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地政学的意識と批評  

成 瀬  厚＊  

の主張に近い存在である批評家，エドワード・サイ  

ード（Edward W．Said）の議論を概観する（第  

Ⅲ章）．その議論を通じて筆者は地政学を学問領域  

と 

あるいはそれらに刻まれた意識としてとらえようと  

試みる2）．よって次には，そうしたテクストなり表  

象なりを分析するために，文芸批評におけるテクス  

ト論を参照する形で，地政学への接近法を提示する  

（第Ⅳ章）．   

筆者のこうした関心に伴い，本稿では地政学を，  

国家における相異や表象主体による相異を強調した  

り共通部分をまとめることによって分類することな  

どはしない．むしろ「地政学」という語を用いて可  

能となる議論を包含する形でこの語を用いることと  

したい．  

ⅠⅠ・問題意識としての地政学論議  

本稿に関わる問題点は，学問分野としてのかつて  

の地政学が似非科学と見倣され，流行現象として戦  

後急速に衰退してい三た理由と関連がある．すなわ  

ち，第1にその政治的態度が明白で，価値中立的な  

科学とはなりえなかったこと，第2にそこで示され  

た国家間関係は実体としてのものというよりはその  

ゲオポリテイカーの観念上の産物であったこと，換  

言すれば，それはきわめて主観的なも．のであったこ  

とである．これらは単なる否定されるべき事実とし  

てではなく，学的営為における二律背反的な要素と  

して再び問い直す価値があるものである，というの  

が本稿における筆者の一つの主張である．こうした  

点に沿って以下では，①政治的正当化としての地政  

Ⅰ・は■じ め に  

地政学，Geopolitik，geOpOlitics，g60POlitique  

に関する議論は近年地理学内で盛んに行われるよう  

になっている．いわゆる「地政学」1）をめぐる議論  

は，チェーレンの時代から現代に至るまで，そして  

ドイツ，日本，イギリス，アメリカ，そしてフラン  

スにまでわたり，これらを網羅することはとてもで  

きない．本稿の目的はこれらの一部でも概観するこ  

とではない．近年の議論の多くほ個々のゲオポリテ  

イカー甲論理的一貫性を検討したり，その主張を社  

会的文脈において評価しようとする傾向にある．   

本稿では，こうした立場とは別の観点から，地政  

学に対する新たなアプローチを提示することを試み  

る．すなわち，地政学を，この名称である特性を伴  

った一学問分野に関わるテクストの総体としてでは  

なく，あらゆる表象形態に侵入する一つの意識（本  

稿では以下，地政学的意識という用語を用いる）と  

してとらえようとする．そして地政学の概念はこれ  

までの意味内容（学問分野としての過去の遺産）か  

ら・拡張され，地理的記述の政治性を明らかにするよ  

うな研究へと導くためのキーワードとなろう．   

本稿で筆者は以下のような展開で議論を進める．  

まず，筆者の目に触れた学問分野としての地政学に  

関する議論のなかから，とくに地政学が批判の対象  

となってきた論垣的根拠・ 

者の主張との接点を見出す（第Ⅱ章）．そして筆者   

キーワード：批評，地政学，イデオロギー，記述行為   
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の対象とする場合，政治から逃れることはできない．  

