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表象と媒介

現実的なもの(血Dの表象の理論を精教化しようと

する他のいかなる学問や認識体系と同様に,地理学は

歴史性を刻印された社会的生産物であるo　地理学が取

り組む現実的なものの外部性と他者性は複数の歴史に

よって完全に浸透されているので,このことはますま

す明らかである｡その歴史の空間的かつ時間的な複数

のスケールは､直接には比較することはできないが.

それは自然の歴史と人間および社会の歴史が存在する

という理由からだけであろう｡

地理学は,哲学とその点で異ならず､生産された言

説がそれに先立つ言説を無効にして,安定した永遠の

常態を確立するであろう､という幻想のとりこになっ

ている｡政治地理学がこうした欠点を常に回避できて

きたわけではないが.地政学は根本的にこうした欠点

に特徴づけられている｡つまり地政学は､歴史のある

時期に,唯一の決定的な言説として自らを確立しよう

としたのであり,現在も相変わらずこうした意図を放

棄できていない｡

一般的に哲学および諸科学が.過去と一線を引いて.

未来に関する見解を獲得するという秘密の傾向を持っ

ていることを暴くことで,あらゆる表象システムがそ

のシステムを誕生せしめた歴史と､少なくとも唆昧で
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逆説的な関連を維持していることを我々は示したいc

事実.同じ変動のなかにあって,このタイプのシステ

ムは歴史を否定するか,あるいは同じことであるが,

歴史の終蔦をあれこれの仕方で宣言するのである-｡

こうしたシステムが哲学的であるとしても､あたかも

究極的な成果であるかのように自らに根拠を与え､発

展し.自らを正統化する諸科学にとってもまた.この

間題は無視できない｡なぜなら諸科学は決して終わる

ことのない道程上にある歴史的な諸段階にすぎず､自

然諸科学に関してそうであるなら,ましてや人文諸科

学ではなおさらである｡ハンス-ゲオルグ･ガダマ-

が説明したように,こうした種類の幻想は,その対象

さえ,絶えず更新される複数の出来事の働きによって

産出される人文科学の側よりも,自然科学の側で明瞭

であるけれども:,

すべての学問はある社会のなかに現出するが一社会

は明らかに学問にとってひとつのモデルを構成する-､

たとえ歴史が,死に至った文化や文明によって埋め尽

くされていることが周知であるとしても,明らかにそ

の社会の欲望は､永続し,時間と歴史を横断して,最

終的には永遠になることにあるc　文明､文化､社会の

衰退(デカダンス)という主席はとりわけ魅力的で,さま

ざまな歴史哲学を生み出してきたにもかかわらず,請

社会は自らが永遠であり､時間を限りなく横断し続け

るだろうと信じ続けている｡ポール･ヴァレリが､

｢我々は死を免れない存在であるので､他の諸文明を
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知るのである｣ I)と書く時に､彼はただ単に,永続する

という社会の欲望の周辺にいるのであって､その言説

はこの単純な事実の確認以上のものとは受け取られな

い｡

すべての社会的産物は持続というこの幻想のただ中

にあり､諸科学の表象システムはこうした幻想から逃

れていないG　表象システムは社会と擬態(mimetisme)

関係にあるcルネ･ジラールが分析しているように,

生産された言説と社会の間に確立された擬態関係は､

上で暴かれた幻想を超えるが.その理由は.認識する

主体と認識される客体の間に常に介在している科学的

な活動の媒体(mediateur)一社会的r他者｣ -を構築し

ているのが,社会それ自体だからである｡多くの点で,

｢媒体は想像上の架空のものであろうとも､媒介

(mediation)はそうではない｣ 2㌔想像上のものである

というのは.その認識の欲望がいかなる妥協も望まな

い主体は､完全に媒体の影響を蒙っているにもかかわ

らず,媒体を拒否するという意味においてである｡

地理学はとくにこうした媒介に左右されてきた｡つ

まり地理学はしばしばまさに喜んでそれに服従してき

たが,それもまた当然である｡なぜなら地理学は､常

にではないとしても多くの場合に.自らを作り上げた

社会の鏡になることを意図してきたからであるc　以上

のことを納得するためには､ストラボンの地理学の第

一巻を読めば十分である｡すなわち｢地理学は(-),管

学者の領域の他のいかなる科学と同じであるように思

われる｡そして多くの事実が､我々にそのように考え

ることを可能にしてくれる｡つまりまず第一に､地理

学を論じようとした最初の発案者が哲学者であったと

いう事実｡｣3㌔こうした基礎の上にストラボンは, ｢同

じような仕事を首尾良く成し遂げたい人にとって不可

欠な認識の多様性｣,さらに｢民衆の欲求と長たちの利

益に同時に役立つ地理学が持つ可能な応用の多彩さ｣

心について論じている｡ ｢しかしながら彼は次のように

付け加える｡我々のこの主張に.他のもの以上に有利

に働くように思われる別の理由がある｡つまりそれは

地理学がとりわけ政治活動の欲求に応えるということ

である｡J 5>ストラボンによって生きられた擬態関係は

ロ-マ帝国を介している｡ストラボンが, ｢政治活動の

欲求｣, ｢民衆｣の欲求そして｢長たちの利益｣として､

｢他者｣を同一化する時に.彼は自らはっきりとこの

擬態関係を示しているのである=　我々はこの擬態関係
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を､以下の頁を通して再び見い出すであろう｡

しかしながらこの擬態関係を発展させる前に,以下

のことを簡潔な形で示すために二千年を飛び越えるこ

とにしようDつまり1920年から1945年の間に､イタ

リアとドイツのみならずヨーロッパならびに世界で､

つまりファシスト型の体制が思想の核心に根を下ろし

たあらゆる場所で.この関係が地理学をどのような点

で変質させたのかということであるc

ひとつの世界から別の世界へ-

我々の意図は.時代区分を行うことではない,もっ

と慎ましく18世紀中葉から20世紀中葉にかけての地

理学と社会の間の諸関連を理解することを目標として.

