbiens）は、彼の最も知られ、最も批評がなされた作品の
一つ、『見えない男 L’homme invisible / The Invisible Man』において、先述のような状
況を力強く表現しています。タイトルが示すようにこの本は 2 言語で書かれており、
半ば詩的で、半ば物語的であるテクストを作者自身が訳しています。しかし、この
翻訳には罠が仕掛けられており、徐々に不完全で忠実さからかけ離れていくのです。
本作の始めの 2 頁で、既にこのようなずれが予告されます。そこではサドベリー北
部にあるパトリス・デビヤンの小さな生まれ故郷が話題となっています。フランス
語のページでは、単に「見えない男はオンタリオ州のティミンズに生まれた。彼は
フランス系オンタリオ人 Franco-Ontarien である。」と書かれています。ところが、
英語の翻訳では「見えない男はオンタリオ州のティミンズに生まれた。彼はフラン
ス系カナダ人 French-Canadien である。」と書かれているのです。これは些細なこと
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ではありません。この男を「フランス系カナダ人」と定義することで、英語（と英
語を介した英語圏の権力）は、この人物を無害でフォークロア的な古いアイデン
ティティの中に閉じ込めてしまうのです。詩人はこうして、新しいフランス系オン
タリオ人としてのアイデンティティ（それはフランス系カナダ人よりも厄介で従順
ではないアイデンティティです）の正統性が、英語によって否定されていることを
示しているのです。
さらに、「見えない」と形容される男を登場させることにより、この物語は間接
的に「顕在的マイノリティ minorité visible」の概念にも言及しているのです。これ
は北米、特にカナダで広く普及している概念で、コーカサス系の白人マジョリティ
とは一見して身体的特徴が異なる移民や移民の子孫を指すためのカテゴリーとし
て、カナダ政府自身が用いているものです。明らかに、いかなる国であれアフリカ
やアジアからカナダへ移民すると、公式に「顕在的マイノリティ」に属することに
なります。なぜならば、より簡単に人種差別や外国人嫌い、外見のみによる差別の
標的にされる可能性があるからです。カナダの連邦政府や各州政府は、このような
不寛容と戦うための政策を採択しています。
ところで、フランス系カナダ人の子孫であり、アメリカ大陸でのフランス語話者
であるということは、ほぼ常に「見えない＝非顕在的 invisible」存在であるという
ことです。いかなる明らかな身体的特徴によっても、彼らはアングロサクソンか
ら区別されません。一見すると、それは有利なことと見えるでしょう。しかしよく
考えてみると、それは同時に危険でもあるのです。それはニューイングランドやカ
ナダの他地域に移住したケベック人たちも経験してきた危険です。彼らが集団とし
ては敵対心や拒絶を引き起こすことがあるとしても、いつでも自らのアイデンティ
ティを隠し、マジョリティの中に溶け込むことが容易にできるのです。例えば、名
前を変えて、ルブランをホワイトに、ボワヴェールをグリーンウッドにすることは、
当然ながら顔つきや肌の色を変えるよりも、ずっと容易なことです。この観点から
言って、パトリス・デビヤンにおける「見えない男」は、若き日のジャック・ケル
アックがすでに観察していたこと、つまり、フランス系カナダ人がアメリカ大陸の
至る所で自分の出自を隠すことが容易であるという事態とも共通するのです。
これに加えて、もう一つ別のタイプの「不可視性」があります。米国やカナダの
歴史は、支配的な英語系マジョリティにより語られることがほとんどです。もちろ
ん米国においては一層そうでしょうが、或る程度まではカナダにおいてもそうなの
です。その結果として、フランス語話者の歴史的役割はしばしば過小評価され、と
きに無視されるということがあります。例えば、フランス系カナダ人はアメリカ西
部開拓史においてほぼ姿を現すことはありません。しかし、最近の研究により明ら
かとなったように、19 世紀初頭にジェファーソン大統領により、太平洋への経路
を探索するために派遣されたルイス・クラーク探検隊は、フランス系カナダ人の助
けなしには恐らく失敗したであろうと考えられます。フランス系カナダ人は、それ
よりずっと前から西部を往来しており、既にこの地域の先住民たちと強い絆を築い
ていました。とりわけ、大平原と太平洋岸の間に立ちはだかる障害、恐るべきロッ
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キー山脈を越える際には、彼らは通訳やガイドとして大いに貢献したのです。
