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Ⅰ．序

　エドワード・サイード本人によって「完成」された最後の著作『人文学と批評の使命』（Humanism 

and Democratic Criticism）は，１彼の死後の2004年に出版され，アメリカでさまざまな議論をひきおこし，
現在でも残された人々とサイードとの対話は続けられている。この著作に対する評価は賛否両論で，サ
イードの長年の友人ですら，「非常に問題含みの著作」（Spanos 151）と呼び，批判的な検討を加える一
方，「彼自身の晩年のスタイルの洗練された模範例」（Gourgouris 176）と，高く評価する批評家もいる。
作品分析の方法論，歴史と文学作品の関係，作者の存在の再定義，文学批評と政治の関わり，そして文
学・文化研究の必要性と意義などが論じられるこの著作の焦点はもちろん人

ヒューマニズム

文学の意義である。本論で
は，まず，この著作におけるサイードの唱える人文学がどのようなものかを確認し，その後，この著作
をめぐる論争を歴史化し，最終的には，サイードの批評実践における作家と批評家の関係性を明らかに
することで，人文学を再歴史化することを目的としている。

Ⅱ．差異の人文学

　現在，人文学という概念は，すでに過去のものとなった主義・イズムだとして，例えば1990年に出版
された文学用語辞典では，次のように定義されている。

「ヒューマニズム」とは，人間の能力を新たに強調したヨーロッパ・ルネサンス期の価値と理想を
指す19世紀の用語……このアーノルド的なヒューマニズムは，英米の文芸文化に広く影響を与えた
が，広く流布したリベラル・ヒューマニズム，すなわち自由で自己決定可能な個人という概念に基
づく考え方の一変種である。現代の文学理論においては，リベラル・ヒューマニズム（そして，時
には全てのヒューマニズム）はポスト構造主義の批判に晒されている。ポスト構造主義は，単一の
「大文字の人間（Man）」という概念を，「主体性＝従属性（subject）」という，ジェンダー化され，「脱
中心化」された，もはや自己決定不可能な概念に置き換えた。（Baldick 102-3）

19世紀末のイギリス人批評家マシュー・アーノルドに主導されたタイプの人文学―新興のアメリカと
いう国家に対して衰えゆくイギリスの価値をいかに権威づけるかという戦略的意図に基づいた概念装置
で，それにより現在の（英）文学研究も存在しているのだが―は，20世紀後半になって様々な批判に
晒されてきた。とりわけ，人間個人を自由な独立した存在として捉えるリベラル・ヒューマニズムは，
西洋中心主義批判に基づく1970年代から80年代のポスト構造主義により厳しく批判された。このような
歴史を振り返れば，人文学は現代批評理論によって乗り越えられた古くさい学問体系・思想で，少なく
とも現在の文学研究においては，過去の遺物に過ぎないという考えが主流だとしてもやむを得ないだろ
う。
　それ故，ポスト構造主義のアメリカへの紹介者，そして，ポストコロニアル批評の代表格として名高
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いサイードが，2000年代に，人文学を賛美する著書を出版したことに対し，違和感を感じる人々が存在
したとしても不思議ではない。２だが，サイードは晩年になって唐突に人文学を擁護し始めたわけでは
ない。例えば，1975年に出版された『始まりの現象』（Beginnings: Intention and Method）においても，
サイードは次のように述べ，彼にとって重要な人文学の特徴を指摘している。

ヴィーコがhumanitas（人間性）はhumando（埋葬すること）に由来するということを言ったとき，
彼は，自分の人本主義的な［humanistic］哲学にはそれ自体を否定する要素が含まれていることを
理解していなかったかもしれない。＜埋葬すること＞は，ヴィーコの意味では，差異を産むという
ことである。そして，差異を産むことは，デリダが主張しているように，存在を＜遅延させるこ 
と＞，ぐずぐずすること，不在を導入することである。……人本主義［Humanism］はかくしてそ
れ自体とは正反対のものを産み出すことになる。（『始まりの現象』554-55）

フーコーやデリダなど現代批評理論を援用した『始まりの現象』の中で，サイードは彼の人文学の起源
を18世紀初頭のイタリアの哲学者ヴィーコに遡る。その上で，ヴィーコ的人文学の特徴を，自らを否定
する要素を含んでいることだと指摘し，その否定する要素を差異と呼び，一般的には反人文学の代表格
とされるデリダの唱える「差延」と結びつける。つまり，サイードはその批評活動のごく初期から人文
学を称揚しており，それはアーノルド以前のヴィーコ（のもっていた可能性）にまで遡った意味での人
文学ということになる。
　この相反する性質を接合したサイードの（一見すると）矛盾した批評意識は，『始まりの現象』の３
年後に出版される『オリエンタリズム』（Orientalism）にも引き継がれており，その矛盾に対するジェ
イムズ・クリフォードの批判について，『人文学と批評の使命』でサイードは以下のように振り返る。

