
　国家ならびに公的機関の非宗教性を確立し、私的領域における信教の自由を

保障する「ライシテ」（laïcité）の原理は、フランス独自の政教システムである

としばしば考えられている。そして、他国の政教制度と概観的に比較すると、

フランスでは厳格な政教分離体制が敷かれ、宗教が私的領域に封じ込まれてい

るとか、ライシテとは宗教に厳しい世俗主義であるといったステレオタイプ

が、往々にして浮かびあがってくる。

　だが、実際にはそうではない。フランスの政教分離は、人がしばしば思い込

んでいるほど厳格なものではないし、「公的」という言葉を国家機関の意味に

限定するならともかく、1905年法で保障されている礼拝の自由は、明らかに社

会的・公共的な射程を有している。日本の憲法学・比較法学の領域でも、この

点は十分に意識され、研究が進められてきた１）。

　にもかかわらず、《ライシテとはフランス的例外をなす厳格な政教分離であ

る》といった印象は根強い。いや、このイメージは、「ヴェール禁止法」とか

「宗教的標章禁止法」と通称される2004年３月15日法の制定により、むしろ再

強化されているかもしれない。だが、この法律は、今日および将来のライシテ

の動向を全面的に象徴するものなのだろうか。

　この法律制定に先立ち、当時のシラク大統領が招聘した有名な委員会があ

る。スタジ委員会である。フランス共和国の根幹をなすライシテ原理の再確認

と現状への適用を検討したこの委員会は、たしかにその報告書において、公立

校における宗教的標章の着用を法律で禁じるよう提言している。しかし、報告

書の内容は、この点だけに集約されていたのではない。ほかにもさまざまな提
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言がなされており、オープンな側面もあったのだ。したがって、これからのラ

イシテの行方を探るには、スタジ委員会報告書の再検討が欠かせない。

　ちなみに、これからのライシテを考える際に意識しておくべきは、グローバ

ル化という要因であろう。スタジ委員会が招集され、宗教的標章を禁止する法

律の制定へと至ったのも、フランスが現代社会の潮流に直面して、自国のアイ

デンティティを再確認する必要に迫られたことが一因と考えられる。こうして

グローバル化は、一方では、ライシテを「フランス的例外」として再確立する

動きを生んでいる。

　だが他方では、ライシテを「脱フランス化」する動きも生まれている。研究

者たちは、トルコの「ライクリッキ」やメキシコの「ライシダ」のように、ラ

イシテの訳語が法制上で用いられている国だけでなく、ドイツ、イタリア、ア

メリカなどの「ライシテ」についても語りはじめている２）。本稿では、ライシ

テを「脱フランス化」するための一参照項として、カナダのケベック州のライ

シテに注目する。

　仏語圏のケベックで、「ライシテ」という言葉が公共の議論に頻繁に登場す

るようになったのは、1990年代以降のことである。カトリック教会・プロテス

タント教会は、1960年代の「静かな革命」による近代的な改革のあとも一定の

影響力を誇ってきたが、ライフスタイルの変化や移民の増加によって文化的・

宗教的多様化が進むなか、価値多元主義的な社会における新たな共生の原理と

してライシテを確立すべきだという声が高まってきたのである３）。後述するよ

うに、ケベック（およびカナダ）では、マイノリティの権利を保護するための

措置として「良識的な妥協」（accommodement raisonnable）というものがあ

り、ライシテの理念と密接にかかわっている。2006年から2007年にかけて、ケ

ベック社会では、この「良識的な妥協」をめぐる議論が白熱した。このとき

ジャン・シャレ首相によって設けられたのが、ブシャール＝テイラー委員会で

ある。2008年５月にまとめられた報告書には、ケベックのライシテは「開かれ

た」ものであると明記されている。この報告書は、明らかに、フランスのライ

シテとの差異を意識している４）。

　本稿のタイトルと副題には、スタジ委員会報告書とブシャール＝テイラー委
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員会報告書を読み比べ５）、フランス型とケベック型の２つのライシテの違いを

明らかにする意図がまずは込められている。しかし、２つの報告書をよく読ん

でいくと、現代フランスのライシテと現代ケベックのライシテは、双方向的な

影響関係にあることも見えてくる。実際、あとから書かれたブシャール＝テイ

ラー報告書はスタジ報告書を踏まえているし、スタジ報告書もケベックを意識

して何度か「良識的な妥協」に言及している。そして、先ほど示唆したよう

に、スタジ報告書には、ヴェール禁止を提言する厳格な面と、新しい社会の現

実に対応しようとするオープンな面の両面がある。ここにも２つのライシテが

ある、と言うべきなのではないか。すると、《フランスのライシテは厳格で、

ケベックのライシテは開かれている》といった図式では満足できなくなる。２

つの社会の構造的な違いを踏まえつつ、それを越えていく形で、「厳格なライ

シテ」と「開かれたライシテ」という２つのライシテを再定式化すべきなのか

もしれない。

　以下の手順で議論を進める。まずは、スタジ委員会招集から「宗教的標章禁

止法」制定までの経緯を確認し、現代フランスのライシテの一面である「厳格

なライシテ」のイメージを立ちあがらせる。次に、ブシャール＝テイラー報告

書から、現代ケベックのライシテの特徴をつかみ出す。そのうえで、スタジ委

員会報告書を再読し、フランスも「開かれたライシテ」を目指していることを

明らかにする。最後に、フランスのライシテとケベックのライシテの違いをま

とめ直しながら、どちらも現代の価値多元主義的状況に対応するための原理と

して再定位されようとしている様子を浮かびあがらせたい。

１、「厳格なライシテ」

―「ヴェール禁止」のアリバイにされたスタジ委員会

　1989年、パリ北郊のクレイユで「最初のヴェール事件」が発生すると、フラ

ンス国内の世論はヴェール着用容認と反対のあいだで二分された。このとき、

コンセイユ・デタが示した判断は、「原則容認」であった。着用の仕方が「こ

れ見よがし」（ostentatoire）で、他人の権利や教育活動を妨げる場合には規制

の対象となったが、宗教的標章それ自体はライシテの原理と矛盾しないという
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判断が示されたのである。

