
1.はじめに

本論の目的は，2007年10月10日のフランス国立移

民歴史館 1）開館をめぐるメディア・ディスコースを分

析し，「移民の歴史」が語られるなかで，今日フランス

において「移民」がどのような存在と見なされているの

か，またそのことがどのような問題を孕んでいるのかを

明らかにすることである。

以下では，はじめに「移民」という語の公的な定義に

ついて確認した上で，それを本論で再検討することの意

味を述べる。続いて，歴史館開館を報じる新聞記事を談

話資料としながら，「移民」がどのような文脈で語られ，

談話を通じ，どのような意味をもつものとしてあらわれ

ているのかを分析する。

議論に先立ち，歴史館開館までの経緯について触れて

おきたい。実際に公的機関としての設立が議論されはじ

めたのは 2000年代以降のことであるが，構想自体は

1990年に歴史学者と市民団体の活動家によって設立さ

れた「移民博物館協会 2）」の下で練られてきた。それは，

1980年代以降に活発となった，おもに移民二世の若者

たちによる反レイシズム運動の高まりを受けてのもので

ある。それが政治的議論のなかに組み込まれたのは2001

年。首相であったリオネル・ジョスパンが，市民団体

「ジェネリック 3）」代表で人権連盟 4）副代表のドリス・

エル・ヤザミ 5）と，国務院の主任審理官でヴェルサイ

ユ大学教授のレミ・シュヴァルツ 6）に歴史館設立の検

討を命じる。その後，2002年5月の大統領選で再選さ

れたジャック・シラクが設立の意向を表明すると，翌年

4月に統合各省連絡会 7）において歴史館設立プロジェク

トが立ちあげられる。そして，2004年7月に首相のジャ

ン＝ピエール・ラファランによって設立が公式に発表さ

れ，2007年10月の開館へといたる。

構想自体は90年代までさかのぼる歴史館ではあるが，

それが本格的にメディアの注目を集めたのは2005年秋
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に主要都市郊外で発生した「暴動」の際である。そこで

は移民（系）の若者が事件の首謀者とされ，彼（女）ら

の社会統合政策の失敗が「暴動」の背景にあるという報

道が多くなされた。そうした中，19世紀からつづく

「移民国家フランス」の歴史だけでなく，今日の移民を

見直す場として歴史館の意義が語られたのだった。社会

党のジョスパンを首相とする第三次コアビタシオン政府

の下で計画が具体化されはじめた歴史館は，保革共存が

解消された後のシラク政権にも引き継がれた。しかし，

後述するように，2007年5月に大統領に就任したニコ

ラ・サルコジが移民政策の厳格化を主張したことで，開

館を目前にして同館の存在はそれまでになく政治的なも

のとなる。

2006年3月に刊行された歴史館設立計画書（2006：

10）では，同施設が掲げる使命（mission）について以

下のように記されている。

フランスにおける，とりわけ19世紀以降の移民の

歴史にかんする情報を収集，保護，活用し，アクセ

ス可能なものにするための公的施設である。このこ

とは，フランス社会における移民たちの統合過程を

再認識し，フランスにおける移民にたいする眼差し

やメンタリティーを進展させるものである。

つまり，移民歴史館はフランスの移民にかんする情報

のアーカイヴ化を目的とした機関であることがわかる訳

だが，それが「統合」を再認識（reconnaissance）し，

移民にたいする眼差し（regards）やメンタリティー

（mentalit�s）を進展させる（�voluer）という文言から

は，それらが今日において見直されるべきものであるこ

とが示唆されている。この点は，本論において重要なも

のとなる。

2.「移民」とは何か

統合高等評議会 8）によると，移 民
イミグラシオン

（immigration）

とは「ある領土から別の領土への人口移動を意味する現

象」であり，「移民
イミグレ

（immgr�s）が流動すること，およ

びある特定の時期にその領土に移住した人びとの『ストッ

ク（stocks）』9）」である。すなわち，この場合の移民と

は領土間の人の移動と，彼（女）らがある領土に居住し，

世代を重ねていくことそれ自体を指している。一方で，

「ストック」と括弧つきで記されていることからも分か

るように，特定の社会集団として移民を定義するのは難

しい。この点については次のような注釈がつけられてい

る。

「移民に出自をもつ人びと 10）」という概念は一般的

であると同時に微妙なものとして用いられる。それ

でも，フランスに居住する仏国籍保持者の約五分の

一が，一世紀前からの「移民に出自をもつ」者であ

るとみなすことができる。

つまりこの定義には，実際に国外から移住することだ

けでなく，そうしてフランスにやってきた人びとと，彼

（女）らの後裔を含めて移民（現象の一部）として捉え

られる可能性が含まれている。しかし一方では，「微妙

な（d�licat）」という語からもわかるように，「移民に

出自をもつ人びと」という表現が，何かしらの問題を孕

んでいることが示唆されている。

統合高等評議会（1991：15）はまた，移住者をあらわ

す語としての移民
イミグレ

についても定義している。そこでは

「外国人として外国で生まれ，領土内に定住する目的で

フランスに入国した者」が移民
イミグレ

である11）。前者に比べる

とこの定義はより明確で，それに従うと「移 民
イミグラシオン

に出自

をもつ」者は移民
イミグレ

ではない。

以上の点を踏まえると，現象としての移 民
イミグラシオン

はフロー

な概念だといえるが，それだけに，フランスにおける

「移民の歴史 12）」を論じる際には，移民とは何かという

問いを避けることができない。そこには， 移 民
イミグラシオン

と

移民たち
イ ミ グ レ

のいずれもが含まれるであろうが，両者は明確

に区別できないものである。前項で引用した歴史館の使

命においてもそれら二つが使い分けられているが，の社

会統合をふりかえることが移 民
イミグラシオン

への見方を変化させる

という指摘自体が，これらの語がもつ意味合いの広さ，

そしてそれがアクチュアルな問題を提起していることを

示している。したがって，公的な定義からだけでは「移

民」を理解することは難しいといえるだろう。

国立移民歴史館とは，フランスにおける移民を歴史の

中に位置づける試みの一つであるが，それはどのように

なされるのだろうか。また，その際には何が「移民」と

みなされるのだろうか。

上述した統合各省連絡会では，歴史館設立の目的につ

いて以下のような議論がなされている。

否定的にみられることが非常に多い移 民
イミグラシオン

や

移民たち
イ ミ グ レ

の表象が，意識的か否かにかかわらず，差

別的な態度をもたらしている。それは，時には彼ら

自身や彼らの子孫たちによって内面化され得るだけ

に，いっそう統合の足かせとなっている。したがっ

て，そうした表象がもたらす個人や集団の態度，振

る舞いを根本的に修正することが不可欠である13）。

ここで問題とされているのは移 民
イミグラシオン

および移民たち
イ ミ グ レ

の

「表象」（repr�sentations）であり，それらがもたらす
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「差別的な態度」（attitudesdiscriminatoires）である。