［クリフォードの批判は］本［『オリエンタリズム』］の中心には深刻な矛盾があるというものだった。
わたし自身も認めている，疑う余地のない人文学的な先入観［humanistic bias］と，取り扱う主題
と方法における反人文主義［antihumanism］とが，衝突しているというのである。……興味深いのは，
わたしがとくに利用し，強調しているミシェル・フーコーのような先鋭的な理論は，人文学の本質
化，全体化の傾向をある程度振り払うものだ，とクリフォードが見ていて，まさにその通りなのだ
が，いっぽうで彼が，人文学はそうした理論と根源的に相容れないとみなしていることだろう。

（『人文学と批評の使命』11-12）

人文学を徹底的に批判したフーコーの理論を分析に援用した『オリエンタリズム』の主題が人文学的だ
という矛盾を批判したクリフォードに対し，サイードはまさにその矛盾こそが人文学の本質なのだと主
張する。物事を全体化・均質化してしまう人文学の傾向を批判するフーコー的立場は，『人文学と批評
の使命』への批判・違和感を表明した人々と同種のものである。だが，人文学とは差異を作り出す学問
だとする立場をサイードは取る。それ故，サイードは，「人文学の名の下に人文学を批判することは可
能だし，西欧中心主義と帝国の経験から痛い思いをして学んだことを通じて，違ったかたちの人文学が
生み出せる」（『人文学と批評の使命』14）と主張する。すなわち，サイードの考える人文学とは，19世
紀後半から20世紀に作り上げられた（アーノルド的）人文学ではなく，ヴィーコ的な意味でのものであり，
それはサイードの考えでは批判（例えば，構造主義，ポスト構造主義）を含んだ上での新しい人文学と
いうことになる。ポスト構造主義のニヒリズム，すなわち，「デリダ的脱構築の読みのさまざまな変種は，
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同志として自分の読みに最終的な責任を取るこの部分を避けているがために，（始めたときと同じ）決
定不能性と不確定性にしか行き着かないという，致命的な限界がある」（『人文学と批評の使命』83）と
サイードは考え，人文学の重要性を主張しているのだ。
　このようなポスト構造主義を含みつつ，その限界をも超えようとするサイードの人文学の概念に基づ
き，『人文学と批評の使命』では具体的なテクスト分析の手法として，文

フィロロジー

献学がもちだされ，テクスト
をそれを生み出した過去の状

ネットワーク

況と結びつける必要があるとされる。

テクストを，その複雑さのまま，前章で述べた変化に批判的な注意を払いつつ受け入れることによっ
てのみ，統合的にも総合的にも，特定のものから一般性へと移動することができる。それゆえ，文
学テクスト―小説，詩，随筆，など―の精読は事実上，テクストをさまざまな関係のネットワー
ク全体の一部として，それが生み出された時代にゆっくりと位置づけるのであり，ネットワークの
輪郭と影響力は，そのテクストの

﹅

な
﹅

か
﹅

で
﹅

形成の役割をはたす。（『人文学と批評の使命』77）

人文学的手法とはテクストの複雑性を精読を通じて維持したまま，それを生み出した歴史的状況のネッ
トワークの中に再配置することだと，ここでサイードは主張する。つまり，文学作品を時代や社会状況
から独立した美学的価値をもつものとしてのみ評価するのではなく，また，批評家が生きている時代的
文脈の中でのみ捉える（すなわち，現代的意味のみを強調する）のでもなく，テクストの複雑性＝差異
を空間的かつ時間的に開いていくことこそが人文学的な学問研究とされる。３

　だが，ここには，２つのわかりにくい点がある。まず，第１に，サイードのこのような人文学論をめ
ぐる議論が，現代のアメリカで起きたことの意味という文学・文化研究それ自体の歴史化に関する問題。
第２に，このようなある種，歴史的かつ伝記的批評ともいえる読解はどのような意味で人文学的だとサ
イードは考えているのかという方法論的問題である。以下，この２点を考えるために，次節では，まず，
第１の点について，サイードの人文学に対する批判を歴史化し，その意義を明らかにしたい。