　ケースバイケースの対応を迫られた学校現場では、混乱が続いた。1994年の

バイルー通達は、対応の仕方を統一すべく、「これ見よがしな標章」（signes 

ostentatoires）を禁止としたが、これはコンセイユ・デタ見解の精神に背くも

のであるとも受け止められた。

　ヴェール問題は、2003年に再燃する。2001年の９・11以降、ヴェールへの警

戒感が再び高まっており、2002年の大統領選、2003年はじめのイラク戦争が一

段落すると、国内世論の目はヴェール問題へと向けられていった。

　５月、下院議長ジャン＝ルイ・ドゥブレは、宗教的標章に関する法律の作成

を期して、調査会を設けた。同調査会が12月に提出した報告書は、公立校だけ

でなく、国と契約を結んだ私立校においても、宗教的標章の「目に見える着

用」（port visible）を禁じるよう提言している６）。

　シラク大統領が７月に招集したスタジ委員会は、こうした下院の動きと時期

的に重なっている。ただし、大統領が求めていたのは、「ライシテの原理を現

状に適用するための具体的な提案」であって、最初から法律の制定が目指され

ていたわけではない。その点は、委員会のメンバーも同様の認識を持ってい

た。だが、審議が進むなか、メディアの煽りなども受けて、公立校での「特段

に目立つ宗教的標章」（signes religieux ostensibles）を禁ずる法律の制定へと

傾いていった。

　「特段に目立つ宗教的標章」に分類されているのが、（キリスト教徒の）大十

字架章、（ユダヤ教徒の）キッパ、そしてヴェールである。イスラーム教徒だ

けに圧力をかけているわけではないとも言えるが、本丸がヴェールだったこと

を否定するのはやはり難しいだろう。他方、（キリスト教徒の）メダル、小さ

な十字架、（ユダヤ教徒の）ダビデの星、（イスラーム教徒の）ファーティマの

手、小さなコーランなどは、「慎ましやかな標章」として着用が認められてい

る。ここには、フランスの法律が、国際人権条約に定められた宗教の自由に背

かないようにとの配慮が窺える７）。なお、この措置は、公立校を対象とするも

ので、私立校は関係がない。下院の調査会の提言よりは、締めつけが厳しくな

いと言いうるだろう。
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　事実、はっきり言っておかなければならないが、スタジ委員会が「特段に目

立つ宗教的標章」を公立校において禁じようとしたのも、公役務（公共サー

ヴィス）の円滑な運営のためであって、けっしてマイノリティの権利を抑圧す

る意図があったわけではない。また、委員会が提言した新しい法律は、宗教

的・文化的多様性に配慮したもうひとつの面を持っていた。委員会は、法的措

置によって、キップル（ユダヤ教の贖罪の日）やアイデルケビール（イスラー

ム教の犠牲祭）の日をすべての学校の休日にし、企業でも従業員が自分の宗教

に合わせて休暇を取ることができるよう提言しているのである。

　だが、12月17日のシラク大統領の演説では、これ以上学校に休日を増やすこ

とはできないとして、キップルやアイデルケビールの日に試験などを行わない

よう配慮すべきであると述べられるにとどまった。翌年３月の法律には、宗教

的標章を禁止する内容しか盛り込まれなかった。

　スタジ委員会のなかにも、こうした結末に不満を漏らす者が少なからずい

た。メンバーの一人だったルネ・レモンはこう嘆いている。委員会は「ライシ

テ原理を確認する一般的な射程を有した法律」を目指し「26の提案」を行なっ

たが、「採択されたのはひとつだけだった」。2004年３月の法律は、委員会の

「果実」とは言えない８）。

　だが、外国の目はそのようには見てくれない。フランスの知性を結集した有

識者会議の提言を受けて、法律が作られたという話になってしまう。スタジ委

員会は、「ヴェール禁止法」の「アリバイ」にされてしまったのだ。この法律

は、国際的にも評判が悪く、中東のメディアは、フランスの「ライシテ原理主

義」を批判したし、アングロ＝サクソン系のメディアも、フランスの社会統合

政策に疑問符をつけた９）。こうして、フランスは「厳格なライシテ」の国であ

るというイメージが、改めて流布されるに至っている。

　すでに示唆しているように、スタジ委員会報告書にはオープンな側面も含ま

れていた。だが、その具体的内容の検討は、もう少し先送りにしておこう。こ

こでは、スタジ報告書が定義するライシテの原理と、フランス社会の現状に対

する同報告書の認識を確認し、厳格に対応すべきだという主張がどのような論

理に基づいているのかを浮き彫りにしておきたい。
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　４部構成を取るスタジ委員会報告書は、序論において、ライシテは「共和主

義的な契約」（pacte républicain）の根幹をなし、（1）良心の自由、（2）精神

的・宗教的な選択（options spirituelles et religieuses）に関する権利上の平等、

（3）政治権力の中立性という、「３つの相互に不可分の価値」に基づいている

と述べている（RS：9）。そして、「フランスのライシテ、経験主義的に適用さ

れる法的原理」と題された第２部では、「国家の中立性」と「良心の自由の保

護」の二重の要求に応えようとするのがライシテ原理であると、再定式化され

ている（RS：22）。

　ところで、ライシテが同時に満たそうとするこの二重の要求は、「断じて両

立不可能ではないが、潜在的に矛盾をはらむ」（RS：27）10）。そこに、緊張関

係や線引きの問題が生まれてくる。

　では、スタジ委員会は、どこにラインを設定しようとしているのだろうか。

それは、委員会がフランス社会の現状をどう認識しているかに関係してくる。

委員会の見るところ、フランス社会は、他の国々と同様、「社会統合の破綻と

宗教的・精神的状況の変動」を経験している。社会統合の破綻は、それを早急

に修復しなければならないが、宗教的・精神的状況の変動は、それ自体ではポ

ジティヴでもネガティヴでもない。目指すべきは、そうした宗教・文化・価値

観の多様化が、社会を分裂させるのではなく、社会を豊かにしてくれるように

することである。そこで、スタジ委員会報告書には、宗教的・文化的多様性に

対する配慮が随所で窺えるのだが、他方で報告書は、社会統合の原理が脅かさ

れているという危機意識にも満ちている。いわば二重の現状認識が示されてい

るのである。

　特 に 警 戒 さ れ て い る の が、「共 同 体 の 権 利 要 求」（revendications 

communautaires）だ。フランスは普遍主義（ユニヴァーサリズム）の立場に立

ち、市民として政治参加する意志によって国民を定義し、民族・宗教・性・社

会的身分・文化などの特殊性は、市民の領域の権利としては認められにくい。

そうした特殊性に基づく集団に自由や権利を与えることは、社会の断片化や分

裂をもたらすと見なされ、「共同体主義」（communautarisme）や「共同体の」

（communautaire）という言葉は、非常にネガティヴな意味で用いられる。ま
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た、「権利要求」に当たるrevendicationというフランス語は、「正当な権利主

