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「脱植民地化」？

政治的独立の達成

→経済的植民地主義

文化的植民地主義（知の植民地化／生活
世界の植民地化）
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『オリエンタリズムOrientalism』[Said 1978=1986]

「オリエンタリズムとは、オリエント（東洋）とは何で
あるかについての西洋の知」

→したがってオリエントについての西洋人の表象をいくら研究しても、オ
リエントは何であるべきであり、何であってほしいかについての西洋
人の幻想については知ることができるが、オリエントとは何であるか
の実態についてはついに知ることはできない。

オリエンタリズム=他者化／ジェンダー化（女性化）
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自己オリエント化Self-Orientalization
=Orientalization of the self by the Orientals自
己の他者化

西洋崇拝Occidentalism
逆オリエンタリズムReverse-Orientalism

Ex.日本人論

「 You日本人は特殊だ」→「イエス、We日本人は特殊だ」→「したがって
We日本人はWe日本人にしかわからない」

裏返しのプライド
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ポストコロニアルとは何か？ポストコロニアルとは何か？

「サバルタンは語ることができるか？」 [Spivak
1988=1998]

「ポストコロニアル理性批判」

ポストコロニアルの定義=
「強姦から生まれた子ども」
圧倒的に非対称な権力関係のもとで、強姦者を父とし、被害者を母
として生まれた否定できない現実

→雑種性hybridity／異種混交性／クレオー
ル性creole[今福2001]
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（注）中世女性史の困難（注）中世女性史の困難

『西洋における女性の歴史L’Histoire de la femme en 

L’Occident』M.Perrot et G.Duby

識字率／女性の手になる文書資料の不在

男性聖職者（カトリックの神父）による女性論

→「女とは何者か、女とは何であるべきか、女はどうふるまうかについ
ての言説が、女との接触を禁じられた独身者（聖職者）たちによって
つくられた」Perrot
したがって男性の女性についてのファンタジーについてはわかるが、
女が何者であったかの実態についてはついにわからない。
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『黒い肌 白い心』[Fannon 1952=1968]

植民地人の精神分析

性的欲望の人種化／ジェンダー化

なぜ白人女性に欲望するのか？
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文化研究cultural studies
「誰がアイデンティティを必要とするのか？Who 

needs identity?」[Hall 1996=2001]

ID=存在証明[渡辺2003]

→誰が／誰に対して／求め（られ）るのか？

ディアスポラ・アイデンティティ（亡命者、故郷喪失
者）

Globalization=transnationalな移動／多重帰属
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立場／位置性Positionality立場／位置性Positionality

植民地化=文化接触acculturation?
圧倒的な非対称性のもとに置かれた複数の当事
者間の関係

It takes two to make it happen.
現実の複数性／非和解性

加害者／被害者

Ex. Sexual harrassment, 「慰安婦」問題

[上野1998；小田中2006;朴2006]
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誰がaddressor
誰に向けてaddressee
どの位置からpositionality
何をwhat
いかにhow
語るか？
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「同性愛はDNAで決定される」

言説の意図と効果

この言説は差別的か？

非同性愛者の場合=差別化／他者化

同性愛者の場合=主体化／脱病理化

→戦略的本質主義strategic essentialism, 
by Spivak
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国民国家への包摂と排除[小熊1998;石田2000]

国民化nationalization
１級市民／２級市民／３級市民・・・

同化政策（日本人になる）=内容は空虚

Ex.東京人になる

国民教育←植民地教育
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黒人（差別）問題は白人（差別者）問題

在日韓国・朝鮮人問題は日本人問題

白人性Whitenessの３つの特徴[藤川2005]

①構造的優位／人種特権

②世界観の主体位置

③無標性／普遍性

→非白人も「白人性」を持つ 名誉白人
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国民統合の複数のルート[Taylor 1994]

「異なっていてよい」権利の主張

差異の「真正さ（ほんものらしさ）
authenticity」
ふたたび中間項（グレーゾーン）の排除

→誰がアイデンティティを決めるのか？
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