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【エッセイ】

Essai sur le Japon1
Kim THÚY

キム・チュイ

Le Japon, je l’avais aimé longtemps avant de le connaître. Il est de ces lieux dont le
pouls et le souffle nous captivent bien avant d’y mettre pieds. Le bruit des vagues sur
ses rives à elles seules nous hypnotisent et nous envoûtent.
Ma première rencontre avec ce pays a eu lieu derrière une porte anonyme d’un
bâtiment rectangulaire, manufacturier, aux abords d’une autoroute montréalaise. Je l’ai
découvert à 18 ans en jeune étudiante qui n’avait pas encore fait son premier voyage.
Dès que la propriétaire septuagénaire du restaurant, habillée en kimono m’a invitée
à traverser le seuil de la porte, j’ai adopté ses pas feutrés et ses gestes précis, presque
inflexibles. Dès lors, je suis devenue une inconditionnelle, admirative et aveuglée par
ma fascination pour ce pays qui m’était pourtant encore inconnu.
À mon premier amour adulte, j’ai proposé le Japon en destination. J’y suis retournée
chaque fois que mes vols faisaient escale à Narita. Je rêvais à mon premier enfant afin
de pouvoir lui donner un nom d’une ville japonaise: Hagi, Nikko, Sendai, Tsu, Nara,
Midori, Anjo, Ama, Yatomi…
Pourquoi le Japon? Ma réponse était composée d’une série de clichés qu’on retrouve
dans tous les livres, soit la beauté des cerisiers, le mystère des geishas, la force des
samouraïs, la discipline des élèves, la perfection du Mont-Fuji, la maîtrise de l’art
culinaire… Et puis, une fois, une guide a expliqué qu’un intrus produirait le son d’un
rossignol akahigé quand son pied se posait sur une des planches de la galerie de la
maison d’un shogun et celui d’une bouscarle chanteuse sur une autre planche. Cette
anecdote a révélé le sublime de l’invisibilité, un art qui m’est devenu une philosophie
de vie.
Jamais je n’avais osé rêver qu’un jour j’aurais la chance d’être invitée à m’asseoir
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parmi des grands académiciens japonais pour les entendre réfléchir et surtout,
décortiquer la littérature québécoise comme des neurologues identifiant chaque nerf,
chaque neurone, chaque pulsation. Dans cette salle, « des phrases ajoutées entre
parenthèses dans Les enfants du Sabat d’Anne Hébert » brillaient soudainement
comme des billes de cristal qui donnaient de la lumière aux phrases voisines; «
les deux voix narratives dans La Chasse Galerie d’Honoré Beaugrand » faisaient
résonner la forêt canadienne en plein coeur de Tokyo; de mon banc, « On pourrait
entendre (…) qu’il existe virtuellement un espace québécois national dans l’univers
poétique mironien » dans la voix d’un professeur qui a marché dans la neige des
Laurentides de Gaston Miron… Dans la même journée, j’ai appris l’avant-gardisme
québécois en féminisation des titres et les femmes québécoises en tant qu’écrivaines
et citoyennes.
Jamais, je n’aurais pu deviner que derrière les rues bondées, après l’immense hall,
au bout des escaliers roulants, des portes anonymes de par leur uniformité avec des
centaines d’autres pouvaient s’ouvrir sur des gens assis au dos droit, aux regards
discrets, tous francophiles et surtout, connaisseurs de la littérature québécoise et
amoureux de mon Québec autant que moi.
Le Japon m’avait séduite sans vouloir me séduire. Il suffit qu’il soit lui-même avec
son travail rigoureux, sa réflexion profonde et son œil chirurgical pour que je tombe
en pâmoison. Depuis qu’il s’est infiltré sous ma peau, je lui suis devenue loyale et
inconditionnelle, comme une amoureuse.
À très bientôt, mon bel Amour.

注
1 本タイトルは、編集者による。
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(Kim THÚY, écrivaine)

【研究論文】

ブシャール＝テイラー委員会による間文化主義の
ケベック社会における受容に関する一考察

On the reaction of Quebec society to the
Bouchard-Taylor Commission report
荒木隆人
ARAKI Takahito
Summary

The Bouchard-Taylor commission, set up by the Quebec government in response
to a series of incidents concerning cultural differences in the mid-2000s, published the
final report in May 2008. The report advocates “interculturalism”, a social integration
policy for coexistence between French speaking majority and other ethnic minorities.
Some of academics think highly of this interculturalism policy as an alternative to
Canadian multiculturalism policy. However, the report’s recommendations were
not readily accepted by the Quebec society, especially French speaking majority.
Although studies have been made on criticism from Quebec academics and politicians
against the report, few studies have focused on the reactions of Quebec social groups
against the report. Therefore, the purpose of this study is to clarify the viewpoint of
the interculturalism advocated by the Bouchard-Taylor commission report taking
into consideration the criticism of the Société Saint-Jean-Baptiste, a major nationalist
organization in Quebec. From the results of this study, it can be concluded that the
interculturalism presented in the report by the Bouchard-Taylor commission will not
adequately protect the unique culture of French speaking majority in a reasonable
accommodation which is biased toward the judicialization of politics.
キーワード：間文化主義、社会統合、ブシャール＝テイラー委員会、サン・ジャ
ン・バティスト協会
Mots-clés : Interculturalism, Social integration, The Bouchard-Taylor commission, Société
Saint-Jean-Baptiste
1.

はじめに
周知のように、ケベック社会では、2000 年代以降のフランス語系マジョリティ
1
とエスニック文化マイノリティ（minorité ethnoculturelle） の文化間の差異を巡る騒
動（代表的な事件としては、ムスリム学生のヒジャブ 着用を巡る事件や、シク教
2

5

徒の学生が公立学校にキルパン を携行したことによる事件、正統派ユダヤ教徒が
シナゴーグに近い YMCA ジムのトレーニングルームを曇りガラスにするように要
4
求した事件など ）を受けて、2007 年 2 月ジャン・シャレ（Jean Charest）ケベック
州首相による「文化的差異に関する調和の実践を巡る諮問委員会（Commission de
consultation sur les pratiques d’accommodement reliées aux différences culturelles）」 が
3

設立された。この委員会はその共同委員長であるジェラール・ブシャール（Gérard
Bouchard）とチャールズ・テイラー（Charles Taylor）の名称から、ブシャール＝テ
イラー委員会（Commission Bouchard-Taylor）と呼ばれる。この委員会は、2008 年 5
月、
『未来の構築 ― 調和の時（Fonder l’avenir. Le temps de la conciliation）
』と題した
最終報告書の中で、異文化間の対立の調整のための社会統合政策として「間文化主
義（interculturalisme）」の主張や、政教分離の原理である「開かれたライシテ（laïcité
ouverte）」などの提言を州政府に対して行った。ここで、間文化主義とは、ブシャー
ル＝テイラー委員会の定義によれば、「ケベック州の主流社会の言語であるフラン
ス語を文化間関係の共通言語とし、権利の保護に配慮しつつ多元的な方向性を開拓
し、多様性と社会の中核をなすフランス語系の継続性の間に生まれる創造的緊張関
係と社会的絆を保持しつつ、統合と参加を強調し、相互交流の実践を推奨するもの
である」とされる（Bouchard et Taylor, 2008, p. 121）。
このようなブシャール＝テイラー委員会の間文化主義政策の主張については、新
しいケベック型の社会統合モデルとして積極的に歓迎する向きもある。例えば、ケ
ベック政治の代表的な研究者であるアラン＝ G・ガニョン（Alain-G. Gagnon）は、異
文化集団をゲットー化させるとして多文化主義を批判し、間文化主義をフランス語
系マジョリティとエスニック文化マイノリティとの積極的な市民的対話を通じて信
頼関係を高めることを可能にする統合モデルとして積極的に評価している（ガニョ
ン，2015, p. 118）
。この評価の背景として、間文化主義は、カナダを越えた世界の潮
流の中でも多文化主義政策の行き詰まりを打破し、異文化集団のリベラルな統合を
5
推進する新しい政策として注目されている事実がある（Bouchard, 2011, p. 432）。
しかしながら、実際のケベック社会の文脈では、ブシャール＝テイラー委員会の
間文化主義の提言は、大きな批判にも直面した。第一に、政治家のレベルでは、ブ
シャール＝テイラー委員会を設立したシャレ首相率いるケベック自由党政府は、ブ
シャール＝テイラー委員会の主要な提言である間文化主義の法制化も、「開かれた
ライシテ」についての白書の作成も実行しなかった（Gagnon, 2010, p. 11）。また、
ケベック州議会はこの委員会の提言の一つである、ケベック州議会における十字架
像の撤去にも全会一致で反対した。
加えて、ケベックの研究者からも委員会の主張は批判に晒された。批判の中
心的論点は、フランス語系マジョリティ文化を核とする「共通文化（une culture
commune）
」の理解を巡ってである。間文化主義の最大の特徴は、ブシャール＝テ
イラー委員会によれば、「統合（intégration）」であるとされる（伊達，2016, p. 16）。
多文化主義は、マジョリティの文化の否定という前提に立つので、古い創設文
化（vieille culture fondatrice）の維持という観点が弱いとされる（Bouchard et Taylor,
6
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2008, p. 121）。その点はピエール・トルドー（Pierre Trudeau）カナダ連邦首相が 1971
年に行った次のような多文化主義宣言、すなわち「カナダには公式の文化は存在し
ない。どの民族文化が優位に立つこともなく、全ての文化は平等である」という発
言に端的に表れている。それに対して、間文化主義は、エスニック文化の多様性に
配慮しながらも、共通言語としてのフランス語とフランス語系マジョリティの文化
を中核として築きあげようとしている共通文化の維持を念頭に置いたものであるこ
とを強調する。
しかし、ブシャール＝テイラー委員会による「共通文化」の維持という政策では、
フランス語系マジョリティの文化の保護にとっては十分ではないとする批判が提
起されている。例えば、現在のケベック党の党首ジャン・フランソワ・リゼ（JeanFrançois Lisée）は、ブシャール＝テイラー委員会の主張する「共通文化」では、フ
ランス語しかフランス語系マジョリティにとって保護されるものがないと批判する
6
。また、元ケベック民主行動党（Action Démocratique du Québec）の党首マリオ・
デュモン（Mario Dumont）は、ブシャール＝テイラー委員会の間文化主義の中では、
マジョリティの文化が優位性を持っていないと批判する（Rocher et Labelle, 2010,
p.194）。このような主張からは、間文化主義もまた、
「統合」という観点が弱く、結
局はカナダ連邦政府の多文化主義（multiculturalisme）の考え方との違いが明確では
なくなってしまうという批判が提起されるのである。
また、ブシャール＝テイラー委員会の「共通文化」をフランス型の共和主義的文
脈からとらえて批判する見方もある。ケベック大学モントリオール校（Université du
Québec à Montréal）のジョゼフ・イヴォン・テリオー（Joseph Yvon Thériault）は、ブ
シャール = テイラー委員会の主張する間文化主義を次のように批判している。す
なわち、そこではフランス語を共通の言語としながらも、主として、民主主義、人
権憲章などに基づく普遍的な価値観による国民統合が目的となっていると指摘す
る（Thériault, 2010, p. 154）。テリオーは共同委員長の一人であるブシャールの思考
には、ドイツの哲学者ユルゲン・ハーバーマス（Jürgen Habermas）の「憲法的愛国
主義」（市民がネイションを参照することから生じる愛国主義ではなく、普遍的な
7
価値観によって作られる愛国主義を抱くこと）の思考が反映されていると分析する
（Thériault, 2010, pp. 144-145）。
以上のように、ブシャール＝テイラー委員会の間文化主義を巡っては、種々の
反対する理解が提示されている。伊達聖伸も指摘するように、間文化主義は多文
化主義と共和主義の間の微妙な均衡の上に成り立っているために論争にさらされや
すい性質のものである（伊達，2016, p. 18）。しかしながら、ブシャール＝テイラー
委員会の提言の実効性について何よりも重要な点は、この提言がケベック社会の
現場からどのように扱われたのかという点であろう。ケベックの社会集団の中に
は、人権と青少年の権利委員会（Commission des droits de la personne et des droits de
la jeunesse）や、人権連盟（Ligue des droits et libertés）
、ケベック弁護士会（Barreau
du Québec）などの個人の権利保護を重視する団体や、ケベック・ムスリム連合
（Association Musulmane Québécoise）を始めとするアラブ・ムスリム諸団体は、ブ
7

シャール＝テイラー委員会の提言に賛同を示したが 、フランス語系マジョリティ
の文化の保護を重視するケベックの社会集団の多くはこの提言に対して批判を行っ
9
ているからである 。事実、この委員会の提言の一つである、ケベック州議会から
十字架像を撤去すべきという提言に関しては、La Presse 紙が 2007 年 10 月に行った
世論調査によれば、ケベック州民の約 70％が州議会の議事室から十字架を取り除く
8

ことに反対していた 。
このようなフランス語系マジョリティの文化の保持を目的とする社会集団の中で
体系的な批判的言説を展開した団体の一つとして、サン・ジャン・バティスト協
会（Société Saint-Jean-Baptiste）が注目される。それは、創立が 1834 年に遡るケベッ
ク州における主要な保守的なナショナリスト団体である（Lachapelle et al., 1993, p.
164）
。サン・ジャン・バティスト協会は、ケベック・ネイションとしての「ケべッ
ク人（Québécois）
」の宣言で知られる 1967 年のフランス系カナダの公会議（États
généraux du Canada français）の開催や 11、ケベック州におけるフランス語の公用語
化に重要な役割を果たしている（Levine, 1990, p. 52）。今日では、ケベック州の祭日
10

であるサン・ジャン・バティストの祭典の管理運営を担っている。このようなフラ
ンス語系マジョリティの文化の保持を長年主張してきた代表的な団体であるサン・
ジャン・バティスト協会のモリシー（Mauricie）支部によるブシャール＝テイラー委
員会報告書に対する意見書を検討することで、ケベック社会がこのブシャール＝テ
イラー委員会をどのように受容したのかを図る一つの手がかりを得ることができる
だろう。
本論文の構成は以下の通りとなる。まず、議論の前提として、ブシャール＝テイ
ラー委員会の共同委員長であるジェラール・ブシャールとチャールズ・テイラーの
社会統合における見解を概観した上で、彼らの共同委員長としての最終報告書を、
とりわけ彼らの「共通文化」の主張に焦点を当てながら検討する。その検討を踏ま
えて、ケベックにおいて、フランス語系マジョリティの文化の保護を主とする言説
を行っているサン・ジャン・バティスト協会のブシャール＝テイラー委員会に対す
る意見書を手がかりにして、ブシャール＝テイラー委員会報告書の理論的問題点を
明らかにする。
２. チャールズ・テイラー及びジェラール・ブシャールの社会統合についての見解
「はじめに」で述べたように、2000 年代半ばの一連の文化間の差異を巡る騒動を
12
受けて設立された 2007 年のブシャール＝テイラー委員会 が最終報告書で依拠し
ていたのが、間文化主義という社会統合モデルである。本章では、次章において
ブシャール＝テイラー委員会の報告書を検討する前段階として、ブシャール＝テイ
ラー委員会の共同委員長であるチャールズ・テイラーとジェラール・ブシャールの
それぞれの社会統合についての理念を検討する。
さて、チャールズ・テイラーは、周知の通り、
「承認の政治（Politics of recognition）
」
の提唱で知られる哲学者である。彼は、近代社会における個人のアイデンティティ
の重要さを説いているが、個人のアイデンティティの形成は、重要な他者との対話
8
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を通じてなされると考える。他者との間での理解可能性が存在する時に初めて、個
人が選ぶ選択肢は意味をもつものとなる。一般的な自由主義は、まず個人の自由な
選択が存在すると考えるが、この考え方をテイラーは否定する。
最初に意味の重要性の地平（horizon of significance）があって、価値あるもの
とそれほどではないもの、さらにまったく価値のないものが区別され、それか
ら選択が行われるにもかかわらず、（穏やかな相対主義の根底にある）主観主
義の原理は、意味の重要性の地平が前もって存在することを否定するのです
13
（Taylor, 1991, p. 38） 。
テイラーはこの意味の地平の重要性を強調する。彼によれば、意味の地平を壊し
てしまうようなやり方では、自己の真のアイデンティティを獲得することはできな
い。重要な地平と照らし合わせることでしか、自己のアイデンティティを定義でき
ないと主張する。従って、テイラーは意味の地平である共同体の歴史、自然、連帯
の重要性を主張する。このような意味の地平を考慮しないような自由主義を彼は手
続き的自由主義（procedural model of liberalism）と定義している。これは、イギリス
やアメリカ合衆国などの英語系諸国の政治哲学に源流をもつ、国家が善（good）の
内容に関して関与しない自由主義である。そのような自由主義に反対し、彼はもう
一つの自由主義を選択する。それは、善の内容に関して国家が介入する自由主義で
ある。テイラーによれば、ケベックの社会こそ、この自由主義に基づいているとす
る。
集合的目標を持つケベックのような社会は、このモデル〔引用者の注：手続
き的自由主義〕に抵触する。ケベックの政府にとって、ケベックにおけるフ
ランス語文化の存続と繁栄が善であることは、自明のことである。政治社会
（Political society）は、次の二者の間、すなわち我々の祖先の文化に忠実であり
続けることに価値を置く人々と、自己発展という個人的な目標の名の下にここ
から逃れることを欲するかもしれない人々との間で、中立的立場をとらないの
である（Taylor, 1993, pp. 175-176）。〔下線は引用者〕
上記の引用の具体的な事例として、彼は 1977 年のケベック州の言語法である 101
号法、すなわちフランス語憲章（Charte de la langue française）を挙げている。フラン
ス語憲章は、ケベック州の公用語をフランス語のみとする法律である。この法律は
フランス語共同体の維持が個人の言語選択の自由よりも優先されるということを意
味するが、テイラーは、以下の理由でこのフランス語憲章を支持する。すなわち、
ケベックの社会で重要なことは、政府が単にすでに存在するフランス語を話す人々
への便宜を提供するということではなく、将来、ケベックの地にフランス語の使用
の機会を利用したいと望む人々の共同体が存在するようにするということである。
つまり強い集合的目標をもつケベックのような社会では、社会というものは「善き
9

生」をどう定義するかによって組織のされ方が変わってくる可能性がある（a society
can be organized around a definition of the good life）のである（Taylor, 1993, p. 176）。
以上のように、彼は、ケベック社会に関して、フランス語共同体の将来にわたっ
ての維持を何よりも重視し、フランス語系社会はこのような集合的目標を持ってお
り、個人的権利よりも集合的権利を優先させる社会であると主張していた。それに
対して、
「ケベック州以外のカナダ（Rest of Canada）」の英語系の社会は手続き的自
由主義の社会であり、個人的権利を優先させる社会であると規定していた。このよ
うに、英語系社会で優勢である、文化の差異を考慮しない自由主義に対して、テイ
ラーは、意味の地平を成す文化の存続という集合的目標を取り込むような自由主義
の擁護を行っている。
次に、ブシャールの社会統合に関する見解を検討しよう。彼は、ケベックを含む
ネイションの比較研究を行う研究で知られる著名な社会学者・歴史学者である。彼
は、
『ケベックの生成と「新世界」：「ネイション」と「アイデンティティ」をめぐ
る比較史』の中で、新大陸における「新集合体」としてのケベックのネイションの
歴史的変遷を跡付けている。彼によれば、ケベックのフランス語系ネイションは、
1960 年代以降の近代化の過程で、ケベック・ネイションに変質したとする。その新
しいネイションを彼は以下のように定義する。
新しい概念としてのケベック・ネイションは、カトリックでありかつ先祖が
フランス出身であることがケベックに帰属する条件である、という考え方を排
除した。このネイションは、主として文化のレベルではフランス語を公用語と
すること（これは 1974 年の第 22 号法で確立された）によって定義される。こ
のネイションは、公用語としてのフランス語の共有という点の下に、ケベック
の住民を特徴づけるあらゆるエスニック文化的多様性を認めるのである。そ
れゆえ、ケベック・ネイションは、北米の歴史 ― いにしえのものも最近のも
のも―によって混ぜ合わされた独特のフランス語圏として、自らを位置付ける
ようになった…ケベックは多様性とアイデンティティを両立させ、同化とゲッ
トー化の折衷方式としての間文化主義という考え方を導入し、それによって集
合的統合を実現しようとしている。ケベックは、一つのネイションであると
同時に、複数のネイションから構成されているともいえよう（Bouchard, 2001,
p. 170）。〔下線は引用者〕
以上の点からわかるように、ブシャールによるケベック・ネイションの定義は言
語、すなわちフランス語を話すことが最重要であるとされる。さらに、このフラン
ス語の共有という特徴に加えて、1975 年に制定されたケベック人権憲章「人の権利
と自由についてのケベック憲章（Charte des droits et libertés de la personne）
」の制定が
一つのきっかけとなるケベック・アイデンティティの再構築の過程で、市民的要素
（基本的権利の擁護、民主主義）がネイションの定義の中核に加わったとされる。
以上のように、ブシャールにおけるナショナリズムには、ケベックの言語の共通
10
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性と、普遍的な価値観に基づく歴史や文化を重要視するという点が見られる。ここ
でのネイションは、エスニック文化的多様性を尊重し、フランス語という共通言語
を通じて、コミュニケーション、文化交流、通婚のダイナミズムを確立している。
このネイションの「共通文化」は、多様なエスニック文化共同体間で根本的に共有
される価値観やシンボルであり、それによって社会統合を目指すとされる（Bouchard,
14
1999, p. 68）
。すなわち、ブシャールの見解は「リベラルな」 ネイションとしてケ
ベックを捉えていると言えよう。
以上のようなテイラーとブシャールの見解には、両者ともに、単に個人の自律性
にのみ基づく個人主義というのではなく、個人を構成する言語、文化、歴史を重要
視する立場が貫かれている。さらに両者にはある共通点も見出せる。それは近代自
由主義という思考を背景にもっているということである。テイラーも、近代の個人
のアイデンティティの真正さという点から出発するが、その個人のアイデンティ
15
ティは、文脈なき自己ではありえず、意味の地平を必要とする 。ここで、ケベッ
クにおける意味の地平とは、現実には 1960 年代以降の近代化され自由主義化され
たケベック社会の価値観であった。そのようなケベック社会の諸個人がもつ意味の
地平を考慮するような自由主義をテイラーは念頭に置いているのである。ブシャー
ルもまた、ネイションの議論からケベックの歴史、言語、文化を重視するが、その
価値観は 1960 年以後の普遍的な価値観を重視する文化という点が強調される。以
上のように、テイラーもブシャールもケベックの「共通文化」という点では、共に
1960 年代以降ケベック社会で現実化された近代の自由主義を土台にしているのであ
16
る 。
３. ブシャール＝テイラー委員会における間文化主義の理念
では、二人が共同委員長となったブシャール＝テイラー委員会において、彼らの
「共通文化」の概念がどのように間文化主義の理念に反映されているのかを検討し
てみよう。
「はじめに」で述べた様に、間文化主義の定義においては、多様性と社
会の中核をなすフランス語系文化との調整が重視されていた。委員会の最終報告書
の中では、間文化主義が機能する枠組みはネイションとしてのケベックであるとさ
れている。ケベックのネイションの定義を巡ってはケベックの政治史において多く
17
の論争があったところであるが 、報告書では、ケベック・ネイションを意味する
「ケベック人」の定義に関して答えは明瞭であるとしており、「ケベック人」とは、
ケベック州という領域に住む全ての住民である（Tous les habitants du Québec sont des
Québécois）とされている（Bouchard et Taylor, 2008, p. 121）
。以上の定義のように、
フランス語系住民とその他様々なエスニック文化マイノリティから構成されるケ
ベック人は、それぞれの文化集団間の対話を行いながら、「共通文化」を作り上げ
るのが間文化主義の理念である。
それでは、その「共通文化」とは何か。それは、多元主義、平等（とりわけ男女
の平等）
、連帯性、ライシテ（laïcité）、差別の撤廃（non-discrimination）
、など 1975
年の「ケベック人権憲章」やカナダ 1982 年憲法の中に組み込まれている「権利と
11

自由に関するカナダ憲章（Canadian Charter of Rights and Freedoms）
」に見出される
18
ような近代的個人主義に基づく普遍的な価値観 の共有、及び共通の公用語として
のフランス語の共有である（Bouchard et Taylor, 2008, pp. 125-126）
。従って、ケベッ
クのネイションはこれらの普遍的な価値を共有するリベラルなネイションであると
されるのである。以上のことから、最終報告書が意味するケベックのアイデンティ
ティは、ケベック州という領域に住むことを前提とし、共通の公用語としてのフラ
ンス語と人権を核とする普遍的な価値観を共有することというアイデンティティ理
解であった。
ここで重要なことは、ブシャール＝テイラー委員会はケベックのフランス語系マ
ジョリティの歴史的文化を無視しているわけではないことである。実際、報告書に
おいてはケベックのフランス系カナダの過去から受け継いだアイデンティティは全
く正当なものであり存続すべきであると述べられている（Bouchard et Taylor, 2008,
p. 189）
。しかしながら、注目すべきは、委員会が提示する歴史的アイデンティティ
についての理解である。ここで、委員会は「歴史化（historisation）
」という概念を用
いる。「歴史化」とは、普遍的な価値が、歴史における戦いやトラウマ、傷、成功、
創設の行為のような過去や印象に残るような集団的経験と結びつけられることに
より、所与の社会にとって具体的な意味を獲得する過程のことである（Bouchard et
Taylor, 2008, p. 126）
。すなわち、歴史の中で形作られてこそ、普遍的な価値観は所
与の社会に受け入れられる。
ブシャール＝テイラー委員会は「平等」という普遍的な価値観を例に出して「歴
史化」を説明している。例えば、「平等」という価値観はそれ自体は普遍的だが、
それが意味をもつのは歴史性を帯びた時である。フランス語系ケベック人にとって
は、
「平等」という価値は、お互いに分け合うことが生存の条件であったフランス
領植民地時代やその後の労働組合の闘争、女性運動の過程の中に根付いている。他
方で、英語系ケベック人にとっては、「平等」は、彼らの自由主義的個人主義の中
に根付いているし、アフリカ系アメリカ人や、アフリカ系カリブ人、およびアフリ
カ人を起源とする移民にとっては「平等」は、奴隷制の記憶の中にある。すなわち、
それぞれの文化集団は、それぞれの歴史化の過程を通じて「平等」という普遍性を
理解するとされる（Bouchard et Taylor, 2008, p. 126）。
このように、報告書では、ケベック・アイデンティティの根幹において普遍的価
値観の共有という視点が強調されているが、フランス系カナダ人に固有の伝統や慣
習についてはどのように考えられているのであろうか。報告書では、その事例とし
て、クリスマスの儀式や、宗教的伝統、記念行事のような慣習や象徴的遺産が挙げ
られているが、それらを州政府はここ数十年で復活させ保護するように努めてき
たと述べるに止まっている。集合的記憶に関しては、それは長い間の従属的地位か
らの解放運動や文化的マイノリティとしての生き残りというようなフランス系カナ
ダ人の歴史に根付くものではあるが、全てのケベック人にとっても意義あるものと
するために、普遍的価値に基づく集合的記憶を強調しなければならないとしている
（Bouchard et Taylor, 2008, pp. 211-212）。以上のように、委員会はケベック・アイデ
12
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ンティティの歴史的形成過程を重視したが、そのプロセスの中を貫いている普遍的
価値の内容を抽出し、その普遍的価値の側面を強調したのである。
次に間文化主義の実践の面から、その特徴をさらに検討してみよう。先述したよ
うに、2000 年代半ばからケベック州では一連の文化間の差異を巡る騒動が顕在化
していたが、その騒動に際してどのような解決方法が採られたのであろうか。間
文化主義の実践に関しては、委員会報告によれば、大別して「法的手段」と「市
民的手段」の 2 つの方法があるとされる。1 つ目の法的手段とは、
「妥当な和解
（accommodement raisonnable）」と呼ばれる。「妥当な和解」とは、基本的に、法律を
一律に適用した場合に差別が生じてしまうような事例に対して、当事者の平等を保
障するために法を柔軟に適用することである（Bouchard et Taylor, 2008, p. 63）
。その
際に、特別な法の適用を求める「和解」を要求する根拠は、差別が実際に存在する
かどうかである。その基準においても、「ケベック人権憲章」の 10 条に列挙されて
いる項目（人種、肌の色、性別、ジェンダー、妊娠、性的指向、戸籍、法によって
規定された場合を除く年齢、宗教、政治的信条、言語、民族的出自、社会的条件、
障害または障害を緩和するあらゆる手段）が援用される。ただし、この項目に一致
する場合でも、
「和解」の要求が認められるとは限らない。なぜなら、
「和解」を実
施する組織の側が特別な取り扱いを実施することで組織側が「過剰な負担」を負う
ことがないかどうかも基準となるからである。以上のような基準に照らしながら、
判断を任されるのは、司法の場の裁判官である。このように、「妥当な和解」は、
19
優れて司法的なアプローチである 。
もう 1 つは、「協議による調整（ajustement concerté）」である。これは紛争当事者
同士での交渉を通じて和解に至るアプローチである。ブシャール = テイラー委員会
の見解としては、後者の「協議による調整」のアプローチの方を強く推奨している
（Bouchard et Taylor, 2008, pp. 64-65）。なぜなら、「協議による調整」のアプローチの
方が、文化間の対話を通じて統合を図る間文化主義の理念に即しているからである。
従って、ブシャール＝テイラー委員会の中では、「妥当る和解」は紛争解決の「最
後の手段」として位置付けられているのである（Bouchard et Taylor, 2008, p. 65）。
確かに、この「妥当な和解」に至る前段階である「協議による調整」によって、
ケベックの市民に対して対話の重要性を促し、間文化主義の理念を植えつける意味
は大きい。また、紛争の多くは、実際には裁判までもつれこまないかもしれないが、
当事者同士の話し合いで解決できるような次元の事例であれば、
「協議による調整」
で解決する。しかしながら、権利間の複雑な対立の場合には、最終的な判断が裁判
20
官による「妥当な和解」に帰せられる 。そこでの「妥当な和解」を行うかどうか
の基準は、個人の基本権を保護する目的の「ケベック人権憲章」を基準にしており、
訴えも個人からの裁判所への訴えを広く認めている。従って、この点において普遍
的な個人的権利の保障が法的手続きによってなされることが強調される。
４. サン・ジャン・バティスト協会によるブシャール＝テイラー委員会報告への批判
以上のようなブシャール＝テイラー委員会の報告書の立場に対して、ケベック社
13

会の現場ではフランス語系マジョリティの文化の保護を目的とする団体から多くの
反対意見が提示されたことは先に述べた通りである。そうした反対意見の中でブ
シャール＝テイラー委員会の提案に対して体系的に反論を構築したのがサン・ジャ
ン・バティスト協会モリシー支部であった。彼らの主張の中で、ケベック・ネイ
ションはどのように捉えられているだろうか。注目すべきは、彼らにとってネイ
ションの文化は固定的なものではなく、絶えず作り替えられるものであると述べら
れていることである。それゆえ、彼らもまた 1960 年代の「静かな革命」を通じて
ケベックは伝統的な価値観に軸を置くアイデンティティから解放され、自らを普
遍性（universalité）によって定義するようになったことを認めている。しかし、サ
ン・ジャン・バティスト協会は、ケベックが表現の自由や権利の平等、民主主義な
どの普遍的な価値を認めてきた一方で、そのアイデンティティと帰属感の基盤であ
る独特な文化要素を維持保存してきたことにも注意を払っている。それら独特な要
素とは、言語、領域、制度及び文化である（Société Saint-Jean-Baptiste de la Mauricie,
2007, p. 5）
。
以上のようなネイション理解に基づき、サン・ジャン・バティスト協会はブ
シャール＝テイラー委員会の報告書に対して重要な批判を行っている。それは、ブ
シャール＝テイラー委員会の「和解」の方式である「妥当な和解」に関する問題で
ある。ブシャール＝テイラー委員会では、「妥当な和解」は最後の手段であり、
「協
議による調整」を奨励してはいる。しかし、サン・ジャン・バティスト協会によれ
ば、和解の実践の要求の多くは、司法の場まで持ち越されているという事実がある
とした上で、「協議による調整」が成立した事例の多くは、法律上の起訴を避ける
ためにのみなされたものにすぎないとする。結局、「妥当な和解」は、和解方式の
過度な司法化（judiciarisation）をもたらし、調和のとれた文化間の和解を妨げると
批判する。さらに、
「妥当な和解」の手法の司法的アプローチは、本質的に集合的
な性格を帯びる問題を「個人主義化（individualiser）」する傾向があると指摘する。
和解の司法的アプローチは、公的領域における宗教の問題など、集合的な性格を帯
びる問題の管理を放棄し、カナダの裁判所の決定に任せてしまうことになる。こ
のことこそが、まさにケベック人が示す激しい苛立ちの根源であるとする（Société
Saint-Jean-Baptiste de la Mauricie, 2007, pp. 12-13）。
以上の点に関して、今日重要な問題を提起している事例として、ケベックの公的
領域におけるカトリック信仰の位置を扱う場合の問題がある。彼らによれば、多く
のケベックの住民にとって、ケベックのカトリック信仰のいくつかの要素はケベッ
クの集合的遺産、ひいてはアイデンティティの不可欠な部分を成している。その例
として、祝日や、クリスマスの儀式、民謡、建築物を挙げる。これらの要素をケ
ベック社会の全ての成員と共有することは何ら倫理的な問題を提起せず、先験的に
同意が得られるものである。しかし、公共の建物における十字架や、聖書、祈祷な
どは、建築の文化的遺産に含まれるか、それとも政教分離というライシテの原理の
違反になるのかは、州議会で議論の余地がある対象であるとされる（Société SaintJean-Baptiste de la Mauricie, 2007, p. 16）。
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ここで、問題となるのは、ブシャール＝テイラー委員会による多様性の調整の方
式が、
「妥当な和解」方式に見られる通り、個々人からの訴えや「司法の政治」を
広く認めている点である。裁判官のような、州民に選ばれていない者に、「妥当な
和解」の個々の判断を任せるのではなく、州民の選挙による代表者の集まりである
ケベック州議会によって、ケベック固有の歴史、アイデンティティ、価値観を反映
した政教分離の制度を法的に確立する必要があると主張するのである。従って、サ
ン・ジャン・バティスト協会は、ブシャール＝テイラー委員会の間文化主義政策で
はフランス語系マジョリティの文化の維持に関するケベックの正当な集合的権利が
守られないと述べている（Société Saint-Jean-Baptiste de la Mauricie, 2007, p. 16）。実
際、サン・ジャン・バティスト協会の見解は、ケベックの市民の全体の見解を反映
するわけではないかもしれないが、「はじめに」で述べたように、世論調査から見
ると、実際のケベック州民の大半は、フランス語系マジョリティの価値観が侵害さ
21
れる不安感を強く感じていたのであった 。
5.

結びに代えて
本稿で検討してきたように、ブシャール＝テイラー委員会が最終報告書において
主張した間文化主義については、多文化主義に代わる新たな社会統合政策として期
待する向きもあったが、他方で公表直後から現場のケベック社会での受容には大き
な困難が伴った。ブシャール＝テイラー委員会の提言に関しては、州議会の十字架
像の維持の問題に象徴されるようにシャレ州首相の反対や知識人からの批判が相次
いだ。本稿では、このブシャール＝テイラー委員会の最終報告書の理論的問題点を、
ケベック州のフランス語系マジョリティの社会集団の 1 つであるサン・ジャン・バ
ティスト協会の見解から明らかにすることを試みた。その結果としては、サン・
ジャン・バティスト協会の主張からは、ケベックのアイデンティティの問題として、
「静かな革命」以後の普遍的な価値観の共有という点に加えて、フランス語系マジョ
リティ固有の文化の保護という点もまた重要なアイデンティティを支えるものであ
ることが明らかになった。さらに、ブシャール＝テイラー委員会の報告書では、
「妥
当な和解」の方式は、個人的な権利の保護とその実践の手段として裁判官の判断に
依拠するような司法の政治に偏り、ケベック社会の統合に関わるケベックの集合的
権利として扱う問題を個人的な権利の問題として扱ってしまうという問題が見られ
ることが明らかになった。その結果、今日問題になっているのは、フランス語系マ
ジョリティのカトリック信仰の文化的遺産の保護をいかに図っていくかという問題
である。
フランス語系マジョリティの集合的権利としての固有の文化の保護という視点
は、今日のケベック州で袋小路になりつつある政教分離の原理であるライシテを巡
る問題を検討する上でも重要な視点となるだろう。しかし、フランス語系マジョリ
ティの固有の文化の保護は、当然のごとくマジョリティの専制に陥る危険性も同時
に孕む問題である。それゆえ、今後、ライシテを巡る議論において、マイノリティ
の権利の保護を考慮しながら、いかにフランス語系マジョリティの文化の保護を
15

図っていくかについてさらなる検討が求められるであろう。
（あらき たかひと 岐阜市立女子短期大学専任講師）
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エスニック文化マイノリティとは、移民受け入れ社会にあってエスニック文化によっ
て繋がれた人々の集団を意味する。集団間の結婚による子供の場合など複雑な事例は
あるが、大まかに言って、1960 年代以降にケベック州に移民した人々とその子孫を指
す（丹羽、2016 年、p. 59）。
ムスリムの女性が、頭髪を隠すために着用するヴェール。2003 年 9 月、ピエール
フォン（Pierrefonds）の私立学校シャルルマーニュ・コレージュ（Collège Charlemagne）
において、ヒジャブを脱ぐことを拒否した女子生徒が退学となった（Bouchard et Taylor,
2008, p. 51）。
正統派のシク教徒が携帯する短剣。その所持は、本来、宗教的慣習に基づく護身用
のシンボル的意味だとされるが、シク教徒以外の市民は、危険なものと受け止め、そ
の禁止を求めた（竹中、2011 年、p. 17）。2004 年ケベック控訴院はキルパンの携帯の権
利を禁じたが、2006 年、カナダ高等裁判所は、ケベック控訴院判決を覆し、男子生徒
の信仰の自由と他の生徒の安全を調整するという理由で男子生徒が学校にキルパンを
携帯する権利を許可した（Bouchard et Taylor, 2008, pp. 50-53）。竹中（2014, p. 147）も参
照。
2006 年 3 月、モントリオールのパルク通りに位置する YMCA に対して、肌を露出し
た体操着の女性が外側から見えないよう求める正統派ユダヤ教徒からの要望が出され
た。その結果、YMCA 側がトレーニングルームの窓ガラスを通常の窓ガラスから、曇
りガラスに変更することを決定した事件（Bouchard et Taylor, 2008, p. 70）。
デイヴィッド・キャメロン（David Cameron）イギリス首相やアンゲラ・メルケル
（Angela Merkel）ドイツ首相らが行った 2010 年 10 月の多文化主義失敗宣言の後、欧州
諸国では間文化主義への注目が高まりつつある。次の文献 T. Cantle (2012) も参照。
引用は以下の電子書籍の該当箇所による。Lamy (2015, Chapitre 4, Section 7, para 3).
「憲法的愛国主義」については、ハーバーマス（2014, p. 125）を参照。
それぞれの社会集団のブシャール＝テイラー委員会に対する公式声明は、以下のウェ
ブサイトを参照。
人 権 と 青 少 年 の 権 利 委 員 会、Commission des droits de la personne et des droits de la
jeunesse (2008) « Rapport Bouchard-Taylor: Une discussion publique enrichissante, à poursuivre
sereinement ». http://www.cdpdj.qc.ca/fr/medias/Pages/Communique.aspx?showitem=520（最終ア
クセス 2017 年 3 月 27 日）
人権連盟、Ligue des droits et libertés (2008) « Commission Bouchard-Taylor : les Québécois-e-s
attachés aux droits humains, selon la Ligue des droits et libertés », Communiqué de presse, le 22 mai
2008. http://liguedesdroits.ca/?categorie=laicite（最終アクセス 2017 年 3 月 4 日）
ケ ベ ッ ク 弁 護 士 会、Barreau du Québec (2008) « Analyse du rapport Bouchard-Taylor »,
Communiqué, le 31 mai 2008. http://www.barreau.qc.ca/fr/actualites-medias/communiques/2008/05/31bouchard-taylor（最終アクセス 2017 年 3 月 27 日）
アラブ・ムスリム諸団体、Les organisations arabes et musulmanes (2008) « Les organisations
arabes et musulmanes accueillent favorablement les recommandations du rapport de la Commission
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Bouchard-Taylor sur les accommodements raisonnables », Communiqué de presse, le 23 mai 2008.
http://pointdebasculecanada.ca/appui-au-rapport-de-la-comission-bouchard-taylor/（ 最 終 ア ク
セス 2017 年 3 月 27 日）
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ブシャール＝テイラー委員会の開催中の時点から、共通言語としてのフランス語の
徹底を推進する団体である Le Mouvement Montréal français は、ブシャール＝テイラー
委員会が、英語での討論者にフランス語の通訳をつけなかったり、英語での公開討論
を行ったりしていたことは、フランス語がケベック社会の統合の基盤の役割を果たし
ていないと批判していた。Mouvement Québec Français, (2007) « La Commission BouchardTaylor ghettoïse les anglophones ! ». https://quebecfrancais.org/la-commission-bouchard-taylorghettoise-les-anglophones-2（最終アクセス 2017 年 3 月 17 日）
また、Immigration Watch Canada によれば、ブシャール＝テイラー委員会は、フラン

ス語系マジョリティの不安を解消する政策を十分に行っておらず、マイノリティの側
にではなく、マジョリティの側に責任の多くを負担させていることを以って、「コスト
のかかった失敗」という一語に尽きるとした。
Immigration Watch Canada, (2008) « Bouchard-Taylor Commission Report A Costly Failure ».
http://immigrationwatchcanada.org/2008/05/22/bouchard-taylor-commission-report-a-costlyfailure/（最終アクセス 2017 年 3 月 26 日）
10
La Presse « Québec envisage le retrait du crucifix à l’Assemblée nationale ». http://plus.
lapresse.ca/screens/4088-90f4-52542467-95c9-2f30ac1c606d%7C_0.html（最終アクセス 2017
年 1 月 9 日）
11
Encyclopédie du patrimoine culturel de l’Amérique française, « Réseau des Sociétés SaintJean-Baptiste : de l’unité des Canadiens français au nationalisme des Québécois ». http://www.
ameriquefrancaise.org/fr/article-127/R%C3%A9seau_des_Soci%C3%A9t%C3%A9s_SaintJean-Baptiste_:_de_l%27unit%C3%A9_des_Canadiens_fran%C3%A7ais_au_nationalisme_
des_Qu%C3%A9b%C3%A9cois.html#.WNkUZjG1vIU（最終アクセス 2017 年 3 月 27 日）
12
ブシャール＝テイラー委員会発足までの経緯については、飯笹（2009、pp. 62-74）を
参照。また、1980 年代に遡ると言われるケベック州の社会統合政策としての間文化主
義の理念の変遷については、丹羽（2016）を参照。
13
本稿における引用は、邦訳があるものについては邦訳を参考にしたが、一部訳を改
めたところがある。
14
ここでの「リベラル」はリベラル・ナショナリズムを意味する。リベラル・ナショ
ナリズムとは、「社会的連帯の前提としてナショナリティを位置付け、リベラルで民主
主義的な価値を体現するシティズンシップと、その具体的な表象であるナショナルな
文化やアイデンティティを強調することを通して諸民族の多様性の承認と民族間の平
等と連帯を目指す」立場である（安達、2013、p. 14）。また、フランス系カナダのネイ
ションを重視するケベックの社会学者フェルナン・デュモン（Fernand Dumont）のネイ
ション観との対比でブシャールのネイション観を論じたものとしてデュモン（2016）所
収の伊達による訳者解説を参照。
15
テイラーと近代自由主義の関係については、中野剛充も以下のように指摘している。
テイラーのコミュニタリアニズムは、近代アイデンティティの真正な独自性の維持と
発展のために設計されたものであり、そこではつねに近代アイデンティティの個人主
義的な要素が内包されている（中野、2007、p. 145）。
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もっとも、2017 年 1 月のケベック・シティで生じたフランス語系カナダ人の青年に
よるモスク銃撃事件を受けて、テイラーは、自らがブシャール＝テイラー委員会にお
いて共同委員長として示した政教分離政策についての提案（裁判官や検察官などの公
務員が就業中に宗教的シンボルを着用することを禁止する）の撤回を表明し、宗教的
マイノリティの宗教的シンボルの着用に対してより寛容な立場に転換し、ブシャール
とは異なる立場を明確に打ち出そうとしている。ブシャールとテイラーの間文化主義
の理念の相違については今後の検討課題である。
1977 年のフランス語憲章制定時のケベック・ネイションの定義を巡る論争は、荒
木（2015、pp. 89-94）を参照。2006 年におけるカナダ連邦下院での「ケベック・ネイ
ション」決議の際のケベック・ネイションの定義を巡る論争については、丹羽（2008、
pp. 57-59）を参照。
報告書の原文においては、「ケベックの人権憲章及びカナダ人権憲章を下支えする主
要な価値観（les principales valeurs qui fondent les chartes québécoise et canadienne）」とある
が、ケベックの人権憲章並びにカナダの人権憲章の基盤となる理念は、個人の権利と
自由の擁護であることは明らかであるため、ここでは「近代的個人主義に基づく」と
した。ケベックの人権憲章の制定における議論は、荒木（2015、pp. 112-119）を参照。
また 1982 年憲法に組み入れられたカナダ人権憲章の制定を巡る政治過程については、
荒木（2015、pp. 119-154）を参照。
「和解」の様式の詳細については、仲村（2012）を参照。
実際に、ケベック州の文化間の差異を巡る騒動を象徴するシク教徒の生徒がキルパ
ンを学校に携帯した事例はカナダの最高裁判所までもつれ込んだ事例であった。
また、2007 年 1 月 10 日にレジェ・マーケティングとル・ドゥヴォワールが行った調
査では、「妥当なる和解」についてケベック市民の 83％が反対しているというデータも
ある（丹羽、2016、p. 53）。

参考文献
安達智史（2013）
『リベラル・ナショナリズムと多文化主義』勁草書房。
荒木隆人（2015）
『カナダ連邦政治とケベック政治闘争―憲法闘争を巡る政治過程』法律文
化社。
Bouchard, Gérard (1999), La nation québécoise au futur et au passé, Montréal, vlb éditeur.
―― (2001), Genèse des nations et cultures du Nouveau Monde, Montréal, Boréal（ 邦 訳： 竹 中
豊・丹羽卓監修、立花英裕・丹羽卓・柴田道子・北原ルミ・古地順一郎訳『ケベック
の生成と「新世界」
：
「ネイション」と「アイデンティティ」をめぐる比較史』、彩流社、
2007 年）
―― (2011), « Qu’est-ce que l’interculturalsime ? », McGill Law Journal 56 (2), pp. 395-468.
―― (2012), L’interculturalisme :Un point de vue québécois, Montréal, Boréal.
Bouchard, Gérard, Charles Taylor (2008), Fonder l’avenir. Le temps de la conciliation, Québec,
Gouvernemnet du Québec.
Cantle, Ted (2012), Interculturalism : The New Era of Cohesion and Diversity, Basingstoke, Palgrave
Macmillan.
La Charte des droits et libertés de la personne du Québec (1975).
伊達聖伸（2016）
「ケベックにおける間文化主義的なライシテ―その誕生と試練（上）」『思

18

ブシャール＝テイラー委員会による間文化主義のケベック社会における受容に関する一考察

想』2016 年 10 月号、pp. 6-28.
デュモン、フェルナン（2016）
『記憶の未来 : 伝統の解体と再生』（伊達聖伸訳）、白水社。
ハーバーマス、ユルゲン（2014）
『自然主義と宗教の間』（庄司信、日暮雅夫、池田成一、福
山隆夫訳）、法政大学出版会。
飯笹佐代子（2009）
「多文化社会ケベック、共存への模索―「妥当なる調整」を巡る論争―」
『ケベック研究』創刊号、pp. 62-74.
Gagnon, Bernard (2010), « Introduction », dans Bernard Gagnon (dir.), La Diversité québécoise en
débat, Montréal, Québec Amérique.
ガニョン、アラン＝Ｇ（2015）
『マルチナショナル連邦制』（丹羽卓訳）、彩流社。
Lachapelle, Guy et al. (1993), The Quebec Democracy : Structures, Processes & Policies, Toronto,
McGraw-Hill Ryerson Limited.
Lamy, Guillaume (2015), Laïcité et valeurs québécoises : Les sources d’une controverse, kindle
edition, Montréal, Québec Amérique.
Levine, Marc V. (1990), The Reconquest of Montreal : Language Policy and Social change in a
Bilingual City, Philadelphia,Temple University Press.
中野剛充（2007）
『テイラーのコミュニタリアニズム―自己・共同体・近代』、勁草書房。
仲村愛（2012）
「ケベック州『和解』の原理―ブシャール＝テイラー報告を読む―」『ケベッ
ク研究』第 4 号、pp. 90-106.
丹羽卓（2008）
「Québécois Nation Motion を巡る言説とその意味」『金城学院大学論集』第 5
巻第 1 号、pp. 51-66.
――（2016）
「ケベックの社会統合政策の進展」『ケベック研究』第 8 号、pp. 44-63.
Rocher, François, Micheline Labelle (2011), « L’interculturalisme comme modèle d’aménagement de
la diversité : compréhension et incompréhension dans l’espace public québécois » dans Bernard
Gagnon (dir.), La Diversité québécoise en débat, Montréal, Québec Amérique.
La Société Saint-Jean-Baptiste de la Mauricie (2007), « Mémoire présenté à la commission
Bouchard-Taylor, Les pratiques d’accommodement reliées aux différences culturelles ». http://
www.ssjbmauricie.qc.ca/fr/la_ssjb_en_action/medias_et_publications/publications.asp.（最終ア
クセス 2017 年 3 月 29 日）
Thériault, Joseph Yvon (2010), « Entre républicanisme et multiculturalisme : La Commission
Bouchard-Taylor, une synthèse ratée », dans Bernard Gagnon (dir.), La Diversité québécoise en
débat, Montréal, Québec Amérique.
竹中豊（2011）
「解題 ケベック・アイデンティティの再構築に向けて」、ジェラール・ブ
シャール、チャールズ・テイラー編『多文化社会ケベックの挑戦』（竹中豊、飯笹佐代
子、矢頭典枝訳）、明石書店。
――（2014）
『ケベックとカナダ：地域研究の愉しみ』、彩流社。
Taylor, Charles (1991), The Ethics of Authenticity, Cambridge, Harvard university press.（邦訳：田
中智彦訳『〈ほんもの〉という倫理：近代とその不安』産業図書、2004 年）
―― (1993) Reconciling the Solitudes : Essays on Canadian Federalism and Nationalism Montreal
& Kingston, McGill-Queen’s University Press.