張」も意味する言葉だが、ときに「無法な要求」というネガティヴなニュアン

スも帯びる11）。

　スタジ委員会報告書によれば、近年「共同体の権利要求」が勢いを増してい

るのだという。「最初のヴェール事件」が起こった1989年と2003年―スタジ

委員会が討議を行なっていた時点での「現在」―の違いはここにある。1989

年当時は、「共同体の権利要求」と「公役務が疑問視される恐れ」はかぎられ

ていたが（RS：29）、現在は状況が変わってきているから、新たな対策が必要

だというのである。

　そこでスタジ委員会は、コンセイユ・デタ見解が、15年の期間にわたって問

題調停の役割を果たしてきたことに一定の評価を与えつつも、そこには３つの

問題があると指摘する。第１に、コンセイユ・デタ見解が勧めるケースバイ

ケースの対応策では、学校長に責任を負わせることになる。現に学校長は、難

しい状況のなかでしばしば孤立を余儀なくされてきた。第２に、裁判の場にお

いて、裁判官は宗教的標章の意味の解釈に踏み込むことができなかった。コン

セイユ・デタ見解は、ヴェールは男女差別の意味を持つことについて、言及し

ていない。しかるに、ヴェールには男女差別が表現されているのであり、それ

は共和国の根本原理に反している。第３に、これまで判例は、それ自体が強制

勧誘活動（プロゼリティスム）への志向性を持つような「これ見よがしの標

章」を禁じてきたが、実際には、学校長が合法と非合法の線引きを行なうこと

は困難である（RS：29, 31）。それゆえ、新法の立法化を進める必要があると

いう。

　もうひとつ重要なのが、良心の自由と公役務（公共サーヴィス）の中立性を

調停するに当たり、公立校というものが公役務のなかに占めている特別な位置

である。それは、ユーザーが未成年ということだ。スタジ委員会報告書によれ

ば、学校に通う生徒は「まだ精神的に不確かで、外からの圧力の影響を受けや

すい」。他方、学校とは「学習」と「共存」の場である。「学校は、最終的には

生徒たちが批判的な独立の精神を確固たるものにできるよう、知的な手段を身

につけさせるものでなければならない」。したがって、「精神的・宗教的信念の
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表現のために特別な場を設けることは、自明ではない」（RS：28）。公立校は、

精神的な成長段階における生徒の自立を助ける機関であり、批判精神を封じる

ようなものは学校の目的と相容れない。宗教的標章の着用は、生徒自身の意志

というよりも、親や家族などの要求と解釈され、そのような抑圧から「個人を

守る」（RS：14）ことが、ライシテの国家の使命だとされるのである。

　スタジ委員会報告書は、必ずしも公共空間一般における宗教の表明に厳しい

ものではないが、こと公役務に関しては、その調子はかなり断固としている。

共和国は、「前代未聞の困難」に直面している。「公役務、特に学校と労働の分

野において、ライシテの必要性は、一般規則よりも共同体の信念を優先させる

傾向のある権利要求によって、弱体化されている」。「今日ライシテは、うまく

機能していない」。「委員会は、実際に起こっている問題の数は現在のところ少

ないということは認識している。だが、そうした困難は現実のものである」

（RS：40）。「特段に目立つ宗教的標章―大十字架章、キッパ、ヴェール―

の着用は、それだけで学校生活の平穏を乱すのに十分だ」。それだけではない。

あれこれと宗教を理由に、授業に参加しない生徒がいる。このような「不法」

な態度を取るのは「活動的なマイノリティ」に限られているが、これは公役務

を統括する原理に著しく抵触する（RS：41）。「もはや問題なのは〔宗教的標

章を着用する個人の〕良心の自由ではなく、公的秩序なのだ」（RS：58）。

　共同体の権利要求から公役務、とりわけ学校を防衛すること。これが、公立

校における宗教的標章を禁じる提言の根拠をなしている。

２、現代ケベックのライシテ

―フランス・モデルと異なるライシテ

　この節では、ブシャール＝テイラー委員会報告書から現代ケベックのライシ

テをモデル化することを目指す。まずは、この委員会が設けられた経緯を確認

しておこう。

　2001年、当時12歳だった男子生徒が、校庭でキルパンを落とした。キルパン

とは、シク教徒が携帯を義務づけられている儀礼用の短刀である。宗教的標章

だが、使いようによっては、凶器にもなりうる。生徒の宗教の自由を尊重すべ
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きか、他の生徒の権利と学校生活の安全を優先すべきかが、裁判で争われた。