我々はあらゆる地政学的言説をテクストとして詳細  

に吟味する必要があるのである．その際に，】文芸批  

評は方法論的にも，認識論的にも非常に重要になっ  

てくる．   

第4点目については拙稿（成瀬，1994）で簡単に  

触れている．地政学的言説なり，地政学的表象なり  

は，それが表面上科学的なものを装っていようが，  

政治学者の言であろうが，‘文化に見出される対抗的  

な意識であろうが，すべてが等しく批評の対象とな  

り得るのである．そうした意味で，文化やメディア  

は強調されるべき存在である（柴田，1994，p．484）．   

ここで，筆者と同様の視点から大衆文化における  

地政学的言説に着目するSharp（1993）の主張を  

みてみよう．Sharpはまず，最近の新しい地政学  

をポスト構造主義からの，客観的な社会調査への批  

判を目論んでいる，という点で評価する．政治家や  

彼らぺの知的助言者による地政学的著作に描かれる  

世界秩序は，発見されるというより，むしろ想像さ  

れるものである．よってこの新しい地政学は，社会  

的に構成された地理的秩序の性質を暴くような批判  

的研究にまで拡張されるという．さらにSharpは，  

批評の対象とする言説は政治家という政治エリート  

に限らず，初等教育やメディアによるテクストにも  

同等の比重で焦点が当てられるべきであると主張す  

る．なぜならば，政治家は生まれてすぐに政治家で  

あるわけではなく，彼らが社会化されるその過程に  

おいて，教育やメディアは重要な役割を果たしてい  

るからである．   

教育やメディアにおける地理的表象はステレオタ  

イプの宝庫であり，国家は世界を理解する上での強  

調されるべき単位である．そして国家の名称を伴う  

世界の出来事は常に自国との関係において語られる．  

この主張はテクストの自律性の問題にも関わってく  

るのであるが，政治エリートの地政学的言説を彼独  

自の解釈であると結論づけることはできないはずで  

ある．   

世界や国家というスケールは経験上実感できるも  

のではない．有機体論という一つの隠喩はそうした 

スケールを理解し，他人に説得する上での一つの方  

法であり，正誤の問題ではない（Buttimer，1993，  

p＿159，p．180）．今日における我々の世界スケール  

の地理的感覚もさして変わらない．国家を人間と同  

様の主体と見撤して個々の出来事を解釈しようとい  

う発言はここかしこに見受けられる．そしてその主  

体のアイデンティティは，近代国民国家形成期に創  

られたにもかかわらず，その国家の長い歴史のなか  

で培われたと見倣されている国民文化に帰属する6）．  

ⅠⅠⅠサイードにおける地政学的意識，  

あるいはオリエンタリズム  

なぜサイードなのか？ このような問いを発する  

より先に，なぜ日本の地理学において彼の著作が無  

視されてきたのか，と問うべきではなかろうか．現  

象を認識し，言語によってその解釈を表現するとい  

う社会科学において，近年，批評的方法はますます  

重要な意味を帯びてきている．フランスの哲学者ミ  

シェル・フーコー（MichelFoucault）は批評の対  

象を歴史記述に求め，そのことは歴史学に大きな影  

響を与えた（ホワイト，1984；オブライエン，1993）．  

一方，その批評対象として地理的な主題を選択して  

きたサイードの議論は，地理学にとって非常に魅力  

的である．   

サイードの主張は，1978年に発表された『オリ  

エンタリズム』（サイード，1986a）によって注目さ  
ヂtチタ  

れた．彼の議論は一般的にいって，フーコーの言  

－ル 説概念を援用し，自己と他者の問題，それに伴う知  
と権力の関係，二つの語義を持っdiscipline（規律  

＝訓練，学問分野）の問題，そしてrepreseritation  

（表象，再現，代表）の問題を扱っている．そして  

同時にサイードは，ウィリアムズ，とくに『田舎と  

都会』（ウィリアムズ／1985）からも影響を受けて  
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への眼差しは必然的に政治性を帯びるであろう10）．  

