目次

【特別講演】
Le haïku dans la littérature québécoise

André GIRARD

3

【研究論文】
Découverte des écrits féministes dans la littérature québécoise contemporaine
YAMADE Yuko

23

小倉和子

33

アキ・シマザキの５部作における詩的象徴性と
「移住する（者の）エクリチュール」
【シンポジウム】
（2009年10月3日）
〈ライシテと

多文化主義

──ケベックとフランスからの問いかけ〉

「政教分離」から「インターカルチュラリズム」へ
ケベックにおける「倫理・宗教文化」教育とライシテ

工藤庸子

49

伊達聖伸

57

ケベックにおける「開かれたライシテ」──《ともに生きる術》？──
豊

65

飯笹佐代子

74

立花英裕

79

竹中
報告者へのコメント
ライシテの行方──国民国家と21世紀の帝国的空間
【書評】

ルネ・レモン著『政教分離を問いなおす──EUとムスリムのはざまで』
（工藤庸子＋伊達聖伸訳・解説）青土社、2010年

飯笹佐代子

86

ジャン＝ブノワ・ナドー＆ジュリー・バーロウ著『フランス語のはなし
──もうひとつの国際共通語』
（立花英裕監修 中尾ゆかり訳）
大修館書店、2008年

丹羽

卓

91

小松祐子・Gilles Delmaire著『フランコフォニーへの旅』駿河台出版社、
2009年

鳥羽美鈴

96

山出裕子／加納由起子

100

【海外学会報告】
韓国ケベック学会シンポジウム参加報告

国際フランコフォニー学会第24回世界大会参加報告
小畑精和／小倉和子
『ケベック研究』投稿規程・執筆要項
編集後記

103
105
108

【特別講演】

Conférence à l’occasion du 1er congrès annuel de l’AJEQ
le 3 octobre 2009

Le haïku dans la littérature québécoise
ケベック文学における俳句
André GIRARD
アンドレ・ジラール
要旨
本稿は、2009 年 10 月 3 日、明治大学（東京）で開催された日本ケベック
学会の第 1 回年次大会で行われた講演を再録したものである。Marcher le
silence と題されたその講演はフランス系カナダとケベックの文学における俳
句の存在を、詩人でジャーナリストでもあったジャン＝オベール・ロランジ
ェの最初の試みから今日にいたるまで、年代順に通覧しようとしたものであ
る。それに引き続き、「ようこそ…日本に」という題で、俳文 Marcher le
silence の抜粋が朗読された。
この新しい詩の形式が出現した背景を探るため、著者は当時ケベックの文
学界で盛んに展開されていた論争を手短に振り返ることになるだろう。その
論争は、絶大な権力をもつカトリック教会によって伝播された思想や価値観
を称揚する地方主義者たちと、あらゆるイデオロギー的束縛から解放され、
現代性にたいして敢然と開かれた文学の支持者たちとを対決させていたもの
である。
En guise d’introduction
Mesdames, Messieurs, bonjour
En avril 2005, en compagnie de la romancière Pauline Vincent – alors
présidente de l’ASSOCIATION DES AUTEURS DES LAURENTIDES – et des
poètes Louise Warren et Jérôme Lafond, André Duhaime et moi avons eu le plaisir
d’effectuer un séjour de deux semaines au Japon dans le cadre d’un échange culturel
organisé par PASSAGE D’ARTISTES, organisme sans but lucratif basé dans la
région des Laurentides, au nord de Montréal. À cette occasion, nous avons rencontré
les étudiants de la classe du professeur Yoshikazu Obata à l’Université Meiji. Le soir
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même, à l’INSTITUT FRANCO-JAPONAIS DE TOKYO, nous animions une
lecture intitulée Lumière du nord. Certains s’en souviendront : nous étions alors
accompagnés par le musicien Michel Dubeau qui alternait, selon le genre, saxophone
et shakuhachi.
Dans l’avion du retour – nous survolions alors l’Alaska, André Duhaime m’a
offert la possibilité d’écrire la partie PROSE POÉTIQUE du haïbun qu’il se
proposait bientôt d’entreprendre. J’ai accepté sa généreuse invitation et, un an plus
tard, en 2006, nous avons publié aux éditions Leméac Marcher le silence – carnets
du Japon. Véritable hommage au Japon et à nos hôtes, inspiré du grand Basho, ce
haïbun était une première dans la francophonie, et il nous a valu à l’automne 2008 le
PRIX CANADA-JAPON, prix décerné par le Fonds Japon – Canada dont le but est
de tisser des liens sensibles entre les communautés artistiques des deux pays. C’est
donc en tant que romancier que j’étais au Japon en 2005, et c’est toujours un
romancier qui vous parle aujourd’hui. Cette présentation sur l’histoire et sur la
situation actuelle du haïku au Québec sera donc basée sur les recherches d’André
Duhaime et une chronologie d’Hélène Leclerc1.
Dans un premier temps, je ferai un survol historique, et je reviendrai après coup
sur les tentatives de haïkus dans ce Québec des années vingt, et beaucoup plus tard
dans celui des années soixante-dix2. Dans un deuxième temps, je proposerai des
extraits de Marcher le silence 3 en y allant d’anecdotes et de quelques explications.
En conclusion, j’avancerai quelques hypothèses sur l’impact que le travail
historiographique et l’œuvre même d’André Duhaime ont pu avoir sur la littérature
québécoise actuelle.
Les régionalistes et les exotiques
Dans sa monumentale introduction de cent seize pages au deuxième tome du
Dictionnaire des œuvres littéraires du Québec couvrant la période 1900-1939,
Maurice Lemire pose un regard sensible, critique et lucide sur l’ensemble de la
production littéraire québécoise de l’époque, sur ses forces et ses faiblesses, sur les
querelles qui l’animaient. Selon ses propres mots, le grand débat entre les
régionalistes et les exotiques était notre querelle des Anciens et des Modernes bien à
nous, et ça se jouait surtout du côté de la poésie, là où se retrouvera toujours l’avantgarde. Avec le recul du temps – le tome II du DOLQ ayant été publié en 1980,
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Lemire aura pu avancer que l’année 1937 pouvait marquer la fin de cette querelle en
ce sens que la parution de Menaud, maître draveur4 faisait la preuve « qu’il était
possible de réussir un récit hautement littéraire tout en étant un fervent
nationaliste5 ».
En cela, Lemire voyait juste, cette date charnière étant maintenant inscrite dans
toutes les anthologies, mais quinze ans plus tôt, lorsque Jean-Aubert Loranger alors
âgé de vingt-six ans publie Poëmes6, recueil comprenant en outre des « haïkaïs » et
des « outas », nous sommes toujours et encore au cœur du débat. Même s’il venait de
publier deux ans plus tôt Les atmosphères7, premier ouvrage un brin scolaire, d’une
prose sans envergure et au thème s’inscrivant en droite ligne dans la mouvance du
terroir, comme bien d’autres poètes avant lui – dont les Marcel Dugas, Paul Morin et
Guy Delahaye, Loranger s’installait du coup dans cette résistance. En fait, le recueil
du jeune poète-journaliste était si déroutant, si maladroit et si exotique que, plus de
cinquante ans plus tard, Lemire affirmera : « Loranger continue son expérience
poétique en privilégiant des mètres impairs de cinq ou de sept syllabes » … plutôt
que nommer tout simplement le haïku ou le tanka !8
Trouvant maintenant son inspiration chez les poètes œuvrant en cette France
vivant les premiers souffles du surréalisme, entre autres les Jean Paulhan et Paul
Éluard, et plus particulièrement les jeunes communistes René Maublanc et JeanRichard Bloch9, Loranger s’inscrivait dès lors dans la modernité, et même si son
expérience poétique peut nous paraître aujourd’hui un peu naïve, elle exprimait
somme toute une soif de liberté et le désir non moins réel de casser les carcans et de
bousculer la norme. En voici un exemple éloquent ; ces haïkus en rafale autour d’une
lampe ont été choisis et mis en regard par André Duhaime. Celui-ci les aura lus dans
le cadre de sa conférence d’ouverture du 3E FESTIVAL FRANCOPHONE DE
HAÏKU qui s’est tenu à Montréal en octobre 200810 :
La lampe casquée
Pose un rond sur l’écritoire.
– Une assiette blanche.

Jean-Aubert Loranger. Poëmes, p.55
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Reste à la fenêtre,
La face dorée par la lampe,
Et les cheveux baignés de lune.

René Maublanc
Nuit sur les fenêtres,
Nuit sur les champs et les routes,
Moi seul et ma lampe.

Jean-Richard Bloch

Six ans plus tard, en 1928, Loranger sera suivi dans sa recherche de nouvelles
formes par Simone Routier. Alors âgée de 27 ans, celle-ci fera publier à Québec
L’Immortel Adolescent 11, recueil où apparaît des « haïkaïs » et pour lequel elle
recevra le PRIX ATHANASE DAVID, également appelé le PRIX DE LA
PROVINCE DE QUÉBEC. Ce prix majeur attribué en 1929 par l’Institution littéraire
à une poète dite exotique est pour le moins révélateur. Il faisait la preuve que malgré
tous les débats, la qualité du texte primait sur tout ; d’une certaine façon, les
membres du jury affirmaient haut et fort que les modernes venaient de gagner la
partie … et ce, neuf ans avant la publication de Menaud, maître draveur.
Trouvant son inspiration dans les toutes fraîches traductions françaises de Les
Haïkaï de Kikakou (1927)12 et Les Notes de l’oreiller de Sei Shonagon (1928)13,
tournant pour ainsi dire le dos aux poètes européens, Routier ajoute à l’exotisme de
la forme avec sa sensibilité de femme, avec sa sensibilité de musicienne. Il faut
savoir que la jeune femme qui aura plus tard embrassé une carrière diplomatique
touchait aussi le violon. En remontant directement aux sources – choisissant de
traverser le Pacifique plutôt que l’Atlantique pour trouver en ce Japon du 11e siècle
une grande sœur (Sei-san), Routier s’inscrivait résolument dans la modernité. Pour se
convaincre de la qualité de sa poésie, voici trois haïkus sélectionnés par André
Duhaime et lus lors de cette même conférence de 2008 :
Violon lointain
Meubles bas, jour au déclin,
Notre cher silence…
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Mon cœur qui t’attend
Toujours le silence,
Et l’immense effeuillement…
Pavés désertés,
Chaude, étrange avalanche:
Juillet, un dimanche.

Visiblement, nous ne sommes plus ici dans l’expérience poétique proprement
dite, mais bien en pure poésie ; la publication de ce recueil était un pas de géant pour
la littérature québécoise. Cinq décennies plus tard, dans un évident souci de
réconciliation nationale, Lemire précisera dans son introduction au deuxième tome
du DOLQ que si les Albert Ferland, Lionel Léveillé et Alfred DesRochers
préparaient la venue de Félix Leclerc et de Gilles Vigneault, les Loranger, Grandbois
et Saint-Denys-Garneau modelaient une sensibilité québécoise et forgeaient l’outil
dont se serviraient plus tard les Gaston Miron, Gatien Lapointe, Paul Chamberland et
Roland Giguère14.
La fin d’un long silence
Si Lemire nomme avec justesse Alain Grandbois et Hector de Saint-DenysGarneau, il aura oublié Simone Routier, car tout au contraire de Loranger, la jeune
poète était de cette trempe. Mais il aura quand même fallu attendre jusqu’en 1975
pour voir réapparaître le haïku et le tanka dans notre paysage littéraire. Tout près de
cinquante ans d’absence de ces formes japonaises dans notre poésie, formes qui
auraient pu tout aussi bien servir les quatre saisons, à la ville comme à la campagne ;
il y a là matière à réflexion. À tout le moins, une recherche plus poussée s’impose,
d’autant plus que quelques centaines de kilomètres au sud de la frontière, les ténors
de la Beat Generation – comme un certain Jack Kerouac – se faisaient un devoir
d’américaniser la chose … et il en allait de même au Canada anglais.
Bref, ce retour du haïku dans notre paysage littéraire sera dû à Monseigneur
Félix-Antoine Savard. Encore lui, serions-nous portés à dire … avec un certain
sourire. Dans les faits, c’est vers la fin de sa vie que Savard fera publier chez
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Garneau Aux marges du silence 15, recueil paru un an plus tôt en publication
restreinte. On y retrouve des haïkus et, comme par hasard, ils mettent en valeur tous
les terroirs du monde … dans une millénaire modernité. Et puis, ce bouquet de
chrysanthèmes cueilli du regard, ne serait-il pas un clin d’œil tardif à la poésie
japonaise ?
Cimes pures des monts
où mon regard a cueilli
un bouquet de chrysanthèmes !
Comme un athlète
nu
Ce bouleau dans l’aurore !
Je vois un lent poème
qui descend
par le sentier des vaches.

Ici, une précision s’impose, et elle sera l’œuvre d’André Duhaime : « C’est par
Paul Claudel, ambassadeur de France au Japon de 1921 à 1927, que Félix-Antoine
Savard est venu au haïku. Il est étonnant de pouvoir associer « Savard » et « haïku »
au lieu de « Savard » et « Menaud », mais ce romancier aura été un fervent
admirateur de l’écrivain catholique qu’était Paul Claudel. Savard a d’ailleurs écrit :
« Les poèmes japonais qu’on appelle des Hai-Kai m’ont toujours vivement
impressionné […] Dans le petit livre intitulé Cent phrases pour éventails16, Paul
Claudel m’avait jadis suggéré de faire à son exemple. » Si le jeune Savard a lu
l’édition japonaise de 1927 ou l’édition de Gallimard de 1942, s’il a longtemps ou
non composé des haïkus, il n’en a publié que très tard, à 78 ans, son recueil Aux
marges du silence ayant été publié en livre d’artiste en 1974 puis en édition
commerciale en 1975 17.
Après un si long silence – toujours et encore inexpliqué, ce n’est qu’au tout
début de la décennie 80 que nous verrons s’amorcer un timide retour du haïku, mais
la flamme sera cette fois nourrie par des passionnées et des passionnés. En cette

8

Le haïku dans la littérature québécoise

période d’après-référendum, la quête du pays s’estompe, et comme nous n’en
sommes plus aux querelles des Anciens et des Modernes, le champ est maintenant
libre. Cette renaissance de la forme japonaise arrive à point, et nous assisterons
bientôt à un véritable engouement.
Comme le haïku était déjà bien implanté en Amérique anglo-saxonne, au
Canada comme aux États-Unis, il est pour ainsi dire dans l’ordre des choses que le
tout premier titre fût publié par Jocelyne Villeneuve, écrivaine qui aura été pour un
temps bibliothécaire à l’Université Laurentienne de Sudbury, bien au fait qu’elle
devait être des nouvelles tendances de la littérature canadienne-anglaise. Alors âgée
de trente-neuf ans, Villeneuve fait paraître en 1980 La saison des papillons18, son
premier recueil de poèmes entièrement consacré au haïku, et elle sera suivie un an
plus tard par André Duhaime. Ici, il est bon de préciser que s’il est Montréalais
d’origine, Duhaime habitait lui aussi en Outaouais, depuis 1971. Le haïku faisant
son entrée au Québec du côté de la frontière ontarienne ; preuve que nouveauté ne
rime pas toujours et nécessairement avec métropole !
En tout début de carrière, le jeune poète qui documentera un peu plus tard cette
nouvelle forme de poésie signera donc Haïku d’ici19, son deuxième recueil, mais le
tout premier d’une longue série d’ouvrages consacrés exclusivement au haïku, au
tanka et au renku. Ce très beau livre sera illustré et calligraphié par Dorothy Howard,
celle-là même avec qui il donnera bientôt des ateliers de haïku. Ce sera le début
d’une longue et belle histoire où les poètes d’ici ayant choisi de privilégier les formes
japonaises trouveront enfin leur place. Dans le but d’illustrer l’effervescence des
trois dernières décennies, voici la chronologie établie par Hélène Leclerc. Pour les
besoins de la cause, je me suis permis de faire suivre d’un astérisque les titres que
nous retrouverons plus loin dans la bibliographie.
Comme un tsunami
1982

Le poète Alphonse Piché (1917-1998) publie des haïkus dans son recueil
Dernier profil*.

1985

Aux éditions Asticou, sous la direction d’André Duhaime et Dorothy
Howard, c’est la parution de Haïku : anthologie canadienne / Canadian
anthology*, première anthologie canadienne qui inclut des francophones.
Cette anthologie est accompagnée d’un historique du haïku en anglais en
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Amérique du nord par Elizabeth Searle Lamb et d’un historique du haïku en
français (de France et du Québec) écrit par Bernadette Guilmette. Elle
comprend des haïkus de Canadiens-Anglais, de Canadiens-Français et de
Canadiens-Japonais.
Publication de Feuilles volantes*, deuxième recueil de haïkus de Jocelyne
Villeneuve.
1986

Alphonse Piché publie Fenêtre*, un recueil de haïkus accompagné
d’estampes de Louise Lavoie Maheux. Cette édition sera limitée à douze
exemplaires numérotés et signés par l’auteur et l’artiste, plus huit
exemplaires hors commerce.
Publication de Au cœur de l’instant*, recueil de haïkus de Célyne Fortin.

1987-1993

Période prolifique pour André Duhaime, il publie plusieurs recueils de

haïkus, de tankas et de renkus :
1987 :

Pelures d’oranges/Orange Peels*, (haïkus) traduction de Dorothy

Howard, Asticou.
1988 :

Au jour le jour*, (haïkus), Noroît.

1989 :

Voyage parallèle/Parallel Journey* (renku avec LeRoy Gorman),

Asticou.
1990 :

Traces d’hier* (tankas), Noroît.

1993 :

D’une saison à l’autre* (renku avec Lisa Carducci), Le Loup de

gouttière.
1994

Publication de Errances* aux éditions Loup de Gouttière. Il s’agit du premier
recueil de haïkus de Carol LeBel.

1997

Création par André Duhaime, du site Web HAÏKU SANS FRONTIÈRES,
lequel a fortement contribué à l’éclosion du haïku francophone d’ici et
d’ailleurs. L’importance de ce site se mesure par l’émergence d’une nouvelle
vague de haïkistes.
Jeanne Painchaud publie son premier recueil Je marche à côté d’une joie*,
(Les Heures bleues) et elle commence à enseigner le haïku dans le cadre
d’ateliers de création littéraire du Service d’animation culturelle de
l’Université de Montréal.

1998

Aux Éditions David, André Duhaime publie Haïku sans frontières, une
anthologie mondiale*. Il s’agit d’une publication de l’anthologie déjà en
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ligne. Concernant le haïku, il s’agit du premier contact éditorial entre le
Québec, la France et la Belgique.
2000

Parution de la première anthologie consacrée exclusivement aux haïkus
francophones du Canada : Haïku et francophonie canadienne*. Publiée aux
Éditions David sous la direction d’André Duhaime, cette anthologie regroupe
quarante-cinq haïkistes francophones.
Premiers rassemblements de haïkistes au Jardin botanique de Montréal lors
de trois week-ends d’automne, en 2000, 2001 et 2002, sous la codirection
d’Angela Leuck et de Jeanne Painchaud.

2001

Publication de Chevaucher la lune*, une anthologie du haïku contemporain
en français sous la direction d’André Duhaime. Cet ouvrage regroupe les
haïkus de plus d’une centaine de poètes provenant principalement du Canada,
de France et de Belgique.
Avec les recueils Haïkus de mes cinq saisons* d’Évelyne Voldeng d’Ottawa
et Mon île muette* d’Alain Raimbault du Nouveau-Brunswick, les Éditions
David inaugurent la collection VOIX INTÉRIEURES – HAÏKU. Au fil du
temps on y publiera une trentaine de haïkistes en solo.
Sous la codirection d’André Duhaime et d’André Girard, Rêves de plumes*
paraît aux Éditions David. Recueil de haïkus d’élèves du Cégep de
Chicoutimi et du Collège de l’Outaouais inscrits au cours de création
littéraire.

2002

Sous la codirection de Francine Chicoine et André Duhaime, Dire le Nord*
paraît aux Éditions David. Un collectif de haïkus sur le thème de la nordicité.

2003

À la suite des rencontres au Jardin botanique de Montréal, (en 2000, 2001 et
2002) Maxianne Berger et Angela Leuck publient une anthologie des
haïkistes de Montréal (canadiens-français, canadiens-anglais, canadiens
d’origine japonaise) sous le titre Sun Through the Blinds*.
Dès la naissance de l’ASSOCIATION FRANÇAISE DE HAÏKU, Micheline
Beaudry suggère l’idée d’une branche québécoise et canadienne-française.
Cette idée se concrétise.
Publication aux Éditions David de Dire la faune*, un collectif de haïkus sous
la direction de Francine Chicoine.

2004

Tenue du premier CAMP HAÏKU DE BAIE-COMEAU, animé par Francine
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Chicoine, directrice de la collection HAÏKU aux Éditions David. Depuis
2004, elle accueille chaque année près d’une trentaine de haïkistes de partout
au Québec. Baie-Comeau est située sur la côte nord du fleuve Saint-Laurent,
à environ 650 kilomètres de Montréal.
Parution du collectif Dire la flore* aux Éditions David, sous la direction de
Francine Chicoine.
2005

À la fin du mois de mai, en organisant un souper de haïkistes à Montréal,
Micheline Beaudry fonde ce qui deviendra le groupe HAÏKU-MONTRÉAL.
Initiée au haïku par Momoko Kuroda pendant qu’elle séjournait au Japon,
Abigail Friedman profite de son séjour à Québec en tant que consule
américaine pour créer le groupe HAÏKU-QUÉBEC, un des premiers groupes
de kukaï traditionnel japonais en Amérique du Nord.

2006

Dans le cadre du Marché de la poésie de Montréal, Jeanne Painchaud
présente son projet Parcours poétique - sous vos pas des poèmes. Il s’agit
d’un parcours de 20 haïkus inscrits sur les trottoirs du quartier Plateau-MontRoyal de Montréal.
Le 26 août, au Morrin Center du Vieux-Québec, le couple William J.
Higginson et Penny Harter est invité par Abigail Friedman. M. Higginson
prononce une causerie intitulée Des différents contextes du poème japonais :
le haïku, le tanka et le renga. La journée se termine avec un atelier de renku
dirigé par le célèbre couple américain.
Parution de L’érotique : poème court, haïku*, recueil codirigé par les deux
Québécoises Micheline Beaudry et Janick Belleau (éditions Biliki, Belgique).
Il s’agit du premier collectif de haïkus érotiques en langue française.

2007

HAÏKU CANADA NEWSLETTERS ouvre sa revue à des pages en français.
Micheline Beaudry devient responsable de cette section, en collaboration
avec LeRoy Gorman, l’éditeur de la revue HAÏKU CANADA.
Publication de Lueurs de l’aube*, d’Hélène Leclerc.