Ⅲ．新しい人文学とその歴史化

　前節で検討したように人文学批判を含んだ人文学というサイードの（長年の）主張は『人文学と批評
の使命』においてある程度明示されているにもかかわらず，本論冒頭で引用した長年の友人スパノスに
すら容認しがたいとされる。彼は，「ポスト構造主義の対立項（それへの批判）」としてサイードに定義
された人文学も「古典的な人文学」によって利用されてしまうだけだと批判する（Spanos 177）。スパ
ノスは伝統的・古典的な人文学的実践がいかに非西洋の他者に対して非人道的な行為をしてきたかを強
調し，「リベラル・ヒューマニスト」によって，西洋，そして現在ではアメリカを中心とした価値体系
の中に非西洋，非アメリカの他者が押し込められてきた歴史を強く批判し（Spanos 196），人文学のもつ，
収奪／利用し，全体化する性質の危険性に，サイードが十分に留意していないとする。同じくサイード
の友人であるラドハクリシャナンも以下のような同趣旨の批判をしている。

私はサイードの人文学の名の下に「人文学を批判することは可能だ」という主張を特徴付ける
気軽さにきわめて驚かせられる。……そして，人文学への厳しい批判は，高度な理論家たちだ
けでなく，多くのサバルタン関係者たちからも批判されていることを指摘しておくべきだろう。

（Radhakrishanan 17）
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ここでの「高度な理論家たち」とはポスト構造主義批評家を指しており，ラドハクリシャナンは大学制
度に組み込まれて，理論を高度に専門化したことによって現実的との接触，そこでの役割を喪失してし
まったポスト構造主義批評へのサイードの批判を認めつつも，現実的役割を担う理論として，サバルタ
ンを重視するポストコロニアル批評からも人文学が批判されていることを指摘する。これに加え，ラド
ハクリシャナンは，サイードの言う「新しい」人文学とはどのような点が新しいのか，どうして人文学
の外からではなく，人文学の中から批判を提起しなければならないのか，また，サイードの目指す「コ
スモポリタン・ヒューマニズム」は所詮これまでの人文学と同じであり，サイードは，コスモポリタニ
ズムと人文学の差異を隠蔽している，と批判を続ける（Radhakrishanan 18）。
　批判者の２人に共通した主張は，人文学が巧みに他者を包摂しつつ西洋（アメリカ）中心主義の国家・
世界体制を作り上げてきた歴史を重視すべきであるということ，そして，高度な専門化に伴うニヒリズ
ムへの批判は必要だが，人文学の危険性を軽視してその再生・再利用を唱えるべきではない，というこ
とになるだろう。だが，この批判は理論的なものというよりも実は文学・文化批評の実践的・政治的な
役割をめぐる批判である。というのも，理論的には，スパノスとラドハクリシャナンの批判に対するサ
イードの答えは，『人文学と批評の使命』の中に比較的容易に見つけられるからである。例えば，ポス
トコロニアル批評への応答として，サイードは，「新しい世代の人文学者は，これまでになく，非ヨーロッ
パ的で……脱植民地化され脱中心化された，現代のエネルギーや潮流に適応している」（『人文学と批評
の使命』58）と，ポストコロニアル批評を踏まえたものが新しい人文学だと述べる。そして，さらに次
のように続ける。

ヨーロッパ中心主義の歴史著述は誤って斜めに歪み，その普遍性は了見が狭く，西欧文明について
の過程はろくに検討されておらず，オリエンタリズムに溢れ，そして進歩という一様に同じ方向を
向いた理論を押しつけようとするために，普遍的な包括の，また真にコスモポリタン的・国際的な
視点の可能性を，そして知的興味の可能性を，膨らませるどころか減らしてしまうからだ。

（『人文学と批評の使命』66）

非ヨーロッパ，脱植民地化，脱中心化された，西洋中心主義やナショナリズムと対立する価値観として
のコスモポリタニズムと人文学が結びつく可能性を提示するサイードは，決して，その両者を区別して
いないわけではない。「ナショナリズムを保護し，いや擁護さえする人文主義」（『人文学と批評の使命』
46），「ナショナリスティックな，またはヨーロッパ中心主義的な人文学」（『人文学と批評の使命』59）と，
「伝統的」「古典的」な人文学とナショナリズムやヨーロッパ中心主義との共犯関係を厳しく批判するサ
イードの立場は，実はスパノスと同じである。４更に，人文学を批判したポスト構造主義についても単
純に批判しているわけではなく，次のように述べている。

