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 危機の時代における「知」と「権力」をめぐって

理解するための30冊

“ポスト・オリエンタリズム”を
１●『オリエンタリズム（上・下）』
エドワード・サイード（今沢紀子訳、平凡社ライブラリー、1993 年）

1978 年にアメリカで刊行されて以降、ポストコロニアリズムを考え
る上で一貫して最重要な古典。〈西洋〉が〈東洋〉を見るその様式が、
調査としての東洋学であれ、芸術における東洋趣味であれ、オリエ
ンタリズムなのだが、その「見る」行為が植民地主義的に「支配する」
ことに ? がっているという、表象と権力との共犯関係を暴いたのが
本書だ。オリエンタリズムは、人間の思考様式まで深く規定する。

２●『人文学と批評の使命』
エドワード・サイード（村山敏勝・三宅敦子訳、岩波現代文庫、2013 年）

パレスチナ独立を目指す闘士サイードはこの遺著では一転して人文
学の残滓を蘇生しようとしている。しかし人文学の実践は実はデビ
ュー作の『始まりの現象』以来一貫していた。文献学へ回帰するこ
とも厭わずサイードは学識と共感を結合させて読むことを求める。
読者は間違いなくヴィーコとアウエルバッハの読解へと促されるだ
ろう。

３●『サバルタンは語ることができるか』
G・C・スピヴァク（上村忠男訳、みすず書房、1998 年）

「スピヴァクはデカルト的コギトの山をひっくり返してやったとお
めでたく思い込んでいるポスト構造主義者のアリどもを洪水で一掃
したのだった」（ハミッド・ダバシ）。確かにスピヴァクは反転した
トロイの木馬としてヨーロッパの内部からポストモダニストに夜襲
をかけた。サバルタンを、国際的な階級関係を読み解く表象 = 代
行の問いとして読み解く本書を、私たちはどのように読むことがで
きるだろうか。

４●『ポストコロニアル理性批判―消え去りゆく現在の歴史のために』
G・C・スピヴァク（上村忠男・本橋哲也訳、月曜社、2003 年）

スピヴァクによるポストコロニアル－フェミニズム研究の理論的集
大成。カントの三批判書のタイトルをもじりつつ、そうした普遍を
装った理性が地理的・時代的限界内にあることを、「哲学」「文学」

「歴史」「文化」の４章にわたって批判。ローカルとグローバルが共
犯的な支配構造をなす政治・経済・文化的な状況を、「ネイティヴ・
インフォーマントの（不）可能な視点」から打破する可能性を探究
する。

５●『［新訳・評注］歴史の概念について』
ヴァルター ･ ベンヤミン（鹿島徹訳、未来社、2015 年）

歴史を不可逆的な一方向への直線でなく、可逆的で組み換え可能
な星座の配列として捉えること。それは過去からの断絶と未来への
飛躍を含んだユートピアとして、わたしたちに託されているかすか
な革命的チャンスである。終末と新しい始まりとしての復活を予感
しながら、ベンヤミンの歴史像はわたしたちの歴史的現在を照射し
続けている。

6 ●『ミメーシス―ヨーロッパ文学における現実描写（上・下）』
エーリッヒ・アウエルバッハ（篠田一士、川村二郎訳、ちくま学芸文庫、

1994 年）

私たちは現実の姿をあるがままにとらえることはできず、古代以来
人間は言語というメディアを媒介にして現実を模倣し、文学作品を
創作してきた。本書が分析するのはホメロスからウルフまでの西洋
文学のミメーシス、つまり現実描写の方法である。サイードの表象
批判からギンズブルグの歴史記述まで、アウエルバッハの文体分析
が与えた影響の大きさは計り知れないが、この本が不自由な亡命の
地から生み出されたことも忘れることはできない。

７●『知の考古学』ミシェル・フーコー（慎改康之訳、河出文庫、2012 年）

サイードのオリエンタリズム分析がフーコーの表象批判、すなわち
言説実践論にもとづいていることはよく知られている。しかし思想
の起源や目的、連続性を追究する思想史に対して、その差異、特異性、
非連続性に注目するフーコーの考古学分析はさらに徹底して主体の
至上性そのものを批判の対象とする。こうして本書においては自己
の連続性からの離脱が図られるとともに、近代諸科学を成立させる
言説編成を鋭利に指摘している。