一審では、ナイフは木製の鞘に入れ、布袋で包んで洋服の見えないところに隠

すこと、学校側は必要に応じて安全性を確認する権利を有することが確認され

た。2004年に出たケベック州控訴院の判決は、危険物の持ち込みは他の生徒の

安全を脅かすとの認識から、キルパンの着用を禁じた。ところが2006年３月、

今度はカナダ連邦最高裁が、学校でのキルパン携帯を支持する判決を出したの

である。

　ケベックおよびカナダには、「良識的な妥協」（accommodement raisonnable、

以下しばしばＡＲと略記）という法的概念がある。これは、ある法的規範を適

用した結果、平等な権利の侵害や差別が生じた際に講じることが義務づけられ

ている是正措置のことである。ある社会における法は、それ自身は正当なもの

であっても、マイノリティに有形無形の不利益をもたらす場合があるからだ。

だが他方では、そうした「妥協」は「良識的」なものでなければならず、一定

の限界を持つ。均衡を逸したり、過度の負担を強いたりするものであってはな

らないのだ。

　近年のケベックの社会的議論では、このＡＲは固有の意味での法的な文脈を

離れ、社会における多様な価値観の調停といった非常に広いニュアンスで用い

られている向きがある12）。「良識的な」という言葉を取って、単に「妥協」

（accommodement）とも呼ばれる。その意味が必ずしも明確にされないまま

に13）、線引きをどこで行なうべきかが熱く語られる。そこへ、学校でのキルパ

ン携帯に関する連邦最高裁判決が下った。こうして、2006年３月から翌年の６

月頃にかけて、ＡＲをめぐる論争がいっそうヒートアップしたのである14）。

　このような状況において、2007年２月８日、ケベック州首相ジャン・シャレ

（Jean Charest）が「文化的差異にかかわる妥協の実践に関する諮問委員会」を

立ち上げた。委員長となったのは、ジェラール・ブシャールとチャールズ・テ

イラーの２人である。委員会の任務は、ケベック内外で起こっている妥協の実

践の事例について調査し、ケベック社会の価値にふさわしい妥協の実践につい

て政府への提言をまとめることであった。委員会は500万ドルの予算を基に、

さまざまな学問領域の専門家を集めて実態調査を行ない、各地で市民フォーラ
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ムを開いた。意見書は900以上にのぼり、市民フォーラムではさまざまな社会

的・文化的出自の人びとが２人の委員長の前で発言した（各回平均40人ほど）。

こうして報告書が2008年５月にまとめられた。

　この報告書は、総論のなかで、これからのケベック社会がひとつの集合体と

して従っていくべき規範として、①良識的な妥協および合議による調整、②イ

ンターカルチュラリズム、③開かれたライシテの３つを挙げている（RBT：

19-20）。これらは密接に関連しあっているので、①と②について略述したうえ

で、③により詳しい検討を加えたい。

良識的な妥協および合議による調整

　「妥協」の実践には「応じる側」と「求める側」があるとすると、それは図

式的には、「マジョリティであるフランス系カナダ人」対「マイノリティであ

る移民」という構図を取る。フランス系カナダ人はしばしば、「妥協」による

共生の必要性を理念としては認めつつも、それによってケベックの伝統的アイ

デンティティが危機にさらされていると感じている。彼らの不満の声は、たと

えば次のようなものだ。「過度のＡＲの要求は、訴訟手続きの濫用である」。

「ＡＲによって勝利を収めるのはきまって移民の側で、折れるのはいつもフラ

ンス系カナダ人だ」。「要求の声ばかり上げる移民は、自信過剰で不寛容だ」。

「移民はケベックのフランス的文化に無関心で、伝統文化の存続が危ぶまれ

る」。「彼らの伝統宗教に見られる男尊女卑の考えは、静かな革命の成果である

男女平等を反古にしかねない」。「ケベック社会にはライシテという考え方があ

り、宗教の実践は私的領域に閉じ込めるべきだ」。「近年の移民の宗教は原理主

義的だ」。「ごく少数の住民の要求が、公共の討議の全体を覆っている」

（RBT：67-68に取り上げられている声を再構成したもの）。

　このように、「妥協」の実践はケベック社会に「危機」をもたらす、との声

もある。しかし、「ＡＲをめぐる事件」は、メディアの報道の仕方や評判の独

り歩きによって、ほとんど「捏造」された形で語られているところがあり、実

際の内容と食い違う場合が珍しくない。ブシャール＝テイラー報告書は、15の

ケースを取り上げて、《ステレオタイプ化されて語られる事件》と《裏づけ調
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査の結果》の落差を示している（RBT：69-74）。

　ここでは、具体例をひとつだけ挙げておきたい。2007年３月に報じられた

「メープルシロップ小屋」（カバナ・シュクル）事件である。ケベックでは、

メープルシロップが春の到来を告げる風物詩で、春になると家族や友人と連れ

立って外出し、それを味わう習慣がある。そのとき一緒に食べる定番メニュー

に、ラード（豚脂）をベースにしたマメの料理「フェーヴ・オ・ラール」があ

る。

　「事件」は次のような話になっていた。カエデ林のレストランに来店したム

スリムが、宗教の戒律に合わないと言って、メニューの変更を要求し、その場

にいた他の客にも、ハムなしの豆スープとラード抜きのフェーヴ・オ・ラール

を強要した。食事が終わると、彼らは多くの人たちが音楽やダンスで盛り上

がっていたメイン・ホールに押し入り、お祭り気分に水を差し、その場にいた

人たちを追い出し、祈りを唱えはじめた。

　だが、ブシャール＝テイラー委員会が詳しく調査したところ、実際の経緯は

次の通りという。ムスリム団体の代表は、事前にレストランのオーナーに会

い、ハラールを済ませたサラミとソーセージを持ち込むからそれで特別メ

ニューを作ってほしいと交渉し、４つの食堂スペースのひとつを会員用に予約

した。当日、食事を済ませた会員たちは、祈るために机やイスを移動しようと

したが、レストラン側は客の回転をよくするために、ホールで祈ってほしいと

頼んだ。約650人を収容するこのホールには、そのとき30人ほどの客がいて、

音楽に合わせて踊っていた。レストランのオーナーは、ムスリムが祈る10分ほ

どのあいだ音楽を止めさせたが、そのあと再開された。ホールから追い出され

た人はいない。

　このような「報道」と「実際」の落差を浮かびあがらせながら、ブシャール

＝テイラー委員会は、巷で語られている「ＡＲがもたらす危機」は、実際には

「危機」と言えるのかと問いかけ、むしろ相互理解に基づく新しい社会統合の

創設が必要だと判断している。

　他方で報告書は、ＡＲという言葉が濫用されている実情を踏まえ、用語の整

理に努めている。広義の「妥協」は、「差異のなかの平等」を目指す「調和の
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実践」（pratiques d'harmonisation）すべてを含む。この実践には、「司法上の手