カナダでは、国家（ネイション）の偉大な物語は、概ねケベックには重要な地位
を与えていますが、アカディアンやフランス系オンタリオ人、さらに西部の他のフ
ランス語系共同体には、全くもって僅かな位置しか与えていません。このことは、
フランス語話者の歴史の幾つものエピソード、例えばアカディアンの強制追放や
フランス語教育の禁止などのエピソードが、国の名誉には程遠いものであるという
事実からも説明がつきます。また、ケベックにおいてさえ、そのネイションの物語
（ケベック的意味でのそれ）は、1960 年代以降、カナダ全域に散らばったフランス
語話者の存在を周縁へと追いやるだけでなく、しばしば無視さえしてきたことを述
べなくてはなりません。
とはいえ、1980 年代から逆の動きが起こってきました。
『失われた大陸から再び
見出された群島へ Du continent perdu à l’archipel retrouvé』という作品が 1983 年に出
版され、この時から、アメリカ大陸のフランコフォニーについての研究や著書が増
加しました。これらの研究はしばしば驚きをもって迎えられました。例えば、初期
のロサンゼルス市長の一人であったプルーデント・ボードリー（Prudent Beaudry）
は、モンレアル近郊で生まれ、財を成すためにカリフォルニアに移住したフランス
系カナダ人だったのです。さらに、カウボーイ物語の作者として米国で有名になっ
たウィル・ジェームズ（Will James）は、自身の本当の歴史を隠していました。実
は彼の本名はエルネスト・デュフォー（Ernest Dufault）であり、やはりモンレアル
近郊で生まれ、貨物列車に隠れてモンタナ州へ移住した人物でした。さらに、もう
一つ驚くべき物語として、カナダと米国の国境地帯の五大湖地域には、奇妙な混成
言語である「ミチフ語 le mitchif / metchif」が発見されたのです。この言語はフラン
ス系カナダ人と先住民クリー族との間の混交を記し付けるものでした。
ニューイングランド、ルイジアナ、アカディア、フランス系オンタリオ、フラン
ス系マニトバに関する研究について言えば、記憶の再征服とも呼べる仕事がなされ
たとも言えます。その記憶とはケベックの記憶でもあり、カナダの起源以来、セン
トローレンス川流域での定住農村生活と、大陸全土に向けた移住・旅への渇望との
間で常に引き裂かれてきた、フランス系民族の記憶なのです。ケベック州は、自律
した政治的・文化的実体として自己を再定義することに囚われ、このような「集団
移住 exode」を忘れ、自らが北米全域に作り出すことに貢献したフランス語話者ディ
アスポラを軽視する傾向にあったのです。
最後に、もう一つ付け加えておきましょう。アメリカ大陸のフランコフォニー
への関心が再び盛り上がったのは、ここ数十年間に起こったフランコフォニー研
究やフランコフォニー自体の世界的な発展とも切り離すことはできないということ
です。これは単なる理論的な問題なのではなく、マグレブを含むアフリカや、特に
ハイチを中心としたカリブ海域諸島を含み込んだ新たな交流ネットワークが重要
になっているのです。さらに、北米のフランコフォニーはますます国際色豊かに
なっています。これが明らかなのは、ハイチ、アルジェリア、モロッコなどから移
民が押し寄せるケベックの場合です。彼らはクレオール語やアラビア語だけでな
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く、フランス語も話します。この現象は、より規模は小さいものの、アカディアや
オンタリオ州、さらには西部大平原においても起こっています。例えば、マニトバ
州で最も期待される若きフランス語詩人の一人に、バルテレミー・ボリヴァール
（Barthélémy Bolivar）がいますが、彼はハイチ生まれです。これらに加えて、特に
ここ 10 数年来、フランスから多くの若者たちが移住してきています。
とはいえ、ケベック州以外では英語系マジョリティへの同化は依然として強く続
いています。全てのおめでたい楽天主義は誤りであるかもしれません。しかし、北
米のフランコフォニーが文化的な復興を果たしていることは確かです。アカディア
ンのそれを例として、消滅に対して執拗にまた驚嘆すべき拒絶の意思を明確に表明
しているのです。
翻訳：廣松 勲（法政大学専任講師）
小松 祐子（お茶の水女子大学准教授）

原注
1
2
3

4
5
6
7
8

Deau Louder et Éric Waddel (dir.), Du continent perdu à l’archipel retrouvé, Québec, Presses
de l’Université Laval, 1983.