８●『オリエンタリズムの彼方へ』
姜 尚中（岩波現代文庫、2004 年）

オリエンタリズムには、西洋が東洋を支配する強い知の力が作用し
ている。著者はヴェーバー、フーコー、サイードの理論を受け継ぎ
ながら、返す刀で近代以来の日本に根を張るコロニアリズムの諸相
をえぐり出す。福田徳三、新渡戸稲造、矢内原忠雄らの植民地政
策学はどのように日本のオリエンタリズムを形成してきたのか。困
難な問いを抱えて、本書は安住できる場所のない亡命状態におい
て挑戦的な知の営みを敢行している。

９●『文化の窮状―二十世紀の民族誌、文学、芸術』
ジェイムズ・クリフォード（太田好信ほか訳、人文書院、2003 年）

『ルーツ』（月曜社）でも知られる著者は、文化人類学者と呼ぶには
あまりに多面的な顔がある。文学や思想史の研究者、伝記作家な
どなど。しかしなかでも本書が最も参照されるのは、サイード自身
が真摯に受け止めた『オリエンタリズム』批判が収録されているか
らである。サイードの人文主義は批判対象たる西洋の主権的主体
をあまりに共有し前提してしまっている、と。この論点はダバシに
強く受け継がれている。

10 ●『知識人と権力』
アントニオ・グラムシ（上村忠男訳、みすず書房、1999 年）

本書は知識人と権力をめぐるグラムシの歴史的─地政学的考察に
沿った獄中ノートの再編集版である。南部問題、政治的指導、都
市─農村関係、有機的知識人をめぐる議論、特に従属的諸階級（サ
バルタン）についての研究は今では古典となっており、サイードや
スピヴァクが依拠してそれぞれの論考において生かされている。特
に本書は訳者解説、年譜、人名・雑誌名一覧が充実した丁寧な編
集になっており、グラムシ入門としても最適である。

11 ●『マルコムＸ自伝（上・下）』
マルコムＸ（浜本武雄訳、中公文庫、2002 年）

人種差別が人間にもたらす傷がどれほど大きな刻印をその当人に

与えるのか。本書はその傷から自分自身を取り戻して自己回復する
までの救済の物語である。犯罪を重ねる不良少年がイスラームと出
会うことによって自己変革を遂げ、巡礼の旅を経てついには人種を
超えた人類への愛にまで達することになる。しかしアメリカにおい
てマルコム X の夢は未だに実現せず、Black lives matter の運動は
現在進行形である。

12 ●『チェ・ゲバラ名言集』
チェ・ゲバラ（米津篤八・長谷川圭訳、原書房、2017 年）

キューバ革命のアイコンとなったゲバラは、しかし、キューバを代
表するわけでも共産党を代表するわけでもない。アルゼンチン生ま
れの医師としてグァテマラの民主化闘争に参加し挫折、次に加わっ
たのがキューバ革命であった。だがゲバラは革命政権にとどまるこ
となく、南米各国へ、アフリカ・コンゴへと絶えず越境する。この
越境性こそがゲバラを他の革命家から際立たせるものなのだ。

13 ●『ニグロとして生きる』
エメ・セゼール（立花英裕・中村隆之訳、法政大学出版会、2011 年）

セゼールはフランス領マルティニック島出身の黒人であり、詩人と
して政治家として活躍した。ネグリチュード（黒人性）運動を代表
する『帰郷ノート／植民地主義論』（平凡社ライブラリー）が主著
だが絶版。本書は、やはりフランス領のレユニオン島（インド洋）
出身のポストコロニアル研究者にして政治家である女性によるロン
グ・インタビューを中心に編集されており、文学と政治をめぐる稀
有な応答となっている。

14 ●『地に呪われたる者（新装版）』
フランツ・ファノン（鈴木道彦・浦野衣子訳、みすず書房、2015 年）

「ヨーロッパのあらゆる街角で、世界のいたるところで、人間に出
会うたびごとにヨーロッパは人間を殺戮しながら、しかも人間につ
いて語ることをやめようとしない。このヨーロッパに訣別しよう」。
半世紀前のこのファノンの呼びかけは現代でも有効だろうか。確か
にヨーロッパは力を失いアルジェリアは独立したが、ことはそう単
純ではない。現在の私たちにも継続する植民地─被植民地という
権力関係をファノンは撃ち抜いている。