2008

Publication de Carpe Diem*, 4e anthologie canadienne de haïku. Comprend
40 haïkistes anglophones et 40 haïkistes francophones publiés dans leur
langue respective.
Publication de Regards de femmes*, un collectif de haïkus consacré aux
poètes haïkistes féminines contemporaines, publié conjointement par les
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éditions Adage et l’ASSOCIATION FRANÇAISE DE HAÏKU, sous la
direction de Janick Belleau.
Aux Éditions Vents d’ouest, dans la collection ADO, sous la direction
d’André Duhaime et d’Hélène Leclerc, publication de Pixels*, collectif de
haïkus sur le thème des nouvelles technologies.
Publication aux Éditions David de Toucher l’eau et le ciel* sous la direction
de Francine Chicoine. Le recueil regroupe des haïkus sélectionnés parmi
ceux rédigés au CAMP HAÏKU DE BAIE-COMEAU depuis 2004.
En octobre, le festival de l’ASSOCIATION FRANÇAISE DE HAÏKU a lieu
pour la première fois au Québec. Une douzaine d’Européens et une
cinquantaine de Québécois et de Canadiens-Français se réunissent à Montréal
pour le long week-end de l’Action de Grâce. M. Atsushi Nishioka, consul du
Japon à Montréal, et son épouse assistaient à la soirée d'ouverture.
Le 1er décembre, lors d’une cérémonie à la résidence de l’ambassadeur du
Japon à Ottawa, le PRIX CANADA-JAPON était remis à André Girard et
André Duhaime par son Excellence Tsuneo Nishida pour leur haïbun intitulé
Marcher le silence – carnets du Japon*.
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Bienvenue … au Japon
Extraits de Marcher le silence
L’arrivée à Tokyo
lundi matin

inconfortable siège 35d

escale à chicago

l’invisible chloé

un aéroport un starbucks

pour compagne

saul bellow est mort
ombres

gare de tokyo

de nuages

le centre mobile des choses

sur nuages

le centre des humaines choses

Dans la nuit de Shinkiba d’incessants parapluies luisent sous les lampadaires
protègent de l’averse solitudes masculines féminines. Terminal sud-est de la ligne
Yurakucho train et autobus prennent le relais. Serait-ce la pluie ou bien tous ces
bocaux de condiments sur le comptoir. Langueur consécutive aux longues envolées
ce pourrait bien être ça. Peut-être aussi le timide sourire de la jeune fille en costume.
Après avoir posé sur ma table un cendrier un verre une pinte de lager commandée en
pointant la pub elle se dirige vers les cuisines. Solitude d’avril j’allume une cigarette
transitoire que je suis sous une lumière crue. Curry-shop aux allures de truck-stop.
Banquette du fond donnant sur la nuit qui mouille les parapluies six étudiants en
début de session sont de retour en ville. Cravates rayées sur chemises blanches
candide jeunesse et lumineux sourires. Haruki Murakami serait-il dans les parages.
Sonne la caisse la jeune fille au costume rend au costaud client sa monnaie.
Camionneur.
dormir presque sur le sol
tout près d’une voie ferrée
souvenirs d’enfance
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Le séjour à Kashimo
Corbeaux
et chiens
réveil à Kashimo
Après la douche matinale prendre plaisir à rythmer de mes pas l’asphalte mouillé du
chemin en épingle. Humide chatoiement dans le bosquet de bambous. L’eau perle sur
mon parapluie mon chandail prend quelques gouttes les montagnes se perdent dans la
bruine. Sur ma droite et bientôt sur ma gauche le filet d’eau ruisselle en cascade dans
le tout béton. Maintenant sur ma gauche et bientôt sur ma droite le drain de voirie
joue parfaitement son rôle. Alpes japonaises Appalaches bouclier laurentien les
pluies printanières préparent nos étés. Sous un ciel de feu sous les cellules orageuses
avancent les plaques tectoniques sans demander permission. Cinq milliards d’années.
Fosse du Labrador ou fosse du Japon dépression boréale ou faille abyssale
lithosphère en recherche d’équilibre. Qui est l’homme marchant sous la pluie. L’eau
de ma douche se lave déjà aux minéraux ira un jour mouiller la rizière en bas dans la
vallée. Peut-être sera-t-elle bue par la racine de l’arbre. Peut-être descendra-t-elle
jusqu’à la mer au sud-ouest pour se condenser et retrouver sa pureté. L’eau qui m’a
douché ce matin reviendra-t-elle perler à la base du pommeau avant de tomber sur la
planche du cèdre imputrescible.
il pleut j’ai faim
si Basho m’apportait une banane
je ne dirais pas non
à petits pas pressés
ils elles s’éloignent
pour parler au cellulaire
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Le départ de Nagoya
Aérogare de Nagoya ça sent à peine la mer comme à Port-Alfred mon point de chute
sur la baie des Ha ! Ha ! Procédures d’embarquement je voudrais que ça dure que
ça dure. Gestuelle et costume des hôtesses sont toute élégance. Dire que nous ferons
escale à Chicago Illinois. Douanes en guerre vulgaires fringues jamais loin du
militaire détester son travail chique de gomme Wrigley Field. Dans l’aérogare de
Nagoya il suffit de lever les yeux plus haut que de coutume pour voir osciller les
bambous dans le bleu du ciel et de la mer. Bateaux à l’ancrage. Derniers arigato et
ultimes sourires au pays du savoir-vivre. Au bout du quai de Bagotville sur la baie
des Ha ! Ha ! je poserai les yeux sur d’autres bateaux à l’ancrage. Bauxite en
provenance de la Jamaïque. Ça sentira à peine la mer. Comme à Nagoya.
survoler le mont fuji
puis vient la nuit ensoleillée
se confondre dans les heures
le japon
c’est aussi hiroko
études à mcgill
résidence sur saint-denis
rêvasser
les noms sur la carte de tokyo
anthologie de poèmes brefs
comme si je n’avais pas
comme si je n’étais pas
rouler en toyota
ici terre de mes ailleurs
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Les haïkistes au Canada français
Automne 2008
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En guise de conclusion
À la suite de cet exposé, on serait en droit d’affirmer que la renaissance – ou la
véritable naissance du haïku au Québec et au Canada français est due en grande
partie à André Duhaime, ce passionné qui a su introduire avec force les formes
japonaises dans notre corpus littéraire.
Sous le très beau titre Peau de fleur 20, André Duhaime a publié chez ASTICOU
son premier recueil de poèmes en 1979. En 1981, dès son deuxième recueil, il passe
au haïku avec Haïkus d’ici 21, toujours publié chez ASTICOU. À l’automne 2009,
trente ans plus tard, en tant qu’auteur ou éditeur intellectuel, il compte à son actif 31
publications, soit 23 pour les adultes et 8 pour les enfants. De plus, en 1997, il a créé
le site web HAÏKU SANS FRONTIÈRES qu’il ouvre à la francophonie et qu’il
anime toujours avec passion.
La littérature québécoise est en pleine ébullition et elle est maintenant à l’étude
sur tous les continents … parce qu’elle est l’Amérique du Nord qui s’écrit en
français. Mais il lui aura fallu du temps pour assumer son américanité. Avec le recul,
on peut affirmer que cette américanité est devenue plus évidente au tournant des
années 90. Conséquemment, sans qu’ils ne soient nécessairement coupés, les liens
avec la France se sont faits plus ténus. À titre d’exemple, avant cette date, tout auteur
québécois rêvait d’une large distribution en France alors qu’actuellement, c’est une
traduction en espagnol, en allemand, en japonais ou en russe qui les inspire. Mais
s’il est une autre réalité que notre littérature n’a pas encore pleinement assumée, c’est
son AMÉRINDIANITÉ 22. Mais ça s’en vient, et d’une certaine façon, la poésie
japonaise y joue déjà un rôle.
En 2005, lorsqu’André Duhaime m’a invité à écrire la partie PROSE
POÉTIQUE d’un haïbun, nous survolions l’Alaska après avoir passé deux semaines
en votre pays qui sait si bien allier modernité et culture plus que millénaire. J’ai
accepté cette généreuse invitation parce qu’il fallait laisser des traces de notre
passage au Japon, pays d’exception au degré de raffinement et de civilisation unique
sur la planète. Laisser des traces … et rendre hommage. J’étais songeur, car tout
comme le Japon, l’Amérique est habitée depuis des millénaires, sauf que chez nous,
les Européens des Grandes découvertes ont décimé ou confiné à leurs réserves des
peuples fiers qui auraient pu nous transmettre l’intime relation qu’ils ont toujours
entretenue avec la terre-mère. Songeur, absolument, car cette relation intime avec la
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terre-mère, je l’avais trouvée quotidiennement au Japon, en particulier dans l’amour
que vous portez aux beautés de la nature, comme par exemple lors de la fête des
cerisiers en fleurs.
Cette relation d’amour avec la terre-mère est inscrite dans votre immense
littérature, et tout particulièrement dans ses formes poétiques millénaires. J’aime à
croire que de ce côté-ci du Pacifique, tout amant de la forme japonaise enrichit sa
littérature d’une touche d’orientalité et qu’en cela, il se situe en droite ligne avec les
shamans des Premières Nations … venues d’Orient. La littérature japonaise ? Elle
aide déjà l’Amérique française à assumer son amérindianité.
Mesdames, Messieurs, merci, arigato
(André GIRARD, Ph.D. – études littéraires, Cégep de Chicoutimi, Québec)

Notes
1

Leclerc, Hélène. « Historique du haïku d’ici.» in 575 : revue de haïku, vol.2, no 4,
2008. (Disponible sur Internet)

2

On aura compris que pour une plus grande lisibilité, ces tentatives seront ici insérées
dans le corps du texte.

3

Girard, André et André Duhaime. Marcher le silence – carnets du Japon. Montréal,
Leméac, 2006. 114p.

4
5

Savard, Félix-Antoine. Menaud, maître draveur. Montréal, Fides, 1937. 153p.
Dictionnaire des œuvres littéraires québécoises : 1900-1939 / tome II sous la dir. de
Maurice Lemire. Montréal, Fides, 1980. p. xliv.

6

Loranger, Jean-Aubert. Poëmes. Montréal, L-A Morissette, 1922. 122p.

7

Loranger, Jean-Aubert. Les Atmosphères : le passeur, poèmes et autres proses.
[S.l.], [s.n.], 1920. 62p.

8
9

DOLQ, op. cit. p. xli.
Ces haïkus de Maublanc et de Bloch ont été publiés dans La Nouvelle revue
française, no 84, 1er septembre 1920. pp.329-345. (Disponible sur Internet)

10

Festival tenu sous l’égide de l’Association française du haïku. Ce texte éclairant
d’André Duhaime avait auparavant fait l’objet d’une publication dans le numéro de
mars 2006 de la revue Haïkaï. (Disponible sur Internet)

11

Routier, Simone. L’Immortel Adolescent. Québec, Le Soleil, 1928, 190p.

12

Enamoto (Takaraï) Kikaku (1661-1707), disciple de Basho. Une compilation
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complète de ses haïkus a été éditée en 1747 sous le titre Gogenshu.
13

Contemporaine et rivale de Murasaki Shikibu, (auteure du Dit du Genji), Sei
Shonagon a écrit au début du deuxième millénaire Makura no soshi (Notes de chevet /
trad. d’André Beaujard = Les notes de l’oreiller / trad. de Kuni Matsuo et SteinilberOberlin), texte inclassable annonçant l’arrivée du fragment comme forme littéraire.

14

DOLQ, op. cit. p. xlv.

15

Savard, Félix-Antoine. Aux marges du silence. Québec, Garneau, 1975. 108p.

16

Claudel, Paul. Cent phrases pour éventails. Paris, Gallimard, 1942. Non paginé.

17

Duhaime, André. « Début du haïku en Amérique française. » in Haïkaï, numéro de
mars 2006. (Disponible sur Internet)

18

Villeneuve, Jocelyne. La saison des papillons. Sherbrooke, Naaman, 1980. 75p.

19

Duhaime, André. Haïku d’ici. Hull, Éditions Asticou, 1981. 116p.

20

Duhaime, André. Peau de fleur. Hull, Éditions Asticou, 1979. 75p.

21

Duhaime, André. Haïku d’ici. Op. cit.
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Il y a bien sûr l’œuvre d’Yves Thériault, qui reste une exception, mais pour se faire
une meilleure idée de l’état de la situation à la fin du XXe siècle, il faut lire l’essai de
Diane Boudreau intitulé Histoire de la littérature amérindienne au Québec : oralité et
écriture, ouvrage paru en 1993.
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【研究論文】

Découverte des écrits féministes
dans la littérature québécoise contemporaine
現代ケベック文学における
フェミニスト文学の再考
YAMADE Yuko
山 出 裕 子
要旨
本論では、フェミニスト的視点でケベックの文学の歴史を振り返り、女性
文学の始まりについて新たな視座を示している。その際、ケベックの女性文
学の初期作品と位置付けられる、ガブリエル・ロワの『かりそめの幸福』を
例に、ケベックの女性文学の再評価の過程とその成果を、1980 年代のパト
リシア・スマートや 1990 年代のロリ・サン＝マルタンによるフェミニスト
批評などによる分析を通して考察している。また、この時代には、ケベック
の文学批評家によって、移民女性文学におけるフェミニスト文学としての新
しい特徴について論じられた。その結果、フェミニスト批評は、現代のケベ
ックの女性文学、特に 1990 年代から 2000 年代にかけてのケベックの移民文
学の新たな特徴を見出したと言える。本論では、これらのフェミニスト批評
による現代ケベック文学への多様な影響と成果について論じている。
キーワード
ケベック文学、ケベックフェミニズム、フェミニスト批評、ガブリエル・ロ
ワ、移民文学
Mot-clés
littérature québécoise, féminisme québécois, critiques féministes, Gabrielle Roy,
écrits migrants.
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Introduction
Depuis les années 1980, les critiques littéraires portent un regard nouveau sur la
littérature québécoise, en particulier sur les écrits jusqu’alors négligés des femmes
québécoises. Cette démarche apparaît comme une des conséquences des mouvements
féministes issus de la deuxième vague, à savoir celle des années 1970.
Dans cet article, nous examinerons la littérature québécoise d’un point de vue
féministe tout en observant l’influence exercée par le mouvement féministe sur la
genèse de la littérature des femmes contemporaines. En première partie, nous
porterons notre attention sur la période, qui s’ouvre avec la parution de la première
œuvre d’une femme auteur, Gabrielle Roy, Bonheur d’occasion. Nous observerons
quelle est la lecture de cette œuvre que nous proposent les critiques féministes des
années 1980 et 1990. Enfin, nous clôturerons cette étude en déterminant en quoi le
mouvement féministe exerce une influence sur la littérature québécoise
contemporaine et en particulier sur les écrits des femmes auteurs migrantes dans les
années 1990 et 2000.
1. L’émergence des femmes dans la littérature québécoise
C’est en 1913 que Louis Hémon nous offre une première héroïne québécoise,
Maria Chapdelaine. Son œuvre décrit la vie dans un village du Saguenay-Lac-SaintJean au début du XXe siècle. Maria y apparaît comme enfermée dans le carcan d’une
société catholique agricole. Bien qu’aspirant à se libérer du poids des rôles
traditionnels qui lui étaient impartis en tant que femme, mère et fille d’une grande
famille québécoise, elle n’avait aucune autre issue que de se conformer au modèle
social de l’époque.
En 1945, Gabrielle Roy publie Bonheur d’occasion, une fresque qui dépeint la
vie dans un quartier pauvre de Montréal. Novatrice par son thème, cette œuvre est
alors accueillie comme une œuvre phare du réalisme urbain au sein de la littérature
québécoise. On retiendra que sa composante féministe passe totalement inaperçue
ceci bien que Roy rende explicite les sentiments et les aspirations des femmes
québécoises de l’époque à travers ses personnages. Gabrielle Roy y adopte un point
de vue du réaliste dans sa façon de voir « l’autre ». Un tel regard s’explique par
l’origine de Roy, « étrangère » au Québec. Elle est en effet née à Saint-Boniface, au
Manitoba, en 1909, dans une minorité francophone isolée au milieu d’une culture
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anglophone dominante. Après ses études universitaires au Manitoba, elle séjourne en
France afin de poursuivre des études de journalisme; nouveau pays, nouvelle
expérience d’appartenance à un groupe minoritaire celui des Franco-canadiens. Une
fois diplômée elle s’installe au Québec où elle se voit cette fois considérée comme
issue de la minorité franco-manitobaine. Son appartenance constante à différents
groupes minoritaires explique pourquoi elle observe la culture et la société
québécoise d’un point de vue extérieur avec force réalisme.
A partir de la fin des années 1950 jusqu’au début de la « Révolution
tranquille 1 », des personnages féministes naissent dans les romans d’Anne Hébert et
de Marie-Claire Blais. Bien que favorablement reçue par la critique, leur caractère
féministe se trouve une nouvelle fois occulté. Après la « Révolution tranquille »,
dans les années 1960, la femme québécoise devient plus visible dans la société et ce
phénomène transparaît dans la littérature. C’est ainsi que tout au long des années
1970-1980, les personnages féministes abondent sous la plume des auteures
québécoises, en particulier dans leurs œuvres autobiographiques. On citera Nicole
Brossard qui a publié en 1984, Journal intime où elle y dévoile explicitement sa
propre identité lesbienne. Dix ans plus tard, France Théoret, dans son Journal pour
mémoire paru en 1994, revendique ouvertement son féminisme à travers son
autobiographie. Le style de ses premières œuvres, Nous parlons comme on écrit et
L’homme qui peignait Staline, situées entre l’autobiographie et le recueil de poésies,
est celui dit « d’autobiographie poétique » qui contribuera au développement de ce
genre littéraire au Québec.
2. Critique féministe et relecture des écrits féminins dans les années 1980 et
1990
La critique féministe a permis une relecture des écrits féminins qui a mis en
relief le caractère central du féminisme dans la littérature des femmes québécoises,
ceci dès les années 1980. On citera l’analyse féministe que Patricia Smart fait des
œuvres des femmes québécoises dans son ouvrage Écrire dans la maison de père. Le
mouvement se poursuit dans les années 1990 avec le regard féministe que portent
notamment Lori Saint-Martin et Julie Leblanc sur les œuvres des années 1950
d’Anne Hébert et Marie-Claire Blais. Le domaine québécois anglophone voit, de
façon identique, une relecture par Karen Gould et Mary-Jean Green des écrits des
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Québécoises anglophones. Enfin, Christl Verduyn et Lucie Lequin ont élargi cette
relecture féministe aux œuvres des migrantes québécoises.
Il apparaît ainsi que les critiques féministes des années 1980 et 1990 ont
contribué à la fois à mettre en lumière la composante féministe de la littérature des
femmes québécoises et à enrichir et diversifier la littérature féminine contemporaine.
Afin de préciser quel est le rôle joué par la critique féministe dans la littérature
québécoise contemporaine, nous allons examiner ci-après comment Bonheur
d’occasion de Gabrielle Roy a été relu dans les années 1980 et 1990 par Patricia
Smart et par Lori Saint-Martin.
Depuis sa parution en 1945, Bonheur d’occasion a été analysé selon des points
de vue divers. Initialement, il a eu l’effet d’un électrochoc sur la société québécoise,
dont il a révélé sans fards quel était le quotidien des pauvres. De nos jours encore,
cette œuvre est considérée comme un roman représentatif du réalisme québécois.
Examinons ci-après la relecture féministe proposée par Patricia Smart.
Bonheur d’occasion vu par Patricia Smart
La critique de type féministe constitue la caractéristique première de la critique
littéraire qui prévaut dans les années 1980. Dans son œuvre critique Écrire dans la
maison de père, Patricia Smart analyse l’émergence du courant féministe dans la
littérature québécoise. Par exemple, à propos de Bonheur d’occasion de Gabrielle
Roy, Smart souligne combien les personnages féminins témoignent de la réalité de la
société québécoise à cette période. Elle remarque par exemple qu’ils ne sont décrits
qu’à travers leurs relations avec les personnages principaux, plutôt masculins. Elle
l’explique comme suit :
Ce qui ne veut pas dire qu’elle ne prend pas position : au contraire, ce regard de
femme, extrêmement précis et attentif au détail, dévoile impitoyablement les
mécanismes du pouvoir qui objectifient les êtres, surtout les femmes, et illustre leurs
conséquences culturelles. (Smart, 1988, p.206)

Smart indique que les personnages féminins de cette œuvre ne pouvaient pas choisir
leurs vies et qu’il leur fallait suivre ou accepter les décisions des hommes. De plus,
quand Roy décrit la vie des femmes, elle montrait des sentiments réalistes qui
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n’étaient jamais bien décrits dans la littérature québécoise traditionnelle. En fait,
cette œuvre de Gabrielle Roy est déjà bien établie comme un roman réaliste, mais ce
n’était pas à cause des descriptions de la psyché des femmes protagonistes. Ainsi, en
analysant cette œuvre du point de vue féministe, nous trouvons la nouvelle
évaluation de cette œuvre comme étant un roman du « réalisme féministe ».
Smart remarque que la caractéristique féministe de cette œuvre a été développée
à travers la « relationalité » mère-fille. La « relationalité » est une caractéristique très
prononcée dans la littérature féministe des années 1970. Par exemple, Karlan Ortiz a
défini la relationalité (Relational Feminism) comme élément important de la
littérature féministe comme suit :
Relational feminism, which holds that the essential difference between men and
women is that women are profoundly relational (essentially connected to the rest of
human life) whereas men are autonomous. (Ortiz, 1993, p.858)2

Bonheur d’occasion vu par Lori Saint-Martin
A travers ses réflexions sur la littérature des femmes québécoises, Lori SaintMartin affirme ses idées féministes et exprime des griefs à l’endroit de la société
masculine au Québec. Elle analyse la « relationalité » présente dans Bonheur
d’occasion afin de caractériser les écrits féministes au sein de la littérature
québécoise.
Saint-Martin remarque que les difficultés qu’éprouvent les personnages
féminins de cette œuvre ont immanquablement à leur origine des personnages
masculins. Par exemple, Rosa-Anne, la mère d’une grande famille québécoise, y est
décrite comme étant une femme forte. Même si elle travaille sans relâche pour sa
famille, elle est condamnée à une vie de pauvreté par les frasques et déboires de son
mari. Sa fille, Florentine, est également prisonnière de sa condition à cause de son
copain. C’est ainsi que le cycle de pauvreté engendré par les personnages masculins
en vient à se perpétuer et c’est peut-être également pour cette raison que les femmes
dans Bonheur d’occasion essayent de construire un lien de « relationalité » avec leurs
consœurs pour se sortir de la vie à laquelle elles étaient condamnées.
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3. Regard féministe sur les œuvres des migrantes québécoises
Dans les années 1980, les critiques littéraires québécoises Christl Verduyn et
Lucie Lequin ont analysé les œuvres des migrantes québécoises d’origine arabe ;
Anne-Marie Alonzo, une Québécoise-Égyptienne et Abla Farhoud, une QuébécoiseLibanaise. Au tournant des années 1990, elles ont fait ressortir les éléments
féministes trouvés dans les œuvres de femmes d’origine asiatique, comme la
Québécoise-Chinoise, Ying Chen et la Québécoise-Japonaise, Aki Shimazaki.
A travers leurs analyses, Verduyn et Lequin soulignent qu’une des
caractéristiques les plus importantes des œuvres de ces auteures migrantes est
qu’elles se font le porte-étendard de la libération de la femme dans leur pays
d’origine par l’intermédiaire de la littérature québécoise. Le statut des femmes dans
la société de leur pays d’origine étant souvent négligé, il est difficile pour celles-ci de
dévoiler leurs sentiments et de dénoncer leurs conditions de vie. En exposant la
réalité des femmes dans leurs pays d’origine, les auteures migrantes québécoises
donnent une tribune au Québec à leurs compatriotes invisibles.
L’exemple d’Abla Farhoud
Abla Farhoud, une migrante libanaise, a publié son premier roman, Le bonheur
a la queue glissante en 1994. Dans cette œuvre, elle raconte les mémoires de sa
grand-mère qui a immigré au Québec et y dépeint également la vie des femmes
négligées dans son pays d’origine. Par exemple, elle décrit la vie des femmes
libanaises forcées d’assumer des rôles multiples dans la famille comme suit :
Depuis plus de cinquante ans, je fais à manger tous les jours et, chaque fois, c’est
différent. J’améliore les plats, j’invente de nouvelles recettes, de nouvelles façons de
procéder, parfois. Je me demande s’il y a autant de différence dans les mots. Pour
plonger mes mains dans la nourriture, il faut que j’en aie vraiment envie, sinon je
brasse à la cuiller. Mes mains nues et propres touchent la nourriture que mes enfants
vont manger. C’est ma façon de leur faire du bien, je ne peux pas grand-chose, mais
ça, je le peux.C’est très rare que Salim ou les enfants disent merci. Ça ne m’a jamais
dérangé. Est-ce qu’on dit merci si quelqu’un nous dit « Je t’aime »? On peut répondre
je t’aime, mais on ne dit pas merci. (Farhoud, 1988, p.16)
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L’exemple de Ying Chen
On retrouve cette même caractéristique propre aux écrits migrants dans les
œuvres de la Québécoise-Chinoise, Ying Chen, lorsqu’elle raconte la vie de la grandmère de sa protagoniste dans son premier roman, La mémoire de l’eau. A travers son
histoire, Chen montre la vie de la femme chinoise en Chine qui est aussi chargée de
rôles multiples dans la famille et la société comme en témoigne ce passage :
Sur le dos des femmes, nous disait-on, il y avait trois montagnes qui risquaient de les
écraser : le droit de leur père, le droit de leur mari et le droit de leur fils... une fois
libérées, ces femmes pourraient bien soulever une moitié du ciel. (Chen, 1996, p.46)

A travers leurs écrits dans la société québécoise, les femmes auteurs migrantes
ont essayé de montrer la discrimination dont sont victimes les femmes de leurs pays
d’origine en décrivant leur dure réalité. Cette caractéristique commune à leurs
œuvres et la contribution des femmes migrantes à la littérature québécoise ont été
saluées et commentées par la critique littéraire et féministe québécoise, Sherry Simon
comme suit :
Though the work of these [minority] writers certainly reflects an important
sociological reality in Quebec, it is not this (purely transitory) aspect which concerns
me. Rather, it is the ways in which difference and cultural conflict are given literary
representation...The provocative blend of continuity and difference, affiliation and
dissidence expressed in the work of these writers as well as the importance they give to
language, mark this writing as a significant development in Quebec literature. (Simon,
1987, pp.119-120)3

Sherry Simon souligne ainsi que les écrits féministes des migrantes jouent un rôle
important dans le formation des enjeux féministes et de l’hybridité culturelle dans la
littérature québécoise contemporaine.
Conclusion
Gabrielle Roy a publié son premier roman en 1945 afin de montrer la réalité du
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quotidien des femmes au sein de la société québécoise. Puis, dans les années 1950,
d’autres femmes auteurs ont commencé à publier des œuvres à tendances féministes,
même si elles n’étaient pas reconnues comme telles à l’époque. Ce sont les critiques
féministes, dans les années 1980 et 1990, qui ont permis de redéfinir ces œuvres
comme appartenant à la littérature féministe du Québec. On considère souvent à tort
que les femmes auteurs québécoises ont commencé à écrire des œuvres féministes
après la « Révolution tranquille » ou le féminisme de la deuxième vague, et plus
précisément, après les années 1970. Cependant, la présente analyse montre non
seulement que la littérature féministe existait bien avant la « Révolution tranquille »,
mais qu’elle était alors invisible, à l’instar des femmes dans la société québécoise de
l’époque. En résumé, nous voudrions souligner que les femmes auteurs et les
critiques féministes qui ont découvert leurs écrits féministes ont toutes contribué
énormément à la formation de la littérature québécoise de nos jours.
(YAMADE Yuko, Université Meiji)

Notes
1

La « Révolution tranquille » désigne une période de l'histoire contemporaine du
Québec, essentiellement les années 1960. Elle est notamment caractérisée par une
réorientation de l'État québécois, une véritable séparation de l'Église catholique et de
l'État et la construction d'une nouvelle identité nationale québécoise. Il semble que la
Révolution tranquille constitue une rupture importante dans l'histoire du Québec et le
double processus d'industrialisation et d'urbanisation.