19

【研究論文】

Prochain épisode d’Hubert Aquin: à la
recherche d’une littérature de la sincérité
ユベール・アカンの『次のエピソード』：
誠実さの文学を求めて
Steve Corbeil

スティーヴ・コルベイユ

Allez hop ! Un peu de sincérité
le monde est à pleurer !
Jean Leloup, Le monde est à pleurer
Summary

Even though Hubert Aquin (1929-1977) is one of the major writers from Quebec,
he has never been translated into Japanese, and studies about Quebec literature
in Japan have mostly ignored the cultural impact of his life and work on Quebec
society and culture. This paper is based on the premise that Aquin not only had a
tremendous impact on Quebec literature and thought, but that his work made a major
contribution to world literature that needs to be acknowledged even in Japan. In
order to illustrate this idea, this paper will focus on the representation of sincerity
in the novel Next Episode (1965). This concept of sincerity is problematized in the
novel through a series of narratives that may be considered confessions that cannot
be factually verified or proven, but that have a dimension of truth that challenge our
conception of the representation of reality and emotions within a literary framework.
For all these reasons, Next episode can be read as a revolutionary work that redefines
our relationship to individual as well as collective sovereignty. Aquin’s novel differs
from many other novels of its time, usually associated with the postmodern use of
irony and relativism, in order to give a complex, but sincere account of the human
experience.
Mots-clés : sincérité, roman, traduction, souveraineté, Hubert Aquin
Keywords : sincerity, novel, translation, sovereignty, Hubert Aquin
Hubert Aquin ne fait pas partie du paysage littéraire japonais. Le Japon, qui est
connu comme l’un des plus grands pays traducteurs de littérature étrangère, ignore
l’œuvre aquinienne. Pourtant, cela ne signifie pas une marginalisation de la littérature
québécoise dans le pays du soleil levant. Bien au contraire. Malgré son statut de
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littérature mineure au sens deleuzien du terme, la littérature québécoise attire de
plus en plus l’attention d’étudiants et d’intellectuels, grâce, entre autres, aux efforts
de traducteurs et de chercheurs japonais, notamment les membres de l’association
japonaise des études québécoises (AJEQ). Le nombre croissant de traductions,
combiné à des recherches de pointe, laisse entrevoir un avenir prometteur des études
québécoises au Japon. Cependant, toute littérature en traduction est inévitablement
soumise à des contraintes liées aux conditions de publication de la société à laquelle
appartient le texte cible. Comme l’écrit Lawrence Venuti : “Translation is often
regarded with suspicion because it inevitably domesticates foreign texts, inscribing
them with linguistic and cultural values that are intelligible to specific domestic
constituencies” / « La traduction est toujours mise en doute, parce qu’elle fait partie
d’un processus de domestication des textes étrangers, en les inscrivant dans des
valeurs linguistiques et culturelles qui sont propres à certains groupes locaux » (Venuti,
1998, p. 67, ma traduction). À travers les traductions se crée une nouvelle image
de la littérature d’adoption, un nouveau canon qui répond aux attentes de la société
pour laquelle les textes ont été traduits. Il est difficile d’éviter le piège de l’exotisme
ou à tout le moins de la nouveauté. Dans le cas qui nous intéresse, bien qu’ils soient
encore rares, les lecteurs idéaux de la littérature québécoise au Japon demandent de
lire quelque chose de spécifiquement québécois et les traducteurs/chercheurs tentent
de mettre l’accent sur la québécitude dans la plupart de leurs travaux. Sans cette
nouveauté, la traduction perdrait sans doute sa raison d’être.
Il est important de souligner que, contrairement au Québec ou aux autres pays
occidentaux, la traduction au Japon est considérée comme une extension du travail de
recherche et les livres traduits sont souvent reconnus comme des publications à part
entière par un auteur-traducteur. Les traducteurs japonais, pour reprendre un concept
de Lawrence Venuti, sont loin d’être invisibles (Venuti, 2008). Leur travail n’est pas
relégué à celui de tâcherons sans importance ; ils sont un maillon déterminant dans la
chaîne du savoir. On leur octroie souvent l’autorité de décider quelles œuvres méritent
d’être traduites ainsi que la responsabilité de leur traduction. Ce prestige relatif
donne une certaine liberté aux traducteurs dans le choix des œuvres. Il est tout à fait
normal de choisir des œuvres qui permettent d’approfondir des sujets de recherche
déjà existants et de démontrer la spécificité de la littérature québécoise. La littérature
migrante en est un bon exemple. Par ailleurs, des auteurs incontournables du canon
littéraire québécois sont ignorés par les traducteurs japonais. On n’a qu’à penser
à Michel Tremblay, Réjean Ducharme ou encore Hector de Saint-Denys Garneau,
au profit d’auteurs qui n’ont pas la même importance du point de vue de l’histoire
littéraire québécoise. Il ne s’agit pas ici de comparer la valeur intrinsèque des œuvres,
mais plutôt d’expliquer les raisons, essentiellement culturelles, qui sous-tendent ces
choix. En fait, plusieurs hypothèses peuvent expliquer ce décalage entre les deux
canons. Premièrement, la difficulté de traduction : recréer la langue de Tremblay ou
de Ducharme en japonais est extrêmement difficile, d’autant plus que la majorité
des traducteurs japonais ont été formés en France et n’ont pas été exposés à certains
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éléments du lexique qui sont utilisés par ces auteurs. Deuxièmement, les relations
d’amitié intellectuelles entre les traducteurs et les auteurs. Depuis quelques années,
les écrivains québécois visitent le Japon, donnent des conférences, rencontrent les
traducteurs. Cependant, les écrivains qui sont malheureusement décédés, tel Hubert
Aquin, ou qui ne font pas la promotion de leurs livres, comme Réjean Ducharme, n’ont
pas autant de rayonnement à l’étranger. Troisièmement, les critères génériques : les
romans, surtout lorsqu’ils sont courts, sont plus populaires que les recueils de poèmes
ou les pièces de théâtre. Finalement, les considérations thématiques : un roman qui est
jugé comme étant trop ancré dans la réalité québécoise, demandant une trop grande
exégèse aura, naturellement, de la difficulté à être publié.
On pourrait dire que les romans d’Aquin font partie, selon plusieurs, de cette
dernière catégorie. Cette ambivalence thématique doublée d’une ambiguïté générique
a fait de l’œuvre aquinienne une mal-aimée en dehors du Québec. Ses critiques lui
reprochent, de façon paradoxale, deux traits qui semblent de prime abord opposés :
les romans d’Aquin seraient à la fois perçus comme étant trop québécois, faisant
référence à des lieux ou des éléments de la culture québécoise qui sont méconnus
des étrangers (la Saint-Jean-Baptiste, la rivière des Prairies ou le Beaver Club de
l’hôtel Reine-Élizabeth) tout en n’étant pas suffisamment typiquement québécois,
en raison de nombreuses références intertextuelles à la littérature mondiale (James
Joyce, Georges Simenon, Friedrich Nietzsche ou Honoré de Balzac) et le fait que
l’intrigue de ses romans n’ait pas toujours lieu au Québec (le roman Prochain épisode
commence avec une mention à Cuba et au lac Léman). De plus, l’utilisation de
structures romanesques qui peuvent être associées au roman policier ou au roman
d’espionnage a eu une influence négative dans certains milieux intellectuels à
l’extérieur du Québec qui y voyaient une utilisation inutile de conventions génériques
appartenant à la paralittérature. Cette dimension paralittéraire minerait la puissance
artistique du roman. Comme l’écrit Anthony Soron dans Hubert Aquin ou la révolte
de l’impossible :
Excepté pour quelques québécistes avertis, Hubert Aquin demeure en France
un écrivain méconnu. Son œuvre controversée, qui en a fait au Québec l’un
des romanciers contemporains les plus novateurs, n’a pas trouvé son lectorat
français. Son premier roman publié, Prochain épisode, passe presque inaperçu
dans l’Hexagone où les critiques littéraires lui préfèrent entre autres Réjean
Ducharme et Marie-Claire Blais. La critique « parisienne » se révèle même
très sévère à l’égard du roman. Elle le range sous la peu glorieuse étiquette
de « pseudo-roman policier ». [..] La timide réception de Prochain épisode
en France peut s’expliquer par la pusillanimité d’une critique déroutée par
l’originalité d’un roman inclassable, qui ose proclamer son « style fracassant »1.
(Soron, p. 7-8)
Dans l’ensemble, on ne peut qu’être d’accord avec le constat de Soron. Pourtant,
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il devrait y avoir une façon de réconcilier cette première réception étrangère et
la valeur que l’histoire littéraire québécoise donne à l’œuvre aquinienne. Il nous
semble que, dans le contexte des études québécoises au Japon, même si la France a
ignoré Aquin, même si le Japon ne le connaît pas, même si ses préoccupations, qui
mêlent désir d’émancipation personnelle et collective, n’ont rien à voir avec l’esprit
d’ouverture symbolisé par l’interculturalisme et la littérature migrante, même s’il
est pour plusieurs, incluant ses contemporains, un écrivain anachronique, il aurait dû
être lu et traduit dans le contexte japonais à la fin de la première décennie des années
2000. Afin de démontrer l’importance de l’œuvre aquinienne, nous nous inscrirons à
contre-courant et ferons une lecture du roman Prochain épisode non pas en ignorant
sa dimension paralittéraire et, dans certains cas, anachronique, mais en trouvant sa
valeur dans ce que plusieurs critiques ont considéré comme une source de faiblesse.
Prochain épisode : l’homme et l’œuvre
En raison de plusieurs références biographiques à l’intérieur du roman, ainsi
que de l’importance du contexte historique du Québec, Prochain épisode invite à
une lecture qui se rapproche de l’autofiction ou de la sociocritique. Par ailleurs, les
nombreux essais et journaux de l’écrivain permettent de faire une analyse génétique
très détaillée. L’introduction et l’appareil critique de Prochain épisode par les
éditions de la Bibliothèque québécoise font la synthèse de ces différentes approches.
À la lecture de cet appareil critique, on comprend très bien les motivations derrière
la rédaction du roman. Il est inutile de répéter l’ensemble de l’analyse, mais nous
synthétiserons les informations sur sa vie et sur Prochain épisode qui seront utiles
pour notre article.
Hubert Aquin est né à Montréal en 1929. Il se suicide en 1977, à l’âge de
47 ans. Il écrit cinq romans : Prochain épisode (1965), Trou de mémoire (1968),
L’Antiphonaire (1969), Neige noire (1974), L’Invention de la mort (écrit en 1959,
mais publié de manière posthume en 1991). Il écrit aussi de nombreux essais, des
journaux intimes, des récits et des pièces de théâtre. Après des études au collège
classique, il obtient un diplôme de philosophie à l’Université de Montréal en 1951
et étudie pendant quatre ans à l’Institut d’études politiques de Paris (1951-1954).
Il fait plusieurs métiers : il est entre autres réalisateur et scénariste à la télévision
de Radio-Canada et à l’Office Nationale du film. En 1964, il envoie une lettre aux
journaux pour annoncer qu’il est membre d’un groupe paramilitaire et qu’il prend le
maquis afin d’aider le Front de libération du Québec (FLQ). Après un mois de vie
clandestine, il est arrêté pour vol de voiture et port d’arme. Ses gestes sont associés
à un épisode de folie passagère. Grâce à un ami psychiatre, il évite la prison et est
envoyé à l’Institut Albert-Prévost, un hôpital psychiatrique. Il y séjourne pendant
4 mois2. Durant ce séjour, qu’il considère comme un emprisonnement en bonne et
due forme, il commence la rédaction de Prochain épisode. Il s’agit de l’histoire d’un
révolutionnaire québécois enfermé dans un hôpital psychiatrique qui raconte, dans
une mise en abyme, le récit d’un espion québécois qui reçoit en Suisse la mission
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de tuer un ennemi du peuple québécois, un dénommé H. de Heutz. L’ensemble du
récit est structuré autour de références historiques et personnelles réelles ainsi que
sur des éléments de fiction. Les personnages du récit, ainsi que le lecteur, tentent
constamment de démêler la réalité de la fiction.
Prochain épisode et la question de la sincérité
Dans ce roman, Hubert Aquin exprime le désespoir et la déception, une déception
qui s’inscrit dans le contexte de la Révolution Tranquille du Québec. Celle-ci ne
répond pas à toutes les attentes de certains Québécois qui cherchent des moyens pour
atteindre une plus grande indépendance, une plus grande souveraineté, collective
et personnelle. Ce mécontentement représenté dans un contexte littéraire semble
à l’opposé de la célébration jubilatoire exprimée dans les médias durant la même
période. La majorité des auteurs et des journalistes annoncent la sortie de la Grande
noirceur, mais Hubert Aquin écrit plutôt que « plus ça change, plus c’est pareil »,
que le combat doit continuer et que seule une révolte armée, non pas une Révolution
tranquille, pourra apporter de véritables changements.
Hubert Aquin, qui a travaillé à Radio-Canada ainsi qu’à l’Office national du film
du Canada, connaît bien le discours médiatique qui est porté sur la société québécoise.
Il voit dans la littérature un moyen de contrer un certain consensus et de renouveler
les débats entourant l’indépendance du Québec. Il voit l’écriture d’un roman comme
un défi qui, s’il est réussi, aidera à atteindre une plus grande sincérité. Le mot
« sincérité » est central pour comprendre l’œuvre d’Aquin et la situer dans l’histoire
littéraire québécoise et mondiale. Essentiellement, le concept de sincérité possède
une dimension à la fois éthique et esthétique. Il oblige l’écrivain à faire une recherche
autant au niveau stylistique que narratif afin de trouver les meilleurs moyens de
représenter l’essence du discours intérieur (c’est d’ailleurs pour cette raison qu’Aquin
est fasciné par Joyce). De plus, cette représentation prétend être une expression d’une
certaine vérité, même si l’art romanesque est fondé, bien évidemment, sur l’artifice.
Dans le cas du roman Prochain Épisode, cette vérité romanesque peut sembler
être érigée sur une structure esthétique qui, paradoxalement, met l’accent sur le
mensonge, le secret et la figure du dédoublement : le genre du roman d’espionnage.
Par ailleurs, le genre du roman d’espionnage n’est pas traditionnellement associé
à la grande littérature, mais plutôt à la littérature populaire ou à la paralittérature.
L’ensemble des codes rigides qui régissent ce genre ne semble pas approprié pour
créer une œuvre qui exprime la sincérité qui est habituellement associée à l’originalité
littéraire3. Pour plusieurs critiques, les stéréotypes du genre du roman d’espionnage,
dérivés du roman policier, ne peuvent renvoyer qu’à leur propre vérité. Comme
nous l’avons mentionné ci-dessus, c’est d’ailleurs une des raisons pour lesquelles
le roman n’a pas été largement accepté par la communauté intellectuelle française.
À la première lecture, plusieurs journalistes n’ont pas apprécié cette contamination
de la littérature par le roman d’espionnage. Le roman aurait-il la même réception
dans les milieux universitaires japonais? Il semble bien qu’une reconfiguration du
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rapport entre littérature et paralittérature au Japon rende propice une traduction
contemporaine d’Hubert Aquin. Par ailleurs, même si, au Québec, le roman a été fort
bien accueilli par la critique et les lecteurs, il n’en demeure pas moins qu’il y a eu une
volonté de la critique universitaire de gommer l’aspect associé au roman d’espionnage.
Pour plusieurs, la structure n’est qu’un simple prétexte qu’il faut ignorer. Ou encore,
nous semble-t-il, Aquin aurait tout simplement dépassé les conditions associées au
genre afin de mieux faire ressortir son originalité, c’est-à-dire sa sincérité.
De plus, comme le démontre Agnès Whitfield à partir des travaux de Gérard
Genette et Jean Starobinski, le roman Prochain épisode est structuré autour d’une
subversion du genre littéraire de la confession :
Dans la confession conventionnelle, l’écart d’identité chez le sujet se reproduit
dans le double rôle de l’allocutaire. Le jugement du locuteur sur son moi révolu
est sanctionné par un allocutaire-juge (voir l’invocation de Dieu dans Les
confessions de saint Augustin) garant de la « véracité » du récit et transmis, sous
forme de message didactique, à un allocuteur-égal, qui légitimise la « discursivité »
de la confession. (Whitfield, p. 98)
Cependant, la confession de Prochain épisode brouille constamment les pistes et,
comme l’écrit Whitfield, le narrateur de Prochain épisode ne peut pas et ne veut pas
prouver la véracité de son récit, mais il doit « en assurer la vraisemblance » (Whitfield,
p. 100). Finalement, il doit « manipuler la confession, pour se laisser ensuite
manipuler par elle, voilà le tour de force du narrateur-romancier de Prochain épisode. »
(Whitfield, p. 100) Néanmoins, grâce à cette manipulation, le narrateur ainsi que le
lecteur réussissent à travers l’expérience de l’écriture-lecture à avoir une meilleure
compréhension du moi du narrateur. Ce moi n’est pas défini par la contingence
épisodique des différents événements, mais bien par le désir de rendre l’expérience
du moi de façon authentique à partir de l’écriture : « Tout fuit ici sauf moi. Les mots
coulent, le temps, le paysage alpestre et les villages vaudois, mais moi je frémis dans
mon immanence et j’exécute une danse de possession à l’intérieur d’un cercle prédit. »
(Aquin, 1965/1995, p. 44)
Ainsi, on peut dire que le roman d’espionnage est un moteur de la sincérité
d’Hubert Aquin qui lui permet de s’opposer non seulement au discours médiatique
québécois sur les progrès engendrés par la Révolution tranquille, mais aussi une
façon de dépasser la dualité modernisme-postmodernisme qui s’inscrit graduellement
dans le paysage intellectuel québécois et mondial. En effet, l’œuvre d’Hubert Aquin,
même si elle est encore peu connue en dehors du Québec-Canada et des États-Unis,
participe de façon marquante aux débats intellectuels sur la condition de l’homme
au XXe siècle. En raison des multiples références intertextuelles à des œuvres de
la littérature mondiale, il nous semble pertinent de la considérer dans un contexte
qui n’est pas exclusivement québécois et qui dépasse ce contexte sociopolitique.
En effet, ces prises de position idéalistes s’opposent au zeitgeist (esprit du temps)
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véhiculé par les médias de masse au profit d’une défense des multiples possibilités
de la littérature, surtout du roman. Celles d’Aquin, qui passent par une réflexion
sur la sincérité, le placent dans une catégorie à part d’écrivains anachroniques. Dès
ses écrits de jeunesse, la question de la sincérité est d’une importance capitale.
Évidemment, l’éducation catholique d’Aquin explique, en partie, cette obsession
de la sincérité. Cette conception de la sincérité qui émerge durant ses années de
formation influencera l’ensemble de ses écrits. Comme il l’écrit dans un essai intitulé
« Liberté de pensée et sincérité » : « La pensée sera sincère en autant qu’elle exprime
intégralement le moi ; quand elle n’est pas l’expression que de telle parcelle du moi
érigée en absolu, elle n’est plus sincère. Si la valeur de la sincérité est dans l’intégrité
de son expression, la lucidité en serait donc la condition profonde. » (Aquin, 1995,
p. 128) Mais, par la suite, la réflexion sur la sincérité ne se limitera pas à des questions
éthiques et religieuses et englobera des questions esthétiques et politiques. Le roman
d’espionnage permettra de faire les ponts entre ces différentes interrogations.
Roman policier, récit de soi et la psychiatrie
Hubert Aquin est un grand lecteur de romans policiers et surtout de George
Simenon. Lors de la rédaction de Prochain épisode, il ne choisit pas d’imiter les
conventions du roman policier à la Conan Doyle ou à la Agatha Christie, il s’inspire
plutôt du roman d’espionnage. Contrairement au roman policier classique, qui a pour
but la reconstitution d’une vérité par un détective de génie, le roman d’espionnage
laisse jusqu’à la fin du récit planer un certain doute. Il reste toujours quelque chose
d’irrésolu. Le personnage par excellence du roman policier est le détective qui doit
remettre en ordre un récit de vie (celui de la victime) qui a été brouillé en raison d’un
acte violent perpétré par un meurtrier. Cependant, le personnage le plus marquant du
roman d’espionnage est l’agent double, celui dont le travail est de cacher la vérité.
Dans le roman Prochain épisode, cette image de l’agent double et du faux récit de
l’espion est présent à plusieurs reprises. Ce personnage a deux fonctions principales
dans le roman. D’une part, il brouille les pistes entre la vie d’Hubert Aquin et celle
du narrateur et, d’autre part, il représente l’ambiguïté identitaire des Québécois. Le
roman d’espionnage a, bien sûr, une dimension politique qui est étrangère au roman
policier traditionnel4. D’ailleurs, avant même la rédaction du roman, cette analogie
entre l’agent double et la crise identitaire québécoise intéresse Aquin. Dans un essai
sur « La fatigue culturelle du Canada français », il écrit :
Le Canadien français est, au sens propre et figuré, un agent double. Il s’abolit
dans l’ « excentricité », et fatigué, désire atteindre au nirvâna politique par voie
de dissolution. [...] Ni chassé ni persécuté, il distance pourtant sans cesse son
pays dans un exotisme qui ne le comble jamais. Le mal du pays est à la fois
besoin et refus d’une culture matrice (Aquin, 1962, p. 320).
Tout au long du roman Prochain épisode, le narrateur réfléchit sur la question
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de cette double identité, il tente constamment, sans succès, de choisir entre le statut
d’espion et celui d’un patient dans un hôpital psychiatrique. Le narrateur refuse de
choisir l’identité qui lui convient. En fait, il est incapable de vivre sans l’une ou l’autre.
De plus, le récit fait le va-et-vient entre l’exotisme européen des romans d’espion
et la vie quotidienne québécoise. Même dans la partie qui serait associée au roman
d’espionnage, la banalité et la tristesse de la vie de familiale au Québec font un retour
dans le récit. Par exemple, lorsqu’il est capturé, l’espion tente de cacher sa véritable
identité à son ennemi H. de Heutz en racontant l’histoire d’un père de famille séparé
de sa femme et ses enfants. Cette histoire renvoie directement à la situation d’Hubert
Aquin lorsqu’il a pris le maquis en 1964 : « Cette histoire de poursuite armée et
d’espionnage est une farce sinistre. La vérité est plus simple : j’ai abandonné ma
femme et mes deux enfants, il y a deux semaines... Je n’avais plus la force de
continuer à vivre : j’ai perdu la raison...» (Aquin, 1965/1995, p. 57). Le lecteur peut
difficilement choisir une vérité; tous les récits sont possibles en fonction du contexte,
tous renferment une vérité sur le Québec, la vie d’Aquin ou sur la vie d’un homme
marié durant les années 60. Les multiples récits possibles représentent aussi la
condition du Canadien français incapable de prendre en main son destin, incapable de
faire un choix. L’espion d’ailleurs, après avoir échappé la captivité de H. de Heutz,
peut compléter sa mission et l’assassiner. Néanmoins, il en est incapable. Malgré tous
les discours de violence révolutionnaire, il ne peut passer à l’acte. Il y a deux causes
principales à son hésitation. Premièrement, il est incertain de l’identité de H. de Heutz
qui possède, lui aussi, plusieurs identités :
H. de Heutz ne m’a jamais paru aussi mystérieux qu’en ce moment même, dans
ce château qu’il hante élégamment. Mais l’homme que j’attends est-il bien l’agent
ennemi que je dois faire disparaître froidement ? Cela me paraît incroyable,
car l’homme qui demeure ici transcende avec éclat l’image que je me suis faite
de ma victime. Autre chose que sa mission contre-révolutionnaire définit cet
homme. Sa double identité est disproportionnée avec le rôle qu’il remplit : sa
couverture a quelque chose d’exagérée qui inquiète à juste titre. Je suis aux
prises avec un homme qui me dépasse. (Aquin, 1965/1995, p. 123)
En fait, on pourrait tenir un discours similaire au sujet du narrateur du roman. Le récit
dans son ensemble refuse la simplicité et les oppositions manichéennes. Pourtant, le
désir d’indépendance du narrateur est bien réel, mais la complexité de son ennemi
l’empêche d’aller jusqu’au bout. Deuxièmement, il est séduit par la confession de
H. de Heutz, même si elle ressemble étrangement à celle qu’il avait faite durant sa
captivité :
J’ai le doigt sur la gâchette : je n’ai qu’à presser et j’exauce son vœu. Pourtant
j’hésite encore. L’histoire qu’il persiste à me raconter me pose une énigme.
Pourquoi a-t-il choisi de me réciter exactement la même invraisemblance que je
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lui ai servie sans conviction ce matin même, alors qu’il me tenait en joue dans le
grand salon du château d’Échandens ? (Aquin, 1965/1995, p. 81)
Les récits, même s’ils n’ont qu’une partie des mécanismes de la confession, sans
avoir une autorité qui pourrait garantir leur véracité, expriment malgré tout de façon
sincère le désarroi des personnages du roman.
Donc, l’emploi du genre du roman d’espionnage n’appauvrit pas le texte, au
contraire, il l’enrichit en lui donnant une dimension historique et idéologique. La
sincérité ne signifie pas que la réalité doit être monosémique. Le travail du romancier
est plutôt de recréer la dimension polysémique de la réalité et les conflits qui sont
au cœur de l’expérience humaine. Il n’est donc pas étrange que H. de Heutz accepte
progressivement une deuxième version de la réalité proposée par le narrateur : «
Je vis, non sans surprise, que H. de Heutz, n’était pas loin de croire ma version
psychiatrique. [...] À vouloir me faire passer pour un autre, je deviens cet autre ;
les deux enfants qu’il a abandonnés, ils sont à moi soudain et j’ai honte. » (Aquin,
1965/1995, p. 58) Dans l’espace romanesque, les deux récits ont la même valeur de
vérité, expriment deux vérités de façon sincère. De plus, c’est dans ce contexte qu’il
faut comprendre la critique par le narrateur de la psychiatrie qui est formulée dans le
roman :
Je suis soumis à une expertise psychiatrique avant d’être envoyé à mon procès.
[..] La psychiatrie est la science du déséquilibre individuel encadré dans une
société impeccable. Elle valorise le conformiste, celui qui s’intègre et non
celui qui refuse ; elle glorifie tous les comportements d’obéissance civile et
d’acceptation. Ce n’est pas seulement la solitude que je combats ici, mais cet
emprisonnement clinique qui conteste ma validité révolutionnaire. (Aquin,
1965/1995, p. 13)
Cette opposition classique à la psychiatrie5 en tant qu’agent du conformisme est
intéressante dans la mesure où elle est renforcée par un argument révolutionnaire. La
psychiatrie empêche le narrateur d’affirmer pleinement sa dimension révolutionnaire,
sa souveraineté individuelle tout en limitant la dimension polysémique de tout
individu qui devrait être exprimée par la littérature. La science de la psychiatrie,
en raison de son conformisme, empêche l’individu d’explorer son propre potentiel,
de trouver sa vérité, d’être sincère. La psychiatrie, même si elle invite l’individu à
s’exprimer, à parler de soi, est à l’opposé de la sincérité défendue par Aquin. Cette
science de la modernité est paradoxalement à la recherche de la vérité. Pour Aquin,
il faut donc regarder du côté du discours littéraire afin de véritablement prendre en
compte la sincérité, même s’il faut le subvertir.
Roman policier, roman d’espionnage et sincérité
Pour de nombreux critiques, le roman policier et le roman d’espionnage sont des
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genres propres à la modernité. Leur origine coïncide avec une réorganisation sociale
fondée sur les découvertes scientifiques. Il existe un lien direct entre l’avènement de
ces genres littéraires et cinématographiques et leurs présupposés idéologiques. Un
phénomène similaire existe pour le genre de la science-fiction, qui voit le jour durant
la même période. Pour reprendre une idée exprimée par Brian Nicol, le roman policier
est le genre épistémologique par excellence tandis que le roman de science-fiction est
le genre ontologique par excellence (Nicol, p. 164). Le roman d’espionnage, quant à
lui, remet en question ces deux principes : il met en doute la capacité de tout savoir
qui est au cœur du roman policier et, par le fait même, remet en question la capacité
de se connaître et de connaître les gens qui nous entourent. Ce doute radical est à la
base du roman d’Aquin. Bien sûr, ce doute ontologique est lié à l’impasse politique
du Québec, mais on peut se demander si le personnage principal (et le romancier)
n’utilise pas l’incertitude politique comme caisse de résonnance à sa propre crise
existentielle. Le lecteur ne peut pas distinguer clairement le personnel du social. Cela
est très clair dès l’incipit du roman :
Cuba coule en flammes au milieu du lac Léman pendant que je descends au
fond des choses. Encaissé dans mes phrases, je glisse, fantôme, dans les eaux
névrosées du fleuve et je découvre, dans ma dérive, le dessous des surfaces et
l’image renversée des Alpes. Entre l’anniversaire de la révolution cubaine et la
date de mon procès, j’ai le temps de divaguer en paix, de déplier avec minutie
mon livre inédit et d’étaler sur ce papier les mots clés qui ne me libéreront pas.
(Aquin, 1965/1995, p. 5)
Cet incipit, analysé ad nauseam par la critique québécoise en raison de sa beauté
stylistique et du fait qu’il met en place les présupposés esthétiques du roman, exprime
clairement les intentions de l’auteur. Le roman qui commence est conscient de sa
dimension romanesque, des aspects génériques incluant le roman d’espionnage
et la mise en abyme, de la place des changements sociaux et des révolutions dans
la vie quotidienne des gens, mais aussi des problèmes individuels qui accablent
le personnage du romancier. Cet aller-retour entre le personnel et le politique
n’est possible que grâce à la structure du roman d’espionnage, même si elle est
constamment remise en question tout au long de l’œuvre, comme l’ensemble des
procédés romanesques. Plus tard dans le roman, l’auteur écrit clairement qu’il
ne s’intéresse pas à la grande littérature : « Je laisse les vrais romans aux vrais
romanciers. Pour ma part, je refuse illico d’introduire l’algèbre dans mon invention.
Condamné à une certaine incohérence ontologique. » (Aquin, 1965/1995, p. 12, je
souligne)
Ce désir de sincérité chez Aquin est d’autant plus important qu’il est exprimé à
partir d’un genre qui remet en question notre capacité à connaître la vérité. Cette prise
de position radicale n’est pas étrangère à d’autres traditions littéraires qui, depuis
quelques années, s’opposent à des courants de pensée qui emploient souvent l’ironie
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afin de nier non seulement la possibilité de connaître la vérité, mais notre capacité à
influencer toute réalité sociale ou politique. Hubert Aquin fait exactement le contraire
en essayant de recréer de façon romanesque les problèmes personnels et ceux d’une
nation entière, tout en ayant confiance en la force des mots, la force du roman. Ses
romans engagés sont à l’opposé de plusieurs de ses contemporains qui iront du côté
de l’ironie et de l’impossibilité d’agir. En un sens, son esthétique de la sincérité se
rapproche de celle d’un écrivain américain, David Foster Wallace, qui écrira bien des
années plus tard en réaction à ce qu’il perçoit comme une absence de sincérité dans la
culture contemporaine. Dans un essai sur cette question, il écrit :
The next real literary “rebels” in this country might well emerge as some
weird bunch of anti-rebels, born oglers who dare somehow to back away from
ironic watching, who have the childish gall actually to endorse and instantiate
single-entendre principles. Who treat of plain old untrendy human troubles
and emotions in U.S. life with reverence and conviction. Who eschew selfconsciousness and hip fatigue. These anti-rebels would be outdated, of course,
before they even started. Dead on the page. Too sincere. Clearly repressed.
Backward, quaint, naive, anachronistic. Maybe that’ll be the point. Maybe
that’s why they’ll be the next real rebels. Real rebels, as far as I can see, risk
disapproval. (Foster Wallace, p. 81)
Les prochains véritables rebelles littéraires dans ce pays émergeront
probablement en tant que groupes étranges d’anti-rebelles, qui sont nés
spectateurs, mais qui prennent du recul vis-à-vis du regard ironique, qui
possèdent l’audace enfantine d’accepter et d’illustrer les principes du sens
unique. Qui considèrent les simples problèmes ordinaires et les émotions
humaines aux États-Unis avec révérence et conviction. Qui évitent la
surconscience ou le détachement cool. Bien sûr, ces rebelles seront passés
de mode avant même d’avoir commencé. Mort à l’arrivée. Trop sincères.
Clairement renfermés. Arriérés, désuets, naïfs, anachroniques. Peut-être que
c’est le but. C’est pour cette raison qu’ils seront les prochains rebelles. Les vrais
rebelles, à ce que je sache, risquent toujours la désapprobation.
Par ailleurs, il est intéressant de remarquer que le roman phare de Wallace, Infinite
Jest, est, en partie, comme Prochain épisode d’Aquin, un roman d’espionnage, où
des terroristes québécois sont les derniers défenseurs de la sincérité dans un monde
qui a été presque anéanti par le conformisme des médias de masse et du capitalisme.
Il semble bien que, dans un certain espace romanesque de l’Amérique du Nord, les
espions québécois soient des défenseurs de la sincérité face au conformisme de la
société capitaliste. Dans ce contexte, l’œuvre d’Aquin pourrait bien apporter une autre
perspective à la réflexion intellectuelle japonaise. Après avoir défini sa conception
bien particulière de la sincérité, il faudrait voir si elle peut être comparée à celle
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exprimée par des auteurs japonais. Bien que la culture japonaise ne soit pas envahie
comme la culture nord-américaine et européenne par la mise à distance et l’ironie, il
existe certains auteurs, comme Yukio Mishima, qui ont voulu remettre en question
les valeurs de la société japonaise capitaliste d’après-guerre, même si la majorité
des médias et des intellectuels ne voyaient que les aspects positifs engendrés par le
boom économique. D’ailleurs, il existe de nombreuses ressemblances entre la vie et
la carrière d’Hubert Aquin et de Yukio Mishima. Tous les deux ont écrit des romans
à caractère nationaliste qui dépassaient le niveau du simple roman à thèse, ils ont
écrit des romans d’espionnage, ils ont été obsédés dans leur œuvre et leur vie par la
question du suicide, ils ont transgressé la loi et participé à des activités paramilitaires
afin de faire avancer leur cause, ils étaient tous deux anachroniques, contre l’esprit de
leur temps. Cette rencontre entre ces deux auteurs, que nous aimerions écrire dans un
prochain article, permettra sans doute de renouveler la compréhension du concept de
sincérité en littérature et son impact sur la société. En créant un nouveau canon, à la
fois japonais et québécois, nous voudrions réfléchir d’une autre manière sur les effets
de domestication engendrés par la traduction d’œuvres étrangères. D’autant plus que
Mishima est un des auteurs japonais les plus lus et les plus traduits en français et en
anglais, tandis que Hubert Aquin reste méconnu. Cette rencontre de deux formations
du canon littéraire devrait nous permettre de remettre en question la traduction des
textes japonais en français et des textes québécois en japonais.
(Steve Corbeil, Université du Sacré-Cœur)
Notes
1
Il faudrait tout de même nuancer cette affirmation. Le roman Prochain épisode a bel et
bien été publié en France, ce qui n’est pas le cas de tous les auteurs québécois, chez une
maison d’importance, Robert Laffont. Un certain Roland Barthes, ami d’Hubert Aquin,
accueille très favorablement le roman, comme en témoigne une lettre écrite en 1966
(Aquin, 1995, p. 269.)
2
Voir à ce sujet le film Deux épisodes dans la vie d’Hubert Aquin (1979) par Jacques
Godbout ou Signé Hubert Aquin : enquête sur le suicide d’un écrivain (1985), par
Gordon Sheppard et Andrée Yanacopoulo.
3
Rousseau dans les Confessions n’associent-il pas déjà la sincérité à l’originalité
quand il dit : « Je forme une entreprise qui n’eut jamais d’exemple, et qui n’aura point
d’imitateur. Je veux montrer à mes semblables un homme dans toute la vérité de la
nature, et cet homme ce sera moi ». Pourtant, le travail d’écriture qui est au cœur des
confessions, en raison de son artifice, ne devrait-il pas nier toute sincérité ?
4
À l’origine, le roman policier fait référence à des figures politiques, on n’a qu’à penser
à la Lettre volée d’Edgar Allan Poe, mais l’auteur n’inscrit pas son récit dans un contexte
historique réel. La dimension politique des premiers romans policiers ne doit pas être lus
comme une intervention directe dans la politique réelle d’un pays.
5
Il est pratiquemment impossible de faire une liste complète des critiques de la
psychiatrie par les écrivains et les intellectuels durant les années soixante. Dans le cadre

31

d’une étude sur les rapports entre préoccupations littéraires et paralittérature, nous
pourrions citer les romans de science-fiction de Philip K. Dick.
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【研究論文】

Poésie dans Tom à la ferme de Xavier Dolan :
Structure, langue et olfaction
Tom à la ferme (Xavier Dolan) の詩的なもの
――構造、言語、嗅覚
IMURA Manami
井村まなみ

要約
映画 Tom à la ferme は、Michel Marc Bouchard の同名の戯曲をもとに Xavier
Dolan が監督した作品である。広告代理店に勤める主人公トムは、亡くなった恋人
の葬儀に出席するため、その家族が暮らす農場を訪れる。サスペンスをはらむ物語
は、強度を持ち、最後まで観客を捉えて離さない。本稿は、これまで社会的・心理
的な面から扱われてきた作品の、この強度の由来をたずねることを目的とする。ま
ず、対称性や反復から成る作品の構造を分析することから始め、言語がつくり出す
空間を浮き彫りにする。さらに、こういった分析から逃れる部分に光を当て、香り
の表象が提示する問題を通して、作品と詩的なものとの結びつきを探る。
キーワード：Tom à la ferme、構造、言語、詩、香り

Mots-clés : Tom à la ferme, structure, langage, poésie, odorat
Tom à la ferme est un film de Xavier Dolan, réalisé en 2013 d’après la pièce
éponyme de Michel Marc Bouchard, créée à Montréal en 2011 et parue en 2012 aux
éditions Théâtrales. On y suit le héros Thomas Podowski, dit Tom (Xavier Dolan luimême) qui se rend dans la famille de son amant, mort dans un accident de voiture,
pour assister à ses funérailles ; contrairement à ce qu’il avait prévu, une fois les
funérailles passées, il va rester, malgré lui et presque contre sa volonté, « à la ferme »
aux côtés de la mère, Agathe (Lise Roy), et du frère, Francis (Pierre-Yves Cardinal),
et aider au travail de la ferme, sans profiter des occasions qu’il aurait de la quitter.
Telle est l’histoire, et l’origine du titre Tom à la ferme. Bouchard et Dolan résument
ainsi le propos du film. « Le mépris envers les homosexuels n’est pas un sujet
obsolète » (Bouchard, p. 9), « À cause d’une culpabilité – ne pas avoir pu sauver la
vie de son amant –, Tom ne sait pas résister à la violence et l’intolérance de Francis,
finit par les accepter, tombant dans le syndrome de Stockholm » (Dolan, Tom à la
ferme, livret du film, Uplink, 2014, p. 7). Le film traite à la fois d’une différence
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sociale et d’un aspect psychologique. S’y ajoute l’opposition entre la métropole
(Montréal) et la campagne. C’est dans ce cadre que se déploient des relations
humaines générales (l’amour pour un amant disparu, la tristesse d’une mère) et que
se crée un suspense singulier (pourquoi personne ne parle à Francis ? Pourquoi est-il
si isolé ?). Le spectateur se trouve pris dans un espace spatio-temporel intense qui le
tient captif jusqu'à la fin.
Le but de cet article est de chercher à comprendre d’où vient cette intensité en
trois temps : d’abord, mettre au jour les éléments constitutifs de cette intensité, à
savoir révéler les axes (contraste, symétrie, cadence et répétition) imbriqués dans
sa structure ; ensuite, examiner les propriétés langagières qui sous-tendent les
personnages à l’intérieur de cette structure ; et enfin pointer ce qui échappe à cette
analyse – ce qui ne se représente ni visuellement ni par le langage, la question de
l’odorat –- pour essayer son rapport possible avec la poésie1.
1. Structure
1-1 Contraste : droites et courbes
Les axes-supports font apparaître d’abord un contraste : ligne droite et cercle
dessinés par l’avancée de la voiture et la fuite du héros : allers de l’avant et retours.
La voiture de Tom file tout droit dans la première scène (vers le fond de l’écran, du
bord de l’eau à la terre, belle route dans la lumière du soleil, chemin direct, poursuite
de la voiture en plongée) ainsi que dans la dernière scène (le déplacement est saisi
par le mouvement du paysage en arrière plan de la vitre de la voiture, dans la nuit,
lumières artificielles, immeubles-tours). Cela constitue deux parallèles à chaque bout
du film.
Tom, malgré plusieurs possibilités qu’il a de quitter la ferme, ne s’y résout pas au
début, et plus tard n’y parvient pas : par trois fois, il fait un faux départ et revient à la
ferme. Voici la schématisation de ces figures :