15 ●『余白の声─文学・サルトル・在日』
鈴木道彦（閏月社、2018 年）

よく知られているように筆者はサルトルを介して在日朝鮮人の諸課
題に出会い『越境の時』を書き残している。本書ではサルトルやプ
ルーストを通して小松川事件の李珍宇や金嬉老にコミットし、在日
を媒介にしてサルトル、プルースト、マラルメの「アンガージュマ
ン」をとらえようとする稀有な理解が講演の言葉で簡明に語られて

いる。鈴木のような態度は若手フランス文学研究者にはどう受け継
がれているのだろう。

16 ●『イラン、背反する民の歴史』
ハミッド・ダバシ（青柳伸子・田村美佐子訳、作品社、2008 年）

西欧の視点から描かれる地域史は、つねに伝統的後進性とそこか
らの近代化という物語に彩られるが、それこそがオリエンタリズム
とコロニアリズムの共犯だ。イラン人であるダバシは、自国の 200
年の歴史を、伝統／近代の二項対立から解放し、植民地的近代性
を問い直す。その視点は、世俗主義的なものでもなければ、イスラ
ーム主義的なものでもない。洋の東西を超えたダバシによる世界主
義的なイランの政治文化史だ。

17 ●『近代イラン知識人の系譜』
佐野東生（ミネルヴァ書房、2010 年）

日本ではイラン研究者以外には名前を知られていないであろうハッ
サン・タキーザーデ（1878 － 1970）の伝記と、イランの近代の歩
みを重ねて論じている。ハミッド・ダバシも高く評価する知識人で
あり、イランとヨーロッパとの架け橋となった人物だ。立憲革命と
国民国家を推進し、反革命に遭ってはたびたびヨーロッパ亡命を強
いられた。同時に彼は、ペルシャ語の民族叙事詩『シャー・ナーメ』
の研究者でもあった。

18 ●『パレスチナの民族浄化』
イラン・パペ（田浪亜央江・早尾貴紀訳、法政大学出版局、2017 年）

イスラエルが建国された 1948 年とその前後にあった起源の暴力の
解明。世界は第二次大戦〈後〉にポストコロニアルに再編されたが、
その最たるものがパレスチナ分割であり、ユダヤ人国家の建国であ
り、パレスチナの破壊であった。イギリス、国連の介入、それを利
用したシオニスト。ポストコロニアルな民族国家の建設を「民族浄
化」の視点で描き直すことは、世界の国家暴力の比較史へと接続
する議論でもある。

19 ●『傷ついた龍― 一作曲家の人生と作品についての対話』
尹 伊桑（ルイーゼ・リンザー、伊藤成彦訳、未来社、1981 年）

朝鮮人音楽家尹伊桑（ユン・イサン）によって語られる対話的自伝
の傑作。植民地支配下に生まれた故郷朝鮮南部の統営での豊穣な
音の記憶から日本への留学、政治への目覚め、音楽家としての成長、
ドイツへの留学と作曲家としての創造的な営為が感動的に語られ
る。しかし南北分断による政治の暴力は彼を一人の作曲者に留める
ことはしなかった。現代史の悲劇を背負った彼の生涯と、そこから
生まれた音楽は未来への賜物である。（現在品切れ。増刷が待たれる）

20 ●『アリランの歌─ある朝鮮人革命家の生涯』
ニム・ウェールズ＋キム・サン（松平いを子訳、岩波文庫、1987 年）

この本には歴史的な夢の記憶が結晶している。かつて多くの人に夢
見られた「どこにもない場所」、その夢を求めて一人の朝鮮人男性
とアメリカ人女性が延安で出会う。男の名はキム・サン、女の名は
ニム・ウェールズ。キム・サンにただならぬ知性を感じたウェール
ズは懸命に彼のライフヒストリーを聞き取り、東アジア世界を駆け
巡る革命家の傑出した生涯が書き残された。悲劇的なこの夢のか
けらからわたしたちが受け取るべきものはあまりに多い。（現在品
切れ。増刷が待たれる）