段」（voie judiciaire）と「市民的な手段」（voie citoyenne）とがある。司法上の

手段においては、要求は司法上の手続きにのっとって表現され、当事者は利害

をめぐって争い、法廷は最終的に白黒をつける。これに対し、市民的な手段に

おいては、当事者同士が相手を尊重しながら交渉を行ない、柔軟な態度で解決

策を見つけ、最終的には双方が納得する妥協点を作り出す。報告書は、ＡＲは

司法上の手段に対応するものであるとし、市民的な手段に対応するものとして

は「合議による調整」（ajustements concertés）という概念を提出する。そし

て、法廷で争うことなく、当事者間で問題の解決をはかる後者のほうを推奨す

る（RBT：63-65）。

　このような概念的な区別にもかかわらず、ＡＲという言葉に比べると、「合

議による調整」という概念は、社会的な議論においてさほど広く認知されてい

ない印象を受ける。いずれにせよ、ブシャール＝テイラー委員会が重視するの

は、市民が互いに差異を学び、合意に至るプロセスを経験することであり、そ

れはインターカルチュラリズムの精神に通じている。

インターカルチュラリズム

　インターカルチュラリズムとは、「民族文化的（エスノカルチュラル）な関

係を促進するひとつのやり方を提案するもの」で、「差異の尊重における相互

交流によって特徴づけられる」。ケベックの場合、インターカルチュラリズム

の試みは、二極間の緊張関係をはらむ。すなわち、一方の極には「民族文化的

な多様性」が、他方の極には「フランス語を核とする連続性と社会的紐帯の保

全」がある（RBT：118-119）。このような緊張関係のなかで、ホスト社会の伝

統と文化を守りながら、外来の多様な文化を上手に受け入れていくことが、

「妥協」の実践にほかならない。

　ブシャール=テイラー報告書によれば、ケベックのインターカルチュラリズ

ムの本質は、次の５つの点にある。（1）フランス語を文化間の関係の共通言語

として位置づける、（2）諸権利の保護に配慮し、複数主義的な方向性を開拓す

る、（3）一方に多様性、他方にフランス語を核とする連続性と社会的紐帯、双
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方のあいだに創造のために必要な緊張関係を保持する、（4）統合と参加に特別

なアクセントを置く、（5）相互交流の実践を推奨する（RBT：121）。ここに

は、「フランス的事実」と呼ばれる素地を基調に、多様な文化との積極的な交

流を発展させ、新たな統合のあり方を作り出そうとする態度がある。

　報告書がインターカルチュラリズムのキーワードとして掲げているのは、

「障壁除去」（décloisonnement）、「接近」（rapprochement）、「パートナーシッ

プ」（partenariat）、「連帯」（solidarité）の４つである。ケベック社会にとって、

「差異」は問題や障害ではなく、豊かさの源泉であるとも述べられている。「共

通の地平は、多様性の抑圧ではなく、多様性によって構築される」（RBT：

119）。障壁を除去し、市民の接近を促す目的意識には、共同体に権利を与える

マルチカルチュラリズム路線から距離を取ろうとしている様子が窺える。ま

た、差異を生かしながら共通の地平を構築しようとする態度は、フランス型の

共和主義に批判的な眼差しを注いでいることを表現していよう。

開かれたライシテ

　ブシャール＝テイラー報告書によれば、自由な民主主義社会は、総じてライ

シテの原理に賛同している。公認教会を認める民主主義であっても、事実上は

「ライシテ体制」と呼べるシステムが機能している（RBT：134）。ライシテ

は、政治体制の違いによりさまざまな形を取るもので、次の４つの原理のあい

だのバランスのとり方の違いと解釈できる。それは、（1）「人びとの道徳的な

いし精神的平等」（l'égalité morale des personnes）、（2）「良心および宗教の自

由」（la liberté de conscience et de religion）、（3）「国家と諸教会の相互の自律

性」（l'autonomie réciproque de l'ﾉtat et des ﾉglises）、（4）「諸宗教および世俗的

な深い信念に対する国家の中立性」（la neutralité de l'ﾉtat à l'égard des religions 

et des convictions profondes séculières）、である。４つの原理は、互いに衝突し

たりジレンマを生んだりするもので、それをいかに解決するかが、それぞれの

社会の争点を構成する（RBT：135-136 / RBT a： 47）。

　興味深いのは、（1）と（2）は「深い究極目的」（finalités profondes）にかか

わり、（3）と（4）は「この究極的目的を実現するのに本質的な制度的構造」
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にかかわると位置づけられている点だ。ブシャールとテイラーの認識では、尊

重されるべき価値を守るためにこそ制度を整備する必要があるのだ（RBT : 

20）。要するに、彼らは制度を「手段」と見ている。「国家の中立性と政教分離

は、それ自身が目的なのではなく、道徳的平等と良心の自由の尊重という基本

的な二重の目的を達成するための手段」である（RBT：141）。この視点に立

つと、近年のフランスは、「究極目的」のための「手段」を自己目的化してい

るように見えてくる。

　実際、ブシャール=テイラー報告書は、フランスを意識しつつ、そのライシ

テ・モデルと手を切ろうとしている。「いくつかの政治体制は、宗教の表現の

自由に対し、かなり厳格な限界を設けている。たとえばフランスは、最近、公

立校における宗教的標章の着用を制限する法律を採択した。私たちの考えで

は、このような制限的なライシテ（laïcité restrictive）は、ケベックにふさわ

しくない」（RBT：20）。フランスでは、国家の中立性そのものが究極目的の

位置に引き上げられ、ライシテが共和国の本質的アイデンティティと化してい

る。共和主義者の一部は、公立校は生徒を宗教から解放する使命を担い、社会

統合は宗教的・文化的な個別性を排した市民権に依拠しなければならないとい

う考えに固執している（RBT : a48）。ところで、このようなライシテは、そも

そもライシテの真の目的に適った制度構造なのか疑問である。また、宗教から

の解放という任務を公立校に与えることは、宗教および非宗教に対する国家の

中立性という原理に抵触しかねない。多様性をはらんだ社会の統合プロセス

は、アイデンティティの抑制によってではなく、相互交流を通して行なわれる

べきである（RBT：20）。

　さらに報告書は、フランスを示唆しつつ、より厳格なライシテは4つの基本

原理に「個々人の解放」と「市民レベルの統一」という２つの目的を付け加え

ているとし、ケベックの立場から違和感を表明している。報告書は言う。厳格

なライシテ・モデルは、個人は理性にしたがって判断するということを前提に

するが、この臆断はつねに該当するとはかぎらない。人は判断の際に理性を用

いるかもしれないが、それは信仰を維持しながらでも可能だからだ。また、こ

のモデルは、差異の消去が統合の条件をなすと想定しているようだが、差異は
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尊重され承認されるべきものである（RBT：137）。

