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Aventuriers et sédentaires : de quelques mythes revisités
移動と定住：神話再考
Lise GAUVIN
リーズ・ゴーヴァン
Littérature de l’Extrême-Occident, a-t-on dit au sujet de la québécoise. De
l’Extrême-Amérique également. Deux grandes traditions se partagent l’imaginaire
collectif. Celle des découvreurs, des aventuriers, des nomades, dont la figure
archétypale est le coureur des bois. Celle des sédentaires et des fondateurs de
territoire, représentée par le paysan et son travail sur une terre qu’il doit faire
fructifier au rythme des saisons. Double postulation qui emprunte aussi bien à
l’histoire qu’aux légendes et aux contes populaires. Mais également à certains textes
qui servent en quelque sorte de modèle dans l’élaboration de ce tressage complexe
qui constitue une littérature. La notion de réécriture sera ici convoquée afin de mettre
en évidence à la fois la filiation entre les diverses actualisations de cette double
tendance et la transformation de celle-ci par des romanciers soucieux de transcrire
leur propre contemporanéité. Je m’arrêterai donc à quelques-uns de ces récits qui
jalonnent la scène littéraire québécoise et s’inscrivent dans une continuité manifeste
avec d’autres textes antérieurs.
Les choix de Maria
Il me paraît opportun de revenir au texte canonique écrit par le Français Louis
Hémon, Maria Chapdelaine (1916), texte fort diffusé en Europe et qu’on considère
parfois encore aujourd’hui comme un témoignage à propos du Québec actuel. Le
grand intérêt de ce livre est cependant d’avoir perçu et synthétisé, à travers les choix
de Maria, le double mode de vie qui s’offrait aux Québécois du début du XXe siècle,
à savoir rester sur la terre, ou choisir le nomadisme, que celui-ci prenne l’aspect d’un
amoureux voyageur ou d’un prétendant établi aux Etats-Unis vantant le charme de la
vie urbaine.

3

Le livre s’ouvre sur les paroles sacrées : « Ite missa est », signalant la fin de
l’office religieux. Les villageois sont alors réunis pour la messe du dimanche dans
l’église de Péribonka, une église dont la petitesse, associée à celle des maisons de
bois espacées et à la proximité menaçante de la forêt, indiquent « une vie dure dans
un pays austère ». Alors que les hommes profitent du rassemblement hebdomadaire
pour régler quelques affaires, les femmes se laissent admirer dans leurs toilettes
élégantes :
Pendant ce temps, les femmes avaient commencé à sortir de l’église à leur tour. Jeunes
ou vieilles, jolies ou laides, elles étaient presque toutes bien vêtues, en des pelisses de
fourrure ou des manteaux de drap épais; car pour cette fête unique de leur vie qu’était
la messe du dimanche elles avaient abandonnée leurs blouses de grosse toile et les
jupons en laine du pays, et un étranger se fût étonné de les trouver presque élégantes
au cœur de ce pays sauvage, si typiquement françaises parmi les grands bois désolés et
la neige, et aussi bien mises à coup sûr, ces paysannes, que la plupart des jeunes
bourgeoises des provinces de France1.

Vie dure, pays austère, telle est la toile de fond sur laquelle se déroulera le
roman. Sans oublier l’omniprésence de l’église et du clergé, dont les diktats sont
respectés par la majorité des gens. La famille Chapdelaine vit loin du village, dans
une terre que le père vient de défricher. Et la belle Maria, jeune fille en âge de se
marier, est courtisée par trois prétendants. Le premier à se présenter, François
Paradis, est un digne descendant des coureurs des bois légendaires, dont le travail
consiste à faire le commerce des fourrures et pour cela, à servir d’intermédiaire entre
les « sauvages » et les acheteurs européens. À la mort de son père, François Paradis a
préféré vendre la terre familiale pour cette vie d’aventures en forêt. François et Maria
se plaisent et échangent des promesses. Mais voilà que le jeune homme disparaît en
forêt au cours d’une tempête d’hiver, alors qu’il tente vainement de venir rejoindre sa
fiancée pour le temps des fêtes de fin d’année. Le second prétendant de Maria est
Eutrope Gagnon, le voisin, le cultivateur gardien des traditions ancestrales qui lui
offre une vie qu’elle connaît déjà, celle-là même pour laquelle sa mère s’est dépensée
sans compter. Le troisième est un Canadien français émigré aux États-Unis, Lorenzo
Surprenant, qui fait miroiter devant les yeux de Maria « l’inconnu magique des
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villes ». L’attrait est grand pour cette paysanne de quitter la dureté des travaux
domestiques et un climat rigoureux pour aller vers un sud plus accueillant. Ainsi
Maria est-elle partagée entre le désir de nouveauté, de changement, et la monotonie
des labeurs domestiques. Elle hésite un moment. Mais à la suite du décès de sa mère,
elle s’aperçoit qu’elle n’a pas vraiment le choix et qu’elle devra sacrifier un bonheur
facile à la nécessité de sauvegarder l’héritage et de veiller à la survie des siens. Ainsi
se conforme-t-elle au rôle stéréotypé des femmes gardiennes du patrimoine véhiculé
par le clergé et l’idéologie dominante de l’époque. Ce qui était prévisible dès la scène
d’ouverture du roman. La voix du Québec qui la guide est « à moitié un chant de
femme et à moitié un sermon de prêtre », de préciser le narrateur.
Le roman de Louis Hémon, lorsqu’il fut publié en France en 1916, fut un
véritable succès de librairie et fit les beaux jours des éditions Grasset. Il projette la
vision d’un Québec folklorique, peuplé par des paysans généreux et frustes, à la
parole difficile, limitée aux échanges élémentaires2. Mais au-delà de ces schémas
simplificateurs, le romancier a saisi les données essentielles d’un imaginaire partagé
entre le désir de « faire de la terre », comme le père Paradis ou Eutrope Gagnon,
c’est-à-dire de s’approprier un territoire et de s’y établir, et le besoin de bouger, de
voyager, de changer de lieu, d’affronter des lieux étrangers, que ceux-ci soient la
forêt mystérieuse peuplée d’Amérindiens de François Paradis ou les séductions des
villes modernes fréquentées par Lorenzo Surprenant. Si Maria est en quelque sorte
victime des impératifs de son époque et contrainte à respecter un certain modèle
féminin, tel n’est pas le cas des hommes qui, de leur côté, ont la liberté d’opter pour
l’un ou l’autre des modes de vie qui leur sont alors offerts. Au risque des
transgressions les plus manifestes, suivant en cela une tradition qui remonte au siècle
précédent.
L’héritage du conte : la chasse-galerie, le diable à la danse
Le roman de Louis Hémon reproduit et transpose des éléments qui se trouvaient
déjà en filigrane dans les contes du XIXe siècle. L’un de ceux-ci, parmi les plus
célèbres, intitulé « La Chasse-galerie », est une adaptation québécoise d’une légende
originaire du Poitou. Des travailleurs isolés dans un camp de bûcherons décident de
faire un pacte avec le diable pour se faire transporter en canot d’écorce par-dessus les
montagnes et aller danser avec leurs « blondes » la veille du Jour de l’an. C’est ce
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qu’on appelle « courir la chasse-galerie », nom emprunté au conte français du Poitou
qui mettait en scène le Sieur de Gallery, puni pour avoir chassé le dimanche et pour
cela condamné à errer pour l’éternité avec ses chiens au-dessus des nuages. La
transgression est encore plus forte dans le conte québécois, puisque le diable
intervient directement dans le récit, symbolisant la force qui anime ces hommes
capables d’outrepasser les lois afin de satisfaire leur désir. Parmi les romanciers,
Jacques Ferron, qui se dit le dernier de la tradition orale et le premier de la tradition
écrite, est celui qui a le plus ouvertement confessé sa dette avec l’héritage légendaire :
« La chasse-galerie à laquelle je me suis joint, tel un étourneau, n’a pas fini de nous
charrier 3 ». Mais le besoin d’espace et d’aventure se retrouve aussi dans l’ensemble
de la littérature romanesque québécoise, dont les héros, en dignes successeurs des
coureurs des bois, sont tributaires d’un atavisme qui remonte aux premiers temps de
la colonie.
Un autre conte a profondément marqué l’imaginaire collectif. Il s’agit de Le
diable à la danse, dont les versions orales ont connu plusieurs actualisations
successives à travers l’écrit. Dans le premier roman publié au Canada français,
L’Influence d’un livre (1837), de Philippe Aubert de Gaspé (fils) , la légende est
présente sous forme de texte intercalé. On y raconte l’histoire de Rose Latulippe, une
jeune fille qui est allée au bal avec son fiancé mais qui a délaissé celui-ci pour un bel
inconnu arrivé sur un cheval noir. Sur le point de s’enfuir avec l’étranger, elle est
sauvée in extremis par l’arrivée du curé et doit expier sa faute dans un couvent.
L’histoire est souvent reprise avec des titres différents tels que « La légende du
monsieur en habit noir » ou « Le diable beau danseur ». Dans tous ces contes, il y a
transgression des lois religieuses et ensuite retour à la norme signifié par un
châtiment. Mais la morale finale ressemble à un deus ex machina plaqué sur un récit
dont tout le déroulement consiste à montrelr e plaisir de braver les lois et la séduction
de l’interdit.
Cette double tradition de l’enracinement et du nomadisme, de l’inscription du
territoire et de l’échappée vers l’ailleurs traverse l’ensemble de la littérature
québécoise, à la manière d’un motif sans cesse repris mais également contesté,
modifié, actualisé.
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Romans de la terre et de l’enracinement
Les romans du XIXe siècle et de la première moitié du XXe siècle n’hésitaient
pas à affirmer la nécessité de l’ancrage dans un territoire, soit comme patrimoine à
créer ou à conserver (La Terre paternelle, 1846 de Patrice Lacombe, Jean Rivard le
défricheur d’Antoine Gérin-Lajoie, 1862) soit comme engagement à respecter
(Restons chez nous, 1908, ou L’appel de la terre, 1919, de Damase Potvin). Ces
récits reposent sur une idéalisation de la vie rurale présentée comme le moyen par
excellence de transmettre les valeurs traditionnelles et d’échapper aux pièges de
l’industrialisation. À partir des années 1930, la perspective des écrivains est
davantage critique. Mais déjà en 1918, le roman La Scouine d’Albert Laberge
évoque un envers du décor peu glorieux des mœurs paysannes. Claude-Henri
Grignon, dans Un homme et son péché (1933), décrit les conséquences désastreuses
de l’avarice auprès d’une communauté villageoise plus miséreuse que conquérante.
Félix-Antoine Savard, dans Menaud Maître-draveur (1937), met en scène la
dépossession et l’échec d’un personnage incapable de défendre le sol qui l’a vu naître
contre l’envahisseur. La référence à Maria Chapdelaine, explicite dans l’ensemble
du roman, y est donnée à titre d’héritage impossible à préserver.
De Trente Arpents à Une Saison : un renversement de perspective
L’idéologie conservatrice qui avait inspiré les romans du terroir est remise en
cause dans Trente Arpents (1938) de Ringuet (pseud. du Dr Philippe Panneton). Dans
ce roman, la terre est bien le principal protagoniste du récit, mais une terre amère, à
peine apte à remplir la fonction nourricière qui lui est dévolue. Le roman raconte
l’histoire d’une famille, celle d’Euchariste Moisan, dont les « trente arpents » reçus
en héritage ne suffisent pas à assurer la survie. Comme dans Maria Chapdelaine, les
saisons sont déterminantes et constituent la structure du roman. Alors que le
printemps est annonciateur de promesses (l’héritage de l’oncle, les épousailles et la
naissance des premiers enfants), l’été est synonyme de prospérité pour le fermier
dont les avoirs et la famille continuent de croître. Mais après avoir mis au monde 13
enfants, la femme d’Euchariste meurt. Au cours de l’automne, les malheurs
s’accumulent (décès d’un fils, perte d’un procès, incendie des bâtiments et fuite du
notaire en possession des biens) sur le père pressé par l’un de ses fils de lui céder les
biens familiaux. Un hiver, il décidera d’aller rejoindre un autre de ses fils aux Etats-
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Unis et finira sa vie dans le dénuement le plus total. Et le romancier d’insister sur
l’aspect négatif de cet exil américain.
Parallèlement à la trame événementielle, ce qui domine le récit est la relation
particulière que le protagoniste principal entretient avec la terre. Pour Euchariste
Moisan, la terre devient tour à tour épouse, mère, maîtresse. Cette appartenance est
rendue de façon manifeste par un geste emblématique :
Parfois, dans les champs, Euchariste, s’arrêtant de travailler pour échanger quelques
paroles avec un voisin ou avec ses fils, se penchait machinalement pour prendre une
poignée de cette terre inépuisable et bénie, de cette terre des Moisan, que personne,
n’eût pu blesser sans atteindre en même temps cruellement les hommes qui y vivaient
enracinés par tout leur passé a eux, et par toute sa générosité, à elle. Doucement il la
savourait de ses doigts auxquels elle adhérait, mêlant sa substance à la sienne. Puis il
se mettait à l’émietter, d’un mouvement du pouce glissant sur les autres doigts, le
mouvement de celui qui pièce à pièce compte les écus de sa fortune4.

La poignée de terre renvoie à un attachement exclusif à un lieu qui exige en
retour fidélité et dévouement absolu. La déconvenue n’en sera que plus cruelle
puisqu’Euchariste Moisan sera en fin de compte dépossédé de son bien.
Dans cette fresque conforme à l’esthétique réaliste, le romancier a opté pour une
distance marquée entre le langage des personnages et celui du narrateur, sans
contamination de registres. Ce narrateur n’hésite pas à souligner cette distance dans
des incises qui rappellent celles de Louis Hémon. À titre d’exemple d’un procédé
récurrent, cette phrase : « Il n’y avait pas à soigner les bestiaux : « à faire le train »,
comme on dit dans le Québec5 ».
Trente Arpents marque la fin d’une représentation idyllique du terroir, mais le
roman n’est pas exempt de nostalgie puisque le point de vue privilégié est celui
d’Euchariste Moisan dont on connaît aussi bien les pensées que les joies et les
souffrances : seule la vie sur la ferme avait pu représenter pour lui un certain bonheur
lié à la prospérité. Le renversement de perspective est plus total dans Une Saison
dans la vie d’Emmanuel, de Marie-Claire Blais.
Il n’est pas inutile de rappeler qu’Une Saison paraît en 1965, dans un contexte
d’effervescence culturelle. L’année 1965 est particulièrement faste, puisqu’elle voit
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apparaître simultanément le recueil de Roland Giguère, L’Âge de la parole, Mémoire
de Jacques Brault, L’Afficheur hurle de Paul Chamberland, La Nuit de Jacques
Ferron mais aussi Dans un gant de fer de Claire Martin et Prochain Épisode
d’Hubert Aquin. Ce sont les années que l’on dit de rupture et de rattrapage. Le
Québec ne peut plus être considéré comme un ensemble homogène de traditions et de
folklore. La contestation affecte aussi les formes romanesques. On ne peut plus
raconter comme auparavant. Cela donne des romans inquiets, interrogateurs qui
remettent en question l’esthétique réaliste (Blais), le statut du narrateur (Godbout), la
relation narrateur/narrataire (Ducharme), ou la langue même de la fiction (Parti pris).
Après les bonheurs d’occasion de la ville (Roy, 1945), Une Saison dans la vie
d’Emmanuel réécrit le roman de la terre à sa façon et le parodie. En voici le début :
Les pieds de Grand-Mère Antoinette dominaient la chambre. Ils étaient là, tranquilles
et sournois comme deux bêtes couchées, frémissant à peine dans leurs bottines noires,
toujours prêts à se lever; c’étaient des pieds meurtris par de longues années de travail
aux champs, (lui qui ouvrait les yeux pour la première fois dans la poussière du matin
ne les voyait pas encore, il ne connaissait pas encore la blessure secrète è la jambe sous
le bas de laine, la cheville gonflée sous la prison de lacets et de cuir.....) des pieds
nobles et pieux, (n’allaient-ils pas à l’église chaque matin en l’hiver?) des pieds
vivants qui gravaient pour toujours dans la mémoire de ceux qui les voyaient une seule
fois – l’image sombre de l’autorité et de la patience.
Né sans bruit par un matin d’hiver, Emmanuel écoutait la voix de sa grand-mère.
Immense, souveraine, elle semblait diriger le monde de son fauteuil. (Ne crie pas, de
quoi te plains-tu donc? Ta mère est retournée à la ferme. Tais-toi jusqu’à ce qu’elle
revienne. Ah! déjà tu es égoïste et méchant, déjà tu te mets en colère!) Il appela sa
mère. (C’est un bien mauvais temps pour naître, nous n’avons jamais été aussi
pauvres, une saison dure pour tout le monde, la guerre, la faim, et puis tu es le
seizième...) Elle se plaignait à voix basse, elle égrenait un chapelet gris accroché à sa
taille. Moi aussi j’ai mes rhumatismes, mais personne n’en parle. Moi aussi je souffre.
Et puis, je déteste les nouveaux-nés : des insectes dans la poussière! Tu feras comme
les autres, tu seras ignorant, cruel et amer... (Tu n’as pas pensé à tous ces ennuis que tu
m’apportes, il faut que je pense à tout, ton nom, le baptême...)6

La fonction de la grand-mère est généralement de représenter la tradition
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(« l’image sombre de l’autorité et de la patience ») et la vie (« toujours prêts à se
lever ») : ces traits sont évoqués dès le premier paragraphe. Mais le point de vue est
celui du nouveau-né (« lui qui ouvrait les yeux pour la première fois ») et la
synecdoque, le portrait de la grand-mère par les pieds, opère un renversement de
perspective hiérarchique : l’idée de domination, généralement associée à la hauteur,
s’exprime ici par le bas. (« Les pieds de Grand-mère Antoinette dominaient la
chambre7. ») Nous sommes en plein « réalisme grotesque », qui consiste à rabaisser
le sublime et à ennoblir ce qui est bas. En grand-mère Antoinette, la tradition n’est
pas dénoncée mais se réfugie dans les pieds, participe de la vitalité des pieds. Cette
tradition participe aussi de l’ambivalence du rabaissement, du recours au bas du
corps, au matériel. On échappe ainsi à « l’idéologie terrienne aussi bien qu’à celle du
progrès », et on amorce un mouvement par lequel l’ancien se transforme, se regénère
dans le nouveau8.
Dans quel guêpier sommes-nous plongés? se demande-t-on. Une grand-mère
acariâtre, récriminante, apitoyée sur ses propres misères (« Moi aussi j’ai mes
rhumatismes ») accable de reproches un bébé qui vient de naître. Le père et la mère
étant absents, le lecteur assiste au face à face de cette vieille femme impossible et
d’un bébé né sans bruit par un matin d’hiver. Le point de vue, que l’on croit être
celui d’Emmanuel (« Voici sa mère, il la reconnaît. ») est toutefois celui d’un
nouveau-né qui, on vient de l’apprendre, « ne voyait pas encore ». L’incertitude est
encore accentuée par la présence de l’imparfait, qui annonce une durée imprécise,
qui ne cesse de se construire. Cette incertitude rejoint l’ambivalence du personnage
de la grand-mère, qui ne reproduit les grands traits de l’aïeule traditionnelle que pour
les faire entrer dans un mouvement qui dérange la tradition.
Voyons maintenant une scène analogue de naissance dans Trente Arpents de
Ringuet, dont il a été question plus haut :
Alphonsine tourna faiblement les yeux vers son fils, toute surprise que cet être, si
menu qu’il semblait être noyé dans ses vêtements de nouveau-né, ait pu lui coûter tant
et de si longues douleurs. Mais en même temps envahie par une joie triomphante et
profonde: l’indicible joie d’avoir créé. […]
Cette naissance métamorphosa la maison chez les Moisan. Alphonsine […]
redevint une enfant pour jouer avec cette vivante poupée, pour lui parler cette
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inintelligible langue que toutes celles qui ont l’instinct de la maternité parlent aux
petiots9.

La naissance est ici signe de continuité; la mère reproductrice permettra
d’assurer la survie de l’habitant sur sa terre. Il y a bien, dans ce roman, la tante
Mélie, sorte de Grand-Mère Antoinette, le fils Oguinase qui va au noviciat et meurt
de tuberculose et une des filles qui va au bordel, mais chaque année, lit-on, « le
printemps revient » : ce printemps est d’abord celui du cycle et non pas, comme dans
Une saison, celui d’un nouvel et indescriptible espoir.
Avec le roman de Marie-Claire Blais s’opèrent plusieurs modifications de
l’esthétique réaliste. La chronologie du récit est impossible, le livre présentant une
durée (une saison) indéterminée, soit un long hiver moral et physique qui se termine
pas la prédiction de la grand-mère : « Ce sera un beau printemps ». L’espace reste
aussi indéterminé, remplacé par des lieux à forte connotation symbolique que sont les
latrines, le noviciat, le bordel. On a dit d’Une Saison qu’il ne s’agissait pas d’un récit
mais d’une convergence de discours. Le point de vue se modifie tout au long du récit.
La perspective du bébé cède rapidement la place à la parole envahissante de l’aïeule :
ce « Dieu de colère en jupe noire, qui courbe ses petits monstres à ses genoux10 ». La
parole de Grand-Mère Antoinette disparaît à son tour au profit de celle de Jean-le
Maigre, le poète rimbaldien, et ne revient qu’à la fin du récit. D’autres narrateurs
interviennent de façon épisodique : ce sont Héloïse et le Septième racontant leurs
rêves. La subversion du discours de la grand-mère par celui de Jean-le Maigre
devient évidente lorsque celui-ci, dans son autobiographie, se met en position de
narrateur et entreprend de réécrire les événements à sa façon. Jean-le-Maigre réécrit
l’histoire avec un sens de l’humour et une lucidité qui « laisse deviner que le mal de
vivre est aussi l’amour de vivre11 ». Une fois qu’il est mort, la grand-mère peut
admettre sa propre tendresse à son égard : « Tout va bien, Il ne faut pas perdre
courage », dit-elle à Emmanuel et elle ajoute : « Ce sera un beau printemps12 ».
Des textes plus récents reprendront le thème de la vie rurale, mais dans une
optique qui n’a plus rien à voir avec les injonctions du XIXe siècle ni avec les clichés
de certains romans paysans. Dans une trilogie romanesque, Les fils de la liberté (Le
Canard de bois, 1981, La Corne de brume, 1982, Le Coup de poing, 1990). Louis
Caron fait revivre la révolte d’une famille originaire de Nicolet depuis la rébellion de
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1837 jusqu’en 1970. Le recueil de nouvelles La héronnière (2003) de Lise Tremblay
présente une communauté villageoise liée par une complicité secrète et une hostilité
à peine voilée envers les intrus de la ville, susceptibles de mettre au jour les drames
qui s’y jouent. Mistouk (2002) de Gérard Bouchard décrit, sur le mode épique,
l’aventure de la colonisation au Saguenay. Cette large fresque renoue avec les figures
héroïques des premiers colons auxquels le livre rend hommage à travers la relation
d’histoires fabuleuses demeurées dans la mémoire collective. Mais le personnage
principal, Méo, assiste en témoin impuissant à l’agonie d’un mode de vie
traditionnel.
Si le mode de vie paysan, tel qu’idéalisé dans Maria Chapdelaine, a cessé
d’inspirer les créateurs depuis plusieurs décennies, la nature elle-même n’en demeure
pas moins un vivant réservoir de récits. Dans Le dernier été des Indiens (1982) de
Robert Lalonde, dont l’action se passe aux environs de Montréal, sur les terres
d’Oka, le dialogue s’établit entre un Blanc et un Amérindien chargé de représenter la
vie sans contraintes et la fusion avec l’environnement. De son côté, Monique Proulx,
après avoir choisi la ville comme cadre de la majorité de ses romans, choisit dans
Champagne (2008) de raconter les tribulations d’artistes vivant dans des chalets au
bord d’un lac des Laurentides. S’y jouent de subtils affrontements entre des citadins
« dépaysés » dans un espace qu’ils tentent tant bien que mal d’apprivoiser.
Du Survenant à Kamouraska : la séduction de l’étranger
Alors que l’année 1965 a été particulièrement faste pour la littérature
québécoise, rappelons que 1945 a d’abord marqué un point tournant décisif dans le
domaine de la prose narrative. La même année en effet paraissent deux romans
considérés comme des classiques : Le Survenant de Germaine Guèvremont et
Bonheur d’occasion de Gabrielle Roy. Le premier présente une communauté
paysanne hantée par le désir de l’ailleurs. Le second constitue l’entrée en scène de
Montréal dans la littérature romanesque et raconte la difficile adaptation à la ville
d’une famille issue de la campagne. L’un et l’autre témoignent des enjeux liés à une
société en mutation. Je m’en tiendrai ici au Survenant et à Kamouraska d’Anne
Hébert, autre roman-phare de la littérature québécoise qui transpose dans une
aventure romanesque le motif du « Diable à la danse » familier des contes du XIXe
siècle.
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Le roman de Germaine Guèvremont appartient encore au cycle des romans de la
terre qu’il renouvelle de l’intérieur en faisant revivre les us et coutumes des habitants
mais en en produisant du même souffle la contrepartie, l’anti-modèle : le personnage
du Survenant, homme au passé énigmatique, surnommé « le grand-dieu-des-routes »,
suscite à la fois l’envie et l’admiration de ceux qu’il côtoie. Alors que dans Trente
Arpents, l’abandon de la ferme était considéré comme une désertion, l’idée du départ
ou de l’exploration du « vaste monde » est présentée dans le Survenant avec tous les
attraits de l’inconnu.
L’action se passe dans les îles de Sorel, le long du fleuve St-Laurent, et plus
particulièrement dans l’une d’elles nommée le Chenal du Moine. Y vit une
communauté fermée, attachée aux valeurs traditionnelles et en proie à des rivalités de
clans que la présence d’un bel étranger ne fera qu’aviver. Dans cette société repliée
sur elle-même, condamnée à répéter les mêmes gestes d’une année à l’autre, d’une
saison à l’autre, l’arrivée du Survenant provoque un effet de choc.
Effet déjà prévisible dès l’incipit du roman :
Un soir d’automne, au Chenal du Moine, comme les Beauchemin s’apprêtaient à
souper, des coups à la porte les firent redresser. C’était un étranger de bonne taille,
jeune d’âge, paqueton au dos, qui demandait à manger.
– Approche de la table. Approche sans gène, Survenant, lui cria le père Didace13.

L’accueil du chef de famille est spontané, généreux. Tel ne sera pas le cas des
autres membres de la famille, la belle-fille Phonsine et le fils Amable, qui perçoivent
d’emblée l’intrus comme un concurrent possible dans l’estime du père. Et le nouveau
venu de s’asperger le visage avec l’eau de la pompe « tandis que les regards
s’acharnaient à suivre le moindre de ses mouvements. On eût dit qu’il apportait une
vertu nouvelle à un geste pourtant familier à tous.»(S, 20) Cet étranger, désigné sous
le nom de Survenant, est aussitôt engagé pour les travaux de la ferme par Didace
Beauchemin.
Donner « une vertu nouvelle à un geste familier », telle sera la fonction du
personnage qui, habile à l’ouvrage et toujours prêt à accomplir les tâches qu’on lui
confie, n’en bouscule pas moins les habitudes des paysans. Héros emblématique,
version moderne du coureur des bois légendaire, il représente une certaine image de
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la liberté. Pas plus que Maria Chapdelaine n’aura pu épouser le beau François
Paradis, Angélina Desmarais, amoureuse du Survenant dans le roman de
Guèvremont, ne saura le retenir. Homme « engagé » sans engagement à long terme,
non « domesticable » bien que travailleur des champs, il ne cesse de rêver au vaste
monde qu’il a déjà fréquenté et dont il fait un vibrant éloge lors d’une soirée
conviviale chez les Beauchemin :
Vous autres, vous savez pas ce que c’est d’aimer à voir du pays, de se lever avec le
jour, un beau matin, pour filer fin seul, le pas léger, le cœur allège, tout son avoir sur le
dos. Non! Vous aimez mieux piétonner toujours à la même place, pliés en deux sur vos
terres de petite grandeur, plates et cordées comme des mouchoirs de poche. […] Les
mots titubaient sur ses lèvres. Il était ivre, ivre de distances, ivre de départ.(S, 190).