そして，それが「修正」（modification）すべきものと

されている。

一方で，そうしなければならない理由として挙げられ

ているのが「統合」（int�gration）であるが，これはフ

ランスの移民政策における重要なタームである。「移民

が保持していた出身国の文化や慣習を放棄して受け入れ

国の文化や慣習を取り入れ，別の存在になること」（梶

田，1993：164）を目指す同化（assimilation）とは異

なり，統合は人びとの「差異を否定することなく，それ

を強調せずに考慮」し，「出自が何であろうと，規律を

受け入れ，自らがその構成員となるこの社会で生活する

機会を各人に与える」ものである（統合高等評議会報告

書，1991：18）。両者の違いを一言でいえば，移民がも

つ「差異」（diff�rences）を認めるか否かという点であ

る。一見すると後者がより寛容的であるが，フランス社

会とは異質なもの（＝「差異」）が受け入れ対象の属性

として前提とされているという意味では，規律（r�gles）

を課すホスト社会側と移民側との非対称的な関係性がそ

こにはみられる。

そもそも，移民とは何かを，また移民がもつ「差異」

とは何かを問うことなくして統合を議論することは困難

である。Schnapper（2007：17）は，統合問題を調査す

る社会学者が「何に統合しろというのですか？ フラン

スは私の国です！」という言葉を耳にしたことを指摘し

ているが，このことは「差異」を基準にある個人ないし

は社会集団をホスト社会と区別する，統合という概念が

もつある種の排他性を示している。とりわけ，統合とい

う言葉が（フランスで生まれ育った）移民の子孫たちに

向けられれば，レイシズム的な問題がそこに提起される

可能性があるだろう。

つまり，歴史館設立の目的として統合（政策）の展開

が前提とされていることは重要だといえる。なぜなら，

そこでは「移民」とみなされる人びとがどのような存在

なのかについて，何かしらの形で想定されているからで

ある。

では，「移民の歴史」が語られる際の「移民」とは何

か。そこに一つの定義を与えることは難しいと思われる

が，歴史館の使命と同様，設立目的の文言でも「移 民
イミグラシオン

」

と「移民たち
イ ミ グ レ

」の双方が用いられていたように，本論に

おいてもそれらを切り離すことなく「移民」として捉え，

議論をすすめる。

3.方法論と分析軸

本論において談話資料を分析するための方法論は，社

会と談話の関係に関心を寄せる批判的談話分析（Critical

DiscourseAnalysis，以下CDA）の理論に基づく。CDA

は「知を構築するのは何か」，そして「談 話
ディスコース

は社会制度

の中でどのようにして作られ，またどのようにして社会

制度を作っているのか」といった問題を扱う研究領域に

おいて利用され（ヴォダック，2010：24），談話を社会

的実践の要素の一つと捉えるものである（Chouliaraki

&Fairclough,1999：3）。そこでは，社会問題は談話

の問題でもあり，談話はある社会的状況における言語使

用，信念の伝達，相互行為，およびそれらの結びつきで

あるとみなされる（Fairclough&Wodak,1997：2）。

したがって，CDAでは談話を実体的なものとしてでは

なく，社会的構築物として分析する。

談話と社会的実践のこうした関係について，フェアク

ラフ（2012：32-33）は次のように述べている。

ディスコースは，つねに社会的実践の一部分である

表象においてあらわれる。そのような表象とは，物

質的世界の表象であり，他の社会的実践の表象であ

り，当該の実践の再帰的自己表象である。表象は，

明らかにディスコース的問題である。

そのため，CDAにおいては談話をコンテクストとの

関係のなかで分析しなければならない。なぜなら，談話

は常に社会的，空間的，時間的，そして間テクスト的な

ものであり，コンテクストは客観的現実として存在する

のではなく，談話の参与者による認知的表象の総体だか

らである。

このように CDAは談話そのものだけでなく，その

「外部」とのつながりに注目する。この点について，同じ

くフェアクラフ（2012：21）は次のように指摘している

テクストにおいて「言われた」事柄は，つねに「言

われていない」背景に対して言われるのである。つ

まり，明らかにされているものは，いつも不明瞭の

まま残されている事柄に根差しているのだ。

ここでいう「不明瞭」なものを，談話による社会的・

政治的知の構築とその社会的影響という観点から明らか

にすることが，CDAの主たる目的である。そこでは，

あるタームそれ自体ではなく，それがどのように語られ

ているのかが問題となる。たとえば，同じ「移民」とい

う語でも，どのようなコンテクストで用いられるかによっ

て異なった意味をもつものとして「あらわれ」る。そこ

にはひとつの定まった概念としてではなく，その場的に

構築される「移民」のみがある。一方で，そうした意味

の「あらわれ」はその社会的影響と不可分であるため，

社会問題として「移民」を議論する上で無視できない現

象だといえる。
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本論では，談話資料を引用しながら「移民」がどのよ