Le fait que le film commence et finisse par une chanson accentue ces parallèles.
Mises aux deux extrémités, la première nous fait entrer dans l’histoire, la seconde
ouvre un après à cette histoire.
Les paroles de la chanson de la première scène (Les Moulins de mon cœur, The
Windmills of Your Mind, Michel Legrand, 1968) redoublent le mouvement circulaire :
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« Comme une pierre qu’on jette […] / Tu fais tourner de ton nom / Tous les moulins
de mon cœur ». On notera que la suite (« Et ton absence leur donne / La couleur de
tes cheveux. ») préfigure, par la contiguïté des cheveux du héros avec les cultures à
l’entour, la scène de la lutte dans le champ de maïs. Alors que celles de Going to a
Town (Rufus Wainwright, 2007) introduisent, avec les lettres « USA » dérisoirement
imprimées sur le sweat-shirt de Francis, resté stupéfait dans l’avant-dernière scène,
l’existence de l’Amérique ( « I’m so tired of you, America » ) absente jusque là.
1-2 Symétrie : voiture et vache
Toujours au début, le réalisateur insère deux plans qui anticipent la suite de
l’histoire, voire un de ses dénouements : une voiture, rouillée et abandonnée dans
un champ, et une vache allongée. Elles sont à l’image, dans leur mutisme et leur
immobilité, de la contrée dans laquelle Tom s’aventure et de ce qu’il va y vivre.
La voiture frappe l’esprit d’Agathe. Dans son premier dialogue avec Tom, ne
trouvant pas de mots justes, en situation, elle exprime son admiration mêlée de
curiosité :
(p. 11) A - « Vous avez une belle voiture. »
(10 : 02) A - « Vous avez une belle voiture noire. »
Une voiture dans une telle région, en pleine campagne, vaut une barque sur
l’océan. Sans elle, ni accès ni échappatoire. Mais ici, pourvu qu’elle fonctionne, son
élégance ne compte pas. « La voiture est belle » est sans importance au fond. Pourtant
la remarque d’Agathe n’est pas anodine. La « belle » voiture relève de l’étranger.
L’important, c’est d’en avoir une. Ce que Tom saura en trouvant sa voiture aux roues
démontées, et en dérobant pour s’enfuir celle de Francis.
1-3 Cadence : « partir » et « ne pas partir »
Un verbe se trouve répété, martelé dans le dialogue tantôt au futur tantôt au
conditionnel : « partir ». Guillaume (amant de Tom, frère de Francis, fils d’Agathe)
est le personnage qui incarne ce verbe « partir » : mort récemment, donc « parti du
monde » où survivent les trois autres, il « était déjà parti de la ferme auparavant ». Sa
rengaine était « partir », comme le rappelle Agathe : (p. 12) A - (lui [à Tom] touchant
le visage) « Je veux pas que tu me dises que tu vas partir demain. Il disait toujours ça
quand il arrivait : “ Je vais partir demain! ”, Toi, tu vas rester. » (Nous soulignons.)
Le verbe « partir » est important pour chacun d’eux ; c’est un regret, une
obsession et un espoir. Ils sont tous particulièrement sensibles à ce verbe. Tom disait
au téléphone qu’il « partirait » pour « Ajaccio » avec Guillaume et du coup, pour
Francis, Tom devient impardonnable pour cette raison seule – sa facilité à prononcer
ce verbe « partir » :
(p. 19) F - « J’ai déjà entendu ta voix. Un jour, au téléphone : “Je l’attends
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pour dîner. […] On part cette nuit en vacances, pour Ajaccio…” »
(24 : 54) F - « On part en vacances cette nuit pour Ajaccio. On part en
vacances cette nuit pour Ajaccio. […] Je reconnais ta voix…»
Ainsi, le verbe « partir » revient-il à travers le film entier, aux moments-clés,
pour accentuer son poids sur les personnages. Tom le prononce sans être conscient
que ce verbe provoque de la colère chez Francis parce qu’il touche chez lui un point
sensible. S’ensuit alors, fatalement, la lutte dans le champ de maïs : (p. 26) T - « Idée
idiote de rester ici. […] Je rentre chez moi. » / T - « Je dis tout à ta mère puis je m’en
vais. » / T - « Tu me laisses partir. » ; (36 : 27) T - « Je sais pas quel jeu tu joues ni ce
qui te motive, mais moi, je dis tout à ta mère et je rentre chez moi après. » En dansant
le tango, c’est Francis qui insiste sur ce point : (p. 39) F - « Tu sais, moi, je suis pogné
ici à cause de ma mère. Je pourrais partir, […] » ; (51 : 07) F - « Je suis coincé ici à
cause de ma mère. Je peux pas partir, de la laisser toute seule. »
1-4 Répétition (du travail de deuil)
Le film commence sur la main de Tom qui écrit ; la caméra poursuit, mot à mot,
ce qui s’écrit. Il s’agit du brouillon d’une oraison funèbre :
(00 : 16) (à l’encre bleue sur une serviette en papier dans un café)
« Aujourd’hui, c’est comme une partie de moi qui meurt. Je n’arrive pas à
pleurer. J’ai oublié les synonymes du mot “tristesse”. Maintenant ce qu’il nous
reste à faire sans toi, c’est te remplacer. »
Dans les versions successives écrites ou imaginées par Tom, « aujourd’hui »
demeure, se répète comme si la mort et la tristesse se renouvelaient à chacune de
ses tentatives. Il conserve obstinément cet adverbe : (p. 16) T - « Aujourd’hui, c’est
une partie de moi qui meurt et puis j’arrive pas à pleurer. Je connais pas tous les
synonymes de la tristesse. […] » ; (p. 12) A - « Tu vas dire des choses aux funérailles. »
/ […] / T - « J’ai préparé des choses. »
Et pourtant, à l'église en public, tétanisé, il ne parvient pas à prononcer les mots
qu’il avait préparés. Il s’en explique par la suite : (30 : 21) A - « J’ai vu ton malaise,
Tom. » / T - « Désolé, c’était un brouillon, c’était désorganisé. » / A - « Ça devait être
émouvant. » Plus tard, il parvient à reformuler son discours, le faisant passer pour
celui de Sara, une collègue de Tom, avec qui Guillaume a eu une brève aventure.
Francis, soucieux de camoufler l’homosexualité de son frère, fait croire à Agathe que
Sara était la petite amie de Guillaume. Mais les mots que Tom met dans la bouche
de Sara, dans une prétendue conversation téléphonique, sont évidemment les siens :
(p. 22) T - « Aujourd’hui, c’est une partie de moi qui meurt et j’arrive pas à pleurer. Je
connais pas les mots pour la tristesse […] » ; (31 : 33) T - « Elle a dit : Aujourd’hui,
c’est comme une partie de moi qui meurt, puis et j’arrive pas à trouver pour décrire le
vide à combler. Et après, elle a dit : t’es insignifiant, t’es rien… »
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Il répète ses mots, et de fait, il le fait comme s’il les répétait pour s’exercer, pour
égaliser ce jour de la perte avec les autres jours. Une fois accompli son projet initial,
pourquoi Tom ne quitte-t-il pas la ferme ? Ayant échoué à dire ses mots en public –
représentation publique –, le travail du deuil ne se réalise-t-il que partiellement ? La
réponse est estompée, car on ne sait plus dans quelle mesure son séjour à la ferme
est voulu par lui ou imposé par les autres. Nous savons au moins qu’il ajoute en
catimini au travail de deuil freudien (« […] à la fin du travail l’énergie qu’il fallait
dépenser pour l’effectuer se trouve dissipée ») (Freud, 1968, p. 166) une suite à sa
manière : « Maintenant ce qu’il nous reste à faire sans toi, c’est te remplacer. » Nous
reviendrons sur la fin de son serment murmuré « c’est te remplacer », qui prendra une
signification plus importante, plus tard dans le film.
2. Espace langagier
2-1 Démarcation des personnages
La pièce de Bouchard, contrainte par la scène, compte principalement sur les
propriétés du langage. Le film, dont Dolan et lui ont coécrit les dialogues, différencie
davantage encore les personnages en dotant chacun d’eux d’un rapport spécifique au
langage.
Tom travaille dans la publicité, il sait manier les mots, connaît leur sens et leurs
effets. Il est à l’aise avec eux. C’est d’ailleurs grâce à cette habileté qu’il prépare
d’abord pour lui-même, un discours qui deviendra l’oraison des funérailles, puis qu’il
joue son rôle dans le dialogue fictif avec Sara. Surnommé « Monsieur Synonyme »,
il devrait exceller à trouver les mots justes : (p. 20) T - « A l’agence, on m’appelle
monsieur Synonyme. Je cherche les équivalents. La chose qui est comme la chose,
mais qui est pas vraiment la chose. C’est une obsession. » Dans son oraison même,
il parle de synonymes : (00 : 16) « J’ai oublié les synonymes du mot “tristesse”. » ;
(p. 16) « Je connais pas tous les synonymes de la tristesse. » Il sait qu’il est capable
de présenter (rendre présent à l’esprit), par son langage, ce qui n’est pas là. Passé
perdu, personne morte, extase éloignée, il donne toute sa mesure pour les représenter
(rendre présent à l’esprit encore une fois, et à plusieurs reprises autant qu’il le
souhaite), pour y assister et les revivre. Quand, façonnant les discours directs et
indirects, il représente les mots, les actes, et les goûts de son amant mort, il vit leurs
scènes d’amour : (p. 16) T - « “Descends ton slip le long de tes jambes. Lentement.”
Ça, tu aimais. » ; (42 : 01) « Elle m’a dit de dire qu’il avait des bras forts et qu’elle
aimait qu’il l’enlace, […] Elle a dit : J’aimais quand ses aisselles suaient sur mes
épaules. Sa démarche me disait comment on baiserait. »
Libre dans le langage, il a une confiance totale en lui. Il n’hésite pas à poser
des questions spontanées, et avec une simplicité d’enfant, il présuppose ses
interlocuteurs à son image : (p. 25) T - « Pourquoi y a personne qui te parle ? À la
salle communautaire, tantôt, personne est venu te voir. T’es quand même le frère du
défunt. » ; (35 : 00) T - « C’est qui, la personne, tantôt, qu’on a pas laissée entrer à
l’église ? Pourquoi y a personne qui te parle ? c’est quand même ton frère. » : (p. 38)
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T - « Elle s’appelait comment ? » ; (52 : 11) T - « mais pourquoi tu ne lui as pas donné ? » ;
(57 : 15) T - « Qu’est-ce qu’on fait ? Mais tu n’as qu’à rester… »
Francis contraste nettement avec ce Tom. Pour Francis, dire n’est que témoigner
sur place. Il n’exprime que ce qui existe là, avec le minimum de mots, ou il ne fait
que ressasser les mêmes mots : (p. 16) F - « Si tu dis à ma mère qui tu es, les coyotes
vont s’occuper de toi ! Si t’ouvres ta grande gueule, compte sur moi, on va rien
retrouver de toi. » ; Il ne sait pas contrôler le rapport triangulaire – acte de dire, ce qui
est dit, et celui qui dit – au moyen du langage. Il ne dit que son désir immédiat : (50 :
10) F - « C’était ça. »
L’énigme posée au début – « Pourquoi personne ne parle à Francis ? », « Qui est
chassé par lui à l’église ? » – n’est résolue qu’à la fin, cela dépend de son rapport avec
la langue. Il ne se lie avec personne, pas même avec sa mère, sur le plan langagier.
Le langage est un outil qui permet d’établir une distance nécessaire, utile comme
la charrue que tient Francis, sans laquelle, il ne se sert que de ses mains nues, qu’il
blesse. Privé du langage, il va au corps. Les mots pour lui sont donc liés directement
à l’organe corporel d’où ils sortent : la bouche. Attaquant le garçon qui a humilié
son frère, il ne le bat pas au visage, ni le prend pas par les épaules. Il va détruire un
organe précis, sa bouche. Qu’ils disent « déchiré » est exact. Il déchire, pour ainsi
dire, les mots sortis de sa bouche.
(p. 34) F - « Le gars que j’ai déchiré. Déchiré ! C’est ça qu’ils ont dit. C’est
ça que j’ai fait. […] J’ai mis mes deux mains dans sa bouche puis j’ai ouvert.
Ouvert jusqu’à ce que ça déchire. Ils ont pas dit “battu”. Ils ont pas dit “blessé”.
Ils ont dit “déchiré !” […] »
Sans base langagière commune, Tom et Francis éprouvent une joie simple et
spontanée quand ils partagent un vocabulaire commun : (p. 36) T - « Francis a dit
« colostrum »! Francis a dit un mot latin. » ; (p. 24) « Je pensais pas que les trayeuses,
ça pouvait être aussi moderne. »
En présence de ces deux hommes, Agathe se noue autrement au langage. Pour
elle, les mots ont de la validité quand ils s’adressent directement à elle, elle ne
croit donc qu’à la parole. L’écriture, permettant d’être lue par n’importe qui, même
après des années, ne mérite pas sa confiance : (p. 56) A - « Si mon garçon est pas
capable de me dire ce qu’il a à me dire en pleine face, bien, qu’il le garde pour lui.
Si mon garçon s’en va sans me dire pourquoi, c’est pas dans un cahier que je vais
comprendre pourquoi. » Agathe accepte tout ce qu’ils lui disent, et en contrepartie,
elle ignore (ou en fait semblant) ce qu’ils ne lui disent pas directement. Ne demandant
guère plus d’explications, elle a l’habitude d’attendre que soient comblées les failles
d’informations. Elle les attend en retenant sa respiration. Étouffée au bout d’un
moment, elle laissera éclater ses paroles retenues :
(p. 52) A - « […] Pourquoi elle prend pas la boîte ? Pourquoi elle fait rien
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de ce qu’elle devrait faire ? Pourquoi elle est pas venue aux funérailles ? […]
Pourquoi y a quelque chose qui va pas ? C’était qui mon fils ? C’était qui ? […]
C’est quoi son accident ? »
L’entrée en scène de Sara fait ressortir (la différence de) leurs langues. Chez
Bouchard, elle s’exprime en anglais quand elle communique avec Tom. Le film
abandonne le bilinguisme, mais ne change pas son rôle. Sara est un personnage hors
champ ; c’est celle que Francis et Agathe n’avaient jamais vue et, que même Tom
ne fréquentait pas. Finalement jointe par Tom, elle arrive de loin comme Tom à son
arrivée. Tout comme Tom au début, à chaque instant elle ne manque pas de réagir
à leurs paroles. Convoquée, Sara vient donc déranger leurs langues qui sans elle,
finiraient par se stabiliser. Elle arrive à réveiller leurs langues engourdies pour les
remettre dans leur premier stade, différentes et instables, peu communicables.
2-2 Jeu entre noms propres et noms communs
Ainsi, dans les dialogues des quatre personnages, le langage déploie ses
propriétés, et souligne leurs différences. Or il montre une autre répartition en dehors
du cadre discursif. Voyons maintenant l’usage stratégique des noms propres et noms
communs.
Le titre, Tom à la ferme, combine un nom de personne, Tom, prénom ou diminutif
de prénom assez courant, et un nom de lieu et un type d’activité. Cette « ferme » est
« une ferme laitière quelque part en province » (p. 10), aucune précision sur la région
n’est apportée, elle reste anonyme, banale, archétypale. La vision du film fait ressortir
l’originalité de son histoire d’autant plus que cette ferme sans nom et son héros au
nom banal en sont dépourvus.
Tout comme dans le titre, dans le film, nous n’avons que les noms de personne
et de lieu, comme noms propres. Pendant la plus grande partie du film, ce sont
Tom, Francis et Agathe seuls qui se parlent. Naturellement, ils n’ont pas besoin de
s’interpeller par leurs noms de famille. À la différence du monde de la pièce, le film
fait sortir Tom de ce huis-clos à trois et nous apprend leurs noms de famille à la
faveur de la scène de la clinique : Thomas Podowski et les Longchamp. Le médecin
est assurément au courant de la violence passée et présente de Francis, elle suggère à
Tom de quitter rapidement la région.
(38 : 59) Docteur - « Vous êtes un Longchamp Podowski ? » / T - « De famille
éloignée. » / Docteur - « Bon retour à Montréal. »
Le nom de Guillaume n’est prononcé qu’une seule fois à l’église, et encore le
prêtre se trompe-t-il de nom et Francis le corrige. Par la suite, les trois personnages ne
le prononcent jamais. Il est toujours paraphrasé, précédé d’un possessif (« mon (ton)
frère », « votre (mon) fils »), il est un objet installé qu’ils partagent entre eux. Bref,
il leur appartient, il est à eux. C’est au moment où Sara arrive à la ferme que ce nom
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reprend vie. Renommé Guillaume, il trouble de nouveau le cœur et les rapports des
survivants. Le nom propre de personne a une telle force : le défunt n’a en fait plus de
place, ni de raison pour être appelé par son nom propre, et tant qu’il n’est pas appelé,
il est un objet inerte que dominent les survivants.
Quant aux noms de lieu, « Ajaccio » est pour Francis, comme l’on a vu plus haut,
le nom d’un lieu impossible. À consonance non québécoise, il est un lieu de double
départ : la prochaine destination de celui qui est déjà parti. À part « Ajaccio », seul
« Montréal » est nommé, toujours en dehors de la ferme (à la clinique une fois, et
dans un bar une autre fois vers la fin), associé à la ville d’origine de Tom. Le barman
lui demande s’il est français : (1 : 19 : 43) « Tu es français ? » « Non, de Montréal. »
Ce court dialogue fait entrevoir la coupure entre la ville et la campagne qui accentue
l’hétérogénéité des milieux et modes de vie de Tom et de ceux de cette région. Tant
qu’il reste à la ferme, « Montréal » n’importe pas. C’est un « dehors », étranger à une
ferme anonyme.
Les axes-supports – contraste, symétrie, cadence, et répétition – soutiennent
la structure de l’œuvre pour former son espace temporel et spatial. Et l’efficacité
langagière y travaille. Le simple acte de « dire » distingue les personnages et met au
jour leur discordance. Les noms propres de lieu désignent non seulement les lieux
auxquels ils renvoient, mais ils nomment surtout « l’au-delà » de « la ferme ». Mais
bien que ces axes fassent apparaître sa structure, nous sentons que celle-ci n’épuise
pas le sens du film ; il subsiste comme un résidu ténu, indéfinissable, un fil, que nous
y entr’apercevons, qui court dans le film et qui résiste à son analyse.
3. Question de l’odorat : représentation du parfum
Si dans leur première conversation Agathe s'intéresse à la voiture de Tom, dans
leur deuxième conversation, au dîner, c'est le parfum de Tom qui attire son attention :
(p. 15) A - « Tu portes son parfum. »
(13 : 52) A - « Tu portes son parfum? » / T - « Oui. » / A - « Ça sent bon. »
On doit comprendre alors que dans cette cuisine où aucun signe olfactif ne nous
ait montré, cette nuit-là, flotte invisible un parfum. Dire « Tu portes son parfum », soit
comme une affirmation, soit sous forme de question, c’est dire « je sais, je remarque
que tu portes son parfum », et « je voudrais que tu saches que je sais que tu portes
son parfum », dans la complexité d’un acte d’énonciation. Grâce au parfum, les deux
personnages qui viennent de se connaître, se reconnaissent dans un même espace,
étroit et intime voire complice. Tom porte-t-il la même marque de parfum que son
amant ? Ou bien, puisqu’ils vivaient ensemble, est-ce son parfum corporel qui se
dégage ? Le fait que Tom se couvre le visage du débardeur de son amant défunt pour
dormir raconte beaucoup de son attachement pour lui et de l’attirance de Tom pour les
odeurs.
Francis lui aussi remarque immédiatement le parfum de Tom : (p. 17) F - « Puis
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demain, mets pas de parfum. Les hommes qui se mettent du parfum, c’est juste pour
les noces. Demain, c’est des funérailles. Besoin de répéter ? » ; (18 : 15) F - « Mets
pas de parfum, le parfum, c’est pour les noces, pas pour les funérailles, Ok ? »
Le parfum fait pénétrer dans l’intimité. Le champ olfactif humain est limité et
seuls ceux qui entrent dans ce champ le perçoivent. La relation entre le parfum et son
porteur travaille donc d’une façon métonymique : quand il n’y a que le parfum seul,
on cherche forcément la présence (on prend conscience de l’absence) de son porteur.
Ici, son porteur est mort, ceux qui l’ont connu sont les seuls à reconnaitre « son »
parfum, ils ressentent son absence (et sa présence), ils en parlent et le partagent. Son
porteur mort resurgit entre eux. Ceci n’est d’ailleurs pas nouveau, comme le montre
l’historien Alain Corbin :
L’éternité du parfum, thème cher à Baudelaire, confère à l’odorat une
suffocante puissance évocatrice. Pour les êtres chers, que restera-t-il de l’homme
et de ses amours? un parfum prisonnier d’un flacon, une odeur nichée au fond
d’une armoire ou d’un tombeau. (Alain Corbin, 1982, p. 238.)
Les parfumeurs l’ont compris qui proposent à leur clientèle des flacons en
forme de « tombeaux », dans lesquels on enferme le parfum de la femme
disparue. (Ibid., p. 325.)
Le sens de ce parfum est ainsi immédiatement saisi par les trois survivants, bien
avant que la communication langagière ne s’établisse entre eux. Leur relation autour
du parfum est immédiate (au sens propre, sans la médiation des mots), corporelle
(même) car elle ne passe pas par l’intelligence. Jamais ils ne nous en expliquent le
détail, à nous spectateurs, nous laissant ainsi à l’écart. Les mots de la conversation les
séparent, mais ils ont en commun pour eux seuls leur monde intime et secret. Telle est
la fonction du parfum dans ce film2.
Francis a interdit à Tom de porter le parfum de Guillaume, mais Tom obéit-il
à son ordre ? ((p. 35) F - « Tu remettras ton parfum si tu veux. ») On ne fait que le
supposer. Ils ne reparleront de parfum qu’une seule fois vers la fin du film. C’est alors
Francis qui porte le parfum du défunt. D’un coup, le travail du deuil prolongé de Tom
prend fin. Devant Francis parfumé, qui sous prétexte d’« une vieille bouteille qui
trainait » veut s’identifier à son frère, Tom comprend que celui-là ne « remplace » pas
celui-ci – rappelons-nous l’expression de son oraison –. C’est le même qui apprend la
différence ; il accepte enfin la perte définitive de son amant :
(p. 43) T - « Merci. (étonné) Tu sens le parfum ? » / F - « Presque pas. » / T « (riant) T’en vas-tu à un mariage? » / F - « Une vieille bouteille qui trainait. » /
T - « Tu sens ton frère. »
(59 : 02) T - « Tu t’es mis le parfum ? pour les noces ? » / F - « Juste un peu. » /
T - « Tu te sens pareil. Tu te sens pareil. Tu as sa voix aussi. » / F - « Je t’attends
en char. »
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Sara arrive bientôt auprès d’eux et dès lors, ils ne parlent plus de parfum. Et tant
qu’ils n’en parlent pas, on ne sait plus ce qu’il en est du parfum. Tout ce que nous
savons, c’est que tout au plus, le parfum disparaît de leur conversation, et qu’avec lui
leur rapprochement disparaît aussi. Leur discours sur le parfum était un baromètre de
leur intimité : ils se sont frôlés pour s’éloigner. Autrement dit, c’est Sara qui détruit
leur espace intime tout juste fragilement établi grâce au parfum. Car arrivant de loin,
comme on l’a dit, elle arrive du monde sans parfum. Elle marche indifféremment dans
leur monde intime, sans s’intéresser au parfum, même s’il y en reste encore.
Quand ils n’en parlent pas à l’écran, nous spectateurs ne « voyons » pas le parfum.
Y a-t-il des moyens pour faire voir son existence sans recourir aux dialogues ? Les
questions théoriques sur la représentation de l’odorat général dépasse largement le
cadre de notre article3. Nous nous contenterons ici de constater que la représentation
du parfum est liée fort souvent au langage. La contribution de celui-ci est précieuse
dans le processus de sa fabrication :
Chez les parfumeurs, tout passe par le langage et l’échange avec les collègues
de travail […] : les odeurs sont toujours désignées par leurs causes (une odeur
« fleurie » ou « florale ») ou leurs effets (une odeur « gourmande », c’est-à-dire
« qui fait travailler les glandes salivaires »). Les parfumeurs vont donc élaborer
leur propre lexique, pour une bonne part fondé sur l’évocation : notes ou odeurs
vertes (rappel du gazon coupé, des feuilles broyées), herbacées (rappel du foin)
[…]. Par ailleurs, la terminologie olfactive emprunte largement aux autres sens,
mettant ainsi en évidence la dimension synesthésique de toute perception : les
odeurs peuvent être qualifiées de « chaudes, légères, aqueuses, marines, vertes ».
(Joel Candau, 1999, pp. 185-186.)
L’apprentissage de l’étonnant héros du Parfum (Patrick Süskind, 1985) se réalise
inversement. Grenouille, n’ayant aucune odeur lui-même, avait un sens olfactif inné :
sentir de loin, identifier ce qu’il sent jusqu’en détail. Il sait mélanger des ingrédients
à sa manière pour produire des parfums exquis, mais il ne possède pas les moyens
de communiquer cette opération. L’auteur lui prête un langage. Dès lors, son pouvoir
s’accroît jusqu’à ce qu’il ait cette révélation : qui maîtris[e] les odeurs maîtris[e] le
cœur des hommes » (Süskind, p. 173) :
Jamais il ne lui fallait consulter une vieille formule pour reconstituer, après
des semaines ou des mois, un parfum : il n’oubliait pas les odeurs. Mais,
obligé d’employer verres gradués et balance, il apprenait ainsi le langage de
la parfumerie, et il sentait instinctivement que la connaissance de ce langage
pouvait lui être utile. Au bout de quelques semaines seulement, Grenouille non
seulement connaissait sur le bout des doigts le nom de tous les éléments qu’on
trouvait dans l’atelier de Baldini, mais il était également capable de noter lui42
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même les formules de ses parfums et, inversement, de traduire en parfums et
autres produits odorants les formules et les recettes d’autrui. (Süskind, p. 105)
Et si, dans son processus de fabrication, le parfum est traduit en mots par ceux qui
ont charge de l’élaborer, une fois fabriqué, c’est encore au langage qu’il doit recourir
pour être évoqué à distance pour ceux qui ne l’ont pas à portée de nez :
Au commencement était le Nº5. Une ouverture plutôt qu’une envolée. Et
l’opulence s’installe, charnelle, captivante, pour très vite se reprendre. Elle
s’échappe, comme un rêve au matin, nous laissant juste un souvenir d’ylangylang, chargé de la touffeur de Comores. […]
Gardénia, jardin réinventé de lilas, muguet, chèvrefeuille et gardénia, sucré
d’abricot, est un trompe-l’œil subtil qui s’estompe dans des accents poudrés aux
charmes d’héliotropine vanillée. (Françoise Aveline, p. 6, p. 12.)
Métaphore, comparaison, personnification… il met en œuvre toute la rhétorique
disponible. Tom en tant que publicitaire aurait dû être familier de ce genre
d’expressions. Il est vain d’énumérer ses composants. Au contenu d’une bouteille, il
manquera pour toujours des mots. Sous quelque développement technologique que ce
soit, il n’y aura pas d’autres moyens que les remplacements sans fin pour représenter
les propriétés d’un parfum. La tentative de sa représentation est identique au
mécanisme de la langue, qui est un système de signes (le signe est ce qui remplace).
On voit là, dénudé, le mécanisme du langage.
Aussi, comme remarque John E. Jackson « la richesse et la facilité associative
de sa sensibilité et en particulier de son sens de l’odorat lui suggéraient avec force »
(Baudelaire, Librairie Générale Française, 1999, p. 267), Baudelaire privilégiait-il
entre autres l’ouïe dans ses « Correspondances » :
Il est des parfums frais comme des chairs d’enfants,
Doux comme les hautbois, verts comme les prairies,
– Et d’autres, corrompus, riches et triomphants,
Ayant l’expansion des choses infinies,
Comme l’ambre, le musc, le benjoin et l’encens,
Qui chantent les transports de l’esprit et des sens.
					(Baudelaire, 1975, p. 11.)
Cela n’est pas dû au hasard si Mallarmé choisit, au bout d’un long discours sur la
possibilité du langage poétique, d’évoquer « une fleur » :
Je dis : une fleur ! Et, hors de l’oubli où ma voix relègue, aucun contour, en
tant que quelque chose d’autre que les calices sus, musicalement se lève, idée
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même et suave, l’absente de tous les bouquets. (Mallarmé, 2003, p. 213.)
La relation entre l’odorat et le langage est profonde et complexe. La pièce, qui,
dès le début, détaille le parfum du défunt jusqu’à ses composants et le reprend aux
scènes-clés, et le film, qui le souligne davantage, réussissent à tramer Tom à la ferme
du fil invisible de l’odorat. Nous discernons ce fil tendu, à peine perceptible sous la
lumière de notre analyse. C’est un fil, malgré sa finesse, étincelant et infrangible, liant
ce film à ce qui est la poésie.
En guise de conclusion
Tom à la ferme s’appuie sur une structure forte aux axes-supports, – contraste,
symétrie, cadence et répétition – bien équilibrés. Il nous amène aussi à une réflexion
sur divers aspects du langage. Tous les personnages s’incarnent, d’une façon
manifeste, dans la langue. Pour Tom, c’est un outil transparent, pour Francis, elle est
liée au corps. L’énigme autour de Francis concernait aussi le corps : « déchirer un
organe de communication ». Si Agathe distingue sévèrement la parole de l’écriture,
Sara vit entre les deux langues.
« Tom », publicitaire, vit naturellement dans la langue. Il a confiance en elle,
donc il la propose aux autres. Pour lui, elle est ce qui le défend contre une perte
irrémédiable – rédaction de son oraison –, et ce sur quoi il compte. Sa confiance
envers la langue se fracasse « à la ferme », au contact de Francis et Agathe. Mais le
moment le plus crucial pour lui doit être le moment où il est face au même parfum.
« Le remplacement » de la personne perdue était désiré et recherché par lui : désiré et
recherché, c’était donc jusqu’alors son espoir. Le « remplacement » lui paraît réalisé
dans le partage du même parfum. Mais à peine réalisé, plus exactement au moment
de la réalisation, il est nié. Le même lui apprend la différence des deux personnes et
l’oblige à s’orienter vers un autre remplacement.
Le fil olfactif qui est indépendant de la structure que nous avons mise au jour,
nous fait penser à la limite de cette structure : n’est-elle pas basée sur des critères
qui puissent se réduire en signes langagiers ? L’odorat ne se range pas dans l’ordre
langagier. Il ne s’ordonne donc pas dans l’espace ni spatial, ni temporel conçus par
l’intermédiaire du langage. Le parfum se déplace avec son porteur, mais enfermé dans
un flacon, imprégné dans un vêtement, il peut demeurer. Il dérange ainsi l’espace
spatial. Il conserve dans le présent l’odeur du passé et invalide l’espace temporel. Mis
sur un autre personnage que son porteur d’origine, il a cette capacité de superposer, et
dédoubler les personnages pour enfin estomper la distinction d’identités. C’est ce que
« Tom », transplanté « à la ferme », découvre et dévoile avec nous spectateurs, et cela
peut être une tentative cherchée si ardemment par la poésie.
(Manami IMURA, Université préfectorale de jeunes filles de Gunma)
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Notes
1
Nous renverrons aux citations de dialogues dans le film par le code temporel et
à celles de la pièce de Bouchard par le numéro de la page. Nous indiquerons les
personnages principaux par leurs initiales : T (Tom), F (Francis), et A (Agathe). C’est
nous qui soulignons.
2
Le spectateur peut être tenté de connaître les composants de ce parfum. Bouchard les
détaille dès le début : p. 16 (Il sent son débardeur.) « Aromatique boisé. Un trait de rhum.
Amalgame de patchouli, de vétiver, de cèdre du Pérou ».
3
Il sera intéressant d’élargir le corpus de la recherche, en collaboration avec des
spécialistes d’autres domaines. Par exemple, dans le cas du Parfum d’Yvonne, (film de
Patrice Lecomte, 1993, d’après Villa Triste de Patrick Modiano), on peut se demander si
ce « parfum » est principalement métaphorique, ou s’il s’agit de celui que porte l’héroïne,
en comparant dans le détail l’œuvre de départ avec le film. Le film réussit à donner cet
effet que « la présence de l’héroïne dégage un certain parfum », sans recourir à l’aide du
langage, en trouvant une correspondance du sens olfactif, exemple baudelairien, avec un
autre sens visuellement représentable comme le toucher (mouvements lents et fréquents
de la main de Victor) ou par contraste avec les odeurs environnantes que le spectateur
peut reconstituer par lui-même : le vent marin sur le pont du bateau, la fraîcheur de
la verdure dans la forêt, ou l’air confiné de la chambre de l’hôtel, mélange des odeurs
- meubles, canapé, rideaux, tapis et drap -. Le corpus pourrait sans doute s’étendre
à d’autres films de Dolan ; dans Juste la fin du monde, par exemple, sorti pendant la
rédaction de cet article, le parfum sert à souligner la personnalité de la mère.
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ケベックとカナダ他州フランコフォン共同体
との関係

Les relations entre le Québec et les autres
communautés francophones du Canada
小松祐子
KOMATSU Sachiko
Résumé

Ce travail a pour objectif d’étudier l’évolution et l’état actuel des relations entre
le Québec et les autres communautés francophones au Canada. Suite à la montée
du nationalisme et au mouvement sourerainiste au Québec depuis les années 1960,
leurs relations ont été souvent exprimées en terme d’éloignement, déchirure, solitude,
indifférence, etc. Mais depuis les années 1990, nous constatons des efforts multiples
de la part du gouvernement du Québec qui travaille activement avec les instances
des autres provinces dans le domaine de la francophonie ainsi qu’avec la Fédération
des communautés francophones et acadienne du Canada (FCFA) pour la cause
commune qu’est le maintien et le développement de la langue française au Canada.
En janvier 2015, cependant, l’intervention du gouvernement québécois auprès de la
Cour suprême du Canada sur le dossier concernant le droit à l’éducation en français
au Yukon a mis en lumière la divergence de position entre les Québécois et les autres
francophones en situation minoritaire. « Le temps d’une nouvelle synthèse » de leurs
relations, annoncé par J.-L. Roy au début du siècle, ne semble pas pour tout de suite.
キーワード：カナダ・フランコフォニー、マイノリティ・フランコフォン、
「権利
及び自由に関するカナダ憲章」23 条、ユーコン準州フランス語教育権問題
Mots-clés : francophonie canadienne, francophones minoritaires, article 23 de la Charte
canadienne des droits et libertés, droits à l’éducation en français au Yukon
本稿では、これまであまり語られてこなかったケベック州とカナダ他州のフラン
1
コフォン共同体 との関係について、その歴史と現状を概観する。カナダ各州のフ
ランコフォン共同体は、仏系カナダという歴史を共有するが、1960 年代以降にはケ
ベック州の主権構想により両者の関係に緊張がもたらされ、共同体ごとに個々の変
遷をたどることとなった。本稿ではその歴史的経緯と現状を振り返り、共通の課題
（フランス語の維持）のために共同体間でいかなる協力が行われているか、とくに
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ケベック州がどのような努力を重ねているかを確認する。さらに、最近メディアを
騒がせたユーコン準州におけるフランス語教育権問題をめぐるケベック州政府の対
応（2015 年 1 月）について検討することにより、政策上の努力にかかわらず現在も
続く両者の微妙な関係について考察を行う。
1．研究史
ケベック州とカナダ他州のフランス語共同体との関係を扱う研究は希少である。
現地においても、ケベックおよび他の共同体のそれぞれについては、歴史学、社会
学、社会言語学などの観点から盛んに研究が行われる一方、両者の関係が扱われる
ことはきわめて稀であった。各地のケベック研究者たちは、とりわけ「静かな革命」
以降のケベック社会の激変とそれに伴う豊かな文化事象を分析し解釈することに忙
しく、他州のフランコフォンとの関係については目が向きにくかったものと考えら
れる。
しかし 1990 年代から両者の関係が問われ始める。1982 年にモンクトンで開
催 さ れ た 研 究 集 会「 ア カ デ ィ ア ン お よ び ケ ベ ッ ク の 政 策 プ ラ ン の 一 致 と 相 違
（Convergence et divergences des projets politiques acadien et québécois）
」は先駆的意味
を持つ。その後、1993 年の研究集会「隣人関係の明確化とパートナーシップの強化
のために（Un voisinage à préciser… un partenariat à consolider）」では、アカディアン
以外の共同体との関係についても扱われた。1995 年には、ケベック州フランス語
評議会の主導により 11 人の専門家による論文集「カナダのフランコフォンの連帯
強化のために：理論的省察と歴史的・法的・社会政治的分析（Pour un renforcement
de la solidarité entre francophones au Canada : réflexions théoriques et analyses historique,
juridique et sociopolitique）
」 が 出 版 さ れ た。2001 年 に は、 ヨ ー ク 大 学 グ レ ン ド ン
カレッジでの研究集会「孤立状態を断ち切る―カナダとケベックのフランコフォ
ニーの関係 Briser les solitudes… relations entre Francophonies, soit celles du Canada et du
Québec」が開催され、多岐にわたる分野の識者により両者の関係改善のための提言
がなされている。
本件に関する代表的な研究として、歴史家マルセル・マルテル（Marcel Martel）
による著作『想像の国を失って：仏系カナダの夢・闘争・破局（Le deuil d’un pays
imaginé: rêves, luttes et déroute du Canada français）』が挙げられる。同書は、1867 年
のカナダ自治領誕生から 1975 年に「ケベック州以外のフランコフォン連盟」が結
成されるまでの約 100 年間にわたる、仏系カナダの制度的ネットワークによる連帯
の模索とケベック・ナショナリズム台頭による挫折の歴史を明らかにしている 。
3
最近では修士論文、博士論文で両者の関係を扱うものが現れている 。
2

2．カナダのフランコフォンの現状
カナダ統計局（2011）によれば、カナダのフランコフォンは人口の 21% を占め、
その約 8 割がケベック州に集住する（730 万人）。オンタリオ州（103 万人）
、ニュー
ブランズウィック州（73 万人）がこれに続き、他州でもフランコフォンは人口の 1
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～ 5％を占めている。17 世紀～ 18 世紀半ばまでにセントローレンス流域を中心に
移住したフランス人の子孫、仏系カナダ人は、主に経済的理由により 19 世紀以降
に北米各地に拡散した。したがって、独自のルーツとアイデンティティを有するア
カディアンをのぞき、カナダ各州のフランコフォンには、ケベック州にルーツをも
4
つ者が多い 。
今日ケベック州以外のカナダのフランコフォン共同体は、いずれも英語への同化
の問題に直面している。1951 年から 2011 年の 60 年間に、家庭でフランス語を使用
する者の割合はカナダ全体で 31.9% から 21% へと大幅に減少している。オンタリ
オ州（9.5% から 2.5%）、ニューブランズウィック州（38.2% から 29.2%）
、マニトバ
州（8.5% から 1.7%）と軒並み減少するなかで、ケベック州だけは 88.1% から 91%
と傾向を逆転させているが、これが 101 号法の効果によることは明らかである。
このような危機に瀕した各地のフランコフォン共同体の活力を保つため、近年で
5
はフランス語系の国際移民が奨励されており 、仏系カナダの伝統をこえた「包括
6
的な」フランコフォン・アイデンティティの確立が推奨されている 。たとえばオ
ンタリオ州では、州の人口統計における「フランコフォン」の定義を 2009 年に変
更した。
「かつてフランコフォンとは、母語がフランス語の者と定義されてきた。
新しい包括的な定義は、母語がフランス語でも英語でもないが、公用語としてのフ
ランス語の知識を十分にもち、家庭でフランス語を用いる者を含むものである。こ
れはオンタリオへの新しい移民の多くを含むことになる。以前の定義では、毎日フ
ランス語を話している約 5 万人のオンタリオの人々が、フランコフォンと見なされ
7
なかった。 」
移民大国カナダにおいて、いかに仏語系の移民を受け入れ、地域のフランコフォ
ン共同体を活性化していくかが共通の課題となっている。これはケベック州におい
ても同様であり、たとえばモンレアル地域では、フランス語を母語とする子どもは、
8
今や就学人口の半分以下となっている（2015 年、49,3％ ）
。今日のカナダのフラン
コフォンがかつての仏系カナダとは異なった「包括的な」姿を現していることを十
分に認識することが肝要である。
3．ケベック州とカナダ他州フランコフォン共同体との関係
ケベック州とカナダ他州フランコフォン共同体との関係は、隔たり（éloignement）、
引き裂かれ（déchirure）、孤独（solitude）、無関心（indifférence, insensibilité）といった
語により表現されることが多い。「ケベックとケベック以外のフランコフォンとは、
互いに対して驚くべき無関心を培ってきた。（Le Devoir, le 28 janvier 2015）」
このような指摘は 1990 年代からすでになされている。
「1990 年代初めの現在、ケ
ベック州のフランコフォンとカナダ他州のフランコフォンとの関係は、隔たり、さ
らには引き裂かれという歴史的な動きのなかにはまり込んでいるように見える。
（A.
Martel, 1995, p. 14）
」
かつては共に仏系カナダ人としての歴史を歩んだケベック州と他州フランコフォ
ンとが歴史の流れの中で「引き裂かれて」いったのはなぜだろうか。その重大な転
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換点は「静かな革命」に見いだされる。「 静かな革命の 2 つの現象、つまりネオナ
ショナリズムと干渉主義の州政府建設により、ケベック州とカナダの少数派フラン
コフォンとの古い連帯の基盤が壊され、その後新たな和解の場は得られていない。
（Leblanc, 2001, p. 3）」彼らの「引き裂かれ」の原因は、ほぼ全面的にケベック州側
に見いだされ、ケベック州が独自路線を突き進み、他の仏系カナダをいわば「見捨
てた」ことがしばしば弾劾される。
しかし 21 世紀に入り、新しい協力の時代を予告する、より楽観的な意見も見い
だされる。「地歩固めの時代に見られた相対的な孤独は今日乗り越えられる。私た
ちは新たな時代、新たな総括がなされるべき時代にいるのだ。
（Roy, 2003, p. 169）」
今日、この予告どおりの新たな時代を迎えているのかどうかについて、我々は後
述するユーコン準州をめぐる事例を通じて、検討したい。
4．歴史的経緯
上述のように、北米各地のフランコフォンは、歴史的には仏系カナダ人の移住を
ルーツとする者が大半であり、「アメリカ大陸全土に広がるディアスポラとケベッ
ク社会は切り離せないものだった（Dumont, p. 419）。」かつては北米フランコフォン
が 1 つのコミュニティを成し、そこには共通のアイデンティティが想定されていた。
19 ～ 20 世紀前半、つまり「静かな革命」以前の協力が、宗教界または民間ネッ
トワークを基盤とする協力であったことを指摘することは重要である（これは後述
する 20 世紀後半の政府主導の協力と対照を成すからである）
。修道会により各地に
病院や教育機関が運営され、「ジャック・カルティエ受勲者団体」
、
「アメリカ大陸に
おけるフランス系生活会議」などのナショナルな組織による協力関係が築かれてい
た。
しかし 60 年代以降、この関係に緊張が走る。その象徴として挙げられるの
が、1967 年モンレアルにて開催された「仏系カナダ大会（États généraux du Canada
français）」であり、この大会が決裂に終わったことはその後のフランコフォン分裂
の時代の始まりとして位置づけられる。これ以降、仏系カナダという共通のネイ
ション・アイデンティティは消滅し、ケベック州がケベコワ・アイデンティティを
主張する傍らで、各地のフランコフォンはコミュニティごとのアイデンティティ確
立を模索することとなる。
実際、60 年代以降のケベック州は、自州のアイデンティティ確立、社会のフラン
ス語化、および主権問題や国際舞台への進出を優先課題とし、他州フランコフォン
を顧る余裕をもたなかった。州公用語法（1974）、フランス語憲章（1977）により州
内の言語的基盤を整備し、また国際フランコフォニー組織への加盟（1970）
、各地へ
の州代表事務所設立により、国際的なプレゼンスを固めることに成功したが、その
傍らで、他州フランコフォンらがケベックから見棄てられたという感情を持ったこ
とは想像に難くない。ケベック州の主権問題は明らかに他州の少数派フランコフォ
ン共同体の利益や要求に反するものであった。
ケベック州の動きに対して、他州のフランコフォンはまず「仏系カナダ」に代わ
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る独自の呼称（
「仏系オンタリオ人」、「仏系マニトバ人」など）を採用し、各地で
組織化するとともに、連盟立ち上げにより結束を固める。こうして、1975 年に「ケ
ベック州以外のフランコフォン連盟 Fédération des francophones hors-Québec）」が発
足した。当時いかにケベックに対抗して結束を固める必要があったかがその名称か
らうかがわれる。9 州、3 準州の地域別フランコフォン組織、および 9 の部門別全
国組織（識字、文化、司法、共同体新聞、健康、高齢者、若者、女性、子ども）か
ら構成される連盟である。この組織名称は、その後 1991 年に「フランコフォンお
よびアカディアン共同体連盟（Fédération des communautés francophones et acadienne :
FCFA）
」と改められた。また FCFA は 1988 年からはケベック市内に事務所を開設
し、ケベック州政府との関係改善を模索した。現在は、ケベック州政府（とくに後
述する SAIC, CFA）と協働し、ケベック企業と他州フランコフォン共同体とのパー
トナーシップを支援している。その使命は「カナダのフランコフォン・アカディア
ン共同体のナショナルで積極的、行動的、包括的な声となること」であり、「言語
的二重性の促進、全国津々浦々でフランス語で生きることができる能力の発展、カ
9
ナダの飛躍へのフランコフォン市民の十全なる参加のために貢献する 」ことを目
指して活動を続けている。
5．ケベック州政府によるフランコフォン支援プログラム
1980 年代にはケベック州政府が他州フランコフォンとの関係改善を意識しはじ
める。1984 年には、第 1 回財政支援プログラム（Programme de collaboration pour le
développement des communautés francophones hors Québec）が策定された。
1993 年には前述の FCFA がケベック州議会に覚書「カナダのフランコフォニー：
再認識すべき空間（la francophonie canadienne : un espace à reconnaître）」を提出し、
関係改善を訴えた。「近年のケベック州のネイション政策により、フランコフォン
共同体との関係が著しく損なわれてきた。しかし、無関心や政治言説にもかかわら
ず、両者には 1 つの共通の基本的要素があり続けた。フランス語で生き、発展しよ
うという意志である。このことが FCFA にケベック州と彼らのコミュニティとの和
解のための政策を提案させる理由となった。（序文）」
これを受けて 1994 年にケベック州政府は「言語的連帯を強化するためのケベッ
ク州政府行動プログラム（Programme d’actions du gouvernement du Québec : Renforcer
la solidarité linguistique）」を発表する。次いで、1995 年の「カナダのフランコフォ
ン・アカディアン共同体に対するケベック州の第 1 次政策―対話と行動する連帯
ère
（1 politique du Québec à l’égard des communautés francophones et acadiennes du Canada
: un dialogue, une solidarité agissante）」が発表され、3 つの重点領域として、文化・コ
ミュニケーション、教育、経済が指定された。さらに 1996 年には「共同体のパー
トナーシップと発展のための財政支援プログラム（Programme de soutien financier aux
partenariats et au développement des communautés）」が策定され、ケベック州とフラン
コフォン団体のパートナーシップを生み出す推進力となった。
21 世紀に入ってからもケベック州政府の努力は続く。2006 年の「カナダのフ
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ランコフォニーに関するケベック州の政策 ― フランス語での将来（Politique du
Québec en matière de francophonie canadienne ─ L’avenir en français）」 に よ り 1995 年
の政策を更新し、支援の規模を増大させ、現実に適応させることを目指した。新政
策はフランコフォン共同体の緊急で具体的ニーズや要求にこたえるアクションプラ
ンを推進するものであり、2 つの原則、1）フランコフォンは絆を強化しなくては
ならない、2）ケベック州は団結のリーダーたらねばならない、が示された。また
2007 年の「カナダのフランコフォニーへの支援プログラム（Programme d’appui à la
francophonie canadienne）」は、1996 年のプログラム PSFPDC の更新版である。2007
年 9 月にはケベック州と FCFA の新たな協力合意文が発表された。
こ の よ う な カ ナ ダ・ フ ラ ン コ フ ォ ニ ー 問 題 を 所 管 す る の は、 ケ ベ ッ ク 州
の 内 閣 府 内 に 置 か れ た 組 織 で あ る カ ナ ダ 政 府 間 関 係 庁（Secrétariat aux affaires
intergouvernementales canadiennes : SAIC）である。ケベック州政府が他州政府と結ぶ
12 件の協力協定と 2 件のカナダ・フランコフォニー支援プログラム の実行を担当
する。またカナダ・フランコフォン共同体組織（FCFA）の直接の対話者として協
働に努めている。さらに次に紹介する CFA とも協働する。
ケベック 400 周年の目玉として「米大陸フランコフォニーセンター（Centre de la
francophonie des Amériques : CFA）」が創設されたことは、アメリカ大陸全体でのフ
ランコフォニー推進を主導するというケベック州政府の意志表明であった。2006 年
12 月ケベック州議会で「米大陸フランコフォニーセンター法」が採択され、2008
年 10 月 18 日に CFA が開設された。
ジャン＝ルイ・ロワ CFA 理事長（フランコフォニー国際組織事務総長を務めた
人物でもある）は開設式で次のように述べている。
「アメリカ大陸のフランコフォ
ニーは、ケベック、アカディアン、仏系カナダ、ルイジアナ、アンティル、および
大陸のフランコフォンの文化の表現として理解されなくてはならない。これらの文
化は団結し、パートナーシップのかつてない形態により手を結び、この半球の複数
10
性をフランス語で肯定していかなくてはならない。 」
CFA の使命は次のように規定されている。
「フランス語の将来を担うフランコフォ
ニーを促進し、その価値づけに貢献することをその使命とする。文化的多様性とい
う文脈のなかで、ケベック、カナダ、およびアメリカ大陸のフランコフォンとフラ
ンコフィルのあいだに、関係の強化と充実を図り、補完的なアクションを展開す
11
る。 」CFA の年間予算 300 万ドルは 100% がケベック州政府により出資され、フ
ランス語振興のためのイベント・コンクール主催、教育機関・研究者への助成金授
与、電子ライブラリー運営などを活発に行っている。
さらに、2012 年 5 月には、Francophonie@cœur をテーマにカナダ・フランコフォ
ニー・フォーラム（Forum de la francophonie canadienne）がケベック市で開催され、
政府主導による協力はますます活発化している。
6．ケベック州と他州フランコフォンの今日の関係
このようにケベック州政府が、カナダ他州、さらには米大陸全体のフランコフォ
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ニーに対しての支援を積極的に進めていることが理解されるが、このような関係は、
Étatisation という語で要約されるものである 12。「静かな革命」以降、州政府の介入
13
により社会整備が進むなか、協力の主体も政府が担うこととなった 。
1994 年 か ら は ケ ベ ッ ク 州 以 外 の 各 州 の フ ラ ン コ フ ォ ン 問 題 閣 僚 の 集 う 会 議
（Conférence ministérielle sur les Affaires francophones : CMAF）が開かれている。第 1
回会合は 1994 年 8 月にモンクトンにて開催された。この会議に 2003 年 9 月以降は
ケベック州が正式会員として参加し、2005 年にカナダ・フランコフォニー閣僚会
議（Conférence ministérielle sur la francophonie canadienne：CMFC）と改称した。今日、
カナダのフランコフォンの関係は概して各州の État（政府）のレベルで調整が行わ
れているのである。
このほか、カナダ・フランコフォニーに関する政府間協力の最近の例としては、
2014 年 11 月にオンタリオ州フランス語 400 周年に際してオンタリオ州首相とケベッ
ク州首相の共同宣言が出され、フランス語支援のための協力 5 項目が確認されたこ
14
とが挙げられる 。
一方、もう 1 つの État である連邦政府の介入が、少数派フランコフォンとケベッ
15
ク州との関係を複雑にしていることを忘れてはならない 。1969 年連邦公用語法に
よる連邦政府の公用語プログラムは少数派フランコフォンへの連邦政府への財政的
な依存状態を生み出した。1982 年「権利及び自由に関する憲章」23 条では、州内
マイノリティの状況にあるフランコフォンに対しフランス語での教育の権利が認め
られたが、各州政府の対応はにぶく、各地でフランコフォン共同体による州政府を
相手とした訴訟が発生している。
なかでもユーコン準州政府とフランコフォン教育委員会とが争うカナダ最高裁で
の係争では、2015 年 1 月にケベック州政府が行った介入が注目を浴びた。ケベック
州には州内の公用語マイノリティであるアングロフォンへの影響を恐れて、他州フ
ランコフォンの立場を支持できない事情がある。以下にその経緯を確認する。
7．ユーコン準州のフランス語教育権問題をめぐって
7.1. ユーコン準州のフランス語教育権問題
ユーコン準州では人口 33,655 人のうち 1,540 人（4,6%）がフランコフォンである
16
（2011 ）
。同準州では、1982 年の「権利及び自由に関する憲章」23 条を受け、1983
年からフランス語プログラムの準備を開始し、1984 年から 34 名を対象にまずは英
語学校内でフランス語クラスを開設、1996 年からは独自の校舎でフランス語学校を
17
運営し、2011 年には生徒数 204 名となっている 。
2010 年にユーコン準州フランコフォン教育委員会は、州高等裁判所における訴訟
を開始した。同委員会が州政府の介入なしにフランス語学校の運営を自律的に行う
ことを求めたものである。この訴訟において注目されたのがフランス語学校への通
18
学許可の問題であった 。これは 23 条に規定される少数派言語教育権の条件を緩和
することを求めたものである。23 条によれば、まずカナダ市民であることを前提と
し、フランス語が、親の母語である（23 条 1 号 a）、親のカナダで受けた初等学校
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教育言語である（23 条 1 号 b）、親の子供の 1 人がカナダにおいて初等あるいは中
等教育を受ける言語である（23 条 2 号）の 3 つの場合のいずれかに当てはまる場合
19
に、フランス語での教育の権利が認められる 。しかし、この 23 条の規定によれ
ば、まだカナダ市民権を得ていない若い移民がフランス学校へ通学する権利が得ら
れないということが、今日的な重大な問題として挙げられるのである。各地のフラ
ンコフォン共同体にとって、いわゆる “ 生粋の ” フランコフォンたちの英語への同
化を食い止める必要があることはもちろんであるが、同時に、近年の連邦移民局に
20
よる奨励政策の成果により増加傾向にあるフランコフォン国際移民 に、フランス
語学校を選択してもらい、フランコフォン共同体に参入してもらうことが、共同体
強化のための必須の課題となっている。また移民以外の（フランス語母語者ではな
い）フランス語びいきの家庭の子弟を新たに受け入れることも、現在の 23 条の制
約では許されない。そこで、これらの子弟に対してフランス語での教育権を拡大す
るために、ユーコン準州フランコフォン教育委員会は、フランス語学校への通学許
可を決める権利を、州政府ではなくフランコフォン教育委員会がもつことを要求し
たのである。これは実際、英語公用語州のほとんど（3 準州をのぞく）においてす
でに認められている措置である。
2011 年 7 月にユーコン高等裁判所においてフランコフォン教育委員会の要求が認
められる判決が下されると、政府側はこれを不服として控訴する。2014 年 2 月の控
訴審の判決は、一審判決を覆すものであった。今度は教育委員会側がこれを不服と
し、係争は連邦最高裁判所へと持ち込まれた。2015 年 5 月に最高裁は本件を一審へ
21
差し戻す判決 を下したが、最終的には 2016 年 9 月にフランコフォン教育委員会
22
と政府の間に和解が成立した 。こうして、カナダ他州同様にユーコン準州におい
てもフランコフォンに対して 23 条の制約は緩和されることとなった。現在同準州
では今後のさらなるフランコフォン生徒数増加を見込み、新しい中学校建設計画が
23
進められている（2017 年 9 月からは 300 人を超える生徒数が見込まれている） 。
7.2．ケベック州政府の最高裁介入
ユーコン準州での教育権問題はこうしてひとまず円満な解決を得ている。しかし、
本稿で注目するのはユーコン準州での問題そのものではなく、この係争中にケベッ
ク州政府が最高裁判所へ提出した見解をめぐっての騒動である。2015 年 1 月にケ
ベック州クイヤール首相は連邦最高裁判所へ出廷し、ユーコン準州政府の主張を擁
24
護するケベック州司法長官の見解 を提出した。マイノリティ・フランコフォンの
25
学校問題をめぐり近年各地で相次ぐ係争 に関し、ケベック州政府が最高裁へ介入
するのは 1990 年以来のことであり、この異例の対応は世間の注目を集め、他州マ
イノリティのフランコフォンらの強い反発を招いた。とくに FCFA とカナダ全国フ
ランコフォン学校審議会連盟（Fédération nationale des conseils scolaires francophones
du Canada）は激しい抗議を表明した 26。兄弟分であるはずのケベックが自分たちに
再び背を向けた、との失望が広がったのである。
マイノリティ・フランコフォンの教育権問題として歴史的に知られているものに
53

は、1877 年のプリンスエドワード島公立学校法、1905 年サスカチェワン州、アル
バータ州でのフランコフォンへの教育権保障の廃止、1912 年オンタリオ州第 17 条
規定、1916 年マニトバ州フランス語学校廃止などがあるが、過去のこれらの問題に
27
際しては、ケベック州世論は仏系カナダ同胞への強い支持を示したのだった 。
しかし、ケベック・ナショナリズム以降、利害の相違が拡大し、連帯は失われ
た。1989 年 6 月 14 日、ケベック州のロベール・ブラッサ自由党政府は、アルバー
タ州のフランス語学校開設をめぐる訴訟において、フランコフォンではなく州政府
28
を支持したのである 。ケベック州を「独自の社会」とするミーチレーク協定交渉
を背景に、他州フランコフォンとケベック州との関係が悪化した時期のことである
（Martel & Pâquet, 2012, pp. 261-262）。そして今回のユーコン準州問題への介入はそ
れ以来のことであった。
7.3．ケベック州介入の背景
ケベック州のこのような介入はどのような理由によるものだろうか。指摘される
29
のが「23 条の罠」である 。少数派言語教育権を保障する 23 条の規定は、1982 年
憲法 59 条により除外される 23 条 1 号 a の「母語条項」の規定を除き、ケベック州
30
内で少数派であるアングロフォンに対しても適用されている 。ケベック州政府の
懸念は、他州に続きユーコン準州のフランコフォンに対して 23 条の条件が緩和さ
れるならば、ケベック州内のアングロフォンらも同じ扱いを要求するだろうという
ことであり、ユーコン準州で数十人の例外を認めることが、ケベックでは数千人規
模の影響を生じるのではないかということである。101 号法の適用に重大な障害が
もたらされ、101 号法以前の就学言語自由選択の状況に戻ってしまうことが危惧さ
れる。英語学校への通学は、今日では州内の多数のフランコフォンやアロフォンが
バイリンガル教育のために希望していることでもあり、まさになし崩しの事態が懸
念されるのである。
この件をめぐり州内報道では、ケベック州外のフランコフォンとケベック州内の
31
アングロフォンに対して同じ扱いをするべきではないという指摘が見られた 。ケ
ベック州政府は最高裁において 23 条の「アシメトリーな解釈」を明確に要求すべ
32
きであったとの声がある 。英語は北米のみならず世界的な覇権言語であるのに対
し、フランス語は北米全体の 2％を占めるにすぎない。公平な二言語主義は不可能
であり、ポジティブな差別が必要である、という意見である。ケベック州内のアン
グロフォンがケベック州外のフランコフォンに比べずっと恵まれた状況にあり、彼
らのための学校制度が古くから整備されていることも根拠として挙げられる。
このような「ケベック州の例外扱い」の主張に対して、グレハム・フレイザー連
33
邦公用語監督官 は完全に反対の立場を示している。「フレイザー・レポート 201434
15 」では、移民受入れに関して、ケベック州のアングロフォン移民と他州のフラ
ンコフォン移民の扱いに、完全なシメトリーを要求している。また、ケベック州の
とくにモンレアル以外の地域においてアングロフォンが置かれている困難な状況を
指摘し、オンタリオ州に「フランコフォン関係局（Office des affaires francophones）」
54
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が存在するように、ケベック州にも「アングロフォン関係局（Office des affaires
anglophones）」を設置することをクイヤール政府に対し要求した 35。
ケベック州政府は、このようなアングロフォンの要求に対して警戒を緩めること
はできず、自州のフランス語社会の基盤を守るために、23 条の規定緩和を許すこと
ができない。そのために、ユーコン準州の問題をめぐっては、他州フランコフォン
を再び失望させることとなった。しかし、それを埋め合わせようとするかのごとく、
翌年 2016 年 3 月には、ユーコン準州のフランコフォン共同体活性化のために 25 万
36
ドルの支援を約束する新たな協定を、ユーコン準州政府と締結したのである 。
8．結びに代えて
ケベック州と他州フランコフォンが 1960 年代以降に疎遠となった互いの関係の
改善に努めていることを本稿で確認した。とりわけ 1990 年代からはケベック州政
府による各種支援策が重ねられ、他州政府やフランコフォン共同体連盟（FCFA）
との協力が進められている。しかし、2015 年に起こったユーコン準州のフランス語
教育権をめぐる係争に対するケベック州の立場表明によって、ケベック州と他州フ
ランコフォンのあいだに越えがたい溝が横たわることが再び認識された。フランス
語憲章から約 40 年を経て、州内のフランス語化にひとまずの成功を収めたと思わ
れるケベック州であるが、今後の状況、とりわけ新規移民の教育言語の問題につい
ては警戒を怠ることができない。他州のフランコフォンが求める「自由と権利の憲
章」23 条の制約緩和を認めることは、ケベック州内のアングロフォンに同様の要求
を引き起こす恐れがあり、彼らの立場を支持することはできないのである。ケベッ
ク州にとってのジレンマがここにある。包括的フランコフォン共同体の活性化とい
う共通の課題のために、互いに連帯し協力すべき新たな時代においても、譲れない
法制度上の限界が存在することが理解されるのである。この一件は、他州フランコ
フォンたちのケベック州への信頼を再び失わせる結果となったが、ケベック州政府
はすぐに代償措置（25 万ドルの支援策）を講じている。ただしこの措置については
メディアによって大きくは扱われないために、一般に周知されているとは言いがた
い。今後も法制度上の譲歩を避け、州内のフランス語社会を守りつつ、他州フラン
コフォンに対する支援協力のための地道な努力が重ねられるものと思われる。ジャ
ン＝ルイ・ロワが語った「新たな総括がなされるべき時代」は、このような一進一
退を繰り返しつつ、次第にその姿を明らかにしていくのであろう。
（本稿は、2014 年度 AJEQ 小畑ケベック研究奨励賞による助成を受け、2015 年 2 －
3 月に行った調査成果をもとにしている。また本稿の内容は 2016 年 3 月の AJEQ 研
究会で口頭にて発表済みである。）
（こまつ さちこ お茶の水女子大学）
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19
紙面の都合により 23 条規定についてこれ以上の詳しい説明は省く。栗田（2004）
pp. 270-263 を参照されたい。
20
2011 年の統計ではユーコン準州のフランコフォンの 12％が移民により構成されてい
る。
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詳しくは Martel & Pâquet (2012) を参照。
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この訴訟は 1990 年 3 月 15 日にフランコフォン側勝訴に終わった（http://www.juricaf.
org/arret/CANADA-COURSUPREME-19900315-19901RCS342）。この判例はその後各地で
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邦公用語監督官を務めた。ユーコン準州フランコフォン教育委員会の訴訟においては、
フランコフォン側を支持した。
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officiallanguages.gc.ca/fr/publications/rapports_annuels/2014-2015
35
« Pommes francophones et oranges anglophones », Graham Fraser (Commissaire aux langues
officielles), Le Devoir, le 3 février 2015.
36
« Le Yukon et le Québec : ensemble pour le français », Whitehorse, 31 mars 2016. https://
www.saic.gouv.qc.ca/secretariat/salle-de-nouvelles/communiques/details.asp?id=281 /
http://www.gov.yk.ca/fr/news/16-103.html#.WJRUzFOLTX4
＊注内の URL はすべて 2017 年 1 月に最終閲覧したものである。
参考文献
Dumont, Fernand (1997), Récit d’une émigration, Boréal.
Langlois, Simon & Roy, Jean-Louis (dir.) (2003) Briser les solitudes : les francophonies canadiennes
et québécois, Nota bene.
Leblanc, Jeffrey (2001), L’impact de la Révolution tranquille sur les rapports entre le Québec et les
francophones minoritaires du Canada, Mémoire de maîtrise, Univ. d’Ottawa.
Martel, Angeline (dir.) (1995), Pour un renforcement de la solidarité entre francophones au Canada :
réflexions théoriques et analyses historique, juridique et sociopolitique, Conseil de la langue
française, Gouvernement du Québec.
Martel, Marcel (1997), Le deuil d’un pays imaginé: rêves, luttes et déroute du Canada français,
University of Ottawa.
Martel, Marcel & Pâquet, Martin (2012), Langue et politique au Canada et Québec, Boréal.
栗田 佳泰（2004）「言語権の憲法学的考察（二・完）: カナダ憲法判例を素材に」『九大法
学』（九州大学大学院法学府）第 88 号、pp. 308-251.
マルセル・マルテル（2015）「ケベックとフランコフォンの少数派共同体との奇妙な関係―
歴史的観点から」『ケベック研究』（日本ケベック学会）第 7 号、pp. 3-15.