Voir Lionel Groulx, Notre grande aventure (1958), Montréal, BQ, 1990.
Camille Lessard, Canuck, « La vie des moulins », paru en feuilleton dans le journal Le
messager, Lewiston, Maine, 1936. Voir un extrait dans Maurice Poteet (dir.), Textes de l’exode,
Montréal, Guérin littérature, 1987, pp. 403-418.
Jack Kerouac, La vie est d’hommage [sic], textes établis et préparés par Jean-Christophe
Cloutier, Montréal, Boréal, 2016.
Jack Kerouac, Ma vie est d’hommage, p. 323.
Jack Kerouac, « Lettre à Yvonne Lemaitre, 8 septembre 1950 », dans Maurice Poteet (dir.),
Textes de l’exode, p. 446.
Herménégilde Chiasson, « Hypnos s’enfuit de la rue Main », Climats, Moncton, Éditions
d’Acadie, 1996, p. 64.
Notamment les poètes Dyane Léger et Rose Després, et la romancière France Daigle.

翻訳者の言葉
本翻訳は 2017 年 10 月に阪南大学、お茶の水女子大学、法政大学において行われ
た講演会の原稿を翻訳したものである。ケベック文学・文化・社会のみならず、引
いては北米のフランコフォニーの現状を知るためにも極めて有意義な内容であった
ため、異例ではあるが、翻訳バージョンを掲載することとなった。共訳の作業とし
ては、まず小松・廣松双方が作成した翻訳文を、小松訳を中心にして廣松が一つに
まとめ、その後双方で訳文を検討するという形をとった。
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2017 年度 第 19 回韓国ケベック学会 参加報告
19e colloque de l’ACEQ (Association Coréenne d’Études
Québécoises)
Le 18 novembre 2017, Ambassade du Canada en Corée,
Séoul
11 月 18 日（土）に、セウルの瀟洒なエディフィスが立ち並ぶ地区にある
在韓国カナダ大使館で第 19 回 ACEQ 定例研究会が開かれ、AJEQ を代表し
て、« La politique du Québec en matière d’immigration » と題するコミュニカシ
オンを報告する機会を得ました。セウルは初めてではなく、滞在も短期でし
たが、さまざまな思いがけない事が起こって刺激に富んだ経験でした。
木曜夜遅く JAL で金浦空港に着く時間から推定して、成均館大学にはおよ
そ 23 時半頃に着くだろうとパク・ヒテ先生に連絡してありましたが、正門
の横にある守衛室で尋ねても何も知らないとのこと。唯一の連絡手段はパク
先生のアドレス・エレクトロニックでしたので、そこまで親切に付き添って
くれた韓国人の学生にスマホからパク先生に伝言を送ってもらいました。で
すが、もう 0 時半になろうとしていて、朝まで連絡がつかない恐れも多分に
ありました。もうこれは最悪近くのマクドナルドで一夜を過ごそうと思い、
2 時頃にカフェを注文しようとしていたらパク先生が店の中まで入って来ら
れ、
「陶山先生ですか？」と声をかけて頂きました。その時間まで辛抱強く
車の中で待って下さりとてもご苦労様でした。すぐに大学宿舎に入室、泥の
ように眠りました。
翌日、パク先生に大学のカフェテリアで昼食をごちそうになり、午後は
ゆったりとした気分で界隈を探索しました。大学街なので学生でいっぱいで
したが、セウルの物価はもう東京とほとんど変わらなくなっていることに気
付きました。夕方に宿舎に戻ってみると、そこは留学生のための女子寮であ
ることが分かり、いろんな国からの学生と話すことができました。報告する
ためのパワーポイントは日本を出る前に準備していましたが、にわか仕込み
のハングルで自分の名前を付け足しました。日本語固有名詞を置き換えるの
にはハングルはひらがなのように使えますが、実際もっと複雑でとても数日