Et celui qu’on appelait le « grand dieu des routes », fidèle à l’appel du large, de
repartir un matin aussi mystérieusement qu’il était venu.
Le séjour du Survenant parmi les habitants du Chenal du Moine aura permis
d’opposer, dans une vision contrastée, les tenants de la tradition et ceux qui se
montrent sensibles à une ouverture vers d’autres horizons et d’autres modes de vie. À
la différence de l’homme engagé dans Trente Arpents, un Français dont la présence
ne modifie en rien les coutumes des gens qui l’entourent, le personnage créé par
Germaine Guèvremont fait basculer l’ancien dans le nouveau et signale la fin d’une
époque. La dimension insulaire de la société du Chenal du Moine, riche de valeurs
patrimoniales, devra désormais intégrer dans son imaginaire la dimension du « vaste
monde » symbolisée par le Survenant.
Autre particularité du roman : la langue de la narration intègre certaines
expressions comme « la veillée tirait au reste », « il ravaudait aux alentours »,
expressions non marquées par des signes typographiques particuliers, tels guillemets
ou italiques. De plus, la langue des dialogues, de même que dans les passages
introduisant un style indirect libre est une langue paysanne truffée d’archaïsmes. À
noter également, le mot « de nature » servant à caractériser le Survenant est une
expression anglaise transformée et en quelque sorte naturalisée en français. Never
mind est devenu, dans la bouche du grand dieu des routes, « neveurmagne ».
L’altérité que représente l’anglais n’est plus vécue sous le mode de la menace ou de
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l’agression, mais sous le mode d’une appropriation souriante.
Germaine Guèvremont cherche à exprimer cette donnée fondamentale qu’on
pourrait nommer l’hospitalité dans la langue. Ainsi ce livre qui reproduit un univers
rural en pleine mutation annonce jusqu’à un certain point les innovations langagières
qui suivront. Dans ce contexte, une allusion à Gargantua – et donc à Rabelais – dans
la bouche du Survenant, n’est pas innocente. Elle est d’autant plus remarquable que
la référence, donnée d’abord comme une exagération de table : « Je mange comme
un Gargantua » (S, 102) est immédiatement traduite en référence langagière : « Parle
donc le langage d’un homme, Survenant! T’es pas avec les sauvages icitte »,
commente l’un. Et un autre de renchérir : « Il dit des choses qui n’ont ni ton ni son »
(S, 102). En acquiesçant à une forme d’étrangeté dans la langue, Germaine
Guèvremont contribue à déplacer de façon subtile aussi bien l’ordre social qu’un
certain ordre du discours.
La séduction de l’étranger, déjà à l’œuvre dans Le Survenant, constitue la trame
principale du roman Kamouraska14 d’Anne Hébert qui reprend, en le modulant, le
motif du Diable beau danseur des contes traditionnels.
Depuis son premier recueil de nouvelles, Le Torrent (1950), Anne Hébert fait
l’inventaire de destins sur lesquels règne la fatalité aussi sûrement que la passion. Ses
romans rendent comptent, avec la rigueur d’un diagnostic, de la violence subie ou
provoquée par des êtres soumis à des forces inéluctables. Dans Kamouraska, dont
l’action se situe aux environs de 1840, dans un Québec à peine remis d’un épisode
sanglant de son histoire, celui de la Rébellion des patriotes15, Élisabeth d’Aulnières
revoie, au chevet de son second mari, son amour pour le beau Dr Nelson et les
conséquences du drame qui en est résulté. Mariée une première fois avec Antoine
Tassy, seigneur de Kamouraska, Élisabeth se détache assez vite de cet homme brutal
et infidèle et quitte la demeure conjugale pour se réfugier à Sorel, où vit sa famille.
Elle y fait la connaissance d’un certain docteur Nelson, d’origine américaine, dont
elle devient follement éprise. Tous deux décident, avec une froide détermination, de
faire disparaître le mari afin de vivre leur amour en toute légalité. Ils en confient
d’abord la mission à une jeune servante, qui échoue. Et l’amant de se charger luimême du meurtre à la suite d’un périple le menant de Sorel à Kamouraska, long
trajet en traîneau ponctué de haltes dans les divers villages qui sillonnent sa route et
dont la romancière évoque la troublante beauté. Mais les choses ne se passent pas
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tout à fait tel quel prévu. Après l’assassinat, le docteur Nelson, trahi par un témoin,
doit se réfugier aux Etats-Unis sans revoir sa bien-aimée. Après quelque temps,
celle-ci épousera monsieur Rolland, un homme plus âgé dont elle aura 8 enfants. En
se conformant ainsi au modèle traditionnel féminin, elle retrouvera une certaine
respectabilité. Mais les souvenirs de sa passion sont encore vivaces et surgissent à la
manière d’un long monologue intérieur structurant le récit.
Le motif du Diable beau danseur est omniprésent dans ce récit. Le Dr Nelson,
bien qu’éduqué au petit séminaire de Québec se décrit lui-même comme un étranger
(K, 121) dont on précise les « cheveux noirs et drus (K, 129) ». Avant de séduire
Mme Tassy, il lui fait une cour discrète : « Toutes les nuits il passe sous mes
fenêtres. Avec son cheval noir et son traîneau noir (K, 114) ». La description de cet
équipage prend une signification particulière lors de la scène du bal, alors que le
médecin accompagne Élisabeth et qu’à la faveur d’une embardée, tous deux se lient
l’un à l’autre dans une même « passion sauvage (K, 173) », n’hésitant pas à braver
l’opinion des bien-pensants. Comme s’il fallait rendre l’allusion encore plus
explicite, « Aurélie s’empresse de colporter dans tout Sorel que le docteur Nelson est
un diable américain qui maudit les mamelles des femmes (K, 112) ». Ce que la
rumeur publique commentera à son tour : « Cet homme est un étranger. Il n’y a qu’à
se méfier de lui, comme il se méfie de nous (K, 124) ».
Alors qu’Élisabeth se remémore ces épisodes, le silence feutré de la chambre,
les veilles prolongées, les chuchotements des proches, une certaine atmosphère de
suspicion qui accompagne la proximité de la mort n’en font que mieux ressortir la
démesure et les excès passés. Une culpabilité sourde anime l’héroïne que ni les
maternités successives ni la respectabilité acquise n’ont réussi atténuer. Cette histoire
de neige et de fureur est rendue en des phrases brèves, au rythme haletant, et en une
succession de courts paragraphes qui donnent à l’ensemble une allure de rituel.
Les transgressions à l’œuvre dans les romans d’Anne Hébert, qui se déroulent
sur un mode à demi-onirique, n’en comportent pas moins, en contrepartie, la
réprobation sociale et un châtiment ultime. La séduction de l’étranger n’opère pas
sans risque : alors qu’elle apporte un cortège de rêves et de perspectives imprévues
dans Le Survenant, elle devient synonyme de tragédie dans les récits d’Anne Hébert,
où le désir est le plus souvent marqué au fer rouge de la culpabilité.
La double tendance qui vient d’être évoquée, celle, d’une part, de l’appétit d’un
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ailleurs, de l’attrait vers l’inconnu ou l’étrangeté, et, d’autre part, de la nécessité de
l’enracinement et de la mise en valeur du territoire se trouve également, sous une
forme transposée, dans les figures contrastées de Quichotte, l’aventurier impénitent,
et de Robinson, l’homme mesuré. Les romanciers Victor-Lévy Beaulieu et Jacques
Poulin ont revisité l’un et l’autre de ces mythes. De plus leurs romans reprennent, en
la modulant, la figure de l’écrivain récurrente dans la littérature québécoise.
De quelques mythes revisités : Quichotte et Robinson
Dès ses premiers romans, Victor-Lévy Beaulieu élabore le projet d’écrire une
vaste épopée qui ferait l’inventaire des rêves du pays québécois, projet dont il confie
la réalisation, à travers l’un et l’autre de ses récits, à son double, le personnage de
l’écrivain Abel. Dans le roman inaugural, Race de Monde, l’auteur présente une
famille traditionnelle, dont le père, Dentifrice Beauchemin (nom parodique), partage
avec Didace Beauchemin, le patriarche du Survenant, une succession compromise
par une descendance sans envergure et vouée au malheur. Mais aucun Survenant ne
vient ici éclairer le destin de ces personnages « sans racines, sans idéal, sans
beauté16 ». Et Abel l’écrivain ne peut que constater l’échec de son entreprise. La
quête du Livre total, l’épopée qui sauverait de l’insignifiance et du non-sens les
trajectoires individuelles en les fondant dans un grand mythe collectif, s’avère
irréalisable : « Abel Beauchemin projetait d’écrire une saga pour sauver. Racheter le
nom du père (du pays) et donner un sens aux morts de la tribu. À l’horizon, le Grand
Œuvre devait être le signe de cet accomplissement où la petite culture deviendrait
grande, où les misères individuelles se résumeraient dans un grand mythe collectif.
Mais cette quête du sens, réitérée de livre en livre, devint interminable17 ». Don
Quichotte de la Démanche, son huitième roman (1974), représente cette déroute et
cette contradiction entre le rêve de grandeur épique et la réalité d’un quotidien sans
gloire.
Entre deux nuits passées à l’hôpital, le personnage du romancier Abel
Beauchemin, double de l’écrivain, réfléchit à son propre parcours. Il décrit ses livres
dans ces termes : « C’était des écrits échevelés, en dents de scie comme il disait,
pleins de hachures, de trous blancs au milieu des pages et des phrases longues
comme des centaines de lacets de bottines noués bout à bout » Malgré ces piètres
résultats, toute échappatoire paraît exclue : « Il n’y avait pas de solution à l’écriture
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sinon celle de continuer à noircir des pages, question de noyer le poisson en soi. Mais
cela n’arrivait pas, ne pouvait arriver. Cela aurait été trop simple et Abel avait
rapidement compris qu’il n’en allait jamais ainsi : plus on écrivait et plus l’on se
sentait obligé d’écrire, et moins l’on comprenait ce qui se passait en soi et hors de
soi. Comme si tout finissait pas se brouiller, le rêve et le réel. » Car « écrire, ce
n’était que rouvrir une blessure18 ». Ce romancier a aussi son contraire dans le
personnage du frère poète, Steven, image idéale de l’écrivain féru de culture et
capable de faire des poèmes à partir des événements de la vie courante. Quant à
Abel, il est condamné à en exprimer le côté dérisoire, soit l’envers de l’épopée, le
versant parodique de la quête, celui de la « démanche » auquel renvoie le titre à la
manière d’un programme en négatif.
Le romancier-personnage s’identifie à un livre à venir qui ferait revivre les
aventures de son frère Jos ainsi que d’un nommé Geromino membres de la Secte des
porteurs d’eau : « Il n’était plus rien d’autre qu’un gigantesque projet, qu’une
manière de dire en devenir, qu’un acte créateur abolissant toute réalité en lui et hors
de lui. (DQ, 157) » Mais voilà que sa quête prend une direction imprévue. Forcé par
le chat Pollux de partir à la recherche de sa mère Castor, il constate bientôt que le
roman entrepris est trop vaste pour lui et qu’il est obligé de l’abandonner.
Et Abel de confier à son compagnon d’infortune : « Je suis perdu, Pollux, je ne
sais même plus ce que nous cherchons et quel sens auront désormais nos actes
dérisoires. (DQ, 163) » Une apparition finale de Don Quichotte clôt le roman dans
une atmosphère de surréalité. « On n’invente pas les héros, déclare le dit chevalier,
ils sont dans l’air, suspendus là depuis le grand commencement et ça y reste tout le
temps. (DQ, 251) » À défaut de l’inventer, Victor-Lévy Beaulieu redessine la
silhouette légendaire dans un contexte où tout désir de grandeur s’abime dans le
grotesque. Malgré cette déroute du sens, le roman se construit, par bribes, dans un
enchevêtrement de discours et une mise à distance de l’épique par son dédoublement
ironique.
Victor-Lévy Beaulieu a aussi consacré des essais à des écrivains tels Kerouac,
Victor Hugo et Joyce, en qui il salue des destins exceptionnels. Celui qui dit se situer
« entre la sainteté et le terrorisme » a produit à ce jour une œuvre tentaculaire,
vertigineuse avancée dans le monde de l’écriture, du voyage et de la dérive
clownesque et tragique.
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Il n’y a plus de grandes causes à défendre dans le roman Les Grandes Marées
de Jacques Poulin, réécriture du Robinson Crusoe de Defoe, image par excellence de
la solitude propice à l’écrivain. Un patron de journal, qui veut à tout prix faire le
bonheur de ses employés, demande à son traducteur de bandes dessinées, surnommé
Teddy Bear, ou T.D.B. ce qu’il souhaite pour être heureux : « Vous n’auriez pas une
île déserte ? » répond sans trop y croire le traducteur. Aussitôt dit, aussitôt fait. Le
richissime patron offre d’installer le jeune homme dans une île du St-Laurent, l’île
Madame, et de lui apporter chaque semaine en hélicoptère les textes qu’il aura à
traduire. Mais Teddy Bear ne reste pas longtemps seul dans l’île avec son chat. De
crainte qu’il ne s’ennuie, et toujours dans l’intention de le rendre heureux, le patron
lui amène, chaque mois et au moment des grandes marées, d’abord une compagne,
Marie, puis sa propre femme, surnommée Tête heureuse, puis un professeur, un
Auteur, un Homme ordinaire, un Animateur social et le père Gérisol. Ainsi se
reconstitue peu à peu une micro-société, réplique fidèle et caricaturale de celles que
nous connaissons. Cette communauté humaine, trop humaine, finit par exclure
Teddy Bear, qu’elle juge non pas marginal mais « en dehors de la marge ». Ce
dernier ne bénéficiant plus de l’isolement nécessaire à l’écriture, il choisit de changer
d’île et de rejoindre à la nage la silhouette pétrifiée du solitaire de l’île aux Ruaux.
Plutôt que de poursuivre la comparaison avec Robinson, je m’arrêterai, puisque
nous parlons de nomadisme, à un autre roman de Poulin, Volkswagen Blues (1984),
roman de la route inspiré du modèle On The Road de Kerouac et dont le sujet est la
traversée de l’Amérique.
La traversée de l’Amérique
Volkswagen Blues raconte les aventures de Jack Waterman et de sa compagne,
Pitsémine, dans leur voyage à travers l’Amérique. Le roman, construit tout entier
sous le signe de l’ambivalence, est une interaction entre un lieu et ce qui a eu lieu,
soit entre une antériorité et l’actualisation possible de cette antériorité par un
parcours qui prend l’aspect manifeste d’une quête. Le récit s’oriente donc autour
d’un double prétexte : celui de retrouver la trace du frère Théo et, en même temps, de
suivre la piste des explorateurs français qui, tels Louis Jolliet, le Père Marquette et
Cavelier de la Salle, ont sillonné l’Amérique. À cela s’ajoute le projet de Pitsémine,
qui est de retrouver la trace de ses ancêtres amérindiens.
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Voyage mythique que celui-là, dont l’enjeu est rien de moins que la
redécouverte de l’Amérique. Voyage doublé d’un récit policier : la recherche
physique et concrète de Théo. Les personnages accomplissent un voyage ordinaire
aussi, puisqu’ils transportent avec eux, dans un minibus Volkswagen qui a beaucoup
bourlingué, leur monde du quotidien. Le roman propose enfin un voyage initiatique
dont la clé est donnée par un graffito inscrit à l’intérieur du minibus : « Die Sprache
ist das Haus des Seins 19 ». Cette phrase de Heidegger tirée de Brief über den
Humanismus dit que « La langue – ou le langage – est la maison de l’être ».
Comment s’articulent chacun de ces récits? Le lecteur s’aperçoit assez vite que la
double quête initiale est aussi une quête concurrente. A mesure que le récit policier
progresse en effet, il contrevient au récit mythique et en annule la portée, sinon le
projet. Les fichiers de police et l’enquête auprès des journaux révèlent un Théo arrêté
pour possession d’armes et pour avoir attaqué un gardien de musée en vue de voler
une carte, précisément. A la fin du livre, quand la rencontre a lieu avec le frère Théo,
devant une station de métro, Jack s’approche et dit : « C’est Jack! C’est ton frère! »
L’autre, en fauteuil roulant et atteint de paralysie, a « un mouvement de recul et,
d’une voix tremblante », répond : « I dont’t know you. (VB, 285) »
Ainsi ce roman des origines est-il aussi l’histoire d’une fin, une sorte d’antiépopée. Empruntant la route 10120 qui le mène à l’aéroport, le héros n’a plus qu’a
rentrer chez lui. « En essayant de faire ressurgir le passé, on risquait d’aggraver son
état », déclare Jack Waterman à propos de Théo (VB, 288). Partis comme les
découvreurs sur la piste de l’Oregon, à la recherche d’un Paradis perdu, la trace
française en Amérique confondue avec celle du frère aimé, les protagonistes font à
rebours le voyage de Pélagie-la-Charrette et ne trouvent tout au plus sur leur chemin
qu’un vieux chariot abandonné qui « avait une drôle d’allure avec ses roues un peu
arquées comme les jambes d’un vieux cowboy et sa bâche de toile qui faisait penser
à un bonnet de vieille femme (VB, 199) ». « Ici, c’est comme la piste de Théo,
constate Jack. C’est une chose qui n’existe presque pas (VB, 200) ».
Pourtant, malgré l’échec de la double quête annoncée, le voyage a lieu et
l’Amérique est traversée. Le récit quotidien l’emporte sur le récit mythique et
policier. Grâce, en bonne partie, à la femme d’origine métisse, la compagne de Jack,
mécanicienne experte et navigatrice habile, capable de s’adapter à toutes les
conditions du voyage. C’est elle qui à la fin énonce le dernier niveau de récit, soit le
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voyage initiatique, le voyage dans et par l’écriture. Le roman mode d’emploi,
pourrait-on intituler ces pages ou Jack Waterman donne les clés de son œuvre :
projection de l’écrivain idéal, rencontre de Saul Bellow, citations de noms d’auteurs,
phrases soulignées dans les livres, fréquentations des librairies et des bibliothèques.
« Un mot vaut mille images, » inscrit la Grande Sauterelle sur le tableau de bord du
Volkswagen (VB, 169). Cette dernière reprend par ailleurs la définition que donne
Jack de l’écriture, à savoir « une forme d’exploration (VB, 289) ». C’est par
l’écriture que le voyage a lieu, aura lieu. Ainsi ce livre est moins le roman de
l’impossible redécouverte que celui de l’écrivain qui pose l’écriture comme errance,
non-savoir absolu, métissage entre des textes déjà là et une quotidienneté
imprévisible. Métissage également entre les langues puisque plusieurs dialogues sont
donnés en anglais de même que de nombreuses références sont faites aux langues
amérindiennes.
Jack Waterman retourne chez lui pour écrire le roman que le lecteur vient de
parcourir. Ainsi la boucle se ferme, renvoyant dans l’imaginaire et dans la fiction le
récit des événements narrés. Histoire d’un déplacement entre une antériorité
mythique et un présent déceptif – le blues de la langue perdue –, cette fable
américaine, inventée par un romancier dont le premier métier est d’être traducteur,
propose un colinguisme tranquille et l’utopie d’une reterritorialisation possible des
langues dans l’écriture.
Conclusion
Nomades et sédentaires se partagent la scène du roman québécois contemporain,
retrouvant en cela un imaginaire déjà présent dans les premiers récits de la
colonisation. Cette double postulation a été identifiée dans un essai de Monique
Larue intitulé l’Arpenteur et le navigateur, essai dans lequel la romancière résume la
situation:
Deux personnages traversent et s’arrachent notre âme […] L’un est arpenteur et vient
du XIXe siècle, l’autre est navigateur et titre vers le XXIe siècle. L’arpenteur est un
homme qui a la passion de la mesure, un homme qui s’attache à la terre, un homme du
territoire. […] Il crée des frontières. Il pose des bornes, des jalons .[…] Le territoire est
déjà partagé, il ne vous appartient pas, il y avait des gens avant vous, il en est venu
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après, dit l’autre voix ou la voix des autres. Il en viendra toujours, de ces navigateurs,
de ces explorateurs qui, comme tout artiste véritable, partent vers l’inconnu pour
trouver du nouveau, des nomades qui ne s’abaissent pas à arpenter la terre et qui savent
d’autant plus, maintenant que la planète est arpentée, que la terre est à nous21.

Depuis les premiers contes écrits jusqu’aux Don Quichotte et Jack Waterman
modernes, en passant par tous les Survenant et autres avatars de l’étranger ou du
coureur des bois qui bousculent les traditions et apportent leur lot de rêves et de
passions, les écrivains québécois inscrivent dans leurs récits ce besoin
d’enracinement et d’errance qui caractérisait déjà les premiers explorateurs de la
Nouvelle-France. Monique Larue a elle-même scénarisé cette double tendance dans
un roman récent, intitulé L’œil de Marquise 22, roman qui met en présence les destins
contrastés de deux frères dont l’un est médecin de famille, bienfaiteur des petits et
des démunis, indépendantiste et défenseur de la langue française, l’autre est un
architecte connu à travers le monde pour « ses archipels de jardins et ses métissages
de paysages », fasciné par les déplacements et les voyages. Leur sœur, Marquise
Simon, elle-même épouse d’un psychiatre d’origine juive, est partagée entre ces deux
univers et observe les allées et venues des uns et des autres. Vaste interrogation sur
l’altérité, ce roman est le portrait du Québec post-référendaire et le rappel des enjeux
qui ont alimenté son histoire depuis plusieurs décennies.
Alors que quelques épisodes du roman de Monique Larue se passent au Japon,
Tokyo devient un des lieux principaux du roman de Nicolas Dickner, Tarmac 23,
autre roman de l’errance qui renvoie à la dualité de l’imaginaire québécois. En voici
un bref aperçu.
Dans une petite ville de Gaspésie, Rivière-du-loup, deux jeunes adolescents
vivent dans une tendre complicité jusqu’à ce que la jeune fille, Hope, soit troublée
par l’annonce de la fin du monde annoncée dans un livre écrit par un certain Charles
Smith. Intriguée par cette prédiction, en tous points conforme à ses propres
pronostics, Hope part à la recherche de Charles Smith, qui s’avère le nom d’emprunt
d’un gourou d’origine japonaise nommé Hayao Kamajii. Elle suit alors sa trace qui la
mène à Vancouver, puis à Tokyo, où elle séjourne quelques années et décrit ses
étonnements. Là encore, il s’agit de présenter dans une vision contrastée la vie dans
une petite ville provinciale du Québec et l’appel du large représenté par le séjour au
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Japon. Là encore, comme dans Volkswagen Blues, l’odyssée se termine par la
perspective d’un retour.
À l’heure de la mondialisation, la notion même de distance étant devenue
relative, on constate dans ces textes une mise en réseau des deux modes de présence
au monde. On peut supposer qu’on verra apparaître, dans les romans québécois à
venir, une forme d’imaginaire qui présentera ces deux modes dans une forme de
complémentarité ou à tout le moins dans une modulation permanente. Les duos
alternés du siècle précédent font place à une orchestration du Tout-Monde et à une
Poétique de la Relation (Glissant) fondées sur de nouvelles harmoniques identitaires.
(Lise GAUVIN, Université de Montréal)
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現代ケベックの倫理・宗教文化教育
――小学校の教科書の分析を通して

L’enseignement de l’éthique et de la culture religieuse au Québec:
Une lecture critique des manuels scolaires du primaire
伊 達 聖 伸
DATE Kiyonobu

Résumé
Le cours d’éthique et de culture religieuse est mis en place au Québec depuis la
rentrée scolaire 2008. Aussi cet article se propose d’étudier les manuels du primaire
pour avoir une idée claire sur la substance de cette matière nouvellement enseignée.
Quand le Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport prône la laïcité ouverte et
l’interculturalisme pour appréhender l’héritage religieux et réaliser le vivreensemble, comment les manuels interprètent-ils le programme ministériel ? Avec la
déconfessionnalisation, la normativité éthico-morale s’éclipse-t-elle également ?
Quelle est l’articulation entre l’éthique et la culture religieuse, la religion et la
spiritualité, ou encore les valeurs religieuses et les valeurs séculières ? Comment les
auteurs des manuels circonscrivent-ils les faits religieux pour mettre ceux-ci à la
portée des petits enfants ?
Sans prétendre répondre exhaustivement à ces questions, nous en partons pour
tenter une lecture critique. Nous nous intéressons en particulier à la place occupée
par « le religieux » dans les manuels. Celui-ci est tantôt mêlé à ce qui est pleinement
séculier et n’apparaît plus religieux, tantôt raconté d’une manière plus ou moins
essentialiste. La grille de lecture judéo-chrétienne peut être perçue comme prégnante
ou à même de renforcer des préjugés sur d’autres traditions religieuses. Ce
phénomène semble être bien identifié par les auteurs des manuels. Ils s’efforcent à
leur manière de relativiser la notion occidentale de religion. Les frontières restent
donc ouvertes pour constituer le religieux, ce qui renforce l’importance de l’apport
des critiques positives.
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キーワード：倫理・宗教文化、教育と宗教、ライシテ、間文化主義、宗教的
なもの
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interculturalisme, le religieux
はじめに
2008 年秋の新学期より、ケベックでは「倫理・宗教文化」（éthique et
culture religieuse : 以下 ECR と略記）の授業が行なわれている。これは、従来
の選択科目「道徳」「道徳・宗教」に代わるもので、公立私立を問わず、ケ
ベックのすべての小中学校で教えられる統一科目である。1960 年代の「静
かな革命」以来の教育改革の延長線上に位置づけられ、また 2000 年前後よ
り加速された教育のライシテ推進 (laïcisation)の「果実」とされるこの新設科
目の理念には、ケベックの歴史と文化を踏まえた将来像が投影されている
(Milot, 2002 ; Tremblay, 2010)。
この新設科目は、具体的には何をどう教えているのだろうか。本稿では、
現在初等教育の現場で用いられている教科書を資料として、その内容に迫り
たい。教育・余暇・スポーツ省 (MELS) が示す ECR 教育の理念は、初等教
育も中等教育も基本的に同じである。教育内容の違いは、子どもの発達段階
に対応したものと考えてよいだろう。ただ、中等教育で ECR を教える教員
はその科目を専門としているが、初等教育に専門の教員はいない。換言すれ
ば、中等教育では ECR を専門とする教師が複数のクラスを回る形で授業を
行なうのに対し、初等教育では普通の教諭が ECR の授業も担当する格好に
なっている。2 万人以上いるケベックの小学校教師は、新設科目の教育方法
について、事前に十分な準備ができないままに、2008 年の ECR 導入を迎え
ることになった (Ouellet, 2008)。
ECR 教育の専門的なトレーニングをきちんと受けていない小学校の教諭
が、この科目を教えるとき、教科書の記述内容は、より重大な帰結を招きう
る。たとえば、もしそこに偏見などが混入されている場合、それがそのまま
子どもたちに伝達されてしまうおそれがある 1。たしかに良くできていると
思わせる教科書は少なくないし、現場の教師の力量にも、ポジティヴな期待
が寄せられてしかるべきである。それでも、教科書の批判的検討は、よりよ
い ECR 教育のためにも、欠かすことができないだろう。
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2010 年 7 月時点で、MELS のプログラムに「忠実」であると「公認」さ
れている初等教育の ECR 教科書は、5 つの出版社の 22 冊にのぼる 2。もっ
とも、ケベックは日本のような教科書検定制度を採用しておらず、認可を受
ける手続きにも手間がかかるため、実際にはもっと多くの教科書が出版され、
認可の下りていない教材も使われている。各教科書の販売部数も公式の統計
はなく、詳細は不明だが、複数の証言によると、初等教育では Fides 社のも
のが最もよく使われているという。
本稿では、この「公認」教科書――特に Fides 社の教科書――を用いなが
ら、分析を進めていきたい。その際、ECR の教科書の特徴は、従来の「道
徳・宗教」の教科書と比較することによって明らかになる面があると思われ
るので、必要に応じてそれらを参照する 3。また、MELS の文書などを用い
て、ECR 教育の基本方針を随時確認することも有効であろう。
あらかじめ断わっておけば、このような資料を基にした本稿から、ケベッ
クの小学校における ECR 教育の現実が、そのままの形で立ちあがってくる
わけではない。より実情に迫るには、たとえばフィールド・ワークとの有効
な組み合わせが求められよう。それでも ECR の教科書は、現代ケベック社
会の宗教状況や道徳的・倫理的な理念を、学校教育という現場において象徴
的に映し出す特権的な表象であって、そうしたテクストの批判的分析からは、
具体的な ECR 教育の相貌が見えてくるはずだ。
筆者が特に関心を抱くのは、輪郭を確定することが困難な「宗教」という
現象が、ケベックのライシテという枠組みのなかで、どのような形式で提示
されているのかという点である 4。倫理や宗教という価値にまつわる主題が、
教科書ではいかに扱われているのか。その扱い方は、従来の「道徳・宗教」
の教科書とどう異なっているのか。そこには、断絶だけではなく、一定の
（逆説的な）連続もあるのか。一方、「開かれたライシテ」と称されるケベッ
クのライシテは、間文化主義とどのようにリンクし、どのような共生のあり
方を目指しているのか。さらにまた、現在の教科書の叙述に問題があるとし
たら、それはどのような類のものか。
本稿が目指すのは、こうした一連の問いに対する包括的な回答ではなく、
それらを出発点とした考察である。教科書の徹底的な解析というよりも、い
くつかのポイントに留意した批判的読解の試みである。
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１．ケベックのライシテの枠組みにおける「宗教」の位置
ECR 教科書における宗教やその周辺の記述は、実際にはかなり入り組ん
でおり、ある側面に見られる特徴はしばしば別の側面とつながっている。ま
た、教科書によって一定の齟齬が見られる場合もある。その点にあらかじめ
注意を促しつつ、以下では、ケベックのライシテがどのような特徴を持ち、
「宗教」がどのように提示されているのかを探りたい。
1.1.