2

Le « Féminisme relationnel », qui marque une différence fondamentale entre les
hommes et les femmes, soutient que les femmes sont profondément « relationnelles »,
alors que les hommes eux sont plus autonomes (Traduction de l’auteur).

3

Même si les œuvres de ces auteurs (issues d’une minorité) reflètent une réalité
sociologique importante au Québec, il ne s’agit pas là de l’aspect le plus important. Il
nous faut plutôt considérer le contexte par lequel apparaissent ces représentations
littéraires (...). Le mélange provocant de la continuité et de la différence, de
l’attachement et de la dissidence, exprimé dans les œuvres de ces auteurs, ainsi que
l’importance qu’elles donnent à la langue, font de cette écriture un développement
important dans la littérature québécoise (Traduction de l’auteur).
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【研究論文】

アキ・シマザキの 5 部作における詩的象徴性と
「移住する（者の）エクリチュール」
Symbolisme poétique et écriture migrante
dans la pentalogie d’Aki Shimazaki
小 倉 和 子
OGURA Kazuko
Résumé
Immigrée au Canada en 1981 et installée à Montréal depuis 1991, Aki
Shimazaki est aujourd’hui une des écrivaines d’origine japonaise les plus cotées au
Québec. Bien qu’elle traite de questions extrêmement graves telles que la bombe
atomique, l’adultère et le parricide, une espèce de sérénité poétique règne dans ses
romans.
Sa pentalogie Le Poids des secrets est une œuvre où l’effet du refrain et du
leitmotiv de certains mots-objets liés à chaque titre crée un monde romanesque qui
lui est propre. Dans cet article, à travers l’analyse de ces mots-objets, nous essaierons
de mettre en lumière la spécificité poétique de ce monde romanesque, tout en
interrogeant le sens d’écrire en une autre langue que sa langue maternelle, dans un
autre pays que son pays natal.
キーワード：アキ・シマザキ、移住する（者の）エクリチュール、詩的象徴
性、俳句、風景
Mots-clés : Aki Shimazaki, écriture migrante, symbolisme poétique, haïku, paysages.
はじめに
アキ・シマザキ（Aki Shimazaki, 1954-）は、1981 年にカナダに移住し、
1991 年からはモントリオールを拠点として活動している日系作家である。
1999 年から 2004 年にかけてフランス語で発表された 5 部作、『ツバキ』
（1999 年）、『ハマグリ』（2000 年）、『ツバメ』（2001 年）、『ワスレナグサ』
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（2002 年）、そして『ホタル』（2004 年）は、いずれも日本語をそのままタイ
トルにして、きわめて平易なフランス語で書かれているものの、いわゆる
エグゾチスム

「異国趣味」では片付けることのできないシマザキ独自の小説空間を確立し
ている作品である。本稿では、この 5 部作が生み出す小説空間の重要な要素
となっている詩的象徴性を分析するとともに、彼女の作品を通して、移民が
母語ではない言語で創作することや、異国で書くことの意味についても考え
てみたい。
1．シマザキの 5 部作
まず初めに、これまでケベックを創作の場としてきたために、日本では必
ずしも知名度が高いとはいえないシマザキの作品、とくに 5 部作の概要を紹
介しておきたい。
物語の舞台になるのは主として東京、鎌倉、長崎である。ただし第 1 作目
では、語り手ナミコは現在、海外のどこかの町（名前は明示されていない）
に住んでいることになっている。ナミコは母ユキコを亡くしたばかりだが、
結婚以来「この国」で暮らしてきた母は遺書である重大な告白をする。長崎
に住んでいた少女時代、父親の不倫を知って毒殺したというのだ。父の不倫
相手は、ユキコがほのかな恋心をいだいていたユキオという少年の母親。し
かものちに、ユキコとユキオは異母兄妹であることを知らされる。事件は
1945 年 8 月 9 日の朝起きた。しかし、その数時間後には長崎に原爆が投下
され、犯罪の痕跡がかき消されてしまう。ユキコと母親、ユキオと両親は 5
人とも偶然この惨禍を逃れ、生き延びることになるが、ユキコはこの秘密を
死ぬまで誰にも明かさなかった。
物語はこの 2 家族の 3 世代をめぐって繰り広げられる。5 巻それぞれで語
り手は代わるが、語られるのはたった 1 つの物語だ。バルザックの「人物再
登場」の手法にも似て、時間や場所をずらしながら同じ登場人物や主題が繰
り返し立ち現れ、長らく秘密にされてきたことが徐々に明るみに出されてい
くのである。5 部作には「秘密の重圧」という共通の副題もつけられてい
る。
一見ホームドラマ風のシマザキの作品の特質はいったいどこにあるのか。
彼女がケベックという地で、フランス語を表現手段にして書くことの意味は
何なのだろうか。
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2．俳句的世界
リュシー・ルカン（Lucie Lequin）も指摘するように、シマザキは多くの
エスニック作家とは異なり、みずからの移民としての間文化的体験を作品に
盛り込むことがほとんどない（Lequin, 2005, p.99）。上海生まれで、1989 年
からモントリオールに留学し、そのまま作家活動にはいったイン・チェン
（Ying Chen, 1961-）1 にしても、ユダヤ系でフランスからモントリオールに移
住したレジーヌ・ロバン（Régine Robin, 1939-）2 にしても、概して移民によ
る文学作品には、自伝や自伝的小説の要素が含まれる場合が多いが、シマザ
キの作品にはそれがあてはまらない。彼女がこれまで発表してきた小説はす
べて 1 人称で書かれているが、小説の中の「わたし」は必ずしも作家自身と
重なるわけではない。シマザキはまた、現在住んでいるモントリオールとい
う都市を積極的に描くわけでもない 3。作品の中に展開される風景はむしろ
過去の日本の風景である。これは、読者がエスニック作家たちにたいして、
「此所」よりも「他所」、すなわち自分たちがよく知らない世界について語っ
てくれることを望むという、いわば読者の「期待の地平 4」を意識してのこ
となのだろうか？
たしかなことは、シマザキが日本の風景を描写するために、母語ではなく、
モントリオールに移住してから学び始めたフランス語を用いているというこ
とである。翻訳はつねに可能だし、じっさい、第 1 作目の『ツバキ』はすで
に日本語に訳されているとはいえ（鈴木、2002）、彼女は直接日本の読者に
は語りかけず、フランス語読者のほうを向いている。しかも、そこで取り上
げられる主題は、不倫、父親殺し、戦争など、いわゆる「異国情緒」からは
ノスタルジー

ほど遠く、郷愁とも無縁の、人間性の闇の部分である。シマザキはそれをま
るで俳句を思わせるような、この上なく簡素な文体で語っていく。扱われる
主題と文体のあいだにあるこの落差が彼女の独特の小説空間を作り出してい
るようにさえ思われる。
四季折々の自然が豊かな日本では、一般に文学においても季節や風景の描
写が重要な位置を占める。『源氏物語』の昔から川端康成（1899-1972）を経
て保坂和志（1956-）5 にいたるまでその傾向に変わりはなく、その点、自然
よりも人物の肖像画を描いたり、心理を分析したりすることに長けている、
あらゆる意味でユマニスムの伝統が色濃いフランス文学とは対照的であろ
う。カナダ文学はどうかというと、日本文学とはまた別の意味で自然との関
わりが強いといえるのではないだろうか。これから開拓すべき広大な土地を
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前にして、厳しい自然と共存していくことが求められる地域では、文学的伝
統にもそうした条件がおのずと反映されるだろう。
あまりに大雑把な指摘はこの辺に留めておくが、シマザキの作品にもこう
した日本文学の伝統によって培われた感性が息づいている。5 部作のタイト
ルがすべて俳句の季語から選ばれていることは、作家自身が明らかにしてい
るところである 6。以下、それらの「季語」が、作品の中でどのような効果
を生み出しているか、5 部作の主題とともに考察してみたい。
3.1.「ツバキ」
第 1 作のタイトルになっているツバキはユキコが好んでいた花である。彼
女は生前、ツバキの花のような最期を遂げたいと孫に語っている（Shimazaki,
1999, 2005, p.8）。「東京の近くの田舎で雪が降ったとき、わたしは竹藪の中
に花を見つけたの。雪の白、竹の葉の緑、そしてツバキの赤。穏やかで孤独
な美しさだったわ。（Shimazaki, 1999, 2005, p.50）」赤、緑、白が生み出す色
彩の見事なコントラスト。ツバキは寒中に咲きつづけ、花びらは枯れること
なく最初のかたちを留めたまま落ちる。ユキコのひたむきでありながら潔い
性格と通じ合う。
ユキコと彼女の夫は、異国の地で定年退職後、生花店を営むが、2 人の死
後はナミコがその店を相続する。小説の最後に、店員がナミコに電話をかけ
てくる場面がある。店員は、年配の男性が店のツバキを全部買っていった、
とナミコに報告する。その晩、ナミコの息子は、祖母の墓がツバキの花で覆
い尽くされていたと母に語る。このようにして、この地に来て以来一度も再
会することのなかったユキコの異母兄、ユキオの訪問が告げられるのであ
る。
ツバキの花は、色彩豊かな風景描写に寄与するだけでなく、主人公の性
格をも象徴する。そして最終場面において、2 人の人物の待ち望まれた再会
──残念ながら、一方はすでに死者であるが──を準備する。俳句の季語か
ら借用されたタイトルは､小説の随所でルフランのように繰り返され、きわ
めて効果的に物語の骨組みを支えていることが分かる。
3.2.「ハマグリ」
じつはこの 2 人は、自分たちが異母兄妹であることを知らずにかつて互い
に惹かれ合っていた。ツバキの花が前作の結末部分で昔の恋人同士の再会を

36

アキ・シマザキの 5 部作における詩的象徴性と「移住する（者の）エクリチュール」

告げるとしたら、2 作目のタイトルになっているハマグリも類似の効果を発
揮する。ハマグリは春の季語で、桃の節句と深い結びつきをもつ貝である。
第 2 作の主人公であるユキオは 4 歳の頃、公園でよく女の子と遊んでいた。
ある日、その女の子（名前は覚えていない）が「貝合わせ」の遊びを教えて
くれる。ハマグリには左右がぴったり合うものが 2 つとないため、この遊び
は平安時代からすでに、理想の伴侶を見つけたいと願う娘たちのあいだで人
気があった。ユキオが母と義父に連れられて長崎に行くことになったとき、
〈彼女〉はユキオのお嫁さんになりたいと言いながら、この 2 枚貝を 1 組く
れる。中には 2 人の名前が書かれ、小石が 1 つ入っていたが、〈彼女〉は結
婚するまでけっして開けてはならないと言い渡す。ハマグリが見あたらなく
なった後も、ユキオはこの餞別のことを忘れたことがなかった。
作品の後半部は「コトコトコト」という擬音語とともに始まる。すでに定
年退職しているユキオは、結局〈彼女〉（後に異母妹であることを知る）と
も、長崎で知り合ったユキコとも結婚せず、シズコと結婚して 30 年が経過
している。
台所から聞こえてくる「コトコトコト」という音は、妻がまな板の上で野
菜を刻む音だが、この音を聞いて、ユキオはハマグリの中に入っていた小石
の音を思い出す。
ユキオは、すでに寝たきりになっている母親の看病をしながら、偶然読ん
でいた本に挟まっていた 2 枚の写真を母に見せ、長崎で知り合ったユキコが
特別な友達だったことを打ち明ける。その写真はユキコが彼にくれたもので、
1 枚には 13 歳のユキコが 1 人で写り、もう 1 枚には、3 歳のユキコが少年
と一緒に写っていた。ユキオは私生児だったため、母が結婚するまで写真を
とってもらったことがなく、その少年が自分だとは気づいていない。
物語の最終部、臨終間際の母の手には 1 対のハマグリが握られている。内
側にはユキオとユキコの名前が書かれている。ユキオはここでようやく、子
どものときに一緒に遊んだ少女と思春期になってから好意を抱いていたユキ
コが同一人物で、しかも異母妹だったことを知るのである。
シマザキの小説ではしばしば、タイトルになっている 1 つの語＝物が作品
の結末で行われる「種明かし」に深く関わっている。女性が自力では容易に
抜け出すことのできない泥沼と化した不倫関係、シングルマザーが置かれた
厳しい条件、殺人に至るまでの苦悩とそれによる悔恨、戦争の悲惨といった
深刻なテーマが扱われながら、この語＝物はどちらかというと俳句の世界に
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も近い静けさを作品全体に行き渡らせている。しかも、この語＝物のほとん
ど詩的といってもよい反復が、対象物の象徴的かつ想像的な価値を意味と音
韻の両面から強化し、思いもよらぬ結末へと導いてゆく。年月の闇の中に消
え失せた貝殻、子どものたわいない遊び道具でありながら、理想の夫婦の象
徴でもあるこの 1 組のハマグリは、このようにして 60 年後に、ある重い秘
密を解放するためにふたたび出現するのである。
3.3.「ツバメ」
3 作目の『ツバメ』は、5 部作の中心に位置すると同時に、他の 4 作とは
かなり趣を異にする作品である。1923 年の関東大震災時に在日の人々が味
わった悲惨な体験を取り上げ、異文化間の問題を前面に打ち出した意欲的な
作品である。
物語はユキオの母親の少女時代に遡る。夏の終わりのある朝、荒川近くの
長屋に住む 12 歳のキム・ヨンヒが母親の遣いで、放水路の建設工事に従事
する叔父のもとに茹でたトウモロコシを届けにいく。彼女の母とその弟は女
子校の教師とジャーナリストだったが、日韓併合時に独立運動に参加したた
めに弾圧され、日本に逃れてきたのだった。大地震が発生し、朝鮮人が井戸
に毒を入れようとしているというデマが流れ、朝鮮人狩りが始まる。危険を
察知した母は弟を捜しにいくという口実のもとに、ヨンヒを教会の神父に預
ける。別れ際、母は娘に「おまえはこれから日本人のふりをしなくてはいけ
ないよ。（…）おまえの名前はカナザワ・マリコ。キム・ヨンヒという本名
は決して口にしてはだめよ（Shimazaki, 2001, 2007, p.33）」と言い渡す。母は
弟を捜しに行ったきり戻ってくることはなく、マリコは孤児として教会で育
つ。マリコは空を飛ぶツバメを眺めて、その自由の身を羨む。
日差しが急速に温かくなる。教会の周りの野原はピンク色のレンゲソウで埋
め尽くされている。私は草の上に寝そべって､空を見上げる。つがいのツバメ
が白い雲の上を通り過ぎる。彼らは温かい国から戻ってきたのだ。一方が他
方に同じ速度で付き従っている。（…）「生まれ変われるなら、鳥になりたい
なあ」と私は呟く。
（Shimazaki, 2001, 2007, pp.48-49）

タイトルのツバメはまた、神父のあだ名でもある。彼は渡り鳥が多数飛来
してくる｢南の島｣に生まれたが、幼いときに「ヨーロッパの戦争」で両親を
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なくし、自分自身、渡り鳥のように日本にやってきて、教会で孤児たちの面
倒を見ている。関東大震災という大惨事によって母親も自分の名前も記憶も
すべてを失ったことになったヨンヒは、新たにつくられた戸籍によって日本
人マリコとして生まれかわり、15 歳までこの教会で育てられる。その後、
会社勤めをするが、そこで知り合った男性に誘惑されてユキオを産み、自分
の母と同様シングルマザーになる。幸い、タカハシ氏と巡り会い、結婚して
長崎で 3 人の生活が始まる。マリコは自分の過去について、家族にさえも一
言も打ち明けない。
小説の後半、長崎の原爆を生き延びたマリコは、鎌倉で息子夫婦とともに
老後を過ごしている。荒川の土手に埋められた朝鮮人の死体の掘り出しのニ
ュースを耳にした彼女は、こっそり土手に行き、そこで目眩に襲われたある
高齢の婦人を助ける。その婦人も在日で、キムさんという名前だった。帰り
道、マリコは書店のウィンドーで親指姫の絵本を見かけ、孫とその友達のた
めに 2 冊購入するが、その表紙にもツバメに乗って花々の上を飛んでいる少
女の姿が描かれている。彼女の目には、そのツバメと神父が重なり合うのだ
った。
後日、マリコはキムさんの家を訪ね、教会の孤児院を出たときに神父から
渡されたハングルで書かれた母の日記を読んでもらう。そこには朝鮮の活動
家に送っていたとみられる日本の様子が克明に記されていた。裏表紙には、
マリコが母と別れた日の日付（1923 年 9 月 2 日）のあとに、「愛する娘、ツ
バメ氏の子へ」と読み取ることができた。私生児のマリコはこうして神父こ
そが自分の父親だったことを知る。
2 つの場所を自在に行き来し、春を告げる渡り鳥は、自己のアイデンティ
ティを葬り去ることによってしか生き延びることのできなかったマリコにと
って、自由と幸福の象徴であった。それに加えて、周囲の人々から｢ツバメ｣
という愛称で慕われていた神父が本当の父親だったことを、70 歳を過ぎて
から偶然知ることになるのである。
異文化への不寛容さを現在の視点から声高に批判することは巧みに避け、
2 つの文化の狭間を生きた 1 人の女性の生涯に光をあてながら、シマザキが
ここで行っているのは、日本の内側からではなく、日本と一定の距離を保っ
たうえで、おそらくはフランス語読者の視点も交えて、日本史の目立たない
１ページについて再考することである。俳句の季語に想を得たタイトルは、
重層的な意味あいを帯びながら、物語の展開に関与していくことにより、重
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い主題をロマネスクなオブラートで包み込む役割を果たしているのではない
だろうか。物語はこの後、すでにみたように第 2 作の最終場面へと送り返さ
れ、マリコは死の直前に、すでに意識も混濁した状態の中で、ハマグリによ
って、ユキオの幼少期の友達と思春期に長崎で出会ったユキコが同一人物で
あることを息子に告げることになる。
3.4.「ワスレナグサ」
さて、第 4 作で基調となるのは、春の季語であるワスレナグサだ。この巻
の主人公タカハシ・ケンジは乳母のソノからもらったワスレナグサの押し花
でつくった栞を大事にしている。彼が初めて教会を訪れたとき、マリコが聖
母子像の前に飾っていた花も青い花弁をもつこの花だった。ケンジは良家の
一人息子だったが、妻サトコとのあいだに跡継ぎが生まれなかったために離
縁。その後、サトコの不妊症の原因は自分の方にあったことを知る。だが、
家庭を築きたいという願望は大きく、たまたま訪れた教会で見初めたマリコ
に求婚し、ユキオを養子にして、3 人での新生活を長崎で始める。
サトコと離婚する前、2 人は川縁を散歩している。別れ話は、姑から跡継
ぎのことを尋ねられるたびにつらい思いをしてきたサトコのほうから切り出
される。川は広くて深く、流れは急である。数メートル先には木に繋がれた
一艘の小舟が水に揺れている。サトコは川縁に咲いているワスレナグサをと
ってほしいとケンジに頼むが、彼は流れが急で危険なことを口実に応じない。
するとサトコは突然、別れ話を切り出し、小舟のほうに向かって進んでいく。
ケンジは追いかけようとするが、足がすくんで動けない。
彼女はさっき僕が見た小舟のほうに近づいていく。ベンチには 1 人の男と少
年がすわっている。彼らは僕のほうをちらっと見る。
「あの人たちは誰だろう」
と僕はつぶやく。僕は妻に向かって「待って！」と叫ぶ。彼女は僕のことを
無視して舟に乗り込む。彼女が一瞬振り返えると、欲しがっていた青い花を
抱えているのが見える。男は流れに逆らって漕ぎ出す。彼らは次第に遠ざか
っていく。
僕は目が覚める。（Shimazaki, 2003, 2008, p.32）

ワスレナグサという名前は、小説の中でも語られているように、恋人のた
めに川縁に花を取りにいってドナウ川に流され、「ぼくのことを忘れないで」
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と言い残して流れに飲み込まれていった中世の騎士の話に由来している
（Shimazaki, 2003, 2008, pp.121-122）。上記の引用はケンジの夢の中に現れた
光景だが、川縁、急な流れ、花を欲しがる女性と、危険を冒してまでその願
望に応えようとする男性、という構図はこの伝説に酷似している。しかし、
臆病なためにサトコの要求に応えられない現実のケンジにたいして、夢の中
の男性はサトコに花をとってやり、しかもみずから命を落とすこともなく、
子供と一緒に彼女を舟に乗せて荒い川の流れに逆らって漕ぎ出す。ケンジと
別れた後、再婚して子宝に恵まれるサトコの未来を予告するかのような一節
である。
ケンジが定年退職して、鎌倉で息子夫婦と同居するようになってからも、
妻のマリコは庭にワスレナグサを植えるし、乳母ソノの墓石に刻まれた花の
名もワスレナグサである。そして、何ともいえぬ親しみを感じていた乳母が
亡くなってから墓参りをした際、寺の住職から聞かされたのは、ケンジもま
た、三味線の師匠であるソノが産んだ私生児だったという意外な事実であっ
た。彼は跡継ぎに恵まれなかったタカハシ家に出生と同時にもらわれ、タカ
ハシ家の嫡男として戸籍に登録されたのだった。「素性がはっきりしない」
孤児との結婚を反対され、両親との絶縁を覚悟してマリコと結婚したケンジ
も、じつは「素性がはっきりしない」という点ではマリコと大差なかったこ
とを知るのである。ここでもまた、季語から採用された書名が、物語の意外
な顛末に関与していることが分かる。
先に見た川縁での夢想的光景は、物語の最終場面で以下のように変奏され
る。
僕は目を閉じる。速い流れに逆らって舟を漕いでいる。舟にはユキオと、手
に青い花を持ったマリコが座っている。教会の人たちが岸で「タカハシさ
ん！」と呼んでいるのが見える。彼らは手を振っている。孤児たち、外国人
の神父、タナカさん……。僕はもう 1 人の女性が彼らに近づいてくるのに気
づく。彼女は紫色の矢をあしらった着物を着ている。男の子がその後から走
ってついてくる。僕はすぐさま「ソノ！」と叫ぶ。（Shimazaki, 2003, 2008,
p.122-123）

自分と別れて別の家族のもとへと去っていった妻を想像させる先の光景
は、ここでは自分と家族の船出の情景に読み替えられている。かつて、妻が
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去っていくのを目で追うことしかできなかった臆病な自分は、ここでは教会
の人々に見守られてたくましく新生活を始めようとしている。見守ってくれ
ているのは教会の人たちだけではない。そこには、じつの母ソノの姿もある。
後を追ってくる男の子は、ケンジ自身の二重化した姿だろうか。
第 4 作では、これまでに登場したハマグリやツバメに関する描写もくり返
されながら、春を基調とした風景描写によって物語が進行していくのであ
る。
3.5.「ホタル」
『ホタル』は 5 部作の最終巻である。シマザキはこの作品により、2005
年にカナダでもっとも栄誉ある文学賞であるカナダ総督文学賞（フランス語
小説部門）を受賞しているが、ここでのホタルの表象的価値は微妙かつ意味
深長である。ホタルは最近では地方でも目にする機会がめっきり減ってしま
ったが、日本の夏の風物詩として、今なお人々の想像力をかきたてる昆虫だ
ろう。しかし、日本で詩的情緒をかきたてるこの昆虫が、西欧ではこの世を
さまよう死者の魂を表象することを、シマザキは知らないわけではない。
日本の子どもたちは無邪気に「ホ、ホ、ホタル来い。あっちの水は苦いぞ
ー、こっちの水は甘いぞー」と歌う。だが、すでに寝たきりのマリコが週末
ごとに看病に来てくれる孫のツバキ（第 1 作のタイトルだったツバキはユキ
オの娘の名前にもなる）の前でこの歌を口ずさむとき、彼女はこの一見無邪
気な歌の裏に隠された残酷な意味を見抜いている。彼女は女子大生のツバキ
を誘惑しようとしている既婚の英語の先生を好きになってはいけないよ、つ
まり、甘い水にひっかかってはいけないよ、というメッセージをこの歌に込
めるのであり、それは故なしとしない。
第 5 作はツバキが両親の留守中に、告白にも近い「おばあちゃん」の体験
談を聞くという体裁をとる。すでに見たように、マリコは震災孤児で、教会
に付属した孤児院で育てられた。18 歳のとき、彼女は職場で出会ったホリ
ベに口説かれる。彼は初めてマリコのアパートを訪ねたとき、1 匹のホタル
を手土産にもってくる。ホリベはその後、ある良家の令嬢と親同士が決めた
結婚をするが、マリコとの関係はつづき、その結果、私生児のユキオが生ま
れる。マリコは幸いタカハシ・ケンジと出会い、結婚して長崎に移り住むこ
とになる。平和な暮らしが 10 年続くが、戦争が勃発すると夫は動員され、
その代わりに東京から赴任してきたのが、他でもないホリベであった。彼は
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マリコの夫の不在中に、またもやホタルを 1 匹たずさえてマリコに会いにく
る。2 人の関係は再開し、マリコはそこから容易に抜け出すことができなく
なる。ホタルはここではたわいもない贈り物でありながら、誘惑の炎をも象
徴する不吉な存在である。これこそが、第 1 作目の重要な告白であるユキコ
の父親殺しの原因となるものであり、その記憶は原爆の体験以上にユキコを
生涯苦しめることになる。
水、しだれ柳、ホタルはしばしば同時に現れる。鎌倉にあるツバキの両親
の家のそばで、彼女は「Ｓ寺の前を流れる小川に沿って歩く。その小川の脇
にはしだれ柳が続いている。夏になると、そこはホタルで一杯になる
（Shimazaki, 2004, 2009，p.17）」。
長崎でも、タカハシ家のそばには似たような風景が広がっていた。
私たちの眼前には小川が流れていて、浦上川に注いでいた。しだれ柳が 20 メ
ートルほど続いていた。小川の向こう側には竹藪があった。そこはたいそう
静かで、世間で起こっていることを忘れさせてくれる場所だった。（Shimazaki,
2004, 2009，p.63）