あらゆるエクリチュールに揺れや逡巡を暴くことは，ある点までは有益である。フーコーに賛成し
て，知は結局のところ権力を供給するものだと示すことも，そこかしこで有益だろう。しかしどち
らの方法も，読むことの実情は根源的に，自分の知識を変え高めるおそらく謙虚な人間の解放と啓
蒙の行為であって，矮小化や冷笑，不毛な傍観などとは違った目的をもっているのだという宣言を，
いつまでも先延ばしにしてしまう。（『人文学と批評の使命』83）

確かにポスト構造主義を批判しているが，サイードはそれが「有益」であることも認めており，おもな
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批判の対象は，「先延ばし」になってしまう「実践」，学問的ニヒリズム（具体的には，現在のアメリカ
の大学でのポスト構造主義批評，文学研究のあり方）であり，その欠点を，人文学的な価値「人間の解
放と啓蒙の行為」で補おうとしていることがわかる。
　このように『人文学と批評の使命』には両者の批判への回答が予め含まれているのであるから，スパ
ノスとラドハクリシュナンの批判のポイントは理論的というより，批評，解釈行為の実践，政治的な側
面にある。西洋中心主義批判に基づく２人の批評実践における対立軸は常に人文学と反人文学にあり，
旧来の人文学の欠点を批判する構造主義，ポスト構造主義，ポストコロニアル批評の重要性を主張する
ことになる。一方，サイードは，アーノルド，T．S. エリオットから始まり，ライオネル・トリリン
グを経由して，アラン・ブルームへと至る一種のリベラル・ヒューマニズムの（変種の）系譜に対して，
同じ人文学の内部から，ポスト構造主義・ポストコロニアル批評と連携しつつ，ヴィーコ，アウエルバッ
ハという異なる起源に遡ることがアメリカの文学・文化研究という文脈の中では，そして大学の社会的
意義という観点から必要だという立場をとる。
　サイードと批判者の２人の間には大きな違いがあるように見えるが，実は，文学・文化研究の政治性
というスタンスにおいては類似している。２人は，サイードが人文学の意義という主張を前面に出すこ
とにより，（どんなにサイードが従来の人文学との違いを主張しても）これまでポスト構造主義などに
よって進められてきた，伝統的人文学への批判が弱まり，それに伴い近年のアメリカを覆う「例外主義」
（「アメリカには他国にはない自由を守る使命・特権がある」といった主張を支える思想）への対抗勢力
が分散してしまうことへの危機感を表明する。一方のサイードは，人文学の内部に異なる２つの伝統を
読み取り，伝統的人文学がいまだにアメリカで力をもっているからこそ，また，ポスト構造主義の批判
が結局は学問の閉鎖性しか生み出さなかったという認識をもっているからこそ，人文学の変容と再生こ
そが学問／政治的に意味があると考えている。このような意味では，戦略上の違いはあるものの，３人
の姿勢，つまり，批評と政治との結びつきを認識しているという点では３人は一致している。人文学を
めぐる議論で重要なのは，３人の違いではなくこの共通点である。つまり，文学研究が非／脱政治化さ
れ，純粋に現実から独立した学問であるかのような錯覚を生み出した60年代以降の文化的状況へのアン
チテーゼ，そして同時に，70年代80年代のポスト構造主義を大学の制度として吸収した結果として生ま
れた現実への不介入／ニヒリズムという別の意味で非／脱政治性された文化的状況へのアンチテーゼの
模索こそが，この著作をめぐる議論の重要なポイントなのである。この点を確認した上で，次節では，
第２の点，サイードのある種，歴史的かつ伝記的な批評とも言える読解はどのような意味で人文学的か
という方法論的問題，そしてそれを歴史化することによって何が見えてくるのかを考察したい。