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で全てを暗記できる代物ではないと痛感しました。
学会当日には、カナダ大使館の最寄りの市庁駅でパク先生と落ち合い、カ
ナダ大使館近くの店で会長のハン・ヨンタク先生や他の役員とおいしい韓国
式デジュネを堪能しました。研究会は自分のプレゼンタシオンの時以外は、
全て韓国語で進行し自分にはちんぷんかんぷんでしたが、頑張ってずっと着
席していました。カナダ大使館の図柄のきれいな絵葉書を数枚もらえたので
直ぐに書き終えて、パク先生にもう少し欲しいとおねだりしたら、合計８枚
を手にしました。ハン会長の開会宣言に始まり、総会が開かれました。自分
自身の報告以外には、ケベック州の英仏語の関係、グザビエ・ドランの言語
とイダンティテ、レジーヌ・ロバン作品の中の都市イダンティテのテームが
ありました。デバタールはイー・ミンジュ先生（ソウル大学校）にお願いし、
報告者の私よりもはるかに流暢な仏語で丁寧にあいまいな点や不備を指摘し
て頂きました。
ケベック州政府が 1960 年代から急に移民政策に活発になった背景には、静
かな革命の世俗化、都市化がフランス系カナダ人の出生率の著しい低下を引
き起こしたことがあります。州の人口比が減るとの国内比重が弱まり、且つ、
カナダ憲法の改正の条件 ｢7 州以上、人口 50％以上｣ では 2 大州のケベック
州とオンタリオの組み合わせだけに拒否権が与えられていたのですが、人口
増加が著しいアルベルタ州やコロンビ・ブリタニック州も関わってくるよう
になります。そこで、1867 年憲法第 95 条を根拠にして、ケベックは独自の
移民政策を展開するようになっています。現体制は、1991 年にケベック州と
連邦政府の間で結ばれた協定に基づいていて、ケベック州を目的地とする経
済移民に関しては連邦政府のポイント制度とは無関係に移民を選べるように
なっています。ケベック州に定着したいと考えている移民がカナダ大使館に
行けば、｢ここでは申請できません、香港にあるケベック代表部に連絡して
下さい｣ と言われます。ケベックには人口比 24％以上の割合の移民を受け入
れたい希望がありますが、他方で移民の主眼は経済であるため、ケベック州
の仏語社会に移民を統合させようとする政策はどうしてもトロントやバンク
ベールの方に移民を流してしまいます。
学会の後で、近くの韓国料理店で懇親会がありました。韓国の麦酒、焼酎
をたしなみましたが、後者は寒い中、体を温めるのに大いに役立ちました。
月曜朝早くに金浦空港から大韓航空で帰国の途につきました。セウルへの学
会出張では多くの貴重な体験をさせて頂き、できることなら毎年でも行って
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みたいなと思うようになりました。来年行くなら、今年よりもずっと韓国語
が（仏語も？）できるようになっていたい。千里の道も一歩から、まずはハ
ングル検定 5 級から受けてみようと考えています。
（陶山宣明

帝京平成大学）
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国際フランコフォニー学会 第 32 回世界大会参加報告
Conseil International d’Études Francophones (CIÉF)
32e congrès mondial, 4-10 juin 2018, La Rochelle, France

2018 年 6 月 4 日から 10 日まで、CIEF（国際フランコフォニー学会）の第
32 回世界大会が、フランスのラ・ロシェルで開催された。今年も 300 人を超
える参加者が集い、80 近くものセッションが開かれた。世界各国の研究者に
よって熱い議論が交わされた各パネルはどれも興味深く、大きな刺激を受け
る機会となった。今年の主要テーマは「調停と移行」
。文化間差異の軋轢を
克己するだけでなく、積極的な融合的文化の創造へと開かれた場となるべく、
ジェンダー、マイノリティー言語、翻訳学、コミュニティー研究、アイデン
ティティーの模索など、位相の横断を試みながらさまざまな観点と問題意識
から、対立や差異を乗り越える新たなパラダイムが模索された。
当初は公共交通機関の大規模なストライキが心配されていた今大会だった
が、夏至を間近に控えバカンスまで秒読みのフランスでは、すでにストライ
キも落ち着き、蓋を開ければ多くの参加者が風光明媚な港町に、一堂に会
することとなった（いっぽうで、来仏できなくなってしまったゲストスピー
カーも少なからずいたため、会長のルーシー・オットゥ氏の言葉でもあるが、
対談や鼎談などのイベントについては規模を縮小するなど、惜しまれる一面