この竹藪はユキオとユキコがひそかに会っていた場所である。しかし長崎
に投下された原爆がこの小川の風景を一変させてしまう。マリコはその様子
をツバキにこう語る。
「建物の残骸で押し潰された小川の上をホタルが飛ぶのを見たんだよ。暗闇の
中に漂うホタルの光はまるでどこに行ったらいいか分からない犠牲者の魂の
ようだった。（Shimazaki, 2004, 2009，p.24-25）」

ホタルはこの正反対の 2 つの風景の接点に位置していることになる。人間
も建物も一瞬にして破壊してしまったこの大惨事の後に、はたしてホタルの
ようなか弱い昆虫が生き残れたかどうか、レアリスム的観点から問うことは
無意味だろう。むしろ、その微かな光は、想像力のスクリーンに映し出され
た、文字通り「犠牲者たちの魂」だったのではないか。
夏は情念が最高潮に達する季節だが、怒りも同様だろうか？

いずれにせ

よ、不貞をはたらいた父親にたいするユキコの怒りは、原爆というさらに大
きな人間の狂気によってこともなく消し去られてしまう。原爆を体験したマ
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リコの意識の中では、雷雨をもたらす積乱雲の季節はキノコ雲の映像をよみ
がえらせる季節でもある。ホタルの微かな光はこのようにして、より大きく、
より不吉な火へと結びつけられていく。
小説の最後の場面で、ツバキは祖父の墓に向かって、ユキオの本当の父親
との不倫を最後まで隠していた罪深い「おばあちゃん」を赦してくれるよう
にと祈る。彼女は、祖母の魂が「迷子になったホタルのようにどこに行って
よいか分からずに（Shimazaki, 2004, 2009，p.131）」さまようことがないよう
に迎えにきて、と祖父に頼む。
4．シマザキにおける「移住する（者の）エクリチュール」
以上、シマザキの 5 部作において、各小説のタイトルにもなっているツバ
キ、ハマグリ、ツバメ、ワスレナグサ、ホタルという語＝物に付与された象
徴的価値について考察してきた。それらの語＝物たちは俳句の季語に近い役
割をにない、作品の中で日本独特の季節感や風景の創出に関わっているが、
それだけでなく、作品全体を通じて反復されることによって増殖した象徴的
な意味が物語の筋立てを強固に支え、意外な結末を準備することが分かった。
シマザキの小説は人間の心の深部に潜むエゴや怒り、差別や狂気を取り上げ
ていながら、一方でそれを語る文体に見られる簡素さや静けさが独特の雰囲
気を生み出しており、それが作品の魅力になっていると思われる。
我々はこれまで、シマザキの作品におけるいわゆる「移住する（者の）エ
クリチュール」の側面よりも、その小説空間の内部に見られる詩的な特質を
いささか強調しすぎたかもしれない。しかし、そもそもなぜ、シマザキはこ
のような過去の日本の情景をフランス語読者に差し出すのだろうか。そのこ
とを考えるとき、おそらく、「移住する（者の）エクリチュール écriture
migrante」に触れないわけにはいかないだろう。
この語の創始者とされるハイチ系の詩人で文学理論家でもあるロベール・
ベルエ＝オリオル（Robert Berrouët-Oriol）は「移住する（者の）エクリチュ
ール」を次のように定義している。それは「移住する主体によって生み出さ
れる文学作品」であり、彼らが「後にしてきた国、あるいは失った国、現実
フィクション

的であったり幻想を帯びていたりする国を虚構の素材にして」生み出される
「身体と記憶のエクリチュール」である（Berrouët-Oriol et Fournier, 1992, p.12）7
と。換言すれば、移民たちが後にしてきた土地にまつわるさまざまなものを
現在住まう場所で虚構の中に再構成していくエクリチュール、ということに
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なるだろうか。とはいえ、書き手自身が新しい国に身を置いている以上、そ
こに再構成されるはずの記憶は多少なりとも新しい国のフィルターを通して
みた過去となるし、それを受容する主たる読者が移住先の人々であることも
エクリチュールの質に少なからぬ影響を及ぼすだろう。作家の視線は過去か
ら現在、故郷から移住先の国へという一方通行の運動をおこなうだけでなく、
2 つの場所と時間のあいだを絶えず往復するはずだし、その結果、2 つの場
所と時間の固定性そのものが危うくなってくることさえありうるだろう。
．．
さ ら に 言 え ば 、「 移 住 す る 」 の は 書 く 主 体 だ け で は な い は ず で あ る 。
．．．．
Écriture migrante はたんに移住者 migrant によって書かれたものを意味するだ
けでなく、エクリチュールそのものの migrante な性格、すなわち、ある場所
から別の場所へと移住し、もとの場所に戻ってきたかと思うと、また別の場
所に向けて出発する性格も意味するのではないか。それらの場所とは、作家
と読者がさまざまな文化的背景をもちながら共生しようとしている場所に他
ならず、「移住する（者の）エクリチュール」はそれらのあいだを往復しな
がら多様な読みに自己を差し出すものであるはずだ。
もとより「移住する（者の）エクリチュール」はケベック特有の文学概念
というわけではなく、フランスはもちろん、クレオール文学や英系文化圏、
そしてアフリカまでも含む広範な地域にまたがるものである。その多様な射
程の全貌に迫る余裕も能力も筆者はもち合わせていないので、ここではあく
までシマザキの作品の読解との関わりに限定したい。先述したように、思春
期を過ぎてから（1981 年）、自らの意志でカナダに移住したシマザキの場合
（« Dossier : écrivain » 2009）、自分自身の間文化的体験を直接作品に盛り込む
ことは多くない。彼女はむしろ、日本を題材にしながらも、それを外国語で、
外の読者に提示することによって、自分が属していた過去を母国からいくら
か距離をおいて眺めることに関心があるようだ。そこで扱われる主題は、き
わめて日本的な空間の中でとらえられていながら、じつは人間社会のどこに
でもありうる普遍的な主題でもあり、シマザキは異文化の読者たちとの対話
を通して、そうした主題にたいする新たな視点や解答を模索しているように
見える。大人になってから学習した言葉で表現することは、必然的に平明な
文体を強い、たとえ俳句を意識せずとも、より簡潔でそぎ落とされた表現が
要求されることになるだろう。それは奇しくも、ごく最近移民してきた人た
ちも含めて、誰でもが読むことのできる平易な文体ということになる。その
．．．
意味で、シマザキの作品は「移住者によるエクリチュール」であるだけでな
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く、フランス語読者のあいだを易々と行き来し、異質なものに触れることに
．．
よって新たな解釈を得ようとする、それ自体が「移住するエクリチュール」
でもあるのだ。
おわりに
アキ・シマザキの小説世界がもつ詩的象徴性を、各作品のタイトルに使わ
れている語＝物の分析を通して考察してきた。日本の過去の風景を描くこと
に重きを置いたシマザキのエクリチュールは、一見したところ、作者の間文
化的体験をフィクション化する「移住する（者の）エクリチュール」の典型
的な例とは言い難いように見える。しかし、彼女が母国ととろうとする距離、
読者と交わそうとしている対話、それに用いる言語などの面から見ると、や
はり「移住する（者の）エクリチュール」のすぐれた一例と見なすことがで
きる。
そう結論したうえであえて強調したいのは、シマザキの作品の魅力になっ
ている独特の雰囲気である。人間のエゴや偏見、狂気などについて共に考え
るために、フランス語という表現手段と、ケベック（そしてフランス語読者
がいる他の地域）の多様な文化的土壌を必要としていることは間違いないに
しても、各巻の完結性と 5 巻のあいだの有機的な結びつきとに見られる物語
の筋立ての妙味には、単純に創作することの喜びが感じられる。シマザキの
作品は、作家が書く場所、用いる言語、描く対象、扱う主題、そして物語的
技巧が読者と幸福な出会いを果たした好個の例であると言えよう。
（おぐら

かずこ

立教大学教授）

注
1

処女作『水の思い出』
（La Mémoire de l’eau, 1992）は、清朝滅亡時に幼少期を
過ごし、纏足が中途半端に終わった高齢の中国人女性リ・フェイについて孫が
語る小説である。2 作目の『中国人の手紙』
（Les Lettres chinoises, 1993）は、モ
ントリオールに出発したユアンと、上海に留まる彼の恋人のササとの往復書簡。
3 作目の『恩知らず』（L’Ingratitude,1995）では、母娘の重すぎる絆を断ち切ろ
うと自殺を試みた若い女性が、死後の世界から語る。

2

『ラ・ケベコワット』（La Québecoite, 1983）や『石ころたちの途方もない疲
れ』（L’Immense fatigue des pierres, 1996）などの自伝的小説は彼女の代表作であ
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る。詳しくは山出（2009）、第 5 章を参照のこと。
3

5 部作の後に発表した『ミツバ』
（Mitsuba, Lemeac, 2006）においてようやく、
モントリオールという地名が現れる。

4

H ・ R ・ヤウス『挑発としての文学史』

5

『季節の記憶』（1996）、『残響』（1997）など。

6

« Dossier : écrivain » 2009, 参照のこと。

7

ケベックにおける「移住する（者の）エクリチュール」の発生の歴史的経緯
については、拙論で触れたので参照されたい（小倉和子、2009、pp.188-190）。
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【シンポジウム】
──────────────────────────────────

ライシテと 多文化主義 ──ケベックとフランスからの問いかけ
Laïcité et « multiculturalisme »
— quelles solutions tirer des cas québécois et français ?
──────────────────────────────────

「政教分離」から「インターカルチュラリズム」へ
De la Séparation des Églises et de l’État
à l’interculturalisme québécois
工 藤 庸 子
KUDO Yoko
オリヴィエ・ロワ（Olivier Roy）というフランスのイスラーム研究者がい
っていることですが、フランス共和国は、ヨーロッパ統合の力学とムスリム
との共生という二重の困難に直面し、「アイデンティティの危機」を生きて
いる、という指摘があります 1。2003 年、いわゆる「スカーフ問題」をきっ
かけとして「スタジ委員会」が招集され、翌年には「スカーフ禁止法」と呼
ばれる、宗教的な標章をめぐる法律が施行されます 2。2005 年は「政教分離
法」の制定から 100 周年に当たり、憲法の文言でもある「ライックな共和国」
とは何かを問いなおす熱い議論が、その後も様々の学問分野で展開されまし
た。そのフランスで、今、なぜケベックが注目されるのか、大きな文脈から
読み解いてみたいと考えます。
議論を拡散させぬように、まず 2 つの問題関心を明確にしておきましょう。
第 1 に、「ライシテ」という語彙そのものをめぐる議論は、あまりに情報が多
く整理しきれないと感じておりますので、より一般的な「政教分離」とは何
か、という問いを立てます。そして共通の語彙が、実態としていかなる相違
をはらんでいるかを明らかにしたいのですが、その手がかりとして、「分離」
の主体である国家の側ではなく、「分離」の対象とされた宗教、具体的には
カトリックとプロテスタントの「教会」としての特性を考察してみます 3。
第 2 に、シンポジウムのタイトルに掲げた「多文化主義」の問題にふれたい
と思います。時間が限られていますので、締めくくりの部分で「マルチカチ
ュラリズム」の対抗概念としてケベックが提案している「インターカルチュ
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ラリズム」ついて、ひと言ふれた上で、伊達さん、竹中先生のご発表につな
げることになるでしょう。
1．統合型・一元的なカトリック教会
さて本題ですが、「制度としての教会」という切り口から、まずカトリッ
クをとりあげます。フランスの 1905 年法の目的は、宗教と国家を制度的に切
り離すことにありました。
「政教分離」（Séparation des Églises et de l’État）と
いうフランス語の「教会」は複数形ですが、じっさいのターゲットがカトリ
ックであったことは、疑いようがありません。そのカトリックは、一元的モ
デルをなす巨大な制度です。「教導権」（Magistère）という言葉がヒントにな
るでしょう。「教え導く権威」という意味ですが、司教の集団の長である教
皇が、全世界の教会を指導する立場にある、その権限をもつという考えを指
します。歴史家ルネ・レモン（René Rémond）の指摘によりますと、このよ
うな国境を越える階層構造をもつ教会は、他に例を見ないものであるという
のです。
イギリスのカンタベリー大主教は英国国教会と各国の聖公会の「最高位聖
職者」であり、全世界の信徒の尊敬を集めてはいますが、末端の教会の運営
や人選などに介入する実権はもちません。また、ルター派の場合も、今日の
「ルーテル世界連盟」は交流と協議のための組織であって、政治権力をもつ
主体ではありません。これに対して、ローマ教皇庁は、「ヴァティカン市国」
という、国際法によって認められた主権国家と不可分の「教会国家」を構成
しています。ナポレオンが教皇庁と結んだ「政教条約」の例にもあるように、
カトリックは、外交交渉を行い、国際条約を締結できる唯一の宗教勢力であ
ることを強調したいと思います 4。
フランス第三共和制における「政教分離」の決断は、きわめてラディカル
であり、排除的な性格が強かったといわれますが、その強硬な政策は、対象
となったカトリック教会の特性からも、ある程度は説明されるはずなのです。
大革命から 2 世紀におよぶ国内外のカトリック勢力との葛藤のなかで、フラ
ンスは国民を統合する「強い国家」に成長することをえらんできました。
「唯一にして不可分の共和国」は、価値の一元化を志向し、その普遍性を主
張するという意味で、皮肉なことに、敵対する宗教制度のパラダイムを取り
込んでしまったようにも見えるのです。わざわざ指摘するまでもないことで
すが、共和制の統合モデルは、多元主義とは馴染みにくい。しかもその一方
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でフランスは、多様な価値を内包する EU 建設とムスリム移民をめぐる問題
という喫緊の課題に直面している。「アイデンティティの危機」の背景をな
す歴史的な所与を、およそこんなふうに素描することができましょう。
2．プロテスタント＝アングロサクソン系の多元型パラダイム
これに対して、プロテスタント系でアングロサクソンの諸国は、その生成
の過程で多元性をかかえこんできました。今日でも、イギリスには「アング
リカン・チャーチ」（＝英国国教会）のほか、スコットランドおよびアイル
ランドに独自の「国教会」の伝統があります。ピューリタン、聖公会、長老
派など、複数の教派が、イギリスから北アメリカにわたり、植民地の建設に
当たったことは周知のとおりですが、それらの教派は「新世界」で平和に共
存したわけではない。信仰に基づく共同体は、むしろ過激な排斥運動にのめ
りこむことが少なからずありました。1791 年、アメリカ合衆国憲法の修正第
1 条で「国教」の樹立が禁止されます。それは特定の教派、特定の教会が政
治権力と結託することを未然に防ごうという配慮であり、ここで謳われた
「政教分離」の意図や背景は、フランスでの事の推移とは全く異なっていま
す。それは 1905 年の「政教分離法」の精神とみなされる「ライシテ」の理念
とは、本来的に異質であると思われるのです。
3．ケベックの「先駆性」
今、「ライシテ」という語彙が登場しましたが、その由来、その理念とは
何か、という問題は、後ほど簡単にふれることにします。ケベック在住の宗
教社会学者ミシュリーヌ・ミロ（Micheline Milot）の業績を参照しながら、
考察をすすめましょう。カトリックの伝統とプロテスタントの統治とが競合
するなかで生成したケベックという「ネイション」を、歴史的に分析した貴
重な貢献であることを申し添えます。
フランスの政治家アリスティッド・ブリアン（Aristide Briand）は、1905
年の「政教分離法」の起草に関わり、柔軟な政策的展望を盛りこんだという
意味で、今日も高く評価されている人物なのですが、そのブリアンが、1905
年に、以下のように述べています。「政教分離という法制度は、ヨーロッパ
においては、いまだに弱々しく、不完全な形で実践されているに過ぎない」
が、「新世界」においては広く採用されている、というのです 5。ついで、ア
メリカやメキシコ、ブラジルなどに先立って、具体例の筆頭に掲げられてい
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るのが、カナダであり、1854 年という年が明記されています。これを手がか
りに、ケベックの歴史を復習しておきます。
時代は 18 世紀に遡りますが、1763 年のパリ条約により、「ヌーヴェル・フ
ランス」がイギリスに「譲渡」され、「ケベック植民地」と名を改めた時点
のことです。ここでフランス系の住民に対し、「グレート・ブリテンの法に
抵触せぬ範囲で、ローマ教会の典礼にしたがって礼拝」を行い、カトリック
信仰を実践する自由が認められています 6。イギリス本国では、カトリック
のみならず国教徒以外のプロテスタントも「二級市民」とみなされていた時
代です。「宗教上の審査」（Religious Test）と呼ばれるものが、法律で定めら
れていました。国と地方の公務員は、国教会に属すること、さらに教皇への
忠誠を放棄し、カトリックに固有の教義を否定することを求められたのです。
ところが「新世界」では、1774 年の「ケベック法」により、この審査制度が
廃止されます 7。ちなみにアメリカ合衆国では、1787 年の憲法第 6 条で、い
かなる「宗教上の審査」も国家公務員に課されぬことが定められていますが、
州レヴェルでは 19 世紀まで審査が行われていたケースもあるようです。イギ
リスで信教の自由と市民権の平等が保障されるのは、1829 年のことです。
ケベックのこのような「先駆性」は何を意味するのでしょうか？

結果と

して示された「寛容」の精神は、宗主国イギリスの「善意」というよりは、
プラグマティズムにもとづく冷静な判断の所産だったというべきでしょう。
18 世紀のフランスが、カナダの植民地を、毛皮や海産物を供給する商業上の
拠点としてしか捉えていなかったのに対し、イギリスは、すでに本腰を入れ
て植民地の統治システムを模索していたといえるのです。まさに「統治政策」
の一環として、1791 年の「カナダ法」（憲政条例）は、宗派を問わず聖職者
が二院制カナダ議会の議員になることを禁じています。「宗派を問わず」と
いう文言を見逃さないようにしましょう 8。国教会には土地提供などの支援
を与えるという格差はあったのですが、ここで早くも、原則としての「国家
の中立」と制度的な「政教分離」が成立しているのです。ご紹介したアリス
ティッド・ブリアンの文章が言及する 1854 年とは、英国国教会を対象とする
経済的な特典が廃止された年を指しています。
4．「政教分離」と「世俗化」と「ライシテ」
ここであらためて、関連する用語を整理してみたいのですが、「政教分離」
とは、政治的主権であるところの「国家」と「制度としての教会」との分離
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に過ぎないのであって、そのことにより、ただちに「世俗化」が進むとはか
ぎりません。ちなみに「世俗化」（sécularisation）とは、市民社会において、
宗教の存在感や影響力が減少してゆくことを意味します。
ミシュリーヌ・ミロの指摘によりますと、ケベックでは、宗教勢力が政党
を結成して議会に代表を送ることは、じっさいになかったわけですが、選挙
民にはたらきかける潜在的な力は充分にたくわえており、ケベックの司教会
議は、民主的な手続きによらなくても、州政府に圧力をかけることができた
ということです 9。
それでは問題の「ライシテ」とは何でしょうか？

語源としてはギリシア

語の「人民」（peuple）に当たる「ラオス」（laos）に由来するといわれてい
ますが、今日的な意味での用法は、1877 年に増補刊行されたエミール・リト
レ（Émile Littré）の『フランス語大辞典』
（Dictionnaire de la langue française）
第 2 版に「国家が諸宗教に対し中立であり、全ての宗派に寛容であること」
（État neutre entre les religions, tolérant pour tous les cultes）という定義がありま
す。さらに 1887 年、フェルディナン・ビュイソン（Ferdinand Buisson）の
『教育学事典』（Dictionnaire de pédagogie et d’instruction primaire）により、以
下のように定式化されます。「国家が諸宗派に対し中立であり、聖職者集団
から自立して、神学的な思考から解放されていること」（État neutre entre les
cultes, indépendant de tous les clergés, dégagé de toute conception théologique）と
いうものですが、ここで概念規定が確定したとみなすことができそうです。
お気づきのように、リトレの定義による「国家の中立と寛容」ということ
だけであれば、じつは 1763 年の「パリ条約」、1774 年の「ケベック法」、
1791年の「カナダ法」という一連の法制度によって、18 世紀末のケベックで、
すでに実現されているのです。「ライシテ」のエッセンスと呼べるものは、
ビュイソンの定義による「聖職者集団から自立して、神学的な思考から解放
された国家」という表現にあるのではないでしょうか。
「ライシテ」を立ち上げるためは、人々に共有される「理念」と、これを
ささえる「制度」が不可欠であることは、いうまでもありません。じっさい、
フランスは「政教分離法」の制定から 1 世紀をかけて、「ライシテ」の原理に
即した「ライックな国民教育」「ライックな道徳」「ライックな研究機関」、
あるいは「ライックな社会福祉システム」等々、要するに「ライックな共和
国」の諸々の価値とインフラストラクチャーを作りあげてきたといえるので
す。
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ケベックにおいて、1960 年代の「静かな革命」から今日に至るまで参照さ
れているのは、このような意味合いにおける、フランスの「ライシテ」であ
ったと思われます。一方で、現代のフランスが、ケベックに学ぼうとしてい
るのは何でしょうか？
5．インターカルチュラリズムの可能性
カトリック系の仏語圏が、多元的かつグローバルなプロテスタント系の英
語圏に囲まれているという意味で、フランスとケベックの経験は似通ってい
ます。しかもケベック州は、いわば「英仏折衷方式の知恵」を発揮している
のであり、その先進的な試みを参照しようという提案は、「スタジ報告書」
でも明確になされています。
その「知恵」とは何か。ここで、カナダやオーストラリアが、国家レヴェ
ルで採用している「多文化主義」の対抗軸としての「インターカルチュラリ
ズム」という概念について、少し考えてみたいと思います。後ほど竹中先生
が話題になさるはずですが、フランスの「スタジ報告書」に相当する文書と
して「ブシャール＝テイラー報告書」（2008 年 5 月）というものがございま
す 10。これを参考にして、「マルチカルチュラリズム」と「インターカルチ
ュラリズム」の相違を浮上させると思われる論点を 3 つだけ、列挙してみま
す。専門家のあいだでも議論のある問題のようですから、私の発言は、簡略
な推論でしかありません。また、コメンテイターの飯笹さんが、ご専門の立
場からご発言くださるかと思います。
第 1 に「多文化主義」はカナダという国家の「法制度」であるのに対し、
「インターカルチュラリズム」は、当面は「理念」に過ぎないのであって、
ケベックの州政府が公認・推進する市民的な運動として位置づけられている
と考えられます。第 2 に、よくいわれるように「多文化主義」の弊害は、一
言でいえば、集団のタコツボ化、そして社会の断片化にあります。ケベック
には、カナダの「多文化主義」の断片あるいはモザイクの 1 つに還元されて
しまうのではないかという深刻な不安があり、これは「報告書」でも「消滅
することの恐怖」といった語彙で語られています。第 3 に、そのような外圧
としての「多元モデル」に対抗して、ケベックの「インターカルチュラリズ
ム」は、「統合モデル」の力学を導入するのだといえそうです。まさに差異
を調整しつつ統合する運動であるという意味で、たとえば「インターアクシ
ョン」「調整」「妥協」といった概念を頻繁に援用します。政策レヴェルでは
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「妥当なる調整」accommodements raisonnablesと呼ばれる活動が、たいへん興
味深く思われるのですが、これは、のちほど、竹中先生がとりあげてくださ
ることになっています。
最後にフランス共和国の歴史的な「統合モデル」と「インターカルチュラ
リズム」とを隔てる重要な差異について、1 点だけ、指摘しておきましょう。
フランスには、法律によって普遍的な原理原則を定め、これを例外なく適用
することが、正しい統治の方式なのだという信念があります。これに対して
ケベックの場合、国家や州の行政、立法、裁判所、等が法的に介入する以前
に、市民が社会的なアクターとして提言すべきだという発想が、より深く根
づいているのではないでしょうか。そうした政治文化は「ブシャール＝テイ
ラー委員会」の活動そのものにもあらわれているようです。この委員会の
「報告書」は、フランスの「ライシテ」に共感は示しつつも、宗教的標章の
着用禁止を法制化するという選択には賛同せず、学校におけるムスリムのス
カーフ着用は排除しないという文言を明記しています。個別ケースの調査検
討を優先して、現場から了解や合意を積み上げてゆこうとする方式は、「慣
習法」を基盤とするアングロサクソン的な知恵ともいえそうです。
宗教間の葛藤や異文化間の摩擦について学ぶ教育の現場は、さまざまの意
味で「インターカルチュラリズム」を実践する場となるだろうと期待されま
すが、この点については、伊達さんがお話しくださることになっています。
ケベックとフランスが、将来において相互の経験から何を学びとることにな
るか。宗教的アイデンティティと異文化の共存というマクロな問題構成から
しても、両者の接点は、興味深い研究のスポットであると思われます。
（くどう

ようこ

東京大学名誉教授）
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ライシテと 多文化主義 ──ケベックとフランスからの問いかけ
Laïcité et « multiculturalisme »
— quelles solutions tirer des cas québécois et français ?
──────────────────────────────────