58

【研究論文】

ケベック州における英語話者の居住分布と
言語環境への適応

La distribution résidentielle des anglophones et leur
adaptation à la situation linguistique au Québec
大石太郎
OISHI Taro
Résumé

Dans cet article, nous analyserons la distribution résidentielle des anglophones
et leur adaptation à la situation linguistique du Québec à partir du recensement du
Canada de 2011 et d’entrevues réalisées dans des écoles anglophones et avec une
famille anglophone de l’île de Montréal. Bien que la majorité des anglophones habite
dans la région de Montréal, les anglophones habitent aussi dans l’Outaouais, sur la
Côte-Nord, en Gaspésie et aux îles de la Madeleine. Ils forment la majorité de la
population non seulement dans quelques municipalités du West Island de Montréal,
mais aussi dans quelques petites municipalités dans l’Outaouais et sur la Côte-Nord.
Cependant, tandis que les anglophones gardent l’anglais comme langue maternelle,
ils s’adaptent à la situation linguistique du Québec. Par exemple, dans les écoles
anglophones de Montréal, une partie des cours, incluant la géographie et l’histoire,
lesquels seraient important pour forger l’identité, est donnée en français. Les écoles
essaient d’enseigner aux élèves que le Québec est une province où le français est
la langue principale. Quant à la famille anglophone interviewée, qui habite l’île de
Montréal depuis longtemps, elle a déjà envoyé ses enfants à l’école francophone dans
les années 1970. Bien que les parents aient grandi à Montréal dans les années 1930 et
1940, ils ont reconnu le Québec comme étant une province francophone.
キーワード：英語話者、居住分布、言語環境、モントリオール、ケベック
Mots-clés : anglophones, distribution résidentielle, situation linguistique, Montréal, Québec
1．はじめに
ケベックは周知のとおり当初フランス人によって探検と入植が進められ、現在で
もフランス語を母語とする住民が圧倒的多数をしめる地域である。しかし、18 世紀
半ばにイギリスの支配下に入るとイギリス人やアメリカ人の流入が目立つようにな
1
り、19 世紀前半には立地条件にすぐれたモントリオール（モンレアル） がイギリス
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系商人の拠点となった。そしてケベックでは、当時から現在に至るまでつねに英語
2
を母語とする人々（以下、英語話者）が居住してきた 。
数の上では少数派でありながら、経済の中枢を担ってきた英語話者に少数派とい
う意識はなかったとされる（たとえば、Dickinson, 2007）
。その状況が一変するのは、
ケベックのナショナリズムが高揚し、カナダからの独立を目指す勢力が勢いを増し
てきた 1970 年代以降のことである。そして、独立を目指すケベック党政権が現実
のものになり、フランス語一言語政策が強力に推進されるようになると、企業の州
外への移転とともに、英語話者の州外への転出が急増した。ただし、1970 年代はカ
ナダ経済の中心がモントリオールからトロントに移行する最終段階にあたり、言語
政策をはじめとするケベック州の政治的状況と企業の州外への移転や英語話者の州
外への転出との因果関係には議論の余地がある（Levine, 1990 ; 矢頭 , 1997）。
いずれにせよ、1970 年代に英語話者をとりまく環境が変化したことを背景に、
1980 年代に入るとケベック州の英語話者に関する学術的な研究がみられるように
なり、Arnopoulous and Clift（1980）
、Caldwell and Waddell（1982）
、Rudin（1985）
、Levine
（1990）などによってケベック州の英語話者の歴史や現状が明らかにされた。また、
日本でもケベック州のフランス語一言語政策の下で英語話者が「逃避」
「抵抗」
「受
容」のいずれかを選択したことが指摘されている（矢頭 , 1997）
。これらに続いて、
政治学者の Stevenson（1999）が文献や当事者への聞き取り調査に基づいてケベック
州の英語話者と州政治へのかかわりを詳細に検討する一方、文化人類学の立場から
Radice（2000）がモントリオール島に居住する英語話者への聞き取り調査に基づい
て少数派としての英語話者の生活を明らかにするなど、ケベック州の英語話者に関
する研究成果の蓄積が進んだ。
より最近の現状分析（Bourhis, 2012）では、ケベック州の英語話者を特権的な高所
得者とのイメージでとらえることが否定されるとともに、英語話者が集中して制度
的支援が充実するモントリオールと、人口流出と高齢化が著しい地方との格差が多
くの章で強調されている。地方では学校がコミュニティの重要な拠点となるが、人
口が少ないために学区が非常に大きくなり、通学の負担を考慮して英語話者であっ
ても英語を教授言語とする学校を選択しない例はしばしばみられる。英語を教授言
語とする学校は、フランス語憲章の規定によって対象が通学の権利をもつ家庭のみ
に限られることから児童・生徒の大幅な増加が見込めず、児童・生徒数の減少が著
しくなると、学校の存続が危ぶまれる事態もおこりうる。一方で、現実には英語を
教授言語とする学校を選択する権利をもつフランス語話者が一定程度存在し、その
なかには幼少期における英語の習得を意図して子弟を英語を教授言語とする学校に
通学させる例が少なからずみられるため、それによって学校の維持が可能になって
いる場合もある。コミュニティと学校に着目してケベック州の英語話者の実態を検
討した Lamarre（2007）は、ケベック州内の英語を教授言語とする学校には、クロ
スオーバーとよばれるフランス語を母語とする児童・生徒が多く通学するため、ケ
ベック州外のフランス語系コミュニティと対照的に、学校が民族組織とみなされて
いないことを指摘している。なお、ケベック州においてフランス語話者でありなが
60

ケベック州における英語話者の居住分布と言語環境への適応

ら英語を教授言語とする学校を選択する権利を有する者が一定程度存在するのは、
親がケベック州以外の州で英語を教授言語とする学校に通学した経験があれば母語
3
にかかわらず権利を享受できるからである 。
このように、ケベック州の英語話者に関する研究は着実に進展してきたが、フラ
ンス語を中心とするケベック州の言語環境への適応についてはなお事例研究の蓄積
が必要な段階である。そこで本稿では、2011 年のカナダ国勢調査に基づいてケベッ
ク州における英語話者の居住分布を 3 つの地域スケールで明らかにしたうえで、英
語を使用言語とする組織や古くから居住する住民への聞き取り調査に基づいてモン
トリオールにおける英語話者の言語環境への適応を検討することを目的とする。な
お、居住分布の分析に際しては母語を指標とするが、最近のカナダ国勢調査では複
数の母語が回答可能であり、本稿では単一回答のみを分析の対象とする。また、カ
ナダ国勢調査は従来、全世帯を対象とする基本調査票と全世帯の 20％を対象とする
詳細調査票によって実施され、母語に関する質問項目は後者に含まれていた。2011
年国勢調査では当時のハーパー政権によって詳細調査票が廃止されて回答を任意と
する全国世帯調査に切り替えられ、後者のデータの質は問題視されている。しかし、
母語に関する質問項目は、2011 年国勢調査に際して法令による回答の義務が維持さ
れた基本調査票に移されたので、データの質は 2006 年以前と変わっていないと考
4
えられる 。
2．カナダ国勢調査の地域区分とケベック州の人口の特徴
本論に入る前に、カナダ国勢調査の地域区分をケベック州の地域単位と対応させ
ながら概観する。国勢調査において州・準州に次ぐもっとも大きな地域単位は経済
地域（région économique）であり、ケベック州では自然的特性や社会経済的特性に
基づいて政令で定められた行政地域（région administrative）が対応している。法令上
の根拠をもつ地域単位がカナダ国勢調査の経済地域に対応するのはケベック州のみ
であり、アビティビ・テミスカマング（Abitibi-Témiscamingue）、バ・サンローラン
（Bas-Saint-Laurent）
、ケベック首都圏（Capitale-Nationale）、ケベック中央部（Centredu-Québec）、ショディエール・アパラッシュ（Chaudière-Appalaches）
、コートノール
（Côte-Nord）、エストリー（Estrie）、ガスペ半島・マドレーヌ諸島（Gaspésie-Îles-dela-Madeleine）、ラノディエール（Lanaudière）、ロランティド（Laurentides）
、ラヴァ
ル（Laval）
、モーリシー（Mauricie）、モンテレジー（Montérégie）
、モントリオール
（Montréal）、ケベック北部（Nord-du-Québec）、ウタウエ（Outaouais）
、サグネー・サ
ンジャン湖（Saguenay-Lac-Saint-Jean）の 17 地域に区分されている（図１）
。次に、
国勢調査基本統計区（division de recensement、以下、基本統計区）がある。ケベッ
ク州では 98 の基本統計区が設定されており、その大部分が法令で定められた広域
自治体（municipalité régionale de comté, MRC）に対応している。広域自治体と一致し
ない基本統計区は 17 あり、このうち 12 の基本統計区は広域自治体に「相当する領
域（territoire équivalent）」として設定され、モントリオール島をその領域とするモン
トリオールをはじめ、ガティノー、ラ・チューク、ラヴァル、マドレーヌ諸島、レ
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図１

ケベック州の行政地域における人口と人口増加率

人口は 2011 年、人口増加率は 2006 ～ 2011 年
資料：Recensement du Canada, 2011

ヴィ、ロングイユ、ミラベル、ケベックシティ、ルーイン・ノランダ、ショーウィ
ニガン、シャールブルックがそれに相当する。このうち、モントリオールとラヴァ
ルの領域は行政地域と共通である。残る 5 つは単に国勢調査基本統計区と称されて
おり、トロワリヴィエールを含むフランシュヴィル以外は人口の希薄な北部の縁辺
地域に位置し、ケベック北部の領域は行政地域と共通である。そして、もっとも小
さな地域単位が国勢調査下位統計区（subdivision de recensement、以下、下位統計区）
である。ケベック州には 1,285 の下位統計区が設定され、行政的には市ないし町
（ville）や自治体（municipalité）に相当する 。下位統計区には自治体になっていな
い地域や先住民居留地なども含み、すでに人が住んでおらずデータが存在しなかっ
たり、居住者数が少ないためにデータが秘匿されたりする下位統計区もある。ま
た、合併によって消滅した自治体は下位統計区からも削除されて国勢調査としては
データが得られなくなるが、州や自治体が公表する二次統計にはデータが示されて
いる場合もある。なお、これらとは別にカナダ統計局が設定する大都市圏（Région
métropolitaine de recensement, RMR）には下位地域単位としてセンサス・トラクト
（secteur de recensement）が設定され、下位統計区よりも小さな地域単位になるが、
本稿では大都市圏レベルの分析は行わないので説明は割愛する。
次に、ケベック州の人口の特徴を確認しておきたい。2011 年のカナダ国勢調査に
5
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よれば、ケベック州の人口は 790 万 3 千であり、カナダではオンタリオ州の 1285
万 2 千に次ぐ規模である。フランス語を母語とする人口が約 8 割をしめるのに対し
て、英語を母語とする人口はほぼ 60 万であり、州人口にしめる割合は 7.8％である。
フランス語や英語以外の言語を母語とする人口の割合は 12.5％であり、オンタリオ
州やブリティッシュコロンビア州だけでなく、平原 3 州の数値も下回っている。
人口の分布も確認しておこう。図１はケベック州の行政地域における人口と人口
増加率を示したものである。これによると、2011 年において人口規模がもっとも大
きいのはモントリオール（188 万 6 千）であり、次いでモンテレジー（144 万 2 千）、
ケベック首都圏（70 万）と続く。一方、もっとも人口規模が小さいのはケベック北
部（4 万 2 千）であり、ガスペ半島・マドレーヌ諸島（9 万 4 千）
、コートノール（9
5
万 千）が続く。モントリオールが位置する州南西部を中心に、モントリオールと
ケベックシティとを結ぶ回廊を軸とする地域に人口が集中する一方で、とくに北部
と東部の縁辺地域で人口が少ないことが確認できる。2006 年から 2011 年までの人
口増加率をみると（図１）、ラノディエールがもっとも高く（10.0％）
、ロランティ
ド（9.5％）
、ラヴァル（8.9％）と続き、モントリオールの北に広がる地域で人口増
加率が高い。それに対して、コートノール（－ 1.2％）
、ガスペ半島・マドレーヌ諸
島（－ 0.3％）
、バ・サンローラン（－ 0.3％）では人口が減少した。つまり、モン
トリオール郊外において人口増加が著しいのに対して、北部と東部の縁辺地域では
人口が減少しており、モントリオールを中心とする地域と地方との格差が拡大して
いる。
カナダ統計局が設定する大都市圏の人口にもふれておこう。大都市圏は「都市核
に 5 万以上の人々が住む、最低 10 万の人口をもつ地域」と定義され、大都市圏の
領域は都市核（中心となる都市）との間の通勤流動などを基準に設定される。ケ
ベック州では 5 つの大都市圏が設定されており、人口規模の大きい順に、モントリ
オール（382 万 4 千、5.2％）、ケベックシティ（76 万 6 千、6.5％）
、シャールブルッ
ク（20 万 2 千、5.5％）、サグネー（15 万 8 千、1.0％）、トロワリヴィエール（15 万
2 千、4.9％）であり、ケベック州住民のほぼ半数がモントリオール大都市圏に住ん
でいる（かっこ内は 2011 年の人口および 2006 年から 2011 年の人口増加率を示す）
。
これらのほかに、州南西部のガティノーが隣接するオンタリオ州オタワとともに大
都市圏として設定されている。オタワ・ガティノー大都市圏としては 2011 年の人
口が 123 万 6 千、2006 年から 2011 年までの人口増加率が 9.1％であり、ケベック州
側のみではそれぞれ 31 万 5 千、9.6％である。かろうじて人口増加率がプラスであ
るとはいえ、他の大都市圏と比較するとサグネー大都市圏の低調が目立つ。モント
リオール・ケベックシティ回廊から外れ、エクメーネのなかでは北に位置する地域
が停滞する状況は大都市圏であっても変わらない。
3. ケベック州における英語話者の居住分布
英語話者の居住分布を検討しよう。図２は行政地域における英語を母語とする人
口の割合を示したものである。これによると、英語を母語とする人口の割合がもっ
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図２

ケベック州の行政地域における英語を母語とする人口の割合（2011 年）

資料：Recensement du Canada, 2011

とも高いのはモントリオール（17.4％）であり、オタワ（ウタウエ）川をはさんで
オンタリオ州と境界を接する南西部のウタウエ（14.6％）、さらにガスペ半島・マド
レーヌ諸島（9.8％）が続く。英語ではイースタン・タウンシップスと呼ばれ、かつ
6
て英語話者によって入植が進められたエストリーは 6.7％にとどまっており 、モン
トリオール郊外のラヴァル（7.2％）を下回っている。一方、英語を母語とする人
口の割合がもっとも低いのはバ・サンローラン（0.5％）であり、サグネー・サン
ジャン湖（0.6％）
、ショディエール・アパラッシュ（0.9％）、モーリシー（1.0％）、
ケベック中央部（1.0％）、ケベック首都圏（1.5％）が続く。ケベック北部とコート
ノールの面積が大きいために図２ではそれらの地域が目立ってしまうが、英語話者
はその 2 地域およびガスペ半島・マドレーヌ諸島という北部・東部の縁辺地域とモ
ントリオールを中心に州南部の地域に居住し、州中央部といえるセントローレンス
川の中下流域や、サンモーリス川やサグネー川の流域にはほとんど居住していない。
ケベックの諸地域を概観するには行政地域スケールでも十分かもしれないが、と
くに地方においては行政地域の領域が大きすぎ、日常生活圏とは言いがたい。そこ
で、基本統計区の分析に移ろう。図３は、基本統計区における英語を母語とする人
口を示したものである。英語話者の人口がもっとも多いのはモントリオール（31 万）
であり、ケベック州に居住する英語話者の半数以上をしめる。それに続くのは、モ
ントリオール島の西の対岸にあたるヴォドルイユ・スランジュ（Vaudreuil-Soulanges,
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図３

ケベック州の国勢調査基本統計区における英語を母語とする人口（2011 年）

資料：Recensement du Canada, 2011

3 万）
、ロングイユ（Longueil, 3 万）、ガティノー（Gatineau, 2 万 9 千）、ラヴァル
（Laval, 2 万 8 千）であり、オタワ川をはさんで連邦首都オタワと隣接し、オタワと
ともにカナダ首都圏を構成するガティノーを別にすれば、すべてモントリオールの
郊外に位置する。
図４は、基本統計区における英語を母語とする人口の割合を示したものである。
これによれば、英語を母語とする人口が 10％を超える基本統計区は 17 を数え、ウ
タウエ地方のポンティアック（Pontiac）がもっとも高く、57.6％の住民が英語を母
語としている。それに続くのが、セントローレンス川南岸で州内の最上流域にあ
たり、オンタリオ州と境界を接するル・オ・サンローラン（Le Haut-Saint-Laurent,
29.8％）であり、さらにコートノール地方のミンガニー・ル・ゴルフ・デュ・サン
ローラン（Minganie-Le-Golfe-du-Saint-Laurent, 26.4％）
、ウタウエ地方のレ・コリン
ヌ・ドゥ・ルタウエ（Les Collines-de-l’Outaouais, 24.2％）
、そしてヴォドルイユ・ス
ランジュ（22.5％）と続く。割合に注目すると地方に位置する基本統計区も上位に
名を連ねるようになる。
国勢調査でデータが得られるもっとも小さな地域単位である下位統計区スケール
での分析に入ろう。すでに述べたように、設定されている下位統計区すべてにデー
タが存在せず、また非常に煩雑になるので地図化は省略する。下位統計区における
英語を母語とする人口の割合をみると、1,285 の下位統計区のうち、人口規模を考
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図４

ケベック州の国勢調査基本統計区における英語を母語とする人口の割合
（2011 年）

資料：Recensement du Canada, 2011

慮に入れない場合、5 つの統計区で 90％を超え、70％を超える統計区が 15、50％を
超える統計区が 44、30％を超える統計区が 87、10％を超える統計区が 182 であっ
た。もっとも高い数値を示すのは、コートノール地方のほぼ東端に位置し、ラブラ
7
ドール地方との境界に近いボンヌエスペランス（人口 732、98.6％）であり 、上位
にはコートノール地方とウタウエ地方の小規模自治体が並ぶ。人口規模が千人以上
の統計区に限ると、もっとも高い数値を示すのはウタウエ地方のショーヴィル（人
口 1,664）の 88.7％である。さらに同地方のクラレンドン（人口 1,183）が 85.8％、
次いでモントリオール島外（ヴォドルイユ・スランジュ）のハドソン（人口 5,135）
が 67.6％となっている。人口規模が 1 万人を超える統計区でもっとも高い数値を示
すのは、モントリオール島中部のウエストマウント（人口 19,931）の 57.0％であり、
ウエストアイランドと呼ばれるモントリオール島西部のビーコンズフィールド（人
口 19,505、56.2％）
、ビーコンズフィールドの東に隣接するポイントクレア（人口
30,790、54.9％）がそれに続いている。このほか、英語を母語とする人口の割合が
比較的高い行政地域においてもっとも高い数値を示す下位統計区は、エストリー地
方ではボルトン・ウエスト（人口 678、56.4％）、ガスペ半島ではカスカペディア・
サンジュール（人口 741、63.0％）、マドレーヌ諸島では島北端のグロス・イル（人
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表１

英語を母語とする人口が１万を超える国勢調査下位統計区（2011
年）
表１ 英語を母語とする人口が1万を超える国勢調査下位統計区（2011年）

英語を母語とする人口
実数（人）
割合（％）
1
モントリオール
モントリオール
206,210
13.2
2
ガティノー
ガティノー
29,060
11.3
3
ラヴァル
ラヴァル
27,680
7.2
4
ドラールデゾルモー
モントリオール
20,420
43.7
5
ポイントクレア
モントリオール
16,125
54.9
6
ロングイユ
ロングイユ
14,155
6.3
7
コートサントリュック
モントリオール
13,340
43.8
8
シャトーゲイ
ルシヨン
12,250
27.6
9
ウエストマウント
モントリオール
10,835
57.0
10
ビーコンズフィールド
モントリオール
10,430
56.2
英語を母語とする人口の割合は母語の単一回答全体を分母として算出している。
資料：Rescensement
duCanada
Canada,2011
2011
資料：Recensementdu
順位

下位統計区名

基本統計区

口 490、89.6％）である。これまでの筆者の景観観察では、エストリー地方ではリッ
チモンド（人口 3,275、23.6％）、ガスペ半島ではイギリス系歴史博物館のあるニュー
リッチモンド（人口 3,810、14.2％）が印象に残っているが、こうした小中心地的な
下位統計区よりも、より人口規模の小さい下位統計区で高い数値を示している。
視点を変えて、英語を母語とする人口自体に注目してみよう。表１は、英語を母
語とする人口が 1 万人を超える下位統計区を示したものである。ガティノーをのぞ
くと、モントリオール大都市圏の下位統計区が並んでいる。ウエストマウントとと
もにモントリオールの英語話者の牙城ともいえるウエストアイランドに位置する下
位統計区が目立つが、目をひくのは 3 位のラヴァルと 6 位のロングイユである。英
語を母語とする人口の割合は 10％未満ながら、実数では多くの英語話者が居住して
いる。いずれもモントリオール島外に位置する自治体であるが、モントリオール都
心部に直結する地下鉄が乗り入れており、郊外住宅地として英語話者にも評価され
ているといえよう。また、8 位のシャトーゲイはモントリオールの英語メディアで
サウスショアと呼ばれるセントローレンス川南岸に位置する自治体であり、英語を
母語とする人口の割合もサウスショアではもっとも高く、27.6％である。
ただ、英語を母語とする人口の割合が比較的高い地域で英語が通用しやすいかと
いうと、必ずしもそうではない。図５は、基本統計区における英語を母語とする人
口の割合と英語通用率との関係を示したものである。英語通用率とは、カナダ国勢
調査における公用語能力のうち「英語のみ」と「英語とフランス語の両方」の回答
を合計した数値を人口で除したものである。図５によれば、英語通用率は、英語を
母語とする人口の割合がもっとも高いポンティアック（93.4％）を筆頭に、ウタウ
エ地方とモントリオール周辺の基本統計区でもっとも高い数値を示し、エストリー
地方の基本統計区もその多くが比較的高い数値を示す。一方、コートノール地方や
ガスペ半島・マドレーヌ諸島の基本統計区における英語通用率は、英語を母語とす
る人口の割合が比較的高いにもかかわらず、それほど高い数値にはなっていない。
それに対して、ジェームズ湾岸を中心に極北地方を含むケベック北部では、英語を
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図５

英語を母語とする人口の割合と英語通用率との関係
（国勢調査基本統計区、2011 年）

資料：Recensement du Canada, 2011

母語とする人口の割合が 4.3％に過ぎないにもかかわらず、英語通用率は 63.3％と
なっている。また、ケベックシティとその周辺でも、英語を母語とする人口の割合
は 10％未満である一方で、たとえばケベックシティの英語通用率は 37.8％であり、
英語通用率は比較的高い。
このことが示唆するのは、英語通用率はフランス語や非公用語を母語とする住民
の英語に対する態度に左右されるということである。英語を母語とする人口の割合
が必ずしも高くないモントリオール郊外の基本統計区で英語通用率が高いのは、多
くの住民の通勤先であるモントリオールで英語が必要とされる場合が多いことを反
8
映していよう 。また、州都であり、カナダ有数の大都市圏でもあるケベックシティ
周辺は、都市地域であることに加え公務や観光業に従事する人が多い。したがって、
母語にかかわらずフランス語だけでなく英語の能力が求められる場合が多い。一方、
コートノール地方やガスペ半島南岸では、フランス語を母語とする住民の場合には
英語を話すインセンティブがそれほど高くないことは容易に推測できる。
4．モントリオールにおける英語話者の言語環境への適応
続いて、ケベック州の英語話者の言語環境への適応を、英語を使用言語とする組
織と古くから居住する英語話者世帯の事例に基づいて検討したい。3 で検討したよ
うに、ケベック州の英語話者はモントリオール周辺を中心としながらも、コート
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ノール地方、ウタウエ地方、エストリー地方、ガスペ半島南岸の一部の自治体にも
居住しており、地域ごとに生活環境が大きく異なるため、ひとくくりに議論するこ
とはできない。各地域の実態は今後の課題に残すとして、ここではケベック州の英
語話者の半数以上が居住するモントリオール基本統計区、すなわちモントリオール
島の事例を検討したい。
1642 年にメゾヌーヴによって建設されたモントリオールは、ヌーヴェル・フラ
ンス時代から中心地であったものの、飛躍的に発展するのは 19 世紀初頭以降のこ
とであり、大英帝国の海外領土に発達した都市ではその筆頭といえる存在であっ
た。モントリオールのシンボル的存在であるロワイヤル山の南麓に広大なキャンパ
スをもつマギル大学は大英帝国時代の遺産の代表格といえる。そうした歴史的経緯
を反映して、モントリオールでは英語を使用言語とする組織が現在でも充実してい
る。まず公立学校については、英語を教授言語とする教育委員会が２つ存在し、お
もに市内に立地する学校を管轄する英語系モントリオール教育委員会と、おもにウ
エストアイランドに立地する学校を管轄するレスター・B・ピアソン教育委員会と
がある。フランス語憲章の対象外である高等教育では、地下鉄アトウォーター駅に
直結するキャンパスをもつドーソン・カレッジなど英語系セジェップが複数存在
し、大学もマギル大学のほか、地下鉄ギ・コンコルディア駅周辺の高層ビル群によ
る都市型キャンパスを展開するコンコルディア大学がある。マギル大学はカナダの
アイヴィー・リーグといわれ、国際的な評価が高く、コンコルディア大学はサー・
ジョージ・ウィリアムズ大学とロヨラ・カレッジを前身に持ち、学校教員などの地
域人材の育成に強みを発揮してきた。病院も、現在では医師、看護師ともにフラン
ス語能力が必須となっており、英語話者のみを対象とするものではないが、市内に
立地する大規模病院のいくつかはかつてイギリス系ないし英語話者の人々が開業し
たものであり、現在ではマギル大学医学部と連携して高度医療の研究と教育、診療
にあたっている。また、1778 年創刊の日刊紙 The Gazette をはじめ英語メディアも
多く、英語の書籍を中心に扱う書店や出版社もある。一方、1980 年代後半には英語
話者の権利擁護を訴える平等党（Equality Party）が州議会議員を輩出し、権利擁護
団体のアライアンス・ケベック（Alliance Québec）が活発に活動した時期もあった
が、現在では英語話者の権利擁護を強く訴える組織は目立たなくなっている。
英語を使用言語とする組織の一例として、公立学校の現状を検討する。現在のモ
ントリオールの公立学校では、英語を教授言語とするといっても、英語のみで授業
を行っているわけではなく、選択するプログラムに応じて一定の割合でフランス語
による授業が組み込まれている。2011 年 2 月に筆者が調査した学校の事例を紹介し
よう。モントリオール市内では文化的多様性が大きいとされるコート・デネージュ
地区に立地するコロネーション小学校（Coronation School）では 4 歳児から 6 年生ま
での児童が通学し、授業時間の 32％から 50％をフランス語で授業を行う「コア・
イングリッシュ」と、2 年生まで授業時間の 100％をフランス語による授業を行い、
3 年生以上は英語とフランス語による授業時間が 50％ずつとなる「イマージョン」
とが提供されており、2010 年 9 月末時点での生徒数は前者が 139 名、後者が 79 名
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であった。また、モントリオール市南西部で、白人労働者階級の多いヴェルダン区
西部に位置するリヴァーヴュー小学校（Riverview Elementary School）は「イマージョ
ン」の学校であり、2 年生までは音楽と体育のみが英語による授業で残る 85％の時
間はフランス語で授業を行い、3 年生以上は英語とフランス語が 50％ずつとなる。
英語を教授言語とする時間が割り当てられる英語と算数は必要な授業時間が多い。
そこで、歴史や地理のようなアイデンティティ形成に重要であると思われる科目が
フランス語を教授言語とする時間に組み込まれることになる。この点は中等学校で
も同様で、郊外のモントリオール・ウエストに立地し、公立学校でありながら通学
区域を設けずに入学者選抜を行っているロイヤル・ウエスト・アカデミー（Royal
West Academy）では、学年が上がるにつれて英語を教授言語とする時間が増えてい
くが、歴史と地理はフランス語が教授言語となっている。ロイヤル・ウエスト・ア
カデミーの校長によれば、ケベック州がフランス語の地域であることを生徒たちに
認識させることが重要であるという。一方で、生徒たちが英語を教授言語とする学
校に通学するのは、英語話者の文化を継承することが動機になっているだろうとの
見解を示した。なお、ロイヤル・ウエスト・アカデミーの卒業生の多くは、英語を
教授言語とするセジェップに進学する場合が多いという。
アイデンティティ形成にかかわりそうな科目がフランス語で教授されていること
に加え、興味深いのは、英語を教授言語とする学校の運営にフランス語話者が多く
かかわっていることである。たとえばリヴァーヴュー小学校では、校長を含め 19
名の教員のうち、7 名が英語話者、12 名がフランス語話者であり、校長への聞き取
り調査に同席した副校長はフランス語話者であった。今の段階では十分なデータを
持ち合わせていないが、現在のモントリオール、ひいてはケベック社会では、学校
のみならず英語を使用言語とする組織はフランス語話者の積極的な関与によって持
続可能になっているといえるのかもしれない。
次に、2011 年 2 月に実施した聞き取り調査に基づいて、古くから居住する英語
9
話者世帯の生活史を検討する。調査当時、郊外のモンロワイヤル に居住していた
B 氏の事例である。曽祖父がスコットランドから移住したという B 氏は 1935 年に
ウエストマウントで生まれ、高校まで過ごした後、オハイオ州立大学に進み、1965
年までフットボールの選手として活動し、アルバータ州のカルガリーやエドモント
ンで暮らした時期もあった。一方、B 氏の妻はマニトバ州出身の父とオタワ出身の
母をもち、1938 年にオタワで生まれた。その後、彼女の家族はその後、1940 年に
モーリシー地方のショーウィニガン・フォールズ（現在のショーウィニガン）に移
り、さらに 1944 年にモントリオールに移住した。2 人は 1956 年に出会ってその後
結婚し、1963 年に長男、1967 年に長女、1969 年に次男が誕生した。次男が生まれ
た 1969 年に調査当時住んでいたモンロワイヤルの家を 2 万 9500 ドルで購入したと
いう。B 氏は 1961 年にサー ･ ジョージ・ウィリアムズ大学において教員免許を取
得しており、さらに 1966 年にマギル大学で修士号を取得している。フットボール
選手の引退後はモントリオールで当時のプロテスタント教育委員会が管轄する学校
の教員となり、ラヴァルにある中等学校を最後に 1994 年に退職した。1970 年代か
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ら 1980 年代を小さな子どもとともに過ごしたことになるが、家族や友人が住んで
いるモントリオールを離れる考えはなかったという。同時期の英語話者の州外への
転出については、セントローレンス海路の開通に伴う経済状況の変化が背景にある
との認識を強く示した。興味深いのは子どもの教育で、自身は英語を教授言語とす
る学校の教員であったが、3 人とも小学校はフランス語を教授言語とする学校に通
わせている。自己評価によれば、ケベック社会のフランス語化が加速する時期にす
でに 40 歳前後になっていた B 氏夫妻のフランス語能力は流暢といえるほどではな
いようであったが、彼らは比較的早くからケベック州がフランス語の地域であると
認識していたことを示している。
5．おわりに
本稿では、カナダ国勢調査に基づいてケベック州の英語話者人口を 3 つの地域ス
ケールで分析するとともに、モントリオールでの聞き取り調査に基づいて英語を使
用言語とする組織や古くから居住する住民の生活史に着目して英語話者の言語環境
への適応を検討した。その結果は次のようにまとめられる。ケベック州の英語話者
のほぼ半数はモントリオール島に居住しているが、ウタウエ地方、エストリー地方、
コートノール地方、ガスペ半島南岸などにも居住者の多い地域があり、とくにコー
トノール地方やウタウエ地方には小規模ながら英語話者の割合が非常に高い自治体
が存在する。一方、かつて英語話者によって入植が進められたエストリー地方は、
中心都市シャールブルックに現在でも英語メディアや英語を教授言語とする大学が
立地し、英語話者が人口の過半数を超える自治体も存在するが、全体としては英語
話者の割合は低くなっている。英語話者が比較的多く居住するモントリオールでは
歴史的経緯もあって英語を使用言語とする組織が充実し、英語だけで生活すること
も不可能ではない。しかし、英語を教授言語とする公立学校では、英語のみで授業
を行っているわけではなく、一定の時間はフランス語で授業を行っている。おもに
授業時間の配分の都合から、歴史や地理といったアイデンティティ形成にかかわる
科目もフランス語で教授されている。さらに、フランス語話者の教員も多く、英語
を使用言語とする組織がフランス話者によって支えられている可能性がある。また、
事例として検討した古くからの住民の世帯ではケベック州がフランス語の地域であ
ることを比較的早い時期に認識し、子どもをフランス語の学校に通学させていた。
本稿ではカナダ国勢調査に基づいて英語話者人口を分析したが、たとえば年齢な
どの属性を組み合わせることによって、より詳細な分析が可能である。また、モン
トリオールにおける英語話者の言語環境への適応についても、モントリオール市内、
ウエストマウントなど都心部に近い近郊の自治体、市内からやや距離のあるウエス
トアイランド、さらにはハドソンやシャトーゲイなどのモントリオール島外の自治
体など、立地条件の違いを考慮に入れた分析が必要だと思われる。地方においても
英語話者の居住する地域にはそれぞれ特色があり、それらをふまえた分析が必要で
あろう。地方の英語話者に関する研究は現地でも十分といえず、研究の蓄積が求め
られている。
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また、最近ではフランス語話者と英語話者という二分法に疑問符がつけられつつ
ある。モントリオールの「英語化」がセンセーショナルに指摘されることもあるが、
たとえば市内東部のプラトー・モンロワイヤル区のように、従来はフランス語話者
の地域とみなされてきた場所で英語を耳にする機会は増えたかもしれない。一方で、
英語話者の地域と認識されてきたウエストマウントやウエストアイランドに居住す
るフランス語話者も少なくない。サンローラン大通りを境に西が英語話者の地域、
東がフランス語話者の地域という認識は根強く残っているものの、実態はかつてほ
ど明瞭ではなくなっている。ハイブリッド化しつつあるケベックの言語状況には検
討の余地が十分に残されており、今後の課題としたい。
（おおいし たろう 関西学院大学准教授）

注
1

ケベックの地名をカタカナで表記するのは容易ではない。フランス語起源の地名に
加え、先住民の言語や英語を起源とする地名も多く、しかもフランス語と英語とでつ
づりや発音が異なる場合さえあるからである。たとえば、モントリオールは英語の発
音にしたがったカタカナ表記であり、フランス語の発音にしたがえばモンレアルとな
る。本稿では、英語の発音にしたがった表記が定着している地名については慣例にし
たがって表記するが、初出の際には括弧内にフランス語の発音にしたがったカタカナ
表記を併記する。また、ケベックは州名であり、かつ都市名でもある。フランス語で
は、州を意味する場合には定冠詞が必要であるのに対して、都市を意味する場合には
無冠詞なので区別可能である。しかし、日本語ではまぎらわしいので、英語の表現を
借用して都市名はケベックシティと表記する。
2
カナダ連邦結成以降のケベックの歴史や社会の描写に英語話者が登場するのは稀で
あるという（O’Donnell, 2013）。なお、カナダでは一般に、英語を母語ないし第一公用
語とする人をアングロフォン（anglophone）、フランス語を母語ないし第一公用語とす
る人をフランコフォン（francophone）、英語およびフランス語以外の言語を母語とする
人をアロフォン（allophone）といい、邦語文献でもカタカナのまま使われた例がある。
しかし、これらの表現がカナダ以外においてもなじみがあるとは言いがたい。そこ
で本稿では、英語を母語とする人々を英語話者と表現し、同様にフランス語を母語と
する人々をフランス語話者とする。また、カナダ国勢調査には母語以外に家庭内言語
（langue parlée à la maison）という項目もあるが、言語集団を定義する指標に母語を用い
3
4
5
6
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るのは、アイデンティティをより反映すると考えられるからである。
フランス語憲章の規定については矢頭（2013）が詳細に検討している。
2011 年国勢調査の詳細調査票廃止をめぐる顛末については大石（2015）が簡潔に報告
している。
municipalité のほかには canton や paroisse などがあり、先住民居留地もクリー族やイ
ヌイットなど集団名を冠した居留地などに分けられている。
エストリー地方の中心都市シャールブルックには英語を教授言語とするビショップ
ス大学が立地し、また英語日刊紙 The Record が発行されている。なお、イースタン ･
タウンシップスをフランス語にしたカントン・ドゥ・レストという表現もあり、観光
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7

8

9

行政ではカントン・ドゥ・レストが用いられている。カントン・ドゥ・レストとエス
トリーはほぼ互換的に用いられるが、カントン・ドゥ・レストのほうが広い範囲を示
し、たとえば行政地域としては西に隣接するモンテレジーに含まれるグランビーは、
観光行政ではカントン・ドゥ・レストに組み込まれている。
ボンヌエスペランスに加え、飛び地をはさんで東に隣接するブランサブロン（人
口 1,118、70.1％）
、ボンヌエスペランスの西に隣接するサントギュスタン（人口 478、
96.8％）、さらにその西に位置するグロメカティナ（人口 499、94.0％）に英語話者が多
く居住するのは、境界を接するラブラドール地方やベルアイル海峡の対岸に位置する
ニューファンドランド島から漁業や水産加工に携わる労働者が移住してきたことに端
を発し、実質的にはラブラドール地方の延長といえる地域である（かっこ内は 2011 年
の人口および英語話者のしめる割合を示す）。なお、この地域にはケベック州中心部か
らの道路がつながっておらず、自動車で移動する場合、途中から週 1 便のフェリーを
利用するか、ラブラドール地方を経由しなければ往来ができない。
モントリオール大都市圏ではフランス語話者の郊外への移動が他の言語集団と比
較して顕著であることが指摘され、アメリカ合衆国における白人の郊外への移動
を意味する「ホワイト・フライト」になぞらえて「フレンチ・フライト（fuite des
francophones）」ともいわれるが（Marois et Bélanger, 2014）、移住の動機が言語というわ
けではなさそうである。
2011 年国勢調査によれば、人口が 19,503、英語話者のしめる割合は 21.6％である。
英語では Town of Mount Royal ということから、しばしば TMR と略される。
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【研究論文】

アンヌ・エベールの『魔宴の子供たち』における
技法論
――括弧による挿入語句と客観的立場――

Étude du style dans Les enfants du Sabbat
d’Anne Hébert :

phrases entre parenthèses et situation d’impartialité
佐々木菜緒
SASAKI Nao

Résumé

Les enfants du Sabbat (1975) est un roman dans lequel Anne Hébert décrit, avec
beaucoup de liberté, des valeurs et des normes sociales renversées dans tous les sens.
L’histoire se déroule dans un Québec traditionnellement catholique, dans les années
1930 et 1940, lequel a été accentué et renforcé par un discours d’époque. Mais ce
Québec sera perturbé par la présence de l’héroïne Julie, sorcière et religieuse à la fois,
qui viendra entremêler le sabbat et l’Église, la magie noire et la religion, le désordre
et l’ordre. Par ailleurs, les identités d’une Julie éduquée d’une part en sorcière et
d’une autre en religieuse sont mêlées à travers des narrations temporellement et
discursivement intriquées.
L’univers libre et carnavalesque propre au roman Les enfants du Sabbat se
retrouve dans le style lui-même, notamment par des phrases ou des passages mis entre
parenthèses. Ces insertions dans le texte exposent des voix sans parti pris et hors du
texte, par lesquelles la société québécoise est librement observée et caricaturée. Nous
parlons ici d’un style unique dans l’œuvre d’Anne Hébert, voire d’une rare joie de
l’auteure tangiblement exposée dans le texte.
キーワード：アンヌ・エベール、
『魔宴の子供たち』
、文体、カーニヴァル的、喜劇性
Mots-clés : Anne Hébert, Les enfants du Sabbat, style, carnavalesque, comédie
はじめに
1975 年に出版された『魔宴の子供たち』（Les enfants du Sabbat）1 は、1930 〜 40
年代のケベックを舞台に、魔女や黒魔術などの超自然的要素が登場する幻想的な小
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説である。また、伝統的なカトリック信仰による社会形態が謳われた「暗黒時代」
を背景に、主人公の魔女兼修道女ジュリの住む修道院の日常が、さまざまな怪奇現
2
象のもと一変させられていくカーニヴァル的 な小説でもある。カトリック教会の
厳粛なイメージは、ジュリに対する修道院側の右往左往した反応の描写をとおして、
転倒されていく。そして、魔女として育てられたジュリと修道女としてのジュリの
アイデンティティが錯綜する中で、魔宴と教会、黒魔術と宗教、野生と理性との相
対的モチーフは入り乱れていく。このように、20 世紀半ばまで色濃かったカトリッ
ク的ケベックのイメージは『魔宴の子供たち』において大いに戯画化されている。
実のところ、
『魔宴の子供たち』は作者アンヌ・エベール（Anne Hébert : 19162000）がそれまでになく「自由気ままに（avec autant de liberté）」
（Vallières, 1975, cité
dans Hébert, 2014, p. 18）、社会的規範や価値観を多様に倒錯し、それらを織り交ぜな
がら書いた作品である。その創作動機として、1960 年代以降の近代化運動の中で発
展した知的文化（culture savante）に対して、歴史に取り残された民衆文化（culture
populaire）、特に女性の社会的立場を象徴する魔女像をめぐる民衆の物語を描くこ
とに対する関心があげられる（Saint-Martin, 1991）。そのために、『魔宴の子供た
ち』における悪魔や魔女、魔術などの幻想的要素は、近代以降のケベックの社会
言説において不適当とされた民衆的な視点を生き生きと描く機能を果たしている
（Couillard, 1980 ; Émond, 1984 ; Batlha 2004）。固定されていたと思われた諸々のカ
トリック的軸は悪魔や魔女によって脅かされ、繰り返し「世界の秩序は転倒」（ES,
p. 14）されていくのだ。
この同作品最大の特徴である自由と倒錯の世界は、テクストに頻繁にあらわれる
括弧の使用からも読み取ることができる。『魔宴の子供たち』における括弧は伝統
的ケベック社会の物語を客観視する者の存在を顕在化させ、括弧で挿入された語句
は社会規範に従う者を茶化す働きをもっている。
従って、本稿は『魔宴の子供たち』における括弧の意味を明らかにしていくこと
を目的とする。本稿の構成は以下のとおりである。まず、『魔宴の子供たち』の特
徴について、創作動機の観点から確認するために、出版時期 1970 年代のケベック
における主流な言説を概観しながら、創作時の作家エベールの置かれた状況を探る。
次に、同作品において魔女の世界とキリスト教会が実際にどのように関係付けられ
ているのか、社会価値の転倒がどう表現されているのかを検討する。そして、具体
的なテクスト分析を 3 段階に分けて次の点を考察する。すなわち、括弧を用いて物
語を客観的に見ている者を提示することに、どのような意味があるのか。括弧とお
して軽口がたたかれる対象はどういう人物なのか。最終的に、括弧の意味を明らか
にすることによって、新たに見えてくるエベールとケベックの関係を考察していき
たい。
1．1970 年代の文学言説と『魔宴の子供たち』
『魔宴の子供たち』は、エベールがフランス移住後の 1971 年に執筆し始めた作品
である。同作品の創作および出版時期の背景で重要なのは、前年の 1970 年に出版
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した『カムラスカ』（Kamouraska）の大成功による興奮状態の冷めない中で生まれ
た作品であることと、そして 1960 年代後半のフランス移住から数年経ったときに
構想された作品であること、この 2 点である。これらの点は、『魔宴の子供たち』
が作者のどのような意味で「自由気ままに」（Vallières, 1975, cité dans Hébert, 2014,
p. 18）書かれた作品であるのか、なぜ魔女によって伝統的価値観が倒錯される物語
を描いたのかなどを考えるための足がかりになる。そこで、作家エベールの当時の
置かれた状況について考えるために、ケベック社会における同作品の受容と当時の
文学言説の関係を見ていく。
『魔宴の子供たち』は現在に至るまで大体において好評価を得ているが、他方で
エベールの作品については珍しく辛辣な見解も見られる。例えば、同作品の原稿提
出時、
「山小屋や禁酒法の物語に［フランスの］スイユ出版社の編集者は面食らい」
（Hébert, 2014, p. 79）、そこでの登場人物らは図式的で、諸々の総和は一面的と評さ
れる（Blaisy, 1975, cité dans Hébert, 2014, p. 80）。さらに、ケベックにおいては、
『魔
宴の子供たち』の舞台である「暗黒時代」ケベック社会の歴史的背景に関して詳し
い説明が欠けているとして酷評される（Hébert, 2014, p. 81）
。これらの批評の多くは
作品の物語設定やモチーフ、主題に対するものである。その考えられる要因のひと
つとして、ハンス＝ロベルト・ヤウス（H. R. Haus）の表現を借りれば、当時の「期
待の地平」に答えるものでなかったことが挙げられる（ヤウス、2001）
。すなわち、
前作『カムラスカ』につづく壮大な「ケベック物語」への期待や、ケベック文学の
3
古典形成に一役を担うような神話的物語への期待である 。
事実、1960 〜 70 年代のケベック文学界は、「静かな革命」と称された一連の新し
いネイション構築運動の下、古典群の形成に必死であり、時には躍起になっていた。
けれども、ケベック文学史家マルティーヌ＝エマニュエル・ラポワント（MartineEmmanuelle Lapointe）によれば、その時期から現在に至るケベック文学とは、結局
のところ「記憶が形成されていく舞台である。［しかも］その記憶は、公共の場を
横断した美学的、イデオロギー的勢力の中で翻弄され、変化しながら展開されたも
の」
（Lapointe, 2008, p. 8）なのである。要するに、「期待の地平」は堅固なものでは
なく、短期間のうちに生成し転換されていく言説の影響下で、激しく流動的な状態
だった。例えば、レジャン・デュシャルム（Réjean Ducharme）の『飲み込まれた者
に飲み込まれた娘』（L’avalée des avalés, 1966）のように、当時の「期待の地平を動
揺させ、不意打ちし、大混乱におとしいれた」（Lapointe, 2008, p. 236）文学作品が
度々登場している。そして、もしデュシャルムの作品が、主人公ベレニスの感情に
まかせた独白形式と斬新な言葉遊びの融合によって、文学作品や作家の役割などに
関するあらゆる伝統と規範からの断絶を象徴するならば、伝統的カトリック社会の
タブーが魔女ジュリによって笑いとばされていくエベールの『魔宴の子供たち』は
「期待の地平」に「予想外の大笑いのショット」（Bouchard, 1976, p. 375）を打ち込
み、教会制度に関するあらゆるしがらみからの解放（liberté）を象徴する作品であ
ると言える。
『魔宴の子供たち』に、伝統的価値に対する喜劇性（comédie）を見出すドゥニ・
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ブシャール（Denis Bouchard）は、『カムラスカ』と同作品の相違点について次のよ
うに述べる。すなわち、前者から後者において「変わったのはアプローチである、
つまり夫たちを何とか殺そうとする未亡人のしかめた顔の代わりに、諸々の神話に
大きな笑いを授ける」（Bouchard, 1976, p. 374）アプローチへと変わったのだと。言
うなれば、伝統的ケベック社会のイメージは、『カムラスカ』において息苦しいも
のとして表現され、『魔宴の子供たち』では嘲笑的なものとして扱われたのである。
この見解を掘り下げると、『魔宴の子供たち』を書いていた時のエベールの姿勢
について、次のように考えることができる。つまり、悲劇小説『カムラスカ』から
カーニヴァル的小説『魔宴の子供たち』へのアプローチの変化には、ベルクソンが
主張するような「多くのドラマが喜劇と化す」ときの「超然とした態度」および
「無関係な傍観者」
（ベルクソン、2016、p. 15）的立場が作家エベールに生じてい
たと考えられる。なぜなら、フランス移住前から構想を練っていた『カムラスカ』
に対して、
『魔宴の子供たち』は、作家が「自分にとっての本当のケベック」を描
くために必要な「距離をもつこと、［ケベックの］風景や町から自由であること」
（Gauvin, p. 226）を可能にした移住後に、初めて書いた作品だからである。ケベッ
クとの間に物理的距離に加えて時間的や心理的にも一定の距離感ができ、ケベック
4
を客観的に見ることができた時に創作されたのが、『魔宴の子供たち』なのだ 。
では、実際に『魔宴の子供たち』において、どのようにカトリック教会を軸にし
た社会的制度や伝統的価値観からの解放が表現されているのか、次章で検討する。
2．
『魔宴の子供たち』における教会と魔女の関係
『魔宴の子供たち』では、現在の修道女ジュリのいる修道院と、過去のジュリが
家族で暮らした小屋は相対する要素である。前者はカトリック信仰に基づいた文化
体系を、後者は教会にとって絶対的「他者」である悪魔と魔女の世界を象徴する。
現代のケベック文学にあらわれる魔女の意味について、ロリ・サン＝マルタン（Lori
Saint-Martin）は、
「伝統的な男性視点の想像世界、とりわけ教会の想像世界では、
魔女は忌まわしく恐ろしい生き物で、呪いをかけ、黒魔術を行い、悪魔と姦淫する」
（Saint-Martin, 1991, p. 68）存在であると述べる。そのような教会と悪魔、伝統的ケ
ベック社会と魔女、
「公式的なるもの」と「公式的なるものの向こう側」
（バフチン、
1980、p. 12）の関係性のある『魔宴の子供たち』において、「掟」の存在はそれぞ
れの側の規範をあらわしながら、どの価値基準をめぐって相対しているのかを示し
ている。
例えば、教会的に、従って社会的に禁断なものとされた近親相姦は、『魔宴の子
供たち』における「古代の掟」として、悪魔の世界での「魔法に関する根本的で厳
格な掟」（ES, p. 159）である。同掟に従い、ジュリの母親フィロメーヌは魔女とし
て遂行すべく息子ジョセフとの姦淫の掟を試みる 。以下の引用は、最終的にフィ
ロメーヌが成し遂げられなかったこの掟を、ジュリが自分の息子と果たすと主張す
る場面である。
5
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フィロメーヌが失敗したあれに成功してみせる。息子と寝てやるわ。古代の
掟はかくのごとく、最も偉大な魔術師という者は・・・。わたし、わたしは、
ジュリ・ラブロース別名トリニテのジュリ、それをやるわ。わたしは母親や祖
母にも、恋人や魔女にもなるの、最も深遠な掟を取りもどすの、わたしの骨に
刻み込まれた［掟を］。（ES, p. 229, 下線は筆者，以下同様）
カトリック教会が懸念する性的欲望の倒錯は、悪魔の世界では「古代の掟」であり
「深遠な掟」として是認される。また、姦淫に関する掟のほか、薬草の知識や天候
の読みなど正当な魔女になるために必要な「秘密」を掟に沿って母親から奪う「決
6
まり」もあるように 、『魔宴の子供たち』における悪魔や魔女は、カトリック教会
と反した法を持つものとして描かれている。そのために、ジュリの兄ジョセフが結
婚することは、悪魔の掟ではなくて、カトリック信仰の教えのもとで健全な性的関
係をもつことを意味するのだ：「さあ、彼［ジョセフ］は今後この世界の悪い誘惑
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
から守られているわ、みだらなもの全部静まった状態に、聖なるカトリック教会の
4
掟に従って」（ES, p. 155, 傍点は筆者）。
けれども、こうした教会と悪魔をめぐる 2 つの世界はいつも隔てられて相対し
合っているわけではない。徐々に前者は後者に影響をうけて、各自の抑圧されてい
た欲望があらわにされていく。その結果、起きるのは「すべての階層秩序的関係の
廃棄」
（バフチン、1980、p. 16）である。実際、ジュリの魔術を前に、他の修道女
たちの敬虔で真面目で初心な様は消えて、彼女らは私利私欲を求める人間として描
かれる。例えば、会計係の修道女はジュリから煙草の吸い方を習った後、「うね織
りのストッキングをはいた萎びた脚をとても高い位置で組み」
（ES, p. 197）ながら、
傲慢な態度で、「偉い地位」
（ES, p. 95）の修道院長への何の断りもなく、無駄遣い
を働いて役職違反を犯す。さらには、他の修道女たちはジュリの不思議な魔力の噂
を聞きつけて、個人的な願望を叶えてもらおうとする。その場面が、以下の引用で
ある。
修道女たちは特に好んで夜に修道院の静寂をやぶることなくやってくる、立ち
止まることさえもなく。彼女たちの歩調のわずかなゆるみがかろうじて廊下
に。専心する時間。修道女たちは非常に小さい声で神か悪魔に頼み込んでいる。
［神か悪魔か］大したことじゃない。自分たちの言い分を聞いてくれて願いを
かなえてくれさえすれば！あらゆることを捨てた者の飽くことのない渇望、不
朽の奇跡を期待して。（ES, p. 183）
この引用で注目すべきは、修道女たちは自分たちの望みが聞き入られるのであれば、
祈る相手が神か悪魔かは重要としない点である。彼女らにとって大事なのは自分た
ちの要求が飲まれることであり、神への忠義は二の次である。しかも、絶対的で至
上の存在の神は、ここでは悪魔と同列に扱われ、二者一択されるものとして、その
地位は下落されている。
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『魔宴の子供たち』では、このように魔女を前に、カトリック信仰にまつわるテー
マや役割が倒錯され、神であっても聖職者であっても厳粛なイメージが取り除かれ、
表の世界と裏の世界は重なりあっていく。そして、ケベックの知的文化と原始文化
がそのように転倒される同テクストにおいて、しばしば現れる括弧は、その状態を
客観的に見ている者がいることを示しているように思われる。この点について、次
章で検証する。
3．括弧による相対的視点の顕在化
最初にテクスト上の括弧について言えることは、中心のテクストと区別するため
の記号であることである。括弧には、周りにある文体と一体化されることを拒みな
がら強調する機能がある。ミカエル・リファテール（Michael Riffaterre）は、文体
を「知覚されることを強要する形式」（リファテール、1978、p. 46）と捉えて、
「そ
の文体の知覚を可能にするのは、まさしくずれであり、距たりである」
（リファテー
ル、1978、p. 46）と説明する。この意味で、括弧の使用は他のエベールの作品テク
ストとの差異を示していることから、『魔宴の子供たち』固有の文体である 。それ
と同時に、括弧で囲まれたテクストは否応なく前後の文との距離を表現す文体の一
つとして捉えられる。そして、括弧で示された距離感は、多くの文学作品において
物語に対する第三者的な視点と結びついている。
例えば、イギリス人作家チャールズ・ディケンズ（Charles Dickens）の『大いな
る遺産』
（The Great Expectations）のテクストにも括弧による挿入語句が高い頻度で
7