Ⅳ．人文学と作者と批評家

　しかしながら，意識的とは言え，なぜその危険性を知りながらも，サイードは，人文学の中から批判
の実践を行うという選択をしたのだろうか。その選択の理由は，サイードの批評的な特異性，すなわち
作者・主体の役割の重視という方法論から，遡求的に明らかになる。大学の制度に回収されたポスト構
造主義による自己決定的な主体の不可能性の暴露では，政治的なニヒリズムを生み出すことにしかなら
ず，結果的には，ナショナルな（アメリカ的な）例外主義を助長するだけだ，とサイードは考える。そ
れ故，作者という主体をもう一度留保つきで取り戻し，さらに，批評家自体もその解釈の枠組みに取り
込もうとしたのが，サイードの人文学なのである。既に引用した作品を精読して書かれた時代の歴史，
ネットワークの中に開いていく，という批評実践の説明の後には，以下のような説明が続けられている。
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文学テクスト―小説，詩，随筆，など―の精読は事実上，テクストをさまざまな関係のネット
ワーク全体の一部として，それが生み出された時代にゆっくりと位置づけるのであり，ネットワー
クの輪郭と影響力は，そのテクストの

﹅

な
﹅

か
﹅

で
﹅

形成の役割をはたす。またそれゆえに人文学者にとっ
て，読む行為は自身を作者の立場に置く行為であり，作者にとって書くこととはことばで表現され
た一連の決定と選択なのだと，述べておくのも重要だろう。ほとんど言うまでもないが，いかなる
作者も完全に君主ではない，つまりその人が生まれた時代，場所，状況を越えることはできないの
だから，作者の立場に身を置いて共感しようとするなら，そういった条件も理解しなければならな
い。（『人文学と批評の使命』77-78）

作者と批評家が一体化すべきというこのサイードの姿勢は，フーコーによる「主体（またはその代替物）
から始源的根拠としての役割を奪い取り，それを言説の可変的で複雑な機能として分析する」（フーコー 
67-68）という解釈手法と差異はあるが，同時にそこには類似性もある。ポスト構造主義による＜作者
の死＞，＜言説の機能としての作者＞という考え方は，必ずしも，作者の機能を限定するサイードとは
矛盾していないが，サイードは同時に，そこにさらに自律性ではないが，特異性を認めることも行って
いるのだ。このような一見矛盾した批評的態度を端的に述べているのが，以下の引用になる。

芸術において，また芸術について，個々人の経験の特異性を否定せず，いっぽうで，個々のなかに
全体が投影され，想定され，暗示されているという感覚の妥当性を排除することなしに，全体と部
分の関係を読み，解釈するモ

﹅

ダ
﹅

ニ
﹅

ス
﹅

ト
﹅

的
﹅

理論と実践を導入することは，可能だろうか。
（『人文学と批評の使命』69）

ここには，作者の重視と同時に作者の完全な自律性を否定するという姿勢が見られる。サイードの読解
は，常に，この作者（部分）と歴史（全体）とを往還する関係性が基盤となり，それこそが人間が作り
出す歴史の中での人間の位置付けを考える人文学的研究ということになる。システムや権力関係の中に
個人が逃れられずに捉えられ，歴史あるいはネットワークを最終的に重視するフーコーに対して，サイー
ドの個人と全体の関係は最終的にはどちらかに還元できるものではなく，その両者の間のずれ，差異こ
そがサイードにとって重要であり，それを見いだすことが人文学研究の目的とされる。

たとえばジェイン・オースティンの名人芸的小説でさえ，彼女の生きた時代情況と密接に関連して
いる。だから彼女は，奴隷制や財産の取り合いのようなむさくるしい行動を入念に描いたのだ。し
かし繰り替えすが，彼女の小説は，社会的・政治的・歴史的・経済的力のみに還元されるのではな
く，むしろ正反対に，そうした力と不協和なままの弁証法的関係にあり，明らかに歴史に依存して
はいても歴史に還元することはできない位置にある。（『人文学と批評の使命』79-80）

テクストや作者は，サイードにとっては，歴史と言説の中に含まれながら，それに還元することはでき
ない。この歴史に還元できない特異性を保つ人間／テクストを研究するのが人文学であり，それは「文
学研究，つまり優れた重要な文章に専念する研究と，互いにとりわけ緊密な関係を」（『人文学と批評の
使命』19）もつとされる。５その上で，この人文学的研究が，大きくはナショナル／トランスナショナ
ルな問題，小さくは相互依存性あるいは異種混淆性をいやおうなしに有している現在の主体の問題と結
びついていることについて，次のように述べられている。
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共同体，作家と社会編成との連動性，階級，歴史構造，知識と権力の関係などについて研究が進み，
国家と芸術についての枠組み，それらの限界，境界線は，ほとんど完全に腐食して使い物にならな
くなってしまった。結果として，作者，作品，国家といった概念は，かつてほど信頼できる概念の
枠組みではなくなっている。こう言ったからといって，作者や作品の存在を否定することにはなら
ず（そんなことをするのは馬鹿者だけだ），むしろそれらの存在のありかたを，複雑化し変質させ
ることになる。（『人文学と批評の使命』51）