うなコンテクストのもとで語られ，そこにどのような意

味が付与されているのかについて検討していく。それは

談話の社会的認知，つまり談話が社会にどのような影響

を与えうるのかについての検討である。

CDAの分析的枠組みはそれを用いる研究者によって，

また扱われるテーマによって様ざまだが，本論では談話

とレイシズム，セノフォビア，反ユダヤ主義の関係を検

証したVanDijk（1987，1991，1992，1993），あるコ

ンテクストのなかで談話として実践された事柄が，社会

的に支配的な知（＝権力）を獲得し，それが再生産され

ていくプロセスを分析するFairclough（1995），権力の

再生産に談話が関わっていると考え，その実践と社会的

認知を批判的にみるヴァン・デイク（2010）の議論に依

拠したアプローチをとる。

以上をまとめ，本論では次の3点を談話の分析軸とし

て設定する。1点目は，意味論上のマクロ構造としての

①「主題」である。それは，当該の談話が何について語

られているのかをあらわし，テクストの一貫性を説明し，

そこでのもっとも重要な情報を実体化するものである。

2点目は，談話の参与者のメンタルモデルのあらわれで

ある，ローカルな意味としての②「含意・前提・示唆」

および「叙述・論証の方法 14）」である。すなわち，こ

れらを通じて話し手や書き手の，当該の事象にたいする

信念や信条があらわれ，談話の受け手の意見や態度に影

響を与える。「主題」と同様に，それは受け手によって

想起され，再生産され，結果として社会的な影響をもた

らしうるものである（ヴァン・デイク，2010：144）。

3点目は，談話の実践にともなうその③「社会的認知」

である。談話と社会構造とを関連づけるCDAは，先に

述べたように談話の実践とその社会的影響に注目する。

ここでは，ある社会において規範や人権にかかわるもの

が，談話を通じて権力によってどのように（再）生産さ

れ，それがどのような影響をもたらしうるのかを分析す

る。

本論では，はじめに①および②をもとに分析をおこな

い，それらを整理した上で③について議論する。このこ

とにより，「移民」がどのようなテーマのなかで語られ，

そこにどのような意味づけがなされ，結果として，そう

した試みがどのような社会的帰結をもたらしうるのかを

批判的に検討することが可能となる。

4.談話資料

次項では，開館日である2007年10月10日に，とり

わけそれを詳細に報じた『リベラシオン 15）』，『ラ・ク

ロワ 16）』，『ル・モンド 17）』，『リュマニテ 18）』，『ル・パ

リジャン 19）』をとりあげ，談話資料を順に提示，分析

していく。

Chujo（2014）では，移民歴史館開館にいたるまでの

報告書を資料として，計画段階において「移民」がどの

ように議論されたのかを検討し，統合の対象とみなされ

ることで，そこにフランス社会にとって異質な存在であ

るという否定的なイメージが付与されていることを指摘

したが，本論では開館に際し一般のメディアのなかで

「移民」がどのように語られたのか，またそのことが社

会的にどのように認知されうるのかという関心から，主

要紙の報道記事を談話資料として取り上げる。研究者や

政治家を中心とした「関係者」によって書かれた報告書

と比べ，多くの人びとがよりアクセスしやすい情報源で

あることも，新聞記事を選択した理由である。この点を

踏まえ，上に挙げた5紙は，スポーツ紙や経済紙，児童・

青少年向け新聞，競馬新聞，英字新聞をのぞく，フラン

ス国内の発行部数上位6位以内の日刊の全国紙 20）から

選択したものである21）。

5.「移民」はどのように語られたか

5.1.『リベラシオン』

歴史館の性格を見出しに提示しているのは『リベラシ

オン』と『ラ・クロワ』の2紙であった。はじめに前者

を引用する。

博物館にとどまらない，市民たちのフォーラム

移民の貢献をめぐり，歴史館は個人史に命を与える。

常設展「道しるべ」は，フランスの経済的，社会

的，文化的発展における移民たちの貢献を描きな

おす22）。

パリ12区のポルト・ドレ宮が，今日10時に国立移

民歴史館としてオープンする。広場の大きなパネル

がわたしたちを歓迎する。それはデザイナーのマル

ト・マルタンが考案した「言葉の劇場」。いくつか

の引用のなかには，「移民とは，そのようにみなさ

れることもあるが，何よりもまず人間である。（ジェ

ラール・ノワリエル，歴史家）」を読むことができ

る。〔…〕同館の運営委員長ジャック・トゥーボン

はこの施設について，「移民問題を『正当』な文化

的テーマとするための賭けです」と述べている。〔…〕

歴史館は博物館であるだけでなく，市民たちのフォー

ラムとなるだろう〔…〕。

ここで主題となっているのは，歴史館が博物館（mus�e）

というよりも「フォーラム」（forum）としての性格を

もっていること，フランスにおける「移民
イミグレ

の貢献」，「正
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当」（l�gitime）ではない文化的テーマとみなされてい