みられる。この場合の挿入語句は、物語の語り手である主人公が過去の自分を回
想する中で、随所に出来事や登場人物の行為について補足や注釈する働きをもつ。
「
［括弧の］挿入によって皮肉な口調」（斎藤、1983、p. 171）をあらわす語り手は、
物語の中心である過去の自分に対して、第三者的、優越的、反省的な立場にいるこ
とを強調するのである。そこで、『魔宴の子供たち』においても括弧の使用が、ど
のように出来事や登場人物について補足、注釈しているか確認したい。
山小屋はそれほど大きくない、［それは］分厚い木の塊のようなひっきりなし
に継ぎ足した板からなっていて、［その継ぎ足した板は］森に半分隠れた状態
で、それぞれ異なった高さで取り付けられており、多少まっすぐに［取り付け
られて］
、全体的につなぎの悪い状態で、大きな岩の上に［つながれ］、それは
ピロティ式にとって代わるもの。主な塊（長さ 15 フィートに幅 12 フィート）
は扉の部分であるのが分かる、その扉は以前は赤色だったが今では紫色とピン
ク色である。（ES, p. 86）
壁の白い月（フィロメーヌが普段自分の青い帽子をひっかけるあそこ）はふく
れあがり、母のたくましいお腹の部分の厚みが増している。
（ES, p. 135）
ジェマ修道女は、ジュリが大きな叫び声を上げたと言い張っている、蛇口の冷
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たい水の中から手を引っ込めながら、野菜を洗っていたその水の中から。週の
間中、復活祭の日曜日（ジョセフからの手紙が郵送される日）まで、ジュリ修
道女の両手のひらには腫れ物ができていた。（ES, p. 147）
自宅に戻ると、ジャン＝パプティスト・ボーモンはガラスの壺（小屋からもっ
てきた壺のうちの 1 つ）を油で一杯にする。そこにランプの灯芯を入れる。そ
のように用意した壺を灰色の布地でできた肩掛け鞄の中にしまう。肩に鞄をか
けて、用心して歩きながら、B の山に向かう。（ES, p. 180）
どの場合でも、ある物事をよりよく理解させるために補足情報が提供されている。
最初の引用は、山小屋を記述する中で、具体的な数値による補足であるし、2 つ目
の引用では、壁について「どの壁か」の特定が、物語をとおして読み手がすでに
知っている情報を用いながら、確認のように付け加えられている。その次の引用は、
後で話題となる事件を予測しながらイースターという日の前触れである。最後の引
用においても、村人が使用するガラスの壺について、すでに語られた出来事を引き
合いに出して説明されている。特に最後の 2 つの引用のように補足可能であるのは、
物語をすでに知っているからであろう。すなわち、
『大いなる遺産』での括弧によっ
て、進行する物語を眺めている「未来の語り手」がいることが示されるように、
『魔
宴の子供たち』においても、括弧の第 1 の機能は物語と距離を持った者、言い換え
8
れば、物語を掌握した者がいることを露わにすることにある 。では、そうした者
の存在を示すことにどのような意味があるのだろうか。
バフチンは、真の小説文体であるための要件として、作者のことばとテクストの
間に知覚可能な境界線は存在しないと主張する（バフチン、1979）
。テクストに括
弧があらわれることは、「直線的で純粋な作者のことばの小島をはっきり際立たせ
ること」（バフチン、1979、p. 92）になるからである。この観点から見ると、括弧
によって事の顛末を知る者の存在をはっきりと目立たされた『魔宴の子供たち』テ
クストは真の小説文体とは言えないということになる。あるいは、チェーホフの作
品に見られる括弧が「作者の側からのアクセント付けや作為性が強調された、きわ
めて説明的な表現方法」（長野、1991、p. 80）と前向きに解釈されるように、エベー
ルの作品でもテクストや物語の作為性が積極的に示されているとも言える。
『魔宴の子供たち』におけるこの作為性をめぐる問題について、中心テクストに
9
付属した参考文献目録の存在に目を向けて考えてみたい（ES, p. 241） 。これは作
者が『魔宴の子供たち』を創作する上で魔女や黒魔術に関する参考、参照した主な
文献である。この部分は、作品のタイトルと同じように、読み手の意識にさまざ
まな作用を及ぼす「パラテクスト」として扱うことができる（ジュネット、1995）。
同パラテクストについて強調したいのは、作者が「何かの調査や資料に基づいて」
創作した「姿勢」が表明されていることである。それは、『魔宴の子供たち』が純
な空想物語ではなくて、何かしらの公式な根拠に基づいて練られた仮説のような物
ロマネスク
語として提示しようとする姿勢とも言える。空想的な気持ちではなくむしろ冷静的
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な視線で書いたと。そうした物語に対する作者の冷静で客観的立場が、テクスト上
の括弧の使用においてもあらわれているのだ。従って、同作品を、言わば正統な意
味で単純な幻想的物語であるとも、またカトリック教会制度に関する直接的な社会
批評であるとも一概に評すには、不自然なテクストなのである。
4．括弧の茶化しとしてのコメント機能
第 2 章でみたように、修道院が象徴する文明が、小屋が象徴する原始文化によっ
て倒錯されるカーニヴァル的テクストにおいて、「階層秩序的関係」を軸にして価
値が相対化されているように、括弧に備わった相対的な視点は、補足または説明す
る対象の価値を倒錯させる性質をもつと考えられる。それは、物語を第三者的に見
る者の余裕から生まれる遊び心からきているようにも思われる。ベルクソンの表現
を借りれば、
「平静な精神の表面に落ちてくるような」（ベルクソン、2016、p. 15）
可笑しさと関連している。
以下に、そうした遊びが感じられる箇所を 4 つ引用する。
マリー＝クロティルド修道院長は確信したままである、悪魔が家に侵入したの
だと。彼女はそれをどう追い出したらいいのか分からず（むしろ、そうする勇
気がない）、修道院の整理整頓された記録資料のなかからジュリ修道女のファ
イルをむなしく探している。（ES, p. 143）
ジュリ修道女の食餌療法、医者の処方と修道院長の提案による療法は、塩や砂
糖の入っていない、とても白い色をした乳製品だけである。保健係の修道女
（けど、それは温和な性格と想像力の欠如で選ばれた係）はジュリ修道女のま
だ新しいかすり傷を洗い流すために使うタオルを、うやうやしく保管している。
（ES, p. 185）
フラゴール司祭は、修道女たちに起こっていることを報じるのが早すぎないか
心配している。危険を冒さないこと、もう 2 度と、医者や修道院長たちに気ち
がい者とかノイローゼとして扱われないように。ジュリ修道女が完全に取り憑
かれるまで放っておいた方がいいのではないか、教会の上層部の連中に知らせ
るのは。秘密を守ること、たった 1 人で耐えること（マリー＝クロティルド修
道院長とパンショ医者の頼りない手助けとともに）（ES, p. 189）
会計係の修道女（身の回り品に関しては天才的だけど、その他もろもろにはぼ
んやりしている）はがんばってジュリ修道女を世話し監視している、担当をは
ずされた保健係の修道女に代わって。（ES, p. 196）
第 1 の引用は修道院長の悪魔払いに対する姿勢について、第 2 の引用は 1 人の修道
女が保険係に選ばれる根拠に関して、第 3 の引用はジュリに対する司祭の対応策に
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対して、そして第 4 の引用は会計係の修道女の能力及び従順な性格についての補足
コメントである。それらの補足は、各聖職者の能力や役職に関して付けられており、
彼らの真面目な面を茶化している。
上記 4 つの引用を通して指摘すべきは、括弧によってコメントを付された対象が、
いずれも伝統的ケベックの社会階層の上段を占める聖職者である点である。彼らに
対するコメントで可笑しさが生まれるとすれば、それは司祭や修道女など特定の社
会的地位のある職業者が、コメントの付記によって、
「妄想家、熱中者、狂人とい
う奇妙なほど理屈っぽい連中」（ベルクソン、2016、p. 31）として扱われているた
めである。そこで茶化されているのは、明らかに「単純な行為のもつ物質性の虜に
なり、催眠術にかかったように根源的な放心におちっている」
（ベルクソン、2016、
p. 31）聖職者たちを生み出す教会制度なのである 10。
また、括弧のコメントによって可笑しく感じられるのは、その内容が括弧より先
に書かれた内容に対して否定的なものであるからである。上記の引用の括弧では、
「むしろ（plutôt）」や「けど（pourtant）」の否定的表現から始まるものや、
「たった
1 人で（tout seul）
」に対して逆の意味の「一緒に（avec）」が見られる。仮に、「読
書の快楽は（…）敵対するコード（例えば、高貴なものと卑俗なもの）が接触する」
（バルト、1999、p. 12）のだとすれば、『魔宴の子供たち』においては括弧の前後で
の肯定と否定の接触、ある意味で持ち上げて見下す価値が隣り合わせであるところ
に、読み手の意識に心地よく楽しい状態が生まれるのである。
このようにして、茶化された司祭や修道院長、修道女たちの英雄的で敬虔的な存
在感は、悪魔や魔女に対抗する勇気のない頼りない人間へと転倒している。従って、
『魔宴の子供たち』では修道女たちに日々の命令（ordre）を下す修道院長や、カト
リックの教えの遂行のために指示（ordre）を与える司祭たちの社会的地位とあるべ
き人格の関係の絶対的価値は失われているのである。
5．括弧の使用にあらわれるジュリと社会規範の関係
社会学的観点の研究にとって、『魔宴の子供たち』の幻想的性質は、20 世紀半ば
からの知的階層による近代化が進んだケベックにおいて、「不確かで混沌とした日
常から生じた恐怖感や無秩序への美学的な反応」（Batalha, 2004, p. 143）として解釈
されてきた。ジュリをはじめ悪魔一家は、ケベックの土着の民衆文化の生命力や活
気を体現し、社会的に抑圧されている思考を暴き、表と裏の境界を乱そうとする者
なのである。それゆえに、本稿でもこれまで見てきたように、魔女や魔術を中心と
した既成価値の倒錯がいたるところで描かれているのだ。
けれども、ジュリと教会制度、ジュリと悪魔の世界の関係はそれほど単純ではな
いようである。というのも、先述のような茶化しの意味で使われている括弧の使用
は、教会側の人物だけでなく、ジュリの場合にも認められるからである。以下は、
悪魔の世界を象徴する小屋から逃走後、カトリックに改宗した兄ジョセフにジュリ
が川で洗礼を施される場面である。
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ジョセフの魅力というのはこんなよう、首に紐をかけられて［絶望的な状態
に］、ジュリは兄に強く勧められたライバルの魔術に屈服するしかできないよ
うな。
（またはそれに屈服するふり。
）彼と一緒に天使になること。彼のために
（または天使になる見せかけ。）改宗すること。（ES, p. 208）
この引用の中で接続詞「または（ou）」を用いて茶化されているのは、洗礼にしか
るべき純真な姿勢と、ジョセフに対するジュリの純粋な気持ちである。これらのイ
メージは、括弧のコメントによって、繕った偽物と化している。修道院に入るきっ
かけになったこの洗礼の出来事をとおして、修道女としてのジュリの虚像が表現さ
れているのだ。あくまで、悪魔の世界と逆に位置するキリスト教会は偽善的な世界
であり、修道女ジュリとしてのアイデンティティは自身の願いを叶えるための道具
でしかない。教会制度は私的目的で利用されているのである。
さらに、同引用の括弧において興味深いのは、ジョセフを一心に想うジュリの
気持ちが茶化されていることである。ジュリが「自分の自由が朽ちていく修道院」
（ES, p. 99）の中で耐えることは、「彼［ジョセフ］の代わりに捕らわれた身」（ES,
p. 99）であること、つまりは彼への愛のためのみである。彼女が教会の規則に従い、
その世界の法に耐えているのは、ジョセフの気持ちに応えたいためである。従って、
不順な動機のもと修道女になったジュリが、他の聖職者たちに偽善的な「服従や従
順」
（ES, p. 97）を見るのは自然なことだろう。しかし、そうしたジュリの愛ゆえの
犠牲もまた滑稽であるかのように描かれている。
けれども、よく考えるとジュリが従っているのはカトリック教会の規範に関する
ものだけではない。先述したように、諸々の法や掟があるのは教会側だけではなく、
悪魔の世界にも等しくある。『魔宴の子供たち』における悪魔の世界は単なる野蛮
や混沌で、無秩序なものではなく、教会制度が退けてきた価値観、とりわけ諸々の
欲望に関して一定の法を定めた一文化体系としてあらわれている。幾度もジュリの
両親が悪魔の「掟」を遵守しようと試みるのと同じように、ジュリも立派な魔女に
なるために「掟」を受け継いていくことを主張している。どちらの世界であっても
法や秩序を守ろうとする強い姿勢がみられるのである。
このように考えると、悪魔の世界であっても「掟」にこだわりをもつジュリも
また滑稽な存在と言える。彼女は、聖職者たちが「聖なるカトリック教会の教え」
（ES, p. 155）に服従しているように、「古代の掟」（ES, p. 229）に服従しているので
ある。つまりジュリもまた聖職者たちと同じく「催眠術にかかったように根源的な
放心」
（ベルクソン、2016、p. 31）状態の者である。ということは、
『魔宴の子供た
ち』においては、教会側や悪魔側、どの世界であれ一定の秩序に縛られている状態
11
そのものが問題なのではないだろうか 。
おわりに
本稿は、『魔宴の子供たち』のテクストにみられる括弧を文体的特徴として捉え
て、括弧の具体的な機能と、括弧によって挿入された語句の意味を明らかにした。
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すなわち、括弧は客観的に物語を見る者の存在を物質化し、作品の幻想的モチー
フや社会的主題を中性化させていること、そして『魔宴の子供たち』における社会
規範の転倒は茶化されながら行われていることが、括弧によって挿入された語句か
ら明らかになった。さらに、括弧をとおして規範に従属する人物への茶化しは、主
人公ジュリに対しても行われていることが分かった。この分析から、教会の世界で
あっても悪魔の世界であっても、法や規則に縛られている人物像が示された。
以上により、『魔宴の子供たち』は、教会が象徴する知的文化と魔女らが象徴す
る原始および庶民文化の価値を対比させて転倒させているだけでなく、どの種類の
文化や社会形態にも存在する規範的なものについて問いかけた作品であると言え
る。言い換えれば、特定の社会を特徴づける行動様式や思考傾向などの価値付けで
はなくて、一定の規範からなる社会の中で生きる人間の様が問題なのである。『カ
ムラスカ』において社会規範が個人を抑圧する様相を描くために扱われた伝統的ケ
ベックは、『魔宴の子供たち』では社会規範が個人の世界観に与える影響を描くた
12
めの舞台となったのである 。それを可能にしたのは、作者エベールが生まれ育っ
た伝統的なカトリックのケベックについて、歴史的、社会的、文化的に、相対的な
視点で捉えることができるようになったフランス移住である。
『魔宴の子供たち』
はその移住から数年後の 1970 年代に、ケベック社会に対して自由な視点で創作さ
れた作品なのである。
（ささき なお 明治大学大学院博士後期課程）

注
1
2

3

4

本文中の引用は全集に準拠し、ES と記す。
本稿において「カーニヴァル」は、ミハイル・バフチン（Mikhail Bakhtin）の考えに
ならい、社会的秩序の場において、民衆の騒ぎと笑いの介入によって上層と下層の立
場が転倒し、双方の境界が錯乱していくことを意味する（バフチン、1980）。
1960 年代以降のケベックでは、他のアメリカ大陸文学やポストコロニアル文学と同
じように、自分たちの歴史再構築を目的に、神話や伝説を意識した作品のほか詩が盛
んに生まれていく。しかし、そうした叙事詩的作品は、当時の現実とはかみ合わず、
結局のところ「堕落し、遊び道具や小説になる」（Nepveu, 1999, p. 21）。伝統的ケベッ
ク家族像を反理想化して描いたマリー＝クレール・ブレ（Marie-Claire Blais）の『エマ
ニュエルの人生の一季節』（Une saison dans la vie d’Emmanuel, 1965）はその代表例であ
る。
一方で、作家エベールと 1960 〜 70 年代のフランスやフランス文学との関係につい
ても考慮する必要があるが、詳細は現在調査中である。1 つは、フランスの批評家は、
エベールのエクリチュールに「とりわけフランス文学の伝統の充実を図る上で値する」
（Gérols, 1987, p. 53）ものを見出し、かつそれがケベックやカナダが舞台の異国性と融
合している点を評価していること。2 つ目は、エベールは、「自分の作品を読む大多数
の読者がケベックの人である」ことを自覚していたことから、作品を執筆する際より
意識されたのはケベック文学方面だと考えられる。3 つ目は、作家人生のなかで親し
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んだ世界の様々な古典文学の影響はエベール全作品にみられる。一方、「同時代のブレ
やドゥシャルム、ヴィクトール＝レヴィ・ボーリュー（Victor-Lévy Beaulieu）などのケ
ベック人作家の作品には感銘をうけたが、本当の意味で彼らから影響を受けるには読
むのが遅すぎた」（Watteyne, 2008, p. 65）と指摘されている。一概には言えないが、当
時のケベック文学の影響が 2 次的であるのと同じように、当時のフランス文学の影響
5

6

もまたそうである可能性がある。
フィロメーヌが息子ジョセフと姦淫の掟を守る重要性を説く場面が、次の引用であ
る：« Telle est la loi, afin que naisse, du fils et de la mère, le plus noir génie jamais promis au
monde. La possession de la terre sera pour ce fils unique. » (ES, p. 169, nous soulignons).
次の引用が、母親から魔女として知識を継承することをジュリが主張する場面であ
る：« Je lui prendrai tous ses secrets : telle est la loi. La recette de la bagosse, des herbes et de
l’onguent, l’art de dire le temps qu’il fera, celui de brasser l’eau pour faire la grêle, le pouvoir de
faire virer le vent de bord, la possibilité de changer la colère en foudre et en tempête, l’audace
suffisante pour lâcher, les soirs de pleine lune, dans le creux d’un ravin, toute une cohorte de
danseurs hallucinés, bravant, tous ensemble, les édits du diocèse, comme on passe de l’autre côté
du monde » (ES, p. 173, nous soulignons).

リファテールの考えに沿って、文体を知覚的に捉えることが可能であるとするなら
ば、「エベールの文体」とは（1）反復（2）不定詞、（3）主語の不在、などの特徴に集
約される。これらの特徴が全体的にエベールのどの作品にも認められる一方で、括弧
の多用が見られるのは『魔宴の子供たち』のみである。
8
本稿での引用以外に、括弧の前の表現や内容を説明的に言い換えた箇所は、p. 167 や
p. 171 など多数。
9
物語が終わった最後の頁に記載された参考文献は以下のとおり、« OUVRAGES
CONSULTÉS : Robert Mandrou, Magistrats et Sorciers en France au XVII e siècle, Paris, Plon,
1968. ; Robert-Lionel Séguin, La Sorcellerie au Québec du XVIII e au XIX e siècle, Montréal, Éd.
Léméac, 1971. ; François Ribadeau-Dumas, Les Dossiers secrets de la sorcellerie et de la magie
noire, Paris, Belfond, 1971. ; Julio Caro Baroja, Les Sorcières et leur monde, Paris, Gallimard,
1972. ; Justine Glass, La Sorcellerie, Paris Payot, 1971. ; Jules Michelet, La Sorcière, Paris,
Garnier-Flammarion, 1966. ; Les Sorcières, Paris, exposition à la bibliothèque nationale en 1873 »
（ES, p. 241）。なお、『魔宴の子供たち』テクストの特徴について付け加えるならば、こ

7

の参考文献目録の存在も同作品にしか見られない。
『魔宴の子供たち』において、聖職者同様に制度的要素として、括弧の挿入語句によ
り茶化されているのは医者ジャン・パンショである（ES, p. 191）。彼は司祭や修道女と
同じく一定の枠組みのなかで世界を見る者として描かれている。もし教会制度が黒魔
術と対な存在であるなら、医療制度はその双方をひっくるめた宗教全般に対する合理
性として解釈できる。あるいは、近代的医療が登場して以降、医者の多くが男性であ
るのに対し、薬草などの知識をもとに治癒にあたった女性が魔女と呼ばれるようになっ
た背景から、『魔宴の子供たち』におけるパンショとジュリの関係は、科学と文化、男
性と女性の問題を象徴していると考えられる。なお、引用以外で茶化しのコメントと
してあらわれている箇所は、p. 121 や p. 157、p. 194 や p. 225 など。
11
実は、ジュリの父親で悪魔のアデラールと、母親で魔女のフィロメーヌに対しては、
茶化しの意味での括弧は使われていない。これは、教会と一切関係を持たない両親と

10
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異なり、修道女でも魔女でもあるジュリをとおして、教会と悪魔の両方の世界におけ
る規範への服従自体が相対化された問題であることをあらわしている。
12 『魔宴の子供たち』をとおして、諸規範と人間の思考や解釈との関係に作者が関心
を示していたことは、物語の結末について述べた次のインタビューからの引用にもあ
らわれている。「もし悪魔を信じる人なら、ジュリを待っていたのは悪魔だと言うこ
とでしょう。もし精神分析を信じるなら、それは幽霊だと言うでしょうし、地に根ざ
した現実主義者であれば、それは恋人だと単純にそう言うでしょうね」（Dubé, Émond,
Vadendorpe, 1978, cité dans Hébert, « note 139 », 2014, p. 240）。
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ガストン・ミロンとローランティド

Gaston Miron et les Laurentides
立花英裕
TACHIBANA Hidehiro

Résumé

Gaston Miron est une des plus éminentes figures poétiques du Québec. Dans le
présent article, nous analysons la poétique mironienne en interrogeant la notion de
« Nord » et l’importance des Laurentides où il a passé une enfance heureuse mais
qui se termine en tragédie par la mort de son père. Les Laurentides représentent
un espace à la fois de paradis perdu et de dépossessions économique et culturelle.
Miron dit dans un poème : « Avec la pauvreté natale de ma pensée rocheuse ». Le
projet poétique mironien consiste alors à donner à son pays « une légende ». Nous
pourrions interpréter cette « absence de légende » dont souffrent les Québécois
comme une diminution du capital symbolique ou un dysfonctionnement des
échanges symboliques. Et à cela s’ajoute la crise linguistique sous la dominance
économique de la société anglophone. Or c’est la femme, ce « bel amour navigateur
» qui initie le poète au sentier au bout duquel il parviendrait à « déboucher sur le
monde et sur les hommes ». Miron chante rarement la beauté d’un paysage. Sa vision
spatiale est plutôt rétrécie ou découpée. Un oiseau y apparaît par exemple comme
un signe lui annonçant son destin mystique. Des éléments naturels qui constituent
l’espace poétique mironien se dégagent ainsi peu à peu l’espace territorial de la
vie québécoise, à la fois mythique et quotidienne, remplaçant celui flottant des
Canadiens-français.
キーワード：ケベック詩、フランス系カナダ人、静かな革命、象徴交換、文化資本
Mots-clés : poésie québécoise, L’homme rapaillé, Révolution tranquille, échange
symbolique, capital culturel
「すぐれてケベック的な詩人」、ガストン・ミロンという人間を想い描く時、まず
浮かんでくるのが、こんな言葉だろう。「静かな革命」期に精神的指導者としての
役割を引き受け、今日まで独自の象徴的地位を占めてきた、ケベック文学の中心的
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存在である。そもそも、ミシェル・ラロンドの詩 Speak White にも見られるように、
「静かな革命」において詩は計り知れないインパクトをもちえた。ガストン・ミロ
ンのような、奇怪な鳥類にも似た詩人の出現は、「静かな革命」期の政治的・文化
的状況を抜きにしては考えられないのである。
ダニー・ラフェリエールによるガストン・ミロンへの賛辞
ハイチから亡命し、モンレアルに根を下ろした小説家ダニー・ラフェリエールは、
ガストン・ミロンについて次のように評している――「1 人の頑強な人間がいる。
彼は死を恐れなかったが、愛に涙をこぼした。（…）彼のざらついた言語は、かつ
1
てのフランス王たちの言語を彷彿とさせる」（Laferrière、2015）。
これは、ダニー・ラフェリエールが、アカデミー・フランセーズ会員就任演説の
中で詩人を讃えた言葉である。ミロンの詩を朗読してもいる――「私のケベックよ、
私の苦い土地よ、私のアーモンドの土地」。この「アメリカスの伴侶 Compagnon des
Amériques」と題された作品の冒頭を読むことによって、ラフェリエールは着の身
着のまま逃れてきた 23 歳の青年を迎え入れ、作家に育てあげてくれたケベックの
社会と文学に敬意と謝意を表したのである。アカデミー・フランセーズ会員や聴衆
たち（その中には共和国大統領の姿も見えた）を前にして、なによりも先にケベッ
クを喚起し、ガストン・ミロンの名を挙げたことからも、この詩人の大きさが伝
2
わってくる 。それというのも、ガストン・ミロンは、ケベック的人間を造り上げ
たからである。それでは、どのようにしてケベック人（ケベコワ）を造ったのだろ
4
4
うか。いうまでもなく、言葉 によってである。本論では、この問いを出発点にし
て、ケベック文学の自律性がミロンにおいてどのような言葉の葛藤の中で追求され
たのかを幾分かでも明らかにしたい。そのためには、言語的社会的な時代条件を俯
瞰し、彼の生い立ちと恋愛体験の一端にも触れないわけにはいかない。フランス系
カナダ人の抱える問題は、それを抽象的・客体的に論じるだけではなく、詩人が個
人的な体験の中でそれにどのように直面し、どのような言語的問題として格闘した
かを問うところから見えてくるはずである。「革命」は、いつでも文学と芸術を伴っ
ている。それは、文学や芸術が、後に述べるように、社会の象徴交換（
「贈与の論
理」と言ってもよい）に関与しているからであり、時に象徴交換のあり方を変える
ことさえあるからだろう。
言葉が組織する身体
ガストン・ミロンにとって、詩は、言葉によって受肉（incarnation）するためにあ
る。詩において、言葉は身体から切り離された記号体系ではありえない。詩の言葉
は、読む人、そして聴く人の身体をいわば振動させる。詩において言葉は、音声と
しての物理特性を備えているだけでなく、呼吸と切り離せない律動として、各人の
身体に宿るのである。もちろん、言葉は意味論的体系でもあり、生活を取り巻く自
然環境、社会的状況によっても条件づけられている。詩人とは、そうした総体とし
ての言葉を引き受け、受肉させ、身体を言語組織化する存在である。
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ケベック人（ケベコワ）は、フランス系カナダ人のカトリック社会を世俗化し、
それまで宗教とフランス語に基礎に置いてきたアイデンティティ意識をフランス語
に大きく傾斜させたところに誕生したと言われる。ケベック人は、フランス語に
よって身体が組織された人々とも言うことができるだろう。フランス系カナダ人は
フランス語を母語としながらも、フランス語との関係にある種の困難を抱えていた。
ガストン・ミロンは、このフランス系カナダ人特有の言語的居心地の悪さを自覚的
に受け止め、フランス系カナダ人からケベック人への移行を言語意識の革新として
実現したと言えるだろう。それはまた、彼の生活上の個人的・私的事情そのものと
の格闘でもあった。
父親が建具大工だったガストン・ミロンはエリート的知識人になることを拒み、
どこまでも出自に忠実に市井の人として人生を貫いている。自分は剥奪された人間
homme dépossédé だと言うのが、彼の口癖だった。この無産者としての自己規定は、
個人的レベルに留まるものではなく、フランス系カナダ人から引き継いだ遺産とし
3
ての側面がある 。もっとも、それを受動的に（＝即自的に）甘受するだけでは詩的
創造には至らない。負の遺産は、他者との遭遇としての恋愛の中で問い直されなけ
ればならなかった。恋愛こそが、彼にとっての言語的修羅場だったのである。
フランス文学に対するケベック文学の自律性
ガストン・ミロンは、限られた数の詩篇をゆっくりと執拗に彫琢する。彼が寡
作だった理由は、ジュアル問題を提起したジャン＝ポール・デビヤン Jean-Paul
Desbiens『某修道士の暴言 Les insolences du frère Untel』（1960 年出版）において嘆
かれているケベック口語フランス語の危うさという客観的状況と無縁ではない（立
花、2013、pp. 80-86）。ケベックでは、近代化の要請と言語改革の必要性が同時に訪
れていた。日本でも二葉亭四迷のように、近代日本語の規範を作り出す困難に取り
組んだ作家には寡作の傾向が見られる。四迷には『浮雲』など 3 篇の小説があるが、
ツルゲーネフの翻訳を通しても現代日本語の可能性を模索したのである。翻訳とい
う作業は日本語を粘土のように捏ねて、新たな表現を探ることを可能にするが、ど
んなに模倣しても同じにはなりえないし、対象の言語（＝ロシア語）に同化される
ことはない。言語は物質的基盤（音声や文字も物質として見るなら）を基盤として、
音韻などの固有の体系として成り立っている。そのため言語が異なれば物質的な壁
に直面するわけで、どんなに模倣しても同質化されえないのである。
ところが、ケベック文学の場合には逆説的と言ってもよいが、日本近代文学には
ない奇妙な障害があった。フランスと同じ言語、つまりフランス語で書かれる文学
であるという事情である。ケベックの口語フランス語が英語の影響で乱れていると
いう状況がある一方で、かつての宗主国だったフランスには、英語やスペイン語の
ような他の言語圏には見られない強力な言語純粋主義があり、フランス語文学作品
は、どこで書かれようとも、フランス文学という強力な重力圏に引っ張られるので
ある。だから、ジャン＝ジャック・ルソーやメーテルリンクに見られるように、成
功したフランス語作家・思想家はフランスの文学・思想圏に取り込まれてしまうの
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が常である。フランス系カナダの文学状況は、ヨーロッパのフランス語圏ほどでは
ないにしても、たとえばガブリエル・ロワは最初の小説『つかのまの幸福』をフラ
ンスで出版できたことで早くから国際的な地位を獲得したわけで、そのような現象
は珍しくなかったし、今日でも見られる。このことは、ピエール・ブルデューの用
語を用いれば、フランス系カナダないしケベックの文学〈界〉が充分に確立されて
いなかったからである。ガストン・ミロンの詩的言語の探求は、そのようなケベッ
ク文学に模倣と追従に堕さない言語的自律性を与えることにあった。ミロンは、エ
グザゴヌ社 Éditions de L’Hexagone を設立し、多くの詩人に出版の機会を与えたこと
によっても、ケベック文学の自律性に寄与したことを付言しておこう。
詩集『寄せあつめの男』の出版経緯
ガストン・ミロンは 1 冊の詩集しか出さなかった。それが L’Homme rapaillé だ
が、この詩集を前にして私たち読者がまずぶつかる壁が、« rapaillé » の意味と訳で
ある。この語はケベック特有の語であり、一般の仏和辞典には採用されていない。
フランス語圏フランス語辞典 Dictionnaire universel francophone には、
「散乱したもの
を 1 つに集める」と定義されている。ミロンの評伝作者ピエール・ヌヴーは、動詞
« rapailler » は「麦を刈り取った後に畑の落ち穂を拾う行為を指す」とした後、ケ
ベック口語で「衣服や自分のものを拾い集める」という比喩的な意味でも用いられ
るとしている。この詩集のタイトルには、リオネル・グルーの小説 Les Rapaillages
への目配せがあるとも指摘している（Nepveu, 2011, p. 489）。本論では詩集の内容も
踏まえ、『寄せあつめの男』と訳しておこう 。
『寄せあつめの男』は、詩集らしくない出版のされ方をした。モンレアル大学の
5
雑誌『エチュード・フランセーズ Études françaises』 の「エチュード・フランセー
ズ賞叢書」の 1 冊として刊行されたのである。大学の雑誌に詩集、それも処女詩集
を発表する詩人はあまりいないだろうが、こんな奇妙なことになったのも、ガスト
ン・ミロンがなかなか詩集をまとめなかったからである。彼は 40 歳を越えても詩
集がない詩人だった。それでも、発表された数少ない詩と、「静かな革命」の高揚
の中で著名な詩人になっていた。特に、1966 年にジャック・ブロー Jacques Brault
がモンレアル大学で「ミロン、すばらしき詩人 Miron, le Magnifique」と題して行っ
た講演によって、詩人としての評価が決定づけられたと言われる（Nepveu, 2011,
p. 482）。数年後、講演を聴いていたジョルジュ＝アンドレ・ヴァション GeorgesAndré Vachon の提言で、ある計画が秘密裏に進められた。ヴァションはモンレアル
4

大学教授であり、
『エチュード・フランセーズ』編集長でもあったが、編集委員た
6
ち を集めて、いまだ詩集のないガストン・ミロンにも密かに書きためた詩篇があ
るだろうから、それをまとめさせて、エチュード・フランセーズ賞を与えようと切
り出したのである。ミロンとの交渉にあたったのはジャック・ブローだった（Nepveu,
2011, p. 483）。ここで詳述する余裕はないが、言を左右するガストン・ミロンを説
き伏せて原稿をださせるのは並大抵のことではなかった。とにもかくにも詩集が日
7
の目を見たという点で、ヴァションやブローらの功績は計り知れない 。モンレア
92

ガストン・ミロンとローランティド

ル大学がようやく記者会見を開き、この年のエチュード・フランセーズ賞受賞者を
発表したのは 3 月 10 日のことだった（Nepveu, 2011, p. 489）
。その約 2 週間後の 3 月
27 日に、あの革命的興奮に包まれた「詩の夜」がジェズ劇場 Théâtre Gesu で催され、
まだ未出版の『寄せあつめの男』を手にしたガストン・ミロンが舞台に登場し、詩
を朗読したのである。
ガストン・ミロンの生い立ち―ローランティドからグランビーへ
この初版の詩集の巻末にはヴァションのミロン論が付されている。その中で著者
は、ミロンを「最初のケベック詩人」と呼んでいるのである。ヴァションによれば、
ミロンは、「北においてサンタグリコルの平行線をなぞることによって、西におい
てウタウエ川に沿って国境を印した最初の人」（Vachon, 1970, p. 140）である。北の
境界になっているサンタグリコルはミロンの母親が生まれた村である。周知のよう
に、ベネディクト・アンダーソンは『想像の共同体』の中で、新聞や文学作品はナ
ショナルな時空の形成とその強化に必須であり、文学作品が領土的空間の想像的把
握を可能にし、時空の共有感覚を人々に抱かせると論じている。ガストン・ミロン
の場合は、言葉によってケベックを「領土」として認識させる想像域を拓き、フラ
ンス系カナダの文学をケベックという地理的空間に移行させたと言えるだろう。
よく知られているように、ガストン・ミロンの詩には自伝的要素が深く染みこん
でいる。ここで、彼の少年時代から青年時代までを、主に本論に関わる点に絞っ
8
て振り返ってみよう 。ガストン・ミロンは、ローランティド Laurentides のサンタ
ガート＝デ・モン Sainte-Agathe des Monts に 1928 年 1 月 8 日に生れている。父親
シャルル・オーギュスト Charles Auguste（1896 年生れ）はベッドや窓を製作する建
具大工で、母親はサンタグリコル Saint-Agricole の貧しい家庭の出身だった。ガス
トンは長男で、下に 4 人の妹がいた。ミロン家には強い上昇志向があったようだ。
その背景には、1891 年に敷かれた鉄道によってローランティドが経済的に発展し始
めていたことがある。鉄道の開通は、この地域にとって大きな事件だった。イギリ
ス系カナダ人やユダヤ人が入ってきて、別荘を建てたり、スキーに興じたり、ある
いは療養のためサナトリウムに滞在したりしたのである。ガストンの父親は豊富な
注文を受け、ミロン家にはそれなりの経済的余裕があったようだ。ガストンは、日
中は建設現場で人を使って仕事し、夜は家で工作に専念したり、帳簿をつけたりし
ていた父親を見てそだった。だが、腕のいい父には 1 つだけ苦手なことがあった。
英語が得意ではなかったのである。そのため注文主とのコミュニケーションにしば
しば支障をきたした。シャルル・オーギュストは息子に英語が話せるようになれと
口癖のように言ったものだった。しかし、奇妙なことに英語の苦手意識は息子にそ
のまま引き継がれる。ガストンは、悔しそうな父親の顔を見て、自分たちが他の者
によって支配されていることを屈辱感と共に思い知ったのである。
ガストンの少年時代のローランティドはカトリック・ナショナリズム揺籃の地
だった。父親の読む『アクション・カトリック』は保守的なナショナリスト系の新
聞で、リオネル・グルーがオピニオン・リーダーであり、彼の講演会が写真と共に
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予告されることも珍しくなかった。ガストンは、教会で司祭バズィネ Bazinet に可
愛がられ、合唱隊のメンバーであり、ミサ答えを務めていた。彼を取り巻く環境は
あらゆる面で保守的だったのである。それが彼の精神構造に深く刻まれたことはま
ちがいない。若い頃の彼は保守的なナショナリストであり、第二次世界大戦後も、
少なくとも 1949 年くらいまではデュプレシ政権を積極的に支持していた。その後、
大きな精神変革の時代がやってきて、ライックな社会主義を標榜し、ピエール・
ヴァリエールのような急進思想の持ち主が周辺に現れるようになるが、根本的なと
ころでは最後までカトリック的開明主義者だった。
それはともかく、父親に寵愛されたガストンの幸福な日々は長く続かなかった。
1940 年 3 月、ガストンが 12 歳の時に父親が癌で亡くなるのである。突然家の大黒
柱を失ったミロン家は、生活を極限にまで切り詰めるしかなかった。ガストンは、
グランビー Granby の修道院学校（聖心修道会 frère du Sacré-cœur）に入れられるこ
とになる。優等生だった少年ガストンが学業を続けるには聖職者の道に入るしかな
かったのである。グランビーの修道院学校は、聖職者の教員を養成する学校だった。
以後、ガストンは故郷からも家族からも引き離されて自己形成をする。数年後には
母親が再婚している。ガストン・ミロンは陽気で大胆で、ユーモアにあふれた面と、
4 4 4 4
むやみに謙遜する内気な面とがないまぜになった人だが、そこに少年時代の不幸が
反映しているのかもしれない。
グランビーでの修道院学校生活は表向き順調に行き、先生たちにも信頼されてい
たようである。彼が詩を書くようになったのは修道院学校の自習時間だったようで、
1944 年頃だったらしい（Nepveu, 2011, p. 68）。それにしても、彼は修道僧としての
人生を受け入れられない何かを抱えていた。1946 年、18 歳になると修道院学校を
卒業し、一年間モンレアルの小学校で教職を勤めるが、翌年には教職を放棄し、修
道僧になる誓願も断念するのである。以後、世俗社会に戻った彼はモンレアルに居
を定め、清貧に甘んじ、様々な職業を転々とする生活を送る。彼の唯一かつ密かな
野望は詩人になることだった。
「北」という想像域（imaginaire）
ローランティドという地は、ケベックの人たちの地理的想像力を不思議に刺激す
るようだ。モンレアルの市民たちがこの地域にこぞって建てる瀟洒な別荘にも、そ
れが表れている。彼らが「北」と言うとき、それはたいていローランティドを指し
ている。日常では「モンレアルの北 le nord de Montréal」（Laurin, 1989, p. 13）と言う
こともある。たとえば、夏のモンレアルの蒸し暑さを嘆くとき、「北」の乾いて心
地よい空気が対比的に語られるのである。ケベックの作家が「北」と記すときは要
注意である。ミロンはグランビー時代の日記に、「北のすべてが私のものだ。北は
私に所属する」と書きつけている。この「北」とはローランティドにほかならない。
特に、「出口のない、この世界 Ce monde sans issue」に読まれるような追憶において
喚起されるのが「北」なのである。
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思い出よ、思い出よ、ゆっくりとした家よ Souvenirs, souvenirs, maison lente
Un cours d’eau me traverse
水の流れが私の中を貫く		
4 4 4
Je sais, c’est la nord de mon enfance
わかっている、幼年期の北の川なのだ
Avec ses mains d’obscure tendresse
そしてあの薄暗き優しさの手なのだ
Qui voletaient sur mes épaules
私の肩の上を飛び交う			
Ses mains de latitudes de plénitude
あの満ちた緯度の手よ			
					