歴史的に重要ないくつかの参照点を提案することであ

る｡したがって休系的な時代区分を提案するよりも.

いくつかの契機を明らかにすることが問題となる｡

フランス革命に先だっ数年間で､我々に重要と思わ

れる日付は1748年,つまりモンテスキューの『法の

精神』が出版された年である｡この作品は,気候や土

地の性質､ある民族の習俗と態度,商業,住民数､宗

教と法との関係を分析することで, ｢地理学的な関心｣

を明示的に表している｡モンテスキューの目的は地理

学的なものではないが,その作品の注意深い読解は.

ひとつの政治地理学の構想を素描することを可能にし

てくれるだろう1751年に若きテユルゴー6)が行った

のがまさにこの仕事である｡この　rテユルゴーのプロ

グラム｣のなかで我々に興味深いことは,それがジョ

ン･ロックからモンテスキューを経由してアダム･ス

ミス-と至る自由主義思想の潮流との関係で,政治地

理学の構想を位置づけ直したことである｡

ロックにとって市民社会の本質が.自己とその労働

の果実の所有によって始まる所有であることを我々は

知っている｡この視座において国家とは所有を保証す

るものである｡つまり｢自然とは所有が作り出される

場であり,所有の原理を異論の余地のないものにする

ことである｡一社会とはもし必要があれば,力によっ

て自らを維持する場である｡｣ 7)このような自由主義の

同じ信条を.我々はアダム･スミスの『諸国民の富』

由の中に再発見するが,この作品のなかで国家は市場,

交換,所有の場として存在しているo　この点について

次のことを指摘することは興味深いe　すなわちテユル
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ゴーが､その草案の2-3年後に｢政治地理学について｣

と頓された断章のなかで. r自然権は各人にその土地

を自分の意のままにすることを任しているように思わ

れる｡｣ 9)と書く時に､まったく類似した視座にいるこ

とである｡しかしながら少し後でテユルゴーは,ある

財の悪用と社会がその財について持つ一般的有用性と

の間に対立がありうることを認めることで, ｢例えば,

一人の人間が有用な豊儀さを無駄な壮脆さに置き換え

てしまうことや,労働者大衆を着うための土地がもは

や数人の有閑階級の人々の散歩道でしかないといった

ことを避けるように｣提案している｡そして｢人間の

基本的ないくつかの権利に遡らねばならない｡土地は

すべての人間に与えられていたo　人間は全員同じ父の

息子であり,誰も相続権を奪われてこなかった｡｣
10)

この予備的な考察によって.テユルゴーの構想が一

層理解可能になる.｡彼の構想は,結局のところ将来の

アダム･スミスの経済学概論に関する一種の地理学的

序論であるc　このことは､テユルゴーが次のように書

く時に,特に明らかであるように思われる｡つまり政

治に対する地理学の関係に関するあらゆることは､

｢生産の多様性とコミュニケーションの自在な能力と

いう二つの項目の下に｣集約されるだろうc r事実上,

この二つの可変的な要素に基づいて,政治地理学のあ

らゆる問層は解決されねばならない｡しかしながらそ

こにさらに国家の分割が付け加えられねばならないだ

ろう｡そしてこの分割は､部分的にはこの二つの原理

に依存しているが,部分的には一連の時間のなかで継

起していく偶然の出来事にも起因している｡｣
ll)

さらにテユルゴーは.権利と歴史に等しく果たされ

ねばならない役割を考えていた｡なぜなら唯一の国家

は存在せず､その固有の法によって統治される複数の

国家が存在するからである｡実際テユルゴーにとって,

｢それぞれの時期はひとつの政治地理学を持っており,

この名前は出来事のさまざまな継起の流れが必然的に

終わる現在の瞬間を記述するためにとりわけふさわし

い｣ 12)最終的にテエルゴ-は政治地理学という詩集

に次のことを含める｡つまり｢理性的な世界史,この

世界史の結果としての政治地理学.私が政治地理学理

論と呼ぶものを含むであろう統治論｣ 13)である｡次に

この構想は,全部で七つの世界図(mappemondes)上で

展開されるが.この世界図は, r優れた望遠鏡を持って

いる月の居住者が(そこで)作成できるような｣ 14),地球

の地理的記述を報告しなければならない｡

テユルゴーの政治地理学の企図は,自由主義政治思

想の潮流に含まれるが.もしそのはっきりとした証拠

を提出しなければならないとしたら､権力(p血ance)

と国家の間の区別を想起することが許されるであろう｡

｢権力というものが,その本質が国家に付与した境界

表示(bornes)に帰着される時に､権力は結局のところ再

び国家になる｡政治地理学は諸国家の境界を引いた｡

つまり公法が諸権力を形成する｡だがいつかは,政治

地理学が公法に対して優位を占める｡なぜなら自然が

公法に対していつかは健位を占めるからである｡｣
15)