る「移民問題」（questiondel・immigration）の3点で

ある。

1点目は，歴史館が博物館のように訪問者が受動的に

情報を得る場ではなく，交流の場であることを示してい

る。とりわけ「市民たちの」（citoyen）という語によっ

て，歴史館が人びとにより開かれたもの，というニュア

ンスをそこに与えている。別な見方をすれば，これは歴

史館にそうした目的が必要であることの示唆である。

2点目について，移民たちの「貢献」が小見出しにお

いて強調されている点を指摘することができる。ここで

は，「貢献」をあらわす二種類の語 23）が用いられている

が，歴史館が創設されることで，彼（女）らの「個人史」

（histoirespersonnelles）やフランスのあらゆる分野に

おける「発展」（d�veloppement）を通じ，それが確認

できるというものである。一方で，「命を与える」（faire

exister24））あるいは「描きなおす」（retrace）という

表現は，移民たちの「貢献」にかんする顕彰がこれまで

は不十分であったことを示している。

3点目については，「移民問題」（question de

l・immigration）がアクチュアルかつ喫緊のテーマであ

ることが，歴史館設立が「賭け」（pari）であるという

表現から読み取ることができる。あるいは，それまでに

あらゆる手段を講じた末の，移民問題への最終的な対策

であると考えられるかもしれない。また，それが「正当」

な「文化的テーマ」（th�meculturel）ではなかったと

いう文言は，「移民」にかんする文化的事柄が それ

が明示されている訳ではないが ，それまでは「不

当」に扱われてきたことを示すものである。この点につ

いては，歴史館の代表であるトゥーボンの言葉として引

用されており，その内容が権威付けられているといえる。

以上を整理すると，本記事では歴史館が通常の博物館

以上に市民的な交流の場としての性格をもち，これまで

は見過ごされてきたフランスにおける移民の「貢献」に

光をあて，社会問題としての移民を見直すための極めて

今日的な施設であることが提示されている。仏移民研究

の代表的存在である歴史学者ノワリエルの言葉が引用さ

れているが これも権威付けの一つである ，そ

れは歴史館を通した「移民」の見直しという本記事の主

題をいっそう明確にしているといえるだろう。

5.2.『ラ・クロワ』

次に『ラ・クロワ』の記事をみる。ここでも，歴史館

の代表者や研究者からの引用を通じて，同館の目的やそ

の背景に一定の正当性が付与されている。

移民歴史館はフランスについてのもう一つの別の考

えを提示しようとしている

〔…〕アルメニア人からマリ人まで，中欧のユダヤ

人からマグレブ人まで，ポルトガル人からカンボジ

ア人まで，フランスはヨーロッパにおける2世紀来

の大規模移民国家である。しかしながら，その歴史

は十分に知られていないままである。一般にその扉

を開く歴史館は，この「歴史的真実にたいする侮辱」

を償おうとしている。同館の運営委員長ジャック・

トゥーボンは，先日本紙でそう説明した。〔…〕マ

リー＝クロード・ブラン＝シャレアールは，「移民

が非常に激しくスティグマ化されている今日におい

て，歴史館にはフランスについてのもう一つの別の

考えをもたらすための重要な役割がある」と述べて

いる。〔…〕

主題となっているもののうち，もっとも強調されてい

るのが見出しと記事の引用文にある，移民歴史館が提示

するとされる「もう一つの別の考え」（uneautreid�e）

である。次に，出身地域がいくつか記された前半の文に

ある「移民国家」（paysdel・immigration）としてのフ

ランス。3点目が，「十分に知られ」ず「侮辱」を受け

てきた「移 民
イミグラシオン

の歴史」。そして最後に，今日移民が

「スティグマ化」（stigmatis�e）されていること，であ

る。

1点目から3点目は，いずれも「歴史」（histoire）の

再検討という文脈で語られているといえる。まず，歴史

館を通じて「もう一つの別の考え」を獲得しなければな

らない理由が，「大規模」な移民国家としてのフランスの

歴史が「十分に知られていない」（largementm�connue）

ことにあるとされる。「知られていない」をあらわす

・m�connue・は動詞 ・m�conna�tre・の形容詞形である

が，この動詞は「正当に評価しない」「尊重しない」と

いった意味をもつため，この部分を（移民の歴史が）

「無視されてきた」というニュアンスとして捉えること

もできるだろう。そして，「大規模な」（grand）という

形容詞によって強調されることにより，「知られていな

い」ことがより問題性を帯びたものとしてあらわれてい

る。

また，「歴史的真実」が「侮辱」（affront�lav�rit�

historique）されるという表現は，それ（＝移民の歴史）

にかんするそれまでの認識に根本的な誤謬があったこと

を示唆するものである。ここでの「償う」（r�parer25））

という表現は，そのことをさらに強調しているといえる

だろう。

すなわち，歴史館設立による「もう一つの別の考え」

の提示が背景としているのは，フランスにおける移民の

歴史が十分に知られていないこと，というよりもむしろ，

それが大きく誤解されているか，あるいは否定的なもの

と見なされていることである。
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4点目については，歴史学者ブラン＝シャレアールの