（傍点引用者）
（Miron, 1970, p. 29）
傍点部分は、原文では la nord と女性名詞になっている。これはローランティドを
縦貫しているノール川 rivière du Nord のことである。ところで、少年ガストンを楽
園の観念に導いたのは、彼が生まれたサンタガートよりもむしろ母親の故郷サンタ
グリコルだった。この村落は今日では ヴァル・デ・ラック Val-des-Lacs と呼ばれて
いる。サンタグリコルは、ローランティドの中でもとりわけ貧しい村の 1 つで、そ
の北限には未知の空間に誘う無言の森が広がっていて、少年ガストンの夢想を誘っ
た。母親の故郷サンタグリコルの人々は、少年の目には森林を開墾する逞しい英雄
たちだった。ケベックの樵はヨーロッパの羊飼いにあたるような象徴的存在である。
しかし後になって母方の祖父が読み書きができないことを知ると「英雄たち」が、
その雄々しい姿とは裏腹に、経済的だけでなく、精神的な貧困にも病んでいること
を、少年は悟るのである。ある日、本を読んでいると、傍にいた祖父が近寄って来
て、「文字が読めるようになるのなら、わしは命と引き換えてもいい」と呟いたと
ミロンは回想している（Nepveu, 2011, p. 43）。以後、少年にとってサンタグリコル
は、失われた郷土＝楽園、フランス系カナダ人の文化的・言語的貧困と、消し去ら
れた歴史を象徴する土地となる。
詩「セカンス Séquences」には、楽園を包む影への呪詛に似た言葉が連ねられて
いる――「バテッシュ 私の母は私たちの生の生 / バテッシュ やたらに高慢な心な
んぞ / バテッシュ 使いものにならない手なんぞ / バテッシュ 私たちの山で密猟す
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
る首なんぞ / バテッシュ 文盲的暗黒の中の私の祖父よ / バテッシュ 夜なべに疲労
9
困憊する私の父よ / バテッシュ 子供っぽい目をした私よ」 （傍点引用者）（Miron,
1998, p. 76）
バテッシュ Batèche とは悪態の言葉である。「セカンス」は、後に触れるイザベル
との恋愛の破局が直接の契機となって書かれているが、この激しい調子の中に「文
盲的暗黒の中の私の祖父」が折り込まれているのである。この悪態の連禱は次第に
詩人の個人的な不幸を越えてフランス系カナダ人が強いられている状況への怒りに
合体していく。
ミロンが 1959 年から 1961 年にかけてパリに滞在した時期に書かれた詩に「そし
て私のごつごつした岩の思考 その生まれながらの貧しさ Avec la pauvreté natale de
ma pensée rocheuse」という詩句がある。ここに、詩人の自己認識の凝縮した表現を
見ることができる。原文の形容詞 rocheuse は、この地域に散在する岩を想起させる。
ローランティドは、いわゆるカナダ楯状地の一部であり、地球上で最も古い古カン
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ブリア期の地層が氷河に削られて低い岩山となって続いている。そのゴツゴツした
岩山が農民や職人の頑強だが、新時代についていけないイメージに重なるのである。
ミロンがよく用いる語彙、黒ないし闇 noir は、故郷の人々の精神的闇に結びついて
いる。
私が人間たちと出会う遥かな土地の数々
心が締め付けられるヨーロッパの密集した古き家々にも似て
先祖から受け継いだ貧弱な言葉
そして私のごつごつした岩の思考 その生まれながらの貧しさ
私は駄馬のごとく詩を前進させる
いつか見た開墾地の馬にも似て
生をつかみ取ろうと耳をそばだてる馬にも似て
10
朝霧の煙る世界、その肌寒き夏の朝に（Miron, 1970, p. 77）
ガストン・ミロンは 20 歳の時に両大戦間の詩人パトリス・ドゥ＝ラ＝トゥール
＝デュ＝パン Patrice de La Tour du Pin のある詩句に衝撃を受けたと告白している――
「伝説を持たない国はすべて / 寒さに凍え死ぬように運命づけられている」
。何気な
く開いたページにこの言葉を見いだした時、ミロンは、ローランティドに「伝説」
を与えることこそが詩人としての使命だと悟るのである。もっとも、「伝説」とい
う言葉はいささか古びて見えないこともない。あえて社会学的に翻訳することが許
されるなら、
「伝説を持たない国」とは、象徴資本、より広く言えば文化資本が欠
乏している国、贈与の論理が機能不全に陥った社会と訳せそうである。「伝説」と
は、活性化した象徴資本にほかならない。植民地的状態は、経済的従属だけでなく、
社会的象徴交換の機能不全を招く。そして、象徴交換の機能不全が、個人レベルに
おいても、身体的・言語的な解体を引き起こすのである。
フランス系カナダ人社会は長い間、植民地主義の支配下にあるもかかわらず、教
会を核として象徴交換を循環させて来た。しかし、資本主義的産業活動が押し寄せ、
ローランティドにも観光やスポーツを通して新しいライフスタイルが入ってくる
と、伝統的なカトリック社会の価値観が脅かされはじめる。ミロンが父を失い、グ
ランビーに内的亡命を強いられていたとき、社会全体が、口語フランス語の溶解に
象徴される自己喪失的解体に蝕まれつつあった。戦争はその加速をくい止める作用
をもたらしてはいたが、いずれフランス系カナダ人たちは自分たちの言語に制度的
基礎（文法、語彙など）を与えなければならなかったのである。ただ、そのフラン
ス語が自明ではなかった。それはフランスのフランス語ではないが、かといって英
語の語彙が崩れた形で浸入するのを無制限に許すような言語でもないはずだった。
象徴交換は記号活動の 1 つであり、人間の日常生活を身体レベルまで深く支配して
いる。そして、そこに詩人が社会的に寄与する余地がある。あえて言えば、詩人は
古代の巫女の末裔なのだ。詩人は、言葉を通して身体全体を律動させ、象徴交換組
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織体としての身体を回復させる使命を担っているのである。
詩が大きな力を帯びるのは、社会が変動や衝撃に見舞われた時である（東日本大
震災を思い起こしてみようではないか）。「静かな革命」は、まさにそういう時代
だった。「革命」以前から詩作していたミロンの場合、その詩的営為が政治展開と
の共振によって思いがけない増幅を起こした部分がある。実際、ケベック・ナショ
ナリズムを懐胎する想像域としてのローランティドは、「ローランシー」という空
想的国家ヴィジョンを経て地理的空間ケベックに現実的解決を見いだす。それは保
守的なカトリック・ナショナリズムからライックなナショナリズムに転換する過程
にも対応している。公然と「ローランシー」を政治スローガンにしたのは、極右
的なローランシー同盟 Alliance laurentienne を 1957 年に設立したレモン・バルボー
Raymond Barbeau である。そして、そのメンバーの 1 人アンドレ・ダルマーニュ
André D’Allemagne がファシスト的バルボーに嫌気がさしてナショナル独立連合
（RIN）を結成し、まもなくケベック党設立に合流することによって大きな政治的潮
流を形成していくのである。ミロンの詩は、戦後の推移の中で、こうした政治的展
開をあらかじめ待ち伏せしていたかのように輝きを増していく。
恋愛詩
恋愛は、ガストン・ミロンにおいて、世界の象徴交換を回復させ、言葉による身
体の再組織へのチャンスを与えてくれる体験である。恋愛は言葉と身体を融合させ
る坩堝である。彼は少なからぬ女性と交際があったが、その詩世界の成立において
決定的だったのがイザベル・モンプレズィール Isabelle Montplaisir との出会いだっ
た。この女性と出会うのは 1952 年 2 月 17 日だが、この頃から彼の詩は大きく変容
し、もっとも豊穣な時期を迎える。それは 1958 年くらいまで続き、
『寄せあつめの
男』を構成する主要な作品の初稿が書かれるのである。
当時、ガストン・ミロンは社会啓蒙活動グループ「よき時代の騎士団 l’Ordre de
Bon temps」
（1950 年、ロジェ・ヴァラン Roger Varin によって設立）に参加して、
モンレアルだけでなく地方巡業もしながら、演劇、ダンス、詩の朗読を交えた集会
を催していた。こうした集会で出会ったのが、詩の中でイザ Isa と呼ばれる女性で
ある。二人の恋愛は、彼の性急で不安定な性格も手伝って急激に進むが、また急激
に悪化もして、約 1 年後には破局を迎える。詩人は電撃のようなこの体験を次のよ
うな言葉で振り返っている――「1952 年に最初の恋がありました。当然、それは 1
年後に失敗に帰しました。この失恋が私を決定づけたのです。私は自分を責めまし
た。私は、有罪のコンプレックスにすっかりとらわれたのです」
（Miron, 2010, p. 54）
。
イザベルとの恋愛を通して、ガストン・ミロンの詩に独特な響きが湧出する。た
とえば、詩集冒頭の詩「海 日を継いで Mer Jours」には、後に見られる振幅の幅
や語彙の複雑さこそまだないが、すでにイザによって切り拓かれた時空が読み取れ
る。
海

日を継いで			Mer jours
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そして、鳥の失せたハープ		

et de harpes sans oiseaux

消滅した密かな満ち潮のために		
4 4
その沈黙を宿す岩の窪みの中で		
おまえは逆しまに織っている		
あの吐息を 私の燻る心臓の上に

pour de secrètes marées disparues
dans l’anfractuosité des silences
tu retisses à rebours
les souffles à mon cœur capiteux

おまえに種を蒔く一つの神秘のために
抱擁の稠密な反復の中で		
おまえはいつも聴診している		
星の付いた測定器で			
おまえの息長き絶望を			
					

pour un mystère qui t’ensemence
dans le multiple dense des étreintes
tu auscultes toujours
d’une sonde à l’étoile
ta longue désespérance
（傍点引用者）
（Miron, 1970, p. 8）

詩本文の 4 行目の「沈黙」は、ローランティドの民衆の集合的無言とも読める。
女性は、詩人の私的な領域に現れるが、ローランティドの消し去られた記憶、ある
いはグランビーのような他地域も含めた自然への詩的想像力全般を触発するのであ
る。最終行の「絶望」は、詩人が女性と共有する絶望だろうが、詩集全体の中では
ケベックがケベックになれない絶望とも読み取れる。ここに新たなパラダイムによ
る私的空間と政治的・文化的空間の共振が隠されている。
4
4
女性は「絶望」を共有するだけの存在ではなく、詩人を象徴的・神話的地図 の
4 4
現在性へと導いてくれる存在でもある。たとえば「私の美しき愛よ Mon bel amour」
は、約束の地に導いてくれるかもしれない愛の旅程への希望にあふれている。
私の美しき愛－航海士よ		
想いの上に開かれる手よ		
4 4
おまえは私の心の地図を知悉している
おまえを長く沈み込めるゲームと
おまえの魂の歌う光を			

Mon bel amour navigateur
mains ouvertes sur les songes
tu sais la carte de mon cœur
les jeux qui te prolongent
et la lumière chantée de ton âme

誰が共に見抜かずにいよう		
その沈黙の深みを多孔質の目で		
わたしたちが聴かなくてはならないものを
耳を貝殻にして			
4 4 4 4 4
どんな青い音の国で			
贈り物のオクターヴの中の私の愛－震撼よ

qui ne devine ensemble
tout le silence les yeux poreux
ce qu’il nous faut traverser le pied secret
ce qu’il nous faut écouter
l’oreille comme un coquillage
dans quel pays du son bleu
amour émoi dans l’octave du don

夜の桟橋の上で			

sur la jetée de la nuit

わたしたちが横切らなくてはならないものを秘密の足で
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迎えるすべての朝に私は祈りを捧げにいくだろう

à tous ces matins j’irai prier
et je saurai ma présente
そして私の現在－女を知るだろう
d’un vœu à l’azur ton mystère
蒼空への誓願により おまえの神秘を
déchiré d’un espace rouge-gorge
赤い胸の駒鳥の空間に裂けたおまえを
				
（傍点引用者）
（Miron, 1970, p. 9）
4

4

傍点部の「青い音の国」とは神話的ローランティド、更には現在的ケベックのこ
とだろう。
「航海士」という語が詩人の導き手としての女性の役割を示している。
最終行の、女性的肉体性を想起させる「駒鳥」にも注意を払いたい。ミロンにおい
ては、動植物は描写の対象というよりは想像力の跳躍を招きよせる記号的存在であ
る。象徴的・神話的想像域のパラダイムがそこで活性化するのである。その中でも
駒鳥 rouge-gorge は、ハシボソカラス corneille と共に特別な役割を担っている。
女性は「媒介」でもある。ミロンの告白を聴いてみよう――「女性によって、私
は媒介を発見しました。私は自分の国をあらためて発見しました。私の中で、この
媒介と国の間に一定の同一化運動があることに気がついたのです。私は誰かを通
して愛することができなければ、世界にも人間にも到達できないのです」（Miron,
2010, p. 55）。この『世界」と「人間」は、まずまずは「ケベック」と「ケベック人」
を指すのだろう。
「媒介」としての女性には幾つかの側面があるが、ここでは女性が詩作品のレベ
ルで事物との関係を蘇生させる「媒介」であることを指摘しておこう。女性は、事
物の輪郭への感性を敏感にし、それによって語彙的パラダイムを神話的に転換させ
るのである。もっとも、ミロンにおいて風景が広い空間として描写されることはな
い。むしろ、狭い視線で捉えられ、歪み、断片化され、ほとんど身体に結びついた
記号として出現する。詩人の眼差しが切り取る空間はアンフォルメルで不連続なの
である。巻頭に掲げられた短詩「寄せあつめの男」はそのような幾重にも屈折した
生活空間への違和感を見事に形象化している――「私は私から遠く離れてアブラカ
ダブラの旅をしてきた / もう久しく私は私に再会したことがなかった / ようやく私
は私の中に戻ってきた ちょうど不在のうちに / 建てられた家に戻った男のように /
沈黙よ、おまえに挨拶を送ろう」（Miron, 1970, p. 5）
女性は、こうして、所有を奪われた詩人に空間的パラダイムの再構築の契機、そ
して彼自身の再生のチャンスを与えてくれる存在である。しかし、すでに述べたよ
うに、愛はいつでも挫折に終わる。「愛の行進」という代表的な長詩があるが、こ
のどこかユーモアを感じさせるタイトルに挫折への詩人の姿勢が表れている。愛は、
ゴールのない、目的地に至らない、したがって意味の凝固しない行進なのだ。それ
どころか、女性は、屈辱のどん底へ突き落とす存在でさえある。そこから、ミロン
独特の対象のない怒りにも似た黒い笑い、存在を耐え抜く武器としてのユーモアが
編み出される。ガストン・ミロンは自己を笑い飛ばしながらも最後の希望を捨てず、
「いつの日か私は私が生まれたことに「ウイ」ということだろう」
（Miron, 1970, p. 50）
と呟く詩人なのだ。
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次は、「ノン・ポエムとポエムについてのノート」という、散文と詩が入り交じっ
た長いテキストの一部である――「ノン・ポエム / それは私の悲しみ / 存在論的悲
しみ / 他者であることの苦しみ。// ノン・ポエム / それは日常的な他者性を / 耐える
希望なき条件 // ノン・ポエム / それは見知らぬものに成り果てた私の言語 / 私の霧
のかかった精神の泥沼から / 私の現実の疎外された記号の泥沼まで」
リーズ・ゴーヴァンによれば、ノン・ポエムはケベックの植民地的状態から来て
いる（Gauvin, 2013, pp. 42-46）。まさにその通りだが、広く見れば、20 世紀の詩全
般が非 - 詩ないし反 - 詩を取り込むことによって展開してきたわけで、現代世界全
般にかかわってもいるのだろう。それはともかく、ミロンにおける新たな韻律は、
ポエムとノン・ポエムの高速な入れ替わりの中で響きはじめる。その運動の中で言
葉は凝縮され、多元的な意味の場を開く矢となる。サン＝ドニ・ガルノーは定型詩
を壊し、自由詩の可能性を拓いたと言われるが、そうして解放された言語空間の中
で、ミロンは語の群れに不測の衝突や共振を引き起こさせる。しかも、それがケ
ベックの人々の散文的な日常語によって作動する内的律動であることに注意しなけ
ればならない。ヴァションは、サン＝ドニ・ガルノー、アラン・グランボア、アン
ヌ・エベールの詩的言語は、統語のレベルでも文体のレベルでも、シュルレアリス
ムの影響を受けた標準的なフランス語か、国際的なフランス語にとどまっていると
指摘している（Vachon, 1970, p. 137）。ガストン・ミロンは、フランスのフランス語
を規範としない、ケベックの日常語の語彙、表現、律動を詩的言語に錬成したので
ある。
本論では、ガストン・ミロンを「ケベック的人間」の創造者と見るところから出
発して、身体を組織する詩的言語を論じ、フランス系カナダ人の言語喪失の危機を
まずは確認した。ガストン・ミロンの詩は、そのような言語的危機を前にしての言
葉と身体の再組織化、すなわち「ケベック的人間」の受肉への試みだったと言える。
それは、日常生活を構成する諸事物の現在的時空の中での神話的再構築でもあり、
言語的パラダイム転換を通してカトリック・ナショナリズムからライックなナショ
ナリズムへの移行を実現する地理的想像空間の創造でもある。ミロンにおいては、
それが恋愛という個人的な体験に密着したエクリチュールを通してなされている。
ミロンの詩的探求は、植民地的状況における人間的自律性の回復だけでなく、フラ
ンス文学〈界〉からの脱却の模索でもあった。最後に一言付け加えておけば、文学
的自律性は出版の自律性と不可分である。そこに彼の設立した出版社エグザゴヌ社
の意義があるが、本論ではその点に触れる余裕はなかったし、そもそもミロンの詩
的言語の分析にしても端緒を開いたにすぎない。近年「静かな革命」当時の経済政
策は多くの国がすでに実施していたものであり、とても「革命」とは言えないとい
う論調もある。逆に言えば、出版も含めたミロンを初めとする文学の動向を考慮に
入れなければ「静かな革命」の真の姿は見えてこないと言えるのではないだろうか。
（たちばな ひでひろ 早稲田大学教授）
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Cf. https://www.youtube.com/watch?v=j_lFiawIpT0
アカデミシアン就任演説では前任者を語るのが慣例だが、ラフェリエールの場合は、
前任者エクトール・ビアンショティだけでなく、作家としての彼自身が恩義を感じる
文学的伝統、作家たちにも少なからず触れている。就任演説は 2015 年 5 月 28 日に行
われた。
アルフレッド・デロシェ Alfred DesRochers の詩集『オルフォールの陰で』（1929 年）
に、「私は超人的種族の失墜した息子である」で始まる有名な詩がある。ミロンの無産
者としての自己規定は、フランス系カナダ文学のトポスでもある。デロシェはグラン
ビー時代のミロンに大きな影響を与えた。
L’homme rapaillé の訳は他にも幾つかあるが、本論では « rapaillé » の意味を尊重した
い。
『エチュード・フランセーズ』が、フランス語圏文学の認知と発展に無視できない
役割を演じたことを言っておかねばならない。たとえば、コートジヴォアールのアマ
ドゥー・クルマの才能を最初に認めたのは、『エチュード・フランセーズ』の編集委員
たちである。フランスで出版社を見つけることができなかった彼に第１回エチュード・
フランセーズ賞（『独立の太陽』）を授けたことが、クルマの文学的成功を導いた。
編集委員には、ジャック・ブロー、ポール＝マリ・ラポワント、ナイム・カタンら
がいた。
次のようなエピソードがある。なかなか仕事を進めないガストン・ミロンに業を煮
やしたジャック・ブローは作戦を変え、何食わぬ顔で次のように言ったそうである――
「ガストン、実はね、出版部と話し合ったのだが、もうぎりぎりのところに来ているそ
うだ。今回の計画（詩集出版のこと）は諦めることにしたよ」。すると、ミロンの顔つ
きが見る見るうちに変わり、その後は、原稿が出てくるようになったということであ
る（Nepveu, 2011, p. 484）。
以下の伝記的事実の記述は、主にピエール・ヌヴーの伝記に依拠している。煩雑を
避けるため、後に触れるミロンの恋愛体験も含めて、特に必要と思われる箇所以外に
は典拠を示していない。
本来なら、詩は行分けを改行によって示さなければ、その効果が見えにくくなるが、
紙幅の制限上、行分けを「/」で示す場合もあることをお許しいただきたい。また、詩
は訳だけでは隔靴掻痒の感が残るが、原文の表示についても一部にとどめた。
この詩は最初「はるかな土地」と題されたが、後に「パリ」と改題されている。
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L’historicité et le surnaturel dans les contes
fantastiques d’Honoré Beaugrand
オノレ・ボグランの幻想物語における
歴史性と超自然
HAN Yongtaek

ハン

ヨンテク

Résumé

Notre étude a pour but d’examiner les caractéristiques narratives des contes
fantastiques d’Honoré Beaugrand, La Chasse-galerie, Le loup-garou et La bête à
grand’queue. Ces trois contes basés sur le conte oral empruntent la forme de récit
dans un récit. Il se trouve toujours deux narrateurs, celui du récit enchâssant et celui
du récit enchâssé. Le narrateur du premier niveau narratif est un narrateur extra- et
hétérodiégétique, tandis que celui du second, un narrateur intra- et homodiégétique.
Si le premier est anonyme, réticent et fidèle aux fonctions de base, le second, doté
d’une identité concrète, raconte verbeusement ses propres expériences jalonnées
d’événements surnaturels. De même, les énoncés du narrateur du récit enchâssant se
caractérisent par leur objectivité et leur historicité, et ceux du personnage-narrateur,
par leur subjectivité. En effet, le narrateur principal et anonyme rapporte simplement
ce qui s’est passé. Il n’est pas responsable de la véracité des événements surnaturels.
Pour lui, raconter, c’est témoigner. Inversement, le personnage-narrateur exprime
son opinion personnelle et interprète des faits passés. Le sens des événements réside
dans l’acte même de les raconter et de les écouter. Pour lui et d’autres personnages,
raconter, c’est partager et constituer la tradition et l’identité québécoises
Mots-clés : Honoré Beaugrand (1849-1906), La Chasse-galerie, Le loup-garou, La
bête à grand’queue, conte fantastique
Le récit fantastique dans la littérature québécoise du 19e siècle
Au Québec, la littérature canadienne-française se forme au 19 e siècle. En
1837, Philippe Aubert de Gaspé fils publie le premier roman canadien-français :
L’influence d’un livre. Bien qu’il y ait des facteurs impropres à favoriser la lecture
d’une littérature nationale, tels que la quasi-absence de tradition de lecture liée aux
difficultés, jusqu’en 1849, de diffuser des livres français sur le territoire, la rareté
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des bibliothèques publiques, la faveur accordée aux auteurs français (Carpentier,
1993, pp. 107-108), les intellectuels canadiens-français se mettent à composer des
histoires plus ou moins originales et à les publier dans des journaux et périodiques.
Plusieurs grandes revues littéraires nationales fondées durant les années 1860, par
exemple, Les Soirées canadiennes, Le Foyer canadien et La Revue canadienne,
fournissent aux lecteurs canadiens-français l’occasion de lire des textes littéraires en
français qui ne sont pourtant pas écrits par des écrivains français. La progression de la
scolarisation au Québec a contribué à cet élargissement du lectorat et en même temps
à la formation de sociétés littéraires. Les intellectuels du Québec se consacrent à la
production littéraire pour plusieurs raisons. Certains jeunes gens, en particulier des
jeunes instruits, publient des textes littéraires dans le but de se faire mieux connaître
avant de se lancer en politique. Bien qu’ils soient admirateurs de littérature et qu’ils
aient l’ambition de devenir écrivains, ils considèrent la publication comme « une
façon de se confirmer comme élite et devenir une personnalité publique (Carpentier,
1993, p. 107) ». Et il y a des intellectuels qui cherchent à former la littérature
nationale du Québec. Pour eux, l’acte d’écrire des œuvres littéraires en français serait
conçu comme une mission pour prouver l’existence de l’histoire et de la littérature
canadiennes-françaises. À ce propos, il est difficile de nier l’impact du rapport du
Gouverneur du Canada, Lord Durham, pour qui la population canadienne-française
est « un peuple sans histoire et sans littérature (1839) ».
Quelle que soit leur motivation personnelle à écrire des œuvres littéraires,
beaucoup d’auteurs canadiens-français se penchent sur le matériel populaire et
traditionnel pour en tirer un récit, de sorte que la publication de contes et légendes
inspirés de la tradition orale devient une tendance littéraire importante du 19 e
siècle. Cette tendance se manifeste concrètement par la fondation de la revue Les
Soirées canadiennes. En fondant la revue avec ses collaborateurs en 1861, l’Abbé
Henry-Raymond Casgrain reprend l’épigraphe de Charles Nodier : « Hâtons-nous
de raconter les délicieuses histoires du peuple avant qu’il les ait oubliées (Rajotte,
1993, p. 77). » Plusieurs hommes de lettres répondent à cet appel : Joseph-Charles
Taché, Benjamin Suite, Honoré Beaugrand, Louis Fréchette, l’abbé Georges Dugas
et Faucher de Saint-Maurice. Ils fixent par l’écriture la parole traditionnelle pour
sauvegarder le patrimoine culturel oral et en même temps pour créer une littérature
porteuse de mémoire collective. La place qu’ont les contes et légendes chez ces
écrivains du milieu du 19e siècle se lit clairement dans le texte de Joseph-Charles
Taché, pour qui ils « constituent une portion notable, le fond on peut dire, de toute
littérature nationale (1863, pp. 8-9). » Donc, recueillir des contes et légendes est
une ‘œuvre patriotique’, comme le souligne l’Abbé Casgrain dans la préface de ses
Légendes canadiennes :
L’histoire, si poétique, de notre pays est pleine de ces délicieuses légendes, de
ces anecdotes curieuses qui lui donnent tout l’intérêt du drame. Il en est encore
une foule d’autres qui sommeillent au sein de nos bonnes familles canadiennes
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et dont le récit fait souvent le charme des longues soirées d’hiver. [...] Ne seraitce pas une œuvre patriotique de réunir toutes ces diverses anecdotes, et de
conserver ainsi cette noble part de notre héritage historique ? (1861, p. 8)
Aurélien Boivin, qui a répertorié l’ensemble des textes basés sur des contes et
légendes populaires québécois, les classe en trois catégories : les contes surnaturels,
les contes anecdotiques et les contes historiques. D’après lui, les premiers sont les
plus connus et les meilleurs parmi ces trois sortes de contes (2001, p. 8). En effet,
la littérature canadienne-française du 19e siècle est inséparablement liée aux contes
surnaturels ou à la littérature fantastique au sens large, comme le souligne le fait que
L’influence d’un livre de Gaspé fils, le premier roman québécois, comprend deux
légendes fantastiques, celles de Rose Latulipe, L’étranger et de Rodrigue Bras-de-fer,
L’homme de Labrador. Le genre romanesque et le genre fantastique ont commencé
à se former au même moment, de sorte qu’il serait difficile de parler de la littérature
québécoise du 19e siècle sans mentionner les contes surnaturels ou fantastiques. Et
ces derniers vont remporter un certain succès jusqu’au début du 20e siècle, jusqu’à ce
que la Première Guerre mondiale éclate.
Le narrateur dans les contes fantastiques d’Honoré Beaugrand
En 1900, Beaugrand publie un recueil intitulé La Chasse-galerie, Légendes
canadiennes, qui comprend cinq contes littéraires : La Chasse-galerie, Le loup-garou,
La bête à grand’queue, Macloune et Le père Louison. Ces contes ont été déjà publiés
quelques années plus tôt dans des journaux ou périodiques et sont modifiés par l’auteur
lui-même pour le recueil. La Chasse-galerie, Le loup-garou et La bête à grand’queue,
ces trois récits mettent en avant des légendes bien connues au Québec. Le canot
volant (la chasse-galerie) et le loup-garou, qui apparaissent dans bien d’autres récits
québécois, font partie des légendes familières à la population. Comme le montre leurs
titres, dans lesquels figure le nom d’êtres surnaturels, ces trois contes ont des traits du
fantastique. Les structures et les formes narratives de ces trois récits sont semblables
les unes aux autres. Il ne serait pas très approprié de dire que leur similitude narrative
provient du fait qu’ils sont écrits par le même auteur, car les contes fantastiques
québécois de cette période, eux aussi, ont en commun ces caractéristiques. Ce qui met
en relief l’homogénéité de ces récits tirés de contes et légendes, c’est la contrainte
du genre plutôt que la créativité d’un auteur. Toutefois, les contes fantastiques de
Beaugrand ont leur propre trait caractéristique qui permet de les considérer comme
ouvrages seuls et uniques. Il n’est pas faux de dire qu’ils relèvent du genre fantastique
québécois, mais il est aussi vrai qu’ils ont quelque chose de singulier et de distinctif.
Ce que nous allons voir dès maintenant, c’est ce trait distinctif que partagent les
contes fantastiques de Beaugrand. Et nous aborderons cette question sous l’angle des
techniques narratives, en particulier à travers les problèmes que posent les niveaux
narratifs et la subjectivité du sujet parlant.
Publié pour la première fois en 1891, La Chasse-galerie de Beaugrand est le
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premier conte écrit en français au Québec traitant du canot volant. Il est naturel qu’il
devienne le référent des autres œuvres basées sur la même légende. Par conséquent, le
récit de Beaugrand, selon Ricard, auteur de l’édition critiquée de La Chasse-galerie, a
beaucoup contribué à la survie et à la diffusion de cette légende, tout en lui imposant
une forme sous laquelle elle a eu de plus en plus tendance à se fixer (1989, p. 70). Et
de tous les récits de Beaugrand, La Chasse-galerie est « celui qui a joui de la plus
grande faveur et qui a été le plus abondamment commenté (p. 69) ».
Le récit est composé de sept chapitres auxquels s’ajoute le discours de l’auteur
comme un avis aux lecteurs. Voici l’histoire résumée de chacun des chapitre.
(Avis au lecteur)
L’auteur, signé ‘H. B.’, dit que ce récit a été publié pour la première fois en
18921 et que les légendes de la chasse-galerie sont bien connues dans les paroisses
riveraines du Saint-Laurent. Il dit aussi qu’il a rencontré des voyageurs affirmant
avoir vu le canot volant.
Ch. I
Un narrateur anonyme parle de ce qui s’est passé la veille du jour de l’an 1858
dans les chantiers des Ross en haut de Gatineau. Il dit Joe, le cook, mérite d’être
le conteur. Ce dernier débute le récit de sa propre expérience devant les bûcherons
réunis autour de lui.
Ch. II
Joe devient le narrateur principal. À pareille date, il y a de cela 34 ou 35 ans,
Joe accepte la proposition de Baptiste Durand, boss, de courir la chasse-galerie afin
de retrouver leurs blondes à Lavaltrie et de fêter avec elles l’arrivée du Nouvel An.
Prendre la chasse-galerie qui vole à 200 km à l’heure est synonyme de signer un
pacte implicite avec le diable. À condition de ne pas prononcer le nom du Bon Dieu
pendant le trajet, et de ne pas s’accrocher aux croix des clochers, le canot les emmène
où ils veulent aller.
Ch. III
Huit bûcherons, incluant Joe, s’envolent dans le canot. Le voyage s’effectue sans
incident.
Ch. IV
Ils arrivent au village, mais tous les jeunes sont allés de l’autre côté du fleuve. Ils
reprennent le canot.
Ch. V
Après avoir fêté jusqu’au petit matin, ils prennent de nouveau le canot pour
retourner au chantier.
Ch. VI
Baptiste, ivre, perd le contrôle du canot, qui évite de justesse la croix d'un clocher
avant de s’échouer sur le flanc d'une montagne. Les autres bûcherons ligotent et
bâillonnent Baptiste. Cette fois, c’est Joe qui pilote. Mais Baptiste se défait de ses
liens et prononce un blasphème, qui fait tomber le canot en pleine forêt, non loin du
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chantier. Joe perd connaissance.
Ch. VII
Le lendemain matin, Joe s’éveille et sait que ses compagnons et lui ont été
transportés par des bûcherons. Il termine son histoire en conseillant aux gens qui
l’écoutent d’attendre à l’été prochain pour aller embrasser leur p’tits cœurs sans courir
le risque de voyager aux dépens du diable. Le narrateur qui a donné la parole à Joe
dans le chapitre I réapparaît. Et c’est lui qui termine le récit en décrivant Joe le cook
qui examine si la tire est cuite à point.
Ce qui attire notre attention, c’est le fait que ce conte emprunte la structure de
l’enchâssement. Il présente deux narrateurs, celui du récit enchâssant et celui du
récit enchâssé, si bien qu’il y a deux sortes d’énonciations, deux sortes de niveaux
narratifs. Le narrateur du récit premier, celui du récit enchâssant, est anonyme. Il
n’intervient pas dans le déroulement des événements narrés. Dans ce sens, c’est un
narrateur hétérodiégétique. En plus, il n’a aucune identité de personnage. C’est-à-dire
qu’il est un narrateur extradiégétique. Tout ce qu’il fait, c’est narrer des événements et
donner la parole aux personnages, si nécessaire. Il est fidèle aux fonctions narratives
élémentaires inévitables. Il n’assume que la fonction narrative et celle de régie. Son
intervention est réduite au minimum. Il n’exprime pas son opinion personnelle ou
subjective à propos de ce qu’il raconte et de ce que le narrateur du récit enchâssé
rapporte. Et ses énoncés étant faits au passé simple, « les événements semblent se
raconter eux-mêmes (Benveniste, 1966, p. 241) ». Il peut être considéré comme un
de ces narrateurs typiques que l’on voit, surtout à partir du 19e siècle, dans le roman à
narration hétéro-diégétique.
À l’inverse, le narrateur du récit enchâssé, Joe, est un narrateur-personnage.
Il vit dans le monde raconté. Il parle à d’autres personnages. Il est un narrateur
intradiégétique. L’histoire qu’il relate, histoire de la chasse-galerie, provient de sa
propre expérience. Dans ce sens, c’est un narrateur homodiégétique. En plus, Joe a
des antécédents et une personnalité :
« Joe le cook était un petit homme assez mal fait, que l’on appelait assez
généralement le bossu, sans qu’il s’en formalisât, et qui faisait chantier depuis au
moins 40 ans. Il en avait vu de toutes les couleurs dans son existence bigarrée et
il suffisait de lui faire prendre un petit coup de Jamaïque pour lui délier la langue
et lui faire raconter ses exploits (p. 82) ».
À la différence du premier narrateur, Joe exprime sa subjectivité et son opinion
personnelle. Pour ainsi dire, c’est un personnage bien réel dans le monde fictif, un
personnage en chair et en os. Naturellement, les énoncés de Joe sont faits au passé
composé et au passé simple. Lorsqu’il relate sa propre expérience vécue, c’est le
passé simple qui est employé ; mais quand il exprime ce qu’il interprète à propos des
événements passés au moment de sa narration, le passé composé fonctionne comme
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le temps verbal de base. L’exemple ci-dessous le montre bien :
« Nous sortîmes donc les uns après les autres sans faire semblant de rien et cinq
minutes plus tard, nous étions remontés en canot, après avoir quitté le bal comme
des sauvages, sans dire bonjour à personne ; pas même à Liza que j’avais invitée
pour danser un foin. J’ai toujours pensé que c’était cela qui l’avait décidée à
me trigauder et à épouser le petit Boisjoli sans même m’inviter à ses noces, la
boufresse. (p. 91) »
L’emploi du passé composé fait entendre que le présent et le passé coexistent dans
les énoncés de Joe. Les événements du passé qu’il raconte sont des faits évoqués au
présent de sa narration. Le point de vue du présent est imprégné dans les énoncés de
Joe. Les événements narrés font partie du passé, pourtant ils ne sont pas nettement
séparés du présent. En bref, le passé n’a de sens qu’en relation avec le présent. Celui
qui interprète l’élément surnaturel avec le critère de moralité, c’est aussi le narrateur
de récit enchâssé. Incidemment, il a une fonction dont le narrateur du premier niveau
est dépourvu : la fonction idéologique.
Le trait caractéristique de la narration dans La Chasse-Galerie se retrouve
également dans les autres contes fantastiques de Beaugrand : Le loup-Garou et La
bête à grand’queue.
Le loup-Garou est un conte publié pour la première fois dans la revue La Patrie
en 1892. Dans ce conte, on voit également deux niveaux narratifs et deux narrateurs.
Le narrateur du récit enchâssant est anonyme et n’assume que des fonctions de base.
C’est le père Pierriche Brindamour, personnage-narrateur, qui relate deux anecdotes
concernant le loup-garou devant des avocats « pendant la dernière lutte électorale
de Richelieu, entre Bruneau et Morgan, dans une salle du comité du Pot-au-beurre,
en bas de Sorel (p. 96) ». Le narrateur du premier niveau, après avoir cédé la parole
au narrateur du second niveau, n’intervient que pour donner des informations sur le
cadre spatio-temporel et les personnages.
La narration de La bête à grand’queue, conte dont la première version est publiée
dans La Patrie en 1892, est aussi assumée par deux narrateurs. Le narrateur anonyme
transcrit fidèlement les dialogues des personnages. L’événement principal est narré
par Fanfan, « un mauvais sujet qui faisait le désespoir de ses parents, qui se moquait
des sermons du curé, qui semait le désordre dans la paroisse et qui – conséquence
fatale – était la coqueluche de toutes les jolies filles des alentours (p. 108) ». Ce
personnage-narrateur commence à raconter son histoire de bête à grands queue à
d’autres personnages, Pierriche Desroisiers et Maxime Sanssouci, qui prennent
« clandestinement un p’tit coup dans la maisonnette du vieil André Laliberté qui
ven[d] un verre par ci et par là, à ses connaissances, sans trop s’occuper des lois de
patente ou des remontrances du curé (p. 108) ». Lorsque Fanfan a fini de raconter son
histoire, le narrateur anonyme du récit enchâssant ajoute que le « récit qui précède
donna lieu, quelques jours plus tard, à un démêlé resté célèbre dans les annales
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criminelles de Lanoraie (p. 114) ». Et il termine le conte en citant le procès-verbal de
ce démêlé.
L’historique et le surnaturel
Comme nous l’avons vu, la structure de l’enchâssement, trait distinctif commun
des contes fantastiques de Beaugrand, contribue à créer deux sortes d’énoncés ;
les uns sont produits par le narrateur réticent et objectif, et les seconds, par le
personnage-narrateur bavard et libre d’exprimer sa subjectivité. Ce qui nous fait
remarquer cette dichotomie, c’est la différence qui se trouve entre ces deux formes
d’énoncé. Il s’agit en particulier de l’attitude du narrateur à l’égard de ce qu’il relate.
En fait, les contes de Beaugrand, d’ailleurs comme dans la majorité des romans,
prennent la forme d’une narration ultérieure ; les faits sont déjà accomplis, terminés
au moment où les narrateurs les rapportent. Théoriquement, il y a une distance entre
le moment supposé de la narration et le passé raconté. Pourtant, cette distance ne se
voit pas clairement dans les énoncés du narrateur du récit enchâssant, car le moment
de la narration semble avoir été effacé. Le regard rétrospectif ou la perspective du
présent étant visiblement absent, on ne sait pas exactement quand la narration a eu
lieu. Cela crée l’impression que seul le passé raconté existe, de sorte que le monde
fictif même existe tel quel, sans relation avec le présent de la narration. À l’inverse,
les énoncés des personnages-narrateurs comprennent un regard rétrospectif. Les
événements passés et vécus sont toujours rapportés avec la perspective présente
des personnages-narrateurs. Le passé n’est pas isolé du présent de narration des
personnages. Ainsi, l’accent est mis non seulement sur les faits narrés, mais aussi
sur l’acte de narrer. L’emploi des indices temporels montre plus clairement cette
différence comme on le voit dans les exemples ci-dessous (c’est nous qui soulignons) :
(A) « On était à la veille du jour de l’an 1858, en pleine forêt vierge, dans les
chantiers des Ross, en haut de la Gatineau. La saison avait été dure et la
neige atteignait déjà la hauteur du toit de la cabane (p. 81). »
(B) « C’était un soir comme celui-ci, la veille du jour de l’an, il y a de cela 34
ou 35 ans. Réunis avec tous mes camarades autour de la cambuse, nous
prenions un petit coup ; mais si les petits ruisseaux font les grandes rivières,
les petits verres finissent par vider les grosses cruches, et dans ces temps-là,
on buvait plus sec et plus souvent qu’aujourd’hui, et il n'était pas rare de voir
finir les fêtes par des coups de poings et des tirages de tignasse. La Jamaïque
était bonne, - pas meilleure que ce soir, - mais elle était bougrement bonne,
je vous le parsouête (pp. 82-83). »
Les énoncés (A) et (B) se réfèrent, sur le plan temporel, au même moment, qui
constitue d’ailleurs le cadre du récit. Mais dans l’énoncé (A), celui du narrateur
du récit enchâssant, ce moment est exprimé par l’ère chrétienne, 1858, tandis que
dans l’énoncé (B), celui du personnage-narrateur, le même moment est désigné
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par l’expression déictique, « il y a de cela 34 ou 35 ans ». En plus, le personnagenarrateur fait des efforts pour relier le passé au présent par la comparaison, comme en
témoignent les expressions telles que « un soir comme celui-ci », « dans ces tempslà, on buvait plus sec et plus souvent qu'aujourd'hui », «pas meilleure que ce soir ».
En bref, dans l’énoncé (A), les événements passés acquièrent une sorte d’historicité,
une sorte d’objectivité ; le monde raconté est simplement présenté devant les yeux du
lecteur. Par contre, dans l’énoncé (B), le passé ne constitue pas un monde autonome,
et des événements narrés ne sont significatifs que dans la mesure où ils sont rappelés
au présent des personnages. Pour ces derniers, le passé n’est pas complètement passé,
mais toujours vivant en attendant des rappels et interprétations. Cela veut dire que,
dans les énoncés du personnage-narrateur, il y a peu de place où peut intervenir la
perspective historique dans laquelle l’objectivité prime avant tout.
Par ailleurs, le personnage-narrateur des contes fantastiques de Beaugrand
parle toujours à d’autres personnages. Les événements surnaturels ne sont pas
objectivement présentés au lecteur. Ils sont relatés dans une situation de dialogue
concrète et détaillée. À strictement parler, ce qui constitue le contenu des contes
de Beaugrand, ce n’est pas seulement des événements surnaturels, mais aussi cette
situation de dialogue qui englobe généralement un contexte, un locuteur et un
interlocuteur, l’acte d’échanger des paroles. La présence même de cette situation
énonciative est significative, car cette situation, étant absente dans les énoncés
du narrateur du récit enchâssant, met en relief le fait que le sens des événements
surnaturels réside dans l’acte de les rappeler ou d’en parler entre les personnages.
Tant que ces événements sont rappelés et rapportés, la question de leur véracité ne
se pose pas sérieusement. Ce qui est important dans le monde raconté, ce n’est pas
de savoir si les événements comme tels ont réellement lieu, mais simplement d’en
parler et de les écouter. Ici, les événements surnaturels peuvent être conçus comme
un matériel culturel que les personnages partagent. Et, à travers cet acte, ils s’assurent
s’ils vivent dans le même monde, dans la même tradition que leur ancêtre. En fait, le
surnaturel, élément essentiel constitutif des contes fantastiques de Beaugrand, est ce
par quoi les personnages vérifient leur identité québécoise.
En guise de conclusion
Les trois contes fantastiques de Beaugrand, La Chasse-galerie, Le loup-garou
et La bête à grand’queue, ont la même structure narrative : celle d’un récit dans
un récit. Donc, il se trouve toujours deux niveaux d’énonciation. L’énonciateur du
premier niveau, narrateur du récit enchâssant qui parle essentiellement au lecteur, est
un narrateur extrahétérodiégétique, tandis que celui du second niveau, personnagenarrateur qui raconte aux autres personnages, un narrateur intrahomodiégétique. Si
le premier est anonyme, réticent et fidèle aux fonctions de base, le second, ayant
une identité concrète en tant que personnage, raconte verbeusement ses propres
expériences jalonnées d’événements surnaturels.
Les deux niveaux d’énonciation produisent deux énoncés différents l’un de l’autre
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et contrastifs. Les énoncés du narrateur du récit enchâssant se caractérisent par leur
objectivité et leur historicité, et ceux du personnage-narrateur, par leur subjectivité.
Cela indique que l’attitude que le narrateur du récit enchâssant garde à l’égard des
événements narrés est différente de celle du personnage-narrateur. Le narrateur
principal anonyme rapporte simplement ce qui s’est passé à cette époque. Il se
restreint à présenter des faits passés aux yeux du lecteur en jouant fidèlement le rôle
de témoin de l’époque, de sorte que le monde raconté existe sans une relation visible
avec le moment de la narration. L’instance narrative même semblant absente, parler,
c’est témoigner. Par contre, le personnage-narrateur exprime son opinion personnelle
et interprète le passé au présent. Pour lui, le sens des événements racontés ne peut pas
être séparé du moment de la narration. Ils appartiennent sûrement au passé, pourtant
ils sont toujours prêts à être rappelés et interprétés au présent. Dans ce cas, ce qui
est important, c’est l’acte même de les raconter et d’être écouté afin de partager une
même tradition, une même culture. D’ailleurs, cela explique pourquoi l’accent est mis
sur le contexte dans lequel le personnage-narrateur raconte son expérience.
Il en est de même pour les événements surnaturels rapportés. En effet, le narrateur
principal n’est pas responsable de la véracité de ces événements. Tout ce qu’il veut
dire, c’est qu’à cette époque les Québécois se divertissaient à raconter des histoires
surnaturelles et en écouter ensemble. En revanche, les personnages considèrent les
événements surnaturels comme une réalité, non pas parce qu’ils ont réellement lieu,
mais parce qu’ils leur permettent de croire vivre dans la tradition depuis longtemps.
Pour les personnages, la question concernant la véracité des événements ne se pose
jamais. Pour eux, ces événements ne relèvent pas de la logique ni de la science, mais
de la croyance.
(Yongtaek HAN, Université Kyonggi)
Note
1
Dans l’édition de Ricard les phrases correspondantes ont été supprimées dans le texte
et citées dans la note.
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【研究ノート】

マドレーヌ諸島の島嶼性についての考察

Réflexions sur l’insularité des
Îles-de-la-Madeleine
長谷川 秀樹
HASEGAWA Hideki

はじめに
カナダは国土の約 6 分の 1 が島嶼であり、世界 100 大島嶼のうち 22 島がカナダ
に属する。しかしこの 22 島のほとんどが北極圏（ヌナヴトおよび北西準州）に分
布し、人口が極めて少なく、1 年の大半を氷雪に覆われ、少なくとも可視的には島
嶼とは言えない状況となる。
上述の 22 島に含まれるケベック州の島嶼は、セントローレンス河口にあるアン
2
ティコスティ島（7,941km ）のみで、それ以外に大きい島は見当たらない。一方、セ
ントローレンス川やセントローレンス湾には小さいながら幾つかの島嶼（有人島）
がある。大都市モントリオールはモントリオール島に立地しているほか、同河川に
は上流から、グランディル（大島）、ペロー島、ジェズュ島、ビザール島、デュパ
島、オルレアン島など多数の有人島があり、これらの多くは対岸にある本土と道路
で接続され、住民の多くはモントリオールなどに通勤通学していることから、自ら
を島民であると意識することはあまりないものと考えられる。一方で、サントテ
レーズ島、ブシャール島、グラス島、グリュー島、クードル島は架橋されていない
離島で、島民の多くは農業を営んでいる。
ケベック極北地域には有人島はほとんどない。ハドソン湾並びにハドソン海峡に
は無数の島嶼が分布しているが、これらの海域および付属島嶼はケベック州ではな
くヌナヴト準州に属している。内陸ラブラドル高原地域に多数分布する湖沼には、
2
1
その内部に島嶼を有するものもあるが、2,000km を超えるルネルヴァスール島 以
外狭小であり、すべてが無人島である。
セントローレンス湾にはカナダ有数の大きな島があるものの、ケベック州にある
有人島嶼はアンティコスティ島とマドレーヌ諸島のみで、他は無人島である。それ
らの無人島のうちガスペ半島ぺルセ沖のボナヴァンチュール島以外はすべてラブラ
ドル半島沿岸に分布する無数の小島嶼や岩礁である。
本稿ではケベック州にある島嶼の中から、マドレーヌ諸島の島嶼性について考察
するものである。島嶼性とは一義的に、島嶼という地理的条件により生ずる狭小性、
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遠隔性、拡散性を特徴づける要素であるが、マドレーヌ諸島について言えば、地理
的に島嶼であることは自明でありわざわざ議論する必要もないであろう。島嶼性が
議論されるのは、その地理的状況というよりも、むしろその特徴である狭小性、遠
隔性、拡散性により生ずる経済社会的制約、文化的特異性についてであり、さらに
これらの状況の克服もしくは軽減を図るために講じられる独自の政治あるいは諸制
度についてである。国内に相当数の島嶼地域を抱える欧州諸国（イギリス、フラン
ス、スペイン、ポルトガル、イタリア等）では EU 統合に伴い島嶼性の議論が超国
2
家レベルで進められてきた 。
一方、カナダやケベックでは、管見のところ島嶼性をどのように制度的に反映さ
せるかという本格的な議論は見られない。しかし、それは島嶼性が見られない、と
いうことではない。マドレーヌ諸島を事例に、2016 年 9 月に筆者が実施したフィー
ルドワークをもとに、文化、社会、経済状況からその島嶼性について言及したい。
１

マドレーヌ諸島の地理と自然環境
地図１

セントローレンス湾周辺とマドレーヌ諸島

筆者作成（縮尺 1000 万分の 1。地図上の 1cm は 100km に相当）

マドレーヌ諸島（Îles-de-la-Madeleine、英名 Magdalen Islands）は、複数の島嶼が
3
「砂州（flèches de sable） 」により相互に繋がり 1 つの群島を構成している。「マド
レーヌ島」という単独の島嶼は存在せず、北からブリオン島（Île Brion）、グロッ
シール島（Grosse-Île 巨大な島）、東島（Île de l’Est）、グランダントレ島（Île de la
Grande Entrée）、 イ ロ ル ー 島（Île-aux-Loups 狼 島 ）
、 シ ャ グ 島（Île Shag）、 ア ヴ ロ
メゾン島（Île Havre-aux-Maisons）、カポムール島（Île du Cap-aux-Meules）、アント
レ島（Île d’Entrée）、アヴロベール島（Île Havre Aubert）
、コールモール島（Île du
Corps mort）からなる。このうち、ブリオン島、アントレ島、コールモール島以外
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の 8 島が砂州で繋がれ、陸続きの諸島を成している。
地図 2

セントローレンス湾周辺とマドレーヌ諸島

municipalité の境界
（下線付地名は municipalité の団体名）
ケベック州道 199 号線
✈ 空港
筆者作成（縮尺 50 万分の 1。地図上の 1cm は 5km に相当）

砂州は 1 本でなく、地図 2 が示すように 2 本で繋がる複雑な形態を成す。諸島中
心部にあるカポムール島と南端のアヴロベール島とは 2 本の砂州で繋がり、間に塩
湖（ラグーン lagunes）がある。一方、カポムール島とそれより北にある他の陸繋島
とは 2 本の砂州で繋がっている。西側の砂州は南からイロルー島とグロッシール島
に、東側の砂州は南からアヴロメゾン島、シャグ島を経てグランダントレ島に至る。
北端のグロッシール島と東島、グランダントレ島は別の砂州で繋がっている。2 本
2
の砂州の間には細長いラグーンが広がっている。ラグーンの総面積は 102km に及
4
ぶ 。
このようにマドレーヌ諸島の砂州繋島群は、算用数字の 8 のような形態を成して
いる。このような複雑な形態は、セントローレンス湾海面の著しい干満差と複雑な
海流により形成されたものと考察されるが、ニューファンドランド島沖にある仏領
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のミクロン島とラングラード島にも似たような砂州を見ることができる。しかし、
ケベック州内には同じような地形は他に見られず、マドレーヌ諸島は独特の自然環
境と生態系を作り出していると言える。ラグーン内部は波浪もなく、干潟となって
おり、オマール漁やムール貝の養殖など漁業が盛んである（Tardif, 1967, pp.13-16）。
気候であるが、夏季冷涼、冬季厳寒であり、冬季は海面が凍結する。この海域は

航空機からみた砂州（筆者撮影。
画像上がセントローレンス湾、下
がラグーンとなる）。この砂州は長
さ 30km を超える。

大型海獣であるタテゴトアザラシが越冬・繁殖することで有名であり、長らく地元
民によるアザラシ猟が冬季行われていたが、殺傷方法をめぐる自然保護団体の圧力
5
が高まったことで、猟の継続が困難となりつつある 。
2

政治や行政について
フランスなど欧州の幾つかの国とは異なり、カナダは島嶼社会に特別な自治権を
認めていない。マドレーヌ諸島はケベックの他の地域（東部標準時）とは異なり大
西洋標準時に属しているという特殊性はあるが、自治権など政治行政的な特別地位
は見られない。まず諸島を 1 つの単位とする自治体・共同体がない。諸島には 20
ほどの集落があり、北端部分の 5 ～ 6 集落はグロッシール（Grosse-Île）、それ以外
の集落はイル・ド・ラ・マドレーヌ（Îles-de-la-Madeleine）という町（municipalité）
に集約されている。これらはケベック州の都市部を除く大部分の地域に設けられ
ている中間的行政体である MRC（Municipalité régionale de comté）を構成していな
い。またマドレーヌ諸島の 2 町は、ガスペ半島にある 5 つの MRC とともにガス
ペジー・マドレーヌ諸島（Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine）という行政地域圏（région
administrative）を構成している。ただし行政地域圏は立法・審議機関は持たず、域
内選出の連邦議会議員、ケベック州議会議員、MRC もしくは町会議員から構成さ
れる協議会（CRÉ, Conférence Régionale des Élus）をもつ組織にすぎず、また海で隔
てられたマドレーヌ諸島とガスペジー両地域は、後述するように直接連絡する定期
航路が開設されていないなどの理由から、人的・物的交流は密接であるとは言えな
116