脱宗派化の度合いと規範性の行方

ケベックの「ライシテ」は、「脱宗派化」(déconfessionnalisation)を含意し
ている。ECR 教科書に叙述される「宗教」は、もはや子どもたちを何らか
の宗派の信仰に誘うようなものとして構成ないし配置されているのではな
い。教科書の執筆者たちは、多様な宗教的事象を「事実」として学ぶことが
できるよう、複眼的な視点の確保に努めている。ただし、そこにも何らかの
視点の「偏り」が残存したり、混入されたりすることは、おそらく避けられ
ないだろう。
脱宗派化の度合いを具体的に測るには、同じエピソードが、旧来の道徳・
宗教の教科書と、新しい ECR の教科書で、どのように描かれているのかを
比べることが参考になる。たとえば、有名な「よきサマリア人」のエピソー
ドは、新旧の教科書双方に登場する。
あるカトリックの道徳・宗教教育の教科書には、次のような記述がある。
「キリスト教徒に求められているのは、イエスに倣い、見捨てられ蔑まれて
いる人に近づいていくことである」。「イエスがキリスト教徒に促しているの
は、他人の悲惨に心を動かすことである」(CM2 : 26-27)。教えの内容そのも
のが「キリスト教的」か「普遍的」かはともかく、説かれる対象はキリスト
教徒に限定されているように見える。教えの規範性も濃厚である。
ECR の教科書では、次のように叙述されている。「イエスはしばしば、た
とえ話を用いて説教をした。〔……〕たとえ話は、聞き手の注意をひきつけ、
考えさせ、普段の行動や物の見方について、自問するためのものである」
(F3A : 44)。叙述は、こうすべきであるという教えを説くのではなく、説明の
地平に留まっている。とはいえ、そこから生徒が行動指針を引き出してくる
ことは、つねにではなくても、可能性としては考えられる。
道徳・宗教の教科書が、道徳的規則を示し、宗教的経験のいわば追体験を
目指していたとすれば、ECR の教科書は、宗教的経験を語りの枠で示すに
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留め、考察と議論につなげようとしている。この点から言えば、（「宗教」と
組み合わされていた）「道徳」と（「宗教文化」と組み合わされている）「倫
理」の言葉のニュアンスの違いは、「規範の提示」か「省察の重視」かの違
いに対応している (Lebuis, 2008)。
省察においては、ひとつの規範の検討に縛られるより、複数の規範の「対
話的」な比較が有効であろう。ある ECR の教科書では、モーセの十戒を説
明する記述に続けて仏教の戒律を紹介し、さらにケベックの法律の話につな
げている。そのうえで、4 人 1 組で話し合って、学校で児童が守るべき「最
も大切な 5 つの規則を定めてみよう」と提案している (P3A : 107)。ここでは、
ユダヤ＝キリスト教的な題材が、仏教および脱宗教的な法律と比較され、さ
らに日常の学校生活に引きつけられることで「脱宗派化」されている。また、
規範は消滅しているわけではなく、対話的に再構築されようとしている様子
が窺える。
ECR の教科書は、生き方の指針となるような「偉人」を取りあげている
ことでも、規範的な要素を持っている。そこでも、脱宗派化を意識して、特
定の宗教にゆかりのある人物に記述が偏らないよう配慮されている。マザ
ー・テレサは、カトリックの教科書でも、ECR の教科書でも、
「模範的人物」
とされているが、ECR の教科書では、マーティン・ルーサー・キング、レ
スター・ B ・ピアソン（カナダ第 14 代首相で国連平和維持軍の提唱者）、
ダグ・ハマーショルド（スウェーデン出身の第 2 代国連事務総長）、エレノ
ア・ルーズベルト（世界人権宣言採択に尽力した米国大統領夫人）、バルト
ロメ・デ・ラス・カサス（16 世紀スペインの司祭で新大陸の先住民に対す
る残虐行為を告発）と並べられている(F3A : 92-95)。教科書執筆者は、性別
や国籍等のバランスを考慮しつつ、かなり意図的に宗教的価値観と世俗的価
値観の混同と並列化を進めていると思われる。ただ、いくら教科書が「中立
的」な記述を心がけているとしても、やはりこれらの人物は「模範」かつ
「称賛」の対象として描かれている。理解できることではあるが、多角的な
批判的検討による「脱神話化」や、「偉業」の逆説的な帰結がなかったかを
問うような観点は、基本的に不在である。
1.2．宗教的多様性とスピリチュアリティ
ここまでの議論にも示唆されているように、脱宗派化を進めるライシテは、
宗教的・文化的多元主義と関連している。宗派的な信仰の相対化は、信仰の
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弱体化をもたらすかもしれないが―― ECR 教育に反対する宗教者が危惧す
るのはまさにこの点である――、自分の信仰が他者の信仰との関係のなかに
置き直されることで、深化することもありえよう。
カトリックの教科書にも、「開かれた宗派性」(confessionnalité ouverte)とで
も呼ぶべきものはすでに窺える 5。とはいうものの、やはりキリスト教の立
場が前面に押し出されており、聖書の物語を子どもの日常生活に引きつける
構成の仕方が目立つ。
ECR 教育でも、結局はカトリックやプロテスタントの比重が高いという
指摘もあるが (Cherblanc, 2010 : 300)、教科書を繰ると、できるかぎり万遍な
くさまざまな宗教を取りあげていこうとする問題意識が十分に窺える 6。た
だし、2005 年の MELS の指針に「ケベックの宗教的遺産に親しむ」ことが
掲げられているように (MELS, 2005 : 7-8)、相対的に重視されているのは、や
はりケベック社会に実際に存在し、実践されている宗教である。「世界には
さまざまな大宗教の伝統があり、ケベックでは次の 5 つが最もよく知られて
いる。キリスト教、ユダヤ教、イスラーム教、仏教、ヒンズー教である」
(GM2A : 15)。
ところで、この「大宗教」の枠組みでは、先住民の宗教（的実践）をうま
く位置づけることができない。では、それらは ECR 教科書に不在なのか。
いや、むしろそれらへの積極的な言及こそが、ECR 教科書の際立った特徴
のひとつである 7。それらはもっぱら「先住民のスピリチュアリティ」と呼
ばれている。興味深いのは、それを「宗教」の枠から外そうとする傾向と、
枠に収めようとする傾向が、一種のためらいとともに同居していることだ。
ある教科書は、生徒を「ケベックの宗教的遺産」に親しませることを意識
して、街や通りや建物の名前のうち、カトリック、プロテスタント、先住民
にちなむものを挙げさせ、次のような問いを発している。「カトリック、プ
．．．．．．．．．
．．
ロテスタント、先住民のスピリチュアリティという 3 つの宗教が共有してい
る価値はなんですか」(CEC2B : 90 ＝傍点引用者)。
先住民の「宗教」を語ることは、それを他の宗教と並べ、比較する地平に
おいて、彼らに権利を与え返すことだ。だが、一見公正なこの態度は、「宗
教」と見なしてよいか最終的に判断がつかないものに「宗教」のラベルを貼
る表象のあり方と一体で、一種の「視線の暴力」を孕んでいる。「スピリチ
ュアリティ」という代用語は、そのことの問題性を意識したものだろう。だ
が、言葉の変更だけでは問題は解決されない。「宗教」と呼ぶにせよ「スピ
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リチュアリティ」と呼ぶにせよ、先住民の生活ないし風習が「伝統」として
本質主義的に「再構成」されるのであれば、それは他者理解としては不十分
なものだからだ（この点は、ユダヤ＝キリスト教的、西洋的な「宗教」概念
の問題性として改めて後述する）
。
いずれにせよ、「スピリチュアリティ」という言葉は多義的である。それ
は一方では、ユダヤ＝キリスト教的伝統の外部にある宗教的事象を示すよう
なものとして用いられている。ある教科書では、イロコイ族やアルゴンキン
族の信仰が「先住民のスピリチュアリティ」として紹介され、インドの諸宗
教（実際に取りあげられているのはヒンズー教と仏教）、タイ、ラオス、日
本などアジア各国における仏教のヴァリエーションが「スピリチュアリティ」
と括られている。さらには、バングラデシュのムスリム家庭に生まれ、貧困
問題に取り組み、ノーベル平和賞を受賞した経済学者ムハマド・ユヌスの生
きざまが、「スピリチュアリティ」の枠に収められている (CEC3B : 83-93)。
他方、ユダヤ＝キリスト教的な「宗教」の伝統も、「スピリチュアリティ」
概念と無縁ではない。そもそも「スピリチュアリティ」は、「静かな革命」
以降の社会変化のなかで、次第に使われるようになってきた言葉である。そ
れは、さまざまな宗教のあり方を包括的にとらえる概念でありながら、究極
的な価値の追求や規範的な人間形成も意味している。現在では、ライシテの
推進者も、保守的なカトリックも、この言葉を積極的に取り入れている。そ
して、カトリックがこの言葉を用いるのは、伝統的な「宗教」を社会の変化
に合わせて「文化」に読み替えていく「戦略」の要素がある (Cherblanc,
2010)。つまり、ライシテと対立軸を形成するカトリックは、「スピリチュア
リティ」にカトリックの規範要素を盛り込んでいる面がある。そうすると、
ライシテをどこまで脱宗派化と見なしてよいかが微妙になってくる。ライシ
テの枠組みで語られるカトリックも、しばしば「スピリチュアリティ」を参
照する格好になっている。実際、ECR の教科書のなかで、司祭、司教、枢
機卿といったカトリックの宗教指導者は、「スピリチュアルな導き手」と呼
ばれている (F2B : 27)。
以上から窺えるように、ECR 教科書における「宗教」と「スピリチュア
リティ」の関係は複雑である。両者の微妙な関係は、宗教的多様性をいかに
認識し、表現するかという問いと結びついている。両者の境界は流動的で、
それは曖昧さのしるしでもあるが、たえざる問いかけを要求する点では、対
話と修正に開かれているとも言える。
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これに関連して、ECR 教科書の特徴のひとつと考えられるのは、ある現
象や主題についての一義的な説明を避け、複眼的な観点から、対象を多角的
に提示しようとしていることである。たとえば、ノアの洪水の物語を紹介す
るくだりには、「ムスリムもノアの話は知っている。名前はヌーフという。
イスラームの伝統では、ヌーフも預言者の一人である」とあり、イスラーム
からの視点を確保しようとしている。「神は空にしるしを送り、地上に生き
るすべてのものと契約を結んだと言った」と一神教的伝統における虹の意味
を示しつつ、「太古の昔より、虹は人間の想像力をかきたててきた」と注意
を促し、「アイルランドの古い言い伝えによれば、虹の端には宝があるとい
う。〔……〕ヒューロン／ワイアンドット〔先住民族のひとつ〕にとって、
虹はすべての色からなる橋である」と述べている。さらに、「虹は自然現象
である」という「自然科学的」な説明まで加えられている (F1B : 32-37)。
1.3.

宗教と世俗の並列化、宗教的なルーツの埋め込み

ケベックの学校のライシテは、宗教的な世界観と非宗教的な世界観の価値
のあいだで、価値に優劣をつけることを控えている。MELS の指針は、「宗
教文化」が「宗教的多様性に開かれた態度」を示し、「世界と人間について
の世俗的表象を考慮に入れる」よう促している (MELS, 2005 : 7-8)。教科書で
も、宗教はしばしば哲学的・道徳的な叡智と横並びにされている。3 つの一
神教に、仏教、ヒンズー教の戒律を並べ、先住民のスピリチュアリティを加
え、さらにユマニスムや人権の価値を紹介するといった具合である(F3A :
117-127)。諸宗教の聖典に言及するくだりでは、無神論者にとって神は存在
しないとわざわざ付け加えられている (F2B : 52)。ある見開きのページでは、
左側では聖ヴァンサン・ド・ポール協会と救世軍の紹介がされ、右側ではモ
ワッソン〔ケベックに創設された「食品銀行」〕とユニセフが紹介されてい
る。左側が「宗教的」、右側が「非宗教的」な慈善団体というわけである
(F2B : 40-41)。価値的には等価に扱われていることが読み取れる。ただし、
ここでの「非宗教的」な団体の慈善の精神を、もし歴史の「古層」と言うべ
きものから手繰り寄せてくるのなら、それは往々にして宗教の精神につなが
っている。教科書は、子どもの日常生活において、普通は宗教的とは感受さ
れないような物事や活動を出発点にして、宗教的な起源を見出させるような
叙述をしばしば効果的に用いている。
たとえば、ダヴィッドはボーイスカウトに登録している。「彼はテントで
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眠ったり、小屋を建てたり、星を数えたり、火をおこしたりするのを習うの
が好きなのだ」。この叙述に、宗教的な調子はほとんどない。だが教科書は、
ボーイスカウトの歴史について、簡単な説明を付している。「1907 年、スカ
ウト運動はイギリスで生まれた。運動を主導したロバート・べーデン・パウ
ウェル卿は、退役軍人で、プロテスタントで、牧師の息子だった」(F2A : 2425)。別の例をあげよう。メロディは YMCA で水泳を習っている。あるとき、
この文字の意味を知りたくなる。教科書には、最初の YMCA はイギリスの
プロテスタント、ジョージ・ウィリアムスによって 1844 年に設立されたと
書かれている(F2A : 47-48)。
こうした叙述は、宗教の本質主義的な提示ではなく、宗教的なもの（ある
いはその名残）が現在の日常生活にどう織り込まれているのか、歴史のなか
にどう埋め込まれているのかを示していくやり方だと言える。この叙述は、
宗教と非宗教の境界はアプリオリな所与ではなく、相互浸透的かつ流動的だ
という事実にも即している 8。
1.4.

間文化主義的な共生の試み

ここまで示してきたように、ケベックの学校のライシテは、社会生活や学
校生活のなかで出会う「宗教文化」のさまざまな表現に注意を払い、それら
を積極的な学習の対象にしている。このような形で「宗教」に位置を与える
ライシテは、「開かれたライシテ」と称される。そして、それは「間文化主
義」(interculturalisme)の理念とリンクしている。間文化主義とは、ケベック
の「伝統」である「フランス語を核とする連続性」と「民族文化的な多様性」
を「調和」させ、「社会的紐帯」を守っていくことである(CCPARDC, 2008 :
20)。
ECR のプログラムは、「宗教現象の理解の明示」のほか、「倫理的問題に
ついての省察」と「対話の実践」を目標に掲げており、これら 3 つの柱は概
念的に区別されつつも、互いに密接に絡まりあっている。つまり、宗教文化
の学習は、倫理や対話ともリンクしている。「宗教現象を深く理解すること
は、倫理的問題の省察を豊かにする。なぜなら、この理解は、意味の探求
〔……〕を助けるからである」。「宗教的なものの表現を理解し、多様な観点
を考慮することは、厳密な意味での間文化主義的な態度を要求し、他者の視
点、信仰、価値、信条を理解することにつながる」(MELS, 2007 : 300)。宗教
文化教育は、宗教的・文化的な連続性や多様性についての知識の伝授のみを
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目標とするのではなく、知るという営為を「対話」の文脈に置き、宗教や文
化に基づくアイデンティティを承認することにより、「妥協の実践」や文化
間（さらには宗教間）の相互作用を促進し、市民教育に資することを射程に
収めている。ケベックの学校のライシテは、「他者の承認」と「公共善の追
求」を目指すものなのである (CAR, 2007 : 3-4)。
学校空間における宗教的多様性の承認や、間文化主義的な対話の試みと思
われるものを、教科書に探ってみよう。たとえば、さまざまな宗教的標章を
扱ったページがある (F3A : 114-116)。フランスと異なり、スカーフやヴェー
ルの着用やキルパンの携行が認められているケベックの学校では、そのよう
な宗教的標章の意味を学ぶことも、ECR 教育の一環と考えられている。
宗教別の服装コードも学習の対象である。それらは、基本的には宗教や文
化の枠に応じてあらかじめ決まっている。だが、興味深いことに、教科書の
なかのアレクシ少年は、それこそ「間文化主義的な精神」を発揮して、少女
シェランの持っているカフタン（トルコの民族衣装）に興味を示し、本質主
義的な文化の枠組みを乗り越えようとしている。
「それはなに」とアレクシ。
「カフタンよ」とシェランの答え。「でもこれ、祭りの日にしか着ないわ。そ
れに、女の子の服なの」
。
「でも、僕も着てみたいな」とアレクシは残念そう。
「代わりに帽子を持ってきてあげたわ」とメロディが声をかける (F1A : 26-27)。

これがカフタンではなく、スカーフやヴェールだったら、このシーンはよ
りきわどいものになったと思われる。教科書の執筆者も、その点はきっと意
識しただろう。
このシーンのほかにも、さまざまな宗教を隔てている壁をできるかぎり低
くしたいという問題意識が、教科書執筆者にあることを窺わせる記述がある。
たとえば、アブラハムについての聖書の物語は、ユダヤ教、キリスト教、イ
スラーム教の 3 つの一神教が、共通の基盤を持つことを強調する形で描かれ
ている。実際、ユダヤ＝キリスト教の枠組みで語られる場合には、イサクの
誕生が特権的なエピソードだが、教科書はイシュマエルについても同等の重
要性を与えようとしている。「ユダヤ教およびイスラーム教の伝統によれば、
イシュマエルはアラブ人の祖先となり、イサクはヘブライ人の流れの始まり
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となった。それでも両者の父親は、同じアブラハムなのだ」(F1A : 76)。
２．いくつかの問題点
ここまで、ECR 教科書における「宗教」の位置を把握しようとしてきた。
その過程で、脱宗派化が十分と言えるか、スピリチュアリティ概念に問題が
ないか、といった論点にも触れてきた。実際、教科書の叙述にはしばしば両
義性が孕まれており、首をかしげたくなる記述に出会うこともある。以下で
は、そうした点を拾いあげていくことに論述の重点を移しながら、ECR 教
育のひとつの総体的なイメージを浮びあがらせていきたい。
2.1．ユダヤ＝キリスト教的な読解格子を通した他者理解
教科書を読んでいると、さまざまな宗教を理解していくときの読解格子が、
あまりにユダヤ＝キリスト教的ではないかという印象を受けるときがある。
たとえば、のちのブッダこと、シッダールタの誕生を語る場面がそれだ。
「今から 2600 年以上も前、ヒマラヤの麓にあるインドの小さな王国に、シュ
ッドーダナ王と王妃マーヤーが暮らしていました。ある日、王妃は夢を見ま
した。白い巨象が右わき腹に入ってきたのです。こうして王妃は身ごもりま
した」(F1B : 12)。マーヤー夫人のこの懐妊は、奇跡譚として比較的よく知ら
れている。だが、教科書はいかにもマリアの処女懐胎との類似を意識してい
る。この教科書がキリスト教的な視点で仏教を見ていることを、もっと露骨
に暗示するのは、東方の 3 賢人よろしく、3 人の易者が赤ん坊と王と王妃の
もとを訪れているイラストである (F1B : 13)。シッダールタは床に寝かされ
ており、歩いて天地を指で示しているのではない 9。もっと重大なことは、
仏教の説話に忠実であるなら、マーヤー夫人がこの場面にいるはずがないと
いうことだ。言い伝えでは、王妃は出産から 7 日後に没しており、王が易者
を召喚したのはこの出来事よりもあとだからである。
ここで筆者は、何も教科書の間違いをあげつらおうというのではない。そ
うではなく、ECR における間文化主義の実践が、ユダヤ＝キリスト教の読
解格子を通して行なわれることによる両義性に、注意を喚起しておきたいだ
けだ。人が他者を理解しようとするとき、まずは類似に着目するのは自然だ
し、それ自体は責められるべきことではあるまい。共通項を見出すことは、
私たちは違いにもかかわらず似ているのだという考えを導く。これは共生に
とって大きな一歩である。だが、この種の理解は、往々にして屈折に基づく
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誤解を孕んでいる。しかもそれは、支配的な文化によるマイノリティ文化の
屈折ないし歪曲という仕方でなされる蓋然性が高い。そうすると、他者の他
者性が抜け落ちてしまう可能性がある。だからこそ「対話」が必要であると
も言い得よう。この対話は、マジョリティ文化による支配を正当化する「ア
リバイ」にならないような仕方でなされる必要がある 10。
2.2．西洋的「宗教」概念の相対化は十分か
教科書の記述を見ると、宗教的なものが社会のなかで占める位置やその姿
が社会によって異なることが、ある程度は踏まえられている。そこには、西
洋的な「宗教」概念を相対化しようとする意識が窺えるが、従来の「宗教」
概念に依拠した分類や整理を引きずっている節も見受けられる。この両義性
は、すでに先住民のスピリチュアリティや、ユダヤ＝キリスト教の読解格子
越しに見た仏教の例で検討しているが、ここではインドと西洋社会で実践さ
れているヨーガの位置づけの違いを比較している箇所に注目しながら論じた
い。
「祈りと瞑想」と題された章で、教科書は次のように記している。「神を
信じる者たちは、さまざまなやり方で信仰を表現する。祈ったり、瞑想した
り、または踊る場合もある」(F2A : 13)。「神を信じる」という表現は、近代
西洋キリスト教に典型的な主知主義的「宗教」理解を引きずっているように
見受けられるが、この言明の具体例として、ヒンズー教徒のヨーガが取りあ
げられているのは、そうした宗教理解の相対化であるようにも見える。
教科書は、ヨーガの社会的位置は場所によって異なると説明している。
「ヒンズー教の信者にとって、ヨーガは身体と精神の規律＝訓練（ディシプ
リン）であり、自分自身の乗り越えを目指して、自分自身にそれを課すので
ある。ヨーガは、インドと西洋では同じやり方で実践されてはいない。〔…
…〕西洋では、ヨーガはしばしばリラックスやストレス解消、個人のバラン
スを取り戻すのに用いられている」(F2A : 17)。教科書で描かれる物語には、
ヨーガは次のような形で取り入れられている。語り手は、サブリナという女
の子だ。
体育の時間の終わりに、フランソワーズ〔先生〕は、ヨーガのポーズをい
くつかやってみようと言った。先生の説明によると、ヨーガは何よりもまず
ヒンズー教と結びついている。でも私たちみたいに、ヒンズー教徒でなくて
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も、精神集中や身体鍛錬のためにポーズを取ることはできる(F2A : 16)。

その数日後、サブリナはクラスのみんなの前で、ある発表をすることにな
った。ところが緊張で、頭が真っ白になってしまった。
あがればあがるほど、何をどう喋ればいいか、わからなくなった。そこで、
フランソワーズに教わったリラックスの方法を使ってみた。集中したかった
けど、うまくいかなくて、みんなに笑われた。先生も笑った。でも、それで
場の空気がほぐれて、落ち着くことができた (F2A : 20)。

この物語が秀逸だと思われるのは、ヨーガを「脱文脈化」しながら「間文
化的」な実践に仕立てあげている点である。それは（間）宗教的な実践とも
言えるだろうか。実はこれは、生徒に考えさせるべき問いとして、教科書に
記されている。「サブリナが使ったリラックスの方法は、宗教的実践と言え
るでしょうか」(F2A : 20)。宗教学者も思わず答えに窮するような問いが、小
学 3 年生向けの対話的議論の素材になっているのである。
2.3．寛大の美徳か偏見の注入と再強化か
ECR 教育は、価値多元主義的な社会における共生を目指し、他者との対
話を重視している。そのためか、教科書に描かれる模範的な子どもは、新し
くやって来る友達に親切だ。
アレクシとダヴィッドは、転校生タリクに声をかけて、一緒にサッカーを
している。すると、飛行機が飛ぶ音が聞こえてきた。通り過ぎるあいだ空を
見あげていると、いつの間にかタリクは消えている。出てきたタリクは、自
分の国で起こっている戦争を思い出すから、飛行機は怖いと説明する。「タ
リクと彼の家族は難民なのだ。〔……〕アレクシとダヴィッドは、どうして
タリクがしばしば悲しそうなのか、どうして彼がちょっとの物音にもびくび
くするのか、ようやくわかった」(F1B : 49)。
たしかに、世界には悲惨な戦争があって難民も出るのだということを、子
どもが認識することは重要だろう。大変な状況にある人たちに、子どもが共
感や憐憫の情を覚えるのも「倫理的」「道徳的」に「よい」ことであろう。
しかし、このような叙述の仕方は、タリクというアラブ系の名前に対する偏
見を助長することになりはしないだろうか。
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このことは、このタリク少年が「問題児」として描かれているだけに、な
おさらである。「授業中、タリクは落ち着かない。さっきも、わけもないの
に飛びあがった。通りがけには、メロディ〔クラスの女の子〕にぶつかった。
〔……〕メロディは不満顔だ。「先生、タリクはいつも私の邪魔をします」。
〔……〕タリクは学校が好きではない」(F1B : 50)。
アレクシとダヴィッドは、そんなタリクに親切だ。学校からの帰り道も一
緒で、学校は楽しいよと励ましている。なるほど、このような優しい気持ち
で助け合いの精神を発揮するのはよいことに違いない。だが、この構図だと、
タリクはアレクシとダヴィッドの寛大さを引き立てる（だけの）役割を負わ
されているようにも見えてしまう。
似たような例が、6 年生の教科書にも見られる。生徒は、自分と同じ年頃
の子どもたちが他の国や地域ではどのように暮らしているのかを学習する。
そこで教科書に登場するインドの女の子は、次のように語っている。「私は
もう学校へは行きません。4 年間の小学校を終えたからです。〔……〕デリ
ーの豊かな家に住み込みで働いています。〔……〕もっと疲れずにすむ快適
な仕事がほしいです。そのためには、できるだけ早く学校に戻らなければな
りません」(F3B : 11)。
なるほど、インドにおける貧困問題を子どもたちが知り、あれこれ考えた
り、共感を寄せたりすることは重要だろう。しかし、このような叙述では、
インドは「遅れている」とか、「ひどい社会」だと考える生徒が出てきても
おかしくない。
また、この教科書は、インドにおけるカースト制を「古い時計の内部構造」
にたとえて説明している。古い時計は「歯車、ばね、振り子、針を集めて組
み立てられている。個々の部品は小さく、それぞれ違っていて、特別な役割
を果たしているが、時刻を指し示すにはすべてが必要である。〔……〕ヒン
ズー教が想定する生活は、時計のメカニズムのようなものだ。人間にはそれ
ぞれの役割と場所がある。カーストは歯車のような組織なのだ」(F3B : 20)。
はたしてこのような比較は適切と言えるだろうか。
2.4．百科事典的な公平さか退屈な列挙か
ECR 教育は、ケベックの歴史や社会に根差した宗教を重視しつつ、さま
ざまな宗教を公平な観点から扱おうとする。そのため、宗教のある面につい
ての叙述が、必然的に長くなってしまう。たとえば、宗教指導者を説明する
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ページでは、カトリックの司祭、司教、枢機卿の違いを知るだけでは十分で
はない。プロテスタントの牧師の役割とは何か、英国国教会にはどのような
宗教指導者がいるのかについても学習する。なるほど、カトリックと違って、
プロテスタントや英国国教会の場合、聖職者は女性であってもよいことを知
るのは、子どもにとってもわかりやすく興味深い発見であるかもしれない。
だが、教科書の叙述はこれで終わらない。正教会の司祭、ユダヤ教のラビ、
イスラームのイマーム、仏教の僧侶、ヒンズー教の聖職者、医術も営むアメ
リカインディアンのシャーマンについての説明が、延々と続くのである
(F2B : 23-32)。百科事典的な公正さの担保は、退屈な列挙という印象も与え
る。写真入りとはいえ、諸宗教の各種名称についての説明は平板で、これを
小学校 4 年生の児童に順番に説明していくのは容易でないと思われる。
それだけに、教育の質を高める教員養成が課題ともなるだろう。教師は、
ケベック社会において、あるいは教師自身にとって、相対的になじみの薄い
宗教についてもよく知り、教室でそれをうまく還元していかなければならな
い。教師の役割は、信仰や価値や規範の注入を避けながら、テーマを上手に
設定し、生徒たちの省察と対話を促すことだ。中立的な介入という微妙なバ
ランスを保ちながら、授業を運営する必要がある (Leroux, 2008)。
おわりに
以上、初等教育で用いられている ECR 教科書をもとに、この新設科目の
内容をさまざまな角度から検討することで、ひとつの全体的なイメージを具
体的に描き出すことに努めてきた。特に宗教の扱われ方に注目してきたので、
最後にこの点をまとめておこう。
宗教の輪郭は流動的である。一方では、ユダヤ＝キリスト教的ないし西洋
的な「宗教」概念を引きずって、その読解格子で本質主義的な宗教の分類が
行なわれているように見受けられるが、他方では、社会によって宗教（的な
もの）の位置づけが異なることも意識されている。また、現代社会において
は宗教であることが自明ではないが、ルーツは宗教的であるという構成にお
いて、宗教に関係する歴史的・社会的事実が取りあげられている。
宗教の輪郭が流動的であることは、ケベック社会（および世界）の現状の
反映とも言えるが、ECR 教育が「宗教文化」と「倫理」を区別しながら有
機的な連関を意識していることにも関連していよう。宗教は、たんなる知識
の習得のために供されているわけではない。宗教であることが明白なもので

39

あれ、せいぜい暗示的であるに留まるものであれ、価値や規範にかかわるテ
ーマについて省察し、対話に誘うことを教科書は目指している。
これらの点は、現在の ECR 教科書の分析から読み取れることであるが、
そこに現われている課題は、一度きりの教科書作成で解決されるような類の
ものではない。社会の変化や、教育現場からのフィードバックを受けながら、
教科書もよりよく書き直されていく必要があるだろう。今後の動向も注目さ
れるゆえんである。
（だて

きよのぶ

上智大学准教授）

注
1

フランスの例だが、差別撲滅と平等達成のための高等機関 (HALDE) は、教
科書に偏見や差別が混入されていないかを検討している (HALDE, 2008)。これ
は本稿の分析の導きの糸としても有用である。

2

筆者がインタヴューした MELS の ECR 担当官 Jacques Pettigrew による。以
下、認可を受けた初等教育の教科書（本稿のコーパス）を「出版社（教科書タ
イトル、学年）」の形式で掲げる。Fides (Une vie belle 1er cycle A / B ; Une vie
bonne 2e cycle A / B ; Une vie grande 3e cycle A / B), Groupe Modulo (Mélodie, 1er
cycle A / B ; Diapason, 2e cycle A / B ; Symphonie, 3e cycle A / B), La Pensée (A ma
fenêtre, 1er cycle ; Franchir le seuil, 2e cycle ; Faire escale, 3e cycle), CEC (Près de moi
1er cycle A / B ; Autour de moi 2e cycle A / B ; Vers le monde 3e cycle A / B),
Chenelière (Horizons 3e cycle). 引用は F1A, GM1A, P1, CEC1A, C3 などの略号で
行なう。

3

現行の ECR の教科書は、比較的容易に手に入るが、ECR 導入以前の「道
徳・宗教」の教科書は、すでに入手困難になっている。プロテスタントの道
徳・宗教の授業では、教科書を用いないケースも多く、しばしば内容的にもす
でに ECR に近かったという。本稿では、比較のためにカトリックの教科書も
引き合いに出すが、行論のなかで実際に言及するのは次の 3 冊である。Novalis
(Dieu, es-tu là ?, 1e, 1998 ; Merveille que tu es !, 2e, 1998), Chenelière/McGraw-Hill (A
la recherche de Dieu, 2e, 1999).