言葉として，「非常に激しい」（tr�sdure）「移 民
イミグラシオン

」の

「スティグマ化」という問題が提示され，歴史館の「重

要な役割」（r�leessentiel）が，今日的な社会問題とも

密接につながっていることが示されている。

これらをまとめると，本記事では歴史館が移民の歴史

を見直す場であると同時に，今日における移民たちのス

ティグマ化にたいして何かしらの対応となる場としてあ

らわれている。ここから読み取れることは，移民国家と

してのフランスの歴史にかんする人びとの認識が，現在

の移民問題と不可分のものであり，それらを改善するた

めに，歴史館にそれまでにない「もう一つの別の考え」

の提示が期待されているということである。

5.3.『ル・モンド』

歴史館開館から約5ヵ月前の5月16日，シラクの後

任として大統領に就任したニコラ・サルコジは，自身が

それ以前から主張していた選択的移民政策の推進，移民

の家族呼び寄せ条件の厳格化，統合政策の促進，「フラ

ンス国民」のあり方などを議論する場として，移民・統

合・国家アイデンティティ・連帯開発省 26）（以下，移

民省と省略）を創設する。しかし，それにより内務省，

労働省，外務省という移民政策を管轄する3つの機関が

一本化され，権限がより強化されたこと，また政策だけ

でなく「アイデンティティ」にかかわる領域に政治が介

入できるようになったことから，同省の創設は波紋をよ

ぶ。そして，直後の5月18日には，歴史館設立を準備

する学術委員会のメンバー12人のうち8人が，抗議を

表明する形で委員を辞任するという出来事がおこる。

このように，開館直前に政権交代がおこり，移民政策

がより厳格化の方向へ展開しはじめたことで，当時歴史

館は政治的対立のなかにおかれていた。実際，開館当日

はセレモニー等がおこなわれることはなく，大統領や首

相を含め，現役閣僚らの立ち会いもなかった。歴史館開

館を報じる各紙は一様にこのことに触れているが，本論

ではなかでもそれを詳しく伝えている『ル・モンド』と

『リュマニテ』の記事を取り上げる。

以下は，学術委員会を辞任した8人の研究者 27）によっ

て出された連名の声明である。

移民の記憶

その役割を間違えなければ，移民歴史館とは素晴

らしいアイディアである。

国の最高責任者たちが今日この出来事を最小限に

留めようとするかのように，国立移民歴史館が太鼓

もトランペットの音もなく開館する。しかしながら，

この記憶の場の開館は，フランスの政治，文化世界

にとっての重要な瞬間である。フランス現代史にお

いて移民が果たした重要な役割が，ついに国家によっ

て認知される。

私たちは設立計画に愛着があったが，5月に歴史

館の学術委員会を辞任した。なぜなら，「移民・国

家アイデンティティ省」の創設が，その名称自体も

そうだが，歴史館が追求する市民的な目的と相反し

ているからである。言葉のこうした組み合わせは，

移民にかんして今日もなお存在するステレオタイプ

や偏見を強化することでしかなかった。

同省の創設から4ヶ月が経つが，大変残念ながら

私たちの懸念は確かなものであったといえる。今後，

移民たちは国家アイデンティティにとっての脅威，

潜在的な犯罪者，誠実さや正当さを証明するための

DNA検査を受けなければならない不審人物となる。

移民の歴史は，こうした措置を正当化するためにし

ばしば動員される。それが語られる際は，「共和国

の価値」を重んじ，「統合する努力をした」かつて

の「良い」移民と，今日の「悪い」移民とが対置さ

れる。〔…〕国立移民歴史館は教育目的の文化施設

である。その主な使命は事実の歪曲や幻想に抗する

ために，移民の歴史をより良く伝えることである。

それがもう少し寛容で，他者を尊重する市民たちを

形成する唯一の方法である。〔…〕

ここでの主題は大きく分けて3点ある。すなわち，表題

にもあるように歴史館が「記憶の場」（lieudem�moire）

であること，移民省創設によって社会問題化された移民，

そして「移民の歴史」をより良く理解するための歴史館，

である。

1点目についてみていくと，フランス現代史における

「移 民
イミグラシオン

が果たした重要な役割」（r�lemajeurjou�par

l・immigration）を知るための場として歴史館が語られ

ていることがわかる。「記憶」という言葉が喚起するの

は，歴史的事実としての移民の役割がそれまでに認知さ

れてこなかったか，あるいは忘れられてきたということ

である。『リベラシオン』では「フォーラム」と形容さ

れた歴史館であるが，ここでの「記憶の場」という表現

からも，通常の博物館とは異なるより社会的な目的を

読み取ることができるだろう。開館が「重要な瞬間」

（momentimportant）として強調されていることから

もそのことがうかがえる。さらに，「国家によって認知」

（reconnuparlacommunaut�nationale）という部分

は，「ついに」（enfin）という副詞によってそのニュア

ンスが強化されることで，移民の役割がそれまでは国に

よってほとんど認められてことなかったことを示唆して

いる。この点は，歴史館に政治的な役割が付与されてい

ることを示すものといえるだろう。

次に，本記事でもっとも大きなテーマとして語られて
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いる，移民省にかんする問題についてみていく。何よ

りも，同省の創設が歴史館の目的と「相反している」

（contredit）という部分は，現政権と国立施設としての

歴史館の立場に大きなずれが生じていることを示すもの

である。この時点では移民省創設から約5ヶ月が経過し

ているが，そのことがもたらした問題，すなわち移 民
イミグラシオン

にかんする「ステレオタイプ」（st�r�otypes）や「偏見」

（pr�jug�s）の強化，彼（女）らが「脅威」（menace），

「犯罪者」（fraudeurs28）），「不審人物」（suspects）と見

なされることなどが例示されることで，執筆者らの「懸

念」（craintes）がより裏づけられたものとしてあらわ

れている29）。

また，そこでは「移民の歴史」それ自体も政治的なも

のであることが読み取れる。すなわち「共和国の価値」

（valeursr�publicaines）を尊重し「統合する努力」

（effortdes・int�grer）をすれば「良い」（bons）移民
イミグレ

として，そうでなければ「悪い」（mauvais）移民
イミグレ

とし

て歴史の中に位置づけられるというものである。つまり，

「かつて（d・hier）の『良い』移民と，今日（aujourd・hui）

の『悪い』移民」という表現は，現在の移民を非難する

ために「移民の歴史」が利用される可能性を示唆してい

る30）。このことは，歴史館がそうした場になりうること

にたいする批判と捉えることができるだろう。

3点目については，執筆者らの立場からみた歴史館の

あり方が提示されている。すなわち，それは「教育目的」

（vocation�ducative）をもった，移民にかんする「事

実の歪曲」（contre-v�rit�s）や「幻想」（fantasmes）

をあらため，「寛容」（tol�rants）かつ「他者を尊重す

る」（respectueuxdesautres）市民を形成する場であ

る。言い換えれば，移民にかんする誤解や，寛容さや他

者の尊重に欠ける人びとの存在がそこに想定されている。

以上を整理すると，本記事で話題化されているのは，

歴史館が国家によって認められてこなかった移民の歴史

を再認識する場であること，「移民の歴史」は政治的な

動員によって様ざまに解釈されうること，そして，歴史

館がそうした歴史認識にかんする政治的問題を乗り越え

る場であること，である。

歴史館にかんする解説というよりは，移民省創設と学

術委員会の辞任を背景として，全体をとおして現政権に

たいする批判的なトーンで書かれた本記事であるが，そ

れだけに，そこでは歴史館の設立と移民の社会問題化が

より明確に語られているといえる31）。

5.4.『リュマニテ』

『ル・モンド』と同様に，『リュマニテ』の記事も現政

権にたいする「批判」という形で書かれているが，ここ

では前者とは別の観点からの主題化がなされている。以

下は，歴史館がおかれるパリ市12区の助役であったア

レクシ・コルビエール32）の署名記事である。

静かに，開館します！

〔…〕この政府の沈黙は意外かもしれないが，結局

のところ理に適ってもいる。それは驚くべきことか

もしれない。というのも，国立移民歴史館にはこの

国の一部の政治家が貢献していたからである。それ

はシラク大統領によって望まれ，計画者たちによれ

ば，一種のフランス版エリス島として，フランスに

おける移民の歴史にかんする重要な記憶と研究の場

となることで，ある意味でケ・ブランリー美術館の

使命を「補う」ものでなければならなかったのだ。

共和国はそこに，我が国の歴史のあらゆる次元，ま

た我われの「国家アイデンティティ」のあらゆるも

のに，移民を位置づける場を作らなければならなかっ

たのである。〔…〕結果として，最初の計画にあっ

た大いなる野心は薄れてしまったようにみえる。実

際に，どのような財政措置が講じられただろうか？

どのような収集品が集められただろうか？ 設置

された場それ自体も議論を呼んだ。1931年の植民

地博覧会の際に建設され，長きにわたり植民地博物

館であったポルト・ドレ宮を選んだことは，移民と

植民地化のあいだに記憶の衝突を引き起こさなかっ

ただろうか？ 二つの歴史は混同すべきではないし，

一方がもう一方を消し去るようなことがあれば遺憾

なことだといえるだろう。

記事をとおして，現政権の政治家が開館に立ち会わな

かったこと 「沈黙」（silence）と表現されている

や移民省の創設，そして歴史館のあり方にかんする異議

申し立てが主題となっている。

たとえば，歴史館が前大統領に「望まれ」（voulue）

ていたという文言からは，当時の大統領であったサルコ

ジはそう認識していなかったことがうかがえる。「理に

適って」（logique）という語はその「裏づけ」とみなす

ことができる。

ここでは歴史館の性格が，アメリカにおけるヨーロッ

パ移民入国の地として象徴的な場である「エリス島」

（EllisIsland）33）として，移民の歴史にかんする「記憶」

（m�moire）と「研究」（�tudes）の場として，アフリ

カ，アジア，オセアニア，南北アメリカの文化・芸術

作品を所蔵するケ・ブランリー美術館 34）を「補う」

（compl�ter）ものとして，フランスの歴史やアイデン

ティティに移 民
イミグラシオン

を位置づけるためのものとして語られ

ている。そして，「『補う』ものでなければならなかっ

た」（devait・compl�ter・），「作らなければならなかっ

た」（devaitcr�er）という半過去形の文が用いられるこ

とで，結果としてそれらが達成されなかったことが示唆
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されている。