もあった）。AJEQ 会員であるジル・デュピュイ氏やナタリー・ワテーヌ氏、
また交流のある ACEQ（韓国ケベック学会）の研究者と再会し、互いの研究
情報を交換しながら雑談を交えて議論を深める場を持てたことは、貴重な機
会だった。また 7 日に開かれた、間世界センターとの共催「プロテスタン
ティズムの交錯する街ラ・ロシェル」と題したタブル・ロンドでは、大西洋
航路への玄関口として発展した街ラ・ロシェルの風土が、プロテスタンティ
ズムを根付かせる要因となったこと、さらに異文化への寛容と好奇心がラ・
ロシェル市民を特徴づけていることが明らかにされた。会期中は潮の香りを
感じながら、旧市街を抜けて港の先端に位置するラ・ロシェル大学へと通う
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日々だった。どこを歩いていても潮風が通り抜けるラ・ロシェルの街が、今
大会のテーマ「調停と移行」を論じるに相応しい街であることを、タブル・
ロンドを通じて改めて実感した。
以下は、
「ケベックにおける女性的文学」のセッションと、
「女性性と家系」
のタブル・ロンドについての、ナタリー・ワテーヌ会員からの報告である。
Le 5 juin 2018, lors de la séance consacrée à trois écrivaines québécoises : Anne
Hébert, Gabrielle Roy et Louise Dupré, nous avons présenté une communication sur
le recueil de nouvelles L’été funambule, de Dupré, paru aux éditions XYZ à Montréal,
en 2008. Nous avons voulu dégager le rôle de l’ailleurs dans la relation intime qui se
noue ou se brise entre les êtres, que cet ailleurs prenne la forme de séjours à l’étranger
ou d’obstacles soudains à surmonter. Nous avons fait ressortir que les voyages, dans
plusieurs des 26 nouvelles du recueil, constituent des lieux de passage et de salut pour
la narratrice, qui fait face au vent de l’histoire, la grande et son histoire personnelle.
Puis, en fin de journée, nous avons participé à la table ronde « Féminitude et
Filiations », animée par Oana Panaïté de l’Université de l’Indiana (États-Unis),
avec les écrivaines Jeanne Benameur, Bessora et Maïssa Bey, pour y lire un texte
de Louise Dupré sur la mémoire des femmes. L’auteure en parle de deux façons,
comme traversée du temps et filiation. La filiation trouve son ancrage dans le passé,
que ce soit avec les aïeules comme sa grand-mère ou avec des écrivaines comme
Marguerite Duras ou Anne Hébert. Il y a aussi la « mémoire lucide » des femmes face
aux horreurs de l’Histoire. Consciente de la partie sombre de l’être humain, Dupré
cherche à rétablir la subjectivité maternelle dans son œuvre récente. Plus de deux
cents personnes ont assisté à cette table ronde qui s’est terminée sous forme d’échange
amical et de dialogue avec le public.