サイードは，ポスト構造主義をへて，現在，作者（人間）の枠組みがゆらいだことを認め，あるいはそ
れが古典的人文学批判の結果だとしてむしろ歓迎しつつ，複雑化した国際関係というネットワークの中
に生きる不安定な存在としての作者や作品の分析，グローバルな状況の中での差異のあり方にこそ意味
を見出す，コスモポリタン・ヒューマニズムを主導しているのだ。
　そして，さらにこの批評家と分析の対象となる作者・テクストの関係は決して一方向でないことも重
要である。サイードの考える人文学の営みとは，批評家の生きる現代と作品が書かれた過去という時間
を作者を通じて結びつけると同時に，その過去の作者主体を同時代のネットワークの中に結びつける，
時空間的な広がりと結びつきの読みを基盤にしている。そのことを西洋の文学作品を通時的に辿った大
著『ミメーシス』の作者アウエルバッハを引き合いに出して説明をする。

アウエルバッハはヴィーコの歴史主義（ヒストリスムとときに呼ばれる）に魅了され，その解釈学
的文献学を引き継いだばかりか，アウグスティヌスやダンテのような人々のテクストを，作者自身
の視点から読むようになった。こうした著者とその時代との関係は有機的で一体化したもので，あ
る社会がまさにいま発展しようというときに生まれるその社会特有の動力のなかで，一種の自己形
成がおこなわれるのだった。またさらに，読者－批評家とテクストとの関係は一変し，はるか後の
時代のまったく異なる精神が歴史上のテクストを一方的に問い質すというものから，時代と文化を
超えた二つの精神が，互いに親しくコミュニケーションを取り，互いを相手の視点に立って理解し
ようとして敬意を払い合う知性となる，共感に満ちた対話となるのである。

（『人文学と批評の使命』115-6）

サイードの人文学は，自己を否定する性質をはらんだ人文学であると同時に，この引用で述べられてい
るように，「歴史の作者としての人間」が重要な役割を果たす「ヴィーコの歴史主義」を基盤にしてお
り，その結果，ポスト構造主義とは異なり，作者，自己，主体が不可欠となる。さらに，批評家と作者
／現代と過去との間に対話関係が形成されることも重要である。過去（の人間とテクストと文化的状況）
を検討することは同時に，過去から現代（の批評家とその置かれた文化的状況）を検討することでもあ
る。具体的に言うなら，20世紀，21世紀のアメリカという場所から過去の文学を研究することは，同時
に，過去から現代のアメリカというネットワークに生きるサイードが自らを問い直す批評実践でもある
のだ。サイードにとって＜作品を歴史に開く＞ということは同時に，歴史に作り出されるだけではなく，
歴史を創り出す人間の存在も認めることで，さらに，その読解は，時空的に「対位法的［contrapuntal］」
読解，すなわち，「二つの精神」が「互いを相手の視点」にたって理解しようとし，「共感に満ちた対話」
をすることになる。そして，このような＜歴史の中での人間とテクストの関係＞は，当然のことながら，
二つの精神の一方である，批評家の「わたしたち」と「わたしたちの歴史」との関係，すなわち，＜批
評家の歴史性・政治性＞も必要となる。６そして重要なのは，以下に述べられているような，人間／行
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為主体が抱え，作り出す差異なのである。

わたしは，こういうことば［行
エージェンシー

為性や意志］はまだ使えると信じてる。人文学の営みと達成は，つ
ねに個人の努力となんらかの独創性をもとにしているからだ。……人文的営みは，社会経済的な環
境に決定される（それを言えば，あらかじめ決定されている）どころか，もっとも深い関心を引く
のは，そうした環境と人文主義者個人の敵対性，両者の対立の弁証法であり，両者の一致や同一性
ではない。（『人文学と批評の使命』52-53）

新たなかたちでの「作者，主体の行為性」の読解の回復，すなわち，ポスト構造主義による人文学批判
にともない消失した「作者」＝「人間」＝「自分」の役割をもう一度，少なくとも議論の場，闘争の場と
してひきもどし，主体を言説の戯れの場（差異の戯れ，多様性の絶対化，あるいは機能としての主体）
としてではなく，過去の作者とテクストと文化的状況との対話によって現代の状況の中で行為する存在
として再定義しようとしたのが『人文学と批評の使命』の意図なのである。このような意味では，この
著作は，人文学の復興宣言ではなく，その新たな「読解」であり，21世紀になり顕在化してきた人文学
の危機という状況の中で，さまざまな人文学をめぐる読解・議論（批判的にせよ，肯定的にせよ）を活
性化するものとしてとらえるべきであろう。