つまり，移民省の名称の一部である「国家アイデンティ

ティ」という表現がアイロニカルに引用されていること

からもわかるように，開館直前の政治的影響によって，

本来あるべきだった移民歴史館ではないものがつくられ

たことが執筆者の主張としてあらわれているといえる。

また，記事の後半は歴史館が設置された場所それ自体

にかんする言及であるが，ここでこれまでの記事にはな

かった「移 民
イミグラシオン

と植民地化（colonisation）」という新た

な観点が提示されている。とくに「記憶の衝突」（choc

desm�moires）という表現は，移民の歴史のなかに植

民地主義的な側面があることを示唆している。というの

も，歴史館の建物は，人間動物園（Zoohumain）が開

かれたことでも知られる植民地博覧会のために建設され

たものであり，フランス植民地主義を象徴する場であっ

たからである。すなわち，フランスの移民の歴史は，そ

の植民地主義の歴史でもあった。ここでは，そうした場

に移民歴史館を設置することが，移民現象を植民地主義

的なもののなかに再び位置づけるものとして問題化され

ているといえる。

以上をまとめると，本記事で話題となっているのは，

歴史館と現政権との移民の歴史をめぐる見解の相違，そ

うした齟齬によって本来想定されていた形で開館しなかっ

た歴史館，および移民と植民地（主義）とのつながりで

ある。

5.5.『ル・パリジャン』

「移民の歴史」により焦点をあてているのが『ル・パ

リジャン』である。そこでは，2ページにわたり19世

紀以降のフランス移民史を写真とともにふりかえる特集

に紙面が割かれている。通常の記事においても同様の傾

向がみられる。

工業とサービス産業のための貴重な労働力

国立統計経済研究所の最新の集計によると，2004

年中盤の移民数は約500万人で，それは全人口の

8.1％であった。19世紀中ごろから1970年代にか

けて，移民の波が経済発展とともにやってきた。〔…〕

しかし，1970年代後半から経済成長がとまり，労

働移民から，家族呼び寄せや庇護申請による移住の

流れへと少しずつ置き換わっていった。アフリカ人，

トルコ人，アジア人が多数を占めている。国立統計

経済研究所によると，2004年に新たに入国した在

留登録者21万人のうち，10万人がアフリカ，約3

万人がアジア出身者である。彼らはどのような産業

部門にいるのだろうか？ それ以外の人びとと同じ

く教育水準は著しく向上したが，大多数はブルーカ

ラー労働者として雇用されている。〔…〕全体とし

て，無資格職が移民たちをより失業しやすいものに

している。2002年には，彼らの16.4％が求職中で

あった。それは「非移民」の二倍にあたる。

この記事は，その大部分が移民の歴史を概観するもの

となっている。主題の一つは，「貴重」（pr�cieuse）な

「労働力」（main-・uvre）としての移民
イミグレ

である。そこで

は，移民が経済発展と結びつけられて語られている。し

かし，これまでのように「貢献」といった言葉でそれが

語られるのではなく，VanDijk（1992）が移民問題に

かんする談話のなかにたびたび見出している，移 民
イミグラシオン

を

「波」（vagues）にたとえ，一方向的に「外」からやっ

てきたものとみなすレトリックがここでは用いられてい

る。そこでは，移民たちが経済的な理由で「やってきた」

ことがとりわけ印象づけられ，受け入れ国側がたとえば

労働力不足といった事情で彼（女）らを要請したことは

見えにくいものとなる。

二つ目の主題は，移民
イミグレ

の失業である。この点は他の記

事と大きく異なる部分であり，求職者にかんする数値や

「非移民」（non-immigr�s）というカテゴリー35）からも

わかるように，失業という社会問題の当事者が移民
イミグレ

であ

ることがはっきりと示されている。

したがって，『ル・パリジャン』の記事の特徴は，フ

ランスへの移 民
イミグラシオン

（現象）のイメージが他紙とは違った

形で，またとりわけ移民
イミグレ

が労働力として語られているこ

と，そして一方では，今日の彼（女）らが直面するもの

として，ステレオタイプや偏見とは異なる，「失業」と

いう具体的な問題が提示されていることである。

6.まとめ

6.1.分析の考察

前項では，移民歴史館開館を報じた新聞5紙を取り上

げ，「移民」がどのように語られているのかを分析した。

以下は，第2項で挙げた分析軸①および②にしたがって，

提示した談話資料の順にそれをまとめたものである。

各談話の主題は次のようなものであった。

分析軸①「主題」

フォーラムとしての移民歴史館。／フランスの発展に

おける移民
イミグレ

の貢献。／移民問題を見直すための歴史館。

／フランスをあらたに見直す機会をつくる歴史館。／

大規模な移民国家としてのフランス。／不十分な認識

や侮辱の対象であった移 民
イミグラシオン

の歴史。／今日移民
イミグレ

はス

ティグマ化されている。／記憶の場としての移民歴史

館。／歴史館の目的と相反する移民省の創設によって

社会問題化された移民。／移民の歴史をより良く理解

フランスにおける「移民」の歴史化（中條）
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するための歴史館。／現政権の方針と相反し，当初の