4

引用は略号 N1, N2, CM2 で行なう。

学校教育でいかに宗教を教えるかは、現代世界の多くの社会が直面している
課題である（星野他、2008）。

5

たとえば 1 年生向けのある教科書は、「パパ、花はどこから来たの」、「ママ、
猫はどこから来たの」、「誰が太陽を作ったの」という問いに、さまざまな答え

40

現代ケベックの倫理・宗教文化教育

を用意している。「神様がすべてを作ったのよ」という答えは、「最初にヤーヴ
ェがすべてを創造したのじゃ」、「すべてはアラーから来るのだ」、「自然はマニ
ト〔先住民アルゴンキン族が信じる精霊〕の贈り物よ」、「すべてのものは勝手
にできたのだ」という声と並んでいる (N1 : 16-17)。2 年生向けの教科書がヨナ
の物語を取りあげているのは、「人間はみな平等で尊厳を持ち、神はあらゆる
人種・宗教の人を愛している」ことを理解させるためだ (N2 : 23)。
6

教科書に描かれる子どもの文化的・宗教的背景の多様化という点も興味深
い。道徳・宗教の教科書では、主人公は概してフランス系カナダ人で、有色の
子どもはイラストに登場する程度だが、ECR の教科書は文化的・宗教的多様性
を意図的に考慮している。Fides 社の教科書では、標準的フランス系カナダ人
と思われる男女、アングロフォンの家庭に生まれたユダヤ系の男の子、両親が
ポーランド出身の男の子、幼少期にパレスティナからやってきた有色の女の子、
サリフという名の有色の男の子が主要登場人物である。

7

これは 1980 年代以降、先住民の権利への認識が進んできたことと関連して
いよう（加藤，1997 : 81）。

8

宗教的現象を社会の具体的文脈に置くことは、プログラムでも推奨されてい
る (MELS, 2007 : 299)。

9

ただし、歩いて天地を指差すシッダールタの図版を掲げる教科書もある
(C3B : 94)。

10

別の例として、ヒンズー教の神クリシュナのエピソードを挙げよう。教科書
の記述によれば、カンサ王の迫害を逃れて、ヴァスデーヴァは赤ん坊のクリシ
ュナを抱いて河を渡ろうとする。「河の水は深かった。ところどころで危険な
渦を巻いていた。しかし、子どもが見ると、河の水は静まった。ヴァスデーヴ
ァの膝より高くはならず、ヴァスデーヴァは息子を腕に抱えて難なく川を渡っ
た」(F1B:16)。これは、モーセの出エジプトを連想させる。そして出エジプト
のエピソードは、同じ教科書の先のほうで取りあげられており (F1B : 56-60)、2
つのエピソードに付されたイラストも似通っている。
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ケベック言語法を巡る政治闘争
──集団の権利と個人の権利の相克──

Reflection on the Charter of the French Language
荒 木 隆 人
ARAKI Takahito

Summary
Just after coming to power in 1976, the Parti Quebecois enacted Bill 101 (the
Charter of the French language) in the following year. The Parti Quebecois’ main
platform is sovereignty-association, a term that refers to a proposal for political
reform whereby Canada and Quebec would be separated, but still maintain a strong
economic association.
According to Bill 101, French is designated as the official language in Quebec,
as well as the official language of the government, in all administration of the
executive and legislative bodies, public education, and business.
A Canadian political philosopher, Charles Taylor, argued that while the rest of
Canada depends on the principle of individualism of the Canadian Charter of Rights
and Freedoms (1982), the Charter of the French language is an act that ensures the
existence of the continuous collective goal to guarantee the survival of francophones
for future generations.
However, the extent to which Bill 101 is considered to enable the achievement
of this collective goal is a point of disagreement among some scholars. The purpose
of this paper is to clarify the issues within this debate, while focusing on the details
of the battle for the language act.
キーワード：フランス語憲章、不均等連邦制
Keywords: The Charter of the French language, Asymmetrical Federalism.
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はじめに
カナダは 1982 年以来、国政の視点からみれば、国家統合の上で、大きな
危機を抱えていると言っていいであろう。カナダを構成する州のうちの 1 つ、
ケベック州がカナダの連邦憲法を正式に承認していないからである。このよ
うな事態を解決すべく、カナダ連邦政府が採った試みが、1987 年のミーチ
レーク協定 (Meech Lake Accord) であったことはすでにカナダ現代政治の周
知の事柄である。このミーチレーク協定において、連邦政府は、ケベックを
「独特の社会」(Distinct society) として承認するよう求めるケベック州側の要
望を受け入れようとした。この時、ケベック州政府側が主張した 5 つの条件
の筆頭に置かれていた条項は、ケベックが「独特の社会」であることを憲法
上で明記させるという条項であった。
このミーチレーク協定は連邦首相と州首相間では合意がなされたが、各州
議会での採決の際に英語系の 2 州の州議会が否決したことにより、この協定
の締結そのものは頓挫することになった。しかし、カナダの知識人の間では、
このミーチレーク協定によって実現されるはずの連邦制――すなわち、ケベ
ックのフランス語系住民がカナダを構成するネーションの 1 つであることを
承認し、ケベック州に権限が不均等に配分される連邦制――こそがカナダの
再統合にとって不可欠な制度であるとする議論が沸き起こった。これがいわ
ゆる不均等連邦制 (Asymmetrical Federalism) という構想であるが、こうした
主張を唱える論者として、著名な政治哲学者チャールズ・テイラー (Charles
Taylor) とウィル・キムリッカ (Will Kymlicka) を挙げることができる (Taylor,
1993. Kymlicka, 1998)。また、カナダ国内においても、アラン・ギャニオン
(Alain-G. Gagnon)1、フィリップ・レズニック (Philip Resnick) らも専門的な不
均等連邦制研究者として世界的に注目を浴びている (Gagnon, 2010. Resnick,
1994)。
このような不均等連邦制構想の論者の中で、本稿のコンテクストにおいて
とくに注目すべき見解を提示しているのが、先に紹介したチャールズ・テイ
ラーである。彼の理解はおよそ次のようなものである。今日では、カナダ連
邦はピエール・ E ・トルドー (Pierre Elliott Trudeau) 首相が 1982 年に制定し
た人権憲章の原理である個人の権利を国家統合の基本原理としており、他方
でケベック社会は、フランス語系社会を将来にわたって存続させることを目
的とする「集団的目標」(collective goal) に基づいている。この 2 つの原理を
両立させる必要があり、これを保障するのが不均等連邦制であるというので
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ある (Taylor, 1993, pp.177-184)。そしてテイラーによればまさしくこの集団的
目標を保証している法律が 101 号法(Bill 101)、すなわちフランス語憲章 (The
Charter of the French Language)である。
ところで、101 号法、すなわちフランス語憲章は、1977 年、ケベック州に
おいて当時のケベック党政権が定めた言語法であり、行政、立法、教育、企
業内の言語をフランス語単一とし、その違反に関しては罰則も課されるほど
の強固な言語法である。それゆえに、テイラーにおいては、この言語法はフ
ランス語系の共同体が将来にわたって存続しうることを目的とする法律と理
解されている (Taylor, 1993, pp.165-166)。
しかしながら、我々はこの 101 号法を集団的目標の達成を可能とする法律
として一律に理解することができるであろうか。実はこのフランス語憲章の
性格については、先行の研究者の間でも見解が分かれているのである。例え
ば、政治学者マイケル・マクミラン (Michael MacMillan) は、この言語法によ
って、ケベック州内の 2 言語使用市民の数が増加したことと、ケベック州の
商業表示言語や労働言語がフランス語化したことをもって、フランス語系の
人口数の将来に渡る保証はなされたと評価し、そうした想定に基づいて、ケ
ベックのナショナリズムはこの時点を境にその影響力を喪っていくと予言し
た。なぜなら、フランス語系の存続の保証は、この言語法によってすでにな
されたのであるから、もはやフランス語系の存続の保証を政治的に独立して
まで要求する必要はなくなるというわけである（マクミラン, 1995, p.168）。
他方で、政治学者マルク・シュヴリエ (Marc Chevrier) は、この言語法は、フ
ランス語を公的・経済的生活の言語にするという制度を導入した点で大きな
成功を収めたが、現在のカナダ全体の制度の中では、非常に限られた成果し
か達成していないと言う。その証拠として、彼は、この言語法が、カナダの
連邦最高裁判所による度重なる修正を受けることを余儀なくされたという事
実を挙げている。確かに、英語系住民は、カナダの人権憲章に訴えて、この
言語法の持ついくつかの重要な規定を覆してきたからである (Chevrier, 2003,
p.155)。
以上のようにフランス語憲章についての見解が分かれているとすれば、今
一度この憲章の内容と成立過程を精査することが必要であろう。事実、この
法律の制定過程を分析すれば、そこには法的原理および、法律の制定目的を
異にする議論が多数提出されており、この法律の制定時においても重大な修
正が施されており、また制定以後ただちに多くの修正法が追加されてきたこ
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とが明らかになる。それゆえ、フランス語憲章がいかなる法的制度的原理に
支えられているのか、を明確に把握することが必要となる。本稿の課題はそ
の点を明らかにすることである。
１．ケベック言語法の制定前史
カナダ連邦における公用語法は、古くさかのぼれば、1867 年のカナダ連
邦結成時における英領北アメリカ法の第 133 条にその起源を見いだせる。こ
の条項は、カナダの議会、裁判所において、英仏 2 言語の使用を要求してい
た。しかし、この条項は行政の分野を除外しており、また実効性ははなはだ
低いものであった（矢頭, 2008, pp.67-70）。実際、1969 年の時点まで、カナ
ダにおける行政の言語は英語であり、議会での討論の言語も英語であった。
1960 年代になると、ケベック州で「静かな革命」(Quiet Revolution) を通じて
ケベック・ナショナリズムが高まり、連邦政治におけるフランス語系カナダ
人の状況が問題にされるようになった。こうした中で、1963 年、レスタ
ー・ B ・ピアソン (Lester B.Pearson) カナダ連邦首相は 2 言語 2 文化調査委
員会 (Royal Commission on Bilingualism and Biculturalism) という言語調査委員
会を発足させ、カナダにおけるフランス語系の地位についての調査を行った。
その調査委員会が中間報告として提出した結果によれば、連邦政界において
は英語と比較してフランス語がはなはだ劣位におかれていることが明確にな
った。そこで、連邦政府は、フランス語教育プログラムを行って、個人のバ
イリンガルを増やそうと試みたが、この観点は、調査委員会が求める改善案
とは異なるものだった。調査委員会は、第 1 に、フランス語系を行政におけ
る審議官や参事官といった重要な閣僚のポストに積極的に任命すること、第
2 に、連邦の各省や公共企業体などの機関の中に、フランス語系のユニット
をつくり、そのユニットの中では作業言語をフランス語にすること、つまり
機関 2 言語主義 (institutional bilingualism) を望んでいた (McRoberts, 1997,
pp.79-83)。しかし、ピアソン政権はそれを施行せず、1968 年に、ピアソンの
後を継いだカナダ連邦首相ピエール・ E ・トルドーもピアソンのやり方にな
らったのである。
1969 年に 2 言語 2 文化調査委員会の最終報告書が出された。それに伴っ
て、トルドーは超党派の合意を得て、連邦公用語法 (Official Languages Act)
という 2 言語法を制定した。これは、1867 年の連邦結成以来、手がつけら
れなかった言語政策が初めて実施されたという点で意義深い出来事であっ
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た。この言語法では、連邦議会、行政、司法の言語は英語とフランス語と両
言語で行われること、カナダ国内を旅行する市民に英語かフランス語でのサ
ービスが受け入れられるようにすること、などが規定された (McRoberts,
1997, p.92)。
トルドーは、連邦諸機関の公用語を 2 言語にすることと、カナダ市民が 2
言語でサービスを受けられるようにすることという個人の権利を重視した言
語政策をとることで、ケベックのフランス語系住民のアイデンティティをケ
ベック州政府ではなく、カナダ政府に向けさせようとしたのである。彼は
1968 年 1 月にモントリオールの商工会議所での発言において、そのことを
はっきりと述べていた。「私が 2 言語主義によるカナダ連邦の再編を目指す
理由は、1 つのカナダ・ネーションの下での 2 つの言語共同体の平等を構築
することである。」(Le Devoir, 29 janvier 1968)と。この発言からもわかるよう
に、トルドーはフランス系 2 の人々を政治的な意味をもつネーションとは決
して認めていない。トルドーはこの発言においてフランス系をエスニック・
グループと呼んでいるのである。彼がフランス語を英語と対等な地位に置く
のは、フランス語が単にカナダ全体の住民に占める人口比が多いという理由
からである。つまり、トルドーの発想は、つねに個人の権利にその焦点をお
いているのである。それゆえ、トルドーのカナダ 2 言語主義は、住民が現在
サービスを受けるための便益を提供するということの意味を超えるものでは
ないのである。
さらに、トルドーのこの理念の州政府への適用は、ほぼ失敗に終わったと
いえる。連邦政府が言語に関してもつ権利は、連邦議会と連邦政府諸機関に
しか及ばず、州のレベルで 2 公用語政策を実行するためには、各州ごとの議
会においての議決が必要であった。事実、カナダの各州の中で唯 1 つ、ニュ
ーブランズウィック州だけが、連邦政府の唱える 2 公用語政策を公式に受け
入れ、州言語法を制定した。カナダの他の英語系の州は、英仏 2 言語主義を
採用することはなかった。そのような中で、ケベック州においても、連邦の
2 言語主義を採用するのか、あるいはフランス語単一言語主義でいくのかを
巡って政治闘争が行われていくことになるのである。その政治闘争の動向は、
ケベック州において 1 つの政党の消滅およびカナダの憲法体制を根底から変
えようとする主権連合構想を唱えるナショナル政党の初政権奪取を生み出す
ほどのものになっていくのである。
連邦政府が 2 言語政策を各州に促そうとしたのとは反対に、ケベック州で
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は、この時期、言語を巡る世論の対立が深まっていた。その 1 つが、サン・
レオナール (Saint-Léonard) 事件である。これは、モントリオールのイタリア
系移民の多いサン・レオナール地区において、1967 年、フランス語系の管
理によるカトリック学校教育委員会が移民の子供をフランス語学校に行かせ
るよう強制したことが原因となって、子供を英語学校に通わせることを欲し
ていた住民が反発したという事件である。この当時のケベック州政権を握っ
ていたのは、ジャン＝ジャック・ベルトラン (Jean-Jacques Bertrand) 率いるユ
ニオン・ナシオナル (Union Nationale) 政権であった。ベルトラン政府は、両
親がその子供の学校を自由に選ぶ権利があるという法律を成立させようとし
た。政府は、多くのフランス系の集団から反対の声が上がったのを見て、1
度はこの法律を撤回したものの、1969 年、両親はその子供の学校を自由に
選べるという言語法 63 号法を作成した (McRoberts, 1993, p.216)。
この法案に対し、州内の英語系住民は大賛成を表明したが、フランス語系
住民の間では、激しい反対闘争が沸き起こった。その反対運動の高まりは、
ついにユニオン・ナシオナルを瓦解させるところまで行きつくことになっ
た。代わって、1970 年 1 月 17 日、ケベック自由党 (Parti libéral du Québec)
の党首ロベール・ブラサ (Robert Bourassa) がケベック州の政権に復帰した。
ブラサは 1974 年 5 月、ケベック州議会に 22 号法という言語法を上程した。
この 22 号法の前文は以下のようであった。「フランス語は政治体が保護しな
ければならない国民的な財産である。ケベック州政府は、この言語の優越性
を保護し、この発展と性質を保証するためにあらゆる手段を講じなければな
らない (Loi 22, préambule)」。そしてその第 1 章には、「フランス語はケベッ
ク州の公用語である (Le français est la langue officielle du Québec)」(Loi 22, titre
I)という記述がある。これはケベックの言語法において、初めてフランス語
がケベック州の公的言語であると宣言したものであった。しかし、この 22
号法は、決して、フランス語単一言語主義の法律ではなかった。英語系の権
利もしっかりとこの法律に書き込まれているからである。例えば、10 ％以
上の英語系を含む各種の行政組織および教育委員会において、英語とフラン
ス語の使用が許可されており、さらに、行政内でのコミュニケーションにお
いても英語とフランス語の両語の使用が許されている。また、商業用表示言
語は、確かにフランス語を公式のものと定められているが、英語の使用も排
除されていないのである。ゆえに、22 号法は、その前文では、大胆なフラ
ンス語促進のレトリックが書かれているが、法案全体をみれば、健全なほど
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の 2 言語主義であるといえる(Levine, 1990, p.100)。
この法案の 2 言語主義を裏付けるのは、言語法の要でもある労働と教育の
2 分野である。
労働においては、政府からの補助金や政府との契約を望むような企業はフ
ランス語化証明書の所得が要求されてはいるが、そこにおいて重要なのは、
フランス語化証明書の取得は強制ではないということである。また、フラン
ス語化証明書の取得に必要な要件として、従業員が十分なフランス語力を身
につけることと、経営陣におけるフランス語系の存在が挙げられているが、
その基準はあいまいである。いったいどれほどのフランス語力が要求され、
何人のフランス語系が経営陣にいればいいか、基準が存在しないのである。
教育に関しては、1969 年のユニオン・ナシオナルが制定した 63 号法の制
定以来、フランス語系は、州外からの移民を強制的にフランス語学校に通わ
せることを要求していたので、ブラサもついに両親の選択の自由の原則を終
わらせることにした。英語学校についてのアクセスは、十分な英語の能力の
ある子供に限るとし、その力を判定するための試験を行う権限を教育大臣に
課した。
これには英語系もフランス語系も大反対の声をあげた。英語系にとっては、
この 22 号法は差別的であり、試験が教育大臣の恣意に委ねられていること
を批判した。フランス語系も、この規定には大反対であった。この言語能力
試験はごまかしでしかなく、教育大臣の手にゆだねられているということは、
手ぬるい大臣では問題が生じると批判した。フランス語系住民はより強固な
言語法を求めたのである。
それでは、22 号法はケベック自由党にとって、どのような政治的意味を
もっていたのだろうか。ケベック自由党は、一方でカナダ連邦政府の行った
機関 2 言語主義やケベック州内の英語系にあくまでも配慮しようとし、他方
では単一言語主義を求めるケベックのフランス語系の世論に耳を傾けようと
した。そこで成立した 22 号法は、表向きは、前文に見られるように、単一
言語主義の体裁をとってはいたが、実際には機関 2 言語主義であり、その矛
盾がこの法案への不満をフランス語系からも英語系からも、高まらせること
になった。
このような州民の不満にこたえる役目を担ったのが、ルネ・レヴェック
(René Lévesque) の率いるケベック党 (Parti Québécois) であった。レヴェック
は、1960 年以来のケベック自由党政権の下で、天然資源大臣として、水力
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電気会社イドロケベック (Hydro-Québec) の公有化を成し遂げた「静かな革命」
期を代表する政治家であった。1966 年、ケベック自由党が州選挙でユニオ
ン・ナシオナルに敗れて野に下った後、彼は「主権連合」(Souverainetéassociation) という憲法構想を考え出していた。その構想は、ケベックが主権
を獲得し、カナダから分離し、その後でカナダとの間で経済連合を締結する
というものである。しかし、このレヴェックの考え方は、当時のケベック自
由党の幹部に受け入れられなかった。1967 年 10 月 14 日のケベック自由党
の年次大会において、レヴェックはこの「主権連合」の構想を否定され、ケ
ベック自由党を去ることになる。その直後に彼が結成したのが主権連合運動
(Mouvement Souveraineté-Association) であった。
主権連合運動を率いるレヴェックは、ケベックにおける他の独立主義政党
を自らの政党に統合させることを考えていた。州内の右派系独立主義政党で
ある RN (Ralliement national) と 1968 年 10 月に統合することに成功し、党名
をケベック党 (Parti Québécois) と改めた。その 10 日後には、左派系で急進的
な独立主義政党の RIN (Rassemblement pour l’Indépendance Nationale) が解散
し、RIN の党員はケベック党に合流することになった (Fraser, 2001, p.50)。
こうして誕生したケベック党は、1976 年の州選挙戦においてケベック自
由党に対する批判を、22 号法批判に集中させた。ケベック自由党のブラサ
は選挙戦終盤でようやく 22 号法を再検討すると表明したが、それはすでに
手遅れであった (Fraser, 2001, p.66)。1976 年 9 月、ついにケベック党が州選
挙に勝利しレヴェック党首が政権についた。この政権がまず着手したのが、
自らの言語法の制定であった (Tremblay, 2006, p.185)。
２．フランス語憲章の考察
1976 年 11 月、州政権を握ったレヴェックは、言語法に関する調査委員会
を立ち上げた。その代表者となったのが、文化大臣のカミーユ・ロラン
(Camille Laurin) である。彼を中心とした委員会は、1977 年 4 月 1 日に、「ケ
べックのフランス語政策 (La politique québécoise de la langue française)」とい
う白書をケベック州議会に提出した。そして、1977 年 4 月 27 日、ロランは
この白書を書きなおし、1 号法としてあらためてケベック州議会に提出した。
ケベック州議会において 2 カ月の討論が行われた後、7 月、彼はさらにこの
1 号法を書きなおし、新しい法案を作成した。そうして完成したのがフラン
ス語憲章とよばれる州法 101 号法である。
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この州法の前文を検討するにあたっては、101 号法以前の 1 号法の前文と
の比較対照を行うことが必要である。1 号法の前文の 1 行目では、「国民議
会は、フランス語が、昔からケベック人の言語であり、まさに彼らがそのア
イデンティティを表明することを可能にするものであることを認める
(L’Assemblée nationale constate que la langue française est, depuis toujours, la
langue du peuple québécois et que c’est elle qui lui permet d’exprimer son identité)」
(Le Devoir, 28 avril 1977)とあり、その 3 行目では、「国民議会はこの目的（フ
ランス語を、労働、教育、意思疎通に関わる通常かつ日常の言語にするだけ
でなく、政府と法の言語にする）の遂行に際し、ケベックの発展に協力する
諸マイノリティを公平に偏見なく扱うつもりである (L’Assemblée nationale
entend poursuivre cet objectif dans un climat de justice et d’ouverture à l’égard des
minoritiés qui participent au développement du Québec) (Le Devoir, 28 avril
1977)。」とある。
しかし、1 号法で述べられるケべック人 (Québécois)3 という言葉は一体何
を意味するのであろうか。この点は、フランス語憲章の中で、ケベック人と
いう集団の制度的承認がどのようになされているかを考える上で、根本的に
重要になる。
実際、この論点は 1 号法の検討作業がケベック州議会で行われている間、
まさに主要な論点となったのである。まずその発端は、ルネ・ユルチュビー
ズ (René Hurtubise) を 議 長 に 、 モ ー リ ス ・ シ ャ ン パ ー ニ ュ (Maurice
Champagne) を副議長にしたケベック州の人権憲章委員会が 73 頁もの大部の
報告書を 1977 年 6 月 17 日に州議会委員会に提出したところから始まった。
ケベック州の人権憲章委員会とは 1975 年 6 月 27 日にケベック州政府のブ
ラサ政権が定めたケベック独自の人権憲章 (Charte des droits et libertés de la
personne) の制定とともに州政府によって設置された委員会であり、州の立法
がこの人権憲章に即してなされるように州議会に意見を述べるという役割を
もっていた。このケベックの人権憲章は、全部で 100 条からなり、例えば、
その第 1 章第 1 項には「全ての人間は、生命、身体的安全、人格の不可侵性、
人格の自由に対する権利を持つ (Tout être human a droit à la vie, ainsi qu’à la
sûreté, à l’intégrité et à la liberté de sa personne)」(CDLP, chapitre 1) というよう
に、個人の権利の保護を重視している。
人権憲章委員会の報告書がもっとも問題にしたところは、彼らが 1 号法の
基盤とみなすケベック社会に関する言葉の定義の問題であった。人権憲章委
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員会はまずロランが白書において第 1 原理として掲げた部分を問題にする。
ロランの白書の第 1 原理では、「言語というもののおかげで、人間は同じ世
界 (un même monde) に属している。他人の感情と一致する感情を抱く」と述
べられていた。これに対し、人権憲章委員会は、「我々が聞きたいのは、抽
象的な言語論ではなく、それが政治の次元に関わってきた場合の問題である」
(Le Devoir, 17 juin 1977) と述べ、さらにロランの言語観を次のように批判す
る。「ロランは、同じ言語を話す者同士が同じ世界に属すると考えるが、同
じ言語を話さない場合には、同じ世界に属さないことになってしまう。実際
のケベックでは、同じ言語を話さない人がいるのであるから、そうすると彼
らは別々の世界に属するものということになる。それでは人々は、フランス
語系の世界とその周辺の世界ということに分かれてしまう (Le Devoir, 17 juin
1977)」。こうして、人権憲章委員会は、「人間の権利」(droits de l’homme)を
援用して、反対を表明しなければならないと宣言する。人権憲章委員会によ
れば、すべての人間は平等であり、そのエスニック的出自、ナショナリティ
に関わらず、全ての個人は同じ世界に属しているのであると述べる。
それでは人権憲章委員会の定義するケベック人とは何か。それは端的に言
えば、言語的要素を一切もたない意味で定義される「ケベック社会 (la
société québécoise) (Le Devoir, 17 juin 1977)」である。彼らからすれば、この 1
号法は、フランス語を「ケベックのネーションの言語と文化 (Le Devoir, 17
juin 1977)」としており、そうであれば必然的にフランス語を話さない人には
「ケベック人」の地位が与えられないことになるからである。この理屈では、
1 号法の 1 行目の「国民議会は、フランス語が昔からケベック人の言語であ
り、彼らがそのアイデンティティを表明することを可能にするものであるこ
とを認める (Le Devoir, 17 juin 1977)」と定義しているので、これが第 1 原理
となり、3 行目の「国民議会はこの目的（フランス語を、労働、教育、意思
疎通に関わる通常かつ日常の言語にするだけでなく、政府と法の言語にする）
を遂行するに際し、ケベックの発展に協力する諸マイノリティを公平に偏見
なく扱うつもりである (Le Devoir, 17 juin 1977)」は、2 次的な原理となり、
このような 2 次的な原理でマイノリティを保護しても、意味がないと人権憲
章委員会は主張する。というのは、第 1 原理が、フランス語系である「ケべ
ック人」の世界の枠外に、彼らマイノリティの「世界」を位置づけることに
なるからである。つまり、フランス語系に属さないものは、十全な意味では
「ケべック人」ではないということになり、彼らが「ケべック人」になるた
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めには、フランス語系である「ケベック人」の文化に同化するしかないから
である。
人権憲章委員会が要求するような「ケベック社会」とは、エスニック的出
自、文化的帰属に関わらず、誰もが帰属感を感じられる社会である。そのよ
うな社会の中では、様々な文化的集団が共存し、全てのものが互いに等しく
「ケべック人」である。そのような社会では、フランス語がもつ意味は、ケ
ベック人としての言語ではなく、社会の共通語としての言語である。その言
語は、市民が必要とあらば (au besoin) その言語を使用するという意味での言
語であるとされる。
人権憲章委員会はそのような共通語の促進のためには、ケベック州政府は、
ただフランス語系の政府という資格ではなく、ケベックに住む全ての市民の
代表という資格でもって、市民の大多数の言語である共通語を促進しなけれ
ばならないと主張する。そしてこのような共通語としてのフランス語の使用
の義務を市民に課すのは問題ではないとされる。つまり、人権憲章委員会は
ケベック人固有の言語としてではなく、共通語としての言語なら、言語政策
を強制してもよいとしており、その点で強制することに関して許可を与えて
いるからである。人権憲章委員会があくまでも反対したのは、ケベック人を、
フランス語系の固有の集団と定義することと、フランス語をケベック人の言
語と定義することなのである。
以上の観点から、人権憲章委員会は、1 号法の 1 行目「国民議会はフラン
ス語がずっと以前から、ケべック人の言語であり、彼らがそのアイデンティ
ティを表明することを可能にすることを承認する」と書かれている部分の修
正を要求した。人権憲章委員会の観点では、フランス語系だけが「ケべック
人」を構成するものではないからである。さらに、その 1 号法の同じ部分で
「ケべック人の」という形容詞もその言葉から言語的意味を取り除くように
修正すべきとし、「ケべック人」に代えて、「全ての人 (toute personne)」とい
う言葉を使うよう要求した。
このように、人権憲章委員会の求めるケベック社会像は以下のようにまと
めることができる。すなわち、ケべック人の中には、様々な文化集団が存在
するのだから、ケべック人という語にフランス語系ネーションの意味を包含
させてはならず、フランス語もケベック人の固有言語ではなく、ケベック社
会の中での意思疎通の言語としての共通語にすぎない。
この人権憲章委員会の主張に当時のケベック自由党の議員のほとんどが賛
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同を示したが、この人権憲章委員会のケべック人社会の定義に賛同し、それ
にさらなる明確な定義を与えたのは、フランス語系の代表的な新聞「ル・ド
ゥヴォワール」紙の編集長クロード・ライアン (Claude Ryan) であった。
ライアンは、1 号法の前文にあるような文章では、定義上フランス語を話
すケべック人とフランス語を話さないマイノリティに二分される恐れがある
と述べ、人権憲章委員会の主張に同調し、その後、自らのケべック人の定義
を明確に主張した。彼によれば、「ケベックに住み、ケベックに税金を払う
全ての市民が純然たるケべック人である」。この定義は、人権憲章委員会の
主張と同様に、言語に関する含意は一切ない。ライアンの定義は言語をケベ
ック人の定義の構成部分から除いているのである。そして、彼はケベック人
権憲章の第 10 条を高らかに引用する。人権憲章の第 10 条には、「全ての人
は、人種、肌の色、性別、身分、宗教、政治的信条、言語、エスニックない
しナショナルな出自、および社会的条件による区別、排除、特恵を受けるこ
となく、人権と自由についての完全かつ平等な承認と行使の権利をもつ」と
ある規定から、ライアンは全ての人は言語によって区別されることなく人権
の承認と行使への権利をもつのであると主張する (Le Devoir, 18 juin 1977)。
このような発想は、連邦首相トルドーの発想に非常に整合的である。トル
ドーは、1968 年にモントリオールで行った講演の中で、彼のナショナリズ
ムの定義を述べているが、そこでは未来に向かっていく方向性、つまり未来
志向性をもち、エスニックな出自にとらわれず、さらには言語の壁をも超え
ていくような主張がなされている。トルドーは言う。「どの国家、どのネー
ション、どの政治集団も結局は人民の意志にしかその基盤をもたない選択に
基づいている。国家を形成するのは国境線ではない。国家は、言語に基づい
て形成されるのではない。国家は歴史に基づいて形成されるのでもない。人
間は過去の奴隷ではない。人間はいつも、いかに自らが生きるかを選択する
自由をもつ」と述べている (Le Devoir, 29 janvier 1968)。
人権憲章委員会の主張するケベック社会論やライアンの主張するケベック
人規定の背景には、明らかにトルドーの極端といえるほどの個人主義的ネー
ション論の影響がみられることは明白である。これは、当時のカナダの政治
状況において、ケベック自由党がトルドーの発想に影響を受けていることを
証明している。
それに対し、ケベック党が 1 号法に込めようとしていたケべック人の定義
とは何であったのか。1 号法の 1 行目に、「la langue française est, depuis
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toujours, la langue du peuple québécois（フランス語は昔からケベック人の言語
である）(Projet de loi 1)」とある点からやはり、
「フランス語(langue française)」
ということが非常に重要な定義上の要点となっていたことは間違いない。
ここで、ケベック党の設立の根本思想となり、1968 年にレヴェックによ
って書かれた『オプション・ケベック』を検討するのは興味深い。なぜなら
この言語法制定時の政府はケベック党によって担われているからであり、ケ
ベック党の党是が言語法制定に大きな影響を及ぼしていることは明らかであ
るからである。『オプション・ケベック』の第 1 章の冒頭は、以下の言葉で
始まる。「我々はケべック人である (Nous sommes des Québécois)」。そして、
このケベック人の規定が続く。「ケべック人であるとは、十全に自分たち自
身であると感じられる場所にいることであり、自分たち自身であるとは、1
世紀半もの歴史の中で自らのパーソナリティーを維持し、発展させることで
ある。そして、そのパーソナリティーの中心にあるのが、まさにフランス語
を話すという事実であり、その他のものはすべてこの本質的要素に付随する
(Lévesque, 1997, p.161)」。
つまり、ケベック党のケベック人の定義の中では、明らかに、フランス語
を話すということが何よりもまず重要視されている。このことは、ケベック
州に住む人々はフランス語を話しさえすれば、いかなる出自でもケべック人
になれるということを意味する。しかし、それは裏返せば、フランス語を話
さない限り、ケベック州民は、ケべック人として統合されることはないとい
うことになるであろう。フランス語を話さない人々はまったく別の文化に属
し、同じケベック人の中に含まれるとはいえない存在ということになる。そ
の意味では、人権憲章委員会が指摘するように、フランス語を話さない者は、
別の世界に住まなければならなくなる。
以上の見解をまとめてみるとおよそ次のようになるであろう。ケベック自
由党、ライアン、トルドーのとる国家観とケベック党のとる国家観がこの人
権憲章を巡って真っ向から対立しているのである。その結果、議会、委員会
討論を経て、最終的に 101 号法になった時、1 号法の前文は以下のように書
き換えられたのである。
101 号法の前文の 1 行目は、次のように書かれている。「多数派としてフ
ランス語系である人々の独特の言語であるフランス語は、ケベック人にその
アイデンティティを主張することを可能にする (Langue distinctive d’un peuple
majoritairement francophone, la langue française permet au peuple québécois
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d’exprimer son identité)」(Loi 101, art. 1er)。ここで注目すべき変更点は、1 号
法では、「昔からケベック人の言語であったフランス語」とある箇所の、「多
数派としてフランス語系である人々の言語」という形への変化である。つま
り、1 号法では明らかにフランス語を話すことが、ケベック人の特徴である
ということを指し示していたが、101 号法の文章は、ケベック人の中に、多
数派としてフランス語を話す者がいるという意味に変わっているのである。
この変更は、まさに人権憲章委員会が、1 号法に求めていた要求そのものを
受け入れているのである。この新しい文章では、ケべック人の中に、フラン
ス語系以外の文化集団が含まれる余地があるし、あくまでもフランス語系は
数において多数であるにすぎないということが含意されている。ケベック党
にとって、ケベック人の定義は、フランス語を話し、フランス語で社会形成
する人であったということを考えると、ここでは明らかに、人権憲章委員会
側の要望が受け入れられている。ケベック党の主張のままであれば、ケベッ
ク人の定義は、フランス語を話す集団という定義であるから、フランス系の
人口が変化しようとも、ケベック人はケベック人のまま安定する。つまり、
ケベック党の主張はケベック人のフランス語使用権、フランス語使用義務、
フランス語による社会形成の権利を承認していることになるのである。しか
し、変更された文章のように、ケベック人の規定が多数派としてフランス語
系であるような人々という規定に変わると、将来フランス語を話す者がケベ
ック州で多数を占めなくなった場合、ケベック人の言語が守られる保証はな
くなる。つまり、前文の修正を迫った原理は、トルドーの 2 言語主義の原理
と同じ立脚点にたっているのである。
このように見てくると 101 号法を作成したロランの発想は、前文には活か
されなかったということができる。しかし、その言語についての精神はむし
ろ各条項に活かされたといえる。次に、101 号法において、根本的に重要な
部分を構成する条項を取り上げ、そこでの討論を検討する。
３．フランス語憲章各論の考察
まず学校教育に関する規定から検討しよう。
101 号法の第 72 条では、「教育は、幼稚園、初等学校、中等学校において
フランス語で行われる。ただし次の条項にあるような例外は除く (Loi 101,
art. 72)」と規定されている。そして続く 73 条にその例外が列挙されている。
その第 1 は (a)「父親か母親がケベックにおいて、英語で初等教育を受けた
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子供」は、父親か母親の求めに応じて、英語で教育を受けることができる
(Loi 101, art. 73)。この「ケベックにおいて」というところが 101 号法を巡る
議会委員会討論の中で問題になったのである。なぜならば、ケベック党が意
図するところのままであると、カナダのケベック州以外の州、例えば、オン
タリオ州で英語の初等教育を受けた親が、ケベック州に移住してきた場合、
その子供を英語学校に通わせることができないからである。英語学校に通わ
せることができるのは、あくまでも、ケベック州において、かつて英語で初
等学校に通った親の子供だけである。
実際、先にあげた 1977 年 6 月 17 日の人権憲章委員会の報告書は、教育
に関して、まずこの条項の修正を要求した。委員会はカナダの他の州からや
ってくる子供にも、英語学校への入学可能性を開くべきだと主張した。その
根拠は、フランス語系がその言語を保持し発展させるのは許されるが、その
ことで英語系の学校が自然に増加していく権利まで奪うことはできないと主
張する。それゆえ、この条文の「ケベックにおいて」とある部分を「カナダ
において」に変えるように修正を要求した (Le Devoir, 17 juin 1977)。
ケベック自由党議員も、この人権憲章委員会と同じスタンスに立っている。
ケベック自由党のジョン・チアッキア (John Ciaccia) 議員は 101 号法を巡る
議会委員会討論において、この「ケベックにおいて」という箇所を「カナダ
において」に変えるべきだと主張した (JDCP, 8 août 1977-No.163, p,clf.1862)。
しかし、ケベック党側はこれらの修正案に断固たる反対を表明した。それで
は、なぜこれほど厳格な規制を設けるのだろうか。その理由は、ロランの次
の言説からうかがえる。ケベック州に移住する英語系は、ケベックでの生活
を選択するということであるから、ケベック州に暮らすならばなによりもま
ずフランス語を習得する必要があるという。
だが、他のカナダの州で英語教育を受けた者の子供まで規制するというの
は、かなり厳格であり、ケベックがカナダの中の 1 州であるという見地から
みれば、これは理解しがたいことになるであろう。州法がカナダ全体の法・
権利に優越することになるかもしれないからである。それゆえ、ここでもロ
ランはほぼケベックを独立国家のようにとらえているといえるのである。こ
の考えを裏づけるのは、同じ討論において述べたケベック党のジルベール・
パケット (Gilbert Paquette) 議員の発言である。彼は、何よりもまずケベック
を考えることだと主張する。「まず第 1 にケベックのことを考えて、その上
で平等な形でそれぞれ自分の州のマイノリティのことを考える。ケベック州
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では英語系マイノリティのこと、他州ではフランス語系マイノリティのこと
を。このようなことをするために、主権連合の国家構想がある。この連合の
面 で 他 州 と の 相 互 性 を 考 え る の で あ る (JDCP, 12 août 1977-No.170,
p,clf.2138)」と主張する。このように、彼らケベック党の教育についての考
え方は、まさしく彼らの国家構想と結び付いていることがわかる。つまり、
ケベック党に属する人々が明確に主権を唱え、ほぼ独立国家の志向にあるの
に対し、ケベック自由党に属する人々はカナダ連邦の中にとどまるという指
向のために、第 78 条の部分でも「カナダにおいて」という言葉を重視した
のである。ケベック党が教育に関する厳格性を追求できたのは、彼らが「主
権連合」構想という国家連合の構想に立脚していたからである。
採決の結果、チアッキア議員の修正案は否定された。その結果、ロランの
当初の発想は、この条文に残ることになったのである。
教育の次に主要な争点となったのは、立法、行政および司法に関わる言語
の問題である。立法と司法に関する議論は、まず 101 号法の第 7 条の討論か
ら起こった。その第 7 条には、「フランス語はケベック州における立法と司
法の言語である (Loi 101, art. 7)」とある。
しかし、これはカナダの憲法である英領北アメリカ法の第 133 条に違反し
ていると言えないだろうか。実際、ケベック自由党のフェルナン・ラロンド
(Fernand Lalonde) 議員は、連邦議会両院とケベック州立法府での議論におい
て英語とフランス語のどちらかの使用を認め、連邦議会両院の議事録および
刊行物について英語とフランス語の両言語の使用を要求し、また連邦議会両
院とケベック州立法府の制定法に基づき、英語とフランス語の両言語によっ
て印刷され、刊行されることを要求している連邦憲法第 133 条の文章 (CCA,
art.133) をひく。この第 133 条は、厳密にみれば、英語とフランス語のどち
らを用いるかは、議会の任意に委ねられるが、ただそれが刊行物になる場合
は両言語で印刷されることを要求しているにすぎない。しかし、ケベック自
由党は、ここに両言語の使用の義務を読み取ろうとするのである。それゆえ、
ケベック自由党のチアッキア議員は、議会委員会討論の中で、フランス語に
加えて英語も付け足し、「フランス語と英語が立法と司法の言語である
(JDCP, 15 août 1977-No.170, p,clf.2207)」というような修正案を動議したので
ある。これは第 1 章第 1 項の時の議論と同じであり、明らかにここでもケベ
ック自由党は機関 2 言語主義を信奉しているといえる。
しかし、ロランは、このケベック自由党の修正案は 101 号法第 1 章第 1