Ⅴ　ま　と　め

　冷戦リベラリズムの中で研究者としてスタートしたサイードという個人にとっての同時代の歴史は，
ますますグローバル化する世界の中でのアメリカの歴史というコンテクストであった。アメリカの例外
主義が，人道，正義などの伝統的な人文学的な用語を略奪して推し進められる中で，それを内側から批
判し，人文学的な用語を取り戻す戦いをサイードの人文学には読み取ることができる。現代の日本に
おいても，人文学者は，自分たちの歴史状況の中で，自らの特異性に基盤を置きつつ，異種混交の政治
学から研究をすすめることはできるのではないだろうか。７そして，このような作業は，『人文学と批評
の使命』のあとがきで訳者のひとりが書いているように，「対立を人文学と理論とのあいだにではなく，
非政治的・非歴史的な読みと，政治的・歴史的な読みのあいだに」（『人文学と批評の使命』180）ある
ことを意識することでもあるだろう。

註

* 本論は，2009年８月28日大阪大学豊中キャンパスにおいて行われた，テクスト研究学会のシンポジアム「エドワード・サ
イードをめぐって」の発表を大幅に改訂したものである。

１　以下，本書からの引用は邦訳により，頁数を括弧で示す。humanismという単語の訳語については，リベラル・ヒュー
マニズム，コスモポリタン・ヒューマニズムのような場合を除き，訳書に基づき「人文学」と表記する。また，引用
には必要な場合適宜［　］で英語を挿入した。

２　アーノルドに端を発し，20世紀初頭から本格化した文学研究が，ライオネル・トリリングに代表される50年代の冷戦
リベラリズムに至るまでの流れを考慮すれば，サイードがポスト構造主義などの批評理論を用いることで，アメリ
カ的なナショナリズムに基づくリベラリズムを批判する戦略的な意図があったことは明らかであろう。このようなナ
ショナルとトランスナショナルをめぐるサイードとトリリングのひそかな緊張関係について，本論は大田の２本の論
文に依拠している。
　トリリングについて本書ではわずかではあるが，「なかには―とりわけトリリング―リベラル・ヒューマニズム
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についてたびたび批判的に，ときには物騒な口調で語る人もいたが，公衆の目には，また大学の同僚や学生から見れば，
彼らこそ，過度の職業性や専門用語に毒されない，もっとも豊かで濃密な人文主義の代表者だった」（『人文学と批評
の使命』７）との言及がある。このような引用からも，上述したように，トリリングとサイードの考える人文学の違
いを読み取ることができるだろう。

３　このような過去のテクストという対象の設定は上述したトリリング等がより同時代あるいは近い時代の文学作品の研
究／教育を重視していたことに対する，サイードの批判として読み取ることもできるだろう。本論でも後ほど触れる
が，このような読みの実践の模範例として，サイードは『人文学と批評の使命』の第４章で，ナチスドイツからの亡
命者であり，ナショナルな文学ではなく，コスモポリタン的文学の研究を実践したアウエルバッハの『ミメーシス』
を挙げている。

４　繰り返しになるが，このようなナショナルな価値を捏造する人文学研究の脳裏にあるのは上記の冷戦期のトリリング
らによる文学研究のあり方であり，それをいかに再生するかということがサイードの目指したことになる。

５　さらにサイードが「正典作品を読み，解釈することは，それを現代において蘇らせ，再読の機会をもうけ，現代の新
たなものを広い歴史の領野へと位置づけること」（『人文学と批評の使命』30）だと述べるとき，それはコロンビア大
学のコアカリキュラム「Literary Humanities」の授業，西洋古典を読むことで，人間性の基盤を形成しようとする
授業の再生も示唆しているだろう。その授業の概要についてサイードは「一九三七年に創設された，その名もシンプ
ルな「人文学」の通年授業である。……一，二年生全員がこの週四回の厳しいクラスを取らなければならないという
考えは，あらゆる実質的なかたちで，コロンビア大学の教育の絶対的な，断固たる中心になっている。課題図書のお
そろしいほど王道をいく質の高さ―ホメーロス，ヘロドトス，アエスキュロス，エウリピデス，プラトン，アリス
トテレス，聖書，ウェルギリウス，ダンテ，アウグスティヌス，シェイクスピア，セルバンテス，ドストエフスキー
……」（『人文学と批評の使命』５）と述べている。コロンビア大学のコアカリキュラムの歴史については，Hovdeを
参照。