構想どおりに設立されなかった歴史館。／移 民
イミグラシオン

と植

民地化とのつながり。／19世紀にさかのぼる貴重な

労働力としての移民の歴史。／今日は著しい失業問題

をかかえている。

次に，主題となっているものがどのように語られてい

たかについて，以下のように整理した。

分析軸②「含意・前提・示唆」，「叙述・論証の方法」

歴史館は市民的な交流の場でなければならない。／

移民
イミグレ

の貢献にかんする認識がこれまでは不十分であっ

た。／歴史館は今日の移民問題にたいする対策である。

／フランスは大規模な移民国家であるにもかかわらず，

移民の歴史は誤解され，否定的なものとみなされてい

る。／移民の歴史にかんする人びとの認識と，今日に

おける移民問題は不可分である。／移 民
イミグラシオン

が果たした

役割が，国家によって認められてこなかった。／国家

によって移民の歴史が語られる場合，移民
イミグレ

は非難の対

象となることがある。／移民にかんする誤解，寛容さ

や他者の尊重に欠ける人びとが存在する。／フランス

の歴史に移 民
イミグラシオン

が位置づけられていない。／移民の歴

史には植民地主義的な側面がある。／移 民
イミグラシオン

は経済発

展とともに国外から「やってきた」ものである。／移

民問題とは移民
イミグレ

の失業である。

各紙の主題を整理すると，大きく分けて歴史館の性質

を示すものと，移民の歴史あるいは今日における移民を

語るものとの二種類がある。

前者については，移民の貢献やその歴史を認識し，そ

れまでとは異なった移民への眼差しを獲得する場として

歴史館が描かれている。第1項では移民の「統合」とい

う使命を，第2項では移民の「否定的なイメージ」をあ

らためるという目的を歴史館が想定していることについ

て言及したが，本論で引用した記事からも，同様の問題

設定が浮びあがってきていることが分かる。

分析軸②から得られた結果をみても，移民の歴史にた

いする「誤った見方」を問題化する論調が各紙にはみら

れる。そして，移民の歴史にたいする政府の態度への批

判は，それを論じることが現在進行形の社会的，政治的

なテーマであることを示している。

後者については，フランス社会における移民にたいす

るネガティブな態度，彼（女）らのスティグマ化あるい

は失業，そして植民地主義と移民（現象）とのつながり

が移民をめぐる「問題」として提示されている。

ここで重要なのは，移 民
イミグラシオン

という概念が第2項で挙げ

た定義のとおり，移民現象それ自体を指すと同時に，社

会集団としての移民
イミグレ

のみを指すのではなく，そこに彼

（女）らの後裔たちを含むかなり意味合いで用いられて

いることである。とくに，移民の歴史を見直すことと現

在の移民（問題）を見直すことが関連づけられている点

からもそのことが分かる。

すなわち，移民歴史館をめぐって議論される移民は，

移住者のみを指すのではないことが明らかになった訳だ

が，一方で，統合高等評議会が「ストック」と定義して

いたように，移民のそうした性質自体を問うことは本論

の目的から外れる。それよりも，それが「移民に出自を

もつ人びと」という「微妙」な表現によっても語られて

いたことを思い出そう。移民をそのようにフローなもの

として捉えることが，どのような問題を孕んでいるのだ

ろうか。

6.2.「移民」の歴史化における問題

最後に，分析軸③の談話の社会的認知という視点を踏

まえながら，移民という概念について検討する。

国立移民歴史館という公的な機関をとおして，フラン

スにおける移民の歴史を議論することにはどのような意

味があるのだろうか。第1項で挙げた歴史館の使命は，

同館のホームページにも同じく掲載されているが 36），

そこには移民の統合過程を再認識し，移民にたいする眼

差しやメンタリティーを変えるという，極めて今日的な

目的を見出すことができる。各紙の報道からも，歴史館

にそうした役割が期待されていることが読み取れた訳だ

が，『ル・モンド』や『リュマニテ』の記事において問

題化されていたように，そうした試みは常に政治的なも

のであり，特定の「正当な」歴史を語ることは不可能だ

といえる。

一方で，本論で挙げた談話資料を通じて，それが社会

的にどのように認知され得るのかという点から，移民と

いう概念に付与された意味合いを確認し，その問題性に

ついて指摘することはできるだろう。

このことは，繰り返し言及している「移民とは何か」

という問いと不可分である。歴史館を通じた，移民の貢

献を再認識する，あるいは移民をフランスの歴史の中に

位置づけるという試みは，この問いを避けることができ

ないはずである。

というのも，移民の歴史や移民問題を見直すという目

的には，今日における人びとの移民にたいするイメージ

を見直すということ，すなわち，否定的に見なされてい

る移民が存在するという前提があるからである。しかし

その場合，何を対象に，誰が「見直す」のだろうか。

各記事のなかでは，歴史館の意義が積極的に語られる

一方で，移民が「何よりもまず人間」と捉えなければな

らない存在として，「正当」なテーマではないものとし

て，その歴史にたいする「侮辱」を受けてきたものとし

て，スティグマ化された存在として，「統合」の対象と

都市文化研究 17号 2015年
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して，「波」のようにやってきた労働力として，また植

民地化や失業と結びつけられて語られることで，その社

会的な異質性が強調されてもいた。

確かに，この場合の移民とは，それを実体的に捉えら

れない社会集団ではあるのだが，それが否定的な文脈で

語られることで，談話の受け手側が，移民をフランス社

会におけるマージナルなもの，あるいはそこに統合され

るべき（逸脱した）存在とみなす態度がさらに強化され

る可能性があるのではないだろうか。「移民にかんして

今日もなお存在するステレオタイプや偏見」（先に引用

した『ル・モンド』の記事より）は，メディアによって

語られる移民の表象とも結びついているだろう。

このことの問題は，今日「移民に出自をもつ」とみな

された人びとが，移民の歴史が議論される中で，フラン

ス社会の「外側」に置かれうることである。たとえば，

フランスで生まれ，フランス社会で育った彼（女）らを

統合する，すなわち社会に組み入れ（int�grer）ようと

することは，移民であることを理由としたスティグマ化

である。歴史館を構想する統合各省連絡会は，移民への

「差別的な態度」が「統合の足かせ」になっていること

を問題にしていたが，移民を歴史化するという試みのな

かに，そうした態度が含まれていないかを今後も検証し

つづけていく必要があるだろう。

注
1.原語はCit�nationaledel・histoiredel・immigration。所在地

はパリ市12区。

2.Associationpourunmus�edel・immigration.

3.G�n�riques：1987年に設立された市民団体。フランスにおける

移民の歴史と記憶にかんする資料収集とその公開・アーカイヴ化

をおこなう。

4.LiguedesDroitsdel・Homme：1898年に設立された市民団体。

とりわけ移民・難民の人権支援をおこなう。

5.Drissel-Yazami（1952-）.

6.R�miSchwartz（1960-）.

7.Comit�interminist�rield・int�gration：統合政策を議論する

ための，各省の閣僚から構成された委員会。

8.HautConseil�l・Int�gration：1989年12月に設置された，在

留外国人および外国に出自をもつ人びとの社会統合政策にかんす

る諮問機関。2012年12月に解散。

9.統合高等評議会のホームページ（URLは参考文献を参照）より。

10.・populationissuedel・immigration・.