テユルゴーの政治地理学がなぜ過去と現在だけに組み

込まれるのかを,我々は理解することができる｡確か

に征服という観念を含むことになる未来は,もちろん

考慮されるが,それは直ちに非難されるために考慮さ

れるのである｡つまり｢獲得できる範囲にあるものだ

けが長く保持される｡なぜなら失われた時に容易に取

り戻すことができるものは.大抵の場合にいつかは失

われるに違いないからである｡｣ 18)テエルゴ-のこの最

後の命題は,境界を承認しないあらゆる拡張主義を前

もって非難することによって.民族間の闘争的な均衡

の哲学あるいは民族間の平和の哲学を含んでいないだ

ろうか｡テユルゴーが触れている｢自然の境界表示｣

は唾味なままである｡つまりすでに自然境界が問題に

なっているのかあるいは別のことが問居であるのか｡

テユルゴーはそれについて説明していないo

テユルゴーの構想の影響力に関する研究が存在しな

いように思われるとしても.エミールリレヴァセール

17)が指摘するように.テユルゴーがいずれにせよ, 19

世紀と　20世紀の転換期において数人のフランスの地

理学着たちによって読まれ､おそらく熟考されていた

ことを明らかにするいくつかの指摘が我々にはあるo

テユルゴーが着想を得た自由主義が,彼が所有に与

えている役割のゆえに,トーマス･ホップスよりもロ

ックに依拠していることが注目されるだろう｡ホップ

スにとって､ ｢国家の役割は,人間に道徳的生活を生み

だしそれを促進することではなく,各人の自然的権利

を保護することにある｣ la)からである｡レオ･シュト

ラウスに従うと.この政治的教義において｢基本的事

実は,義務とは区別された人間の自然的権利であって,

国家の使命はこの権利を守り,擁護する点にある｣
19)

ことを認めるならば,自由主義の其の創始者はホップ
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スであろう｡

ところで､国家をその分析対象としている諸学問に

とって､重大ないくつかの帰結をもたらすことになる

国家に関する別の着想が生じるのは,自然権の転換,

いわば自然権の危機からである｡政治地理学の根幹は.

権利のなかに潜んでいるo　テユルゴーの場合に,理論

地理学は｢統治論｣であるので,そのことは完全に明

白である=　最近の他の著者たち､例えば進歩主義的自

由主義を決して疑うことのないカール･シュミットは､

こうした観念を追認している｡こうしてシュミットは,

｢大地は神話的言語において法の母と名付けられる｡ ｣

20)と書いているoしたがってr大地に対する関係｣の

あらゆる変化が,権利と国家の役割に影響力を及ぼす

ことになろうo

18世紀末の1792年に.ウィルヘルム･ド･フンボ

ルトは, ｢匡卜家は市民に対して幸福､実定的な財(1e

bienpositiO､福祉を与えることに決して関心を寄せて

はならない=　だが国家は市民に対して.消極的な財,

安全性,市民がひとりでは獲得できない独自のものを

保証しなければならない｣ 21)国家に境界表示を置く

こと､つまり国家に境界を付与すること,それは｢国

家が市民の実定的な財に対するいかなる処置からも免

除されること､市民と面前の外敵との間の安全を市民

に保証する必要がもはや問題ではないこと,別の目的

を優先して市民の自由を決して拘束しないこと｣ 22)を

勧告することであるo　しかしながらフンボルトが国家

の役割を限定しようとしたまさにその時に一我々はフ

ランス革命のただ中にいる-.ルソー主義の思想は,

自由というものを自己自身-の服従に依存させ､自由

は権利の源である市民によって保証される､と提案す

ることによって､近代的自然権の最初の危機を生じさ

せる｡人民-の主権の移行,国家を急進化することに

よってそれを行ったのがフランス革命であるc

その若き日にフランス革命によって影響を受けたヘ

ーゲルは､個人の権利として構想された｢自然権｣に

対してr有機的自然権｣ 23)を対置するだろう｡この有

機的自然権が庫位にあることは次のように説明される｡

つまり｢道徳的秩序の実定は,絶対的な道徳的全体性

が民族以外のなにものでもないことにあるc｣ 2J)したが

って｢有機体としてひとつの国家である民族はそれゆ

えに,絶対精神の唯一の具現化である　25)｡こうした

アプローチは戦争の哲学によってもまた敷術されるc
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つまりヘーゲルによると､戦争は,複数の独立したシ

ステムが孤立のなかに根を下ろして,固まってしまう

ことを避けるために必要であるo

ゆえにヘーゲルは,自由主義が着想するような国家

の観念に反対する｡ヘーゲルとともに,真の国家は市

民社会を超越する｡なぜなら国家は次のような最終目

標であるからであるc　つまり｢国家において,自由は

客体的となり,実定的に現実化される.｣ 26)19世紀前

半の思想に対するヘーゲルの影響は､特に我々がこれ

から見るように地理学を含めた人文諸科学のなかで大

きなものであろう｡しかしながらカール･リッターの

仕事を利用することによって,ヘーゲルが行った地理

学に基づいた歴史的省察は,カントとヘルダーの仕事

を参照すれば､新しいものではないだろう｡

さてヘルダーは,ヘーゲルとは異なり, ｢諸民族の

声｣ (Stimmen der V6比er),すなわちヨハン･ゲオル

グ･ハーマンが人類の母なる言語27)であると語るあら

ゆる民衆詩に熱狂することで.ハーマンによって宣言

された非合理主義的思潮を発展させるo　ハーマンとヘ

ルダーはロマン主義的思潮のなかに入るが,その根幹

は自然哲学と神話学である｡このロマン主義運動に結

びつくのは.特にフィヒテである｡フィヒテは, 1807

･1808年の冬季に行われた講演, 『ドイツ国民に告

ぐ』によって,歴史家たちがプロシアの政治的復活の

前提条件としての民族の道徳的復活と呼ぶもののなか

で.重要な役割を果たしているo　したがって指示対象

(虎ference)の新しい要点.つまり新たな偶像は.民族

と歴史になる｡すなわち｢何がr有権的｣に一つの民

族であるか.何が｢民族精神｣を意味するかはそれ故

に歴史的にしか確定できないc　そして民族もまたここ

では歴史的発展の結果なのであって､ルソーの場合の

ように自分自身の主人ではない｡｣ 28)ここで新たなこと.