ケベックにおける「倫理・宗教文化」教育とライシテ
La laïcité québécoise vue à travers le cours d’éthique et
de culture religieuse
伊 達 聖 伸
DATE Kiyonobu
ケベックの小・中学校では、2008 年秋の新学期から、「倫理・宗教文化」
（éthique et culture religieuse）という授業が新しくはじまりました。本発表で
は、この新設科目を手がかりに、現代ケベックにおける「ライシテ」の特質
を明らかにしていきたいと思います。
話をわかりやすくするために、2 つの比較軸を設けます。1 つは、「倫理・
宗教文化」教育が導入される前に行なわれていた、従来の「道徳・宗教教育」
です。もう 1 つは、現代フランスの公立中等教育で行なわれている「宗教的
事実の教育」（enseignement du fait religieux）です。
本発表を通じて言いたいことを、先取りしておきます。それは、ケベック
のライシテはフランスのライシテと趣を異にしている、ということです。そ
して、「倫理・宗教文化」教育は、インターカルチュラリズムの理念とリン
クしているのだ、ということです。
本発表の流れですが、まず、この「倫理・宗教文化」教育が確立されるま
での経緯をたどります。「静かな革命」以来、とりわけこの 10 年くらいで、
ケベック社会が大きく動いていることが見えてくるのではないでしょうか。
次に、「倫理・宗教文化」教育の特徴を、教育省のプログラムなどを参照し
ながら、明らかにしていきます。そして、いくつか具体例を挙げながら、こ
の教育に込められている理念をどう解読できるか、という話につなげていき
たいと思います。
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１．新設科目「倫理・宗教文化」導入の経緯
ケベックでは長いあいだ、州政府主導の公教育が不在でした。教育の領域
では、カトリックとプロテスタントの縄張りがすでにできていて、州政府に
はつけこむスキがなかったというわけです。教育省と教育高等評議会が設け
られたのは、「静かな革命」のさなかの 1964 年のことです。ヨーロッパ諸国
にせよ、日本にせよ、いわゆる近代国民国家の形成と政府主導の公教育の整
備というと普通 19 世紀が念頭に浮かびます。そう考えると、この 20 世紀半
ばの年号というのは、ケベック社会の特徴を暗示する数字かと思います。
教育省ができても、カトリック教会とプロテスタント諸教会は、政府の特
権的なパートナーであり続けました。教育省の 2 人の次官ポストは、カトリ
ック 1 名、プロテスタント 1 名と規定されていましたし、教育高等評議会に
は、カトリック委員会とプロテスタント委員会があって、政策決定に関与し
ていました。
要するに、公教育はカトリックとプロテスタントという２つの宗派に依存
してきたのです。しかし、ケベック社会は、20 世紀後半の社会の変化のなか
で、文化多元主義的な現実に対応していくことになります。1975 年の「ケベ
ック人の権利と自由の憲章」を受けて、カトリックの宗教教育とプロテスタ
ントの宗教教育のほかに、非宗派の道徳教育が設けられたのもその一例と言
えるでしょう。
やがて、宗派依存の公教育という体制そのものが、いわば「臨界点」に達
することになります。1997 年には、カトリックとプロテスタントの特権が廃
止され、翌年には、教育委員会の体制が、カトリックとプロテスタントとい
う「宗派」ではなく、フランス語と英語という「言語」に基づくことになり
ました。1999 年に、モントリオール大学教育学教授のジャン＝ピエール・プ
ルー（Jean-Pierre Proux）が中心となってまとめた、およそ 300 ページにおよ
ぶ教育省の報告書『ライシテと宗教』──これは「プルー報告書」と通称さ
れています──は、公教育のライシテの確立を提言しています 1。
こうして 2000 年、公立校は宗派から独立することになりました。教育高等
評議会に設けられていた「カトリック委員会」と「プロテスタント委員会」
は廃止され、新しく「宗教問題検討委員会」
（Comité sur les affaires religieuses）
が設けられました。また、選択科目だった「道徳・宗教教育」に代わって、
統一必修科目である「倫理・宗教文化教育」が設けられることになったので
す。
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この移行は、段階的に行なわれました。まずは中等教育後期課程において、
2002 年から切り替えられ、それが中等教育前期課程、初等教育にも拡大され
ていきました。こうして、「倫理・宗教文化」教育は、2008 年秋の新学期よ
り、公立・私立を問わず、初等・中等教育のすべての子どもが学ぶ科目とな
ったのです。
2．「道徳・宗教教育」との違い
では、この「倫理・宗教文化」という科目の特徴を、それまでの「道徳・
宗教教育」と比較しながら、明らかにしていきましょう。1994 年の「カトリ
ックの宗教教育」（初等教育）のプログラム、1991 年の「カトリックの宗教
教育」（中等教育）のプログラム、1991 年の「プロテスタントの宗教教育」
のプログラムを参考にします 2。
時間が限られていますから、あまり詳しく見ていく余裕がありませんが、
カトリックの宗教教育が学習到達目標に掲げていた項目から、特徴的な文言
をいくつか拾ってみましょう。たとえば、「カトリックの伝統に即したキリ
スト教信仰の信念と基本的な象徴について知る」とか、「信仰とキリスト教
の経験に照らして、日々の生活や現代的な問題を解釈する」といった項目が
あります。たしかに、「子どもたちの信仰を直接的に触発するものではない」
と書かれていますが、カトリックの遺産を少なくとも文化として学ぶことは
明らかに重視しており、それを通して子どもたちの心のなかに信仰が芽生え
ることを望んでいる節があります 3。
一方、プロテスタントの宗教教育の学習到達目標を見ていくと、「聖書の
知識を提供する」とか、「あらゆる宗教的伝統を尊重する気持ちを育てる」
とか、「行動の指針となる道徳的原理を意識化させる」といった表現が注目
されます。「生徒たちが属している共同体の道徳的・宗教的価値を教える」
と同時に、「他の宗教的伝統を尊重するよう叩きこむ」ことが目指されてい
ます 4。
あえてわかりやすい項目を中心に拾いましたが、これだけでも、プロテス
タントの宗教教育はかなり脱宗派化を遂げていて、知識教育のウェイトが高
く、また多様性に対してより開かれているのに対し、カトリックの宗教教育
は、宗教的・文化的多様性を意識しつつも、宗派教育のニュアンスを帯びて
いる様子がわかるのではないでしょうか。2 つの宗派教育は、どこか非対称
的で不均衡になっています。このことは、実は、前述しました 1999 年のプル
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ー報告書の診断でもあります。プルー報告書は、このようなアンバランスは
公教育の使命に適っていないとの認識に立って、新しく「宗教文化教育」を
提言しているわけです。
では、「倫理・宗教文化」教育の学習到達目標はどうなっているでしょう
か。プルー報告書の翌年に出た教育省の文書を見てみましょう。そこには、
「ケベックの宗教的遺産についての知識を伝える」とか、「大宗教の基本的諸
要素を提示する」とか、「スピリチュアルかつ宗教的な経験の意味の確認」
とか、「分別ある道徳的指標の必要性」といった文言が見られます。「宗教文
化」という言葉には〈知識教育〉のニュアンスが込められ、〈規範〉的な
「倫理」と緩やかにつながっています 5。
この「倫理・宗教文化」という科目は、ケベックの教育のライシテの特質
をなしています。カトリック委員会とプロテスタント委員会を解体して作ら
れた、宗教問題検討委員会によれば、次の 5 つの要素が、ケベックの教育の
ライシテの特徴だということです。
（1）良心の自由および宗教の自由の尊重、
（ 2 ） 公 立 校 の 中 立 性 の 原 理 、（ 3 ） 生 徒 の ス ピ リ チ ュ ア ル な 発 達
（cheminement spirituel）の考慮、（4）スピリチュアル面の指導（animation
spirituelle）と集団活動（engagement communautaire）の援助、（5）倫理・宗
教文化のプログラム 6。
（1）と（2）は、フランスの教育のライシテにおいても十分考慮されてい
る要素だと言えるでしょう。ただし、フランスでは、2004 年 3 月の通称「ヴ
ェール禁止法」に見られるように、良心の自由と宗教の自由を十全に保障す
るために、「特段に目立つ宗教的標章」（signes religieux ostensibles）を禁止す
るという論理になります。比喩的な言い方になりますが、フランスでは「宗
教的に無色という色を塗る」ことによって、公立校の中立性の原理を守ろう
とするわけです。これに対し、ケベックの学校では、生徒の宗教的・文化的
帰属から醸し出されてくる色合いをできるそのまま認めながらバランスを取
ることで、「良心および宗教の自由」と「中立性」の両立をはかっています。
ですから、宗教的標章の着用は、ケベックの学校では問題になりません。
「ブシャール＝テイラー報告書」を読んでみても、生徒の側はもちろん、教
師がスカーフを着用しても問題ないとされているようです。
このような違いが、（3）（4）（5）にも反映されています。これらは、フラ
ンスの感覚からすると、精神教育に踏み込みすぎていると感じられるはずで
す。もちろん、精神教育とはいっても、統一的な精神性の育成のようなもの
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をイメージすべきではないと思います。生徒たちの持つ多様な精神性を阻害
しないようにし、その開花を助ける、という意味かと思います。もっともこ
の点は、私自身、まだ具体的なフィールドで確かめたわけではないので、こ
れ以上はっきりしたことを言うのは控えておこうと思います。
ともあれ、ここでは特に（5）に関して、フランスにおける「宗教的事実
の教育」とケベックの「倫理・宗教文化教育」の違いを考えたいと思います。
フランスの公立校は、これまで長いあいだ宗教から距離を保ってきましたが、
最近では「宗教的事実の教育」が重点課題のひとつとなっています。ただし、
これは新設科目ではなく、歴史や哲学など既存の科目のなかに散在していた
「宗教的事実」を、意識的に結びつけていくひとつの試みです。またこれは、
中等教育において行なわれているものであって、初等教育には見られません。
さらに、フランスで重視されているのは、まさに「宗教的事実」の伝達であ
って、知識教育的な側面が強く、倫理的な規範に結びついていくベクトルは
弱いと言えます（価値教育は「市民教育」の枠組みにおいて行われていると
言えるかもしれません）。
これに対し、ケベックの「倫理・宗教文化」は、独立した 1 個の新設科目
で、初等・中等教育の全体に及んでいます。また、「倫理」と「宗教文化」
が組み合わされているように、知識教育の面と価値教育の両面を持っていま
す 7。
3．いくつかの具体例
ここまで、教育省の文書や委員会の答申書などを用いながら議論を進めて
きましたが、やや抽象的な話だったかもしれません。そこで、「倫理・宗教
文化」教育の新しさを、もう少し感覚的・具体的に伝えたいと思います。
実は、ケベック州の教育省が作成した PR ビデオというのがあります。ホ
ームページで動画を見ることができますので、興味のある方はご覧になって
みてください 8。そこから3 つほど興味深い例をご紹介したいと思います。
ひとつ目は、小学校中学年の授業のひとこまです。生徒たちは、親からも
らったキリストの磔刑像や、洗礼のときのキャンドルを別の生徒たちの前で
見せながら、それが自分にとって大切なものであることを説明しています。
たとえば、こういうことがフランスの公立校で可能だろうかと考えてみれ
ば、違いがわかって面白いでしょう。フランスの公立校では、宗教的標章の
持ち込み自体が禁じられているのですから、このような授業はありえません。
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さまざまな宗教的標章を学校に持ち込むということは、何を意味している
かと問うことも重要でしょう。それは、異なる文化的・宗教的背景を持った
生徒どうしのあいだで、インターカルチュラルな「対話」が試みられるとい
うことを示唆しています。あとでまた言いますが、「倫理・宗教文化」教育
は、ケベックのインターカルチュラリズムの理念とリンクしているのです。
第 2 の例に進みましょう。ビデオのなかでは、学校に通う娘を持つ母親が、
インタビューに答えています。彼女はルーマニア出身で、クリスチャンはク
リスチャンでも、ギリシャ正教会の信徒で、カトリックでもプロテスタント
でもありません。彼女の夫は、モーリタニア出身のムスリムということです。
2 人はこれまで、娘にカトリックの宗教教育もプロテスタントの教育も受け
させず、非宗派の道徳教育を選択させていました。新設科目の「倫理・宗教
文化」教育ならば、さまざまな宗教について学ぶことができると、歓迎して
いるのです。
ここからは、従来の「宗教・道徳教育」では、カトリック・プロテスタン
ト以外の宗教文化に属する家庭の要望に十分に応じられていなかった様子が
浮かびあがってくるでしょう。この新規の統一科目は、ますます増大する多
様性に応じようとするものであることが読み取れます。
3 番目の例です。ビデオのなかで、10 歳くらいのある男児がこう証言して
います。自分はカトリックで、宗教のことをすでに知っているから、学校で
わざわざ宗教について学ばなくてもよいと思っていた。だが実際に授業を受
けてみると、問題は自分が思っていたよりずっと複雑で、まだまだ勉強する
必要があることがわかった、と。
この例からは、カトリックとしてカトリックの宗教教育を受けた場合、必
ずしも他の宗教に対する開かれた態度が養われるとはかぎらなかったことが
窺えます。
これを敷衍して言えば、選択科目としての「宗教・道徳教育」から、必修
統一科目としての「倫理・宗教文化」への移行は、これまでは価値多元主義
的な社会状況に対して、マルチカルチュラリズム方式で応答してきたけれど
も、これからはインターカルチュラリズム路線を開拓していく、という方針
転換に対応していると思われます。
4．より大きな問題につなげるために
以上、本発表では、「倫理・宗教文化」という科目に注目し、導入の経緯、
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その基本的な特徴を説明し、そしていくつかの象徴的な具体例を紹介して参
りました 9。最後に、より大きな問題につなげるための 3 つの観点を提示して、
発表を締めくくりたいと思います。
第 1 に、そもそもこのシンポジウムのテーマである「ライシテ」ですが、
この言葉は、しばしば「フランス的例外」なるものと結びついています。け
れども、本発表のなかで示唆したように、ケベックにはフランスとは異なっ
たライシテの姿を認めることができます。だとするならば、ライシテを「脱
フランス化」して、価値多元主義的な民主主義社会の共生の原理として再構
成することはできないでしょうか。価値多元主義的状況にいかに向き合うか
ということは、フランス語圏にかぎらず、今日の民主主義社会全般の課題で
あるはずです。
第 2 点目として、今と逆のようなことを申しあげますが、「インターカルチ
ュラリズム」という言葉は、まだ私たちが馴染んでいる言葉ではなく、これ
がいわば「ケベック的例外」のようなものを構成しているのかもしれません。
しかし、ここに 21 世紀的な共生社会のヒントがあるなら、このインターカル
チュラリズムを「脱ケベック化」する必要が出てくるのではないでしょう
か。
第 3 に、必ずしも明示的には申しあげませんでしたけれども、本発表は、
図式的に言えば、フランス型の共和主義と、アングロサクソン系の多文化主
義の問題点を克服するような位置に、ケベックのインターカルチュラリズム
を置こうとしています。そのために、私自身、「インターカルチュラルなラ
イシテ」というモデルを推進する立場の言説に意図的に乗っかりながら、そ
の理念を抽出しているというところがあります。たしかに、ケベックのイン
ターカルチュラリズムには、これからの共生社会の統合モデルを提示してい
るようなところがあります。それは、他の社会も大いに学ぶべきものではな
いかと思っています。しかし、1 つのモデルが万能というわけにはいかない
でしょう。ケベックのインターカルチュラリズムにも、構造的な問題点や何
らかの病理のようなものがつきまとっているかもしれません。もし、そうい
うものがあるとすれば、それはどのようなものでしょうか。これは、他の社
会がケベック・モデルを学ぶに当たって、意識しておくべきことかと思いま
す。
（だて

きよのぶ

東北福祉大学専任講師）

63

注
1

Ministère de l’Éducation (1999) Laïcité et religions : Perspective nouvelle pour
l’école québécoise, Gouvernement du Québec.

2

やや細かいことだが、カトリック委員会は初等教育と中等教育で別にプログ
ラムを組んでいるのに対し、プロテスタント委員会は初等教育と中等教育の区
別をつけていない。このように、双方の足並みが必ずしもそろっていなかった
ところも、興味深い点だと思われる。

3

Comité catholique (1994) L’enseignement moral et religieux catholique au primaire.
Pour un enseignement mieux adapté aux jeunes et aux contextes actuels, Conseil
supérieur de l’éducation ; (1991) L’enseignement moral et religieux catholique au
secondaire. Pour un enseignement mieux adapté aux jeunes et aux contextes actuels,
Conseil supérieur de l’éducation.

4

Comité protestant (1991) Règlement du comité protestant du Conseil supérieur de
l’éducation sur l’enseignement moral et religieux protestant et sur la reconnaissance
comme protestants d’établissements d’enseignement, Conseil supérieur de l’éducation.

5

Ministère de l’Éducation (2000) Dans les écoles publiques du Québec : Une réponse
à la diversité des attentes morales et religieuses, Gouvernement du Québec, p.12.

6

Comité sur les affaires religieuses (2007) Le programme d’études : Éthique et culture
religieuse. Avis à la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, Gouvernement du
Québec, p.4.

7

．．
本発表では、「倫理・宗教文化」教育と訳したが、もちろん « culture » という

言葉には、「教養」「涵養」などの訳語を当てることも考えられる。ただし、
「倫理」が規範性を担っていることを考えると、
「涵養」よりは「教養」、
「文化」
の訳語のほうがふさわしいと思われる。
8
9

https://www7.mels.gouv.qc.ca/DC/ECR/index.php?page=annonce
より詳しくは、伊達聖伸（2009）「現代ケベックにおける「倫理・宗教文化」
教育――成立の経緯とインターカルチュラリズムの理念」「現代ケベックにおけ
る「倫理・宗教文化」教育とライシテ――フランスとの比較を通して」『国際宗
教研究所ニュースレター』63号、64号。

64

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

ライシテと 多文化主義 ──ケベックとフランスからの問いかけ
Laïcité et « multiculturalisme »
— quelles solutions tirer des cas québécois et français ?
──────────────────────────────────

ケベックにおける「開かれたライシテ」
──《ともに生きる術》?──

La laïcité ouverte au Québec : « l’art de vivre ensemble » ?
竹 中

豊

TAKENAKA Yutaka
私は主に次の 4 点に焦点をあてて、ケベックにおけるライシテについて報
告したいと思います。すなわち、
（1）歴史的側面、
（2）ライシテ概念の登場、
（3）2008 年「ブシャール＝テイラー報告書」からの問いかけ、そして（4）
「多様性」と「開放性」のなかのライシテについて、であります。
1．歴史的側面
まず、歴史的側面について。ケベックにおける政教分離は、工藤先生のご
指摘とも重なりますが、1960 年代の「静かな革命」よりはるか前に遡ること
ができます 1。1759 年にモントリオールが陥落し、その後 1763 年のパリ条約
の締結まで、ケベックはイギリスの軍事政権下に置かれます。しかし勝利者
のイギリス政府は、この時点で英国国教会の信仰を押しつけません。ケベッ
クは圧倒的にフランス系住民が多いゆえに、政治的混乱の回避および社会的
安定への配慮、という現実的判断が働いたためです。言い換えれば、フラン
ス系カトリックに対するイギリス側の宗教的寛容さは、その戦略的理由への
言及は置くとして、この時点に求められます。それは 1774 年のケベック法に
より、信教──実態はカトリック信仰──の自由の保障という形で、具体的
に制度化されていきます。
もちろん、これは現在の政教分離の考え方とは異なるでしょうが、そこで
は、圧倒的多数派のフランス系住民のカトリックを宗主国英国の宗教と併存
させる、という判断が働きました。それは、現象としては「支配者の宗教が
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人民の宗教」、という統治原理と異なっていました。カトリックの存在理由
を政治的に容認している点で、それは「部分的政教分離」と言えるかと思い
ます。
19 世紀になると、ドミニオン・オブ・カナダとして連邦国家カナダが誕生
します。1867 年の「イギリス領北アメリカ法」（現在の「1867 年憲法」）は、
カナダ

建国

の基本法ですが、中身を見ると、連邦・州ともに公の宗教を

掲げていません。つまりタテマエ上、宗教は無色中立です。とはいえ実際上、
教会による政治への介入もいくつか見られました 2。それでも 19 世紀後半か
ら 20 世紀前半にかけ、公的分野における教会の政治的・社会的要求や権限は、
全体として減少していく傾向にありました。他方、ケベック史の文脈に限っ
て言えば、一部の分野ではそうではありませんでした。教育は州の専管事項
ゆえに教会が教育行政に深くかかわっていました。公教育のレベルで、政教
分離が名実ともに実現するのは 2008 年でした。教育内容に係わる分析は、伊
達さんのご報告にある通りです。
また、ケベックを政教分離へと意識的に傾斜させていった要因は、「静か
な革命」だけではありません。短絡化して言えば、連邦レベルにおける 1960
年の「カナダ権利章典」（Déclaration canadienne des droits de l’homme）、ケベ
ックでの 1975 年の「人権と自由に関するケベック憲章」
（la Charte québécoise
des droits et libertés de la personne）の成立など、人権と社会正義をめぐる法制
面での整備は意識変化への誘因でもありました。
2．ライシテ概念の登場とその展開
ところで、ケベックの場合、「ライシテ」という言葉はもちろん存在した
ものの、実際に公的文書のなかに登場するのは、比較的最近のことです。す
なわち、1990 年代前半からです。ここではその言葉の使われ方の背景から、
探ってみます。
まず第 1 に、ケベックの文脈においてライシテという言葉の響きには、フ
ランスを意識してか、反聖職者主義的あるいはカトリック教会に対する敵対
的ニュアンスとして受けとめられていたと思われます。なるほど 1960 年代の
「静かな革命」はケベックの近代化を求める巨大な社会変動・意識革命であ
りました。聖職者数の減少、教会離れ、キリスト教的価値観の減退といった
脱宗教化現象が、加速度的に進行したのは事実です。それは「歴史の垢」を
落とす現象でもあったでしょう。しかし、それは表だった反聖職者・反教会
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運動ではありませんでした。ケベックの宗教的遺産に対して、憎しみを帯び
た根底からの非難ではなかったはずです。ここは、重要な点です。すなわち、
ケベックの近代化過程における政教分離的な概念としては、当初、ライシテ
という表現は肯定的にとらえられていなかった節があります。むしろ、「特
定の宗教を取り除く」という比較的緩やかな意味で、《déconfessionalisation》
という用語が好まれていました 3。
ただ 1960 年代に、「ライシテ」を標語に掲げた教育改革の動きが皆無だっ
たわけではありません。それが、1961 年に結成された「フランス語のライッ
ク運動」（Le Mouvement laïque de langue française）です 4。これは、脱宗派別
教育を掲げ、子供に宗教教育を受けさせない権利を主張する組織として誕生
したものです。知識人を中心に数千人のメンバーから成り、おそらくライシ
テという言葉を世間に対し前面に打ち出したのは、これが最初と思われま
す。
ところで第 2 に、現在のケベックでは、ライシテという用語にかつてのよ
うな猜疑心はありません。その理由を時系列的に言えば、こうです。1 つに
は、1990 年以降、州政府から委嘱された各種審議会の専門家による調査報告
書に「ライシテ」という表現が、徐々に登場し始めたことです。2 つにはそ
れを受けて、「教育・余暇・スポーツ省」
（Ministère de l’Éducation, du Loisir et
du Sport）、「移民・文化共同体省」（Ministère de l’Immigration et des
communautés culturelles）等、公的レベルでの各種報告書のなかでも使用され
はじめ、いわば

市民権

を得始めたことです。そして 3 つには、1990 年代

になると、「静かな革命」以降すでに 30 年以上も経ており、ケベック社会の
環境やひとも変化し、昔ほどライシテ概念に対する違和感が無くなっていた
ことも指摘できるでしょう。時あたかも、教育委員会が教育制度を 宗派別
から