58

ケベック言語法を巡る政治闘争

項の精神に反するとして、断固反対した。とはいえ、ケベック党側も、101
号法第 7 条では、フランス語のみが立法と司法の言語と定めながらも、連邦
憲法第 133 条に違反しないように対策を講じていた。それは 101 号法第 10
条の中に見ることができる。第 10 条には、「行政は法案、法、および規則の
英語版を印刷し公表する (Loi 101, art. 10)」とある。これは、連邦憲法第 133
条が議事録および刊行物は両言語の使用を要求していることへの憲法的対応
であるといえる。とはいっても、ここでもケベック党の単一言語主義の精神
は崩されていない。それは、101 号法第 9 条に表れている。101 号法第 9 条
には「法と規則のフランス語版だけが、公式である(Loi 101, art. 9)」とある
からである。つまり、英語版は発行されるものであっても、公式のものでは
ないのである。
ロランは、野党議員の発言を退け、ケベック自由党のような修正案を受け
入れてしまうと、それはケベックの現状を肯定することになるのだと主張す
る。「この憲章はケベックの過去や現在に向けられているのではなく、ケベ
ックの未来に向けられている。」そして、ケベック党のクロード・シャロン
(Claude Charron) 議員は、「ケベック州において、立法と司法の言語をフラン
ス語にするということは、この 101 号法のあらゆる条項の発端となるもので
あり、この原理を受けいれる理由は、フランス語系自身の国 (pays) の中で彼
らが平等な取り扱いを受ける時代が来たということである」と述べる (JDCP,
15 août 1977-No.170, p,clf.2221)。彼らケべック党員の言う平等とは以下のこ
とを意味している。すなわち、ケベックを除く他の州では、連邦 2 言語政策
を採用することになっているが、実際には英語単一言語主義になっている。
それゆえ、ケベック州でも単一言語主義にすることが本当に他の州に対して
平等な関係を築くことになる。従って、シャロンは「もし、この委員会にて、
ケベック自由党が多くの時間を費やし、この平等の主張を妨害するならば、
もはや独立を要求することしか残されていない (JDCP, 15 août 1977-No.170,
p,clf.2221)」とまで主張するのである。
以上のような検討を踏まえると、101 号法は各論においては、行政、立法、
教育（ケベック州居住の英語系を除く）の面でフランス語単一言語主義を採
用することに成功したということができる。しかしながら、そのフランス語
憲章の前文においては、ケベック人の規定について合意されず、ケべック人
のフランス語による社会形成の権利・義務の承認は行われなかったのであ
る。
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結論
以上の検討から、フランス語憲章は、確かに、テイラーの指摘するように、
ケベック社会の集団的目標を法的に支える法律であるという側面を有してい
る、といってもいいであろう。しかしながら、その内実を検討すれば、この
憲章は、個人の権利を主張するカナダ連邦主義派と、主権連合を行いカナダ
から分離し、独立国家を建設しようとするケベック党の間の闘争の結果生ま
れた矛盾的産物であったといえる。
フランス語憲章前文では、当初、ケベック党側はケベック人を、フランス
語を話し、歴史的に存在し、フランス語によって社会形成を行うことができ
る集団として定義しようとしていたが、このような理解はケベック人権憲章
委員会とケベック自由党の抵抗にあい、ケベック人という概念の中に、言語
共同体という規定やフランス語による社会形成の権利をもつ集団という意味
を含まないものへと変更させられることになった。このように、フランス語
憲章の前文においては、カナダの連邦制と個人の選択の自由を重視するケベ
ック自由党側からの個人主義的原理が書きこまれており、その結果、この憲
章は、まったく対立する 2 つの国家構想原理に基づく言語制度観が同時に共
存するという矛盾を孕んだものになったということができるであろう。
しかし、フランス語憲章の各論においては、この憲章の成立時点において
は、ケベック党の意図通り、教育（ケベック州居住の英語系を除く）、行政、
立法の面でフランス語単一言語主義が徹底されることになった 4。ニューブ
ランズウィック州を例外として、ケベック以外のカナダの州が英語単一言語
主義であり、ケベック州がフランス語単一言語主義を主張するフランス語憲
章が言語に関して実質上の不均等連邦制の構造を維持するに貢献したという
ことは言えるであろう。しかし、他方で、フランス語憲章の制定過程におけ
る闘争は、ケベック人という社会的存在に関して、それが何であるかの合意
を獲得できなかったともいえるのであり、ここからケべック人に対する憲法
的承認も達成できずに終わったともいえる 5。その意味において、カナダに
おける憲法上の不均等連邦制の達成は、大きな困難を抱えているということ
ができるであろう。この困難をケベック社会とカナダ連邦がどのように克服
していくか、またその中で不均等連邦制の構想がどれほどのリアリティを獲
得していくかの探求が次の課題となるであろう。
ケベック側からのその 1 つの試みが 2008 年に行われたブシャール＝テイ
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ラー委員会の報告である。ここでは、ケベック社会が移民の社会統合の原理
として、移民の多様な文化を尊重し、移民の自発的な意思を尊重しつつ、フ
ランス語を核とするケベック社会への統合を試みるインターカルチャリズム
(interculturalism) の発想を展開している。その報告では、ケベック人のアイ
デンティティ、つまりケべック人の定義が大きな議論になっていた。その報
告書によれば、ケべック人とはケベックに居住する全ての住民であり、所与
であれ選択したものであれ、フランス語を話す全住民がフランス語共同体に
自らの方法で参加する、とされている (Tous les habitants du Québec sont des
Québécois et tous ceux qui parlent le français, comme langue d’origine ou
d’adoption, participent à leur façon de cette francophonie.)6。この定義は本稿で展
開したケベック人の規定に深い関係をもつことは明らかであろう。しかしそ
れがどのような理論的、実践的深みをもつものなのかは今後の検討課題であ
る。
（あらき

たかひと

京都大学法学研究科博士後期課程／

ケベック大学モントリオール校政治学研究科修士課程）

注
1

ギャニオンの研究は、スペイン、ベルギー、イギリスの少数言語共同体の自
立運動を不均等連邦制との関連において捉えようとする多くの共同研究を生み
出している(Gagnon and Tully, 2001)。

2

ここでフランス系カナダ人というのは、French Canadian の訳語であり、この
用語は、フランス人を祖先にもつという意味を多分に含んでいる。それに対し、
フランス語系カナダ人 (Francophone Canadian や French speaking Canadian) は、
フランス語を話す住民を広く指し、必ずしもフランス人を祖先にもつとは限ら
ない。キムリッカの以下の注を参照。Kymlicka (1995), Multicultural Citizenship,
Oxford, p.199.Note (14).

3

本稿では以下、「ケベック人」とする。

4

本稿では検討しなかったが、民間企業の仕事言語をフランス語とし、また、
商業用看板や広告の表示言語をフランス語にすることにおいても、フランス語
単一言語主義が実施された。

5

このフランス語憲章の各論さえもが後に修正を迫られることになった。1984
年、カナダ最高裁は、1982 年に制定されたカナダ権利自由憲章内の少数派の教
育権を根拠として、英語学校に通う権利がケベック州に居住する両親の子供と
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されていたフランス語憲章の規定を憲法違反とした。その結果、英語学校に通
える子供の範囲はカナダ全体からケベック州に移住する英語系の子供にまで拡
大された。さらには、1978 年や 1988 年になされたカナダ最高裁の判決に対応
して、ブラサ自由党政権は、フランス語憲章を修正する 86 号法を制定した。
この法律により、フランス語単一言語となっていた商業用表示言語も、英仏 2
言語表記でも許されることになり、さらには、行政と立法に関わる言語がフラ
ンス語のみであるという規定は残ったものの、フランス語の公式文書のみが公
式のものであるという規定は、英仏 2 言語によるものが公式のものであるとい
う規定に改められた。以上の修正は直接的にはカナダの権利自由憲章に基づく
カナダ最高裁の判決の結果であるが、ケベックの人権憲章やこのフランス語憲
章において個人権が保障されていることがそれを促進したと考えられる。
6

Bouchard et Taylor (2008), p.121.
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【研究論文】

「ドキュメンタリー」の驚き
── 1960 年代仏系カナダにおける
ダイレクトシネマ誕生の経緯 1

Etonnement du « documentaire » — Naissance du cinéma
direct dans le Canada francophone des années 1960
加 納 由 起 子
KANO Yukiko
Résumé
Le film documentaire Pour la suite du monde, signé Pierre Perrault et Michel
Brault (1962), reste jusqu’aujourd’hui l’une des icônes de l’histoire culturelle
québécoise postérieure aux années 1960. Dans cet article qui s’ouvre sur une
présentation du contexte de sa production, je souligne le changement du genre
« documentaire » dans les années 1960 en Occident. Ce film fut certes l’un des
événements précurseurs et majeurs du « direct cinéma » alors né. Les critiques
acclamèrent la « nouveauté » de ce film. Pourtant, il ne semble pas qu’ils aient
réfléchi assez sur la question fondamentale que Perrault avait posée à travers la
caméra documentaire. La notion, ou la pensée du « documentaire » de Perrault, qui
est l’objet de cet article, semble être ce qui sous-tend toutes les controverses qu’il a
livrées au « cinéma » en général, à travers ses propres films. Pour y accéder, nous
relevons le phénomène d’étonnement, à plusieurs niveaux, que Pour la suite du
monde suscite chez les critiques et les spectateurs. Quoi de vraiment étonnant dans ce
film ? A partir de cette question, nous en enchaînerons d’autres, sur le « réel filmé »,
sur le réalisme, sur le ressort et mécanisme multiple de l’étonnement, et sur le
rapport du documentaire et de la « réalité qui ne se savait pas québécoise » selon
Perrault.
キーワード：ドキュメンタリー、ダイレクトシネマ、リアリズム、ケベック、
1960 年代
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Mot-clés : Documentaire, cinéma direct, réalisme, Québec, les années 1960.
緒言
本稿は、ケベックのドキュメンタリー作家・詩人ピエール・ペロー (Pierre
Perrault, 1927-1999) の唱えた「ドキュメンタリー」という思想について考察
したものである。その国際的デビュー作品『世界の存続のために』(Pour la
suite du monde, 1962) を例に取り、「驚き」という観点から映像リアリズムに
ついて検討する。
ピエール・ペローはケベック現代史において重要な映像作家・詩人・エッ
セイストである 2。その代表作であり処女作でもある『世界の存続のために』
は、公開当時フランスの映画人と批評家から高い評価を受けた。今日、この
映画はケベック映画史のみならず世界映画史上の傑作と認められている 3。
1950 年代後半から 60 年代初頭において、フランス、カナダ、アメリカの 3
か国で同時に現れ、ドキュメンタリー映画の新しい表現を切り拓いた「ダイ
レクトシネマ」というジャンルの先駆的作品として、同映画はこれまでも世
界映画史の中で大きく取り上げられてきた (Marsolais, 1974 ; Saunders, 2007)。
また、ダイレクトシネマを世界的なドキュメンタリーの潮流として扱う映画
史以外にも、ペローの映画をケベック現代史創成期の象徴的文化作品として
扱う歴史もある (Marshall, 2001 ; Gauthier / Pilard / Suchet, 2003 : Zéau, 2006)。
「ケベック・ナショナル・シネマ」(Marshall, 2001) という肩書きは、60 年代
のドキュメンタリー映画をイデオロギーの媒体という役割に還元するようだ
が、ペローの作品が現代ケベックの創成史に有機的に参与したとすれば、そ
れはむしろ、イデオロギーを通してというよりは、彼が生涯追求した「ドキ
ュメンタリー」とは何か、ひいてはカメラの目で見た「現実」とは何かとい
う思索を通してのことであったと思われる。
『世界の存続のために』が公開されたとき、初めてスクリーンの上に自分
たちが映し出されるのを見たケベックの観客は、その姿を現実と認め、肯定
的に受け止めた。映し出される実在の登場人物たちが、彼らの信じる現実を
形にし、肯定するというプロセスを逐一「演じて」みせたからである。この
映像を通したアイデンティティー獲得のプロセスを理解するためには、ペロ
ーがドキュメンタリーカメラの目でとらえ、形にした「現実」が、当時は
「ケベックという名を持つとはまだ知らなかった現実」(Perrault, 1996, p.17)
であったことを忘れてはならない。ケベック人のアイデンティティー獲得が
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自らの映像をモデルとしてなされたとするならば、ペローの「ドキュメンタ
リー」思想も、映画史上を典拠としてではなく、カメラの視線のみを規範と
して生まれたと言えよう。
また、エッセイスト・ペローは、映像作品と対になるようなエッセイを多
く残したが、彼がそこで倦むことなく語っている「ドキュメンタリー」につ
いての考えは、思索と経験によって同時に裏打ちされた独自の思想という趣
を持っている。彼が提唱した「ドキュメンタリー」は、1960 年代ケベック
へのメッセージであるとともに、その後 30 年以上にわたって彼の社会批判
の言説の土台となった思想であり、単なる映像美学でも、党派的なイデオロ
ギーでもない。ペローは自分の思想と実践を、「ドキュメンタリーを見るこ
とができない」「観客の視線」に対する「抵抗活動」(Perrault, 1995, p. 17, 23)
と呼んだ。我々は、ここに時代と国境を越えたリアリズムの哲学を聞くこと
ができるように思う。
本論考では、『世界の存続のために』という最初の映画がもたらす「驚き」
を通して、彼の「ドキュメンタリー」思想の一端に近づこうと試みる。ペロ
ーの映画が現在も生き続けているとしたら、それはひとえに、あらゆる芸術
作品が喚起する普遍的な驚きの力によってであろう。我々はまず、『世界の
存続のために』が同時代の批評家にとって新しいドキュメンタリーと映った
こと、同時に、驚きという作品への接近契機を認めない限り、彼らにとって
同映画の価値判断は非常に難しいものであったことを見る。次に、ドキュメ
ンタリー映画を成立させている「現実」認識と結びついた一般的な「驚き」
の感情を分析し、1960 年代にペローの映画が喚起したと思われる新しさの
印象の重層性を検討する。最後に、ペローが思索の対象としていた「現実」
が従来のドキュメンタリー映画の「現実」と本来的に異なっていたことを示
した上で、ペローの著作をもとに、50 年代から 60 年代にかけて、ダイレク
トシネマの隆盛とは別の文脈で、彼が「ケベックという名を持つとまだ知ら
ない現実」を生み出した経緯を探る。
１．『世界の存続のために』（1962 年）制作背景と、「新しいドキュメンタリ
ー」の時代について
まず、映画とその制作背景について説明しておこう。『世界の存続のため
に』は、1961 年から 62 年にかけて、カナダ東部のケベック州、セントロー
レンス川流域の小さな島、クードル島で行われた古漁再現のプロセスを追っ
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た映画である。クードル島は大西洋から来た大河が急激に狭まったところに
あり、16 世紀にフランスの航海士がカナダに初めて上陸した一帯に位置す
る。対岸には、現在観光地として知られるベイ・サン・ポールがあり、数
10 キロ東に向かって進んだ対岸にケベック市がある。映画のコンセプトは、
長く忘れられていた島の伝統、おそらく 16 世紀にフランス人航海者がカナ
ダに初上陸した時にすでにあったと思われる一種の罠漁を、島の人々が自分
たちの努力でよみがえらせる行程を描くことだった。英語でベルーガ、フラ
ンス語でマルスワンと呼ばれる白い一種のイルカを特に狙った漁で、島の沖
合 3 マイルのところに、150 本ほどの伐採した木を、干潮を待って楕円形を
描くように河床に植え、泳いでいるベルーガを生きたまま閉じこめる。数ヶ
月にわたる大変な労力を必要とする漁である。モントリオールの映画人に説
得されて、38 年前まで行われていた漁を覚えている老人たちが、「昔の跡を
残すために」、「世界の存続のために」、その全行程を再現することに同意し
た。
この映画は、全編をケベックの特殊なフランス語が流れる史上初の長編映
画である。また、「カナダの歴史と地理を、映像を通して記録する」目的で、
1939 年創立されたカナダ国立映画庁(Canadian National Film Board / Office
National du Film du Canada)が初めて制作した長編映画でもあった。発案者兼
監督はペロー、カメラマンはミッシェル・ブロー(Michel Brault, 1928-)4 であ
る。56 年、カナダ国立映画庁がオタワからモントリオールに本部を移した
のに伴ってフランス語部門が設立され、現地の仏語系スタッフが公募された。
この 2 人はその時雇われた仏系カナダ映画人の第 1 世代である。
もともと弁護士だったペローは言葉への情熱やまず、1950 年代前半には
法律の仕事をやめ、ラジオ・カナダの仏語放送でフリーのシナリオライター
として働くことを選んだ。セントローレンス川流域の村々を訪れて、「書き
言葉を持たない人々」の声を録音し、電波に乗せるうち、彼は話し言葉こそ
ケベックの生きた伝統の源泉だと確信するようになった。クードル島とはち
ょうどこの頃出会い、映画撮影に先立つおよそ 8 年間をこの映画に登場する
人々と過ごし、彼らの目から見たケベックを学んでいった。61 年、『世界の
存続のために』の企画が通った時、ペローは映像に関してはテレビの撮影随
行の経験しかなく、ブローは録音について何も知らなかった。数年前なら出
会わなかったこの 2 人が映画撮影において協力出来たのは、50 年代末の映
画庁の再編に負うところが大きい。
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この映画は公開されると同時に、翌 1963 年のカンヌ国際映画祭にカナダ
映画としてはじめて正式出品作として選ばれた。当時フランスでは映画批評
が花盛りであり、批評家たちは、ハンディカムで「直接事象をとらえる
(prendre le fait sur le vif)」という信条をスタイルに高めた「ヌーヴェル・ヴァ
ーグ」、および「シネマ・ヴェリテ」という 2 つの新しい映画ジャンルを熱
烈に支持していた。「新しい」が当時の人文科学と芸術の標語だった 5。「シ
ネマ・ヴェリテ」は、60 年にエドガー・モラン (Edgar Morin) が創造的ドキ
ュメンタリーの復権を求めて提唱した概念で、ジャン・ルーシュ (Jean
Rouch) やクリス・マルケル (Chris Marker) という饒舌な理論家でもある映像
作家たちを中心としたグループによって、短い間ではあったが、世界的に有
名になった運動であった。もちろん、ペローの映画もカンヌでは「シネマ・
ヴェリテ」の系列にあるものとして迎えられた。しかし、ふたを開けてみて、
批評家たちは虚をつかれた。
ところで、1950 年代から 60 年代までフランスの映画批評を率いていたの
は、雑誌『カイエ・デュ・シネマ』である。63 年から 70 年初頭までの『カ
イエ』を繰ってみると、「シネマ・ヴェリテ」に慣れた批評家たちや、戦後
イタリアのネオ・リアリズム映画に親しい映画史家が、『世界の存続のため
に』を既存の流派の名前を通して位置づけ、その特殊性を「フォークロア」
に帰し、映画の体験を合理化しようという努力を重ねていることが見て取れ
る。例えば、63 年 8 月号の最初の報告にはこうある。「ルーシュの精神を受
け継いだ映画、『世界の存続のために』は（．．．．．．）、ルーシュの『人間の階
梯』と同じように、一つのグループを選んで研究し、あるアクションを行わ
せた成果である。また、島を舞台にしているという共通点以外にも、人間と
自然を称揚している点でフラハーティの『アラン島の男』を思わせる
(Delahaye, 1963, p.11)。」64 年の 11 月号では、
「事象から生きた生活をとらえ、
全てを現在時で語る、というヌーヴェル・ヴァーグの野心と軌を一にしてい
るように見えるが」、むしろ「過去を現在時で語りつつ、そのそぶりを見せ
ないロッセリーニとフランジュの試みに連なる映画」と説明している
(Mardore, 1964, p.85)。
しかし、彼らは同時に、『世界の存続のために』が新しい種類のドキュメ
ンタリーであると感じていた。この映画の発案から監督をつとめたピエー
ル・ペローとミシェル・ブローのうち、ペローは無名だったが、ジャン・ル
ーシュのアシスタントであったこともあるブローの名はある程度知られてい
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たので、この映画はフランス公開後の最初の数か月間「ブローの映画」と呼
ばれた。1963 年 6 月、ジャン・ルーシュがブローのカメラワークに「全て
を負う」と宣言し、新しいドキュメンタリーに「カナダ、ケベックから生ま
れたダイレクトシネマ」という呼称を与えたことから、「ダイレクトシネマ」
のジャンルが定着するようになった (Rouch, 1963, p.2)。しかし、新ジャンル
の命名やドキュメンタリー理論の精緻化は、『世界の存続のために』の新し
さの印象をけっして説明しなかった。批評家は、ダイレクトシネマという手
法に形式的必然性として内在する性質として、この新しさを説明しようとし
た。69 年、ペローのドキュメンタリーを例にとった『カイエ』の寄稿者は、
「フィクションと零度の事象という両極端の間にあるダイレクトシネマを再
定義する必要がある」ことを明言している (Comolli, 1969, p. 49)。
「カナダ、ケベックから生まれたダイレクトシネマ」についての論考の数
が、1960 年代から 70 年代の『カイエ』においていささかも減少する傾向を
見せないことからも、『世界の存続のために』が与えた新しさの印象が一過
性のものでなかったことは分かる。しかし、その印象を驚きの感情として理
解した批評家はこの時期、たった 1 人である。64 年の記事を書いたマンド
ールは、合理化の試みを最初から放棄し、このように告白せざるを得ない。
どう言ったところで、圧倒的に、最初から最後まで、この映画が奇跡である
という事実が目の前につきつけられる。それはほとんど、傲慢なまでの明白
さだ。我々の知る最も優れた記録映画の魔術師、ジョルジュ・フランジュが
力の限りを尽くして成功させたことを、ブローとペローはまるで落ちている
ものを拾うだけのことであるように易々とやってのけたのだ。(Mardore, 1964,
p. 85)