それは民族それ自体が. ｢民族精神｣ (Volksgeist)を

生み出す｢客観的現実,歴史的発展｣となることであ

るo

ロマン派の人々のなかには,過去を通じて今の現実

から逃れ.他所を発見するというこの欲望が存在する,

彼らが､動いているものすべてに特権を与えるのはこ

のためであるc　彼らの中の一人であるアダム･ミュラ

ーは.国家を｢ひとつの有機体であり生きた個体,つ

まり人間のなりわいの総俸｣として定義している｡つ

まり｢国家は,単なる工場でも､農場でも.保険施設
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でも商業団体でもない｡国家とは､身体的な帝国と精

神的な帝国の内的関係であり､大きなエネルギーを備

えた無限の,動き続ける,生きた民族の内的生活と外

的生活の内的関係である.｣ 30)こうした着想はさらに,

｢生活形式と　しての国家｣ ("Der Staat als

Lebensform''という彼の作品を参照せよ)という観念

を用いるチェ-レンにその痕跡を残している｡そして

我々は後でこの葡念に立ち戻ることになろう｡

さていくつかの再検討は,古典的自由主義-の反対

に収敦するが,この自由主義は19世紀に,またそのう

ちのいくつかは20世紀になってようやく開花するこ

とになる複数の政治的立場を現出させることによって

終零することになる.まず最初に,ルソーによって先

韓を付けられた自然権の危機,ヘーゲルとロマン主義

的非合理主義によって擁護された国家の観念があるだ

ろう｡そしてこの非合理主義は,ドイツにおいて｢民

族(v｡Ik血h)J 31)連動によって利用される題材を用意し､

間違いなく神話のなかでファシストとナチズムの運動

をはぐくむことになるのである｡

やむを得ず一般的になってしまったこれらの考察を

ひとまず措いて.政治地理学に再び戻ろう,.だが問題

の背景となる状況をはっきりさせるためには,少なく

ともこうした考察が必要であった｡ヘーゲルがカー

ル･リッターの業績を利用して. 『歴史哲学講義La

Raison dans L'Histoire』という題でのちにまとめられ

る講義を行ったことはよく知られているD　ところでそ

のリッターは､シェリングの哲学,とりわけ引力と斥

力の様態の上で機能する極の表出である,その｢全体

abut)｣放念によって影響を受けていた｡政治地理学に

関して､ 1845年という日付をもつ『政治地理学Die

politische geographie』32)と題された著作があることを

強調するのは興味深い｡その著者エルンスト･カップ

は､疑いなくカール･リッターと同時にヘーゲルの弟

子である｡エルンスト･カップがほとんど知られてお

らず,また忘却されているとしても,彼はラッツェル

によって読まれており,ラッツェルは多くの点でカッ

プに刺激を受け, 『人類地理学』のなかでカップを引用

しているのである｡我々により近い時代では､カップ

はまたカール･シュミットの小品『陸と海と』 33)に着

想を与えた｡本論のなかで,カップの政治地理学には

ただ取り上げる以上の価値がある.なぜならその政治

地理学は､リッターの｢地理学ErdkundeJ　とラッ

ツェルの政治地理学をつなぐ環を構成するように思わ

れるからである｡

『哲学的あるいは比較的一般地理学Philosophische

oder Vergleichende allgemeine Erdkunde』の序文で

カップは, ｢近年.地理学はたびたび哲学と接触してい

る｣ 35)と書いている｡リッターとヘーゲルを結びつけ

ることで.カップは, ｢真の`歴史的な知(Geschichts-

kunde)1の必要条件は`大地の哲学的認識'であり.

その認識は`政治に対する予備的な訓練'として考え

ることができるoつまり`あらゆる場所は.その生成

のなかにあってその歴史の実験室となるc　人間の意志

のすべての現動は,潜在的かつ即自的に,境界づけら

れた空間に限定され,その地理のなかに組み込まれて

いる'｣｡
36

したがって国家形成のあらゆる萌芽は人間のなかに

あり,その開花が歴史であって.その時に地理は人間

学的になる｡ここでこの人間学的という言葉は､人間

の目的が自然を支配することによる人間精神の解放に

あるという意味で理解されるべきである｡政治は諸国

家の知(Lebensweisheit der Staaten)となる=政治とは,

国家活動の認識であって,この活動は理性,道徳,自

由の諸法則を通して実現されるひとつの全体として理

解される｡なぜなら人間は単にひとつの精神ではなく,

ヘーゲル的な語義で主観性から客観性-と移行する精

神だからであるo　この移行は.民族精神の顕在化によ

って生じ,自由意識-と向かう人類の運動である世界

史の過程を通して.国家観念のなかで実現される
37)

さらに｢人間は自然全体に秩序を与える原理である｣

とするカップがはっきりと引き継いでいるリッターと

ヘーゲルの影響は.カップの『政治地理学』 a8)のなか

に十分に見て取ることができるc

カップは,世界史における精神の開花に｢芸術作品｣

を認める｡カップは地表面上に構成的空間を認めてい

るが,その根本は,リッターが定義した意味で生命を

構成する要素であるところの水である｡つまり｢水は

単に地質や植生のなかにあるだけではなく,諸文化の

向上の起源として動物と民族の歴史のなかにもある｡

諸文化の進歩の起源でもある｡こうした運動は.河川

の流れる地方,海岸線,内海から海を越えた世界的な

諸関係-と到るo｣ 39)リッターのなかに,ミレットのタ

-レスによって守られていた水の原理というこの古い

前スコラ的観念を再発見することに､我々は驚かされ
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るだろう｡だがローレンツ･オッケンのような､ 19世