言語別 （仏語・英語）へと再編したのは、1998 年のことでした。そ

して、20 世紀末から 21 世紀にかけて、イスラム系移民の到来など、その対
人口比率からするとわずかとはいえ、民族的・文化的多様化現象が確実に広
がりはじめました。人々の問題意識は、「多元主義の哲学」へと大きく傾斜
していきます。こうした状況下で、「ケベック的ライシテ」（une laïcité
québécoise）とは何か、という問い直しが登場したのは自然の流れでした。
そして第 3 に、1993 年、ライシテに初めて本格的に言及した州政府の研究
報告書が刊行されます 5。そのなかで、ケベックの基幹的独自性を 3 つ、すな
わち（a）フランス語文化圏であること、（b）民主的社会であること、そし
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て（c）文化的多様性を受けいれていること、と再確認しているのですが、
重要なのは、それらを前提にあらためてライシテを次のように整理している
点です 6。すなわち：
①「聖なるもの」と「俗なるもの」との間の領域の分離。
②「国家」と「宗教」相互間の自立。
③ 宗教に関する国家の中立性。
ライシテの基本が政教分離にあるのは、何もケベックに限ったことではあ
りません。しかしケベックの文脈で顕著なのは、それぞれの報告書の底流に
．．．．
文化的・民族的・宗教的多様性に対する開かれた受容の姿勢、それが読みと
れることです。「排除」ではなく、「調整」の思考態度が顕著なのです。ケベ
ックのライシテを考える場合、基調としてこうした「多元性」と「開放性」
の思想は、きわめて重要な鍵となるような気がします。
3．「ブシャール＝テイラー報告書」からの問いかけ
ここで 2008 年 5 月に発表された、いわゆる「ブシャール＝テイラー委員会
報告」に触れないわけにはいきません。代表者ジェラール・ブシャール
（Gérard Bouchard）およびチャールズ・テイラー（Charles Taylor）2 人の名前
をとってそう呼ばれていますが、正式名は『未来の構築：調和の時』
（FONDER L’AVENIR : Le temps de la conciliation）です 7。これは、ケベック州
政府の委託をうけた調査報告書であります。また、しばしば
Accommodements raisonnables 報告とも言われます。定訳はありませんが、そ
れを異なる文化間との共生を志向するという意味で、ここでは「妥当なる調
整」としておきます。
同報告書の基調は、きわめて自由主義的な指針を帯びており、また現代ケ
ベック社会の直面している課題を見事にえぐり出している点でも、近年まれ
に見る良質のレポート、というのが私の印象です。そのねらいを要約すれば、
次の点にあろうかと思います。
①多元化するケベック社会のなかで、フランス語系文化とマイノリティ
文化との価値的「調整」をどうするか。
②ケベック的伝統を踏まえたアイデンティティをどう「再構築」する
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か。
③ 既存のケベック社会をどう「手直し」していくのか。
詳細な全体像はさておき、同報告ではライシテに関して 1 つの章を割き
「ライシテをめぐるケベック体制」
（le régime québécois de laïcité）と題して言
及しております 8。そのなかで、ライシテの持つ普遍的意味を、政教分離、
良心と信教の自由、国家の中立性、モラルの対等性の尊重だと踏まえるのは
当然として、しかしその行間からは、ケベック独自の、そして「開かれたラ
イシテ」（la laïcité ouverte）の姿がはっきりと浮かんできます。
ここではひとつだけ例を見てみましょう。それは、公共の場における宗教
的シンボルの着用を原則禁止すべきでない、としている点です 9。たとえば
公職の現場において、イスラム教徒の女性のスカーフ着用を容認しています。
同報告書では国名を名指して、フランスとケベックとの差異性を非常にはっ
きりと述べています。言い換えれば、宗教的信条を表現することについてケ
ベックでは抑制どころか、肯定的評価がなされています。このことは、良心
と信教の自由のみならず、公職に就く権利の対等性が保障されていることを
象徴しています。もちろん、公共空間における宗教的シンボルの表示を無条
件に認めているわけではありません。他者の権利と自由を侵害しない、ある
いは特定の宗教的シンボルの顕示が政治的中立性に疑義を挟まない、といっ
た一定の条件はあります。ちなみに、裁判官や検事や州議会議長の着衣がそ
れに該当します。それでもやはりケベック社会の底流にあるのは、「妥当な
る調整」にもとづく「開放性のライシテ」思想であるように思えます。それ
は、「歴史の重圧」から解放されている自由と柔軟さ、それがケベックには
内在しているからでしょう。
他方、「ブシャール＝テイラー報告書」では宗教に関して国家の純粋な中
立性はあり得ない、と指摘しているように思われます。その主張には現実性
と曖昧性という姿が見え隠れします。同報告では、「ケベックはライックで
ある」（« l’État québécois est laïque. »）ゆえ 10、たとえば一方において、州議
会に掲げられている十字架は撤去すべきだと勧告しています。これは自然な
ロジックでしょう。しかし他方、州首相ジャン・シャレ（Jean Charest）氏は
それに応じませんでした。それは、十字架に備わる宗教的シンボルの意味よ
りも、ケベックにおける歴史的・文化的アイデンティティの意味の深さの方
を重視した結果、と言えるでしょう。これは、宗教性をライックなものだと
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言い換えてしまう巧妙なレトリックかもしれません。しかしここに、ロジッ
クの徹底的追求に馴染まないケベック的曖昧さと現実認識を見てとることが
できるようにも思います。
4.「多様性」と「開放性」のなかのライシテ
ケベックに内在する両義的メンタリティ、つまりこうした曖昧性をどう解
釈したらよいのでしょうか。不十分ながら、私なりの試論は次のとおりで
す。
ケベックの歴史は、ある意味で、他者に対する「排他性の歴史」ではなく、
極端を避け、妥協的で、含みを残した「曖昧性の歴史」であったように思い
ます。それは現在も生きています。たとえば、1977 年のフランス語憲章で
「フランス語はケベックの公用語である」（« Le français est la langue officielle
du Québec. »）と規定しつつも決して英語締め出しでなく、1980 年のレフェ
レンダムでは完全分離独立でなく政治的「主権」、経済的「連合」を掲げ、
また、カナダの「1982 年憲法」に対し未承認という憲政的異常事態を継続し
ながら、ケベック・連邦関係は正常に機能している……といった具合です。
また、「適用例外条項」（notwithstanding clause）という用語は、ケベックの言
語法等を論じる場合、しばしば耳にする表現です 11。明晰な論理的結論を抑
制することによって、かえってケベックのアイデンティティが崩壊しないで
生き残ってきた、という奇妙な逆説がそこにはあるような気がします。
また、1760 年以降のケベックの歴史は、レベルの違いはあったにせよ、基
本的には異文化との共生の歴史でした。屈折したトラウマや内向的心性を長
らく帯びながらも、その歴史の本質として、過激な排他性のメンタリティは
育まれませんでした。その延長として、現在、イスラム圏からの移民や異文
化の受け入れも存在するわけです。前述の「ブシャール＝テイラー報告書」
とは、知性とセンスを結集しながら、ケベックの潜在的「危機」意識の払拭
と、それに対応する「新しいケベック像」の肯定的試論でありました。
こうした文脈を総合してみると、ケベック版ライシテとそれを囲む状況を、
短絡的ではありますが、次のように要約できるかもしれません。
ケベックはライックでありつつ、しかし完璧な無神論社会ではない 12。
ならば最後に、ケベックの新しいアイデンティティは今後、どのような形
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態をたどるのでしょうか。現代ケベックが「多様性」と「開放性」を特質と
しているゆえに、その方向性は、フランス語を基盤としつつ、異なる文化間
の「共生」の姿に求められるでしょう。2007 年 10 月 2 日、「妥当なる調整」
のための公聴会において、クレモン・クラヴォ（Clémont Claveau）判事は、
それを「マイノリティに対しては他と違ったように扱ってよいが、しかし優
先的であってはならない 13」、と見事に要約しています。
こうして今回、ライシテ思想への言及を通して浮かびあがってきたのは、
意外にも政教分離をめぐる難解な問題意識ではなく、次の問いかけでした。
．．．．．．
．．．．．．．．
異なるものは異なるままに、お互いに支え合い、ともに生きていくよう
な新しい文化をどう構築したらよいか。
ケベックはまさに、その実験舞台のように思われます。
（たけなか

ゆたか

カリタス女子短期大学教授）
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Gouvernement du Québec (2004), pp.21-27.
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ク、共存への模索──『妥当なる調整』をめぐる論争」
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62 〜 74 頁。工藤庸子（2009）『フランスの政教分離』左右社。竹中豊（2009）

「アイデンティティの『危機』か『調和』か──ケベックにおける『テイラー＝
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ブシャール・コミッション報告』の投げかけるもの──」カリタス女子短期大
学研究紀要『CARITAS』第 43号、1 〜 13頁。
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Gouvernement du Québec (2008), pp.133〜 153.

9
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拙稿「仏系ケベック──武器としての言語？──」（2000）『カナダ：大いな
る孤高の地──カナダ的想像力の展開──』彩流社、185 〜 213 頁。
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連邦政府の文脈で言うと、1982 年憲法前文において「カナダが神の至高性及
び法の支配の原則を承認する諸原理の上に成立していることを踏まえ…」（訳
文は日本カナダ学会編（2008）『新版史料が語るカナダ』有斐閣、323 頁から）
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ックと類似した「曖昧性」が見てとれる。
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──────────────────────────────────

ライシテと 多文化主義 ──ケベックとフランスからの問いかけ
Laïcité et « multiculturalisme »
— quelles solutions tirer des cas québécois et français ?
──────────────────────────────────

報告者へのコメント
Synthèse des interventions
飯 笹 佐 代 子
IIZASA Sayoko
3 人の報告者の方々から、フランスとの比較、ないしはカナダ英語圏との
対比、という視座から、ケベックの最新動向について大変興味深い報告をし
ていただきました。私の方からは、まず、今、ケベックの事例をとりあげて
研究することの意味とは何か、そしてケベック・モデルがどういう意義を持
ち得るのかについて、多文化主義をめぐるグローバルな動向との関連から確
認してみたいと思います。
1．多文化主義をめぐるグローバルな潮流
「多文化主義」とは、多様な民族や文化、宗教、価値観の共存を図ること
を目指す理念、運動ないしは政策実践を指します。アカデミックな議論にお
いても政策レベルにおいても、今日的な一大テーマの 1 つとして、世界的な
注目を集めてきた概念ないしは思想です。そして、「多文化主義」が「文化」
の問題にとどまるのではなく、「文化」に留意しつつも、その目標は、あく
まで社会的、政治的、経済的な平等を追求しながら社会正義を達成していく
ことにある、ということを強調しておきたいと思います。
さて、マクロな観点から多文化主義のグローバルな潮流をみたとき、近年、
そこにはいくつかの変化が起こっていることに気づきます。
第 1 に、「多文化主義」の議論において、「宗教」の問題が先鋭化してきて
いることです。その傾向は、とりわけ 9.11 同時多発テロ事件以降に顕著とな
っています。多文化主義の「文化」は、エスニシティや人種、ジェンダーな

74

シンポジウム

ど多様な文化を含むものですが、主な争点が、これまでの移民のエスニック
な文化から「宗教」に移ってきており、工藤先生の「文化から宗教へ」とい
うご指摘とも符合します。そして、そこには、ヨーロッパ文明〈対〉非ヨー
ロッパ文明、あるいはキリスト教〈対〉イスラーム

という、対立の図式を

見てとることができます。こうした言説には、二元論的に単純化された虚構
に基づいて誇張された側面があり、大きな問題を孕んでいます。多文化主義
は今、こうした対立構造をいかに克服できるのかという根源的な挑戦をつき
つけられている、と言えます。
第 2 に、多文化主義の理念を教育の場でどのように醸成していくのかとい
う課題が、各国において宗教教育だけでなく、歴史教育やシティズンシップ
教育にいたるまで幅広く議論されるようになっています。伊達先生のご報告
は、まさしくケベックにおける宗教文化教育をめぐる最新事例についての紹
介でした。
その一方で、第 3 に、従来の多文化主義じたいへの問い直し、という動き
（「批判的多文化主義」と言われることもあります）が出てきています。本来、
文化やエスニシティは常に流動的で可変的であるのに、その境界を本質的に
固定することによって、現実に即していない多文化主義政策を行ってきたの
ではないか、あるいは、文化集団をばらばらな存在として、ただ放置してき
ただけではないか、という批判がよく聞かれます。そうした問題を乗り越え
るために、文化・エスニシティ間のより積極的な相互対話や融合を奨励する
新たな理念が求められており、「インターカルチュラリズム」という語が関
心を引くようになっています。
「マルチカルチュラリズム」から「インターカルチュラリズム」へ、とい
う流れは、たとえば欧州評議会が最近開始した都市政策プロジェクトなどに
も見ることができます。そこでは、「マルチカルチュラル・シティ」から
「インターカルチュラル・シティ」への転換が明示的に打ち出されています。
2．ケベック研究の今日的意義と本シンポジウムの意味
以上申し上げたようなグローバルな多文化主義をめぐる潮流から見たと
き、ケベック的なライシテや、教育のあり方、インターカルチュラリズム等
における議論や取り組みが、いかにグローバルなレベルで先駆性を持ってい
るのかが、浮かび上がってくるのではないでしょうか。
加えてもうひとつ、このシンポジウムの意義として強調しておきたいこと
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があります。ケベック研究と言えば、これまで少なくとも日本においては、
語弊があるかもしれませんが、ややもすればカナダ研究のマイナーな一部分
であり、フランス研究から見ると、やはり同様にフランス語圏の辺境、とい
う位置付けであったことは、否めないのではないかと思います。
ところが、今日のシンポジウムでは、単なる地域間の比較研究にとどまら
ず、むしろケベックから英語圏のカナダを、そしてフランスの事例を逆照射
し、相対化しようという、きわめて果敢かつ画期的な試みになっているので
はないか、という感慨を禁じえません。さらには、アングロサクソン・モデ
ルとフランス・モデルを乗り越え得る「ケベック・モデル」としての可能性
まで示唆されました。今ここで私たちは、野心的で、同時に現実的でもある
作業に着手したことを確信しております。
以上の意義を確認した上で、それぞれのご報告について、ささやかながら
コメントと、質問をさせていただきたいと思います。
3．工藤先生へ
ケベックの目指している方向性が「英仏折衷方式」であるという、大変示
唆深いご指摘をいただきました。その背景として、ケベックのインターカル
チュラリズムが英語圏カナダの多文化主義へのいわば対抗概念として打ち出
されてきた、ということも言われました。ここで付け加えさせていただきた
いのは、ケベックでは、同時にフランスとの違いも対抗軸として意識されて
きている（フランスに対しては、一方でノスタルジー的な憧憬も抱いていた
りするのですが）、ということです。ケベックでも 1990 年代にスカーフ論争
が起こったことがあるのですが、その時の議論をみていると、「われわれは
フランスとは違う社会なのだから……」というような言い方がよく出てきま
す。
つまり、ケベック社会は、イギリス系カナダ的なものと、フランス的なも
のとのせめぎ合いのなかで、サバイバルを図りつつ、独自のあり方を模索し
てきた、ということができるでしょう。言葉を換えるならば、ケベックのイ
ンターカルチュラリズムそのものが、まさしくインターカルチュラリルな試
みである、といってよいし、それをポジティブに評価することができると思
います。
ところで、周知のように、カナダは多文化主義の世界的な論客であるチャ
ールズ・テイラーとウィル・キムリッカ（Will Kymlicka）を輩出し、テイラ
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ーはイギリス系とフランス系の両親のもとに生まれ、ケベック州のモントリ
オールで独自の思想を育みました。カナダ英語圏の多文化主義とケベックの
インターカルチュラリズムの違いは、キムリッカとテイラーという 2 人の傑
出した論客の微妙な「差異」にも呼応する部分があるかもしれません。たと
えば、キムリッカがマイノリティの「権利」を重視するのに対して、テイラ
ーは諸文化間の相互承認といった「対話」を重視します。キムリッカの議論
が現実ベースの権利言説に基づくものであるのに対して、テイラーは集団の
アイデンティティを尊重し、その未来志向の存続を重視する立場、というふ
うにも言えるかもしれません。
さて、ここで質問ですが、フランスから見たときに、実際にケベックがフ
ランスにとってどこまで参照事例となり得るのでしょうか。換言すれば、ボ
ベロ氏以外にも、ケベックを意識している識者は沢山いるのでしょうか。ま
た、フランスの「ライシテ」概念の、ある意味での「緩和化」（伊達先生の
表現では「脱フランス化」）は、理論的にも実践的にも、どこまで可能なの
かについても、ご意見をうかがえればと思います。
4．伊達先生へ
ケベック州で新たに導入された「倫理・宗教文化」教育の理念について、
フランスとの比較の視点から、大変興味深いお話をうかがいました。ご報告
をうかがいながら、たまたま、つい先頃、豪州のビクトリア州において、宗
教教育に人文主義思想（つまりは無神論を意味するのですが）を導入する提
案をめぐって論争が起こっていたことを思い出しました。フランスやケベッ
クでは、こうした無神論ないしは人文主義思想はどのように扱われているの
でしょうか。特にケベックの新設教科では、それらが、たとえばイスラーム
やヒンズー教などと同列に扱われていたりするのでしょうか。
それから、インターカルチュラリズムを実践する上で重要な鍵を握るのは、
やはり教育にあると思いますし、その意味で、「倫理・宗教文化」科目が今
後大きな役割を持つような気がしております。その際に、教師の能力や質、
そして、とりわけ、どのような教材を使って、誰が教えるのか、また、教材
を作成するに際して、どこまで当事者が参加できるのか、というようなこと
がとても重要だと思います。そのあたりの事情について、フランスやケベッ
クではどうなっているのでしょうか。
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5．竹中先生へ
ケベックの歴史的独自性やケベック的ライシテの特徴、ブシャール＝テイ
ラー委員会や「妥当なる調整」などに言及いただきながら、ケベックにおけ
る「ライシテ」の問題が、実は「文化的背景の異なる人たちが、異なるまま
で、ともに生きていくためにどうすべきか」という本質的な問題提起につな
がっている、とのご指摘をいただきました。そして、ケベックのある意味で
の「曖昧性の歴史」が、多様性に開かれたケベックの柔軟性をもたらしてい
る面についても言及いただきました。この点について、まったく賛同してお
りますし、そこにインターカルチュラリズムという実験の可能性を期待でき
るのだと思います。
他方で、もし、今後のインターカルチュラリズムの展開に限界があるとす
れば、それはどういうことが考えられるのでしょうか。伊達先生が言われた
ように、そこにケベック・モデルとしての「構造的問題」が存在するとすれ
ば、それは何なのか、報告者の中で唯一、ケベック研究プロパーでいらっし
ゃる竹中先生におうかがいしたいと思います。あわせて、ケベックの実験の
意義、ひいてはケベックを研究することのより広い観点からの意味などにつ
いても、お話いただければ幸いです。
以上、どうぞ、よろしくお願いいたします。
（いいざさ
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【シンポジウム】
──────────────────────────────────

ライシテと 多文化主義 ──ケベックとフランスからの問いかけ
Laïcité et « multiculturalisme »
— quelles solutions tirer des cas québécois et français ?
──────────────────────────────────

ライシテの行方
──国民国家と21 世紀の帝国的空間──

Laïcité en question
— Etat-Nation et espace impérial au 21e siècle

立 花 英 裕
TACHIBANA Hidehiro
本シンポジウム「ライシテと

多文化主義

──ケベックとフランスから

の問いかけ」は、2009 年 10 月 3 日の「日本ケベック学会 2009 年度全国大会」
で催されました。筆者は、企画にあたってコーディネーターとして、また当
日は司会として参加しました。ここでは、シンポジウムの報告を兼ねつつ、
いま振り返ってみて思うところを記しておきます。
1．シンポジウムの経緯
本シンポジウムが企画された発端には、会員の飯笹佐代子氏による、いわ
ゆるブシャール＝テイラー委員会に関する発表があります。2009 年 3 月 28 日
に開催された臨時総会・研究会でなされた発表ですが、マイノリティの宗教
的慣行が引き起こす係争における「妥当なる調整」とは何かを見事に説明し
たものでした。質疑応答ではフランスの「スタジ報告書（Rapport Stasi）1」
も話題になり、ライシテに対するケベックとフランスの対応の相違にまで話
がおよび、年次大会でも、ライシテを取り上げてはどうかという声が挙がっ
たのです。今回のシンポジウムはそうした経緯をへて実現したものです。
この種の比較研究は、小規模なものでも複雑な諸要素の絡み合いを前提と
しており、それを視野にいれなければ平板で図式的な比較に終わってしまい
ます。ライシテをめぐるフランスとケベックとの相違は、各々の歴史的・社
会的コンテクストの中でこそ意味をもっているとするなら、ここで、若干の
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歴史的事実を列挙しておくのも無駄ではないでしょう。
2．ライシテと世界のグローバル化
ライシテといえば、誰でもすぐに思い浮かべるのが、フランスの「イスラ
ム・スカーフ問題」です。この、フランスの共和主義理念を揺るがした社会
問題は、フランス革命 200 周年を迎えた年に起こりました。この年は、11 月
の「ベルリンの壁崩壊」を発端として、東西２陣営体制という、第 2 次世界
大戦以後の世界情勢が大きく塗り替えられた年です。「ポスト・モダン」を
経て希薄化した「国民国家」と民族主義の世紀が終わりを告げ、新しい時代
の予兆のようなものが走り抜けた年だったのです。そのような年に、「イス
ラム・スカーフ問題」が起こったことは、意味深長なものを感じないわけに
いきません。この問題は政教分離の原則、男女平等の理念、信仰の自由とい
った近代的理念の根幹に抵触する可能性がある一方で、イスラム諸国との関
係悪化を招きかねないデリケートな側面 2 をもっています。それだけに一過
性の問題ではなく、パレスチナ問題の影をひきづりながら、90年代を越えて、
21 世紀の今日まで尾を引いています。シラク大統領が「共和国におけるライ
シテ原則の適用に関する検討委員会」を招集し、「スタジ報告書」が提出さ
れたのは 2003 年でした。それを受けて、2004 年 3 月には「公立学校における
特段に目立つ宗教シンボルの禁止法」が成立します。同じ年に、ジャン・ボ
ベロの『ライシテ

1905 年− 2005 年

熱狂と理性の間』が出版されていま

す。そして、2005年には「21世紀世界ライシテ宣言 3」が発表されました。
「イスラム・スカーフ問題」の 20 年は、世界史的にはベルリンの壁崩壊後
に進行したグローバル化の 20 年でもあります。その間のフランスを振り返れ
ば、歴史修正主義を主張することを禁止した「ゲソー法」（1990）、奴隷制度
廃止 150 周年における「奴隷の子孫」の無言デモ（1998）、奴隷貿易を「人道
に反する罪」としたトビラ法（2001）、社会党候補が第 1 回投票で姿を消し国
民戦線党首ル・ペンが決戦投票に残り、シラク候補と争った大統領選挙
（2002）、治安強化を目的としたサルコジ法（2003）、国民投票によるヨーロ
ッパ憲法条約否決（2005）、同じ年の秋の大都市郊外の暴動、サルコジ大統
領の選出（2007）などが挙げられます。ライシテは、こうした最近 20 年間の
主要な論争や事件に微妙に、あるいは露わに結びついています。そこからは、
グローバル化への適応に苦しむフランス社会が浮き彫りになってきます。
他方、同じようにライシテの問題に直面したケベック社会にブシャール＝
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テイラー委員会が提出した回答は、スタジ報告とは一線を画するものでした。
90 年代以降、ケベックも変貌しつつあるのでしょうか。大きな枠組みとして
は、「静かな革命」以来、連邦政府に対して自らの独自性を訴えてきたケベ
ックが、今度は攻守ところを変えて、より少数なエスニック集団との係争に
対応しなければならない事態が生じているのです。1995 年には、僅差で否決
された独立推進論をめぐる州民投票がありました。その後、ケベックには
「静かな革命」時代とは違う時間が流れているようです。フランスと同様に
スカーフ問題が 90 年代の半ばに起こりましたが、ブシャール＝テイラー諮問
委員会設立への契機の１つとなったのは、シク教徒の男の子が学校にキルパ
ンという儀式用短刀を持ち込んだ出来事です。カナダ連邦最高裁は、この案
件について携帯を認める判決を出し、ケベック州公訴院の判決をくつがえし
ました（2006 年 3 月）。連邦最高裁の判決はケベコワの神経をいたく刺激し、
フランス系ケベコワが他の少数派集団の中に埋没するのではないかという危
機感があらためて高まったのです。州内でのこのような反応の根には、ネイ
ションとしての社会的統合を保証する根本原理と多文化主義との間の調整の
難しさがあります。最高裁判決の翌年 2 月、シャレ・ケベック州政府首相が
ジェラール・ブシャールとチャールズ・テイラーにこの問題を諮問し、2008
年 5 月に報告書 4 が提出されたわけです。そこで説かれているのは、「開かれ
たライシテ」（laïcité ouverte）です。報告書の提案は社会的に受け入れられた
のでしょうか。飯笹佐代子氏によれば、その後、マイノリティとの文化的・
宗教的軋轢が減少したということです 5。しかし、批判がなかったわけでは
ありません。とりわけ、主権主義者たちからの批判は激しいものでした。
「開かれたライシテ」という提案は、多文化的な状況が世界的に広がって
いる今日において、じっくり耳を傾ける価値があります。話はヨーロッパに
戻りますが、2009 年 11 月には、スイス連邦で国民投票の結果、国内に建設
するモスクに尖塔（ミナレット）を建てることが禁じられました。日本では、
外国人の地方参政権をめぐる議論が激しくなってきています。本シンポジウ
ムは、そのような今日的な状況の中で政治的・文化的寛容とは何かを考える
新たな機会になりました。ことはフランスとケベックだけの問題ではないの
です。
3．各発表者の視点
各発表者の発表内容については、それぞれのテクストにあたるのが一番で
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すし、飯笹佐代子氏によるコメントもありますので、ここでは、あくまで筆
者の関心を特に引いた点に触れるだけにとどめます。
最初に発表を行った工藤庸子氏は、「ブシャール＝テイラー報告書」にお
けるライシテの考え方について、アングロサクソン的寛容性を取り込んだも
のだとして、それを 1763 年のパリ条約以来のカナダ史の文脈の中で説明する
ものでした 6。工藤氏は、ケベックのインターカルチュラリズムには「市民
が社会的なアクターとして提言すべきだという発想」があると指摘していま
す。これは重要な指摘です。同じ「発想」が「ブシャール＝テイラー報告書」
にも見出されるのです。報告書では、係争を解決するにあたっては司法的な
道と市民的な道とがあるとして、特に後者を推奨しています。前者の司法的
な道とは裁判を選ぶ道で、「妥当なる調整 accommodement raisonnable」とは
本来的にはこちらの解決法を指します 7。それに対して、後者の市民的な道
とは当事者が話し合い、妥協を求める道で、ajustement concerté 8 と名付けら
れています。「協議による調節」とでも訳せるでしょうか。報告書は、原理
原則から引き出されるだろう正しい解答の提示というフランス的方法より
も、市民が話し合い相互理解を深める過程を重視し、そこにインターカルチ
ュラリズムの深化を見ているのです。
伊達聖伸氏の発表では、2008 年に始まった「倫理・宗教文化」の授業
（小・中学校）について、どのようにインターカルチュラルな「対話」が重
んじられているかが具体的に報告されました。その上で、伊達氏は、ケベッ
クの方式が斬新であることを認めつつも、「ひとつのモデルが万能というわ
けにはいかない」のではないか、と疑問も呈しています。この指摘は問題を
より一般的な見地から検討する扉を開くものです。そしてまた、シンポジウ
ムで再三参照されたミシュリーヌ・ミロの考察にも繋がるものです。ミロは、
ケベックのモデルに明らかに肩をもちつつも、同時に１つの方法を絶対視す
ることを戒めています。「ライシテの理想的なモデルを差し出そうとする提
案はいかなるものであれ、警戒しなくてはならない 9。」たしかに、どのよう
な処方箋であろうと、時と場所によって同一ではありえない歴史的・文化的
条件に適応していなければ有効ではないし、時代的・社会的制約から自由で
絶対的な思想や制度はありえないはずです。
竹中豊氏は、まさにそのような歴史的条件を簡潔に俯瞰しつつ、「ブシャ
ール＝テイラー報告書」の狙いを 3 点に絞っています。竹中氏は、それを疑
問文の形にまとめていますが、更に一般的な問いにすることを許してもらえ
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るなら、社会の統合原理の維持と文化的多様性の両立はどのようにして可能
なのかと、まとめることができるでしょう。それは飯笹氏の問いにも繋がり
ますが、90 年代とは異なり、9.11 以降の「対テロ戦争」の状況のなかで多文
化主義的な思想がさまざまな抵抗や反発に押し返されていることを直視しな
いわけにはいかないでしょう。飯笹氏が指摘するように、多文化主義は「根
源的な挑戦をつきつけられている」のです。
そのこととも関連するのかもしれませんが、飯笹氏の指摘の中で意表をつ
かれたのは、豪州ビクトリア州において、宗教教育に人文主義思想を導入す
ることの可否をめぐって論争が起こっていること、また人文主義思想が無神
論と同一視されているという報告です。この指摘は、ライシテと宗教の問題
をまた違った視点から捉え直すことへと誘っているようにも思えます。
おおやけ