21 ●『戦時期朝鮮の転向者たち―帝国／植民地の統合と亀裂』
洪 宗郁（有志舎、2011 年）

植民地期朝鮮における思想は日本に対する抵抗のナショナリズム一
色に染められているわけではない。社会主義者たちは「東亜新秩序」
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『ポスト･オリエンタリズム』は、西洋に向けられた理論的爆弾である――
　ダバシは西洋を架空であるにもかかわらず、しかしそれだからこそ、あたかも実体であるかのように思い描かれてしまう観念だ
とみなし、それに戦いを挑もうとしているのだ。架空の相手の姿に向かって？ まるでドンキホーテのように？ そう、著者ハミッド・
ダバシは、ラマンチャの男のごとく見えない敵に向かって突進する。敵が見えない以上、戦いは非正規的なゲリラ戦にならざるを
得ないだろう。
　旅の従者は強力な二人、エドワード・サイードとガヤトリ・スピヴァクである。ダバシは本書をサイードに捧げて、スピヴァクとと
もにその著作を最大限高く評価しつつ、しかしこの二人が陥った西洋という罠を精妙に嗅ぎ分ける。それは二人ともそこから逃れ
ることができなかったヨーロッパの絶対的・主権的な主体という罠である。サイードは民主主義的な人文主義を復権しようとし、
スピヴァクは沈黙を強いられたサバルタンに声を与えることで主体の批判をラディカルに推し進めようとする。しかしそこに落と
し穴を見つけるダバシは、両者を止揚する道を探り出そうとするのだ。
　それが「対話者の変更」という戦術である。この対話者を取り替えるという試みが本書最大の眼目だ。それは権力的地位から
離れ、語りかけの方向を変えることによって権力の支配下にある人々との協働と連帯とを可能にする会話を紡ぐことである。そし
て、そこから得られる倫理と創造性からエージェンシーの規範が再構成され、ヨーロッパの絶対的な主観へと語り返す権威の声が
得られるのである。しかしこの道のりは困難な「長い革命」である。読者諸氏、心してこのゲリラ戦に参集せよ！

ハミッド･ダバシ Hamid Dabashi
　米国コロンビア大学教授。専攻は中東研究・比較文学。「イラン出身のサイード」とも称され、現在、その発言が最も注目される
中東出身の思想家。1951年、イラン南西部のアフヴァーズ生まれ。イランおよびイスラームの研究を基本としながら、広く中東地
域の歴史・政治・文化について論じ、とりわけ2000年代に入ってからは旺盛な執筆活動を続けている。中東問題やアメリカの中東
政策についての時事的な評論を発信することも多く、エドワード・サイード亡き後（2003年没）、中東出身の在米知識人として、
すなわち中東からも米国からも批判的距離を保って分析をすることのできる越境的知識人として、その発言は常に注目されてい
る。柄谷行人は「サイード亡き後のアメリカで、最も傑出した中東出身の知識人の一人」と述べている。

執筆：洪 貴義・早尾貴紀

や「大東亜共栄圏」へと転向し、親日や内鮮一体の議論にまで可
能性を見いだす思想闘争を遂行していたのである。しかしこれは本
当に闘争なのか、それとも敗北なのか。植民地支配に対する抵抗
と協力のあいだで朝鮮人思想家は困難な課題を担わざるをえない。
本書はこの思想的営みを繊細に描き出すことに成功している。

22 ●『魯迅出門』
丸川哲史（インスクリプト、2014 年）

二十世紀前半の近代中国の革命思想家である魯迅を「世界史の哲
学」のなかで解放的に読解する試み。著者の丸川氏自身、日本文
学研究から入り、台湾の政治文化史、そして大陸中国の研究へと
越境し続けるなかで、魯迅と出会い直す。日本も含む列強への抵抗
と近代化とを目指した魯迅が、その後共産党中国と、国民党台湾、
二つの中国のなかでどのように読まれ、そして 21 世紀に緊張感漂
う日中関係のなかでどう読みうるのか。

23 ●『近代日本の中国認識―アジアへの航跡』
野村浩一（研文出版、1981 年）

筆者は近代中国政治思想研究者だが、それは当然日本の中国認識
を問うことになる。日本の近代が成立するためには西洋の論理によ
るアジアの否定をせざるを得ないという矛盾の中で、知識人は苦闘
してきた。本書は内村鑑三、北一輝、内田良平、内藤湖南、吉野作造、
宮崎滔天、尾崎秀実、橘樸らを論じる中でその矛盾の諸相を明ら
かにしようとする。困難な「アジア主義」の課題は未解決のまま私
たちの前に投げ出されている。（現在品切れ。増刷が待たれる）

24 ●『誰も知らない香港現代思想史』
羅 永生（丸川哲史・鈴木将久・羽根次郎訳、共和国、2015 年）

「香港」が思想的課題であると、これまで何人が想像しただろうか。
99 年間のイギリス植民地を経て 1997 年に中華人民共和国へ「返還」
されつつ一定の自治権をもつ「一国両制度」下の香港で、民主化運
動「雨傘革命」は起きた。香港がたんに経済都市であるだけでなく、
政治的主体をもとうとしていることを世界に示した。イギリスから
中国へ、そしてアメリカの介入。〈方法としての香港〉論の誕生。