マドレーヌ諸島の島嶼性についての考察

い。
3

交通面から見た島嶼性
次に、
「島嶼性」を交通面から見てみよう。マドレーヌ諸島と島外との海運は、
セテマ（CTMA, Coopérative de transport maritime et aérien）と呼ばれる業者のほぼ独
占状態となっている。CTMA は 1944 年設立の組合組織である。それまで大陸とを
結ぶ定期航路がなく、特に荒天と流氷に見舞われる冬季には物資不足が顕著となる
マドレーヌ諸島の窮状を変えるべく、オヴィド・ユベールを筆頭とする島民たちの
出資により設立された定期航路である。フェリーを島の中心地カポムールと南にあ
るプリンスエドワード島スリ（Souris）との間で連絡するほか（片道所要時間 5 時
間、夏季 1 日 2 往復、冬季 1 日 1 往復）、貨物船を数隻ケベック市やモントリオー
ルとの間で運航している。これ以外に夏季限定でクルーズ船をモントリオールとの
間で運航している（2 泊 3 日）。人口 1 万人の諸島でこれだけの規模の船舶を運用
6
7
するには、ケベック州 やカナダ連邦政府 の保護策・航路安定政策が必要である。
CTMA は現在、陸運トラック部門も有しており、マドレーヌ諸島はかつてのように
物資不足に悩まされることは皆無となった。島内にはいくつか大型スーパーも見ら
れ、本土と変わらず物資であふれている。
一方、航空であるが、パスカン航空がマドレーヌ諸島空港からガスペ半島のボナ
ヴァンチュールとケベック市との間に定期航空路を開設しているが、いずれも最大
定員 10 名に満たない小型機（ピラトゥス 12）で、航空路線が物流の要となってい
るとは言い難い。

カポムール港。CTMA の貨物船、フェリー、トラック輸送船、クルーズ船（左から。い
ずれも筆者撮影）
パスカン航空ケベック市行き便。乗客定員は 8 名（実際に搭乗したのは 6 名）。さらにモ
ントリオールまで乗り継ぎ便があるが、ドルヴァル空港行きではなくサンチュベール空港
行き。

以上の観点から、マドレーヌ諸島はガスペ半島地域よりもモントリオールやケ
ベック市などケベック州の中心部の他、同じセントローレンス湾の島であるプリン
スエドワード島との繋がりが強いのではないかと考察される。
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4

エネルギー面から見た島嶼性
エネルギー、特に電力については、イドロケベックが 1991 年に開設した州唯一
8
のディーゼル内燃式（原料は重油）火力発電所 により、停電の心配もなくなって
いる。6 基のディーゼル発電機が置かれ、最大発電量は 66,000kW と少なめである
9
が 、人口 1 万人の島嶼を対象とするには十分な量である。発電所はカポムール島
にあるが、道路や砂州で繋がっていないアントレ島にはさらにこれとは別個の小型
10
ディーゼル発電所が設置されている 。

イドロケベックのディーゼル火力発電所。夏季は施設見学も可能（筆者撮影）

5

税制
カナダでは連邦消費税（GST/TPS）と州売上税（PST/TVQ）が設けられている一
方で、マドレーヌ諸島やその他の島嶼を特例とする免税や軽減税率策はとられてい
ない。これは、加盟国間の付加価値税（VAT/TVA）の税率や課税対象を共通化する
「税制調和」原則を掲げる一方で、島嶼地域での VAT 免税や特別税率の設定を容認
する EU とは対照的である。
VAT が免ぜられる租税回避地帯（FTZ/zone franche）を 200 か所以上有する米国と
の比較においても、カナダはわずか数か所にとどまる。ケベック州でも港湾や物流
を目的とした同地帯の設定が検討されているが、対象はモントリオール近辺のセン
11
トローレンス川沿岸であり 、マドレーヌ諸島ではない。
6

第 1 次産業
マドレーヌ諸島の主要産業は、海運や物流、観光・サービス業であるが、生産的
な事業は、酪農を主体とする農牧業と水産業並びにそれらの加工業である。かかる
産業自体はケベックやカナダの他の地域でも行われており、特段珍しいというわけ
12
ではないが、マドレーヌ諸島では近年学習型「アグロツーリズム」 が盛んである。
とりわけアヴロメゾン島では小規模なエコミュゼを併設した農畜水産業の拠点が複
数みられる。
幾つかその活動を取り上げる。1 つは、アヴロメゾン島南東部の集落、ポワント・
バッス（Pointe-Basse）にある「昔の燻製所（Le Fumoir d’Antan）
」である。もともと
マドレーヌ諸島では、タラやニシンなどの塩漬け魚介類の主たる保存方法で、燻製
13
は行われていなかった。燻製（boucanage） は 150 年ほど前に米国など島外から持
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ち込まれた保存方法で、当初は自家消費・保存用に細々と行われていたが、2 つの
大戦中、大西洋やセントローレンス湾を商船が航行できず、ヨーロッパからの輸入
ができなくなったことで、マドレーヌ諸島で燻製業（boucanerie）が一大産業とし
て発展する。島の各集落では大型の燻製所を建造し、島外から季節労働者を招へい
14
するなど 1950 年代に燻製業は最盛期を迎えた 。しかし、1970 年代以降、タラや
15
ニシンの漁獲量が激減したことにより 、燻製業はすたれてしまう。一方、漁獲量
激減の一因とも言える海水温度の上昇は、サバなどこれまでセントローレンス湾で
は主流とは言えない魚種の増加をもたらし、サバ燻製品など新たな品目の創出へと
つながった。エコミュゼは 2006 年、島で唯一残っていたアルスノー家所有の燻製
所施設をそのまま見学できるようにし、かつてのニシン漁と燻製加工工程の画像の
展示室、併せて燻製品の販売室も設けることで開設された。ガイドもアルスノー家
の人々が担当している。

燻製所（フュモワール）とその内部（筆者撮影）。

もう 1 つのエコミュゼは、燻製所から西に 1km ほどのところにあるチーズ工房
「ピエドヴァン（Pied-de-Vent）」である。ピエドヴァンとは、「雲間から差し込む光
の筋」を意味するマドレーヌ諸島のフランス語（français madelinot）である。チーズ
は自農園で飼育されている牝牛から搾乳されたミルクで作られる。農場では 100 頭
16
ほどのカナディエンヌ種 が放牧され、1 日当たりの搾乳量は 950 リットルである。
この数値はカナダとしては極めて規模が小さいのであるが、エコミュゼの条件であ
る「工芸的」
「手作り」「農薬・化学肥料・遺伝子組み換え配合飼料不使用」を維持
119

するには、また、マドレーヌ諸島という地理的条件・制約から考慮すれば、この規
模が適正であるという。
ここで生産されているチーズはチェッダー、トンムなど 10 種類に及ぶ。エコミュ
ゼでは、これらのチーズの成型や熟成の過程を見学することができるほか、かつて
の搾乳やチーズ熟成工程について画像などで詳しく説明されている。

ピエドヴァンのチーズ。パッケージにピエドヴァンを意味する「雲間から差し込む光の
筋」が描かれている（上）。ピエドヴァンのエコミュゼと店舗（下）（筆者撮影）。

アイデンティティ
マドレーヌ諸島は現在ケベック州ではあるものの、1763 年のパリ条約でヌーヴェ
ルフランスが仏領から英領となった際、諸島はケベックではなくニューファンドラ
ンド植民地に編入され、カトリック教会もプリンスエドワード島のシャーロットタ
ウンに本拠がある大西洋岸大司教区に組み入れられている。1774 年に諸島はケベッ
ク（ロウワーカナダ）植民地管轄となるがケベック植民地本土からの移住者はなく、
18 世紀前半の英仏抗争期にノヴァスコシア（当時はアカディア）やプリンスエド
ワード（当時はサンジャン）島から逃れたアカディア人の一部が、パリ条約以前か
ら移り住んでいたほか、パリ条約後も各地に離散したアカディア人の一部の再入植
が続いた。フランス革命時にはサンピエール・ミクロン諸島からの亡命者、そして、
この海域では船舶の遭難や難破が多発し、生存した英米の船員たちも住み着いてい
る。グランダントレのオールドハリー（Old Harry）集落やアントレ島（英名のエン

7
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トリー・アイランド Entry Island で呼ばれることが多い）はそうした英米系船員の
末裔のアングロフォンの集落である（Chantraine, 1993, pp. 5-12, 1996, pp. 9-59）。
その歴史から、諸島内では、アカディアのシンボルであるステラ・マリス（仏三
色旗の青地に黄色い星を加えたもの）を所々で目にする。公共施設ではケベックの
「百合の花」の旗を見るが、一般住宅でそれらを見ることはない。また、島人であ
るという意識はところどころで見られる。「マドレーヌ諸島人」を意味する「マデ
リノー（Madelinot, 女性は Madelinienne）」の名を冠した店舗やレストラン、ホテル
17
があり、
「マデリノー」というタイトルのカントリー曲 を街中や店の中で頻繁に
聴く。

アカディアの旗をあしらった車のナンバープレート（左）と小舟のモニュメント（筆者撮影）

マドレーヌの人々は島民そしてアカディア人というアイデンティティが強いと考
察されるが、それが諸島を単位とする政治的な自治への志向とは結びついている訳
ではない。このことは、人口の希薄さや海運、エネルギー事情から考察しても言え
るのではないだろうか。
7

フランコフォニーとのつながり
一方、フランコフォニーとのつながりについては、年に 1 度、9 月に開催される
「語り」のフェスティバル（Festival International Contes en Îles）にそれを窺い知るこ
とができる。2002 年から島の各所でおもに夜間に開催される行事で、国内外から
多数の「語り手」がアーティストとして参加する。「語り」とはいえ、その表現形
態はさまざまであり、英語圏やケルト圏などで見られるストーリーテリング形式の
ものもあれば、歌謡形式、楽器伴奏を伴うもの（ギターやアコーディオンが多い）
、
パフォーミングアーツ（演劇や舞踊など含む）まで実に多様である。マドレーヌ諸
島出身あるいは在住の「語り手」が中心であるが、表 1 のようにケベック本土（こ
れには先住民アーティストも含まれる）からアカディア（同じ島であるプリンスエ
ドワード島のアーティストが多い）、ハイチやルイジアナなど北中米のフランス語
圏に加え、フランス（特にブルターニュ地方が多い）、ベルギー、スイスやイギリ
121

スのケルト圏、ブルキナファソ、アルジェリア、コンゴなどのフランス語圏アフリ
カ諸国からの招待者もいて、フランコフォニーとはいえ実に多彩である。フェス
ティバルは 1 週間程度諸島の各集落の野外や公共施設、あるいはレストランやダン
スホールで開催され、イドロケベックや CTMA が協賛し、地元の住民が参加し大
いに賑わう。ステージと客席の距離が近いのも特徴である。
表 1：フェスティバルの参加アーティストの出身地（2002 ～ 2016 年）
出身地

出演者数

マドレーヌ諸島

124

ケベック

73

アカディア

14

英語圏カナダ

6

フランス

41

英国

5

仏語圏欧州諸国（スイス・ベルギー）

9

その他欧州諸国

2

仏語圏アフリカ諸国（うちブルキナファソ 6）

18

米国

2

中南米諸国（うちハイチ 6）

10

アジア（インド・レバノン）

2

http://www.conteseniles.com/archives.html を参照し筆者作成。グループ、デュオ、トリオなど
は、国や地域が同一ならば、1 アーティストとしてカウントしている。

2016 年の「語り」フェスティバルを案内する横断幕（筆者撮影）
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まとめ
カナダは冒頭で述べたように、国土に占める地理的な島嶼の比率が極めて大きく、
面積比では EU はもとより、米国やロシア、中国、日本などに比しても島嶼のプレ
18
ゼンスが大きい「島嶼国」とも言える国家であるが 、一方で EU のような島嶼性
に基づいた島嶼地域の特別な地位や制度についてはほとんど設けていない。だが、
交通運輸やエネルギー面からみると、マドレーヌ諸島の島嶼性に基づく特殊性が見
てとれる。特に島内における物資の確保と海運の維持を目的に、ケベック州政府や
カナダ連邦政府が財政面で海運業者を支援していることは、欧州や日本の離島交通
でも普通に見られる。発電についても、ディーゼル内燃式火力発電は、島嶼地域が
外部からの送電に依拠しないで、再生可能エネルギー（風力や潮力等）よりも安定
的に供給し、かつ比較的環境負荷をかけずに済ませるために採用している方式であ
る。水力発電がほとんどでありそれを売りにもしているイドロケベックが唯一の重
油火力発電所を設置したのも、マドレーヌ諸島の島嶼性を考慮してのことであろう。
こうした経済面の特異性に加えて、マデリノーという島民意識・アイデンティティ
も、ケベコワやアカディアン、そしてフランコフォニーとの関係性で今後もう少し
考察する必要があるものの、島嶼性の現れであろう。
（はせがわ ひでき 横浜国立大学大学院都市イノベーション研究院 准教授）

注
1

2
3
4
5

6

7

ダニエルジョンソンダム建設により出来たリング状のマニクワガン貯水池に囲まれ
たほぼ円形の陸上部。陸上部分自体は自然地形であるが、その生成は人為的なもので
あるため、地理学上島嶼と呼べるかどうかは不詳である。巨大隕石の衝突によるクレー
ターと言われており、衛星画像や広範な地図でも円形がみられることから、「ケベック
の眼（l’Œil du Québec）」の別称がある。
この件に関しては、長谷川 , 2000, pp. 258-279 を参照。
ケベックのフランス語ではこのように呼ばれる。フランスのフランス語では dunes、
一方、地理学では tombolos と呼ばれる。
数値は http://www.zipdesiles.org/documents/PARE/territoire.htm を参照。
Chantraine, 1980, pp. 242-246. 1970 年代以降狩猟活動に対するグリーンピースなどの
介入が見られるようになった。当初は幼獣を撲殺するという狩猟方法に対する非難で
あったが、次第に個体数の減少を理由とするアザラシ猟そのものの阻止へと環境保護
団体の目的が変わっていった。
ケベック州経済・科学・刷新省による FAIR（Fonds d’aide aux initiatives régionales）プ
ログラム（2013-2018 年）による CTMA フェリー船・貨物船の刷新と港湾の拡充、大
陸側との鉄道連絡調査費用として、29 万カナダドルが支援されている（Portal QuébecServices Québec ウ ェ ブ サ イ ト 参 照 http://www.fil-information.gouv. qc.ca/ Pages/Article.
aspx?idArticle = 231209 6341%20）。なお FAIR プログラムについては、Gouvernement du
Québec, 2013 を参照。
カナダ連邦運輸省（Transports Canada）は、セントローレンス湾岸地域の州越境交流
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促進維持を名目としたフェリー航路の支援を実施している。この制度は 1941 年からあ
り、現在も続けられ、2016-17 年度は 1,672 万カナダドル、さらに 2017-19 年度の 2 年
間に 3,344 万カナダドルが投じられることになっている。ただし、これは当該海域を州
間運航する 3 社のフェリー路線を対象とするもので、CTMA フェリーもこれに含まれ
るが具体的な内訳は不詳（同省ウェブサイト https://www.tc.gc.ca/eng/corporate-services/
planning-1346. html 参照）であるが、2006-07 ～ 2013-14 年度は合計 1 億 1,100 万カナ
ダドル、それ以降は各年度 1,460 万カナダドルとあり（CNW group website news release
参 照、http://www.newswire.ca/news- releases/investment-to- extend-eastern-canada-ferryservices-until-2016-515130691.html）他の路線よりもかなり多額に及ぶ。この理由として
は、CTMA フェリー航路が、①他の 2 航路よりも長距離かつ冬季は海域が流氷に覆わ
れ航行困難になること、②島嶼間航路であること（他の 2 路線は島嶼 - 大陸間、半島 大陸間）ではないかと考察される。
イドロケベックが発電する電力の 95% 以上が水力によるもので、火力はディーゼル
式、ガスタービン式、石炭熱気化式を含めても 0.1% しかない。マドレーヌ諸島ではイ
ドロケベック全体の発電量の 0.01%（Hydro-Québec, 2013, p.1）。
9
イドロケベック・マドレーヌ諸島火電のウェブサイトより（http://www.hydroquebec.
com/visitez/madeleine/ madeleine.html）。なおイドロケベック全体の最大発電量を生産す
る発電所はロベール・ブーラッサダム（水力）の 560 万 kW（2014 年）。イドロケベッ
ク全体では 3,680 万 kW（2009 年）。
10
上記サイトを参照。
11
« Des zones franches bientôt au Québec? », Les Affaires, le 11 juillet 2015,
12
当地を含め、ケベックでは agritourisme よりは agrotourisme と呼ばれることが多いの
8

13

14
15

16

17

18

で、本稿もこれに倣っている。
boucanage とは、以下の工程を指す。salage（塩漬け）
：魚を 36 ～ 48 時間塩漬けする。
enfilage（ぶらさげ）
：塩漬け後、洗って塩を落とした魚を燻製所の天井にぶら下げる。
fumage（いぶし）：ぶら下げたところの床（地面）にカエデの木屑の堆積を作り、そこ
に火をつけて 60 ～ 90 日間煙でいぶす。
最盛期で島内には 40 か所の燻製所と 1,200 人の関係労働者を抱えていた（
「昔の燻製
所」ウェブサイトより。http://www.fumoirdantan.com/page.php?lng=fr&page=histo&item=1）
。
最盛期でニシンの漁獲量は年間 1,500 万ポンド（約 700 万トン）にのぼった。燻製さ
れたニシンは 8 kg 入り木箱にて輸出されたが、年間 15 ～ 20 万箱を数えたという（同
ウェブサイト参照）。
もともとはフランスのノルマンディ地方の牛であったが、16 世紀にジャック・カル
ティエのヌーヴェルフランス探検時に持ち込まれ、その後ケベックで独自に進化、交
配して生まれた牛種。1999 年にはケベック州議会により、農業遺産として登録されて
いる（Association de mise en valeur de la race bovine Canadienne, 2015, p. 5）。
諸島出身（カポムール島のファティマ集落）のベルナール・アルヴィ（Bernard
Harvie）の 1984 年の歌。これ以外に女性歌手ギレーヌ・タンゲ（Guylaine Tanguay）の
「マデリノーになりたい（Je voudrais être Madelinot）」というカントリー曲も聴かれる。
EU については、公式統計である Eurostat に倣い、グレートブリテンとアイルランド
は「島嶼」とは見なさない。日本について言えば、離島振興法により「離島」指定さ
れている島嶼のみとしている。米国についてはハワイ州全域、プエルトリコ、サモア
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などの自治領を「島嶼」とみなす。
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趣旨と概要
Introduction
コーディネーター： 飯 笹 佐 代 子
IIZASA Sayoko

2013 年秋、当時のケベック党政権が提案した、いわゆる「ケベック価値憲章」を
めぐって大きな論争が起こったことは記憶に新しい。その際にライシテとともにケ
ベック的価値として強調されたのが、「男女平等」という理念であった。ケベック
の公的言説においてかねてより重視されてきた「男女平等」の理念は、住民の文化
的背景が多様化するなかでいっそう意識されるようになった観がある。
では、伝統的な女性の生き様とはどのようなものだったのだろうか。また、「男
女平等」に向けて、いかなる取り組みや実践がなされてきたのだろうか。こうした
問題意識のもと、本シンポジウムでは、歴史、文学、政治、社会、言語、宗教等を
含む多様な観点からケベック社会の女性たち、ないしはフェミニズムをめぐる動向
に光を当て、考察を行った。
まず飯笹より、ケベックのフェミニズムの展開について、政治的観点から導入的
な紹介がなされた。要旨は以下のとおりである。
〈静かな革命〉以前、「ゆりかごの復讐」という表現が示すように、多産はフラン
ス系カナダ人の存続のために不可欠とされた。当時のケベック社会において絶大な
権力を持っていたカトリック教会は避妊を禁じ、子沢山の女性を徳ある母として讃
えた。したがって、家庭からの解放を訴え、生まない権利を主張するフェミニズム
は、教会やナショナリストたちにとって、アングロサクソンから輸入された危険な
考え方であり、社会の敵であった。
しかしながら、
「静かな革命」を経て、ケベック社会の近代化が進展し、70 年代
後半にケベック党が政権をとると、フェミニストとナショナリストとの関係は敵対
から親和的なものへと変わっていく。ケベック党は多くのフェミニスト活動家を抱
えており、78 年には初の「女性の地位」担当大臣が任命された。さらに、男性から
の女性の「自立」と、カナダからのケベックの「独立」という言説が融合し、
「女
性の解放なくしてケベックの解放なし、ケベックの解放なくして女性の解放なし」
というスローガンも生まれた。
結局のところ、こうした言説が 80 年の主権・連合構想を問うレファレンダムに
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向けて政治的に過度に利用された面もあり、女性同士の対立を招くなど、フェミニ
ストとナショナリストの蜜月時代は長くは続かなかった。とはいえ、ケベックの
フェミニズムが、ケベック党の政治と密接に結びつきながら展開されてきたことに
留意されたい。
以上の導入に続いて、4 人のパネリストから報告が行われた。小倉和子会員（立
教大学）からは、アンヌ・エベールを振り返る―生誕 100 周年を機に―」と題し、
詩人、小説家、シナリオライターとして、女性の視点から 20 世紀ケベック社会に
発信し続けた作家アンヌ・エベール（1916~2000）の作品に注目した考察が行われ
た。詩集『王たちの墓』（1953）や、『奔流』
（1950）、
『木の部屋』（1958）などの小
説から、ペンと想像力によって、カトリックの伝統色の強い因習的な社会からのケ
ベック女性、引いてはケベック社会全体の解放を模索した作家の姿が示された。
矢内琴江会員（早稲田大学）からは、
「女性たちの活動を支えるフェミニスズムの
ネットワーク」と題する報告がなされた。最近の調査でも、ケベックの女性たちの
状況は、教育分野を除くと依然として厳しいという。ここでは、女性たちの活動の
展開にも貢献してきた「ケベック意識化グループ（CQC）
」の実績に着目し、女性
たちの主体的な活動を通して平等を実現していくための動きをどのようにして組織
的に支えていくことができるのか、という観点から分析の成果が示された。
矢頭典枝会員（神田外語大学）からは、「ケベック・フランス語の職業名と文体
の女性形化」というタイトルのもと、社会言語学的観点からの報告がなされた。
これまで、ケベック・フランス語における性差別をなくすために、言語の女性形化
に取り組んできたケベック・フランス語局（OQLF）のガイドラインから、職業名
の女性形化と文書の女性形化の双方に関する種々の事例をとりあげ、具体的な内容
が紹介された。
最後に伊達聖伸会員（上智大学）より、「ヴェール論争とフェミニストの分裂―
ケベック価値憲章をめぐって―」と題して、2013 年に提案された「ケベック価値憲
章」をめぐる論争が、ケベックのフェミニズムにいかなる影響をもたらしたのかに
ついて検討がなされた。また、同憲章に対して、賛成、反対、あるいはどちらでも
ないという、それぞれの立場の女性たちの言説を分析することを通じて、イスラー
ムのヴェールや女性の身体をめぐる議論の論点が提示された（4 人の報告概要につ
いては、以下、本誌を参照されたい）。
以上の報告を踏まえて、会場から多くのコメントや質問が寄せられた。特にケ
ベックとフランス、日本との比較の観点から活発な議論が展開され、基調講演者の
キム・チュイ氏も積極的に議論に参加してくださった。女性をめぐる課題やフェミ
ニズムをテーマとする本企画は、ケベック学会としては新たな試みであったが、こ
の分野におけるケベック研究の意義と可能性を十分に示すことができたのではない
かと思っている。今後の研究の発展を期待しつつ、この場を借りて、登壇者および
関係者の方々のご協力に、あらためて謝意を表したい。
（いいざさ さよこ 青山学院大学教授）
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アンヌ・エベールを振り返る
―生誕 100 周年を機に

Revisiter Anne Hébert : à l’occasion du centenaire
de sa naissance
小倉和子
OGURA Kazuko

「ケベック社会と女性」について文学的視点から論じる際、多くの女性作家の中
でもアンヌ・エベール（1916-2000）を避けて通ることはできないだろう。とりわけ
2016 年は彼女の生誕 100 周年にもあたっているため、いわゆるフェミニズム作家よ
り少し前の世代に属してはいるが、20 世紀のケベック（そしてフランス）を丸々生
きたエベールの初期の作品から 3 点を取り上げ、ペンと想像力によってケベック女
性、引いてはケベック社会全体の解放を模索した彼女の出発点を浮き彫りにしたい。
まず初めに、エベールが 37 歳で発表した詩集『王たちの墓』（Le Tombeau des rois,
1953）に収められた同題の詩。そこには、「不動の欲望」をたずさえたまま死して
なお生き続ける古代エジプトのファラオたちと、彼らの墓に勇敢に降りていく「わ
たし」が描かれている。ケベック的文脈ではしばしば、このファラオたちは政治的、
宗教的エリートたちによる束縛と支配の隠喩で、「わたし」は 1 人の女性としても、
また集団としても、そこからの解放を欲して彼らが眠る夜の世界に降りていくと解
1
釈される 。
「わたし」は彼らを「暗殺」し、解放されて夜明けを迎える。しかし、
最後のストロフにある「どんな夜明けの光線がここをさまよっているのだろう？」
という問いが示しているように、その夜明けはまだ曖昧なままだ。
次に、中編小説集『奔流』（Le Torrent, 1950）の中から同題の作品を取り上げる。
この作品は当時のケベック社会にとってはあまりに過激だと見なされたため、出版
2
社が見つからず、結局自費出版するまで 5 年もかかったものである 。
結婚外の妊娠をしたため村を離れざるをえず、森の中で息子と 2 人っきりでひっ
そりと暮らす母親クローディーヌと息子フランソワの話である。母は息子を厳しく
教育し、聖職者にすることで罪を贖おうとする。しかし息子は成長するにつれて母
セ ミ ネ ー ル
親への憎しみを募らせ、17 歳になったとき、彼を神学校に入れようとする母の意思
をはねつけ、母に鍵束で頭を叩かれて聾になるが、その時から自分の内部に「奔流」
が流れているのが聞こえるようになる。その後、母は家にやってきた荒馬に殺され
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る。母の抑圧から解放されたフランソワは行商人の娘を「買い」、アミカと名づけ
て、自宅に連れ帰る。しかしある朝起きてみると、アミカは姿を消し、家の中は荒
らされている。そして、アミカの頭が水に浮いているのを発見する。
アミカとはいったい何者だったのか？さまざまな解釈が可能だが、ここではその
詳細に立ち入る余裕はないので、以下の 2 点だけを指摘しておきたい。フランソワ
は母親の呪縛から偶然にも解放されるが、自分が「所有」したと思ったアミカに逆
に所有されていただけかもしれない、という点。にもかかわらず、アミカはやはり
ある意味では、母親の軛から、また頭の中を駆け巡っていた「奔流」から彼を解放
しに来たと解することも不可能ではない点である。
最後に『木の部屋』（Les Chambres de bois, 1958）である。本書はエベールがカナ
ダ王立協会の奨学金でフランスに遊学したのがきっかけで、パリのスイユ社から上
梓された。エベールは自著をフランスの出版社から出版することができたほとんど
最初の作家の 1 人であり、そのことにより逆にケベックでの評価も格段に高まった
3
点を忘れてはならない 。
母に死なれ、高齢で何もできない父に代わって、3 人の妹の面倒を見てきたカト
リーヌは、ピアニストを目指している領主の息子ミシェルに見初められて身分違い
の結婚をする。ところが、ミシェルは妻に家事を禁じる。カトリーヌはパリのアパ
ルトマンで無為の生活を送りながら蒼白く痩せていくが、それでも夫の理想の女性
になろうと努力しつづける。しかしその努力もいよいよ限界を迎え、病を得て南仏
と思しき海辺に転地療養に行くことになる。そこでようやく元気を取り戻すと、ミ
シェルとは対照的なブリュノーに求婚される。彼女は自分の人生を自分で決める勇
気を学び、ミシェルに別れを告げるためにアパルトマンに戻っていく…。
4
ロリ・サン＝マルタンも指摘しているように 、エベールの作品ではしばしば「殺
人」が行われる。それは、男女とも、殺人による以外に自分を抑圧しているもの
からの解放はあり得ないような絶望的な状況下で行われるわけだが、
『王たちの墓』
や『奔流』と、この『木の部屋』が決定的に異なるのは、
『木の部屋』ではカトリー
ヌはミシェルを殺害することなしに「解放」され、自分の意志で人生を切り拓いて
いくことを学ぶ点である。このあたりに、エベールがフランス遊学を経て、外から
ケベックを眺められるようになったことの成果の一端が認められ、また、ケベック
社会そのものの変化の兆しもうかがえるのではないだろうか。
エベールはこの遊学以降、ケベックとフランスの間を往復することが増え、60 年
代から 90 年代という、ケベック社会が目まぐるしく変化していった時期の大半を
フランスで過ごし、スイユ社から自作を出版する。そんな彼女を「ほんとうにケ
ベック社会を見ていたのか、肌で感じていたのか」と疑問視する向きもあるだろう。
しかし彼女の時代には「ケベックを代表する作家」として認められるためにも、外
からケベックを眺める必要があったし、外の評価も重要だった。パリという世界の
文化が交差する都市で、さまざまな影響を受けながら故郷に思いを馳せて執筆して
ジェンダー
いたエベールの作品が、派手な政治的活動とは別の次元で人々に社会や 性 の在り方
を考えさせてくれたことに疑いの余地はない。彼女は「静かな革命」が始まる前か
129

ら、文学を通して、女性の解放、さらには人間存在の解放というテーマに取り組ん
でいたのである。
（おぐら かずこ 立教大学教授）

注
1
2
3
4
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女性たちの活動を支える
フェミニズムのネットワーク

Réseaux féministes pour le soutien au
développement des actions des femmes
矢内琴江

YAUCHI Kotoe

本発表では、社会教育学の観点から、男女間の不平等の問題と闘う人々のコミュ
ニティにおいて行われている学習の展開プロセスとその構造を明らかにしていくこ
とで、平等を実現していくための実践知を創出するフェミニズムのネットワークに
ついて報告した。具体的には、性差別問題の当事者である様々な女性たちとともに、
不平等な関係を変革していくことを目指し活動している「ケベック意識化グループ」
（Collectif québécois de conscientisation、以下 CQC）を実践コミュニティとして捉え、
CQC が刊行している実践記録（1983-2013 年）、特にフェミニズム意識化実践に関
わる記録に着目し分析を行った。以下では、CQC の概要と、分析により明らかに
なったフェミニズムのネットワークの形成過程、その構成要件、ネットワークの構
造について説明する。
CQC とは、1983 年に設立された意識化研修を実施するグループである。メン
バーは、健康、社会的支援、教育等の分野において、民衆組織、政治団体、女性団
体、先住民団体、共同組合で活動または働いている。意識化とは、パウロ・フレイ
レ（1921-75、ブラジルの教育学者）が提案した、知識伝達型教育への批判から生
まれた対話型教育実践のアプローチである。知を生成する主体として被抑圧者を捉
え、自らの現実とそれを変革していく自らの力に対する意識を深める学びのプロセ
スであり、この学びは変革の実践とその経験の省察によって構成されている。CQC
のフェミニスト・メンバーは、フェミニスト意識化の実践によって、CQC における
フェミニズムの視点の導入と、他のコミュニティの女性たちの活動の展開に貢献し
てきた。
次に、CQC の活動を通したフェミニズムのネットワークの形成過程を年表で示
し、2 つの展開軸で構成されていることを説明した。1 つは、他の領域（社会主義
運動、社会福祉、貧困女性支援、教会、地域保健等）のコミュニティとの連携の広
がり。もう 1 つは、CQC 内部におけるフェミニズムの視点の組織化である。この
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ネットワークの形成を構成するものとしては、研修、CQC 内のフェミニスト・メン
バーによって構成された委員会、他のコミュニティと共同で行う活動、実践の記録
化を挙げることが出来た。なお、この記録化は、CQC、民間の中間支援組織、大学
との共同で行われている。
続いて、ネットワークの構造を 2 つの図で示した。1 つ目の図で、ネットワーク
全体が相互に関係し合う 5 つの層（第 1 層に個人やグループでフェミニズムの活動
に参加している人々、女性団体；第 2 層に支援者；第 3 層に支援者の研修を支える
支援者や CQC；第 4 層に CQC のメンバー；第 5 層に中間支援組織や大学院）で構
成されていることを示した。各層の関係は、互いの実践を対話と省察によって支え
る関係にある。第 1 層、第 2 層の人々は、民衆層や先住民の女性たち当事者、ある
いは支援者たちであるが、当事者が主体となって声をあげ、自らの現実を変革して
いくことを対話的実践により支えている。この第 1 層、2 層の実践の向上と展開を
研修や実践の共同省察によって支えるのが第 3 層である。さらに、この第 3 層の
人々の実践の省察を第 4 層が支えている。最後に、第 5 層は、第 4 層の人々が実践
を省察し、分析し、実践を構造化することを支える役割を担っている。2 つ目の図
では、このネットワークのダイナミズムが、コミュニティの内部で行われている実
践と省察の往還と、コミュニティの相互関係の中で営まれている実践と省察の往還
の両方によって生み出されていることを示した。
以上のようなフェミニスト意識化のネットワークの特徴として次の 3 点を指摘し
た。第 1 点は、フェミニスト・ネットワークは、重層構造を持っていることである。
第 2 点は、このネットワークはダイナミズムを持っていることである。このダイナ
ミズムは、対話と実践の省察からなる相互学習によって生み出され維持されている。
第 3 点は、ネットワークが、実践者、コミュニティ、実践の現場、領域、専門家の
多様性によって特徴づけられる点である。
最後に、本発表の結論として以下の 4 点を示した。CQC の事例は、フェミニズム
のネットワークが様々な実践コミュニティの間の相互学習のネットワークであるこ
とを示している。このことは、フェミニストたちに、社会政治的に、かつ組織的に、
自らの実践（価値、態度、振る舞い、言語、感情、懸念、人間関係なども含む）
、
支援の方法と戦略を多様な視点から分析し、実践の中で生み出された知を共有する
ことを可能にする。また、コミュニティの内部において、かつコミュニティどうし
の間で行われるフェミニスト意識化の観点から実践と省察のサイクルは、個人的、
組織的、社会的なレベルに組み込まれている権力の諸構造を問うことを可能にする。
最後に、実践の分析によって生成される知の構造化と発信は、平等な社会に向けた
道程を創り出すことにつながっている。
（やうち ことえ 早稲田大学）
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ケベック・フランス語の職業名と文体の女性形化

Féminisation des titres et des textes en français du
Québec
矢頭典枝
YAZU Norie

本報告では、「ケベック社会と女性」を言語の側面から捉え、ケベック・フラ
ンス語の職業名の女性形化と書き言葉全体における男女平等の達成が、ケベック
州政府の言語政策決定・監督・調査機関であるケベック・フランス語局（Office
québécois de la langue française ( 以下、OQLF)）によってどのように取り組まれてき
たか、という点を中心に論じた。
まず、言語のなかの性差に関する研究とその動きは、英語や日本語などにも見ら
れる点を指摘し、フランスとケベックのフランス語に的を絞った。フランス語では、
ヒトや動物などの有生名詞では、指示対象の「自然の性」と「文法的な性」が一致
し、男性形と女性形の両方がある場合が多い。たとえば、「男子学生」は étudiant と
いう男性形、
「女子学生」は étudiante という女性形で表され、職業名にも、例えば
boulanger（男性形）と boulangère（女性形）のように、両形が存在する。しかし、
そのなかで、社会的地位が高いとみなされている職業名（avocat や professeur）には、
従来、男性形しかないのが実情であった。フランスでは、政府が職業名詞や肩書の
女性形化を推進することを政府の方針として通達したのは 1998 年であり、アカデ
ミー・フランセーズ（Académie franҫaise）の反対を押し切り、1999 年、公式のガイ
ドラインが発行して職業名の女性形化の普及に努めたが、現在でも両者の意見の対
立がみられる。
それに対し、ケベックではその 20 年以上も前の 1976 年に政治分野での職業名
と肩書の女性形化が実践された。ケベック州政権を 1976 年に掌握したケベック党
は、翌年、フランス語憲章を制定し、ケベック社会全体のフランス語化を推進する
なかで、フランス語における男女平等の実現についても力を入れていた。1979 年、
ケベック州政府は政治の分野だけでなく、一般の職業名についても女性形化を用い
ることを勧告した。その後、1991 年に刊行した Au féminin: Guide de féminisation des
titres de fonctions et des textes と題するガイドラインでは、職業名詞や肩書の女性形
化だけでなく、フランス語の文体のなかにおける男女平等を実現する書き方に関
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する規則を打ち出した。現在のケベック州政府のジェンダーに関する言語政策は、
OQLF が 2006 年に発行したガイドライン Avoir bon genre à l’écrit: Guide de rédaction
épicène に基づくものである。これはテキスト形式の教育的な内容で、フランス語の
職業名を含む人の呼称の女性形の規範を示し、文書作成における男女平等の実現を
定着させるための様々な工夫を「通性的な書き方 rédaction épicène」と称して解説し
ている。
具体的な事例として、本報告ではまず、このガイドラインのなかで OQLF が提唱
する職業名の女性形化の事例をいくつか示した。基本的には男性形の語尾に e をつ
ければ女性形になる。例えば、un député の女性形は une députée となる。diplomate
のように男性形がもともと e で終わる語は、女性形も同じ形であり、この場合、冠
詞、形容詞、分詞で性を表わし、男性形の un diplomate canadien は、女性形では une
diplomate canadienne となる。-teur 以外の -eur で終わる男性形の職業名詞の女性形に
は、-euse と -eure の 2 通りがあり、-teur で終わる男性形の女性形には -teuse と -trice
の 2 通りがある。
ケベックでは、1990 年代後半にはすでに職業名などの人の呼称の女性形化はある
程度定着していたため、本ガイドラインでは「人の呼称」から文書全般の書き方に
おける男女平等を実現する「通性的な書き方」に重点が置かれている。これは、文
書の徹底した女性形化がフランス語の文を冗長にする傾向があるという問題を解決
する柔軟な方法である。
その具体例としてまず、男性形と女性形の両方で書く呼称（le doublet）を提示し
ている。従来、男性形のみを書くことによって女性を含んでいたが、les conseillers
et les conseillères と書くことが推奨されている。しかし、le doublet を毎回使って書
くと文が長くなるため、それを避けるためにできるだけ「中立的な作成方法」つま
り、性別の情報を含まない名詞、形容詞、代名詞の選択を推奨している。例として、
le doublet の employés et employées の代わりに、集合名詞の personnel（職員（全体）
）
を使う､ といった方法である。また､ 中性的な同義語があればそれを使い、両形
で書くことをできるだけ避ける。例えば、les experts et les expertes の代わりに les
spécialistes を使うという方法である。
単語の選択だけではなく、文の構造そのものを変える方法も推奨されている。性
別の情報を含む過去分詞を避けるため、例えば、受動態の Tous les sociétaires ont été
invités. を能動態で On a invité tous les sociétaires. と書く。その他にも、例えば、男性
形と女性形がある citoyen と citoyenne（市民）という名詞を避け、citoyenneté（市
民権）を使った文にするという方法もある。形容詞と動詞の過去分詞の一致に関し
ては、①男性形の複数形の原則と②近接性の原則という規則を適用する。②は男性
形の名詞を形容詞に近づけることを指し、例えば les étudiantes et les étudiants inscrits
のように、男性形の複数形 inscrits を男性形の人の呼称 les étudiants のすぐ後に配置
する。したがって、人の呼称の順番は女性形、男性形の順になる。OQLF は完璧な
「男性と女性の存在の均衡」をフランス語の書き方に求めていない。重要なのは、
女性の存在が文書全体を通して感じられることであると主張する。
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フランス語における男女平等の実現を模索するケベック州政府のこの言語政策
は、英語とフランス語の絶妙なバランスを突き詰めるカナダの国家レベルの公用語
政策と類似点がある、と本報告は締めくくった。なお、本報告の詳細については、
矢頭（2017）を参照されたい。
（やず のりえ 神田外語大学准教授）
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GOUVERNEMENT DU QUÉBEC (Office de la langue française (OLF)) (1991). Au féminin:Guide
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矢頭典枝（2017）.「ジェンダーの視点からみるケベック・フランス語の言語政策－「通性的
な書き方」の定着を目指して」『ふらんぼー』第 42 号、東京外国語大学フランス語研
究室フランス研究会 , 40-61 頁 .
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ヴェール論争とフェミニストの分裂
――ケベック価値憲章をめぐって

Le débat sur le voile qui a divisé les féministes :
Un bilan de la Charte des valeurs
伊達聖伸

DATE Kiyonobu
はじめに
現代ケベックはライシテの社会だが、フランスのライシテとは趣を異にし、公共
空間における宗教の実践により開かれ、イスラームのヴェールに対するアプローチ
も 2 つの社会では異なるとされてきた。だが、2010 年前後のブルカをめぐる論争あ
たりから、女性の身体をめぐる 2 つの社会の言説は似通ってきた面もある。2013 年
9 月に発表された「ケベック価値憲章」とそれに基づく 60 号法案は、勤務中の公務
員による宗教的標章の着用禁止を盛り込んだもので、翌年にケベック党が選挙で敗
北したために事実上廃案となったが、ケベックのフェミニズムに分裂をもたらした
とされる。代表的な反応をまとめたい。
1.「ジャネットとその仲間たち」――「価値憲章」に賛成
1925 年生まれのジャネット・ベルトラン（Janette Bertrand）は、ジャーナリスト、
女優、作家としてキャリアを積み、ケベックではよく知られた人物で、2013 年 10
月 14 日、15 日に複数のメディアに意見書を発表して「価値憲章」を支持した。「男
性はこれまであらゆる時代を通じ、そして今現在も、女性を支配するために宗教を
1
用いてきた」と主張する意見書には、著名な女性たち 20 名が名を連ねた 。彼女た
ち――「ジャネットとその仲間たち」
（Les « Janette »）――は、男女平等の理念を唱
え、あらゆる宗教に対する敵意を隠さない。ヴェールは女性抑圧の象徴にほかなら
ないと考えている。比較的年齢の高い世代の女性たちには、カトリック教会が強力
だった時代の記憶をイスラームに投影している面が窺える。
2. ケベック女性連盟――「価値憲章」に反対するも、内紛も
1966 年 に 設 立 さ れ た「 ケ ベ ッ ク 女 性 連 盟 」（Fédération des femmes du Québec :
FFQ）は、ヴェールを着用したいという女性の信教の自由を守る観点から、
「価値憲
136

シンポジウム

章」に反対した 。ただし、FFQ は女性に特定の宗教的標章を着用させる義務には
断固として反対している。つまり、ヴェールの強制にも禁止にも反対する立場であ
る。
FFQ 会長アレクサ・コンラディ（Alexa Conradi）は、「政府は〔……〕、「ケベック
の価値」の名において差別を公認している」、「目下進行中の議論は〔……〕さまざ
3
まな不寛容を表明する機会になっている」と批判している 。FFQ は、女性当人と
は別の人間が解放を強いるようなやり方に反対している。
ただ、昨今の情勢において FFQ のような立場を堅持するのは難しいのか、「価値
憲章」をめぐる議論のさなか、この連盟から分離独立する形で、「ケベックの女性
4
の権利のために」
（Pour les droits des femmes du Québec : PDF Québec）が結成された 。
会長のミシェル・シロワ（Michèle Sirois）は、ライシテは女性の権利にとって重要
と強調し、公的機関や病院や学校にヴェールを被った教員などがいては、子どもの
権利が損なわれかねないと危惧する。
2

3. 女性の地位協議会――賛成でもなく、反対でもなく？
女性の地位協議会（Conseil du statut de la femme : CSF）は、1973 年に設立された政
府系の調査研究機関で、ケベック女性の地位向上と権利擁護の観点から政府に助言
を行なっている。
「価値憲章」について、CSF はすぐに立場を表明することができなかった。おも
な原因は、
「価値憲章」に賛同することが明らかな 4 人の新規の委員を政府が CSF
に送り込み、しかもそれを直前まで会長ジュリー・ミヴィル＝ドゥシェーヌ（Julie
Miville-Dechêne）に知らせていなかったことである。会長は、「CSF は 40 年間、不
偏不党で完全に独立した立場から社会の議論に参加してきた」のに、何を考えるべ
きかあらかじめ決められているような機関は、社会の議論の役に立つことはできな
いと不満を表明した 。
ただし、2014 年 1 月、CSF は結局のところは「価値憲章」に賛成の立場に回っ
た。「忌憚なき意見交換」を経て、政府案を大筋で認めることができたというのが
理由である。
この時期に見られた内部の葛藤も興味深いが、ヴェール問題をめぐる CSF の立
場は中長期的に見ても興味深い。1995 年の報告書では、「私たちの見るところでは、
ヴェールは両性の平等の原則に抵触する」としながらも、「セクシズムの象徴を批
判すること」は「それを純粋かつ単純に禁止することを意味しない」と述べられて
いた（CSF, 1995 : 37）。ところが、2011 年の報告書では、「開かれたライシテ」では
不十分で、国家公務員は中立性を体現すべきだと述べられている（CSF, 2011 : 62-75,
90 sq.）。ヴェールの規制を強める方向にシフトしてきているように思われるのであ
る。
おわりに
「価値憲章」がケベック社会とその女性たちに投げかけたものを簡単に評価する
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ことはできないが、いくつかの論点を提示しておこう。
第 1 に、世代間の違いが垣間見られたこと。ジャネット・ベルトランには、カト
リック教会が支配的だった時代に、宗教に抗して女性たちの居場所を獲得してきた
自負があるが、若い世代の女性たちは、問題を宗教に帰するのはやや単純すぎると
考えているようである。
第 2 に、フェミニズムの分裂の最も深刻なのが、「西洋世界のフェミニズム」と
「第三世界のフェミニズム」の分断であること。ただ、ヴェール問題をめぐって女
性たちのあいだで一致が見られないことは、ごく普通のことだと受け止める感覚も
重要であろう 。
第 3 に、ヴェール着用禁止は、女性を本当に解放するのかということ。むしろそ
の「解放」が別の「従属」を生んでいないかと問うことも、批判的思考には欠かせ
ないだろう。
（だて きよのぶ 上智大学准教授）
【付記】
本研究は、科学研究費（研究課題番号：15KK0055）による研究成果の一部である。
注
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3
4
5
6
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連帯ケベック（Québec solidaire : QS）も憲章採択に反対した。
FFQ, « Un vivre ensemble qui crée de l’exclusion », Communiqué de presse, 8 novembre
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Amélie Daoust-Boisvert, « Charte : le Conseil du statut de la femme se dit muselé », Le
Devoir, 20 septembre 2013.
Cf. Denyse Baillargeon へのインタビュー。Sarah Poulin-Chartrand, « Ce voile qui divise »,
La Gazette des femmes, 7 décembre 2013.
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Léger, J.-M., Nantel, J., et Duhamel, P.,
Le code Québec: Les sept différences qui font de nous un
peuple unique au monde, Les Éditions de l’Homme, 2016.
大石太郎
OISHI Taro