　そこで、ケベックにおける〈理念〉と〈制度〉のバランスは、次のようにな

る。良心および宗教の自由は、ライシテの究極目的の一角をなすのだから、国

家の中立性とは、その表現を妨げることではなく、むしろその表現を促進する

ことを意味しなければならない。「開かれたライシテ」（laïcité ouverte）は、こ

のように、国家の中立性を前提としつつ、良心と宗教の自由を重視し、公共空

間でもスピリチュアルな要素を認めていこうとする15）。「ケベックにおいて、

ライシテとは、市民が宗教的信念を表明することを―その表現が他人の権利

と自由を妨げることのないかぎりは―認めるものなのである。それは、権利

と自由の保護を目指した制度上の調整（aménagement institutionnel）であっ

て、フランスのように、憲法の原理にして守るべきアイデンティティの印とい

う類のものではない」（RBT：141）。

　以下では、ケベックの「開かれたライシテ」を示す具体例として、公立校な

らびに公役務における宗教的標章と、公的機関ないし公共空間における宗教的

遺産の位置づけについて述べておこう。

○宗教的標章

　ケベックでは、宗教的標章を着用した生徒が学校に通うことは問題ない。

「ケベック流ライシテ」の感覚からすると、生徒のヴェール着用を禁じること

は、平等への権利、良心の自由、公教育を受ける権利を侵害し、子どもの社会

化の機会を奪うものだ。ブシャールとテイラーは、厳格なライシテは「統合を

促進するよりも共同体の内向化を招いてしまうのではないか」と、暗にフラン

スを批判している（RBT：150）。

　フランスが公立校での宗教的標章を禁じたとき、その根拠をなしていたの

は、宗教は個人の解放を妨げ人権に抵触する、ヴェールは女性抑圧の象徴だと

いう論理だった。ブシャールとテイラーは、このような議論の立て方に対し、

ヴェールの意味を女性抑圧の象徴の側面のみに還元することはできないと反論

する。ヴェールやスカーフを被っている女性は、着用に別の意味を与えている

かもしれないではないか。「はっきりさせておこう。いかなるムスリム女性も、
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自らの意に反し、強制的にスカーフを被らされてはならない。こうした状況下

にある女性の自律性は、守られなければならない。だが、スカーフ着用を選択

した女性の自律性もまた、守られなければならない。〔……〕私たちの考えで

は、スカーフの着用は、公的施設において認められなければならない。それは

利用者の側であっても、国家の機関の側であっても同様である」（RBT：

145）。

　なるほど、公務員や国家機関で働く人間が、目に見える宗教的標章を着用す

ることは、国よりも宗教に仕えるという印象、もしくは、国と当該宗教とのあ

いだに親密なつながりがあるという印象を与えうる。しかし、だからといっ

て、彼ら・彼女らに宗教的標章の着用を禁じることは、良心と宗教の自由に制

限を加えかねず、公的機関で働く資格の平等性が保たれないかもしれない。そ

れゆえ「中立的に見えることは重要だが、かといって私たちは、国家機関で働

く人間に宗教的標章の着用を禁じる一般的規則が正当だとは思わない」。「な

ぜ、宗教的標章を着用した人間が、着用していない人間に比べて偏りがあり、

職業意識に欠け、制度への忠誠心が低いということになるのか」（RBT：

149）16）。

　もっとも、公役務における宗教的標章の着用が無条件で許可されるわけでは

ない。当然、強制的勧誘活動は規制しなければならない。また、仕事の遂行を

妨げるような標章についても制限は設けられる。たとえば、学校教師が顔や体

をすっぽり覆うブルカやニカブを着ることは、宗教的理由ではなく、職務遂行

の妨げとなる点で望ましくない。教育にはコミュニケーションが重要だが、こ

れらの衣服では十分な非言語コミュニケーションが確保されないからだ。ま

た、教育は生徒の社交性を促進すべきものだが、このような衣服は生徒とのあ

いだに距離を作ってしまう。この点、スカーフは、生徒とのコミュニケーショ

ンも生徒の社会化も妨げるものではない（RBT：150）。女性ムスリム教師に

教室でのスカーフ着用を禁じることは、彼女の宗教の自由を侵害することにな

るだろう（RBT：137）。
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○宗教的遺産

　ブシャール＝テイラー報告書は、「公認宗教の形式を構成するものと、社会

の歴史的遺産に関係するものとを区別する」必要があると述べている

（RBT：152）。宗教的シンボルは、公的機関と特定宗教の一体化につながる場

合にはライシテに抵触するが、ケベック社会の歴史を喚起する場合にはライシ

テと両立する。前者に該当するのが、日曜日の労働を規制する法律、公立校に

おけるカトリックとプロテスタントの宗教教育、議会開会時の祈り、宣誓時の

聖書の使用などである。これらは、その由来となっている宗教の信者を優遇す

るもの、または彼ら、彼女らにはまったく抵抗感を与えないものであるが、別

の信念を持つ者にとっては抑圧になるので、撤廃していく必要がある。これに

対し、たとえばモン・ロワイヤル公園にある十字架は、この都市とカトリック

の一体化を示すものではなくて、ケベックの歴史の一部を物語っている。この

ような宗教的遺産は、ライシテと矛盾しない（Ibid.）。

３、スタジ委員会報告書を読み直す

　ここまでの検討からは、公立校でのヴェール着用を禁じた近年のフランスは

「制限的なライシテ」の方向に進みつつあり、ケベックではそれとは異なる

「開かれたライシテ」が目指されつつあるとのイメージが立ち上がってくるは

ずである。筆者自身、そのように議論を進めてきたし、実際に２つの社会を比

較すると、そうした印象を受けるのも無理はないと思われる要因は確かにある

からだ。だが、スタジ委員会の提言は、宗教的標章の着用の禁止に限られては

いなかった。「制限的なライシテ」の再強化が進んでいるように見える近年の

フランスでも、他方では「開かれたライシテ」が唱えられている。「開かれた

ライシテ」はケベックの専売特許ではなく、これからのフランスにとっての理

念でもあるのだ。

　その点を意識しながら、スタジ委員会報告書を読み直してみよう。報告書

は、「新しい精神的・宗教的多様性に直面し、ライシテの実践は適応を始めた

ところだ」（RS：38）と述べている。その目的は、「共に生き、共通の未来を

築く」ことにほかならない（RS：17sq.）。そうであればこそ、これまで宗教共
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生の原理として機能してきたライシテの歴史を踏まえながら、新しい現実に対