25 ●『「アジア」はどう語られてきたか―近代日本のオリエンタリズム』
子安宣邦（藤原書店、2003 年）

オリエンタリズムは、言うまでもなく、欧米がアジアや中東を認識
するときの様式（偏見）にはかぎらない。帝国の列強としてアジア
地域に広く植民地を有した日本が、オリエンタリズムを免れていた
はずがない。江戸思想研究者であった子安氏は、明治期、戦時期、
戦後期のアジア認識の歪みとその変化に積極的に切り込んでいき、
最終的には「日本一国文明史」批判へと至る。歴史認識問題ひい
ては日本の政治的孤立の問題にもつながる。

26 ●『悲しき亜言語帯―沖縄・交差する植民地主義』
仲里 効（未来社、2012 年）

本書は『オキナワ、イメージの縁（エッジ）』『フォトネシア』に続く「仲
里効沖縄批評三部作」の完結編である。第一作では沖縄返還の時
期の映像作品を、第二作では沖縄の写真家を論じた。本書では詩・
小説・劇などを通し「言語」が主題となる。南大東島出身の著者
は母語のシマコトバと強いられた標準日本語との間に翻弄された経
験から言語植民地主義を鋭く問う。同時に本書は金時鐘「クレメン
タインの歌」への道の模索でもある。

27 ●『群島と大学―冷戦ガラパゴスを超えて』
石原 俊（共和国、2017 年）

ハミッド・ダバシは「東洋学」が、冷戦期には対共産圏の、ポスト

冷戦期には再び対中東の「地域研究」へと変貌し、大学は国策に
組み込まれていったと指摘する。同時に学問の自由は失われ、批判
的知性は退行を強いられた。「属国」日本の大学もまたその後追い
をしている。著者は、グローバル化と植民地化の前線に立たされた
小笠原群島と硫黄島の視点から近代を捉え返しつつ、大学の批判
的知性を取り戻そうと試みる。

28 ●『コスモポリタニズム―自由と変革の地理学』
デヴィッド・ハーヴェイ（大屋定晴ほか訳、作品社、2013 年）

資本主義批判の『新自由主義』や『資本の〈謎〉』で知られるハー
ヴェイであるが、実のところその専門は「経済地理学」である。そ
して本書こそがそのハーヴェイの地理学的批判理論の主著だ。ダバ
シも言うようにグローバル社会を批判し変革するならば地理学は必
須であり、従来のコスモポリタニズムがたんに西欧中心のカント的
理念の内にとどまるのも、地理学的思考を欠いているからだという。
ポストコロニアル地理学による解放の書。

29 ●『いかに世界を変革するか―マルクスとマルクス主義の 200 年』
エリック・ホブズボーム（水田洋監訳、作品社、2017 年）

マルクスとマルクス主義は終わったのか。ノーである。グローバル
経済の拡散と世界資本主義のもたらす光はその裏側に色濃い影を
落としており、時代の暗部がマルクスの洞察を必要としているから
だ。イギリスの歴史家ホブズボームは本書でマルクス = エンゲル
ス以前の社会主義から、2 人の著作、グラムシを経てその後の影響
力までの 200 年を縦横無尽に論じきっている。マルクスは私たちの
読みによって不死鳥のように何度でも蘇るだろう。

30 ●『世界史の脱構築―ヘーゲルの歴史哲学批判からタゴールの
詩の思想へ』

ラナジット・グハ（竹中千春訳、立教大学出版会、2017 年）

グハは 1980 年代にインドで「サバルタン研究」を立ち上げた。そ
れをスピヴァクがアメリカに紹介しポストコロニアル研究に衝撃を
与えることになる。本書はその創始者グハが、サバルタン以後に再
度「世界史」の再構築に挑んだものだ。諸国家の世界史から排除
された「歴史をもたない人びと」の豊かな語りを、古典『マハーバ
ーラタ』やベンガルの詩人タゴールに探る。ヒストリカリティ「歴
史となりえるもの」に向けて。

発行　作品社編集部
〒102-0072 東京都千代田区飯田橋2-7-4
Tel. 03-3262-9753  Fax. 03-3262-9757 
 Info＠sakuhinsha.com
http://www.sakuhinsha.com/