予定されていたワテーヌ会員と作家ルイーズ・デュプレ氏の対談は、タブ
ル・ロンドに変更されて行われた。以下は報告者が参加したセッションの発
表報告である。
ジル・デュピュイ会員がセッションを組んだ「脱オリエント化する東洋：
アジア系ケベック人作家 3 人のエクリチュール戦略」では、デュピュイ会
員の他に、ACEQ 会員のシン・ジュンガ会員と報告者自身も参加し、発表を
行った。デュピュイ氏は、イン・チェンの作品に共通する時間的・空間的
横断を可能とするエクリチュールを検証し、
「超移動性」としてこれを論じ
た。シン氏は韓国人を両親に持ち、日本で生まれカナダに移り住んだウー
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ク・チョングの『キムチ』を取り上げながら、アイデンティティーの拠り所
を失う代償に、主人公が民族的・地理的・文化的出自とは異なる「自分」自
身の新たなパーソナリティーを築き上げたという点に注目し、チョング氏の
作品を分析した。報告者は「超文化的エクリチュール ― キム・チュイにお
けるオリエンタリズムの相対化」をテーマに、一昨年に AJEQ の年次大会に
も招聘した作家キム・チュイ氏の作品を取り上げ、ケベック文学史における
移民作家の位置づけについて再検証し、アジア系作家の一般的な特徴である
アイデンティティー探求を巡る拮抗と打開点の追求に触れたあと、他のアジ
ア系作家とは一線を画す特異な文体を推敲し続けるキム・チュイの戦略につ
いて論じた。すでに近刊『ヴェトナム人女性の秘密』で５作目を上梓したキ
ム・チュイの作品は、オリエンタリズムという言説を無化しながら独特な
ユーモアを交えて、これを糾弾し、文化拮抗を克服してゆく試みを描いてい
る。チュイ作品が提示する文化差異の相対化は、今大会のテーマの一柱であ
る「移行」の具体的な例となり得るものではないかと考えている。以下は、
デュピュイ会員の発表報告である。
Le « cycle des réincarnations », qui s’étend dans l’œuvre de Ying Chen de
la parution d’Immobile (1998) jusqu’à la publication de La rive est loin (2013),
est caractérisé par une écriture transmigrante qui se joue des repères spatiaux
et temporels. La narratrice innomée, voire innommable, des sept romans qui
constituent cet « ensemble romanesque » (Chen) lui confère cependant une unité
formelle et stylistique qui renvoie à une identité labile et fluctuante. Tout se passe
comme si l’auteur(e), à travers sa narratrice porte-voix, se livrait à des exercices
de désorientation, qui se laissent lire à leur tour comme tentatives d’échapper à
toute origine. Cette communication se donne comme objectif d’explorer l’étrange
« chronotope » (Bakhtine) qui structure et déconstruit tout à la fois le cycle dans
lequel prend place chaque roman « ayant comme personnage central une femme de
nature ambiguë qui raconte ses vicissitudes désencadrées du temps et de l’espace »
(Chen), et ce, afin d’en ponctuer quelques « moments » forts et de mieux cerner la
poétique singulière qui se dégage à la lecture rétrospective de l’œuvre.