紀の何人かの著作家が｢海洋起源｣によって人間を説

明することを知っているならば､それは驚くべきこと

ではない｡

この観念を再び取り上げることで,カップはそこか

ら表象としての彼の政治地理学を条件づける三つの重

要な形態を引き出している｡

- ｢河Jl伯勺(po血que)-オリエント的｣世界

- r海洋的(thalassique) -古典的｣世界

一｢大洋的(oceanique)-ゲルマン的｣世界

カ-ル･シュミットは『陸と海と』のなかで, ｢世界

史は海上権力(列強)の大陸権力(列強)に対する闘争で

あり,大陸権力の海上権力に対する闘争である｣ 40)と

主張して､カップの観念を取り上げている｡シュミッ

トはこの問題に関して､中世のカバラ主義者を引用し

ているo　カバラ主義者にとって世界史は,リヴァイア

サンとビヒモスの間の闘争によって特徴づけられるも

のであり､リヴァイアサンはビヒモスを飢えさせよう

とする一方で､ビヒモスはリヴァイアサンを分裂させ

ようと努めている｡より歴史的であろうとする視座に

おいて,我々は19世紀末までのロシアとイギリスの間

の闘争を知っているが,両者は熊と鯨によってシンボ

ル化されていた｡そこでもう一度カール･シュミット

は, ｢陸と海｣の間の対立が17-18世紀以来,大洋が

人々に開かれれた後､世界についての最初の全体イメ

ージの誕生とともに,ヨーロッパ諸民族の権利の構造

を支配したと書いている41)

カップはアジア(河川的-オリエント的世界)に優位

性を与えているが,それは全くリッター的かつヘーゲ

ル的であるo rしたがってオリエントの光が,精神と同

様に自然に対して確認される｡ ｣42)二番目の世界(海洋的

一古典的世界)は, r海上権力(die Macht des Meeres)｣

43)の世界であり､地中海の伝統的イメージに基づく,

溶とは,西洋が自らの根源を負っているものであって.

カップによれば,ヨーロッパがその歴史的活動の力を

そこから獲得したものであって,世界史の地理的中心

である.それは海が,キリスト教西洋とイスラム教東

洋の巻遠によって三つの大陸の結節点という役割を過

去において果たし,いまなお果たしているからである
44)

こ)

三番目の世界(大洋的-ゲルマン的)は,第二の世界の

一般的発展を表す世界である｡つまり｢ヨーロッパの
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大洋的部分は,ゲルマン世界の国家の中核にとって有

効な土地を構成する｣ 45)そしてコンスタンチノープ

ルがコロンブスの誕生後に滅亡したと付け加えるカッ

プ｡カップのなかに,ゲルマンの優越性という主題を

強調する最初の輪郭が存在しているが,それには(まだ)

人種主義の痕跡はない, ｢ゲルマン的あるいは大洋的

世界において,精神は,自然を記憶のなかに刻み込む

ことによって,自然を克服し,自然に対して自由にふ

るまう｡｣ 46)その上､カップがその結論で強調し.展開

させようと努めているのは,いわゆるゲルマン民族の

グループのなかで.ドイツ国民がその中心的位置を占

めるということである｡

カップの政治地理学は､我々が今日その言葉に与え

ている意味で,多くの点において地理学的であるより

も哲学的であるが.人間に根本的な役割を与える興味

深い省察を作り上げている｡なぜなら人間は世界とい

う舞台の上で中心的な役者として考えられているから

である.アレクサンダー･フォン･フンボルトの博物

学的伝統とは明らかに別の伝統であるが,この伝統は

19世紀後半と20世紀前半において,多くの地理学者

と人文科学の思想家の関心を再度引きつけることにな

るすべての重要な動向の萌芽となっているo

地理的近代性?

地理学(Er血unde)の父たちがその姿を消したその

時に.ダーウィンが種の起源に関する研究によって舞

台に姿を現した｡彼の研究は,直接的にはダーウィン

のものとは思われない｢社会ダーウィニズム｣ 47)を通

して西洋思想のなかに生物学的次元を刻印しつつあ

った｡それは自然科学のみならず社会科学をも革新し,

社会科学は社会における生存競争という命題を前面に

押し出すことになったこ　ドイツにおける､ダーウィン

それゆえ特に｢社会ダーウィニズム｣の最も熱烈な擁

護者は,エルンスト･-ツケルーエゴン･フリーデル

によってダーウィン主義者の聖典の聖パウロと形容さ

れている�"18)-であったが,へツケルはラッツェルの思

想の生成において否定できない役割を果たしている｡

オーギュスト･コントの実証主義と結びついた｢社会

ダーウィニズム｣は.ハーバート･スペンサーの進化

主義思想-と至った｡スペンサーもまた,ラッツェル

にとってひとつの典拠となっている｡.ラッツェルは物
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質と移動という観念をそこから汲み取っており,この

観念は地理学に移し替えられて.ラッツェルが土地と

有機体の成長に認める重要性の説明を可能にしてくれ

る｡

19世紀中葉以来,カール･マルクスの偉大な仕事

を通して,我々は唯物論的弁証法の誕生を目の当たり

にするc　しかしながらその影響力は.その時代の地理

学に対してはほとんど目立たず, 20世紀になってよう

やく大きなものとなったが､浅薄といえる｢経済主義｣

を通して以外は.政治地理学分野に対する影響はわず

かであった｡

同様に1853年と1855年の間,したがってダーウィ

ンの著作が出る数年前に出版された､アルテユール･

ゴビノーの著名な『人種の不平等性に関する試論』 49)

に注意する必要がある｡この著作は,多くの禍をもた

らすことになる人種観念を哲学一政治思想のなかに導

入したe　ゴビノーの可能な解釈とは無関係に.ゴビノ

ーは､ ｢ドイツとオーストリアのナショナリスト的か

つ反ユダヤ主義的環境に論拠｣を与えた｡ ｢ドイツの拡

張主義的かつ植民地主義的な目標を擁護するために,

1893年に創立された愛国主義者同盟､アルゲマイネド

イツ連盟の総裁であったハインリッヒ･クラスは,ゴ

ビノー,ポール･ドゥ･ラガード,ヒューストン･ス

チエワ-ト･シャンプランを一緒にして援用している｣
50)