4．「 公 」の空間と宗教との関係
今回のシンポジウムは、ライシテをキーワードとして、現代の多文化的な
社会の諸問題を考えるものでした。多くの有益な指摘や分析がなされました
が、それらは新たな問いを生み、私たちを遠くへと導いていくようです。
「ブシャール＝テイラー報告書」が説く「開かれたライシテ」ですが、
Document de consultation の末尾に簡単な語句説明の辞書がつけられていて、
そこに定義が書かれています。それによると「開かれたライシテ」とは、
「国家が管轄する諸機関から宗教を排除しつつ、そこでの宗教的なものの一
定の表出を認めることを目指すライシテの形態 10」とあります。つまり、国
おおやけ

家の管理下にある「 公 」の空間での宗教的なものの表出は認めるが、宗
おおやけ

教そのものは排除されなければならないというのです。「 公 」の空間の非
宗教的性格が確保されているからこそ、多様な「宗教的なもの」としての儀
式や服装が許容されるということですが、それは同時に各宗教が平等に扱わ
れるということでしょう。事実、「ブシャール＝テイラー報告書」は、州議
会場からの十字架の撤去を求めています。日本でも、国会内に神道に関わる
なんらかの標章が置かれたら、宗教的平等性は損なわれます。暗黙の内にそ
の宗教が他の宗教よりも優越的な地位にあることを認めることになります。
ところが、シャレ州首相は、報告書を受け取った当日に州議会で動議を提出
し、州議会内の十字架を撤去しないことを議決しています。ケベックにおい
ても、開かれたライシテの実現は易しくはないようです。
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5．国民国家と帝国的空間におけるライシテ
もう 1 つ、ライシテを考えるにあたって重要だと思われることは、所与の
社会空間がどのような歴史的背景をもっているのかを考慮しなければならな
いことです。フランス社会とカナダの１州であるケベック社会という、この
2 つの空間はずいぶん性格が異なります。たしかに、1763 年のパリ条約と
1774 年のケベック法を先駆的な政教分離と捉えることも可能ですが、それが
植民地支配の一形態であることも忘れるわけにいきません。一般に植民地を
獲得したとき、征服した住民に宗主国が自分の宗教をただちに押しつけるこ
とは不可能です。アメリカ大陸だけでなく、アフリカやアジアでも植民地政
策は政教分離的な施策だったのです。
植民地における「政教分離」は、自国の中での政教分離とは異なる支配関
係に置かれているのです。ケベックでカトリック教徒の信仰の自由が尊重さ
れたとしても、それはイギリス国教徒と同じ資格においてではありません。
見方を変えれば、多文化的な空間はフランスのような典型的な国民国家では
難しく、カナダのようなイギリスの帝国空間内にあった地域では現実の追認
として受け入れるしかないといえるでしょう。極端な言い方をすれば、多文
化主義は新大陸に特徴的なもので、帝国的な支配の論理を伴ってきたといえ
ます。もとより、筆者は、多元的な価値観を許容する寛容性を求める者です
が、ケベックで語られるインターカルチュラリズムの意義を考えるとき、以
上のような視点も有効ではないかと思えるのです。
関心を抱いた点や疑問点を挙げるだけに終わりましたが、以上のような問
題意識をもてただけでも、今回のシンポジウムはきわめて意義深いものだっ
たと言わなければなりません。
（たちばな

ひでひろ

早稲田大学教授）

注
1

Rapport au Président de la République, remise le 11 décembre 2003, Commission de
réflexion sur l’application du principe de laïcité dans la République.「スタジ報告」は、
以下のサイトで参照できる。
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/034000725/0000.pdf

2
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中東諸国や国内のイスラム教徒たちとの関係悪化の懸念は、「スタジ報告書」

シンポジウム

でも表明されている。« La conjoncture internationale, et particulièrement, le conflit
du Proche-Orient, contribue aussi à aggraver la tension et à provoquer des affrontements
dans certaines de nos villes. »
3

日本語訳は伊達聖伸によってなされた。羽田正、ジャン・ボベロ他（2009）

『世俗化とライシテ』、UTCP ブックレット6 所収。
4

次のサイトでダウンロードできる。
http://www.accommodements.qc.ca/documentation/rapports/rapport-final-integral-fr.pdf

5

小畑精和・竹中豊（編著）（2009）『ケベックを知るための 54 章』明石書店、
133 頁。

6

工藤庸子氏は政教分離について精力的な著作活動を続けているが、特に次の
業績を参考にした。工藤庸子（2009）『フランスの政教分離』、左右社。同

（2007）『宗教 VS 国家』、講談社現代新書。同（2009）『異文化の交流と共存』
日本放送出版。訳書だが、最近出版されたものに次がある。ルネ・レモン
（2010）『政教分離を問いなおす── EU とムスリムのはざまで』工藤庸子＋伊
達聖伸
7

訳・解説（工藤）、青土社。

「妥当なる調整」という用語はそんなに新しくなく、本来的には労働問題関
係の法律用語で、1985年にカナダ連邦最高裁が用いている。Cf. Accommodement
et différences. Vers un terrain d’entente : la parole aux citoyens. Documentconsultation http://www.accommodements.qc.ca/documentation/documentconsultation.pdf

8
9

Op.cit., p.19.
Cf. Micheline Milot (2008) La laïcité, Novalis, p.118 : « Il faut se méfier de toute
proposition qui viserait à proposer un modèle idéal de laïcité. »

10

« Forme de laïcité visant à bannir la religion des institutions relevant de l’Etat, tout en
y admettant certaines manisfestations du religieux», Accommodement et différences.
Vers un terrain d’entente : la parole aux citoyens. Document-consultation, p.43.
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ルネ・レモン著『政教分離を問いなおす──ＥＵとムス
リムのはざまで』
（工藤庸子 + 伊達聖伸 訳・解説）
青土社、2010 年

René Rémond, L’Invention de la laïcité française: De 1789 à
demain, Bayard Editions, 2005.

飯 笹 佐 代 子
IIZASA Sayoko
欧州では近年、イスラームの可視化をめぐって社会が騒然としている。以
前からムスリム女性のスカーフ着用をめぐって論議が起こってきたフランス
では、2004 年に、スカーフをはじめ「特段に目立つ宗教的シンボル」の公
立学校での着用が法律で禁止された。法制化の背景には、革命を経て共和主
義のもと、厳格な政教分離が国是とされてきたことがある。今年に入ってか
らは、公的な場でのブルカ（顔と全身をすっぽり覆うベール）着用の禁止に
向けた動きが、フランスだけでなくベルギーやスペインなどでも活発化して
いる。一方、スイスでは昨年、国民投票によって、ミナレット（イスラーム
寺院の尖塔）の新規建設を禁止するために憲法を改正する案が承認された。
こうした事態に対する見方は、「政教分離を達成した現代ヨーロッパ」対
「政教分離を認めないイスラーム」という対立の図式に基づいているのが一
般的であろう。そこにはまた、「男女平等の進んだヨーロッパ社会」対「女
性が抑圧されたイスラーム社会」といったジェンダー観も内包される。しか
し、このような図式に囚われている限り、せいぜいハンチントンの「文明の
衝突論」に加担するだけで、建設的な展望を見出すのは難しいのではないだ
ろうか。
そうした紋切り型の図式による思考停止状態から抜け出させてくれるの
が、標題の書である。フランス的な政教分離のあり方、すなわち「ライシテ」
をめぐる 200 年にわたる歴史的展開を丹念に辿りつつ、政教分離のあり方を
改めて問いなおしていく。それを通じて、イスラームとの共存の模索に向け
て新たな地平が拓かれていくのだ。
フランスの代表的な歴史学者であり政治学者でもあるルネ・レモン氏が、
86

書評

原著を公表したのは 2005 年。1905 年の画期的な「政教分離法」から 100 年
という節目であること、また 2003 年から大きな論争に発展した「スカーフ
論争」に触発されて著した啓蒙書であるという。それにしても、「政教分離
法」が制定された 100 年前と現在との隔たりはなんと大きいのであろうか。
1905 年当時の共和主義者たちは、「国民のアイデンティティとカトリシスム
との離婚」（本文 36 頁）の宣言を同法の制定に込めた。一方、現在問われて
いるのは、フランス国内におけるイスラームの台頭を背景に、「いかにして
ムスリムをネイションに統合すべきか」
（同上）という課題である。
本書の内容に入る前に、訳者である工藤庸子氏と伊達聖伸氏の解説を手掛
かりに、ルネ・レモン氏の立ち位置について触れておこう。彼はれっきとし
たカトリックの知識人である。とはいえ、決して反共和主義でも反｢ライシ
テ｣でもない。工藤氏が強調するように、彼が異を唱えているのは、「政教分
離を推進する左派とカトリック的な右派、進歩と反動、革命と保守」という
単純な二元論的歴史叙述に対してである（まえがき 14 頁）。実際に、政教分
離をめぐる歴史的経緯は、多様なポリティクスにも彩られた、二元論には収
まりきらないきわめて複雑なものである。
レモン氏は、シラク大統領がスカーフ問題を受けて 2003 年に招集したス
タジ委員会のメンバーでもあった。この委員会は「ライシテ」の現代的な運
用に関して幅広い提言を出したにもかかわらず、その中で唯一採用され、法
制化にいたったのが「スカーフ禁止」の提言であった。このことは、レモン
氏を失望させたという。彼はもともと、その法制化に対しても慎重な立場で
あった。
さて、フランスの「ライシテ」とは、200 年という歴史的経験を踏まえて、
紆余曲折を経ながら徐々に国民的コンセンサスを得てきた概念である。これ
まで「ライシテ」について一面的な浅い知識しか持たなかった評者は、頁を
開いた途端にその議論の深みに引きこまれていった。ここで正直に言えば、
翻訳文中の的確な訳注と、訳者たちによる充実した解説の助けがなければ、
レモン氏が鮮やかに描き出すその複雑かつ壮大な歴史をどこまで理解できた
か、甚だ心もとない。先述した「スタジ委員会」や、「コンコルダート」、関
連の法律などを取り上げた伊達氏による「フランスのライシテの歴史を読み
解くためのキーワード」は、専門外の読者にとって実に丁寧かつ気配りの行
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き届いた用語解説となっている。
さらに工藤氏による訳者解説「さまざまの政教分離──カトリック／プロ
テスタント／ムスリム」は、レモン氏の著作をグローバルな歴史軸と空間軸
の中に位置づけなおしつつ、欧州と新大陸での政教分離や多文化主義のあり
様の相違について説得的な見取り図を提示している。その中で特に注目され
ているのが、後述するようにケベックの事例であり、本書を『ケベック研究』
誌で取り上げる意義もそこにある。
このように趣向の凝らされた編み方は、訳者たちの「フランス人のための
啓蒙書を日本版の啓蒙書にヴァージョンアップさせる」（まえがき 16 頁）と
いう狙いをみごとに成功させている（敢えて 1 つだけ欲を言わせてもらえれ
ば、巻末に索引があればより良かったのだが）。日本では学術研究にとどま
るような内容を、一般読者に「開いて」いこうとする研究者としての真摯な
情熱に、感銘と尊敬の念を禁じえない。
本書のおかげで、フランスや宗教問題については門外漢である評者も大い
に触発され、様々な課題について、あらためて考えさせられる貴重な機会を
得た。
第 1 に、「ライシテ」概念が持つ本来の柔軟性と、その可能性についてで
ある。評者自身、イスラームの本質化には注意を払いながらも、無意識のう
ちに「ライシテ」をこそ教条的なものとして本質化してこなかったか。しか
し、それは理念と実践（現実）とのせめぎ合いの中で国家と教会が歩み寄り
つつ、同時に社会の変化に応答しながら構築されてきたものである。1905
年の「政教分離法」にしても、礼拝の自由を保障するために聖職者の活動を
存続させる配慮がなされていた。原著タイトルがまさしく示すように、「ラ
イシテ」は 1789 年からこの方、さらには未来に向けて、常に進行形の創造
の過程にあるのだ。そうであるならば、現在の膠着状態を脱して「ライシテ」
とイスラームが折り合いをつける余地はあるということになる。そして何よ
り、そうした「ライシテ」の未来をもっとも熱心に希求しているのが、レモ
ン氏自身であるといえるだろう。
第 2 に、イスラームの政教一元論を慎重に吟味する必要についてである。
もともとイスラームは、あらゆる権力は世俗的なものであるという了解に立
っている、との主張もある（訳者解説 304 頁）。イスラーム信仰は、それぞ
れの地に固有の政治的伝統や法体系と折り合いをつけながら平和共存を模索
してきたのであり、その意味では、例外はあっても、ある種の「世俗化」を
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進行させてきたということもできる（同 305 頁）。他方で、キリスト教にお
いても政教一元論的な要素が存在してきたことを無視することはできない。
現に、今日のヴァチカン市国が行っているのは、一元的な「神権政治」（同
307 頁）に他ならないだろう。
これらに加えて、本書には「宗教復興」ないしは「宗教回帰」と称される
現象がイスラームだけではなくキリスト教を含む他の宗教でも同時進行して
いること、また、「ムスリム共同体」という名称によって多様な人びとを一
括りにしてしまうことの問題性（カトリック的な共同体も然り）など、政教
分離を問いなおす上で再考すべき重要かつ基本的な論点がいくつも提示され
ている。
ところで、ケベックにおいてもスカーフ問題は存在する。つい数年前には、
イスラームやユダヤを始めとする宗教的慣行をどこまで容認すべきかをめぐ
って、ケベック社会を沸騰させる論争が起こったばかりである。事態の深刻
化を受けて、2007 年 2 月には「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」）が発足。
社会学者のジェラール・ブシャールと政治哲学者のチャールズ・テイラーを
共同委員長とする同委員会は、翌年に報告書を公表した。そこでは、ケベッ
ク独自の「インターカルチュラリズム」のあり方を含め、宗教的な要求に対
して関係者間の協議によって図られてきた「妥当なる調整」
（accommodements raisonnables）の意義、「開かれたライシテ」のもとでの学
校におけるスカーフ着用の容認などが再確認されている。
特筆すべきは、こうしたフランスとは異なるケベック的解決への模索が、
フランス側から注目され始めていることである。すでにスタジ報告では、ケ
ベックの「インターカルチュラリズム」や「妥当なる調整」などが言及され
ている。フランス側からのケベックへの眼差しに関心のある向きには、「ス
タジ委員会」のメンバーであったジャン・ボベロ氏が、折しもケベック滞在
中に「ブシャール = テイラー委員会」の活動をつぶさに観察して綴った著作
を薦めたい。そのタイトルは、Une Laïcité interculturelle: Le Québec, avenir de
la France?（直訳すると、インターカルチュラルなライシテ──ケベックは
フランスの未来？）という、きわめて興味深いものである。
さらに工藤庸子氏が着目するのは、「アングロサクソン = プロテスタント
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系の統治システムとフランス = カトリック系との伝統とが、歴史的に共存あ
るいは競合し、今日なお、たがいにせめぎあう」（訳者解説 296 頁）場とし
ての特殊性がもたらす、ケベック研究に秘められた大きな可能性である。こ
うした刺激的な問いかけに、わたしたちはいかに応答していくことができる
のか。本書は、ケベック研究の展開にとっても貴重な「啓蒙の書」である。
（いいざさ
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さよこ

東北文化学園大学准教授）
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ジャン＝ブノワ・ナドー＆ジュリー・バーロウ著
『フランス語のはなし──もうひとつの国際共通語』
（立花英裕監修、中尾ゆかり訳）
大修館書店、2008 年

Jean-Benoît Nadeau and Julie Barlow, The Story of French, Knopf
Canada, 2006.

丹 羽

卓

NIWA Takashi
本書はフランス語について語った書物であるが、次のようなユニークな特
徴がある。
（1）「フランス語＝フランスで用いられている言語」という視点で語ら
れることが多いのに対して、世界のフランス語に目を向け、フランコフ
ォニーの視点で考えている。
（2）「パリのフランス語が規範で、それ以外は方言」という図式から自
由で、フランス語には様々な変異体があることを積極的に認め、それら
に階層付けをしない。当然パリのフランス語も変異体の一つと考えてい
る。
（3）著者がカナダ人（一人はフランス語を母語とするケベコワ、もう 1
人は英語を母語とするオンタリアンで、どちらも英仏バイリンガル）の
ジャーナリストで、フランス人によるものではない。
（1）と（2）の特徴は近年の社会言語学の研究を踏まえれば当然だと言え
るが、フランス語に関するこうした視点からの記述はまだ一般的ではない。
それを可能にしているのは（3）であろう。フランスの外側のフランス語圏
からフランス語を見たときどのように映るのか、それを語ったのが本書であ
る。著者は学者ではないが、原書の参考文献（訳書では省略されている）を
見れば、F. ブリュノ、 C. ブシャール、L.-J. カルヴェ、C. アジェージュのも
のなど、多数の学術的文献が挙げられており、きちんとした学問的裏付けの
ある書物である。むしろ、それを踏まえてわかりやすく書いたところに、著
者のジャーナリストとしての力量を見るべきであろう。
本書は以上のようなユニークな特徴を備えた非常に興味深い書物なのであ
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るが、第 1 部（第 1 章〜第 3 章）は、むしろ意外なほど正統的なフランス
語史の内容だと言えよう。ケルト人の時代から始まり、アカデミー・フラン
セーズの設立にまで至る時代の記述は、要を得た分かりやすいフランス語史
だと言えるが、典型的な語り口で、特にユニークな点は少ない。
本書が本領を発揮するのは、第 2 部以降である。ここから著者の視野は、
ベルギーやスイスなどの隣接する国から、ヨーロッパ全域、さらには大西洋
を越えた新大陸、そしてアジア・アフリカのフランス植民地へと一挙に広が
る。通常フランス語について語る場合、そのほとんどがフランスのフランス
語についてであり、それ以外の地域に目が向けられることは少ないだけでな
く、あくまでも周辺的な事柄として言及されるにとどまる。ところが、本書
ではむしろフランス以外のフランス語にこそ光が当てられているような印象
さえ受ける。それほどまでに扱われる地域が広いのである。
第 2 部（第 4 章〜第 10 章）では大航海時代以降世界に広がったフランス
語の姿と、フランス革命から 19 世紀までのフランスの事情が描かれる。フ
ランス革命時、フランスには地域ごとに多種多様な俚語（パトワ）があり、
大革命時代以降フランス語の標準化と全国への普及の努力がなされた――こ
うした記述は他のフランス語史の書物にもある。しかし、フランス語はフラ
ンス国内だけでなく、隣国のベルギーやスイス、さらには海外の植民地（18
世紀に失った北米植民地も、帝国主義時代に獲得したアフリカやアジアの植
民地もともに）のものでもあり、そしてそれぞれの地で独自の変化を遂げた
という事実を重く見るところに、著者の視点の反映がある。著者はこの多様
性を肯定的にとらえているのだ。それはフランス語の標準語化と表裏一体だ
ったアカデミー・フランセーズに代表されるフランス語の純粋主義への批判
的記述へとつながる。標準フランス語は純粋でなければならず、純粋である
がゆえにフランス各地の言葉や隣接する国のフランス語、さらには海外のフ
ランス語よりも上位にある――こうした考えは現在にまで続く（明治時代に
日本語を標準化した日本も同様で、今でも「標準語信仰」は根強い）。多様
性を否定するこうした純粋主義への批判的視点は本書を貫いている。
第 2 部のうち第 10 章では本国フランスから見捨てられた北米植民地のア
カディア人、フランス系カナダ人がどのようにしてアングロサクソンへの同
化を食い止めたか、またその地のフランス語の特徴についても述べられてい
るのだが、さすがに著者の本拠地のことであるので、記述も詳しい。特にケ
ベックのフランス語に対する偏見への反論には耳を傾けるべき点が多い。
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第 3 部（第 11 章〜第 16 章）では 19 世紀末から今日に至るまでのフラン
ス語について語られる。まず 18 世紀にヨーロッパ中に輝きを放ったフラン
ス語が徐々にその地位を失っていった様が描かれる。しかし、英語の隆盛が
自然の成り行きではなく、アメリカとイギリスの意図的な行為の結果だとい
う主張、そして、フランスの方も、外交、科学、ビジネスなどの分野で、英
語の影響力増大に手を貸したという批判が興味深い。英語の大海の中でフラ
ンス語を死守するために苦闘を続けたケベックの人ならではの批判であろ
う。その点、北米でフランス語を守る戦いがどう展開されたかを描く第 15
章が興味をひく。特に、ルイジアナでの事情について日本語で知る機会が少
ないので、これは貴重である。同様のことが、第 14 章についても言える。
独立を果たした仏領植民地が植民地支配の言語であるフランス語をどう処遇
したかについて記述されており、これも日本語では入手しにくい情報であり、
貴重である。
第 16 章では、フランコフォニー国際機構の誕生とその複数言語主義が紹
介される。その組織の提唱者がケベックの J.-M.レジェだったこと、またそ
の動きに対して、フランスの腰が引けていたことが語られる。この組織は発
足時点からフランス中心ではないのである。そして複数言語主義とは、「国
際機関で異なる言語の使用を積極的に推進する状態を意味」（p.294）する。
それをカナダのバイリンガル政策と重ね合わせて考えてみると面白い。
第 4 部（第 17 章〜第 20 章）は現在のフランス語についてである。第 17
章では変貌を遂げつつあるパリの民衆レベルのフランス語の姿を描いてい
て、興味深い。フランス語の姿そのものにあまり注意を払わない本書におい
ては異色だが、これもまた純粋主義に対する著者の批判的態度との関連から
は良く理解できる。この章の最後は「変化を取り除くなど、土台無理な話な
のだ（中略）規則を押し付ける態度をとりつづけるなど、できるものではな
い」（p.318）と結ばれる。
続く第 18 章の「フランス人は英語を脅威と考えていない。英語の借用語
をすぐさま自発的にフランス語にする」（p.332）という言葉は、英語を苦労
してフランス語の単語に置き換え続けた経験を持つケベックの人ならではの
批判なのだろう。そして、第 19 章で述べられることは、いささか驚きであ
る。フランコフォニーの連帯の中心にフランスがいないどころか、フランス
人はフランコフォンの世界の人々に素通りされているというのだ。フランス
抜きで、フランコフォンが世界的な規模で提携・協力しているという事実が
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あるということなのだ。他方、フランス人は敗北主義に陥り、すでに英語に
屈してしまっている、というのが著者の見解である。しかし実際には、「英
語はフランスの旧植民地でフランス語の地位を脅かしてなどいない」
（p.266）
のであり、英語に次ぐ国際語として立派な働きをしていると言う。最終章で
は世界各地でのフランス語の将来について語られるが、それが輝かしさと力
を取り戻すかどうかは、「多くが、フランコフォン――フランス人も含めて
――が自分たちの状況を活かして意欲をかき立てられるかどうかにかかって
いる」と結ばれている。
以上、第 1 部から第 4 部の内容を、コメントを加えながら概括した。本書
はフランス語の発祥の地であるフランスにおけるフランス語の確立から説き
起こしているが、フランス語を真に国際語と捉えて記述を進めている。言い
換えると、本書は脱中心主義のフランコフォニーの視点でフランス語を見て
いるのだ。フランスがフランス語使用の中心というわけではなく、フランス
語でつながれたフランコフォニーを重視しているのである。
この見方は、フランス語に対する新しい見方だと思う。20 世紀の終わり
から世界の英語の多様性に着目し、英語を複数形で

Englishes

と呼ぶよう

になっている。イギリスやアメリカの英語を中心にすえてそれ以外の英語の
変異体を一段低く見るという考え方から、いくつもの変異体を同等にみなす
という考え方が、少なくとも学問的には力を得てきた。しかし、本書によれ
ば、フランス語で書かれたものはフランス以外の地のフランス語の特異性に
触れても、それをフランコフォニーの視点で考えているものはめったにない
とのことである（p.364）。そうした中で、本書が日本語に翻訳されたことに
は大きな意味がある。今日簡単に手に入る日本語で書かれたフランス語史の
書物は 3 冊ほどしかないが、どれもフランス国外のフランス語について全く
触れていない。「フランス語＝フランスで用いられている言語」という図式
を当然の前提としているからである。フランス語をフランコフォニーの視点
から論じた文献はあっても専門的なものしかないであろうから、本書の翻訳
出版には大きな意義がある。これが多数の人々に読まれて、その人たちがい
まだ根強い言語純粋主義とフランス中心主義の呪縛から解き放たれることを
願う。
最後に、この翻訳について述べておこう。全体に非常に読みやすい日本語
になっている点で、翻訳者の力量を高く評価したい。経歴を見る限り、社会
言語学やフランス語史について専門的に学んだように見受けられないだけ

94

書評

に、なおさらである。「訳者あとがき」によれば、監修者の貢献が大きいと
されている。事実、本書は日本語版の監修者として最もふさわしい人物を得
ている。その監修者のあとがきに、本書は原書の約 4 分の 3 の抄訳だと書か
れているが、訳書も原書と同様 20 章ある。つまり何章かを省略したのでは
ない。そこで原書と一部読み比べてみたのだが、パラグラフ単位で省略され
ているわけでもない。実は、省略しても大筋に影響のない部分を、文の単位
で省略してあるのだが、訳書を読み通してもどこかが省略されたという違和
感がない。これは大変な作業だったと推察できる。本書を読んでさらに詳し
く知りたければ、原書を読めばよいだろう。原書の英文はジャーナリストの
ものらしく、平明で読みやすいのだから。
本書がどれほど際立った特徴を持っているかに関心のある方のために、本
書評中で言及した「今日簡単に手に入る日本語で書かれたフランス語史の書
物」をここに書いておく。また、本書はフランス語の姿の変化についてはほ
とんど扱っていないので、それに関心のある方にはこれらを一読されるのを
お勧めする。
・ J. ショーラン（1973）『フランス語史』（川本茂雄、高橋秀雄訳）白水
社（文庫クセジュ）。原書は 1969 年に出版され、原書も翻訳も現在ま
で読まれ続けている名著である。
・森本英夫（1988）『フランス語の社会学─フランス語史への誘い─』
駿河台出版。通史ではなく、いくつもの興味深いトピックについてフ
ランス語史の観点から語ったものである。
・山田秀雄（1994、増補改訂版 2003）『フランス語史』駿河台出版。シ
ョーランのものよりも遙かに読みやすいし、比較的新しい事象まで描
いている。
（にわ

たかし

金城学院大学教授）
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小松祐子・ Gilles Delmaire 著『フランコフォニーへの旅』
駿河台出版社、2009 年

Sachiko Komatsu et Gilles Delmaire, Destination Francophonie,
Surugadai-shuppansha, 2009.