応していかなければならない。

　スタジ委員会報告書は、ライシテが国家の中立性と宗教的自由の保障の両立

を目指すものであることを随所で確認し、そうした文脈で何度か「良識的な妥

協」（ＡＲ）に言及している。この語は、昔からライシテのキーワードだった

わけではないが、報告書全体を通じて４度登場し、うち２回はケベックと結び

つけられている。それぞれにつき、検討してみよう。

　１つ目は、これまでもフランスはそのライシテの歴史において、ＡＲに応じ

てきたと主張するものである。公教育のライシテを定めたフェリー法は、日曜

日のほかにもう一日の休日を設け、宗教教育の存続を認めた。1905年法は、国

家と諸教会を分離する一方、宗教的自由を尊重し、（軍隊、コレージュ、リセ、

刑務所、病院などの）施設付聖職者を公費で賄えるようにしている。公共空間

としての墓地も、さまざまな宗教に配慮している。1987年の法律は、公益性の

ある信徒団体への寄付については、特別な税制措置を設けている。このよう

に、「絶対的な中立性の要求は、「良識的な妥協」によって緩和され、個々人が

宗教的自由を行使することができるようになっている」というのである

（RS：23）。

　２つ目は、現代フランスにおける文化的多様性の増大を踏まえ、アクチュア

ルな実践としてのライシテは、新たな要求に応じていく必要があるとされる場

面においてである。「15年前〔1980年代後半〕、要求の中心をなしていたのは、

モスク、シナゴーグ、パゴダなど、新たな礼拝施設の設立にかかわるもので

あった。今日、要求はもっと多様化している」。公共食堂のメニューを調整し

たり（宗教によっては食べることが禁じられている食材やメニューがあるた

め）、重要な宗教上の祭り（ラマダンなど）に配慮したり、宗教的事実の教育

（近年重点化されている）を推進していく必要がある。このような場面では、

1905年法の新たな適用、または「良識的な妥協」が模索される（RS：38）。

　３つ目は、２つ目と一部重なるが、公共食堂のメニューを多様化すべきとい

う文脈で用いられている。さまざまな人が集まる場所（学校・刑務所・病院・

企業など）の共同食堂は、豚肉を食べないイスラーム教徒や、金曜日に魚を食
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べるカトリックの慣習に対応できるようにすべきというものだ。「ただし、宗

教の要求を考慮することは、ケベックの人びとが「良識的な妥協」と呼ぶ原理

に即して、円滑な給仕業務と両立しなければならない」（RS：64）。

　４つ目は、ライシテは各人に良心の自由を保障するが、その代わりに各人

は、万人が共有する公共空間に敬意を払う努力をしなければならないという文

脈で、ＡＲが引き合いに出されている。「宗教的特殊性の公的表現を調整し、

宗教的アイデンティティの肯定に制限を設けることを受け入れることで、あら

ゆる人びとが公共空間で出会うことが可能になる。これが、ケベックの人びと

が「良識的な妥協」と呼ぶものである。ライシテの精神は、このように権利と

義務のバランスを要求するのである」（RS：16-17）。

　ここで気になるのは、ケベックで言われるＡＲがフランスに「輸入」される

ことで、意味がやや変質しているのではないかということだ。３番目と４番目

の例に注目すると、スタジ委員会報告書はＡＲを公的な場における宗教的自由

の表現の自制を促すものであるかのように扱っている。だが、実際にケベック

でＡＲと呼ばれているのは、むしろ公的な場における宗教的自由の表現を積極

的に認めていくための措置である。そう考えるとフランスは、ケベックのＡＲ

を参照しながらライシテを「開かれた」方向に再定式化しようとする一方で、

ＡＲを「共和主義的」に読み替えている節がなくもない。

　スタジ委員会のメンバーの一人だったジャン・ボベロは、この点につき、複

数の委員がＡＲを「公正なライシテ」のための模範とすることを望んだが、実

際には意味が変質してしまったと指摘している。そのため、カナダで「〔スタ

ジ委員会〕報告書を読んだ知識人は、ひどい誤解に気づいた」。ＡＲが、「マイ

ノリティがマジョリティの慣例と習慣に適合する要請」となっていたからだ。

「これは実際のＡＲの反対である」17）。

　ただしボベロは、次の逆説にも注意を促している。それは、「宗教的標章禁

止法」が「共和国原理主義者」を満足させた結果、むしろ緊張緩和がもたらさ

れた面があるということだ。厳格な法の制定の裏で、文化的多様性に好意的な

政策がはじまっていることも事実なのだ18）。

　そこで、もう一度スタジ委員会報告書の基本的性格を確認し、特にオープン



136

な側面が浮かびあがるように、いくつかの提言をまとめておこう。報告書は、

「公役務の防衛」と「宗教的多様性の尊重」という二重の使命に貫かれている。

前者は「厳格なライシテ」、後者は「開かれたライシテ」のイメージに結びつ

くが、前者にも、社会的な差別を撲滅し、平等で公正な共生社会を実現すると

いう理念を読み込むことができる。宗教的標章の着用も、大学では問題ない

（大学生は成人しているため）。また、フランス流の普遍主義は、社会から隔絶

するような共同体の正当化はできないが、社会的価値観を受け入れ、交流の場

を提供する文化的アソシエーションには財政援助を行なうこともできると述べ

られている（RS：54）。

　その他のオープンな提言を、順不同で以下に並べてみよう。キップルとアイ

デルケビールを学校の休日とすること（これは立法化の提言にも盛り込まれた

が、採択されなかった）。公的施設（刑務所、病院、軍隊）において、ムスリ

ムのための施設付聖職者が少ないため、増員措置を取ること。モスク建設のた

めの障害を取り除くこと。イスラームについての国立研究機関を設立するこ

と。公教育の枠組みでもアラビア語学習の機会を増やすこと。公立中等教育に

おける宗教知識教育を促進すること（宗教的事実の教育）。アルザス＝モゼー

ルで継続されている宗教教育にイスラーム教を組み込むこと。共同食堂では宗

教的多様性に配慮したメニューを用意すること。公共墓地でも宗教的多様性に

配慮すること。精神上の選択という地平では、自由思想や合理主義を宗教と対

等に扱い、平等性を確保すること。

　フランスでも、「開かれたライシテ」のために、これだけの提案がなされ、

そのための努力がなされていることは強調しておかなければならない。

４、文化多元主義的状況に対する共生の原理としてのライシテ

　ブシャールとテイラーも、このようなフランスの動向を認識している。「フ

ランスでも、文化的多様性への適合が求められ、事実問題として、よりマルチ

カルチュラルな統合へ、より開かれたライシテへと向かっているようだ」

（RBT：148）。このような言明に注目するなら、フランスもケベックも「開か

れたライシテ」を目指して努力していると理解してよさそうだ。
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　だが、報告書は次のようにも述べている。なるほど、「開かれたライシテ」