e

ァルフレート･ローゼンベルク51)によって『20世紀

の神話』 -と通俗化された『20世紀の生劇というヒ

ューストン･スチュワトトシャンプランの書物52)ほ

ど確実ではないとしても､また変質されているとして

も､ゴビノーの歴史哲学は第三帝国の下で利用される

ことになる｡

ラッツェルはテ-ヌの熱心な読者である｡我々は,

ラッツェルが1863年のテ-ヌの『イギリス文学の歴

史』の序論において定義されたような環境の観念に対

して,大きな重要性を認めている証拠を, 『人類地理学

Anthropogeographie』 53)のなかに持っているoラッツ

ェルはテ-ヌと同様に､イ社会ダーウィニズム｣と生物

学によって深く影響されていたのだろうo　それゆえに

政治領域において伝統回帰主義とナショナリズムに重

なり合う用語のある程度の類縁性と,全く同じではな

いとしても類似した省察がある｡

ラッツェルの政治地理学は.多様な要素の一種の結

合であり,多くの潮流から彼が読解することで借用し

た諸要素の収敦である｡その政治地理学は､哲学的一

致治的観点から.いかなる体系的特徴も有していない｡

政治地理学にとって鍵となるような精確な起源を確定

することはできないが.ヘーゲル主義,ロマン主義,

｢社会ダーウィニズム｣からの彼の借用をたどること

が出来るという意味で,その政治地理学は折衷的であ

る｡彼が占めていた位置の故に時代に身を投じること

で,ラッツェルは常に時代精神を掴もうと努めた｡例

えばそのことを示すのは, 1900年の『民族の偉大さの

起源としての海Das Meer als Quelle der Vo比er-

grQsse』別)のような作品であり,それはドイツに対し

て強力な艦隊を要求する汎ゲルマン主義の国家主義的

かつ帝国主義的な思潮のなかに位置づけられる｡ラッ

ツェルの叙述は,明らかに全く新しいものではないが.

そのように感じられ得るものであった｡その理由は､

この叙述が,経済的な諸要素が本質的役割を演じてい

る新たな素地のなかにあるからである｡

この新しいコンテクストとは,ボランニーが語る大

転換のそれであり,この転換はあらゆるものを商品と

市場に転換することによって,並外れた工業化を通し

て既存の経済的諸条件に影響を及ぼしつつあった｡こ

の驚異的な経済発展,レーニンにとって資本主義の最

高段階55)になるであろう帝国主義の物質的基盤が,西

洋諸列強をして植民地による本国領土の拡張-と駆り

立てることになるo　マックス･ウェーバーに.それ以

降もはや意のままになる新たな大陸は存在しない56)と

言わしめた.ベルリン会議<1884-1885)でのアフリカ

分割は,この事態を見事に示している〇　このような状

況は､新たな紛争の時代に帰着するが.この時代は.

産業資本と金融資本を融合した国際独占によって代表

される政治の経済に対する従属という傾向があること

から, ｢経済力の過度の充溢｣を誘導するための場所が

もはや存在しないという事実によって特徴づけられる｡

特にラッツェルがそうであったように.この新たな

諸条件とイデオロギー的コンテクストによって.次の

ような考えが導き出されるo　つまり成功を望む強大国

は大陸的かあるいは海上的かという二者択一ではなく,

大陸的であると同時に海上的になることができるので

あって,その活動の場は世界のある地域ではなく,世

界全体であるということになる｡したがって何人かの

観察者は,政治的展開を判断するために利用できる概
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念装置を再考せざるを得なかった｡特に歴史に対する

海上権力の影響(TheinfluenceofSeaPowerupon

HistoryTV1890)}こ関するT.マハン(Mahan)の普作,磨

史の地理的軸cm(TheGeographicalPivotofHistoryl)