マルドールに「我々はこの奇跡に気がついているのか」と言わせた驚きは、
1964 年の段階では結局説明がつかないままである。彼を初めとする批評家
たちは、「あたかも環境の中に自然に溶け込んだようなカメラ」が、「何一つ
外部からの侵入物がなく」、「過去と未来が紡ぎ出される閉じた理想郷」
(Delahaye, 1963, p.12) が成功した所以を、映画の手法や内容から解明しよう
とするが、それは無駄な努力に終わる。彼らはまず、この映画の何が新しい
のかについて意見が一致しない。ドラエーが「記録」における語りの介在に
その秘密を嗅ぎ取ったならば、マンドールは「世界のどこにももう存在しな
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い文明の思念、言語、仕草が、心優しい野蛮人の無垢な姿をとって展開する」
(Mandore, 1974, p.85) ことがその理由であると結論づける。ドラエーの方向
は、その後ドゥルーズが「偽物の効力」と題した有名な映画論にまで引き継
がれるだろう (Deleuze, 1986)。ケベック映画に民族学的な素材やフォークロ
アの魅力を強調するマンドールの方向は、今でもフランスの映画評に残って
いる。
２．「ドキュメンタリー」の驚き
1962 年、『世界の存続のために』を配給にまわしたとき、ペローは観客や
批評家の驚きを予測していた。映画の冒頭には、「クードル島のベルーガ漁
は 24 年に途絶えたが、62 年、映画監督に励まされた島の人々は、島の記憶
を保存するために漁をよみがえらせた」という注意書きが現れるが、映画の
終わりのジェネリックには、それに呼応して「1962 年、クードル島の人々
はこの映画の出来事を実際に経験し、演じた」という一文が挿入される。ペ
ローは後に、「こうした（最後の）注意書きがないと、演出がなかったと信
じてもらえないだろうと思った」と述懐している。ペローの注意書きはまさ
に、批評家たちを驚かせていることが、「心優しい野蛮人」の珍奇な伝統や
風習の光景ではなく、他方「ダイレクトシネマの再定義」を迫るような「映
画的現実 (réalité filmique)」(Comolli, 1969, p. 49) の発見などですらなく、ド
キュメンタリーを見る観客たちの視線を支配している「ドキュメンタリー」
という名の「シネマ」であることを的確に見抜いたものではないだろうか。
もっと簡単な言い方をすれば、『世界の存続のために』がドキュメンタリー
．．．
であることに人々は驚かざるを得ないだろうと、ペローはよく理解していた
のではないだろうか。もちろん、彼にとってはこれ以上自然なことはなかっ
たのだが。
1960 年代の「シネマ・ヴェリテ」理論家たちが感じた驚きは、我々にと
って、荒唐無稽なことでも過去のことでもない。今でも、『世界の存続のた
めに』が、シナリオもなく、1 度も 2 度撮りされた場面のない映画だと聞か
されて、多少ならずとも驚かない観客はいまい。この驚きは「ドキュメンタ
リー」映像についての一般的な謬見をあらわしているとともに、より広い意
味での「現実」とその表象についての常識の限界も示している。
『世界の存続のために』が、1960 年代の映画批評家にそれまでの通念を
覆す新しいドキュメンタリーだと思われたのは、この映画における物語
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(récit) の圧倒的な存在だったことは確かである。
「理想郷」、「奇跡」という言
葉がそれを語っている。一方で、この映画の新鮮さをフォークロアの魅力に
還元する見方には、内省的な驚きを封じ込めようとする自己規制が働いてい
るという見方もできるだろう。フレデリック・ネフ (Frédéric Nef) は一般的
な驚きの感情を、「観光客の驚き」と「哲学者の驚き」の 2 つに分けている
が、それによれば、観光客は「知らないことのまさに知らなかった部分に驚
き」（新規への志向）、哲学者は「知っていると思っていたことが未知のもの
として現れることに驚く」（内省への志向）という (Nef, 2004, p.38)。現実認
識そのものを覆すような内省的な驚きに出会って、その理由を対象の稀少さ
や新規さに求めようとするのは、おおむね意識の防衛反応だと言えよう。視
線の転倒を経験しつつも、迫って来る対象をあくまで客体化することで「観
光客の驚き」から 1 歩も出ようとすまいという意識の頑迷を、我々は多かれ
少なかれ知っている。しかし、ここではまず、批評家たちの「ドキュメンタ
リー」についての通念について述べておこう。ペローが自分の映画のスムー
ズな受容を妨げるだろうと予測していた通念である。
ペローが「この映画に演出がなかったと言っても信じてもらえないと思っ
た」のは、彼が一般に共有されていたドキュメンタリーの通念をよく知って
いたからである。ひいては、我々の日常を支配する「現実」の意識が、いか
に深く文化的に規定されたものかも、よく知っていたからである。
それでは、一般的なドキュメンタリーの通念とは何か。ドキュメンタリー
はその歴史の初めから、「現実の記録」とされる。この場合の「現実」は、
「現在時の出来事（アクチュアリティー）」と区別することが難しい。さらに、
この「現在時」は偶然の支配下にあるもので、それゆえ「再現・表象（リプ
レゼンテーション）」の外にあると考えられるのが普通である。リプレゼン
テーションの領域は、伝統的に記憶や物語であって、それゆえ、「現実」と
「物語」は相容れないものとされる。ドキュメンタリーとフィクションを対
立するカテゴリーとみなす社会的常識はここに由来する。この常識に従えば、
「現実」（ドキュメンタリー）は偶然に支配されているという現在時の特徴を
持ち、反対に、「物語」（フィクション）は最初から最後まで必然的な展開に
従う。この考え方は素朴な常識であるのみならず、西洋の哲学大系にも深く
根をおろしている。ポール・リクール (Paul Ricœur) は『時間と物語』で、
「現在時（現実）」と「物語」の対立を、西洋文明の基盤にある共通認識とし
て説明している。「実際、我々はどうして、人生をあたかも生まれつつある
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物語として語れようか。生活の時間で生まれるドラマを知るためには、どう
したってそれについて他人や自分自身によって語られる話が必要になるでは
ないか 6。」(Ricœur, 1983, p.141)
『世界の存続のために』のまったく偶然らしくない語りは、こうした映像
に養われた「常識」のセンサーに引っかかる。この映画の録音の処理や映像
編集には、1 つの人生のサイクルに方向性と意味を与える意志が見えるから
である。映画の全編を通して、ペローが撮影の何年も前に収録し、ラジオで
放送した、クードル島のグラン・ルイやアレクシの「名台詞」の録音と、後
から綿密に編集された映像が、交互に語りの役を引き受ける。つまり、彼ら
のアヴァンチュールは「現在時」の積み重ねでありながら、明らかに「語ら
れている」、しかも堂々と。ペローが観客の不信を予測したのはまさにこの
点においてである。彼は、自分のドキュメンタリー理念を貫く「人生によっ
て演出されている現実」(Perrault, 1996, p.112) という考えが、いつの時代も、
映像消費者の消費者としての立場を保証する現実認識と相容れないことを知
っていた。逆の言い方をすれば、ドキュメンタリーが「現実」を隠せば隠す
ほど、観客はそれを「実録」と受けとりやすいということをよく知ってい
た。
哲学的な驚き（簡単に言えば「知っていると思ったのに知らなかった」）
と常識の抵抗（「現実は予測出来ないから語れないはず」）は、実は同じ 1 つ
の驚きに帰着する。「現実」というものは人の意識の外にあって、我々はそ
れを部分的にしか経験ないしは説明出来ない、という認識の基盤が揺らぐ、
といった驚きである。一方で、ジャーナリズムやメディアはいつの時代も予
測不可能なことへの恐怖あるいは期待をあおる傾向にある。その行き着くと
ころ、偶発的で全体が不可視であるからこそ「現実はフィクションよりも奇
なり」という短絡的な理屈が定着する。19 世紀の科学主義と大衆文化にお
けるイメージの氾濫が生み出した、現代の懐疑主義とも言えるかもしれな
い。
同時代の批評家も、その後の映画史家も、ペローのドキュメンタリー作品
に既存の映像美学との比較や時代を刻んだ社会思想との親和性を見出す努力
をしたが、ペロー自身は『世界の存続のために』は「どのジャンルにも当て
はまらない」と言い続けた (Perrault, 1995)。たしかに、この映画からは「偶
然に支配された現在時」も「不可視の現実」といった意識は一切うかがえな
い。意図的に排除されているのではなく、むしろ、カメラはそうした無意味
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な懸念に割く場所はファインダーの中にないと言わんばかりである。島人た
ちは映画の最初から結末の予想を立てる。ベルーガはいくらでどこに売られ
るか、罠をかける前から決まっている。とは言え、『世界の存続のために』
は予定調和の原則にのっとった物語ではない。ベルーガ漁を推進する映画人
と島の人間にとって、プログラムを立てることが目的なのではないからだ。
プログラムは過去に出来上がっている。それは人々の記憶であり、伝説であ
る。そのプログラムを忠実に実行する人々を、カメラは忠実に追うのである。
「ケベックという名を持つことをまだ知らない現実」は、記憶の辺獄から自
らを作り上げるものなのだ。ペローの言葉を引用してみよう。
（『世界の存続のために』は）新しい漁の始まりを語っている。古い漁の証拠
としての新しい漁だ。現在の確証としての漁だ。クードル島はここで、理想
的な、記憶するにふさわしいクードル島に似始める。それまでのクードル島
は伝説としていずれは忘れ去られる運命にあった。個々の記憶に刻まれた伝
説は、記憶を超えて生き延びられないからだ。記憶は生きた経験が自らを語
ることによってしか続かない。(Perrault, 1992, p.103)

我々は、ここでペローの「ドキュメンタリー」が、「シネマ・ヴェリテ」
の「真実」からも、リアリズムの美学からも、そして批評家が認めるあらゆ
る「新しい」映像表現の機運からも完全に自由な思想であったことに気づく。
．．．
我々はすでに、この映画がドキュメンタリーであることによって、市場に溢
れるドキュメンタリー映像に慣れた批評家や観客に違和感を与えたと述べ
た。その中で展開する限られた視線の映した「現実」が、認定しがたい新し
さの印象、あるいは驚きを与えたことを述べた。おそらく、それはひとえに、
ペローがドキュメンタリーの本義を、「ありのまま」のクードル島を映すこ
ととせず、「理想的な、あるべき姿のクードル島」を現前化することである
と考えていたことに由来するのではないか。さらにペローの言葉を引いてみ
よう。
新しい機械の力強さに驚嘆した映画人たちは、その道を辿ることが使命だと
．．．．．．．．．．．．
考えたのだ。現実と映画との類似は、偶然生まれたものではなく、映画人た
ちの意志から生じた（傍点筆者）
。(Perrault, 1992, p.8)

73

ペローが「ドキュメンタリー」思想を確立するにあたり、その土台とした
のは、「現実」はそれを見る者の目の中にあり、彼が自分に忠実でありさえ
すれば形になるものであるという確信だったように思われる。
３．自己創造のプロセスとしての「ドキュメンタリー」
、価値としての「現実」
ペローの「ドキュメンタリー」という思想は、1950 年代前半から彼がク
ードル島で接し、その言葉を記録し続けた「ただ毎日生きることによって人
生を学んでいる人々」の記憶や希望という土壌と切り離せない。8 年にわた
り、彼は独自の「ケベックという現実」の創成についての思想的基盤を固め
たが、その思想がドキュメンタリー映画という形を取るためには、技術と制
度の両面で個別の映像表現を可能にする幸運な改革があった。
1950 年代から 60 年代にかけて、ドキュメンタリー映画は、日常の刹那の
瞬間や、大衆の目でとらえた大衆の動きを撮影することが出来る技術を獲得
した。先に述べたように「新しい」が当時の合い言葉でもあったが、確かに
映画は、シンクロ録音機と携帯カメラを手に入れて大きく変わった。
1950 年代末、ONF 入りしたペロー、ブロー、そしてマルセル・カリエー
ルやダンスローといった技術者は「新しい機械の力強さに驚嘆し、ドキュメ
ンタリーの道を辿ることが使命だと考えた」(Perrault, 1992, p.8)。技術がペロ
ーと時代を、ケベックと世界をつなげたと言えるだろう。この新しい機械と
は、まずドイツのレンズ会社アリ社が開発した 16 ミリ移動型カメラ Arriflex、
そして 60 年代初頭に初めて販売されたシンクロレコーダー Nagra III であ
る。
Arriflex は 20 キロもあったとはいえ、肩にかついで移動出来る初めてのカ
メラだった。ブローはこのカメラで、
国立映画庁初のフランス語短編ドキ
ュメンタリー『かんじきレース』
(Les Raqueteurs, 1956) を撮った。ち
なみに「肩にかついだカメラワーク」
という、今では映像ジャーナリズム
の常套となった撮影方法はブローが
考案したもので、銀幕に登場するや
否やダイレクトシネマの特徴として
世界から注目を浴びた。それまでフ
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ィクション映画の撮影は主にスタジ
オで行われており、記録映画にもカ
メラワークはほとんどなかったが、
Arriflex のおかげでロケ撮影の方法
が大きく変わった。
Nagra III の方は、カメラに接続し
て撮影と同時に音を収録し、タイム
コードをテープに刻み込むことが出
来る初めての機器であった。もちろ
ん、カメラと同じくらいの重量と
200 フィートという長いケーブルを
引きずってはいたものの。『世界の存続のために』では、こうした技術革新
の恩恵をいち早く取り入れ、田舎道の馬車や沖合の船の動きに合わせた映像
を成功させている。とりわけ、議論やダイアローグのシーン（漁の初回準備
の後アベルの家に集まった人々の会話や、鍛冶場でのアレクシとレオポルド
の議論など）が同時録音出来たことは、ペローを歓喜させた。とはいえ、携
帯カメラの作動音は録音をかき消すほどであり、ペローとブローはケーブル
に足を取られる反面、カメラの音を消すのに四苦八苦したという。
同時に、1950 年代の終わり、ケベックには大きな制度上の転換が訪れた。
1959 年には国立映画庁のフランス語部門が独立採算化し、仏系カナダ人監
督たちは個人的な映画のアイデアを実行出来る機会に恵まれたが、その同年、
それまでほぼ 20 年以上にわたって、ケベック州を統治していたカトリック
保守派のモーリス・デュプレシ首相 (Maurice Duplessis) が世を去った。1960
年には保守派に代わって、ジャン・ルサージュ (Jean Lesage) 率いる自由党が
ケベック第 1 党に選ばれた。政権交代を境に、政治・文化両面において、ケ
ベック州ではケベック・アイデンティティー獲得のための運動が始まった。
この運動は「静かな革命」と呼ばれる。この運動の一端を支えたのは、ドキ
ュメンタリー映画である。ドキュメンタリーの自発的創造に参加した仏系カ
ナダ映画人たちの「意志」は、個人的な美学といったものではなく、帰属集
団への「責任感」に貫かれたみずからの特殊性の意識だった。
1950 年代末、世界がアメリカを中心に新たな消費文化の到来に沸いてい
た時、ケベックはまだ「ケベック」ではなかった。「フレンチ・カナダ」あ
るいは「ロウワー・カナダ（低カナダ）」と呼ばれるカナダ東部の一州にす
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ぎなかった。公式な使用を禁じられた言葉を話し、その言葉も教会によって
統制されていた仏語系の農民たちには、職業の選択はほぼなかったと言える。
仏系カナダ人は 1960 年代まで、およそ 3 世紀にわたって北米の「白い奴隷」
だった。もちろん、大陸の民族と同列に並ぶような書かれた民衆の歴史など
持っていなかった。唯一その存在証明となるものは、数世紀の間自分たちだ
けで守ってきた話し言葉だった。書かれた歴史がないところに文化的アイデ
ンティティーはない、これは鉄則である。ペローが 50 年代前半にラジオを
通して口語の録音と記録に情熱を燃やしたのはそのためである。ペローは
50 年代を通して、「ケベックという名を持つということを知らない現実」を
信じ、その表現の手段が与えられるのを待っていた。
仏系カナダに 1950 年代終わりから 60 年代はじめにかけて『世界の存続の
ために』が制作された背景には、制度的・技術的条件が一同に介したという
事実があるのは確かである。
しかし、こうした状況をとらえたのは内面的な要求だ。『世界の存続のた
めに』が 60 年代の仏系カナダに生まれるべくして生まれたと言えば言い過
ぎになるだろうか。しかし、作った人たちがそう考えていたことは確かであ
る。とくにペローにとって、当時の仏系カナダの「ケベックという名を持つ
ことをまだ知らない現実」(Perrault, 1996, p.17) を、ゆがめることなく表明す
．．．．．．．．．．
る手段は、ドキュメンタリーでなければならなかった。「この時期、我々は
生のままの、映画のカメラに従わない現実を撮るためのカメラを探していた。
そして、人生によって演出されることを待っている映像を」(Perrault, 1992,
p.278) と後年彼が言っているように、ドキュメンタリーは偶然を必然に変え
る手段だったのである。『世界の存続のために』を制作するにいたった経緯
を説明する、次のようなペローの貴重な証言にも、そのことは明らかだろ
う。
カメラがその場で音とイメージを同時にとらえることが出来るという状況が
生まれた時、我々はこうして何倍にも拡大された人々の記憶を、責任を持っ
てあずからなければならない、と思った。カメラの新しい視線を使って見る
以外に、その新しい視線をどう利用したらよかったのだろうか。ただ記録す
る以外に、彼らの美化された記憶をどう処理したらよかったのだろうか。結
局はアーカイブ行きなのかもしれない。それでもかまわない。大事だったの
は、幻想を描いて大衆を熱狂させる産業に属さないという特権を手にいれる
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ことだった。(Perrault, 1992, p.8)

この「人々」は、1960 年代に仏系カナダ人のみが持っていた社会的・言
語的状況の中で、個人的な記憶を現実と信じ、その共有と持続を願ってい
た人々である。現実とは集団の過去である。彼らがこの現実を信じていな
ければ、ペローが彼らと出会うこともなく、彼の中で「責任」の意識が生
まれることもなかっただろう。カメラの視線は「人々」の記憶から現在を
結びつけるものだが、この視線は同時に、過去のケベックと生まれるべき
ケベックを結びつけるように、ペローには思われたのだ。「現実と映画の類
似は、偶然生まれたものではなく、映画人たちの意志から生じた」
(Perrault, 1992, p.8) とペローは言っている。どのような意志であったか。集
団の記憶を現在に蘇らせ、それを自らのアイデンティティーとして受け止
めることで、「ドキュメンタリー」の目指す現実を実現させる、というだけ
では足りない。その記憶を「何倍にも拡大する (magnifier)」という意志が必
要だったのである。
ある土地の言語を内面化した視線が、その土地の記憶の目をもってとらえ
た現実を、現代の機器によって「何倍にも拡大する」、これはどういうこと
だろうか。この問いに答えるには、文献ではなく、映画に戻らなければなら
ないだろう。
映画『世界の存続のために』の最後から 15 分のところ、ベルーガ捕獲の
シーンを見てみよう。
長い冬の後、春が来ても、セントローレンス川にベルーガは現れない。ぼ
んやりと河を眺める老人たちの姿が映し出される。ある日、罠の傍に白い影
がうごめくのを双眼鏡で見たと連絡を受けて、レオポルドが「ベルーガ漁の
長老」アベル艦長の家に駆けつける。遅い春の陽気の中、レオポルドとアベ
ルは罠に急ぐ。海は引き潮である。と、レオポルドは歩を進めながら、「か
かってる！」と叫ぶ。はるかな地平線を背景にたった 1 頭大洋に取り残され、
罠にかかってもがくベルーガは、迷った子供のように見える。しかし、大空
に響く波と風の音に負けないように、2 人は口々に「見事だ、美しい、素晴
らしいやつだ！」と叫ぶ。今年 76 歳のアベルは、「やっと会えたな、38 年
ぶりだ！」と言いながら、動物の上にかがみ込む。そして、両の手の平でそ
っとその背に触れる。彼が 38 年間頭に描いていたかつての漁で出会ったベ
ルーガに比べて、実際のベルーガは彼の目にどのように映ったのだろうか。
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長い沈黙の間に、伝説がアベルの心でどのような姿を取ってきたのか、観客
には見ることはできない。しかし、映画は、現実のベルーガが彼の期待を裏
切らなかったことを宣言する。小さな白い獣を、アベルが「この世で最も美
しい獣」のいかなる理想にも増して、「美しく、見事」だと観じたことは、
彼の言葉が雄弁に述べている。伝説が現実によって肯定されるとき、どのよ
うにその奇跡に応えればいいのか。ただ美しいと賛嘆する以外にはないので
はないか。これは、我々誰もが経験上知っていることである。1962 年春、
クードル島は、理想の現実への変貌によって、自分を初めて見つけ出すので
ある。アベルが次に出す「これは俺たちのものだ、俺たちのものだぞ！」と
いう指示の、これまでの行程の自然な帰結としての驚くべき的確さを、正し
く評価できるドキュメンタリー理論が存在するかは、果たして疑問である。
さて、この映画の各シークエンスを注意深く追って来た人なら、このシー
ンで、河床を歩くレオポルドとアベルの心に生まれ、膨れあがっている感動
が、決して他者には理解出来ない種類のものであることを理解するはずであ
る。長い労働に対して自然から与えられた 1 頭の小さなベルーガを、エイハ
ブ船長の白鯨以上に偉大な獣であるかのように押し戴く彼らの心がよく理解
できるはずである。ベルーガのあっけない姿と、それを「なんて大きくて美
しい」と思う 2 人の心の対照に深く共感する観客はこれまで絶えなかったし、
．．
これからも絶えないだろう。その共感は、この映画がドキュメンタリーであ
．
ることへの驚きと分かちがたく結びついている。我々がたどり着きたかった
のも、この驚きである。
果たしてこの驚きは、「観光客の驚き」だろうか、それとも「哲学者の驚
き」だろうか。あるいは、やはり従来の映像リアリズムを支えるドキュメン
タリー通念や現実の共通認識が抵抗しているしるしなのだろうか。もちろん、
そのすべてでもあるだろう。それ以上の驚きは、こうした驚きすべてが認め
る現実が、その客観的指標や不可知の事象への懸念をすべて無効にして、現
実であるというだけの理由で無二の価値を持つことの驚きであろう。このシ
ーンまで来て、我々はクードル島再生の希求が集団の行動を生み、現実から
の肯定を受け（漁が成功して）、それが彼らの自分自身への賛辞となるプロ
セスが、「ドキュメンタリー」が作られて行くプロセスでもあったことに気
づくのではないだろうか。クードル島の人々が言葉と毎日の感情で自分の存
在を確かめる時、それを映すカメラもまた、その限定された視点が自分にし
か属さないことを確かめる。自分自身を語り、肯定する人々を映しながら、
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カメラも自分を語り、自分を肯定し、自分を生み出していくことが理解され
ないだろうか。
ペローの「ドキュメンタリー」思想はリアリズム美学の賞揚ではなく、実
践による現実との対話である。その対話の中で、ケベックは自分を語り、表
象し、肯定することを学び、記憶の言葉のみを頼りに作り出した自らの現実
に、不可知の現実を超える価値を与える。『世界の存続のために』が「どの
ジャンルにも当てはまらない」ドキュメンタリーであるのは、ペローの「ド
キュメンタリー」が常にその場の現実に溶け込んで生まれる、生きた総体と
も言えるものであったからではないだろうか。
結語
1960 年代当時、『世界の存続のために』をはじめとするダイレクトシネマ
の作品に、欧米批評家が認めた新しさは、その後すぐに、もっと新しく、も
っと意外なドキュメンタリーに取って代わられた。70 年代には、ブロー初
め、ONF 第 1 世代を率いていたドキュメンタリー作家たちは新左翼運動と
結んだケベック主権運動に身を投じ、社会派ドキュメンタリーへと転向した。
80 年代には、フェルナン・ダンスロー (Fernand Dansereau)、クロード・ジュ
トラ (Claude Jutra)、そしてドニ・アルカン (Denis Arcand) といった ONF のス
ターたちも、市場の要請に応えて次第にフィクションへと移行した。テレビ
における情報と報道の需要は映画を超え、ドキュメンタリーは主に家庭の画
面でテーマ別に提供されるテクニカルなジャンルとなった。60 年代に世界
を瞠目させたケベック・ドキュメンタリーは、現在ではフォークロアの魅力
と過去の記念としての価値をわずかに残しているにすぎない。撮影の技術革
新は進み、60 年代、ヌーヴェル・ヴァーグやシネマ・ヴェリテ、そしてダ
イレクトシネマに批評家や文化人が見出した、抗いがたい「新しさ」の魅惑
は、今では過去のものである。
『世界の存続のために』とペローの「ドキュメンタリー」思想も、現代社
会に氾濫する、常に新しく、常に画一的なリアリズムに長く抵抗は続けられ
ないかもしれない。しかし、我々はこの論考で、ペローの映画が喚起する驚
きが、どのような制度的な理論をもってしても、最終的にとらえられないも
のであることを示した。今でも、ペローの「ドキュメンタリー」はリアリズ
ム理論家にとっての未踏の地なのである。
さらに加えるならば、『世界の存続のために』の撮影の間、どのような自
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己肯定の力がペローとブローを支えていたか、今日の我々には知る由もない。
しかし、この特殊な映像作品が自分自身の人生を生きようとした人々の物語
であったことを理解すれば、多くを知ったことになるだろう。この映画が
．．．
「ドキュメンタリー」であることが今でも我々を驚かせるとすれば、それは、
真に驚くべきことは自分の現実を生きることに他ならないからだ。
（本論考に使用した写真は、カナダ国立映画庁からの許可を得て掲載された。
）

（かのう

ゆきこ

成安造形大学非常勤講師）

注
1

この原稿は、2009 年 12 月 18 日に明治大学大学院教養デザイン学科（和泉
キャンパス）で、「映像資料講座」の一環として行われた『世界の存続のため
に』上映の際の講義をもとにしたものである。

2

ピエール・ペロー (Pierre Perrault) の略歴は以下の通りである。1927 年 6 月
29 日ケベック州モントリオールに生まれ、51 年までモントリオール大学で法
学を学んだ。この時代、詩と演劇とホッケーにもっぱら熱中していたと自ら語
っている。51 年から 2 年間パリ大学法学部に学んだが、生活の資を稼ぐため、
フランスではホッケーのコーチをしていた。53 年、トロント大学で学業を終え、
54 年から 56 年まで弁護士としてモントリオールで働いた。同時にラジオカナ
ダのフリーランス・シナリオライターとして、10 年近くもケベックの大衆の言
葉と自作の詩を電波にのせた。ペローのラジオ番組は詩集としてもまとめられ
ている。代表的なものに、
『大地と海の記録』(Chronique de terre et de mer, 1963)、

『私は町に住んでいる』(J’habite une ville, 1965)がある。60 年にはフランス人テ
レビ監督ルネ・ボニエールの『ヌーヴェル・フランスの国で』 ( Au pays de
Neufve-France, 1960) のシナリオライターとしてケベックをめぐる撮影旅行に参
加した。これがペローの初めてのカメラ経験だった。58 年、ONF のフランス
部門設立に伴ってフランス系現地スタッフとして雇われた。61 年から 62 年に
はドキュメンタリー映画処女作『世界の存続のために』を撮影し、発表した。
このときから 68 年までに、『時代の趨勢』(Le Règne du jour)、『水の車』(Les
Voitures d’eau) という、最初のものと合わせて「クードル島 3 部作」と呼ばれ
る長編ドキュメンタリーを撮った。70 年代ケベックナショナリズムの動乱の時
期には、『なんておかしな国！』(Un Pays sans bon sens !, 1970) や『アカディア、
アカディア！？！』(Acadie, Acadie !?!, 1973) という政治的なテーマの作品を撮
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った。しかし、80 年代以上は、社会派ドキュメンタリーを離れ、もっぱらアメ
リカインディアンや北極の自然に目を向けていくことになる。80 年代の最高傑
作は『輝く獣』(La bête lumineuse, 1982) である。多作な作家としての活動は、
80 年代からは詩からエッセイに移行した。『言葉から行動へ』(De la parole aux
actes, 1985)、『我々は島に住む』(Nous autres icitte à l’île, 1999) などのエッセイ
で、「ドキュメンタリー」についての思想を展開した。99 年 6 月 24 日、モン
トリオールにて没。
3

2005 年、映画ランキングで名高いカナダ、メディアフィルム社は、7 段階の
評価のうち最高の「傑作」レベルを持つ古今 120 本の映画作品に、『世界の存
続のために』も選んだ。120 本には黒澤明の『七人の侍』（54 年制作）や小津
安二郎の『東京物語』（53 年制作）も入っている。同レベルは非常に難関なこ
とで知られており、さらにそのうちノンフィクションとなると 4 本しか選ばれ
ていない。『世界の存続のために』はその 4 本のうちの 1 本である。参照サイ
ト

4

http://www.mediafilm.ca/fr/cotes-7.sn
ミシェル・ブローの略歴は以下である。1928 年モントリオール生まれ。50

年代、フランスのジャン・ルーシュやヌーヴェル・ヴァーグの監督のカメラマ
ンを務めた。ONF 再編成に伴い、ペローらケベック人監督と協力するようにな
る。ブローは、58 年に『かんじきレース』(Les raquetteurs) の「走るカメラ」
を成功させたカメラマンとして世界中に名が知られていた。70 年代に現れた
ONF 第二世代と共鳴して独立し、社会派の「ドキュフィクション」へと転向し
た。74 年の『指令』(Les ordres) では、監督もこなした。
5

エドガー・モランが 1960 年に『フランス・オプセルヴァトゥール』紙に発

表した有名な「シネマ・ヴェリテ」のマニフェストも、そのもとのタイトルは
．．．
「新しいシネマ・ヴェリテのために」（傍点筆者）であった。このタイトルが主
張していたのは、20 年代のロシア人ジガ・ヴェルトフ (Dziga Vertov) から借り
た「キネ・プラウダ（シネマ・ヴェリテ）」という語以上に、「新しい」という
形容詞であったと思われる。しかし、後の歴史はモランの「新しい」を省略し、
「シネマ・ヴェリテ」のみを映画史の運動として残した。Edgar Morin, « Pour un
nouveau cinéma-vérité », France-Observateur, 14 janvier 1960.
6

Paul Ricœur, Temps et récit, 3 vol., Editions du Seuil, 1983, t. I, p.141. 歴史記述と
虚構のナラティブを比較し、限りなく接近させることを目指した、構造主義的
言語実践論の基本的文献である。
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【研究論文】

Montréal dans Les Aurores montréales
『モントリオール・オーロラ』における
モントリオール
LEE In Sook
リー・インソク