鳥 羽 美 鈴
TOBA Misuzu
本書の特徴のひとつは、著者も触れているように「フランコフォニー（フ
ランス語圏）」というテーマを扱っている点であるが、同テーマを扱うフラ
ンス語学習教材には、既にジャン＝ルイ・ジュヴェール（Jean-Louis Jouvert）
（著）三浦信孝・西山教行（編）『ラ・フランコフォニー（La Francophonie）』
（1999、第三書房）がある。しかし、本書の構成は、それとは大きく異なり、
各課には会話文とフランス語圏の各地域を紹介する説明文（読み物）に加え
て、様々な詩歌が掲載されている。また、発音・冠詞から接続法に至る文法
事項の解説と練習問題が、巻末も含めると実に多く用意されているのが分か
る。語学教材としてはおそらく平均的な約 80 ページという厚さでありなが
ら、その内容たるや多彩である。ページを改めて繰ってみると、あたかも 1
冊の初級文法教材に、中級の学習者向けの読み物数冊を加えたような濃密さ
を感じる。
また、本書を手に取って表紙を 1 枚繰れば、著者がこれまでのフランス語
学習教材と如何にして差別化を図ろうとしているかが自ずと明らかになる。
これまでに出版されてきた数々のフランス語学習教材では、フランス本土
（l’Hexagone）を示す文字通り 6 角形の大きな図やパリ市内の地図が裏表紙
を占拠していたが、学習者が本書で目にすることになるのは、アジア、ヨー
ロッパ、アメリカ、アフリカ、オセアニアの 5 大陸にフランス語圏が広がっ
ていることを示す世界地図である。
第 1 課から順に、読み物のフランス語タイトルを仮訳していくと次のよう
である。「世界のフランコフォン（第 1 課）」、「フランスの諸言語（第 2
課）」、「ヨーロッパのフランス語（第 3 課）」、「北米のフランス語（第 4
課）」、「カリブ諸島のフランス語（第 5 課）」、「マグレブのフランス語（第 6
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課）」、「ブラックアフリカのフランス語（第 7 課）」、「東南アジアのフランス
語（第 8 課）」、「太平洋のフランス語（第 9 課）」、「フランコフォニー諸機関
（第 10 課）」。これらのタイトルが示唆するように、フランスで話されている
言語はフランス語のみではなく、ブルトン語、アルザス語やコルシカ語など
の地域語があること、また、パリとは異なる形で話されるフランス語がフラ
ンス国内のマルセイユをはじめ、アフリカ諸国や北米などフランス国外に存
在すること、こうした事実を本書が明確に伝えている点を高く評価したい。
一方、本書で大いに悔やまれる点は、添付の CD 教材において、標準フラ
ンス語以外の音声が期待に反して一切聞かれなかったことである。本書の会
話文には、ラファエル（Raphaël）という少年が、「僕はマルチニックのフラ
ンス人です」と自己紹介する場面や、フランスに暮らす 6 歳の少年、モハメ
ッド（Mohamed）がアルジェリア出身の父親から移民 1 世の苦労話を聞くと
いった場面が用意されている。それであればなおのこと、もっと多様なフラ
ンス語の音声を収録し、耳から差異に慣れさせる機会を提供しても良かった
のではないだろうか。これをもって、パリで話されるフランス語とて、ひと
つの変種に過ぎないこと、多様なフランス語間に優劣の差など存在しないこ
とを学習者によりよく理解させることが可能になったのではないかと考え
る。
各地域において多言語が共存している実態に積極的に言及したり、諸国の
言語法や言語教育の話題を取り上げたりするという試みは、語学教材として
は目新しい。さらに、ベルギー生まれの歌手、ジャック・ブレル（Jacques
Brel）、ベルギー・ビール、モントリオール出身のセリーヌ・ディオン
（Céline Dion）からズーク（Zouk）といわれるアンティル諸島の大衆音楽ま
で登場し、従来のフランス語テキストがエッフェル塔に代表されるフランス
の建造物や歴史、文化などを専ら取り上げてきたのとは明らかに趣を異にす
る。
そもそも我が国のフランス語に関わる研究は、これまでフランス共和国に
偏りすぎてきたきらいがある。そして、フランコフォニーといえば、多くの
人々は今なおフランスが中心にあって、この共同体を率いているものと理解
している。しかし、今日のフランコフォニーは複数の中核をもち、フランス
の中心性はさほど確固としたものではない。
残念ながら一般の認知度は依然として高いとはいえないが、2003 年 3 月
にフランコフォニー国際組織の設立を記念して始まり、それ以降、ケベック、
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カナダ、フランス、ハイチ、カメルーンなどの大使館や東京日仏学院、日仏
会館の助成と協力を得て、我が国で例年開催されているフランコフォニー・
フェスティバルがある。ここでは、フランコフォニー諸地域の郷土料理や文
芸作品などを通してフランコフォニーの多様性を実感できる。2010 年 3 月
にフランスで開催されていた同フェスティバルにおいては、アフリカの音楽
演奏等、同様に魅力あるプログラムが数多く並ぶなか、とりわけケベック出
身の若者による語りと演奏のパフォーマンスが印象的であった。彼は、標準
フランス語とは異なるものとして嘲笑の的となることの多いケベックのフラ
ンス語をむしろ前面に打ち出すことで会場を心地よい笑いの渦につつみこむ
とともに、この言語なくしては成しえないと思わせるほど言語そのものの魅
力を伝えることに見事に成功していた。
かつて、フランコフォニー国際組織事務総長 2 代目のアブドゥ・ジュフ
（Abdou Diouf）は次のように詳述した。やや長いが引用しよう。「フランコ
フォニー共同体の諸国が特に注意を払わなければならない価値観は、文化的
多様性である。我々は均質化した世界を望みはしない。だからといってグロ
ーバル化に反対するわけではないが、サンゴールがたゆまず説いてきたよう
な連帯した世界、諸文化間の対話が可能であるような世界を望む。この対話
が存在し、実りあるものとするためには、互いの差異によって豊かになるよ
うな強固で革新的な文化的多様性が必要である。文化的多様性の第一形態は
諸言語のあり方である。諸言語の多様性といっても、まずは一言語における
多様性である。不変の辞書に固定された唯一のフランス語など存在しない。
ケベックのフランス語は正確にはセネガルのフランス語と異なるし、セネガ
ルのフランス語はフランスのものとは異なる。フランスにおいてさえ、プロ
ヴァンスのフランス語とパリのフランス語は同じではない。（中略）言語と
いうものは生きているのであり、それを残さなければならない」（Libération,
25 mars 2004）。
評者の知人のひとりに、フランス語と英語のバイリンガル話者であると自
負していたにもかかわらず、フランス語教員としても英語教員としても雇用
してもらえずに失意のうちに日本を去っていったケベック出身者がいる。他
方、フィリピン人はときに人件費の安価な英語教員として歓迎されている。
しかし、経済的利益からではなく、アブドゥ・ジュフも再三言及している
「文化的多様性」というものこそが社会を豊かにするという観点から彼らの
存在意義を見出し、差異を進んで受け入れるような社会であって欲しい。
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フランコフォニーへの旅。それはフランス語というひとつの言語を契機に、
世界の文化的・言語的多様性を見出す旅であると同時に、今日的な課題に対
処するために国境や大陸を越えて人々と手を携えようという心を育む旅でも
あると考える。本書が、フランス語はフランスの言語である、という観念に
縛られている多くの人々をフランコフォニーへと誘ってくれることを強く願
う。
（とば

みすず

横浜国立大学非常勤講師）
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韓国ケベック学会シンポジウム 参加報告
Colloque de l’ACEQ : « Traduction, Cinéma et Gabrielle
Roy » le 31 octobre 2009 à Séoul

2009 年 10 月 31 日に Université Korea（高麗大学）にて開催された第 9 回
韓国ケベック学会 « Traduction, Cinéma et Gabrielle Roy »,（翻訳、映画、ガブ
リエル・ロワ）に、日本ケベック学会理事の加納由起子と山出裕子が出席し、
研究発表を行った。学会は午後 1 時半に始まり、6 時に終わった。コーヒー
ブレイクをはさんで、6 人の発表とそれぞれについてのコメンテーターとの
討論があり、充実した内容だった。周到に準備された広い会場にはケベック
文学の翻訳者、研究者、学生たちが 40 人ほど見られ、リラックスした雰囲
気ながら、皆最初から最後まで熱心に発表と討論に聞き入り、ノートをとっ
ていた。
同学会は、韓国ケベック学会の会長である HAN Daekyun 教授による、挨
拶をかねたケベック韻文文学の翻訳に関する講演で始まった。その後、2 つ
のセッションに分かれた研究発表が行われたが、第 1 セッションは、翻訳学、
女性文学、映画についての研究発表、第 2 セッションは、ガブリエル・ロワ
についての研究発表であった。
第 1 セ ッ シ ョ ン で は 、 ま ず は じ め に 、 加 納 理 事 に よ る « Traduction
japonaise de la littérature féminine québécoise — historique, problématiques, bilan »
（ケベック女性文学の日本語訳──その経緯、特徴、概観）と題された発表
があった。加納理事は、ケベック文学における女性を主人公とした作品の先
駆けとして、1932 年に男性作家であるルイ・エモンの『マリア・シャプド
レーヌ』が初邦訳されていることに触れ、その後、2002 年に出版されたア
キ・シマザキの『椿』までのケベック女性文学の邦訳を年代順に紹介した。
加納理事は 70 年あまりの歴史を 3 つの時期に分け、それぞれの時期の翻訳
状況の特徴を述べた。ケベック文学において女性を主人公とした作品の翻訳
の歴史は、まず『マリア・シャプドレーヌ』が唯一の典拠であった長い時代
の後、女性作家によって書かれた女性文学作品が現れ始めたことについて紹
介。さらに、1970 年代にアメリカとパリの出版動向に影響を受けたマリ
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ー＝クレール・ブレとアンヌ・エベールの翻訳があったことについて触れ
た。そして 1990 年代には、英米のフェミニズムと同調した翻訳理論に刺激
を受けた、英系カナダ文学の研究者によるニコル・ブロサールの翻訳があっ
た。同時にポスト・コロニアルと移民文学への関心がそこに加わるようにな
る。加納理事は、日本におけるケベック文学の紹介は、女性を主人公とした
男性作家作品に始まり、その後、3 度にわたって女性作家の発見を通して行
われたと述べた。
コメンテーターからは、1990 年代の英系カナダ文学研究者の翻訳実践の
意義について、質問を受けた。また HAN 教授から、何故『マリア・シャプ
ドレーヌ』のみが長く唯一のケベック文学の代表であったのか、という質問
を受けた。最初の質問については、「脱構築主義翻訳理論のケーススタディ
という立場を超えて、カナダ産フランス語文学の独自性が認められたという
意義がある」と答え、次の質問には「マリア・シャプドレーヌは当時未曾有
の国際的ベストセラーであったために、このように早い時期に 2 度翻訳され
るに至ったものと思われる。また、1990 年代までケベック文学は日本には
いわば存在しないも等しかったので、当該小説の成功とケベックの日本にお
ける表象の間には、大きな関係はないと思われる」と答えた。さらに、現在
朝鮮語で、『マリア・シャプドレーヌ』および、『アガクック』の初翻訳が進
行中であることを教えられた。
次に、中国の Université des langues étrangères de Canton（広東外国語大学）
の CHENG Yirong 教授による中国におけるケベックの韻文文学についての熱
心な発表があった。CHENG 教授は中国におけるケベック詩の導入の歴史が
浅いことを述べ、これからのグローバル社会にとっての詩文学の一般的必要
性を述べた。
続いて、山出理事の発表として « Traduction et féminisme dans les œuvres de
Sherry Simon »（シェリー・サイモンの作品に見られる翻訳性とフェミニズ
ム）と題する発表が行われた。この発表では、近年の翻訳学の傾向について
紹介し、特にケベックにおける翻訳論という観点で、バイリンガリズムとと
もに、女性翻訳家の役割に注目している、シェリー・サイモンの翻訳理論作
品の特徴について紹介した。
まず、サイモンの代表的な著書である Gender in Translation に見られるフ
ェミニスト翻訳理論の特徴について論じ、具体的な例として、ニコル・ブロ
サールの作品である L’amèr とフェミニスト翻訳家であるバーバラ・ゴダー
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ルによる同著書の英訳 All Our Mothers を比較し、フェミニスト翻訳から生ま
れる創造性について論じた。次に、サイモンの最近の著作である Translating
Montreal にみられる、モントリオールの多言語、複数民族の文化から生まれ
る翻訳性の特徴について論じた。特にサイモンは、この著書において、英語
とフランス語の間の言語的緊張感に注目しており、そのような緊張感から生
まれるモントリオール文化の特徴が、サイモンの翻訳論のよりどころとなっ
ていることを指摘した。サイモンは、この文化的特徴を、翻訳論を通して積
極的に評価しており、モントリオール文化の混血性を翻訳することが、その
文化の特徴であるとしていることを強調した。その混血性は、サイモンの著
作である Hybridité culturelle でも詳しく論じられており、これはケベックの
バイリンガル翻訳家であり評論家でもあるサイモン自身のアイデンティティ
のよりどころにもなっているとの見解を示した。
さ ら に 、 こ の セ ッ シ ョ ン の 最 後 の 発 表 と し て 、 韓 国 の Université de
Cheongju（清洲大学）の SHIM Eun-Jin 教授によるケベックの映画と女性に
関する発表が行われた。
第 2 セッションは、2009 年 10 月 3 日に行われた「日本ケベック学会
2009 年度全国大会」の際に、韓国より招聘された 2 人の研究者の発表のた
めに当てられたものであった。ここでは、Université Sungkyounkwan（成均館
大学）の LEE Ji-Soon 教授による、ガブリエル・ロワの作品と韓国文学を比
較した比較文学論の発表、Université Kyung Hee（慶熙大学）の OH JungSook 教授による、ロワの自伝文学についての発表が、先日、日本で行われ
た発表と、ほぼ同じ形で行われた。
山出裕子／加納由起子
日本ケベック学会理事
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【海外学会報告】

国際フランコフォニー学会 第 24 回世界大会
参加報告
Conseil International d’Études Francophones (CIÉF),
24e Congrès mondial 27 juin - 4 juillet 2010, Montréal
2010 年 6 月 27 日から 7 月 4 日まで、モントリオールのデルタ・セントラ
ルホテルにおいて国際フランコフォニー学会（CIÉF）第 24 回世界大会が開
かれた。AJEQ 会員からは、小畑精和と小倉和子が参加した。
アカディア出身の作家 Antonine Maillet による感動的なスピーチで幕開け
した大会は、7 日間にわたって 90 以上のセッションに分かれ、300 名近い研
究者たちの発表が行われた大規模なものだった。テーマは、移民文学を初め
として、フランス語圏各地域の文学、それらにおける女性作家やアイデンテ
ィティ形成の問題、文学と映像、旅行文学、言語学、翻訳、フランス語教育
……とじつに多岐にわたっていた。また、研究発表の他にも、ケベックの推
理小説に関するシンポジウムや、作家とのランコントル、映画上映、ジャズ
の生演奏や詩の朗読会など、盛り沢山な催しが用意されていた。
まず 7 月 1 日午後の第 4 セッション < Sur les écrivains québécois d’origine
asiatique >（Président : François DUMONT, Université Laval）で、小畑が « Le
Poids des secrets d’Aki Shimazaki : Histoire officielle et souvenir individuel » とい
う研究発表を行った。小畑はアキ・シマザキの『秘密の重み』5 部作の根底
に横たわる、制度としての歴史と登場人物たちが抱える個人の秘密との関わ
りに注目し、そこから抑圧的な（特に女性にとって）日本社会にたいするシ
マザキの批判的な視線を引き出した。また、俳句を思わせる彼女の簡潔な文
体や、ケベック社会が彼女の作品を評価する所以についても考察した。
次に 7 月 2 日午前の第 3 セッション < Regards asiatiques sur Anne Hébert >
（Présidente : Patricia GODBOUT, Université de Sherbrooke）で、小倉が
« Paysages, désir et délivrance dans Les Fous de Bassan d’Anne Hébert » と題され
た発表を行った。小倉は文学研究（とくにフランスやフランス語圏の詩）に
おいて「風景」回帰が顕著であることを指摘したうえで、アンヌ・エベール
の『シロカツオドリ』において、ガスペ半島に想を得た広大な海景が登場人
物の心性に及ぼす影響を、海岸、海鳥、風・嵐、沖などの地理学的ないしは
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環境的要素を分析しながら考察した。
これらのセッションはラヴァル大学、モントリオール大学、シェルブルッ
ク大学の研究者たちの応援を得て日・韓両ケベック学会員が共催したもの
で、それぞれの報告後には活発な意見交換が行われ、一昨年来の両学会の交
流がモントリオールに場を移して熱く繰り広げられた有意義なものだった。
さらに、コーヒータイムやカクテルパーティーでは、ケベック在住の研究
者との交流はもとより、アメリカ、ヨーロッパ、アフリカなど世界各地から
の参加者との思いがけない出会いもあり、フランス語圏の広がりを実感した
大会であった。
2011 年度の CIÉF 大会はフランス（エックス・アン・プロヴァンス）で開
催されるそうである。AJEQ が中心となってセッションを組んで参加するこ
とを検討したい。
小畑精和／小倉和子
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『ケベック研究』投稿規程・執筆要項
Ⅰ．投稿規程
1．投稿資格：原則として学会員に限る（＊依頼原稿はその限りではない）
。
2．使用言語：日本語、フランス語、英語。
3．原稿：本学会の目的（日本における、ケベックを中心としたフランコフ
ォニーに関する学術研究及び芸術文化交流の振興と推進）に適したテー
マで、未発表の完成稿に限る。
4．原稿の種類：次のいずれかに分類し、それぞれA4判用紙横書き（40字×
30行）で以下のページ数を上限とする。図表、参考資料、参考文献、注
などもこの分量に含める。
（1）研究論文

15ページ以内

（2）研究ノート

13ページ以内
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．研究論文、研究ノートには、200語程度の仏文（または英文）要旨（ただ
し本文がフランス語または英語の場合は日本語）および、5語以内のキー
ワード（日本語とフランス語、または日本語と英語）をつける。
6．投稿申込
送付先：171-8501 豊島区西池袋3-34-1
ョン学部

小倉和子

立教大学異文化コミュニケーシ

e-mail：ogura@rikkyo.ac.jp

締切： 2011年1月15日（必着）
提出書類：以下の3点を提出する。なお、不測の事態に備えて、筆者の手
元に必ずバックアップを残すこと。到着確認メールは送るが、提出され
た原稿及び記録メディアは返却しない。
（1）投稿原稿2部：プリントアウトしたものに（2）の表紙をつける。
（2）表紙：タイトル（和文・欧文）、原稿区分、執筆者名（和文・フリガ
ナ・欧文）、所属機関・役職名、連絡先（住所、Tel、Fax、e-mail）
（3）電子媒体：MS Word 97-2003（フロッピーディスク、CD-R/RWなど、
電子メールの添付ファイルも可）（氏名、タイトル、使用OS、ソフト名
を明記）
7．採択：投稿原稿の採否については、編集委員会から委嘱された各専門分
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野のレフェリーの審査に基づき、編集委員会が決定する（2月末）。採択
条件としてレフェリーより修正意見がつけられた論文については、原稿
を修正のうえ期日（3月31日）までに再提出し、修正が十分と判断されれ
ば掲載可となる。なお、下記の執筆要項通りに執筆されているかどうか
も採否の判断基準になるので留意すること。
8．校正：2回。著者校正は1回で、2回目は編集委員会が行う。著者校正時の
大幅な書き換えは不可。
9．投稿者は、掲載論文の電子化、日本ケベック学会ホームページでの無料
公開（現在検討中）を了承したものとみなす。
10．掲載誌の贈呈：研究論文と研究ノートの執筆者には、掲載誌2部、抜刷30
部を贈呈する。
Ⅱ．執筆要項
1．本文について
① A4判用紙横書き（40字×30行）。
② フォントは和文にはMS明朝、欧文にはTimes New Romanを使用する。
数字はなるべく算用数字（半角）を用いる（第1章、2人、3つ、な
ど）。
③ 文字サイズは、タイトル12ポイント太字、1行空けて氏名11ポイント
右詰め、1行空けて本文10,5ポイント、引用9ポイント。
④ 和文の句読点には「、」「。」を用いる。
⑤ 欧文文字や算用数字は半角文字（Times New Roman）を使用する。
⑥ 章、節などの記号をつける場合は、章は「1.」、「2.」、「3.」、第1章第1
節は、「1.1.」 のようにする。
⑦ 本文中で論者に言及する場合、初出時はフルネームで記載する。外
国名の場合はカタカナ表記の後（

）内にアルファベット表記を入

れる。
⑧ 著書、雑誌などのタイトルには『
を、論文タイトルには「

』（欧文の場合はイタリック体）

」
（欧文の場合は «

» または “

” ）を使

」
（欧文の場合は «

» または “

” ）でく

用する。
⑨ 引用文は、短いものは「

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

④ 単行本の場合は、著者（発行年）
『書名』発行所。
⑤ 書籍論文の場合は、著者（発行年）編者『書名』発行所、10〜20頁。
⑥ 雑誌論文の場合は、著者（発行年）「論文名」『雑誌名』号、10〜20
頁。
*洋書タイトルはイタリック。
4．その他
謝辞は原則として掲載しない。ただし、助成金を受けた研究の場合は、
末尾に明記する。
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編集後記
『ケベック研究』第2号が完成しました。今回から編集委員会が発足し、
査読論文をはじめとして、昨年度全国大会での、ケベックにおける俳句の現
状についての報告、ライシテと

多文化主義

に関するシンポジウムの収録

など、充実した内容でお届けできることをうれしく思います。今後もケベッ
ク研究の幅広い射程を国内外に発信できる雑誌として成長していきたいと考
えています。
会員による研究論文や研究ノート、書評の投稿をお待ちしています。フラ
ンス語の原稿も大歓迎です。

（倉）

本誌の刊行に際してケベック州政府の助成を受けました。ここに厚く御礼申
し上げます。
Cette revue a été publiée avec une subvention accordée à notre association par le
Gouvernement du Québec.
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