(1904)についてのハロルドJ.マッキンダーの著作で

ある｡これらの著作は､まずそのグロ-バルな見方と,

次に本質的に実践的な特徴という二重の観点で重要で

ある｡この二つの観点はいわゆる地政学的思想のなか

に,発展かつ強化さえされた形で再発見されることに

なるだろう｡彼らの著作が出版された時に,まだ特に

地政学的アプローチが存在していなかったという理由

にしか過ぎないだろうが,マバンもマッキンダーも地

政学者として考えられていない｡海上戦略の歴史家と

してのマハンは､自分が述べていることのいかなる改

治的帰結も,自ら書いたものからは引き出してはいな

い｡マッキンダーは､ヨーロッパによって支配された

平和の均衡,つまり一種の｢バクスヨーロッパ｣を目

指すために,そのグローバルな見方を利用している｡

それでもやはり二人とも,チェトレンに始まり,カー

ル･ハウスホ-ファーとそのエピゴーネンたちによっ

て存続された地政学によって,論拠の原典として利用

されたことに変わりはないこしかしながらそれが､20

世紀前半に断片やスローガンの形で再利用されること

になるいくつかの貢献によって､19世紀と20世紀の

曲がり角に痕跡をとどめた思想の大きな一部であるこ

とを,間違えてはならない｡

おそらく起こりつつある変化を最もよく説明する哲

学はベルグソンの哲学である.『創造的進イEJ)によって

彼の哲学は,印象主義の芸術思潮のなかで再発見され

る変化しやすい個体的現実､生の飛躍(1'elanvital)､運

動を議論の中核に置いている｡ベルクソンは『笑い』

のなかで,20世紀の政治運動が利用することになるカ

リカチャーの美学を素描している｡確かにニーチェも

同様に.神話を創造する貴族主義的な個人主義とアイ

ロニーに培われたその思想によって,そうとは知らず

また望まないうちに､劇的な役割を果たしている｡19

世紀末に明らかに神話がその姿を再び現している｡そ

して神話が現在に対して影響を及ぼすという目的の成

功とその手段を保証するという意味で.ジョルジュ･

ソレルは神話から一つの説明的な仮説さえ作ることに

なる59)新たな価値の探究に取り付かれたソレルは,

社会主義からファシズム-と進む｡パラドクスに満ち

‖m

た精神,すなわちソレルはこの行為と運動の意志,多

くの人々にとって文明に死をもたらす病と考えられて

いるものによって触れられないための手段となってい

る停滞-の恐怖を,十分に体現しているQ　ヨセフ･シ

ュムベーターの経済発展の理論は､技術革新に基づき､

こうした運動への噂好を理念的に示しているが,それ

はフィリッポ･トマッソ･マリネッティの未来派のま

さに核心に再発見される｡そして1909年にさかのぼ

るその未来派宣言のなかで,乱雑さ,危険-の噂好､

精力と無謀さ-の慣れ,勇気.大胆さ､反逆, -サモ

トラケの勝利よりも自動車を選択させる-速度の美､

闘争､暴力的な襲撃,戦争,軍国主義.愛国心が賛美

されている｡

こうした運動の爆発の根幹は､明らかに多くのこと

からなるが.混乱もしているd　なぜなら言葉の十全な

意味で,折衷的でここそこから知識が取り出されてお

り､実証主義と科学主義の遺産と交錯する非合理主義

的かつ生気論的な立場に対する魅惑によって条件づけ

られているからである60)これらの傾向は,ガエタノ･

モスカとデ･ヴィルフレード･パレートの反議会主義

とエリート主義的学説によって極めて明【療に示されて

いる｡さらに我々は､それ以前の1845年のマックス･

シュテイルナ-と『唯一者とその所有』に遡ることが

できる,シュテイルナ-はそこで単刀直入に次のよう

に明言するQ r皆,自分自身にだけ重要性を与えるので

あり,他者とは常に衝突するo　したがって自己-肯定

のための闘争が不可避なのは明白である｡｣そして引き

続いて次のように付け加えるo ｢征服あるいは敗北-

それらはこうした闘争がその間を揺れ動くことになる

二つの極である.征服者は主人となり､被征服者は臣

下となろう｡主人はその主権と`絶対的な支配権'を

行使し,敗北した者は`臣下の義務'を恐れと尊敬の

なかで果たすことになろう｣
61)

ところで未来派はマリオ･モラッソによってその基

礎を作られたのであるが､彼にとって, ｢近代崇拝

(modernolatrice)､機械中心主義､好戦論が中心的な諸

要素となる｣62)　方でマリネッティとムッソリーニ

との出会いは観念よりも神話から作られた出会いであ

り､悲劇の結末が,イタリアファシズムの最終煮であ

るサロオ共和国-のマリネッティの参加であるとして

も､両者の断絶の契機はいくらもあったであろう｡

文化と政治を切り離すことは,危うさを伴わざるを
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得ない｡両者の間には多くの相互作用があり､政治は,

自らに知的かつ精神的な正統性を与えるために､頻繁

にずうずうしく文化を利用する｡科学的あるいは文学

的な文化分野で,政治上の目的に奉仕するような人々

は皆,明らかに悪用され.欺かれ,幻想の犠牲者とな

るか,あるいは結局のところ単に権力によって打ちの

めされるかである｡

技術文明の驚くべき発展が目撃されると同時に,人

口が急激なリズムで増加して大都市が成長するo　歴史

への大衆の出現とは, ｢人口集中(密集).充満の現象｣

であり,オルテガ･イ･ガセットはその現象を次のよ

うに命名するcつまり｢群集という放念は量的であり､

かつ視覚的である｡その性質を変えないで群集なる概

念を社会学の術語に翻訳してみようこ　そうするとわれ

われは社会的大射マス)という観念を得る｣ 63)それが

ギユースクーヴ･ル･ボンが報告する群集の誕生であ

る:,ムッソリーニは,ル･ボンを読み,そこで人間の

扱い方を学んだと語っているo　オルテガ･イ･ガセッ

トは､人間一大衆,すなわち社会階層の上から下まで,

至る所で見いだされるような自分自身に満足する平均

人を告発する｡この意味で,ガセットは彼なりの流儀

でニーチェに呼応している｡ニーチェは『善悪の彼岸』

のなかで次のような予感を書いている｡ ｢この新しい

条件のもとでは､概して人間の均等化と凡庸化がつく

りだされ-有用で.勤勉で,いろいろと役に立つ器用

な畜群的な人間が生まれてきているが,反面同じ条件

は､もっとも危険で魅力的な性質をもった例外的人間

を発生せしめるうえに最適である=｣ 64)ォルテガ･イ･

ガセットにとって,平均人は､ ｢地理学における海水準

の役割と同じ役割を歴史において果たす｣ r,5)当然の

こととしてイタリアファシズムを厳しく非難するスペ

インの思想家､ 『大衆の反逆』を著した時にそれにふさ

わしい場所にいた唯一の人物は.野蛮性-と回帰する

のに30年もあれば十分であろうと考えている｡自由主

義者として彼は,暴力のなかに,第一悟性(最初の手

劇(prima ratio)になりつつあった｢野蛮の大患車｣ B6)