６　サイードが，批評家としては特異なほど，自分についても，語り続ける／読解し続けるのは，まさに，この人文学の
実践のために必要な行為だからであり，文学／文化研究の非政治性という状況への批判のためでもある，というのが
本論の立場である。そして，それは同時に，トリリングらの冷戦リベラリズムの文化的戦略を批判的に更新する試み
でもあるだろう。

７　それは例えば，現代の日本の場合，文部科学省による「教員養成系・人文社会科学系の見直し」（2015年６月）の要
請という状況において，人文学の有用性／非有用性という二項対立を見直し，人文学が本来有している学際性だけで
なく，大学教育制度自体の政治性の問題を再考することから始まるのかもしれない。

Bibliography

Apter, Emily.  “Saidian Humanism.”  boundary 2 31.3 (2004): 35-53.
Baldick, Chris.  The Concise Oxford Dictionary of Literary Terms.  Oxford: Oxford UP, 1990.
Davis, Lennard J.  “Edward Said's Battle for Humanism.” Minnesota Review 68 (2007): 125-35.
Gourgouris, Stathis.  “Rethinking Humanism.”  Edward Said and Jacques Derrida: Reconstellating Humanism and the Global 

Hybrid.  Eds. Mina Karavanta and Nina Morgans.  New Castle: Cambridge Scholars P, 2008. 174-98.
Hovde, Carl. "What Columbia College Is Known For." William Theodore de Bary, ed. Living Legacies at Columbia.  New York: 

Columbia UP, 2006. 515-27. 
Mitchell, W. J .T. “Secular Divination: Edward Said's Humanism.” Critical Inquiry 31 (2005): 462-71.
Radhakrishnan, R. “Edward Said's Literary Humanism.”  Cultural Critique 67 (2007): 13-42.
Said, Edward. W.  Beginnings: Intention and Method.  1975; New York: Columbia UP, 1985.　［『始まりの現象　意図と方法』
山形和美／小林昌夫訳，法政大学出版局，1992年］

---.  Humanism and Democratic Criticism. New York: Palgrave Macmillan, 2004.　［『人文学と批評の使命―デモクラシー
のために』村山敏勝／三宅敦子訳，岩波書店，2006年］

---.  On Late Style: Music and Literature Against the Grain.  New York: Pantheon, 2006.　［『晩年のスタイル』大橋洋一訳，
岩波書店，2007年］

＊

大田信良「誰もエドワード・サイードを読まない？　―批評理論と冷戦期のアメリカ文化」　村上東編『冷戦とアメリカ』
臨川書店，2014年. 335-68.



人間発達文化学類論集　第 26号 2017年 12月96

―「批評理論の制度化についての覚書―トランスアトランティックな文学・文化研究のために」『一橋大学大学院言語
社会研究科二〇〇九年度紀要』4（2009）：183-212.

フーコー，ミシェル『作者とは何か？』清水徹，豊崎光一訳，哲学書房，1990年.
宮﨑裕助「ヒューマニズムなきヒューマニティーズ―サイード，フーコー，人文学のディアスポラ」西山雄二編『人文

学と制度』未来社，2013年. 43-69.

（2017年10月６日受理）

Historicizing Said's Humanism

KAWATA Jun

     Edward Said's last book, Humanism and Democratic Criticism, has caused a great deal of controversies 

among scholars.  Some criticize this book as anachronistic and others praise it's accomplished style. This 

paper, first, summarizes conceptions and characteristics of his humanism, then, historicizes controversies 

on this book in 20th-21st century American context, and lastly, through elucidating relationships between 

authors of literary texts and critics, historicizes Saidian Humanism.  

     Recuperating authors' / subjects' functions in literary texts which were denied by Poststructuralism, 

Said reconceptualizes cosmopolitan humanism including criticisms on traditional humanism. His new 

humanism targets 1950s Cold War "nationalistic" liberalism (push forward by Lionel Trilling and others) 

and the following American ideology of exceptionalism, which have assured its "privilege" to protect and 

promote "liberty" among other countries. His humanism itself historicizes and politicizes literary / cultural 

studies to reboot their functions in contemporary cultural contexts.