要約
モニック・プルーは、モントリオールが現代ケベック社会を映し出す鏡で
あると考えている。そのため彼女は、都市そのものよりも、そこの住人たち
に関心をいだく。彼らの孤独、社会的疎外や苦悩を描写することによって、
彼女は自己を定義しようとしている多文化社会の 1 枚の絵画を示そうとする
のだ。
ケベックの過去は、モントリオールに住むケベコワたちの人生に染みこみ、
彼らが集合的アイデンティティを形成するのに影響を与えている。ケベック
文学では、ケベコワたちは社会から疎外された暴力的な父親のイメージで表
象される権力にたいしてトラウマを抱えていた。『モントリオール・オーロ
ラ』では家族は崩壊している。父親は不在であるか、さながら子どものよう
で、両親から保護を受けられない子どもたち、とくに娘たちは、正常なアイ
デンティティ形成に失敗して売春や麻薬にふけっている。
ケベコワたちは彼らの国においてだけでなく、大陸規模でもマイノリティ
である。地政学的かつ人口統計学的な現実がしばしば英語話者とフランス語
話者とのあいだの緊張関係を生み出している。ケベックの大部分は、連邦政
府による植民地政策の経験と、フランス文学の影響力が強いことによる文化
的植民地状態に由来した劣等感に苦しんでいる。モニック・プルーはケベッ
クの知識人たちを苦しめているこの劣等意識を明らかにする。
この作品では、モントリオールという都市が出身地と目的地の文化どうし
が互いに対決しあい、共存しあい、あるいは衝突しあうメルティングポット
であることが示される。そこに見られる多くのエスニック・コミュニティー
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が文化変容を起こし、互いの文化を引き受けることによって豊かになるので
ある。多様なバックグラウンドをもつすべての登場人物たちはコミュニケー
ションの必要性を感じているが、それは関係を築くことによってのみ自分た
ちを理解してもらえるからである。彼らはいわば、文学において長いあいだ
探求されてきた、しかしまた再形成されつつもあるケベックの文化的アイデ
ンティティの象徴なのである。
Mots-clés : Monique Proulx, Identité, Transculturalisme, Montréal
キーワード：モニック・プルー、アイデンティティ、トランスカルチュラリ
ズム、モントリオール
Depuis la Révolution tranquille, les écrivains québécois ont de plus en plus
tendance à choisir Montréal comme cadre spatial de leur univers littéraire. Cette
arrivée de Montréal dans la littérature québécoise marque une modification de ses
thèmes et de ses valeurs. En effet, la littérature québécoise, qui a fait jusque-là tant
d'efforts pour privilégier les valeurs agraires et une identité nationale non altérée, se
trouve soudain confrontée aux caractères plurilingue et pluriculturel de la ville.
Montréal est par excellence un espace cosmopolite qui suscite la remise en question
d’une identité unanime, et où le dialogue interculturel devient un facteur dominant.
Dans une interview publiée en 2010 dans The French Review, Monique Proulx
explique ce qui fait de Montréal un lieu si intéressant. Selon elle, Montréal est une
plaque tournante en Amérique, parce qu’on y côtoie des personnes de mentalités très
différentes et de diverses ethnies. Les Montréalais ont « vraiment digéré des
influences européennes, états-uniennes et du Canada anglais1 ». Pour elle, vivre à
Montréal est un beau défi, parce qu’on doit toujours y être ouvert sur l’inconnu et en
même temps maintenir son identité. Les Montréalais essaient à la fois « de ne pas
disparaître dans l’accueil fait aux autres et de ne pas tomber dans la paranoïa parce
que la paranoïa est très facile lorsqu’on se sent une entité menacée2 ».
Monique Proulx a publié un recueil de nouvelles, Les Aurores montréales, dont
tous les épisodes se passent exclusivement à Montréal. Pourquoi a-t-elle choisi ce
titre pour cette œuvre parue en 1995, un an après le deuxième référendum ? Nous
croyons qu’elle a voulu donner un effet de résonance idéologique au Québec. Dans
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l’histoire du Québec, l’aurore est utilisée comme métaphore de l’espoir d’une
nouvelle ère annonçant la fin de la “Grande Noirceur”. Heinz Weinmann, qui a
analysé le rapport entre l’identité nationale et le cinéma au Québec, met l’accent sur
la signification spéciale de l’aurore dans l’histoire québécoise. Il remarque que La
petite Aurore, une pièce de théâtre représentée plus de quatre mille fois de 1920 à
1950, peut être interprétée comme un mythe national illustrant l’histoire douloureuse
et blessante du Québec. D’après Weinmann, le prénom de l’héroïne, Aurore, n’a pas
été choisi par hasard ; « Aurore, son nom même le suggère : il s’agit de l’aube, de la
naissance aurorale d’un nouveau “jour” d’une ère, celle du Québec. Aurore happée
encore par les forces de la Nuit, de la “Grande Noirceur”3 ». Monique Proulx aussi
choisit l’aurore comme métaphore de la naissance d’un nouveau jour postréférendum.
Les Québécois ont de nouveau vécu une sérieuse crise d’identité nationale,
quand leur indépendance politique a été refusée lors du premier référendum de 1980.
Le résultat du référendum a gravement porté atteinte à leur fierté construite depuis
“la Révolution tranquille”. Pour les Québécois, l’autre représenté par les
anglophones dominateurs était le bourreau qui menace le moi. Se sentant martyrisés,
ils se croient victimes de l’autre. Le discours sur l’identité depuis la Révolution
tranquille est donc basé sur le refus et la négation de l’autre. Mais face à l’échec du
référendum, ils ont pris conscience que cette idéologie était illusoire. Ils ont compris
que l’identité ne peut se construire qu’à travers et par l’autre et qu’un discours sur
l’identité excluant l’autre n’a pas de sens. L’après-référendum les a mis dans une
nécessité impérative de se réconcilier avec l’autre et de vivre avec l’autre. Les
Québécois avaient alors besoin d’un nouveau discours sur l’identité nationale, que
Monique Proulx essaie de décrire dans Les Aurores montréales.
Notre auteure pense que Montréal est un miroir reflétant la société québécoise
contemporaine. C’est pour cette raison qu’elle s’intéresse à ses habitants plutôt qu’à
la ville elle-même. A travers la description de leur solitude, de leur aliénation et de
leur souffrance, elle réussit à montrer le tableau d’une société multiculturelle, société
en devenir, en train de se définir.
Absence du père
L’image du père dans la littérature québécoise désigne souvent le régime
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conservateur, qui, en collaboration avec l’Eglise catholique, a tenté d’enfermer le
peuple dans l’ignorance dans le but de garder le pouvoir.
Bien que nous puissions rarement trouver le père dans les vingt-sept nouvelles
des Aurores montréales, dans la troisième, Jouer avec un chat, cette figure en est le
personnage principal. Monique Proulx y décrit deux journées d’un homme qui vient
d’emménager à Montréal. Nous pouvons y lire le contraste entre la fille de vingt-cinq
ans, prématurément vieillie à force d’avoir vu les dessous de la vie, et son père de
quarante-sept ans, encore immature. Avec l’aide de l’alcool et de la drogue, la fille
supporte la traversée d’un long tunnel de désespoir causé par l’irresponsabilité et les
mensonges de son père. Cinq ans après avoir réussi à s’en sortir toute seule, elle
déverse toute sa colère contre son père.
« J’ai manqué de père, démarre-t-elle avec une vigueur nouvelle. Le deuil d’un père
vivant et irresponsable est plus pénible à supporter que celui d’un mort. Mon père n’a
pas joué auprès de moi son rôle de garde-fou. J’ai manqué toute ma vie de garde-fou. »
(AM, p. 30)

Le père au Québec souffrant de l’aliénation sociale et économique, n’a pas pu
jouer le rôle de garde-fou pour ses enfants. Et ceux-ci, à force d’avoir dû survivre
sans aucun guide paternel, ont perdu leur innocence trop tôt. Dans Les Aurores
montréales, les filles, sans protection paternelle, tombent facilement dans la
toxicomanie ou se prostituent. L’Enfance de l’art, un court épisode de trois pages,
relate une heure et cinquante minutes de la vie de Marie, douze ans.
Bien que Marie ne soit pas orpheline, ses parents sont parfaitement absents de
sa vie. Elle fait de l’auto-stop et vend son corps à des automobilistes. Avec l’argent
qu’elle gagne en se prostituant, elle achète un ourson blanc en peluche et de la
nourriture. De retour dans sa maison froide, vide de chaleur parentale, elle recherche
une chaleur synthétique dans son nouvel ourson blanc.
D’après Lacan, le rapport de l’enfant avec le père décide la transition de la
phase imaginaire à la symbolique de l’enfant. Mais, comme le père québécois est
absent ou reste encore un enfant, les filles échouent à former une identité stable.
Elles ne peuvent pas mener normalement une vie sociale, si bien qu’elles projettent
sur elles-mêmes l’indifférence et la violence faites par leur père. Faute d’une identité
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sociale, elles se considèrent comme une marchandise et sont enfermées dans des
relations sociales altérées.
Trauma collectif
Dans Jouer avec un chat, le père découvre petit à petit Montréal en visitant ses
quartiers. Il passe à côté du stade olympique qui figure le drame collectif des
Montréalais. Le stade évoque leur amour-propre profondément blessé.
Grâce à la Révolution tranquille, sûrs d’eux-mêmes, les Montréalais étaient
convaincus de pouvoir faire des choses sans aide du gouvernement fédéral. C’est
pourquoi, en 1969, le maire de Montréal, Jean Drapeau, a annoncé la candidature de
la ville à l’organisation des Jeux olympiques d'été de 1976. Il a voulu prouver
l’accession de Montréal au rang de ville internationale. Mais le résultat était un échec
total. La construction du stade a coûté un milliard de dollars, trois fois plus que la
somme prévue initialement. Et, à cause des retards accumulés, les Jeux olympiques
ont dû commencer dans un stade dont les aménagements étaient inachevés. La
cérémonie d’ouverture était elle aussi un échec, parce que la statue d’un dinosaure,
qui devait en faire l’ascension, s’est écroulée.
Les Québécois sont minoritaires en Amérique du Nord sur le plan sociopolitique et linguistique. Chez nombre d’intellectuels québécois, le sentiment d’une
double colonisation est perceptible : colonisation politique venant du gouvernement
fédéral, mais aussi colonisation culturelle, à cause de la force de la littérature
française. Ce sentiment a joué un grand rôle dans l’histoire des idées au Québec.
Monique Proulx décrit avec humour le complexe d’infériorité et l’hypocrisie des
intellectuels québécois dans Français et Françaises.
Sylvain, écrivain québécois, a horreur du Québec « paranoïaque et boutonneux
où l’on croit encore que les sagas télévisuelles constituent la quintessence de la
littérature »(AM, p.182). Quand le célèbre éditeur d’une prestigieuse maison
d’édition parisienne se montre intéressé par ses écrits, il est submergé par la vanité et
rêve d’aller s’installer à Paris. Les intellectuels québécois réunis dans une rencontre
avec Nicola, éditeur parisien, organisée par Sylvain n’hésitent pas à critiquer
férocement leur pays. Ce récit montre bien le double sentiment des intellectuels
québécois à l’égard du Québec.
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En réalité ce petit pays qu’ils pourfendaient de leur hargne était ce qu’ils aimaient le
plus au monde, ce petit pays se dérobant sans cesse sous leurs pas leur causait sans
cesse tant de chagrin qu’il fallait bien, pour se défendre, feindre de le mépriser. (AM
p.189)

Cette réaction masochiste des intellectuels à l’égard de leur pays connote le
trauma collectif des Québécois. Ceux-ci souffrent du trauma d’un peuple castré à
force d’avoir vécu une histoire marquée par une succession de défaites et de
désespoirs. Projetant sur eux-mêmes l’image du moi déformée par le dominateur, les
Québécois se méprisent et se torturent.
Proulx consacre un de ces récits - Oui or No - à une histoire de trahison
conjugale alternée avec l’histoire du référendum au Québec. Eliane, une Québécoise,
trompe son mari avec Nick, un homme de Toronto. Au moment où son petit pays
demande : « Nous permettez-vous d’acheter les papiers qui vont nous permettre
d’être suffisamment en règle pour nous permettre d’avoir un lit4 à nous ? Oui ou
non » (AM, p.170) et que son mari, animateur d’un programme politique à la
télévision, s’emporte contre ses concitoyens qui ont peur des sacrifices à payer pour
l’indépendance, Eliane plonge dans un fantasme érotique avec Nick et pense à son
appel : « Are we going to let this die ? When are you coming to Toronto ? » (AM,
p.172) Eliane se rend finalement à Toronto et passe une nuit de passion dans le lit de
Nick. Mais, à son retour au Québec, elle finit par comprendre qu’elle a été rejetée par
Nick puisqu’il ne la rappelle plus. Le sentiment d’être rejetée s’accentue encore à
cause des témoignages d’immigrants qui nient l’existence du Québec. Son mari et
elle comprennent les motifs complexes de leur refus, mais pour eux il est quand
même douloureux de constater que les gens venus d’ailleurs et installés ici depuis
longtemps ne partagent pas l’idéologie locale. Au moment du verdict du référendum,
Eliane et son mari s’embrassent et sombrent dans un état de chagrin aigu. La
déception politique de son mari coïncide alors avec sa déception amoureuse.
Cette nouvelle reflète d’une certaine façon la réaction des francophones
concernant leur défaite à ce référendum. Proulx prend soin pourtant de respecter
plusieurs perspectives qui existent au Québec, si bien que la voix des autres
communautés, comme celles des immigrants et des anglophones, n’est pas effacée.
Et l’auteur met l’accent sur les tentatives réciproques de la part de chaque
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communauté pour se comprendre et communiquer. C’est d’ailleurs sur les mots
tendres de Nick pour apaiser Eliane, I’m sorry I’m sorry, que finit cette nouvelle5.
Transculturalité
Les vingt-sept récits de l’œuvre sont divisés en six parties qui ne sont pas
numérotées, mais qu’on peut reconnaître parce que le premier texte se distingue des
autres récits par son titre, sa typographie différente et son style épistolaire. Les cinq
textes introductifs des parties dont L’Immigrant s’adressent à un destinataire qui
n’est pas capable de lui répondre. Car la réponse n’est nulle part ailleurs qu’ici, à
Montréal. Le titre des six nouvelles est lié aux couleurs : Gris et blanc, Jaune et
blanc, Rose et blanc, Noir et blanc, Rouge et blanc, Blanc. Combinant au blanc une
couleur pour chaque ethnie immigrée présente à Montréal, M. Proulx illustre les
échanges et les transferts entre culture allophone et culture québécoise.
Dans Gris et blanc, un garçon qui vient de s’installer à Montréal écrit à son
chien resté au Costa Rica. Montréal lui semble tout gris avec ces maisons grises et
son asphalte gris. Cette couleur est liée à la situation misérable dans laquelle il se
trouve dans cette ville nordique et froide. Pourtant, le garçon croit être sur « le
chemin vers la richesse »(AM, p.7) et ne perd jamais l’espoir. C’est d’ailleurs
pourquoi, à la fin du récit, il regarde avec merveillement. Montréal dont la couleur
générale, le gris, se couvre de neige qui transforme le Québec en pays tout blanc6.
Les couleurs du deuxième texte, Jaune et blanc, sont des métonymies. Cette
nouvelle qui est dédiée à Ying Chen, auteur immigrant d’origine chinoise, reflète non
seulement l’échange épistolaire des Lettres Chinoises entre Shanghaï et Montréal,
mais elle représente également une idée du parallèle sur l’Autre. Les personnages des
Lettres Chinoises emploient les termes « Montréal », « Amérique du Nord » et
« Occident » sans les distinguer. Ils généralisent ainsi la culture québécoise comme
celle de l’Occident. Dans Les Aurores montréales, on voit que cette généralisation ne
se produit pas seulement du côté des Chinois, mais aussi du côté des Montréalais.
Quand une jeune immigrante d’origine chinoise se sent perdue dans un immense
magasin de quincaillerie, Canadian Tire, un homme s’approche d’elle et s’adresse à
elle en anglais. Cette scène illustre parfaitement un préjugé des Montréalais qui veut
que tous les immigrants ne parlent qu’anglais. Aussi anecdotique, la surprise de la
jeune immigrante chinoise, qui trouve cent vingt-neuf modèles de couteaux au
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Canadian Tire, alors qu’il n’en n’existe qu’un seul modèle en Chine, démontre que
les généralisations sur l’autre et les tendances d’homogénéiser les différentes cultures
ne sont que des préjugés causés par l’ignorance.
Dans la nouvelle suivante Rose et blanc, dédiée à Marco Micone7, une jeune
étudiante québécoise d’origine italienne écrit à un auteur immigrant de la même
origine. Elle lui explique pourquoi elle a renoncé à la langue de ses parents pour
choisir le français.
Je suis née ici, je ne suis pas immigrante, je veux occuper le territoire. Depuis que je
sais que ce coin de terre est francophone, je refuse de m’extraire de la majorité
dominante, je refuse de stagner dans les rangs des exclus, je refuse de parler anglais
avec mes parents. (AM, p. 96)

Montréal où se concentrent plus de 80 % des immigrants installés dans la
province de Québec est un milieu cosmopolite qui ne les aide pas à s’intégrer au
groupe francophone. La plupart des immigrants adoptent l’anglais, étant donné qu’ils
savent qu’il leur est impératif de parler anglais en Amérique du nord. Mais ce choix
les amène à s’exclure du groupe majoritaire à Montréal. C’est pour cette raison que
la narratrice adopte la langue française. Cette décision peut se traduire comme une
volonté de s’adapter à la vie d’ici, où elle est, et pour communiquer avec les gens
d’ici. Elle apprend aussi l’italien, parce qu’elle garde une passion pour son pays
d’origine. Ces deux langues lui servent en quelque sorte d’intermédiaire pour garder
un équilibre entre son désir de s’intégrer dans son milieu social et la nostalgie de son
pays d’origine.
Proulx décrit les difficultés auxquelles certaines minorités ethniques s’affrontent
à Montréal dans Noir et blanc et Rouge et blanc. Dans la lettre adressée à Malcom X,
un Haïtien immigrant parle du racisme à Montréal.
Ici, à Montréal. Soyons sérieux, vieux. Est-ce que je ne serais pas le premier informé
s’il avait du racisme à Montréal ? Est-ce que je n’ai pas baladé dans tous les coins de
la ville 58 456 personnes dont les trois quarts complètement blanches depuis que je
fais du taxi ? (AM, p.140)
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Il insiste sur le fait qu’il n’y a pas de racisme comme on en trouve aux EtatsUnis où l’immigration donne lieu à une assimilation pure et simple. Comparant le cas
de l’Amérique du Nord où l’idéologie nationaliste a fonctionné d’une double façon
contradictoire, par exclusion des Indiens et des Noirs et par inclusion des groupes
d’origine européenne, le cas du Canada présente des particularités 8 . Les
communautés ethnoculturelles y conservent une sorte de spécificité reconnue grâce à
la politique du multiculturalisme. Le cas du Québec est encore plus particulier avec
son transculturalisme. Le narrateur de Noir et blanc prend l’exemple de Dany
Laferrière qui transporte partout au Québec deux éléments haïtiens, le soleil et le
rire9.
Rouge et blanc est la lettre d’une Amérindienne qui est adressée à une déesse
indienne. Son auteur y évoque comment ses ancêtres, guerriers de Hochelaga10 ont
été vaincus et combien les Indiens d’aujourd’hui mènent une vie humiliante dans les
réserves. Mais au lieu de s’isoler dans l’une de ces réserves, l’héroïne choisit de
vivre à Montréal et de s’infiltrer parmi les vainqueurs pour s’adapter à la vie qui a
changé de visage. Elle ne veut pas fuir, elle désire y enfouir de nouvelles racines et y
trouver de la dignité humaine.
Pendant longtemps, les rapports avec le groupe anglophone ont préoccupé le
Québec. Le crainte d’une assimilation a inévitablement conduit cette Province à voir
le nationalisme comme un rempart pour préserver sa culture francophone. Mais le
référendum de 1995 a placé les deux communautés dominantes, les francophones et
les anglophones, devant une nouvelle situation : la nécessité d’en finir avec les
conflits. Tel est le cas dans Blanc, qui est la lettre d’une assistante bénévole adressée
à un Québécois anglophone qu’elle a accompagné jusqu’à la mort. La rencontre de
ces deux personnages qui dure une semaine se sublime en une pureté absolue par le
dépassement de différence entre les deux ethnies, entre les deux sexes et même entre
la mort et la vie. Elle est figurée par la couleur de la neige qui tombe à la fin du récit.
Maintenant il neige, une neige que vous ne pouvez plus voir. (...) Tout à l’heure, quand
vous vous échapperez complètement de votre gangue devenue si encombrante, quand
vous ne serez plus ni anglophone ni montréalais ni homme, mais essence volatile
affranchie de l’obscurité, je me sentirai un instant moi aussi comme un espace vierge,
John, je serai comme vous une page blanche sur laquelle rien n’est encore écrit.
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(AM, p. 239)

C’est la neige qui ouvre et ferme notre œuvre. Dans le premier épisode, la neige
symbolise l’espoir contre la réalité grise du garçon immigré. Dans le dernier, la neige
qui tombe au moment du décès du patient anglophone véhicule un message pour une
nouvelle histoire qui transcendera le conflit et l’hostilité entre les ethnies et les
cultures. La neige est la métonymie de Montréal où la neige tombe très
abondamment et représente aussi la possibilité de toutes les couleurs à travers sa
couleur blanche et sa pureté.
Conclusion
A la lecture des Aurores montréales, on remarque donc que Montréal est un
creuset où les cultures d’origine et les cultures d’arrivée se trouvent mises en
confrontation, en cohabitation ou encore en conflit. De multiples communautés
ethniques s’y rencontrent, s’acculturent et s’enrichissent mutuellement en empruntant
la culture de l’autre. Tous les personnages de diverses origines éprouvent la nécessité
de communiquer, parce qu’ils ne peuvent se comprendre qu’à travers des relations
interpersonnelles. Ils sont, en quelque sorte, des symboles de l’identité culturelle
québécoise explorée par la littérature depuis si longtemps mais qui est également en
train de se reformer. Le titre même de l’œuvre qui fait allusion aux aurores boréales
nous évoque la transformation par ses caractéristiques éphémères et mouvantes. Et
nous souhaitons conclure cet article en citant Marco Micone : « Aucune culture ne
peut totalement en adopter une autre ni éviter d’être transformée au contact d’une
autre. La culture immigrée est une culture de transition qui, à défaut de pouvoir
survivre comme telle, pourra, dans un échange harmonieux, féconder la culture
québécoise et ainsi s’y perpétuer11 ».
(LEE In Sook, Université Hanyang)

Notes
1

Santoro Miléna, McPherson Karen, Bascom Galen, « Entretien avec Monique
Proulx », in The French Review, vol. 83, No.3, 2010, p.625.

2

92

Ibid., p.625.

Montréal dans Les Aurores montréales

3

Heinz Weinmann, Le cinéma québécois d'avant Jésus-Christ, l’Hexagone, 1990,
p.29.

4

Dans ce récit, le lit sert de métaphore de la nation. Donc le fait qu’Eliane se fasse
séduire par un anglo-Canadien et couche avec dans son lit prend une signification toute
symbolique.

5

C’est malgré tout de Nick Rosenfeld que vient la fin de l’histoire. Il téléphone à
Eliane, le lendemain de l’Ultime Consultation. (Hello, Eliane. It’s Nick Rosenfeld.) Et
pendant qu’elle ne parle pas, raidie par la méfiance, il dit ces quelques mots, les plus
tendres qu’elle ait entendus dans sa langue, il ne répéte que ces quelques mots
d’apaisement véritable. (I’m sorry, I’m sorry) (AM, p.178-179)

6

La beauté, Manu. La beauté blanche qui tombait à plein ciel, absolument blanche
partout où c’était gris. Ah, dure assez longtemps, Manu, fait durer ta vie de chien
jusqu’à ce que je puisse te faire venir ici, avec moi, pour jouer dans la neige. (AM, p.9)

7

Il est écrivain québécois d’origine italienne.

8

Clément Moisan et Renate Hilderbrand, op. cit., 37.

9

Regarde notre frère Dany, qui est un roi à Montréal. (…) Il a écrit ce livre, Comment
se fatiguer dans le noir avec un nègre que je lirai très bientôt un jour, et les tapis rouges
et les belles se sont allongés devant lui. Penses-tu que cela aurait été possible dans une
ville balayée par le souffle blanc du racisme, comme le dit si sottement Flore Saint
Dieu? Notre frère Dany ne fait pas dans les courbettes, voilà pourquoi il est un roi. (…)
Les autres, malgré leurs maquillages de télévision, ressemblent auprès de lui à des
subalternes anémiques, car il transporte le soleil partout où il va, le soleil et le rire.
Mwen renmen I’(AM, p.143)

10

Ancien nom de Montréal.

11

Marco Micone, « Le palimpseste impossible », Le figuier enchanté, Montréal,
Leméac, 1995, p.100.
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L’image du Québec dans le Projet Andersen
de Robert Lepage
ロベール・ルパージュの『アンデルセン・プ
ロジェクト』におけるケベックのイメージ
SHIN Junga
シン・ジュンガ
要約
本論考は、とくに『アンデルセン・プロジェクト』の主人公フレデリック
に注目しながら、ロベール・ルパージュの演劇世界においてケベックがどの
ように描かれているか考察することを目的としている。ケベック、とりわけ
ケベック市は、彼の演劇世界にとって尽きることのないインスピレーション
の源である。しかしながら、彼の作品の中ではケベックがしばしば、芸術家
として世界的な名声を勝ち得るために克服せねばならない限界としても描写
されていることを指摘するのは興味深いことである。ルパージュ自身と同様
に、彼の作品の登場人物たちも、旅に出て、他者にたいしてひたむきな関心
を示す。換言すれば、彼らは自分たちの故郷であるケベックの地理的・文化
的限界に対抗したいと強く望むのである。旅先で外国人と遭遇したり、外国
に滞在したりすることによって、彼らは他人の視点から自分自身を省察する
機会をもつことができ、それによって少しずつ、自分たちが何者であるか気
がつくようになる。彼らはアイデンティティの模索を通して、中心と周辺の
あいだで力が釣り合う新地点を見つけだすのである。彼らの心の中で、ケベ
ックはパリの周辺からそれ自身の中心へと徐々に移動していくのだ、と言う
こともできるだろう。ルパージュがいみじくも言ったように、普遍的なもの
はローカルなものの中にこそ横たわっているのだ。
キーワード：ロベール・ルパージュ、ケベック、アンデルセン・プロジェク
ト、エクスマキナ、イメージ
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Robert Lepage est probablement l’homme du théâtre le plus connu du grand
public québécois et certainement l’un des mieux cotés sur la scène internationale.
Une vie de metteur en scène, de producteur et d’acteur de grande renommée comme
la sienne nécessite évidemment beaucoup de déplacements d’un pays à l’autre. Dans
les quelques entrevues qu’il a rarement accordées au cours de sa carrière, Robert
Lepage a décrit sa vie comme un périple incessant entre le Québec et ailleurs. Selon
lui, ce désir de voyager s’est ancré en lui « avant même d’avoir obtenu un premier
succès local1 ». Mais il nous laisse voir aussi que cette envie d’aller vers le monde,
voire vers les autres est fortement liée au désir d’être informé de ce qui se passe
ailleurs et, ce faisant, de contrer les limites de son Québec natal.
En effet, le Québec, notamment la ville de Québec, se présente dans ses propos
tantôt comme l’origine de son univers théâtral avec laquelle il faudrait renouer sans
cesse, tantôt comme « un vase clos » dont on doit sortir pour « aller voir ailleurs »,
« se confronter », « voir à travers les choses2 ». Pourtant, cette ambivalence de
l’image du Québec, qu’on évoque souvent quand on parle du début de sa carrière
internationale ne semble désormais plus lui poser de problèmes identitaires. Avec
l’installation de sa troupe Ex Machina à la Caserne à Québec en 1997, le Québec,
notamment la ville de Québec, est devenu à la fois un centre logistique pour toutes
ses productions et un point d’ancrage pour se ressourcer et repartir ensuite ailleurs
vers d’autres horizons. En d’autres termes, on pourrait dire qu’un nouvel équilibre
s’est établi en quelque sorte dans un rapport du centre et de la périphérie, comme le
montre bien une règle établie par les fondateurs d’Ex Machina par rapport à son
mode de fonctionnement : « les compagnies faisant appel à leurs services devront
désormais s’adapter à leurs façons de faire. Ils ont parcouru le monde, c’est
maintenant le monde qui viendra dans leurs locaux à Québec3 ».
Or, ce changement, ou plutôt cette évolution de l’image du Québec est assez
récurrente dans son univers théâtral, du fait que Robert Lepage met souvent en scène
un conflit ou une interaction entre l’identité nationale et l’internationalisme, entre les
références et les perspectives locales et celles plus globales en exposant un
personnage québécois au monde extérieur. La plupart de ses personnages quittent
ainsi leur pays ou voyagent dans un autre pays pour diverses raisons. Ainsi
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confrontés à un nouvel environnement, ces personnages se mettent bon gré mal gré
en quête de leur identité et cette quête identitaire ne peut pas aboutir sans qu’ils se
redéfinissent par rapport à leur origine.
À ce propos, Frédéric, un des personnages principaux du Projet Andersen, ne
fait pas exception à cette règle. Auteur québécois qui a connu un petit succès au
Québec, il vient à Paris pour participer à un projet d’opéra pour enfants en espérant
obtenir ainsi une reconnaissance mondiale. En effet, pour lui, Paris, c’est le centre du
monde artistique alors que le Québec reste en périphérie. En tant que canadien
français, Frédéric est bien conscient de la petitesse de son pays et se sent marginalisé
face au monde artistique international représenté par l’Opéra de Paris. Or il se voit
aussitôt exclu de ce projet qu’il croyait prometteur pour sa carrière et il comprend
aussi que le système de l’Opéra de Paris ne fonctionne pas tel qu’il l’avait imaginé
mais que les enjeux politiques priment sur les enjeux proprement artistiques. Déçu ou
plutôt désillusionné, Frédéric décide de rentrer au Québec. Or ce Québec qu’il
retrouvera ne sera pas le même pour lui, car lui-même n’est plus la même personne
après cette espèce de voyage à la recherche de son identité dans l’autre monde. C’est
justement cet itinéraire vers soi-même, vers son origine que nous voulons suivre ici
brièvement à travers quelques fragments du Projet Andersen.
Dans Le Projet Andersen, on peut constater qu’il y a deux images du Québec,
l’une vue de l’extérieur, et l’autre vue par quelqu’un du pays, c’est-à-dire par un
québécois expatrié. En l’occurrence, le regard extérieur sur le Québec est représenté
par Arnaud de la Guimbretière qui est responsable du projet de l’Opéra de Paris
auquel Frédéric est invité à participer. Or dès la première rencontre avec Frédéric, le
commanditaire de l’oeuvre ne peut s’empêcher d’énoncer quelques idées reçues sur
le Québec, notamment à propos du français québécois.
Mais bon, vous allez voir, mon assistante a très bien ficelé la chose, elle a dit que
seuls les Canadiens pouvaient comprendre ce bel esprit nordique ; qu’il y a, chez vous,
cette belle lumière, ce beau silence, et surtout cette belle langue râpeuse qu’est le
québécois, qui rappelle un peu les accents primitifs et bâtards du dialecte danois
qu’utilisait Andersen pour rédiger ses contes, donc vous pouvez vous sentir tout à fait
à l’aise et tout à fait le bienvenu dans cette aventure.(p.22)
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On voit ici qu’aux yeux de cet administrateur d’opéra parisien, le Québec est
caractérisé avant tout par sa langue, à savoir le français québécois qui ne ressemble
pas au français standard de l’Hexagone mais dont les accents rappellent plutôt le
dialecte danois utilisé par Andersen.
Ce propos de la Guimbretière est loin d’être neutre. Ce personnage, très parisien
dans son jeu qui par la suite apparaîtra comme quelqu’un de plutôt misérable, qui
porte un nom à particule sorte de réminiscence de l’aristocratie du 18ème siècle, tient
un discours qui n’est pas sans rappeler celui du temps de la Nouvelle France. Le
double laudatif ‘beau’/’belle’ qui vient s’opposer à ceux méprisants de ‘primitif’ et
de ‘dialecte’, frôle le mythe du bon sauvage et rappelle l’expression de ‘belle
Province’. Ladite Province a beau être belle, elle n’en demeure pas moins une
Province par rapport à la capitale, qui serait Paris. Plus encore, le mot ‘bâtard’ qui
qualifie le dialecte danois est celui même qui pourrait qualifier le québécois. Sorte de
dérivé impur de la langue mère, le français de France. C’est précisément un dédain
ou une raillerie bien connu exprimé à l’endroit de l’histoire même du Québec que
Robert Lepage a surement entendu et dont il joue avec ironie.
Pourtant, il faudrait dire que ce problème de la langue qui est fortement lié à la
quête de l’identité au Québec constitue un enjeu primordial pour les Canadiens
français et que cela représente souvent la première idée que les gens du reste du
monde conçoivent de ce pays, à savoir que le Québec est une île linguistiquement
isolée en Amérique du Nord et que les Québécois font de multiples efforts longtemps
ignorés de la France pour sauvegarder leur langue. Dans ce contexte, on peut dire
qu’Arnaud touche en quelque sorte à l’essentiel des propos autour du Québec tout en
reflétant l’image du Québec forgée en France et plus généralement dans le monde.
Par ailleurs, ce problème de la langue est en réalité un perpétuel souci pour les
artistes québécois francophones, comme pour d’autres artistes d’autres pays, qui
veulent accéder au marché mondial et poursuivre ainsi une carrière internationale,
car comme le dit Lepage lui-même, « pour que le théâtre québécois se fasse
comprendre et qu’il ait un accès au marché mondial, il faut bien surmonter les limites
de la langue4 ». Dans Le projet Andersen, Robert Lepage met en scène - toujours
avec autant d’humour et d’ironie - les difficultés de Frédéric à communiquer en
anglais lors d’une réunion avec les gens du Théâtre Royal de Copenhague à laquelle
il a été obligé de participer à la demande d’Arnaud de la Guimbretière pour le
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remplacer. La scène consacrée à cette réunion nous montre bien et non sans effet
comique donc le fait évident qu’avec la barrière linguistique, la communication passe
très mal.
So, l’idée, c’est pas de rajouter des chanteurs. Mais je me disais qu’on pourrait peutêtre engager un acteur, mature acteur, qui pourrait... he can do the rôle of Andersen,
and he cans agir as un narrateur pour les enfants. And if we get a good imitateur, he
can do the voices of all the talking animals...
Non, ça serait pas de vrais animaux. Il would be... the puppets.
Non, non, pas nécessairement des grosses puppets, ça peut être des petites puppets...
Ben, il y en a quelques-unes. There’s the puppet of the hirondelle...
Hirondelle… Hirondelle?
Je suis désolé, I don’t understand... Why you want me to swallow? Because you don’t
hear me?
Ah ! c’est ça : swallow, c’est hirondelle !
Non, non, c’est juste parce que when I’m nervous, comme en ce moment, I forget to
swallow ma salive and the people don’t hear me and I have to drink the water... (p.37)