をみる｡したがって彼は､歴史の地平上に自由民主主

義の終蔦がはっきりと現れるのをみるのである｡

18世紀と19世紀の産物である自由主義は,資本主

義によって優先的に発展させられた諸手段を前にして

消え去る傾向にある価値に没頭しているc　つまりそれ

は.マックス･ウェーバーの非常に有名な｢世界の脱

魔術化｣であり.強大国の政治へと帰着する｢リアル

ポリティーク｣というマキャベリズムの事後的な勝利

である｡

第一次世界大戦間に対立することになるレヴァイア

サン,神話上の怪物たちが, 1914年の『今日の列強D由

Grossmachte der GegenwartJのなかでルドルフ･チ

ェ-レンによって演出されている｡この著作は､実際

にはエーテボリにおけるチェ-レンの講義であり,

1905年にスウェーデン語で仕上げられていた｡これは

第一次世界大戦間に.大変よく読まれた作品であって,

その成功は1916年の『生活形式としての国家Der

Staat als LebensformJによって拡大されることにな

るo

行為と権力-と向かうこの行程を最もよくまとめて

いるもの.いわばその行程の帰結にあるものは.オズ

ワルド･シュペングラーの著名な『西洋の没落』のな

かに現れている｡シュペングラーは,すべてのものが

永続的変化の法則に結びつけられるという意味で,非

一連続性の仮説を提示するo　諸科学のなかに非ユーク

リッド幾何学や新しい物理学が影響を及ぼしたことを

考慮すると,非一連続性という仮説は,シュペングラ

ーが著作を書いた時期に関連する相対主義の帰結であ

る｡シュペングラーは､ゲーテの方法とニーチェの詰

問唐の立場を借用すると宣言して,西洋思想に対して

ドイツが影響力を与えた一世紀を明確にしているo　し

かしながら彼はとりわけ,生物形態の相観学69'の一種

であるその歴史形態学によって, 19世紀の総括を行う

のである｡

シュベンダラーがその著書を発表した年､つまり

1917年に勃発したロシア革命は,マルクス･エンゲル

スの思想を援用することで,世界に対して最初のプロ

レタリア独裁を知らしめる｡自由民主主義と議会制民

主主義にとっての明らかな挫折｡そして民主主義国家

は第一次大戦後,ドイツと後に緊張を生み出す有名な

予防線よって,ロシアを孤立させることに執心するよ

うになる｡我々はそれに.ベルサイユ条約による諸条

件,経済危機.インフレーションを付け加えよう.そ

れ以来､ドイツナショナリズムは, ｢集団的強迫観念

(complexe obsidionnal)｣を発達させ,地政学は分析と

地図を多用してこうした観念を滴養することになる｡

応用科学一我々はこの間頓に後で触れる-である地

政学は,ドイツとイタリアのみではないがとりわけこ
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の二国の一連の政治的な神話に形式を与える道具であ

る｡事実､ファシスト運動やナチ運動と地政学,より

一般的には独裁と地政学の間に密接な相関があること

には,こうした相関が議会制民主主義においてははる

かに目立たないので,驚かされるe

自然主義の神話､始源的な力の崇拝､運動中の運動

に対する信輔､もし可能ならば地球規模の空間を管理

すること-のあこがれが､第一次大戦後にファシズム

とナチズムを方向付けることになる新たな諸要素とな

る｡それらは,反人間主義.反自由主義,反個人主義.

｢文化｣に対する一般的な敵対を通して,戦争の最前

線で生まれた世界を理解するための様式である｡我々

がのちに見るように,地政学はこの同一の基盤上に､

それ固有の仕方で､現実と虚構に満ちた世界の新たな

ヴィジョンを勝手に思い描くことに貢献するのである｡

第一次世界大戦直後にマルクス主義が,別の地理学

の構想を対置させることが可能であったとしても.そ

れがどのようなものになったかを知ることは不可能で

ある｡カール･ウィットフォーゲルは1929年にこの

政治的空虚を埋めようとして.別の地理学の構想を実

行しようとした｡しかしながら地政学は勝手に独立し

た場を持っていた｡ウィットフォーゲルの諸論文は.

世界を｢複数の生産単位の膨大な複合体｣ 70'として見

ていたマルクスに対して,世界を巨大な闘争の場と考

えるこれらの｢地政学的修正主義者たち(geo-

politischen Revisionisten)｣と対峠して,均衡を回復

させることはできなかった｡地政学が最終審級におい

てその主張とは裏腹に,生よりも死､構築よりも破壊

へと向かっていることは明らかであり,以下の頁では

その点をはっきりと強調することになるだろう｡

テユルゴー以来,地理に関する古典的唯物論者の命

題はいずれにせよ,自然に対する,自然の中での､自

然を通した人々の労働であったのに対して,地政学看

たちにとってこの命題は.徐々に失われてついには消

滅してしまうD　地政学看たちは､唯物論者の命題を,

その古典的形態のみならずマルクス主義的形態におい

ても､完全に隠蔽してしまった｡彼らは唯物論的命題

を,切り詰められた命題,つまり労働過程とはほとん

ど無関係な土地,民族,生活空間(`Lebensraum')とい

う命題に置き換える｡まさにそれが,権力(pouvoir)関

係に中心を置く分析と力(for聡)の関係に中心を置く分

析の間にある差異なのである｡
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【訳者付記】

･注において,本文のなかでフランス語訳されたドイツ語原文

が記載されている箇所があるが,ここではドイツ語原文は全て
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省略した勺

･原文では各貢ごとに注番号が振られているが､ここでは通し

番号とした｡

･邦語訳のあるものはできるだけ参照したが,ドイツ語文献の

フランス語訳などの場合.日本語訳とフランス語訳が合わない

部分があり,ここでは本文の方を尊重した｡

この論文は.タロ-ド･ラフェスタン.ダリオ･ロブレノ,

イヴァン･ /1ステール『地政学と歴史iの第一部｢地政学の起

源｣の第一章｢地理学と社会｣の翻訳である｡

この著作の章立ては.第一部第二章｢ラッツェル地理学:也

政学-の移行?｣,第三章｢地政学の系譜学｣.第二部r地政学

とファシズム｣第一章｢ドイツ地政学:ヴェルサイユ-の応

答?｣､第二章rイタリアとスペイン､帝国の二つのノスタル

ジー｣､第三章｢テクストからイメージ-｣,第三部｢地政学-

の回帰｣､結論､となっているc　ラフェスタンたちはラッツェ

ルを地政学から救い出すと同時に,近年の地政学の｢復活Jに

対して厳しい批判の目を向けている｡ここに訳出した第一章は

概観的ではあるが､ 19世紀以降のヨ一口ツぺ思想の核にr大

地｣をめぐる地政学的問題が常にまとわりついていることを論

じている点で興味深いと思われるc