は、公的機関や市民社会団体のあいだでは、これからのケベックが目指すべき

ライシテのモデルとして、かなりのコンセンサスを得ている。だが、必ずしも

世間一般の人びとがこれに合意しているわけではない。むしろ、両者のあいだ

には「深いズレ」がある（RBT：141）。ブシャール＝テイラー委員会が招集

されたのも、「開かれたライシテ」と密接な関係にあるＡＲの要求が、ケベッ

ク社会を「危機」に陥らせていると人びとが認識していたからだ。

　ブシャール＝テイラー報告書は、マイノリティが唱えるＡＲの要求によっ

て、肩身が狭いと感じているマジョリティのフランス系住民も少なくないこと

を伝えている。報告書は、「開かれたライシテ」への反対意見を踏まえながら、

それに反論を加える形で「開かれたライシテ」の理念を正当化している。

　いくつかの例を簡単に紹介したい。「開かれたライシテ」に対する反対意見

の代表的なもののひとつは、「ケベック社会にはライシテという考え方がある

のだから、宗教は私的領域にとどまるべきである」というものだ（RBT：68, 

142）。こう主張する者の多くは、フランス的事実という伝統に連なりながら

も、20世紀後半以降、その意識を近代化・世俗化させ、宗教から一定の距離を

保つようになった人たちであろう。興味深いのは、ここにはおそらく意図的

に、フランスの「制限的なライシテ」の語感が持ち込まれていることである。

　これに対し、ブシャールとテイラーは、「公的」という言葉には、大きく

言って、国家や政府のことを指すニュアンスと、万人にアクセス可能な開かれ

た領域というニュアンスの２つの方向性があるとし、公権力が特定の宗教に肩

入れすることと、学校で生徒の宗教的標章の着用を認めることとは、別のこと

だと主張している。公立校のような公共空間に求められているのは、宗教を完

全に締め出すことではなく、特定の宗教と結びつかないことだというのである

（RBT：142-143）。

　「開かれたライシテ」に反対するもうひとつの議論は、宗教は本人の意思に

よるものだから、積極的なＡＲの対象ではないというものだ。身体的なハン

ディキャップは強制的に背負わされるものだが、宗教は選択できるから性質が

違うというのである。
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　これに対し、ブシャールとテイラーは、宗教的な信念はその人のアイデン

ティティの根幹をなすもので、その表出の抑制は人格的統一性を損なわせると

反論する。委員会の見解では、野菜中心のメニューを食べなければならない病

人に肉を食べさせることが「身体的」な見地から誤りであるように、ベジタリ

アンである人間に肉を食べるよう強要することは「道徳的」に誤りである。そ

してこのとき、世俗的な道徳的哲学からベジタリアンの理由を引き出している

場合はよくて、宗教の教義に基づいている場合は拒否するということはできな

いはずである（RBT：144）。

　「開かれたライシテ」に反対する者たちは、次のようにも言う。民主主義社

会の趨勢は宗教の個人化なのだから、宗教を公共の場で可視化しようとする

「正統派信者」たちの要求は現代の価値観に合わない。これに対し、ブシャー

ルとテイラーは、正統派信者たちにとっては、信仰を外に表わす実践と内なる

信仰は切り離せず、そこに圧力を加えることは、やはり信者の人格的統一性を

損なわせることになると指摘する。たしかに正統派信者たちは、社会一般とは

違った宗教とのかかわり方をするかもしれないが、宗教に対してひとつの態度

しか許されないような社会が民主主義的と言えるだろうか（RBT：146）。

　こうしてブシャール＝テイラー報告書は、「開かれたライシテ」の理念を死

守している。ところで、それはケベック社会に好意的に迎え入れられたのだろ

うか。実を言えば、フランスでシラク大統領がスタジ委員会報告書の提言を総

体的に取り入れたわけではなかったように、ジャン・シャレ首相は、ブシャー

ルとテイラーの提案をそのまま受け取って政策に反映させたわけではない。た

とえば、ブシャール＝テイラー報告書には、議会の十字架を撤去するよう提言

されていたが、シャレ首相はこの十字架をケベックの「宗教的遺産」であると

位置づけた。ケベックで最も発行部数が多い大衆向けの新聞「ジュルナル・

ド・モンレアル」は、これを次の見出しで報じた。「ジャン・シャレは十字架

を救った―ブシャール＝テイラー報告書はケベック的アイデンティティのバ

イブルとはならないだろう」。この点について、ジャン・ボベロは、ケベック

の政治家は報告書の提言に背を向け、「開かれたライシテ」は「宗教的遺産重

視の市民宗教」に変質してしまったと批判している19）。興味深いことに、「開
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かれたライシテ」の名のもとに、伝統宗教（カトリック）との結びつきを強め

ようとする傾向は、現代フランスのサルコジ大統領の姿勢にも窺える。

　このように、「開かれたライシテ」の実現は、どうやらフランスでもケベッ

クでも容易ではない。だが、「厳格なライシテ」ないし「制限的なライシテ」

に明るい未来が約束されているとも思えない。伝統宗教との結びつきを再強化

することも、ある程度は必要かもしれないが、それが保守派ないしマジョリ

ティのみを満足させ、移民やマイノリティに抑圧的に機能するものであっては

ならないだろう。「厳格なライシテ」と「開かれたライシテ」という２つのラ

イシテは、フランスとケベックの違いを図式的に示す一方で実は双方に存在

し、「開かれたライシテ」を望ましい形で実現していくことが、２つの社会に

共通の課題なのだと言えそうである。
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