なお、プログラムの詳細については、以下のサイトをご覧頂ければと思
う（https://secure.cief.org/wp/wp-content/uploads/2018/05/Programme-Long-CIEF2018-version-finale.pdf）
。
最後に、来年度の大会はカナダのオタワにて 6 月 17 日から 23 日まで開催
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されることが決定し、主要テーマは「フランコフォニーの周辺性と影響力」
となった。
（関未玲

愛知大学）
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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。
15 ページ以内
（1）研究論文
（2）研究ノート 13 ページ以内
4 ページ以内
（3）書評
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． 要旨：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：102-0071 東京都千代田区富士見 2-17-1 ボアソナード・タワー 20F
法政大学国際文化学部資料室 廣松勲 e-mail：ihiromatsu@hosei.ac.jp
締切：2019 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（電子メールの添付ファイルにて上記 e-mail アドレス
に送付）（氏名、タイトル、使用 OS、ソフト名を明記）
（送付の際にはファ
イルの「プロパティ」の「詳細」欄において「作成者名」などを必ず削除
すること）
7． 採択：投稿原稿の採否については、編集委員会から委嘱された各専門分野のレ
フェリーの審査に基づき、編集委員会が決定する（2 月末）。採択条件としてレ
フェリーより修正意見がつけられた論文については、原稿を修正のうえ期日（3
月末頃）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。
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8． 校正：2 回。著者校正は 1 回のみ、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． HP 上での公開：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
での無料公開を了承したものとみなす。
10. 掲載誌および抜刷の贈呈：研究論文、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。シンポジウム報告の執筆者には抜刷 30 部を贈呈する。
Ⅱ．執筆要項
1．本文について
① A4 判用紙横書き（40 字 ×30 行）。
② フォントは和文には MS 明朝、欧文には Times New Roman を使用する。数
字はなるべく算用数字（半角）を用いる（第 1 章、2 人、3 つ、など）。
③ 文字サイズは、タイトル 12 ポイント太字、1 行空けて氏名 11 ポイント右詰
め、1 行空けて本文 10,5 ポイント、引用 9 ポイント。
④ 和文の句読点には「、」「。」を用いる。
⑤ 欧文文字や算用数字は半角文字（Times New Roman）を使用する。
⑥ 章、節などの記号をつける場合は、章は「1.」
、
「2.」
、
「3.」、第 1 章第 1 節は、
「1.1.」のようにする。
⑦ 本文中で論者に言及する場合、初出時はフルネームで記載する。外国名の
場合はカタカナ表記の後（ ）内にアルファベット表記を入れる。
⑧ 著書、雑誌などのタイトルには『 』（欧文の場合はイタリック体）を、論
文タイトルには「 」（欧文の場合は « » または “ ” ）を使用する。
⑨ 引用文は、短いものは「 」（欧文の場合は « » または “ ” ）でくくっ
て文中で示し、長い場合は左 2 文字分下げ、9 ポイントとし、本文との間
に各 1 行のスペースを置く。いずれの場合も、出典は引用直後に（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』
117

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、頁数。
⑥ 雑誌論文の場合は、著者（発行年）「論文名」『雑誌名』号、頁数。
＊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
2008 年に第 1 号を刊行した雑誌『ケベック研究』も、本号にて第 10 号を
迎えることができました。これまで会長を務められた先生方（故小畑精和先
生、小倉和子先生、そして立花英裕先生）のご尽力のみならず、会員の皆様
方の地道で活発な研究活動・社会活動があったからこそ、継続的な学術雑誌
の刊行を実現できたのだと考えております。また、毎回本学会誌の編集・印
刷にご協力いただいている七月堂様にも、改めまして御礼を申し上げたいと
思います。今後とも宜しくお願い致します。
さて、本号は第 10 号を記念して、飽く迄特例ではありますが、ピエール・
ヌヴー先生の「基調講演」だけでなく、
ヌヴー先生が複数の大学において行っ
たご講演の翻訳版を掲載することになりました。本講演はケベック文学を含
めた北米大陸のフランス語圏や各地域の文学活動の展開を大局的に論じたも
のですが、ケベック文学のみならずフランコフォニーの文化に触れてみたい
と考える方々には、日本語で読める貴重な参照文献の一つであると考えます。
それに加えて、本号でも研究論文 4 本、充実したシンポジウム報告、書評 2 本、
最後に海外学会報告 2 本を掲載することができました。ご執筆者の方々、そ
して編集にご協力いただいた皆様方には、改めて御礼を申し上げます。
最後に、本誌の刊行に当たっては、本年も引き続きケベック州政府のご協
力を得ることができました。謹んで厚く御礼を申し上げます。
Cettte revue a été publiée grâce à une contribution du Gouvernement du Québec à
notre association. Nous l’en remercions vivement.
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