11.ここには，外国でフランス人として生まれ，フランスに居住し

ている者は含まれない。なお，仏国籍を取得した移民は，移民で

あると同時にフランス人である。つまり，移民にはフランス人で

あるか，あるいは外国人（etranger） フランス国内に居住す

る外国籍保持者あるいは無国籍者 であるかの二つの可能性

がある。彼（女）らが国籍を取得しない場合は，移民であると同

時に外国人とみなされる。

12.・l・histoiredel・immigration・.

13.国立移民歴史館ホームページより。

14.この点については，ヴォダック（2010）が「談話ストラテジー」

とよぶ分析軸も参考にした。本論ではとくに引用による内容の権

威づけと，形容詞や副詞を用いたニュアンスの強調に注目する。

15.Lib�ration：1973年創刊の日刊紙。発行部数は 10万 5813部

（2013年）。1968年のいわゆる5月革命を受け，ジャン＝ポール・

サルトルらが中心となって設立された総合紙。政治スタンスは

「中道左派」とされる。

16.LaCroix：1883年創刊の日刊紙。発行部数は 10万 5069部

（2013年）。カトリック系の総合紙。

17.LeMonde：1944年創刊の日刊紙。発行部数は 30万 3432部

（2013年）。「中道左派」系。

18.L・Humanit�：1904年創刊の日刊紙。発行部数は4万3744部

（2013年）。1999年までは共産党の機関紙であった。現在は，共

産党を含む同党と政治的立場の近い左派政党の支持者が主な読者

基盤となっている。

19.LeParisien：1944年創刊の日刊紙。発行部数は 47万 583部

（2013年）。全国版は『オージュルデュイ・オン・フランス

（Aujourd・huienFrance）』として発行されている。「中道」系。

20.OJDによる次の調査結果（2013-2014年）より：

＜http://www.ojd.com/Chiffres/La-Presse/La-Presse-Payante/

Presse-Quotidienne-Nationale＞（2014年8月28日閲覧）。

21.『フィガロ』紙がもっとも部数が多いが（2013年），論旨に鑑み

て有効と思われる談話が観察されなかったため，本論では取り上

げなかった。

22.本稿では，記事のタイトルを太字で，小見出しを斜体で表記す

る。

23.前者がl・apport，後者がlapart。

24.「生きさせる」「存在させる」という意味合いに近い。

25.「埋め合わせをする」「取り返す」といった意味もある。

26.Minist�redel・Immigration,del・Int�gration,del・Identit�

nationaleetduD�veloppementsolidaire：2010年11月に廃止。

27.ヴァンサン・ヴィエ（VincentViet），ジェラール・ノワリエル

（G�rardNoiriel），ジュヌヴィエーヴ・ドレフュス＝アルマン

（Genevi�veDreyfus-Armand），ナンシー・L・グリーン（Nancy

L.Green），パトリック・ヴェイユ（PatrickWeil），パトリック・

シモン（PatrickSimon），マリー＝クリスティーヌ・ヴォロヴィッ

チ＝タヴァレス（Marie-ChristineVolovitch-Tavar�s），マリー＝

クロード・ブラン＝シャレアール（Marie-ClaudeBlanc-Chal�ard）。

人口統計学者のシモン以外はすべて歴史学者。

28.「不正行為を働く者」がより原義に近い。

29.実際この間には，家族呼び寄せによる移民を規制するために，

親族関係の確認を目的としたDNA鑑定が社会問題となっていた。

30.たとえば，郊外における「暴動」のなかで「移民（系）の若者」

が事件の首謀者として非難の対象となる際，彼（女）らの親たち

を中心とする移民第一世代が，そうした問題を起こさなかった（＝

より良く統合した）存在として肯定的に語られることがある。

31.また，ここでは「移 民
イミグラシオン

の歴史」（l・histoiredesmigrations）と

いう表現が用いられているが，他国からの移住（現象）をあらわ

す移 民
イミグラシオン

に比べ，移 民
イミグラシオン

は一般的に人びとの移動，集団の移動を意

味する。したがって，ここでの「移民の歴史」が，単に移民労働

者の移住にとどまらず，より普遍的な現象として語られているこ

とは，執筆者たちの移民にかんする通常とは異なった認識を示す

ものとして興味深い。

32.AlexisCorbi�re（1968-）：左翼党所属。2001年から2014年ま

で助役を務めた。なお，当時（2007年）は社会党に所属していた。

33.同地には移民博物館（EllisIslandImmigrationMuseum）が

おかれている。1990年9月開館。

34.2006年6月23日にパリ市7区に開館。

34.この数値とカテゴリーは，国立統計経済研究所の報告書（2005：

110）において確認できる。

36.http://www.histoire-immigration.fr/la-cite/le-projet-de-la-cite

（2014年8月28日閲覧）。
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TheHistoricizationof・Immigration・inFrance:

AnalysisofMediaDiscourseontheOpening

oftheNationalImmigrationHistoryMuseum

TakeshiCHUJO

Themainpurposeofthispaperistoexploretheconceptof・immigration・asasocialissueinFrance.

BasedonanewspaperarticledealingwiththeopeningoftheNationalImmigrationHistoryMuseum,

thispaperreviewsthepositiveandnegativeimplicationsofsocialcognitionrelatedtotheconceptthrough

CriticalDiscourseAnalysis,focusingonimmigrationinFrancethroughouttheyears.Firstly,thepaper

highlightstheimportanceofunderstandingtheofficialmeaningoftheterm ・immigration・.Quoting

FrenchnewspapersonthedayoftheMuseum・sopening（10October,2007）,thepaperdemonstratesthat

theterm ・immigration・isusedinavarietyofcontextsandthatitisclearlyreferredtoasa・thing・

throughmediadiscourse.Findingsfromanalysishaverevealedthattherearetwodefinitionsfortheterm

・immigration・:onewithapositiveconnotationandonewithanegativeconnotation.However,theterm

・immigration・inmediadiscourseisgivenseveraldifferentmeaningsandisassociatedwithnumerous

problems.Inbrief,theterm ・immigration・isinterpretedaccordingtoone・ssocialintegrationintoa

heterogeneoussociety.Asaresult,duetothesignificanceattachedtothesenseofbelonging,theterm

・immigration・isoftenperceivedinanegativecontext.

Keywords：Immigration,France,NationalImmigrationHistoryMuseum,CriticalDiscourseAnalysis,

Media