国民性や県民性という言葉がある。また、それらを的確に表現したと評される
ジョークもよく聞く。ある地域に住む人々に共通する特徴がみられたり、それを
おもしろがったりするのは古今東西を問わないらしい。しかし、国民性や県民性と
いう話題は、ともすればステレオタイプに陥りがちである。どこに住んでいようと
人は千差万別であり、共通する特徴といっても、あくまでそういう傾向があるとい
うことにすぎない。そして、多くの場合、それらを裏づけるだけの十分かつ適切な
データは存在しない。
もちろん、他愛のない雑談であれば問題なかろう。しかし、専門家としてケベッ
クを紹介する機会の多い私たちがステレオタイプに陥るわけにはいかない。そこ
に心強い援軍が現れた。『ケベックの暗号―我々を世界でユニークな集団とする
７つの違い―』と題された本書は、父とともにケベックを拠点に 1986 年に創業
し、カナダ有数の世論調査・マーケティング企業に成長したレジェ・マーケティン
グ社を率いるジャン＝マルク・レジェ氏が、モントリオール高等商業学校（HEC
Montréal）名誉教授のジャック・ナンテル氏、経済ジャーナリストのピエール・デュ
アメル氏とともに、膨大な世論調査データに基づいてケベックの人々（以下、ケベ
コワ）の特徴を明らかにしようとしたものである。近年では類書がないこともあっ
て、本書は 2016 年 9 月末の刊行以降、ケベックで一気にベストセラーとなった。
たとえば Le Devoir の読書欄（毎週土曜日掲載）に掲載される書籍売り上げ上位 10
冊では、
「ケベックのノンフィクション」分野で上位にランクインし続けており、
12 月 12 日から同月 18 日までの集計分でもいまだ 2 位にランクされ、12 週連続の
1
2
ランクインを果たした 。また、本書は同時に英語版も刊行されており 、フランス
語よりも英語のほうが理解しやすい人にもケベコワの特徴を知ってもらいたいとい
う著者らの意気込みが感じられる。
それでは章ごとに内容を紹介しよう。まず筆頭著者のレジェ氏による「前書き
（Préambule）
」では、本書の執筆に至る背景が紹介される。続く第 1 章から第 3 章
までは本論の前提を説明するための比較的短い章であり、第 1 章「ケベックの逆
説（Les paradoxes québécois）」では、これまでの世論調査でみえてきた 12 の逆説が
紹介される。そして、ケベックの性格はフランスから継承した文化、イギリスから
継承した社会、アメリカ的ライフスタイルの混合であるとする。第 2 章「ケベック
の暗号を解読する（Craquer le code Québec）」では、カナダ全国で事業を展開する
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企業がケベックで成功するためには「ケベックの暗号」を解読する必要があること
を、とくに食料品を扱うスーパーに焦点を当てて説明する。食の嗜好が異なるため、
スーパーはカナダの他州と同じやりかたでは成功せず、場合によっては異なるブラ
ンド名を標榜することが有効であるという。
第 3 章「暗号の源―７つのアイデンティティ特性を発見するために―（Le code
source: À la découverte des sept traits identitaires）」 で は、 本 書 が 基 づ く 資 料 と そ の
分 析 方 法 が 説 明 さ れ る。 も っ と も、 統 計 的 手 法 の 詳 細 は 巻 末 の 付 録（Annexes
méthodologiques）で解説されており、第 3 章の記述はかなりあっさりしたもので
ある。著者らはまず、約 3000 人のカナダ人を対象に質問数が 300 を超える大規模
調査を実施し、フランス語話者のケベコワとその他のカナダ諸州の英語話者との
間で統計的に有意な違いを見いだした。そのうえでさらに詳細な調査を実施する
とともに、各界で活躍する約 30 名のケベコワに聞き取り調査を実施した。その結
果、ケベコワの態度やふるまいの 71％は英語圏の人々と変わらないものであり、
29％には違いがみられたという。そして、「ケベックの暗号」を解読するために、
sémiométrie という、単語とそれに結びついた感情を分析する質的手法による実験
を実施した。その結果、400 のうち 115 の単語にケベコワと英語圏の人々の間で違
いが発見された。そして、その 115 の単語が分類されて、7 つのアイデンティティ
特性を構成するわけである。なお、sémiométrie（英語では semiometry）という語は
かなり新しい用語らしく、手許の辞書に掲載されていないのはもちろん、インター
ネットの検索でも適切な訳語は判明しなかった。
続く第 4 章から第 10 章までは、第 3 章で説明された調査とその分析によって見
いだされた 7 つのアイデンティティ特性が章ごとに詳細に説明される。第 4 章「幸
福―いまを楽しむ―（Heureux: Vivre le moment présent）」では、ケベコワが英語圏の
人々よりも幸せであると感じており、しかもいまを楽しむ傾向が強いことが説明さ
れる。その背景として、ケベックが高福祉・高負担の社会であり、セーフティネッ
トが手厚いことなどが指摘される。著者らの調査によれば、joie de vivre はケベック
でもっとも大切な価値観であるが、英語圏では 4 番目にランクされるにすぎないと
いう。しかも、英語には joie de vivre に相当する表現さえないので、英語版ではそ
のまま章のタイトルにされている。
第 5 章「コンセンサス―素朴な良識―（Consensuel: Le gros bons sens）
」
（英語版で
Easygoing）では、ケベックではコンセンサスを得ようとする傾向が強いことが
は
紹介され、そこには先住民の文化の影響があるという。先住民文化のケベック・ア
イデンティティへの貢献を描いたドキュメンタリーから引用された「フランス人は
我々のいとこであり、先住民は我々の兄弟である」という言葉が興味深い。ケベコ
ワが事実婚や同性婚などに寛容であることもこの文脈で指摘される。1970 年代から
90 年代にかけて州首相を務めたロベール・ブラサの「団結しているときのケベック
はより強い」という言葉も印象的である。スポーツの文脈でケベコワの熱しやすく
冷めやすい性格にもふれられる。
第 6 章「超然―口ばっかりで行動しない―（Détaché: Grand parleur et petit faiseur）」
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では、態度をはっきりさせることを好まないケベコワの姿が描かれる。まず、それ
を象徴的に示すエピソードとして、ある世論調査における「私はまだ決めていない
のかどうかも確信できない」という回答者の発言が紹介される。1995 年の住民投票
の結果は、多くのケベコワにとってもっとも望ましいものとなった。大接戦となっ
たことで英語圏カナダに危機感を抱かせることに成功した一方で、何も変わらずに
済んだからである。勝手に熱くなった部外者はずっこけそうな話であるが、イギリ
スの EU 離脱をめぐる住民投票の顛末を知る現在では、たしかに絶妙な結果であっ
たといえるかもしれない。ケベックで実施された住民投票で唯一賛成が多数をしめ
たのは、1919 年の禁酒法導入に際してビールやワインなどの販売は認められるか否
かを問うものであったという。この住民投票は joie de vivre にかかわるものであっ
たという指摘は読者をニヤリとさせる。
第 7 章「被害者意識―失敗の恐怖―（Victime: La peur de l’échec）
」ではケベック
に残る負け犬根性がテーマである。その背景としてイギリス（さらにはイギリス系
カナダ）とカトリック教会に対して長く従属させられてきた歴史が指摘される。そ
の結果、バーゲンや特典に慎重であり、経済的リスクを回避する傾向が強く、生命
保険の加入率も高い。負け犬根性は責任を取りたがらないことにもつながり、すべ
て州政府が面倒をみることになる。また、迷惑施設の立地に対して「我が家の庭だ
けは勘弁（いわゆる NIMBY）」という態度も目立つ。結局、いつも「誰か」がなん
とかしてくれて、いつも「誰か」が悪いのである。何かとストがおこるゆえんであ
る。最近のケベックに関するホットな話題のひとつである移民の宗教的実践に対す
る近年の論争もここでふれられる。ケベコワは英語圏のカナダ人と同様に、フラン
ス人やアメリカ人ほど人種差別的ではなく、外国人嫌いでもないが、なじみのない
宗教とその実践が特別扱いされると被害者意識が頭をもたげてくるのだという。
第 8 章「田舎者―ムラ自慢―（Villageois: L’esprit de clocher）」では、まずメディ
アにおけるニュースの扱いに注目してケベコワの内向き志向が紹介される。また、
テレビ番組もケベックではケベック制作の番組が好まれるが、英語圏ではアメリカ
のテレビ番組が人気である。そして、ケベック制作の番組が英語圏で人気が出るこ
ともなければ、英語圏カナダで制作された番組がケベックで好まれることもない。
テレビの CM についても、モントリオールとトロントとで好みが異なることがあ
る。また、本章ではケベック州内の地域差、さらにはフランス語話者のケベコワと
ケベック州内の英語話者あるいは先住民との共通点や相違点も説明される。最後に
ケベックの諸地域が類型化され、７つの地域区分が示される。
第 9 章「創造性―頭いっぱいのアイデア―（Créatif: Des idées plein la tête）
」では、
ケベックの「創造性」が検討される。まず、1937 年のスノーモービルをはじめ、ケ
ベックの 15 の発明と発明者が紹介される。評者は、AM ラジオ（1866 年）やピー
ナッツバター（1884 年）がケベックで発明されたことを初めて知った。そして、シ
ルク・デュ・ソレイユなどに注目しながら、北アメリカの英語圏に囲まれ、生き残
りをつねに模索してきたことが創造性につながっていると指摘される。一方で、北
アメリカの効率的なスタイルも兼ね備えており、それも創造性を支える要素である
141

という。また、チームワーク、新しいアイデアへの適応、コンセンサスを追求する
態度なども重要である。
第 10 章「誇り―企業家精神―（Fier: L’esprit d’entrepreneur）
」では、ケベックの
新たな方向性に目を向ける。金儲けはもはや罪深いことではなく、とくに 35 歳以
下の若い世代は上の世代よりも、金銭的余裕が幸福につながると考えているという。
起業への意欲も高まっており、先進国でも上位に位置する水準である。最近では、
ケベックで創業した企業の海外進出がさかんになっており、ケベックそしてケベコ
ワの誇りとなっている。
ここまで読んで、いくつかのキーワードが対立するように感じられるのが気に
なっていたが、それは「結論 刷新（Régénération）」において鮮やかに解消される。
興味深いことに、ここで示された 7 つのアイデンティティ特性はそれぞれ順に因果
関係でつながっており、最後の「誇り」は最初の「幸福」につながって循環する。
また、キーワードの対立は世代に着目することで理解が可能になり、読者をすっき
りさせてくれる。
本書の意義はなんといっても膨大なデータをふまえた分析にあるが、記述に際し
てはむしろ聞き取り調査が重要な役割を果たしているように感じられるほどであ
り、非常に読みやすく、かつ迫力がある。また、第 9 章や第 10 章では新たなケベッ
ク経済の動きを知ることもできる。日本に入ってくるケベックの情報は英語メディ
アに依存しがちであり、すでにバイアスがかかっていることもある。日本における
正確なケベック理解を促進するのは私たちケベック研究者の責任であり、本書はそ
の一助となろう。一読をおすすめしたい。
（おおいし たろう 関西学院大学准教授）
注
1
2
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フェルナン・デュモン著
『記憶の未来――伝統の解体と再生』
（伊達聖伸訳）白水社、2016 年

Fernand Dumont,
L’avenir de la mémoire, Québec, Nuit blanche, 1995.
丹羽

卓

NIWA Takashi

フェルナン・デュモンは 20 世紀後半のケベックの最も重要な思想家かつ社会学
者だと言えよう。にもかかわらず、日本ではカナダ研究でもケベック研究でもほと
んど注目されてこなかった。恥ずかしながら評者がその存在を知ったのも、2003 年
頃のジェラール・ブシャール教授との会話においてであった。ブシャールはデュモ
ンの高弟でありながらデュモンを乗り越えるべき対象として、20 世紀末にケベック
の将来展望を切り拓いていった思想家と言える。現代から見れば、デュモンは「あ
る時期までは時代を先導する位置にいたが、ある時期からは時代に追い抜かれてし
まった」
（
「訳者解説」143 頁）人なのであろうが、ケベックがどうあるべきかを思
考する現代の思想家たちにとって、避けて通れない巨大な存在であるのもまた事実
である。それゆえに、本書の刊行によって、ケベックの思想史上重要な価値を持つ
思想家が日本に紹介された意義は大きい。原著書が出版された 1995 年、はケベッ
クで主権獲得に向けた 2 度目の州民投票の実施された年で、多くのケベックの人々
のアイデンティティがフランス系カナダ人からケベック人へとすでに転換していた
頃である。その意味では、本書は「出版時点ですでに反時代的なアクチュアリティ
を持っていたがゆえに、今でも反時代的なアクチュアリティを持っているような
本ではないか」
（
「訳者解説」144 頁）という解説者のつぶやきに評者も賛同する。
デュモンはケベックを研究する上で 1 つの参照軸となる人物で、現代を考える上で
も決して見過ごすことなどできない。
では、本書はどのような書物なのか。実は、本書はフェルナン・デュモンの著作
の翻訳であるだけでなく、それ以外に 2 名の著者がいる。
「日本語版への序文」の
著者セルジュ・カンタンと「訳者解説」を書いた本書の翻訳者がそれである。それ
ぞれの長さで見ると序文が 40 ページ、本文が 92 ページ、解説が 47 ページとなっ
ており、本文以外が添えものの序文や解説などではなく、どちらも充実した内容で、
本書を単なる翻訳以上に価値あるものとしている。序文ではデュモンの生い立ちか
ら始まって、その学問的業績、政治的活動が描かれ、続いて、彼の思想的内実が詳
しく語られている。だがその読解は容易ではく、むしろデュモンの書いた本文を先
に読んだ方が理解しやすい。さらにわかりやすいのが「訳者解説」であるので、読
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者にはまずここから読み始め、次に本文、最後に序文を読むのをお勧めしたい。し
たがって、本書評もその順で書いていきたいと思う。
「訳者解説」は “『記憶の未来』の読まれ方、あるいは「ポスト・デュモン」の知
の勢力図」” と題されていて、非常に読み応えがある。デュモンの次世代あるいは
次々世代の代表的なケベックの思想家を取り上げて、その人々のデュモンへの評価
を通してデュモンを多面的に捉えるだけでなく、現代ケベックの知的見取り図を示
すという優れた解説である。現代ケベックの知的状況に関心のある人には、本書全
体の中でこの「訳者解説」が最も有用かもしれない。
この解説において、デュモンは「旧弊的な教会権力やブルジョワを批判するカト
リック左派として、静かな革命を担う旗手のひとりで」（「訳者解説」142-3 頁）、新
しいケベックのナショナリストで主権獲得を目指した知識人だと描かれている。ケ
ベックの近代化によるフランス系カナダ人の集合的記憶の希薄化という危機に直面
してのデュモンの対応策は、伝統を再建することであった。これを後続世代がどう
見ているかについて、訳者は 3 つの類型から代表的人物を１人ずつとりあげ、そ
れぞれの意見を紹介している。ジャック・ボシュマン、ジェラール・ブシャール、
ジョスラン・レトルノーの 3 人である。そのまとめは的確でわかり易いが、何より
も、全員にインタビューをして、デュモンとの関係でそれぞれの考えを引き出し、
それを説明に組み込んでいる点を高く評価したい。
次にデュモンの著作について述べよう。この小著は、彼の最晩年の考えを描いた
ものだが、一読して、具体性を欠き、抽象的な議論に終始しているという印象を受
ける。次に思ったことは、デュモンはやはりフランスの思想的系譜に連なる人だと
いうことである。引き合いに出されるのは、主としてフランスの思想家であり、い
くらかその他のヨーロッパ人も登場するとはいうものの、アングロ＝サクソン系の
人物は一切登場しない。ネイションとエスニシティ（デュモンの場合「ケベックの
伝統」）について語るなら、英国のアントニー・D・スミスに触れてもよさそうなも
のだが、それはなされていない。社会の多元性も視野に置かれているが、それにつ
いての研究ならカナダや米国に当時すでにあふれていたにもかかわらず、一言も触
れられない。さらに奇異に感じるのは、ケベックの人物はと言えば、歴史家のガル
ノーが 2 度登場するだけである。このことから、静かな革命期以降に活躍した思想
家であるにもかかわらず、新世界よりも旧世界に重きを置く知的教養を体現し、そ
こから離れないでいる人のように見える。静かな革命期以降、ケベックは自らのア
メリカ性に注目し、フランスから精神的に独立する方向へと歩みを進めて行った。
その時代の流れからすれば、ケベックで失われてしまったフランス系カナダ人の伝
統を再構築しようとするデュモンは流れに抗って立っているかのようである。
デュモンにとって意味あるネイションはフランス系カナダ人でしかなく、ケベッ
クはネイションたり得ない。彼にとって、ケベックはフランス語系、英語系、先住
民、そして文化共同体（つまり移民とその子孫）からなる政治共同体でしかない。
それゆえ静かな革命以降広がっていった、ケベック州という地理的領域に根拠を置
くシヴィックなネイション観に強く反対し、ケベックのすべての住民を包摂する共
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通公共文化という理念を拒絶したのである（cf. L. Oakes, J. Warren (2007), Language,
Citizenship and Identity in Quebec, Palgrave Macmillan, Basingstoke, UK, pp. 46-47）。そ
の点でもやはり、彼は時代から取り残された思想家なのであろう。
しかし、デュモンが社会の多元性を無視しているわけではない。社会全体を無前
提に承服させてしまうような伝統（その社会の超越的価値観）が失われてしまった
中では、並立する価値観の間での対話が重要である、とこの著作の終わりの方で述
べている。ただし、「異なるネーションを混ぜ合わせて、ひとつの独自の文化とい
う喧噪の場に溶かし込むことを望むべきではない」（115 頁）と言う。それゆえに彼
が支持するのは、フランス系カナダ文化を中核として、その周辺に配置された複数
の文化共同体がそれと対話によってつながれるという「収斂の文化」モデルとなる。
これを 1980 年代初頭にルネ・レベック政権が社会統合モデルとして提示したわけ
だが、そのままでは文化共同体は周辺にとどまり、中核に入るには同化というプロ
セスを経るしかない。これこそブシャールが厳しく批判する点である。
このモデルから間文化主義は発展するのだが、デュモンがそれを支持することは
なかった。マジョリティ文化とマイノリティ文化の対話を通して、双方が変わるこ
とで新しい文化をつくりだしていこうというのが間文化主義だからである。間文化
主義こそがブシャールが、そして現代ケベックの多数が支持する社会統合理念なの
であり、ここでもデュモンは時代に取り残されたと言える。
「デュモンが取り残された」ことにばかり話が向いてしまったが、デュモンの本
文の本旨は伝統の喪失と記憶の再構築ということにあって、それについては興味深
い考察がなされている。その点についてはカンタンの「日本語版への序文」に基づ
いて見て行こう。デュモンは伝統の解体を近代の大きな特徴とみなす。伝統は時間
とともに大きく変化することはなく、世代を超えて伝えられるものだが、近代は産
業化により社会と文化が激しく変化し、脱伝統化した時代だと彼は捉える。それゆ
えに過去を取り戻すために紙に記される歴史が必要とされるようになったと言う。
記憶に対する文字としての歴史への警戒はデュモンのオリジナルではなく、ヨー
ロッパの思想史の中でプラトンにまで遡れるとカンタンは指摘する。そして彼は、
ヨーロッパの何人もの思想家に触れた後、伝統の喪失の危機を訴える先駆者として
ハンナ・アーレントを挙げる。伝統の喪失は「人間存在の深み」を失わせるが、そ
れは新しい過去の発見につながる可能性もある。それを認める点でも、デュモンは
アーレントと共通し、それゆえにこの 2 人に反近代のレッテルを張るのは不当だと
カンタンは言う。そうであるなら、所与である伝統（
「古い伝統」
）に代わる、絶え
ず蘇生される「新しい伝統」を構想することができる。しかし、古い伝統が歴史を
意味づけたように、新しい伝統にもそれができるのであろうか。デュモンはそれに
対して希望を述べるにとどまる。では、そもそもなぜフランス系カナダ人の記憶を
取り戻さねばならないのか。それは、フランスに見捨てられ、英語系の支配と圧力
のもと生き残ったフランス系カナダ人の末裔としての矜持からなのであろう。
デュモンというケベックの思想史上の巨人の残したこの小著をどう評価すべきな
のか。カンタンは彼の最晩年の考えを描いた重要なものだとし（「日本語版への序
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文」頁）
、ブシャールはそうではない（「訳者解説」166 頁）。その評価の違いはおそ
らく、デュモンの『記憶の未来』という書物に何を求めるかによる。多元化するケ
ベックでフランス系カナダ人の記憶をどのように再構築するかという点に関心があ
れば、本書は十分示唆に富む。他方、ケベックを（マイノリティも含む）包摂的ネ
イションとして構築するにはどうしたらいいのかという観点からはそれほど重要で
はないであろう。それどころか、ケベックの共通の記憶に背を向けるデュモンの態
度は反動的に映るかもしれない。
デュモンをどう評価するにせよ、最初にも述べた通り、ケベック研究では避けて
通れない人物であることには疑問の余地がない。小著とはいえ、その著作が翻訳さ
れ、興味深い「日本語版への序文」と充実した内容の「訳者解説」を付けて出版さ
れたという意義は大きい。たとえ時代の進展に取り残されたのだとしても、現代ケ
ベックを準備した重要な思想家として、今後の日本でデュモンが研究の対象とされ
るとすれば大いに意義あることである。
（にわ たかし 金城学院大学教授）
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ジュール・ヴェルヌ著
『名を捨てた家族――1837-38 年ケベックの叛乱』
（大矢タカヤス訳）彩流社、2016 年

Jules Verne,
Famille-sans-nom, Paris, Union générale d’éditions, 1978.
島村山寝

SHIMAMURA Sanshin

1850 年代からパリで株式仲買人をしながら劇作や短編に手を染めていたジュー
ル・ヴェルヌ（Jules Verne）は、やがて大編集者エッツェルと出会い『気球に乗っ
て五週間』（63［以下刊行年］）を発表する。気球でアフリカ上空を横断する、この
空想的冒険譚を第 1 作として、以後エッツェルと契約したヴェルヌは、年に 1 本か
2 本の新作を、時には一般の新聞に、基本的にはエッツェル社の児童向け雑誌『教
育と娯楽』に毎月連載して単行本化していくことを、ほぼ休むことなく生涯続ける
1
ことになる 。
エッツェルによって全体を〈驚異の旅〉と名付けられた、世界各地を舞台とした
冒険譚の連作は、1905 年のヴェルヌの死後も、残された複数の草稿が息子ミシェル
によって（大幅に改作されながら）出版され、総数は短編を含め 80 作に及ぶ。し
かし石橋正孝の指摘どおり、
「長編だけでも 60 篇を超える構成作のほぼ半数が未訳」
であり、日本では「連作全体の大まかなイメージすら一般に共有されているとは言
いがたい」（石橋、2017、pp.630）のが現状である。『地底旅行』（64）や『月世界旅
行（地球から月へ）』（65）、『海底二万里』（69−70）、
『八十日間世界一周』（73）な
ど、有名な作品は 1860 年代から 70 年代の前半に集中していて、80 年代以降の作品
の多くが紹介されていない。
したがって、今回『名を捨てた家族』（89）が訳出されたことは、日本のヴェル
ヌ研究者にとっても望外の喜びであった。既訳はあるが、明治・大正期の古書に属
し、戦後・現代語としては初訳であり、完訳もおそらく初めてであることには計り
知れない価値がある。
しかし、ケベックの歴史や文化との関わりにおいて読むとすれば、〈驚異の旅〉
第 45 作である本作が、定期的に作品を「生産」するために、創作技法を作業とし
てやや定型化させた、職人作家の手になる 1 作であることは知っておく必要がある。
とは言え、本作がヴェルヌの、その経歴に何度か訪れた転機の一時期に書かれたこ
とも事実なのである。
物語は 1837 年に、ケベック州で起こったフランス系カナダ人からなる愛国者党
過激派による、イギリス植民地政府に対する武力蜂起を背景にしている。史実では
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パピノー（1786 〜 1871）が反乱者たちの指導者であるが、実は暗躍した陰の指導
者がいたのだとして、この「名無しのジャン」という架空の主人公の活躍と挫折
を悲劇として描く。主人公は、かつて類似した蜂起の試みを密告によって裏切り、
人々の怨念の対象となっている男の息子であり、裏切り者の妻であった母と兄との
3 人で、「名を捨てて」隠れ住んでいたのだが、「愛国心」と亡父の贖罪のために再
び蜂起を図るのである。ジャンと、これも架空の人物だが、かつてジャンの父に裏
切られた指導者の令嬢との悲恋も描かれ、家族や恋人との運命の成り行きが物語の
中心となる。
あまり物語の筋に立ち入ると未読の方の興を削ぐので控えるが、経験を積んだ
ヴェルヌの説話は初期作品に見られる饒舌さが消え、むしろ無駄のない簡潔な筆
致で物語を進めていく。ヴェルヌに特徴的な「名詞の羅列だけ」の描写は、婚礼の
祝宴を描いた 1 章くらいにしか出てこない。脇筋を支えるニックとリオネルのコン
ビは陽性で物語を活気づけるが、見せ場がいま 1 つ、2 つ足りない。ホッジやアル
シェ一家など、他の脇役たちの活躍も中途半端であることは否めず、魅力的な人物
たちを舞台に上げながらも尻すぼみに終わってしまうのは、2 巻本に収めるという、
分量上の制約を逸脱しない職人作家としての癖ではないかと考えられる。ヴェルヌ
は『マチアス・サンドルフ』（85）以降、3 巻本は書かなかった。
第 1 部第 6 章と第 7 章で、サン＝ローラン河を遡上しながら準備工作を進めてい
くジャンの行程に、ケベック地方の気候や地勢、風俗など地理学的な情報を織り交
ぜるのは、児童向け教育雑誌に連載される〈驚異の旅〉連作の、最初からの約束事
である。
全体として物語は最初から最後まで緊密に構築され、物足りなさはあっても、諸
作品に時折目立つ緩みや脱線も、大きな破綻も見られない。一部のマニアックな
ヴェルヌファンからは「それではつまらない」という声が上がりそうだ（これは本
当の話である）。
評者は草稿や書簡など一次資料の研究者ではなく、成立の過程を知りえないのだ
が、ヴェルヌはそれなりの周到さでこの小説を練り上げている。ウォルター・ス
コット、ヴィクトル・ユゴー、ジェイムズ・フェニモア・クーパーなどから多大な
影響を受けたヴェルヌにとって、歴史小説を書くのは念願であった。1886 年に、情
緒不安定な甥に突然銃撃されて脚に後遺症を得、また直後にエッツェルが亡くなっ
て（編集・出版は息子エッツェルが継承）、作風に変化が生じたと考える研究者は
多いが、すでにギリシア独立戦争を題材にした『燃える多島海』
（84）があり、連
作を歴史小説へ傾斜させることはエッツェルの生前から目論まれていたらしい。世
紀転換期に入り、19 世紀前半の事件が過去となり「歴史」となった時代意識も背景
にあるだろう。
フランス革命を背景にした『フランスへの道』（87）に続けて、南北戦争を舞台
とした『北対南』（87）を発表する。この作品はバルザックの影響を受けた初期中
2
編『シャントレーヌ伯爵』
（1971［初出 64］） から歴史小説としての設定を流用し
ている。
『2 年間の休暇（15 少年漂流記）』（88）を挟んで、『名を捨てた家族』が書
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かれたのである。それだけに意欲的で、力がこもった作品であることは間違いない。
しかしこの作品を最後に、ヴェルヌは本格的な歴史小説には挑戦しなくなる。軋
轢もあったが、良き相談役だったエッツェルの喪失は、やはりヴェルヌが連作の方
向性を模索するうえで影響があったろうし、歴史小説を書くこと自体の困難もあっ
たのではないか。
スコット、ユゴー、クーパーはいずれも、歴史小説というジャンルから見ればむ
しろ前史に属する作家である。偶然が支配する社会集団の動きを描く歴史叙述と、
個人を物語の中心に据える古典的な小説形式は根本的に相容れない。通俗的な歴史
小説でも、歴史的事象の説明に拘泥すると、個人は次第に埋没してしまう（司馬
遼太郎など）。ユゴー『レ・ミゼラブル』（62）やレフ・トルストイ『戦争と平和』
（63-69）などが傑作と言われるのは、そのジレンマを大作家の膂力でねじ伏せてい
るからで、ヴェルヌにそこまでは望めない。
ジョアン神父が愛国の意義を訴える説教は具体的に再現されておらず、ヴェルヌ
は自分にできないことをよく分かっている。ジョアンは架空の人物だが、その後の
実際の戦闘も詳しく描けてはいないので、思想も具体的事件もよく伝えられなけれ
ば歴史小説としては問題が残る。もちろん、先住民の描写はあまりに紋切型で、現
代では批判の対象であろう。
この小説が首尾を整えられているのは、主人公ジャンとその家族の運命が主軸と
して描かれているからで、むしろ歴史に深入りしていないからだとすら言える。し
かし中でも、令嬢との恋愛は、男女の感情より愛国心（patriotism）による結びつき
の方が尊いかのような書きぶりで、ヴェルヌの保守的な価値観が色濃く出ている。
そもそも世紀末も近い頃に、クーパー的、あるいはユゴー的な悲劇を世に問うの
は旧弊という批判を免れない。しかしヴェルヌは中期以降、少しずつ自身が影響を
受けた先行作品を直接反映し始める。『マチアス・サンドルフ』はデュマ『モンテ・
クリスト伯』（44-45）の本歌取りだとはっきり宣言している。90 年代末になると、
ポーやウィースの二次創作を堂々と書き始めるのだが、本作でしばしばクーパー
が言及されるのは、そうした傾向の現れであろう。クーパー『モヒカン族の最後』
（26）はフレンチ＝インディアン戦争におけるフランス・ヒューロン族側を徹底し
た悪役にしているが、本作の展開はそれに対するフランス側からの反論とも読める。
幼稚なようだが、文学的記憶がそのままテクストの自己言及的な主題になる、ヴェ
ルヌの特殊な、現代でも先鋭的な文学観の表出だと評者は考える。
このようにヴェルヌ研究者からすると、連作の内的連関に照らして読み解く方が
どうしても分かりやすい。国際的な不和や社会の不寛容という主題は、この頃から
作品の背景に頻出している。そこに犠牲的精神で利他的に行動する主人公を配し、
内面に贖罪という動機を置くのは、実は前作『2 年間の休暇』と同じ構図であって、
2 作の結末の違いを比較すると、当時ヴェルヌがそうした問題をどう図式的に捉え
ていたか、その限界も含めてある程度把握できる。『悪魔の発明（原題『国旗に向
かいて』
）
』
（96）の結末もその延長上にあるようだ。
その他、詳しくは書けないが、結末は初期中編『マルティン・パス』
（74［初
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出 52］）に酷似していて、船と垂直の水壁という主題は、
『海底二万里』の大渦巻
（元々エドガー・アラン・ポーであるが）も想起させる。身代わり・分身・転生と
いう主題は、チャールズ・ディケンズや E.T.A. ホフマン、ポーの影響だが、初期作
品から『蒸気で動く家』（80）、『カルパチアの城』
（92）、死後出版の『ヴィルヘル
ム・シュトーリッツの秘密』（1910）にまで通底するヴェルヌの大テーマであるし、
「カージ」という大筏が『ジャンガダ』（81）を想起させるなど、他の作品と共通す
るイメージは、歴史小説という例外的な体裁にも関わらず、あちこちに読むことが
3
できる 。
名を捨ててアウトローとなる孤独な主人公というのも、『海底二万里』のネモ船
長、
『マチアス・サンドルフ』の主人公など他のヴェルヌ作品に見られるタイプで
ある。別名を用いるのも、分身の主題とともに〈驚異の旅〉ではよく使われる設定
だが、本作品の場合はむしろ捨てたはずの「名」につきまとわれ、呪われるという
ところに特色がある。名が変わると本当に別人になるかのように書くというのも、
奇怪なヴェルヌ的主題としてあるが、しかしジャンは名を捨てられないので、別人
になれない。それが彼の悲劇なのだとも言い得るのである。
執拗にジャンを追い、現れては呪われた「名」を蘇らせるリップという探偵も、
ユゴー的な警官であるとともに、ホフマン『砂男』（17）のコッペリウスのような、
運命を告げる神秘的存在として読んだ方が、ヴェルヌ読者としては得心がいく。歴
史小説の裏にあるのはゴシック的な宿命論の悲劇なのである。資料に基づくリアリ
ズムの記述が、いつの間にか幻想譚の文法と混合されるところに、ヴェルヌという
作家の天才がある。
瑕疵もあり、物足りなさや弱さもあるが、それでも読ませるのは海底や地底、遠
い国々を見てきたように書いてしまうヴェルヌのイマジネーションの豊かさであ
り、分身や名という存在論的な主題への独特な感覚が、作品を深奥で支えているか
らであろう。
ケベックとの関わりについて何も書けないのは申し訳ないが、ヴェルヌが個人的
にカナダのフランス系住民たちへの関心を強く持っていたのかどうかはよくわから
ない。生涯ただ 1 度、1 週間だけ新大陸を旅しているが、カナダには足を踏み入れ
ていない。
ちなみに、ケベック出身者が〈驚異の旅〉に登場するのはこれが初めてではなく、
『海底二万里』の主要人物の 1 人、捕鯨漁師のネッド・ランドがケベックの人間で
ある。しかし、作品中でケベックの状況が言及されることはない。またニックは後
期の登場人物としては珍しく、『黄金の火山』（1906）に再登場する。
私人としてのヴェルヌは平凡な思想しか持っていなかった。老いるに従い英・独
へのあからさまな批判を強め、国際協調など支持していなかった。カトリック保守
であったヴェルヌが、旧時代の残影を 1830 年代のケベックに見たことは確かなの
だろうが、本作で強調されるパトリオティスムは、普仏戦争後のナショナリズムの
勃興において、フランス側から事後的に見出されたものだと考えた方がいいだろう。
それも世間並の感情として。
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その意味で本作を、当時のフランスが、自身の歴史の鏡像としてケベックを映し
た任意の 1 例とし、今後の研究資料にしていただければ幸いという他ない。
（しまむら さんしん 日本ジュール・ヴェルヌ研究会）
注
1
2
3

ヴェルヌとエッツェルとの契約と、〈驚異の旅〉創作における複雑な関係は、石橋正
孝（2013）『〈驚異の旅〉または出版をめぐる冒険』（左右社）に詳しい。
1860 年代初頭に執筆され、64 年に雑誌『家庭博物館』に掲載された。〈驚異の旅〉
には含まれない（デース、2014、pp. 203-4）。
作品中のヴェルヌ的主題や文学的影響については、新島進の書評（
「図書新聞」第
3289 号、2017 年、2 頁）も参照されたい。

参考文献
J・F・クーパー、足立康訳（1993）『モヒカン族の最後』福音館書店
フォルカー・デース、石橋正孝訳（2014）『ジュール・ヴェルヌ伝』水声社
大岡昇平著（1990）『歴史小説論』岩波書店
小畑精和・竹中豊編著（2009）『ケベックを知るための 54 章』明石書店
ジュール・ヴェルヌ、石橋正孝訳・解説（2017）『地球から月へ 月を回って
く』インスクリプト
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2016 年度 第 18 回韓国ケベック学会 参加報告
18e colloque de l’ACEQ (Association Coréenne d’Études
Québécoises)
Le samedi 12 novembre 2016, Université Sungkyunkwan,
Séoul
第 18 回 韓国ケベック学会は、昨年 11 月 12 日（土）
、アジア最古とも言われる
ソウル市内のソンギュングァン（成均館）大学にて開催された。折しも、パク・ク
ネ大統領をめぐる疑惑が韓国社会に大きなうねりのように広がりつつあり、大会の
あった週の金曜日には 20 万人、さらに大会当日には 80 万人余のデモ参加者を集め
るまでに膨れあがるなかでの開催となった。
第 18 回大会のメイン・テーマとなったのは、ケベック映画界の超新星ともいう
べきグザヴィエ・ドラン（Xavier DOLAN）。同年のカンヌ映画祭では長編第 6 作と
なる『たかが世界の終わり』（Juste la fin du monde）がグランプリを獲得するなど、
世界が注目する若きシネアストではあるが、まだその作品についての研究は、いま
まさに端緒が開かれようとしているばかりであり、きわめて挑戦的なものでもある。
また、本大会に付随するかたちで、11 日（金）より週末の 3 日間にわたってドラ
ン作品のレトロスペクティヴ上映がソウル市内のアート系映画マルチコンプレック
ス館「シネマテーク」において、ACEQ とケベック州政府ソウル支部の共催によっ
て開催されており、グザヴィエ・ドラン研究の先陣を切る勢いを感じさせた。しか
も、プレミア上映となった『たかが世界の終わり』は満席の観客を集め、韓国での
ドラン作品に対する注目度の高さに目を瞠らされるばかり。
今回のテーマを決定されたのは、AJEQ の大会でも発表されたことがある、ソン
ギュングァン大学のパク・ヒテ（PARK Heui-Tae）先生だが、大会当日の発表に加
えてシネマテークでのレトロスペクティヴ上映後のティーチインに際しても、コ
リョ（高麗）大学のイ・ナラ（LEE Nara）先生とともに登壇されるなど八面六臂の
活躍。また、韓国は初めてという筆者の案内役をしていただいたのに加えて、韓国
の映画事情もご紹介いただき、貴重な経験を得させていただいた。
そして 12 日、朝からパク・クネ大統領の退陣を求める大規模なデモが朝から行
われ、ソウル市内の交通が麻痺するなか、その日の午後より第 18 回大会は開催さ
れた。
今回、韓国国外からの参加は筆者のみ。騒然とした国内状況に加えて、映画が
メイン・テーマということで当日の参加者は 30 名程度にとどまった。13 時、ハ
ン・ヨンテク（HAN Yong-Taek）会長による開会の辞によって開幕。大会の構成
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は、前半と後半の 2 部に分かれ、前半の「セッション 1」は、「Modernité du Québec
et Xavier Dolan」と題され、主にドラン映画の背景となるケベックの社会と文化に
焦点を合わせたもので、後半の「セッション 2」ではドラン映画を細かく分析して
ゆく発表が中心となった。筆者の発表は、日本におけるケベック映画の受容につ
いて追ったもので、前半の「セッション 1」に包括された。ACEQ の前会長である
ソンギュングァン大学のイ・ジソン（LEE Ji-Soon）先生による最初の発表は、“La
modernité dans Le Survenant de Germaine Guèvremont” との表題が示す通りに、ケベッ
ク発のテレビドラマ “Le Survenant” について、原作とともに当時（1950 年代後半）
のケベック社会について分析されたもの。続く、スンミョン（淑明）女子大学の
イ・ カ ヤ（LEE Kaya） 先 生 に よ る “Les cultures minoritaires dans les films de Xavier
Dolan” では、文字どおりにドラン映画におけるさまざまなマイノリティを考察され
たもののようだった。そして筆者による「日本におけるケベック映画の受容とグザ
ヴィエ・ドラン現象」という 3 つの発表が前半部を構成。
休憩を挟んだのちの後半部「セッション 2」は、「Études microscopiques des films
de Xavier Dolan」と題されている通りにドラン映画の核心を突くふたつの発表で構
成。まず、前日のレトロスペクティヴ上映後のティーチインでも登壇されたイ・ナ
ラ先生による発表 “L’Image de Mater Dolorosa dans les films de Xavier Dolan” におい
て、ジョルジュ・ディディエ = ユベルマンのフラ・アンジェリコ論を手がかりと
してドラン作品に対する図像学的アプローチが試みられ、最後にパク・ヒテ先生が
“Approche formelle des films de Xavier Dolan” と題された発表において、ドランとド
ラン映画をめぐるさまざまな言説を開いて見せたのち、それらを子細に検証した上
で覆してゆき、新たな見方を探ろうとされているようだった。
いずれも韓国語による発表であり、詳細な内容までは把握できなかったのが残念
だったのだが、とはいえ図像によるアプローチであったこともあり幾分かはとらえ
ることができたと思う。ドラン映画をめぐる研究はまだこれからではあるが、今回
の ACEQ の大会が今後のドラン映画研究の指針のひとつとなるであろうことは間違
いないだろう。
大会終了後、韓国の伝統料理（唐辛子が広まる以前の辛くない料理）のおもてな
しをいただき、その場では映画のみならず文学（フランス文学が中心だったが）の
ことについても話すことができたのがよい思い出となった。
韓国初体験、大規模なデモも初体験であり、まったくもって慌ただしい滞在では
あったが、パク・ヒテ先生はじめハン・ヨンテク会長、イ・ジソン前会長ほか、さ
まざまな方のお世話になり、充実したものにすることができた。今後のドラン研究、
そして ACEQ の発展を願うとともに、感謝の言葉を申し添えたい。
（杉原賢彦 立教大学）
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国際フランコフォニー学会 第 31 回世界大会参加報告
Conseil International d’Études Francophones (CIÉF)
31e congrès mondial, 26 juin-2 juillet 2017, La Martinique

2017 年 6 月 26 日（月）から 7 月 2 日（日）まで、カリブ海に浮かぶ「花の島」
マルティニク島のアンティル大学シェルシェール・キャンパスを会場にして、国際
フランコフォニー学会（CIÉF）第 31 回世界大会が開催された。
全体テーマとして « L’île et son autre, la francophonie en Relation » が掲げられ、70
あまりのセッションに分かれて 250 ほどの研究発表があった。そのほか、大会初日
1
の月曜夕方にはマルティニク領土共同体（Collectivité Territoriale de Martinique） の
本部でレセプションが行われ、火曜夕方には、ベトナムやラオスの北部山岳地帯に
住むモン族でインドシナ戦争後フランスやアメリカ合衆国に移住した家族を追うド
キュメンタリー映画 « Mémoire hmong à la croisée des chemins » の解説と上映会、水
曜午後にはパジュリ（ナポレオンの妃ジョゼフィーヌが生まれ少女時代を過ごした
プランテーション）やラム酒製造所の見学会、そして木曜日には、カリブ海の作家
を集めたターブル・ロンドや、パトリック・シャモワゾー とのランコントルなども
あり、カリブ海地域のフランコフォニー状況を間近に見ることのできた濃密な 1 週
間だった。
パリ経由（しかもロワシーからオルリーへの移動が必要）で計 20 時間以上のフ
ライトは楽ではなかったにもかかわらず、AJEQ の会員は 7 名が参加（ただし内 2
名はモンレアルからの参加）、そのほかの参加者も含めると、日本からは 12 名、韓
国からも 7 名が参加して、これまでで最多だった。
今年は、会場のアンティル大学が休暇に入るのを待って開催されたため、例年よ
り 1 か月ほど遅れての開催となり、乾期（carême）と雨期（hivernage）の狭間にあ
たっていた。日本の梅雨のように一日中しとしとと雨が降るわけではなく、雨期の
接近を思わせる激しいスコールが数分続いたかと思うとすぐまた晴れたり、狐の
嫁入りのような雨が降ることもあったりして、基本的には湿気の多い真夏。空調設
備のない教室での分科会は午後になるとやや息苦しいときもあったが、高台の校舎
には適度にアリゼ（貿易風）が吹き抜けてくれて、現地の研究者たちや各国から集
まった参加者との交流は刺激的だった。
到着した日の晩にまず体験したのが bruit (chant) de la nuit antillaise。日が沈むのを
待ってカエルや昆虫が大合唱を始め、それが明け方まで延々と続く。コオロギや鈴
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虫の音に快く身をゆだねる、などという優雅なものではなく、ホテルの部屋のドア
や窓をびっしり閉めてもなお、まるで野宿しているような気分だった。しかし、そ
の「騒音（bruit）
」と思えたものも 2 日目以降は「歌（chant）」に変わり、帰国した
今となってはなつかしささえ感じる。また、ジョゼフィーヌの生家やバラタ植物園
で、カリブ海の作家の作品に登場するさまざまな植物をこの目で見ることができた
のも収穫だった。
以下に、AJEQ 会員の研究発表を簡単に紹介したい。
まず、6 月 27 日には、小倉和子（立教大学）が « L’ici et l’ailleurs (1) » と題する
セッションの司会をつとめ、その中でみずからも « Quelques réflexions sur les lieux :
Yves Bonnefoy, Dany Laferrière et Kim Thúy » と題する発表を行った。ちょうど 1 年前
に 93 歳で大往生したフランス詩人の「ここと今」に徹底的にこだわる詩学と、
「こ
こ」を離れ、「よそ」を創作の拠点にせざるをえない亡命者や難民としての経験を
もつ 2 人のケベック作家の場所をめぐる思考のあいだに、外見的な相違にもかかわ
らず共通点が存在することを明かにし、それが文学創造の根幹に関わるものである
ことを論じた。AJEQ 会員ではないが、このセッションでは石川清子（静岡文化芸
術大学）、後藤美和子（早稲田大学）も発表した。
6 月 29 日には鳥羽美鈴（関西学院大学）が « D’une île à l’autre (2) » のセッション
で、« L’étude de la richesse culturelle de l’île » と題する発表を行い、サトウキビ畑や
豊かな海洋資源など、マルティニクと多くの共通点を有する沖縄と琉球諸島を事
例に、諸文化とりわけ諸言語の豊さの保持について検討した。まず沖縄の歴史を概
観し、続いて現在の沖縄が強いられている負担や海洋資源の危機について言及し
た。さらに沖縄語の歴史やユネスコによって諸言語が危機言語として指定されてい
る現状を確認した上で、沖縄で定期開催されている言論大会での参与観察を経て得
た知見を報告した。同セッションでは、長谷川秀樹（横浜国立大学）も « Politique
linguistique minoritaire comparative des îles francophones » と題する発表を行ったが、
こちらについては、発表者の意向により概要の紹介は控えさせていただく。
そして、分科会の最終日である 6 月 30 日には、まず、Gilles DUPUIS が司会を務
める セッション « Relire Frantz Fanon : ce qui reste de la décolonisation » があった。そ
こで行われた発表については、ご本人からフランス語による報告が届いたので、以
下に掲載させていただく。
Dans sa communication intitulée “De Peau noire, masques blancs à Nègres blancs
d’Amérique : portrait du (demi) colonisé”, Gilles Dupuis (Université de Montréal) s’est
penché sur l’influence que l’œuvre phare de l’auteur martiniquais Frantz Fanon a exercée
sur la reprise du discours de la décolonisation au Québec, en particulier sur l’œuvre de
Pierre Vallières, tout en discutant de la valeur (problématique ou heuristique) qui peut être
attribuée aux expressions « colonisé », « colonisateur » et « demi-colonisé » dans ce contexte
spécifique.
次の時間帯には伊達聖伸（上智大学）が « Politique linguistique, économie et (post /
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néo) colonialisme » のセッションで、« Genèse de la laïcité interculturelle au Québec et sa
mise en cause » と題する発表を行い、「静かな革命」以降の時代状況における間文化
主義とライシテの展開を踏まえ、2000 年代に「間文化主義的なライシテ」が論争含
みのものとして成立し、現在再び間文化主義とライシテが別々のものと感受されて
いる向きがあることについて論じた。
そして、最終時間帯、大会のクライマックスには、立花英裕（早稲田大学）が
Han Daekyun 韓国ケベック学会元会長が司会を務めるセッション « L’esthétique et
la poétique de décolonisation à la Martinique et au Québec » で、« Aimé Césaire et Gaston
Miron : poétique de décolonisation » と題する発表を行った。立花の発表は、エメ・セ
ゼールとガストン・ミロンの詩から共通のテーマ（経済的・文化的剥奪）を導きだ
し、2 人の詩人がマルティニクおよびケベックの植民地的状況における文化資本の
貧困にどのように立ち向かうことで、新たな詩的言語を創造したかを論じた。また、
AJEQ 会員ではないが、澤田直（立教大学）、中村隆之（大東文化大学）も発表し
た。
その他、プログラムの詳細はこちらをごらんいただきたい。
https://secure.cief.org/wp/wp-content/uploads/2017/06/Programme
マルティニクは 1946 年からフランスの海外県に位置づけられてきた。2015 年の
地方選挙で独立推進派 Mouvement Indépendantiste Martiniquais のリーダー、アルフ
レッド・マリ＝ジャンヌ Alfred MARIE-JEANNE がマルティニク領土共同体の首長
Président に選出され、新たな時代を迎えている。今後、ニューカレドニアのように
独立に向けた動きが加速するのかどうか、注視が必要だろう。
今回の CIÉF の大会はこれまで以上に開催地の支援（関与）が感じられ、マルティ
ニクの人々がこの大会に込める期待が感じられた。彼らは規範的なフランス語でじ
つに雄弁に、熱っぽく語る。フランス本土との関わりをどう考えていくべきなのか、
自分たちの独自性をどう世界に主張していくのかという課題は、ケベックの状況と
も大いに重なりあう。とりわけ、エメ・セゼールやエドゥアール・グリッサンの存
在の大きさを感じさせられた 1 週間だった。
アンティル大学講師のマニュエル・ノルヴァ Manuel Norvat 氏に大変お世話に
なったことも付記しておきたい。大会終了後に彼と、人類学者ウィルアム・ロール
William Rolle 氏の案内で行われたマルティニク「秘境巡り」は圧巻だった。私たち
は 2 台の車に乗り込み、シェルシェール市からサン・ピエール市に向かって北上し
ながら車による散策を楽しんだ。途中、火炎木やフロマジェの大木が並んでいる海
岸を調査し、いまでも習慣が残っている呪術の痕跡を砂浜に並んだ石に読み込んだ
り、木の実を採集した。サン・ピエール市近くでは、長年森の中に暮らしているフ
ランス人の婦人の家を訪問。熱帯植物の様々な相や、彼女が手作りで飾った家を見
学させていただいた。シュルレアリスムを思わせる独特の美的感覚が充満する室内
に私たちは息を呑む思いだった。アンドレ・ブルトンの娘オーブも、この秘境の家
を訪れたという。
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来 年 の 大 会 は ラ・ ロ シ ェ ル（ フ ラ ン ス ） で 6 月 4 日 か ら 9 日 ま で « Passage :
méditation et transition » という主要テーマのもとに行われることが決定している。
（小倉和子

注
1

立教大学／立花英裕

早稲田大学）

2010 年 1 月の島民投票を経て、2015 年 12 月に発足した地方自治体組織。憲
法 73 条に基づきフランス本土とは異なる一定の自治権をもつ。訳語はまだ一定
していない。
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『ケベック研究』投稿規程・執筆要項
Ⅰ．投稿規程
1． 投稿資格：原則として学会員に限る（依頼原稿はその限りではない）
。
2． 使用言語：日本語、フランス語、英語。
3． 原稿：本学会の目的（日本における、ケベックを中心としたフランコフォニー
に関する学術研究及び芸術文化交流の振興と推進）に適したテーマで、未発表
の完成稿に限る。
4． 原稿の種類：次のいずれかに分類し、それぞれ A4 判用紙横書き（40 字 ×30 行）
で以下のページ数を上限とする。図表、参考資料、参考文献、注などもこの分
量に含める。
15 ページ以内
（1）研究論文
（2）研究ノート 13 ページ以内
4 ページ以内
（3）書評
欧文原稿もこれに準ずる。ただし、必ずネイティヴ・チェックを受けたものを
提出する。
5． 要旨：研究論文、研究ノートには、200 語程度の要旨（ただし本文とは異なる
言語による）および、5 語以内のキーワード（本文と要旨の言語で）をつける。
6．投稿申込
送付先：102-0071 東京都千代田区富士見 2-17-1 ボアソナード・タワー 20F 法
政大学国際文化学部資料室 廣松勲 e-mail：ihiromatsu@hosei.ac.jp
締切：2018 年 1 月 15 日（必着）
提出書類：以下の 3 点を提出する。なお、不測の事態に備えて、筆者の手元に
必ずバックアップを残すこと。到着確認メールは送るが、提出された原稿及び
記録メディアは返却しない。
（1）投稿原稿 2 部：プリントアウトしたものに（2）の表紙をつける。
（2）表紙：タイトル（和文・欧文）、原稿区分、執筆者名（和文・フリガナ・欧
文）、所属機関・役職名、連絡先（住所、Tel、Fax、e-mail）
（3）電子媒体：MS Word（電子メールの添付ファイルにて上記 e-mail アドレス
に送付）（氏名、タイトル、使用 OS、ソフト名を明記）
（送付の際にはファ
イルの「プロパティ」の「詳細」欄において「作成者名」などを必ず削除
すること）
7． 採択：投稿原稿の採否については、編集委員会から委嘱された各専門分野のレ
フェリーの審査に基づき、編集委員会が決定する（2 月末）。採択条件としてレ
フェリーより修正意見がつけられた論文については、原稿を修正のうえ期日（3
月 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。
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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． HP 上での公開：投稿者は、掲載論文の電子化、日本ケベック学会ホームページ
での無料公開を了承したものとみなす。
10. 掲載誌の贈呈：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『 』（欧文の場合はイタリック体）を、論
文タイトルには「 」（欧文の場合は « » または “ ” ）を使用する。
⑨ 引用文は、短いものは「 」（欧文の場合は « » または “ ” ）でくくっ
て文中で示し、長い場合は左 2 文字分下げ、9 ポイントとし、本文との間
に各 1 行のスペースを置く。いずれの場合も、出典は引用直後に（若桑、
2000、pp. 120-121）のように示す（出典明示のみの場合はなるべく注に回
さず、ibid. 等も使用しない）。
2．注について
① 注は脚注ではなく、末尾注とし、本文から 1 行空けて始める。
② 注には通し番号をつけ、本文の該当箇所の右肩に上付きで１のように示す。
カンマやピリオドがある場合は、その直前に置く。
③ 文字サイズは 9 ポイント。
3．参考文献について
① 参考文献は論文末尾、注の後に、1 行空けて始める。
② 文字サイズは 9 ポイント。
③ 和文と欧文を区別せず、著者の姓のアルファベット順に、同一著者の文献
は発表年順に配列する。
例）小林順子（1997）「マニトバ学校問題」日本カナダ学会編『史料が語る
カナダ』
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有斐閣、232 〜 233 頁。
小畑精和（2003）『ケベック文学研究』お茶の水書房。
Ricard, François (2000) Gabrielle Roy, Une vie, Boréal.
—— (2001) Introduction à l’œuvre de Gabrielle Roy (1945-1975), Nota bene.
④ 単行本の場合は、著者（発行年）『書名』発行所。
⑤ 書籍論文の場合は、著者（発行年）編者『書名』発行所、頁数。
⑥ 雑誌論文の場合は、著者（発行年）「論文名」『雑誌名』号、頁数。
* 洋書タイトルはイタリック。
4．その他
謝辞は原則として掲載しない。ただし、助成金を受けた研究の場合は、末尾に
明記する。
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編集後記
本号の編集は、新しい編集委員長の下に行われてきました。とりわけ、本
号はこれまでで最も多い研究論文・研究ノート・書評を投稿して頂き、非常
に充実した内容となっております。委員長、編集委員共々、喜ばしい悲鳴を
上げながら編集作業を続けてまいりましたが、ここに無事に第９号を刊行で
きる運びとなり、ご協力頂いた執筆者と編集委員の皆様、そして校正を担当
して頂いた方々、また前編集委員長には、心より感謝を申し上げます。（I. H.）
また、本誌の刊行に当たっては、本年も引き続きケベック州政府のご協力
を得ました。謹んで厚く御礼を申し上げます。
Cettte revue a été publiée grâce à une contribution du Gouvernement du Québec à
notre association. Nous l’en remercions vivement.
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