On peut imaginer facilement que ces différentes expériences infortunées ont dû
renforcer son sentiment d’exclusion, à savoir qu’il réalisa plus clairement qu’il
n’appartenait pas à l’élite parisienne même s’il est venu à Paris en répondant à
l’appel de l’Opéra de Paris. En effet, comme le metteur en scène du Projet Andersen
qui désirait le succès à Paris, comme Andersen, auteur du conte, qui espérait
également devenir un auteur bien célèbre à Paris et comme la fée Dryade qui
souhaitait visiter Paris aux dépens de sa vie, Frédéric pensait lui aussi avoir une très
bonne chance d’être un grand artiste en travaillant en collaboration avec l’Opéra de
Paris. Il l’avoue à son insu lors d’une séance psycho canine.
Je sais pas pourquoi j’ai dit oui à ça... Peut-être parce que ça se refusait pas, une offre
comme ça. C’est très prestigieux, ça se place bien dans une conversation, dire qu’on a
travaillé à l’Opéra de Paris. Peut-être pas ici, mais à Montréal, ça produit son effet.
(p.50)
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Comme le dit Frédéric, travailler à Paris demeure un rêve pour les artistes qui
envisagent une carrière internationale. Paris conserve l’image de centre du monde
artistique où on peut tenter sa chance. En effet, on croit souvent que la
reconnaissance des parisiens est un vrai succès et que la réputation parisienne est la
route pour devenir un grand maître. Cette idée, autrefois très répandue au Québec, à
la fois pour des raisons historiques mais surtout linguistiques, est ce que Robert
Lepage n’hésite pas à battre en brèche :
Je suis venu ici pour me faire valider... Parce que c’est ça qu’on fait, nous, les
Québécois. Quand on veut être pris au sérieux, on vient se faire valider en France.
Parce qu’on s’imagine que Paris est encore le centre du monde [...] (p.87)

Les propos de Frédéric montrent clairement ces rapports du centre à la
périphérie. Au début, le fossé entre le centre et la périphérie semble rester
infranchissable pour Frédéric. Mais avec le temps, il prend conscience que Paris, en
tant que centre du monde auquel il rêvait d’appartenir à tout prix, n’était qu’un
mirage. De plus, au cours de son séjour à Paris, Frédéric se rend compte petit à petit
que le monde artistique reste influencé par les enjeux politiques et économiques et
que même au cœur du monde artistique comme Paris, la réalisation d’un projet
artistique dépend surtout de la mobilisation efficace des fonds. Arnaud élucide ainsi
la naissance du projet Andersen auquel Frédéric est invité à participer. Eternel conflit
ici entre l’idéal artistique et les réalités économiques voire diplomatiques :
Bon, il faut comprendre que, derrière tous ces grands projets de collaboration
internationale, il y a toujours quelque volonté politique. Il est très clair que le
Parlement européen tente désespérément de ramener les Danois dans la mêlée : on sait
que depuis Maastricht, il n’y a pas vraiment eu de grand geste culturel réconciliateur ni
de la part de la France ni de la part d’Angleterre, donc nous nous sommes dit que, cette
fois-ci, il fallait peut-être oublier Beckett et profiter de l’occasion pour rêver à un
projet Andersen.(p.19)

Dans ce contexte, il nous paraît évident que ni le directeur artistique ni le
concepteur ou l’auteur de l’œuvre ne sont tout à fait libres du choix du sujet ou de la
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distribution des rôles d’un spectacle. Ainsi Arnaud se voit obligé sans cesse de
défendre son choix sur La Dryade de même que Frédéric en tant que librettiste du
spectacle est prié de ne pas traiter de thèmes comme le sexe ou la solitude
personnelle à la demande des coproducteurs extérieurs. Frédéric essaie donc d’ajuster
son livret au goût des commanditaires dans le seul but d’être reconnu de la scène
parisienne. Or il apprend par hasard qu’on l’a déjà exclu du projet depuis un moment
et qu’Arnaud lui a caché la vérité pendant tout ce temps. D’abord fâché, ensuite déçu
et enfin désillusionné, Frédéric rencontre Arnaud pour la dernière fois pour mettre le
point final à son aventure parisienne. Il dit maintenant qu’il ne lui en veut pas et que
c’est plutôt lui-même qui s’était trompé, parce qu’en vérité, un succès parisien ne
saurait lui apporter ni le bonheur ni un sentiment de plénitude :
Non, parce que si c’est le cas, il faut me le dire. Je ne vous en voudrai pas. De toute
façon, tout ça, c’est ma faute, parce que c’est moi qui suis venu à Paris pour les
mauvaises raisons.
[...] qu’on s’imagine que Paris est encore le centre du monde mais, de toute évidence,
il l’est plus. Il faut juste se faire à l’idée. (p. 87)

Pour Frédéric, Paris ne représente plus le centre du monde artistique comme il
l’était du temps d’Andersen, et il lui faut juste un peu de temps pour l’accepter
comme un fait établi. Frédéric ne regrette pas pour autant son séjour à Paris malgré le
fait qu’il n’ait pas pu y atteindre son but. Ce n’est pas quelque chose de honteux
d’avoir désiré le succès à Paris, on dirait plutôt qu’il s’agit en quelque sorte d’un rite
de passage pour aller plus loin. Rite de passage qui n’est autre qu’une libération,
celle de pouvoir laisser derrière soi de fausses images, des idées reçues, en un mot
ses illusions. En un sens le Projet Andersen est une pièce d’apprentissage comme
l’on parle de roman d’apprentissage tel que l’Education sentimentale de Flaubert où
le héros se nomme également Frédéric. Frédéric (celui de Robert Lepage) rappelle
ainsi l’expérience d’Andersen qui, avant lui, il y a longtemps, avait entrepris le
voyage à Paris presque pour la même raison que lui.
J’ai pas honte de ça. C’est pour cette raison-là qu’Andersen venait à Paris, lui aussi.
Chez lui, on l’adorait, on trouvait qu’il avait du talent, mais on le prenait pas au
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sérieux parce qu’il écrivait pour les enfants. Alors, il se sentait obligé de venir se faire
approuver par les grands esprits de l’époque : Balzac, Victor Hugo, George Sand...
(p.87)

Comme l’indique Robert Lepage dans un entretien réalisé lors de la
représentation du Projet Andersen au Théâtre du Nouveau Monde du 25 octobre au 3
novembre 2007, c’est en fait à partir de ses grands voyages qu’Andersen s’intéresse à
sa propre identité. Lepage s’est tout de suite identifié à cet aspect et il s’y est
reconnu. Il ajoute ainsi que dans son cas, il a vraiment commencé à essayer de
comprendre qui il était lorsqu’il s’est mis à voyager. D’après lui, c’est toujours le
même principe : on va vers l’ailleurs pour mieux se comprendre soi-même. Ce
principe peut s’appliquer bien évidemment au cas de Frédéric.
Cette identification avec le destin d’Andersen est capitale. On connaît la grande
part autobiographique du travail de Robert Lepage. Aussi l’on comprend que cette
recherche d’identité s’est faite certes à travers les voyages mais également à travers
la figure de cet auteur, ‘nordique’ comme lui, écrivant à la périphérie de l’Europe de
son époque, et donc à la recherche d’une reconnaissance artistique auprès des grands
écrivains de son siècle, Français en l’occurrence.
Au bout de son séjour à Paris, notre personnage parvient à remâcher tout ce qui
composait sa vie passée et présente : instinct et refoulés, fantasmes et rêves, désirs et
phobies et par la suite à mieux comprendre qui il est, ce qu’il veut vraiment dans la
vie. Alors on voit que Frédéric qui venait de se séparer de sa compagne Marie juste
avant son départ pour Paris parce qu’il ne voulait pas avoir d’enfant revient sur sa
décision et demande à Marie de recommencer leur vie en couple et de tenter d’avoir
un enfant, autrement dit de se projeter vers l’avenir et non de se tourner vers le passé :
De toute façon, t’as raison : il faut qu’il y ait de l’espoir, il faut qu’on ait confiance
dans les générations futures... C’est moi qui ai un problème avec ça, c’est à moi de le
régler. (p. 90)

Dans l’épilogue de la pièce, il nous raconte que déçu et épuisé, il a marché toute
la nuit dans Paris, qu’il a dormi pendant des heures et qu’il s’est réveillé à cause de
l’odeur des flammes. Et la pièce finit là avec l’image des flammes qui envahissent la
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scène, comme d’un passé d’illusion que l’on brûle pour une meilleure renaissance.
On peut par conséquent imaginer la suite de l’histoire de Frédéric. Une fois rentré au
Québec, il aurait sans doute du mal à se remettre de son échec à Paris et de sa
déception amoureuse. Mais on peut penser que malgré cela, il ne pourrait pas vivre
comme avant, parce qu’il ne serait plus la même personne qu’avant. Il ne se sentirait
plus ou moins marginalisé au Québec et pour lui il y aurait une sorte de
repositionnement entre le centre et la périphérie, à l’instar de sa troupe Ex Machina
qui après avoir parcouru le monde décide que c’est désormais le monde qui viendra
le trouver.
En effet, c’est là où le soi existe, nourri de sa propre identité, que se trouve le
centre. Par ailleurs, conclut Lepage « l’universel, (il) est dans le local5 ». C’est
exactement ce que prouvent les aventures extraordinaires que Robert Lepage court
avec sa troupe Ex Machina.
(SHIN Junga, Université Hankuk des Études Étrangères)
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安田敬監修、西田留美可他著

『ケベック発パフォーミングアーツの未来形』
三元社

2003 年

Kei Yasuda(dir.), Rumika Nishida et al., Arts Vivants au Québec,
Sangensha, 2003.

長 谷 川 秀 樹
HASEGAWA Hideki
本書は研究書ではないが、現代表現芸術にとどまらず広くケベックの芸術
文化を網羅する、日本はもとより、他の国でも前例のない著作である。ケベ
ックに関わる研究書は、管見のところ文学と政治学に収斂され、こうした研
究状況を鑑みてもそれ以外の分野からケベックを論じる本書の存在意義は大
きく、分野は何であれケベック研究には不可欠な文献といえるだろう。
本書には 100 を超えるケベックを拠点とするアーティストとその業績が詳
しい解説とともに紹介されている。ただ、実際にはそのほとんどすべてが最
大都市モントリオールを拠点としているので、「ケベック」というよりは
「モントリオール」の都市文化、都市芸術なのでは？という疑念を感じなく
もない。しかし忘れてならないのは、巻末で執筆者が指摘しているように、
これらのアーティストが活躍し、アートが花咲いたのは、ケベック州政府や
ケベックを基盤とする公的機関、民間団体やアソシエーションの並々ならぬ
奮闘努力と一貫した文化政策があったためである。芸術は決して木の股から
自然に生えてくるものではない。古典芸術でもモダンアートでもこの点は同
じだ。したがって本書で取りあげているアーティストや作品群は、モントリ
オールという都市芸術に決してとどまるものではなく、ケベックアート、世
界に向けたケベック発のアート、ということができよう。
もう 1 つ、本書に目を通せば湧いてくるであろう疑問に、パフォーミング
アーツとは何か？という点である。ダンス、演劇、マルチディシプリナリー
アート（多分野の表現芸術をモザイク状に混在させたもの）、サーカス（シ
ルク・ドゥ・ソレイユに代表される「新しいサーカス」）。これらがパフォー
ミングアーツであることについては誰も異議をさしはさまないだろう。しか
し、本書は、映画や音楽もそれに含んでいる。映画や音楽が果たしてパフォ
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ーミングアーツなのであろうか？
だが、本書を読むと、ケベックにおいては映画や音楽もまたパフォーミン
グアーツであることが十分理解できる。映画を例にあげるならば、ケベック
映画を「ハリウッドの呪縛から開放し（160 ページ）」たダイレクトシネマ
（詳細は本書のほか、本誌所収の加納由起子論文も参照されたい）、80 年代
に「ケベック映画を世界の桧舞台に押し上げた（161 ページ）」ドゥニ・ア
ーカンをはじめとするドキュメンタリー、そして現在のニューウェーブに至
るまで、ケベック映画がハリウッドのみならずフランス映画からの自立のた
めに、「どのように演じさせるか、演出させるか」という点を最重要視して
きたからだ。音楽についても、90 年代後半にカナダのみならずフランス語
圏全般で大ヒットした歌劇『ノートルダム・ド・パリ』（評者はこの DVD
を持っていて、主演女優兼歌手のエレーヌ・セガラやナターシャ・サン＝ピ
エールのファンでもある）を思い起こせば、歌謡がパフォーミングアーツで
はないと断言することはできない。
本書は多種多様なパフォーミングアーツのアーティストおよび作品を時に
はインタビューも交えながら丁寧な解説を加えて説明している。事典あるい
はガイドとも言える文献である。その作品やアーティストの写真も数多く掲
載されている。ただ、膨大な情報が 1 冊の本に詰め込まれたという感がぬぐ
えず、内容や作品を真に理解するには読む時間が相当かかるであろう。特に
当該芸術分野に携わっていない者からすると研究書以上に難解かもしれな
い。本書で取り上げられている作品を実際鑑賞するか、それにははるかにお
よばないものの、本書の脇にパソコンを置いて、そこで取り上げられている
人物や作品についてネットで検索することが必要であろう。先に本書は写真
がふんだんに掲載されていると述べたが、残念ながらすべてモノクロである。
もちろん、これはないものねだりでしかないのだが。
あと、もう 1 つ残念なのは、図書という形である以上、「更新」がされな
いことだ。本書によってケベックでは次から次へと新進気鋭のアーティスト
とその作品が生み出されていることが想像できる。この営みは現在もなお続
いていることであろう。しかし、当然ながら本書では書かれた時点でのアー
ティスト、作品しか把握できない。現代芸術、とりわけ本書の仏語タイトル
でもある Arts Vivants（直訳すれば「生きた美術」）を活字・出版で扱う際に
常にこのような困難さが付きまとうのである。
（はせがわ

ひでき

横浜国立大学准教授）

105

【書評】

ドミニク・ブルク、ネリー・ホギキャン編
『女性と移動』ラヴァル大学出版、2011 年
Dominique Bourque et Nellie Hogikyan (dir.),
Femmes et exils, Presses de l’Université Laval, 2011.

山 出 裕 子
YAMADE Yuko
1960 年代におこった、「静かな革命」と呼ばれる社会運動（あるいは文化
革命）の後、ケベックの文学では、女性作家たちによって、フェミニスト的
特徴を持った女性が描かれるようになった。その後、1970 年代の第 2 派フ
ェミニズム運動を経て、女性作家たちは、自分たちの経験を書くことで、1
つの文学ジャンルを作り出した。近年では、ケベックの女性文学の 1 つの特
徴となった「女性の文体」は、移民によって再生され、ケベックの女性文学
の中に新たな特徴を作りだしている。
しかしながら、1980 年代ごろから頻繁に見られるようになった、移民女
性たちが作りだしている新たなケベックの女性文学は、それまでにケベック
の女性たちが作り出した特徴を踏襲してはいるものの、フェミニズム運動で
見られたような、女性の権利を主張するためのものではない。むしろ、移民
女性が、ケベックの文化を吸収しながら作り出した、新たな文化を描くもの
であるといえる。例えば、アラブ系女性の作品では、フランス語とは距離の
ある言語（アラビア語）を母語にしていることから、常に、言語を通して、
文化的差異を感じながら生活している女性たちの様が描かれている。そして、
その距離感に対する意識が、彼女たちの文学の特徴となっているのである。
1990 年代になると、アジアからの移民たちが作品を描くようになり、ケ
ベックとアジアという新たな文化空間で作り出されるケベックの女性文学
は、さらなる色彩を帯びてきている。そうして、母国を離れ、ケベックで創
出される移民女性たちの作品は、ケベック文学において、ますます注目を集
めている。2011 年に出版された『女性と移動』(Femmes et exils: Formes et
figures) では、そうしたケベック文学に見られる近年の傾向をさらに系統づ
け、移民女性たちが描き出す文学の多彩さを、明らかにするものである。
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本書は、2 部に分かれており、第Ⅰ部は Thématique de exils と題されてい
る。ここでは、すでにポストコロニアル文学や移民文学では盛んに論じられ
てきた、移民文学に見られる自伝的要素や、アイデンティティなどについて
分析した論稿が収められている。また、第Ⅱ部は Poétiques exiliques と題さ
れており、移民した後に様々なエスニシティを持つ女性作家たちが作り出す、
文化の翻訳性や混血性などをテーマにした分析が見られる。
第Ⅰ部には 7 つの論稿が収められており、さらに 3 つのテーマに分類され
ている。ます初めに A. Exile intérieu/extérieur というテーマがあげられており、
例えば、Anne Thibeault-Bérubé による、ケベックの中国系移民作家であるイ
ン・チェンの作品の分析が見られている。この分析では、国外へ移動する際
に見られる、祖国との離別とそこから生まれる新たなアイデンティティの形
成の過程について明らかにされている。
続く、B. Identité exilique では、ケベックやフランスにおけるアラブ系移民
女性の作品に見られる、移動によって新たに形成されるアイデンティティに
ついて論じられている。例えば、モントリオール大学比較文学科の教授であ
る Amaryll Chanady は、レバノン系のケベック移民 Abla Farhoud の作品を通
して、主人公の女性たちによるレバノンの記憶の再生と、そこから新たに創
出されるケベック文化の特徴について、インド系ポストコロニアル理論家の
Homi K. Bhabha や、ジャマイカ系の Stuart Hall などの理論を用いて、分析を
行っている。さらに、René LaFleur は、アルジェリア系フランス移民であり、
アカデミー・フランセーズのメンバーともなっている Assia Djebar の作品に
見られる、アイデンティティの変遷について論じている。LaFleur は、特に
Djebar の作品 Les Nuits de Strasbourg に見られる « Alsagérie »の概念について
詳しく論じているが、ここでフランスの移民文学に見られるアイデンティテ
ィの形成過程と、ケベックの移民文学におけるそれとが、比較的観点から論
じられていることは、大変に興味深い。
第Ⅰ部の 3 つ目のテーマとして、C. Exil générationnel があげられており、
ここでは、祖国の記憶と文化に対する移民世代間の違いが論じられている。
こうした、移民たちの母国文化に対する世代間の差異は、他の文化圏の移民
文学（例えば、日系ブラジル文学など）でもしばしば見られものであり、そ
うした普遍的とも言える移民文学の特徴を、ケベック文化のコンテクストで
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論じられることで、ケベック文化の独自性が、より強調されている。
第Ⅱ部にもまた 3 つのテーマが設けられ、8 つの論稿が収められている。
最初のテーマは D. Les voies de la traduction とされ、アラブ系の女性作家の作
品に見られる、フランス語とアラビア語という言語の差異を通して行われる、
文化翻訳とそこから作り出される新たな文化についての分析がなされてい
る。
続いてのテーマは、E. Les jeux de translation とされ、さらに異なる言語を
母国語とした女性移民による作品の分析が取り上げられている。例えば
Yuko Yamade による、日系ケベック人作家アキ・シマザキの作品に関する分
析では、日本文化がフランス語で翻訳されることによって生み出される、新
たな文体やそこにみられる文化翻訳性、また、その土壌となるケベック社会
の文化混血性（Hybridité culturelle）について論じられている。
本書の最後のテーマとなるのが D. Oser l’invention であり、ここでは、コ
ート・ジボワールからの移民であり詩人でもある Angèle Bassolé-Ouédraoga
が、本書のために書き下ろした韻文作品が紹介されている。この作品では、
実際の移民である作者が、カナダという新しい国で、母国の記憶を再生しな
がら、新たなアイデンティティを模索している様が描かれている。
本書の持つ大きな特徴の 1 つとして、収められている論稿の分析の多くが、
アラブ系やアジア系という近年のケベックの移民文学で特に注目されている
文化背景を持った作家やその作品に関するものであることがあげられる。さ
らにそれを、文化や言語によって分類するのではなく、移民文学に見られる
主要なテーマ（アイデンティティ、文化翻訳性、新たな文化的特徴の創出な
ど）を通して分析することで、エスニシティを越えたつながりによって、ケ
ベック文学が再構築されている様が強調されていることは、特に注目すべき
であろう。
残念ながら、本書の日本語訳は出版されていないが、以上のような、ケベ
ックの移民文学を扱った日本語の著書としては、小畑精和著『ケベック文学
研究』の第 6 部において、中国系のイン・チェンの作品の分析がなされてい
る。また、真田桂子著『トランスカルチュラリズムと移動文学』では日系の
アキ・シマザキや、さらには、ユダヤ系の女性作家レジーヌ・ロバン等の作
品について論じられている。山出裕子著『ケベックの女性文学』の第 5、6
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章では、ケベックのアラブ系女性作家や、本書でも分析されている、アジア
系女性作家の作品が取り上げられている。また、同著者の『移動する女性た
ちの文学』では、フランスとケベックの日系女性作家による作品の比較を通
して、両文学に見られる移民作家の作品的特徴の違い、さらに、そこに見ら
れる両国の移民やその文化の受容に対する差異についての検討がなされてい
る。
ここにあげたような、日本語によるケベック文学に関する書籍の多くに、
移民作家の作品に関する分析がなされていることは、特に強調されるべきで
あろう。それは、ケベックの文学における、移民たちの役割を明らかにして
いると言え、現在のケベック社会における移民のあり方を見ても、ケベック
文学の移民作家の作品の重要性が、ますます増していくことは明らかである。
ゆえに、エスニシティを越えた移民文学に対する視座を持つ本書は、今後の
ケベック文学研究の方向性を探る上で、参照すべき書であると言えるであろ
う。

＜参考文献＞
小畑精和『ケベック文学研究−フランス系カナダ文学の変容』御茶の水書房、2003
年。
真田桂子『トランスカルチュラリズムと移動文学−多文化社会ケベックの移民と文
学』彩流社、2006 年。
山出裕子『ケベックの女性文学−ジェンダー、エクリチュール、エスニシティ』彩
流社、2009 年。
──────．
『移動する女性たちの文学−多文化時代のジェンダーとエスニシティ』
御茶の水書房、2010 年。

（やまでゆうこ

明治大学兼任講師）

109

【海外学会報告】

国際フランコフォニー学会 第 25 回世界大会
参加報告
Conseil International d’Études Francophones (CIÉF),
25e congrès mondial, 29 mai-5 juin 2011, Aix-en-Provence
2011 年 5 月 29 日から 6 月 5 日まで、南仏エクサンプロヴァンスの Cité
du Livre を会場にして国際フランコフォニー学会（CIÉF）第 25 回世界大会
が開かれた。AJEQ 会員からは、昨年に引き続き小畑精和と小倉和子が、そ
して今回から立花英裕と加納由起子も参加した。グァドループの作家 Daniel
Maximin の情熱あふれるスピーチで開幕した大会は、7 日間にわたって 90
近い分科会に分かれ、350 名以上の研究者たちの発表が行われる大規模なも
のだった。テーマは、移民文学、フランス語圏各地域の文学、女性作家、映
画、旅行文学、言語学、フランス語教育など、この学会の定番メニューに加
えて、今回は土地柄 Le Clézio や、先頃亡くなったマルティニックの作家
Edouard Glissant に関するものも多かった。
まず、小畑が主宰した 5 月 30 日午後の第 5 分科会 « Mémoire individuelle
et histoire officielle : le cas d’Aki Shimazaki » (Président : Yoshikazu Obata,
Université Meiji) では、加納が « Le mythe du bilinguisme littéraire : le cas d’Aki
Shimazaki » と題する発表を行った。シマザキの創作言語に対する立場と、そ
の作品の特性の新しさを、フランス語現代文学の代表的「バイリンガル作
家」、あるいは「亡命作家」（特にクンデラとクリストフ）と対比させること
で、浮かび上がらせようとした。
それぞれ論点は異なるが、各発表者とも、日系ケベック作家としての特異
性を探るのではなく、移民作家として、あるいは日本語を離れて別言語で書
く移動作家としてアキ・シマザキ作品をより一般的な視点からとらえようと
試みていた。
翌 5 月 31 日午前の第 5 分科会 « Exil et retour dans l’écriture francophone »
(Présidente : Lucie Lequin, Université Concordia) では、立花が « Quête d’un
royaume chez Aimé Césaire et Edouard Glissant » という発表をした。1950 年代
後半のフランス海外県におけるポストコロニアル的状況を参照しながらエ
メ・セゼール『帰郷ノート』とグリッサン『レザルド川』を読み比べること
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によって、文化と政治の問題を捉え直そうとするものだった。
また、小倉も同じ分科会で « Voyage et retour chez Dany Laferrière » と題す
る発表をした。ハイチ出身モントリオール在住のラフェリエールが、父親の
死をきっかけに 33 年ぶりに帰郷した際に書いた（とされる）自伝的小説を
取り上げ、オデュッセウスや芭蕉の旅とも比較しながら、「帰郷」の意味を
探った。
この分科会では、韓国ケベック学会から Jonghwa Jin も参加して、主とし
てカリブ海に関わる作家たちの亡命と帰郷のテーマが扱われたが、それに
Véronique Tadjo などコートジヴォワールやセネガルの作家に関する発表も加
わり、テーマの一貫性と広がりについて会場から好評をいただいた。
分科会の他にも、レバノン出身で、現在はケベックで活躍する劇作家
Wajdi Mouawad 原作の映画 Incendies（『焼け焦げるたましい』）の上映会と、
それに関するラウンドテーブルを初めとして、多数の催し物があり、どれも
手応え充分だった。
極めつきは、会長がフランス領ギアナから連れてきたアーティストたちに
よる詩の朗読や歌と踊りの夕べ。民族衣装に身を包んだ出演者たちの情熱溢
れる舞台の後には、香り豊かなラム酒やデザートが供され、南米大陸の片隅
にあるこのフランス語圏地域について知るまたとない機会となった。
会場の Cité du Livre は図書館と文化センターが一体になった複合施設で、
元はマッチ工場だった場所だという。Méjanes 侯爵の寄贈による中世の写本
やユダヤ教の教典などを多数所蔵するプロヴァンス地方の文化的中心地であ
る。
2012 年はギリシアのテッサロニカで開催されることが決定されている。
韓国ケベック学会会員やケベックの研究者たちと共催で、またいくつかのセ
ッションを企画したいものである。
（小畑精和・立花英裕・加納由起子・小倉和子）
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ものを提出する。
5．研究論文、研究ノートには、200語程度の要旨（ただし本文とは異なる言
語による）および、5語以内のキーワード（本文と要旨の言語で）をつけ
る。
6．投稿申込
送付先：240-8501
科学部

横浜市保土ヶ谷区常盤台79-1

長谷川秀樹

横浜国立大学教育人間

e-mail：kurnos@livedoor.com

締切： 2012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
今年より編集委員長の任を仰せつかり、何とか第３号の刊行にこぎつけ、
ほっとしております。
しかし、これからが正念場。「３号雑誌」で終わることのないよう、その
責務の重さを感じております。あまり編集者向きではなく、この種の役割は
初めてですが、次号はもっと手際よく進めたいと思います。

（長谷川）

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

102-0071 千代田区富士見2-2-2 電話03-3234-5931 http://www.sairyusha.co.jp 定価税込
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