地理的な記述における他者とは同時に「他所」でも  

ある．   

繰り返しになるが，サイ∵ドは従来哲学的・認識  

論的問題として扱われてきた自己と他者の問題を政  

治的な問題として再認識し，西洋と束洋という具体  

的，かつ地理的な関係において例証した．それが  

「オリエンタリズム批判」という特殊問題として名  

付けられたわけであるが，筆者はサイードが扱った  

問題の一般的名称として「地政学批評」という語を  

用いたい．オリエンタリズムとは「現実についての  

政治的ヴィジョンなのであり，身うち（ヨーロッパ，  

西方，「我々」）とよそ者（オリエント，東方，「彼  

ら」）とのあいだの差異を拡張する構造をもつも  

の」（サイ」ド，1986a，p．43）と定義されるが，根  

本的にその名称は固有名詞である．この定義をより  

一般的に拡張すれば，「地政学的言説め本質的な重  

要性は，空間考『我々の』場所と『彼ら』の場所へ  

と分離することである」とDalby（1991，p．274）  

がいうように，「地政学」という名称を用いること  

ができよう．地政学という語は，現代的状況におい  

て，過去の遺産とは訣別し，地理学を含む地理的記  

述が必然的に政治性を帯びるという点を意識するた  

めに有用である．  

ⅠⅤ 文芸批評の方法  

このよう寧立場からは，我々が批評の対象とする  

べきものは我々に現前してくるテクストということ  

になる．ここでは，テクスト分析に対する枠組みを，  

主にテリーiイーグルトン（TerryEagleton）の  

『文芸批評とイデオロギー』（イーグル／トン，1980）  

に従って提示する．同書は英国においてカルチェラ  

ル・スタディーズの流れを担ってきたレイモンド・  

ウィリアムズ（RaymonヰWilliams）の議論を批  

判的に展開させたものとして重要であるといえる．  

しかしながら，イーグルトンの関心は理論的な議論  

に集中している感が否めず，そうした意味でウィリ  

アムズの政治的な関心と相容れない部分が生じてい  

ると筆者は考えている．よって，本章では両者の議  

論を念頭に置きながら，地政学批評の分析枠組みを  

提示したい．   

まず手順として，ウィリアムズの議論をとく寧こそ  

の政治的態度に焦点を当ててみていくことにする．  

彼の初期の著作活動に一貫してみられる社会認識は  

以下の主張に要約されているといえる．  

「われわれの世代にはいってからは，このコミュ   

ニケーションの世界にたいする関心は劇的な高ま   

りをみせた．新しい強力なコミ云ニケーション手   

段の発展は，歴史的には民主主義の拡大と⊥致し，   

また様々な支配グループの民主主義をコントロー  

ルし操作しようとする試みと一致している，この   

発展は，さらに，労働と教育の性格に重要な変化   

の起きたときとも一致しており，それは多くの   

人々に新しいかたちの社会的機会を与えてきてい   

る．日常的な社会生活のスケールは，この新しい   

コミ云ニケーション機構や多くの巨大組織の成長   

によって大幅に拡張されてきた．これが相まって，   

まったく新しい種類の社会問題が生み出されてい   

るのである．」（ウィリアムズ，1969，p．18）   

同書には，ウィリアムズのより政策的な意味を含  

んだ明確な解決策が提示されている．それはすなわ  

ち，資本主義的な制度を廃止することであり，とく  

にコミュニケーション手段をその当事者の手に取り  

戻すことである．その革命の方向性は既存甲社会主  

義革命とは異なる．それは「組織・機構の変革と個  

人の態度の変革とを二者択一的なものとして考えて  

いってはならない」（ウィリアムズ，1969，p．12）  

という彼の主張にうかがえるも甲であり，彼が後者  

の「個人の態度の改変」にとくに重点を置いている  

ことは明らかである．このような政治的態度のもと  

で，彼は同書において丹念な内容分析を用いて，当  

時の夷国のマス・コミユニケーションの実体を明ら  
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批判的側面とは，そうした全般的イデオロギーのも  

とに生産されたテクストをめぐって作者と読者が共  

謀の上により広いアイデンティティを築き上げ，そ  

の記述の対象となった他所は他者としてラベリンケ  

されるということである．その一方で，テクストと  

は公表された瞬間に社会的存在となり，作者の意図  

を離れた解釈が可阜巨となる一自由な読みの存在  

（ド・セルトー，1987）．そして，テクストは他の主  

体が作者に働さかける場となる．批評とはこのよう  

な重要な役割を課せられている．   

すなわち，この二つの含意のうち前者が批判の対  

象となる地政学的意恕を介入させたテクスト，ある  

いは竹内（1986）■のいう「現状維持のゲオポリティ  

ク」であり，後者が地政学批評，あるいは「対抗ゲ  

オポリティク」12）であるといえる．   

地政学的意識とは一つの政治的実践を支えるもの  

であり，ある種のイデオロギーである／イデオロギ  

ーの一つの特殊な形態としての地政学的意識は，自  

己と他者の政治的関係における広がりを持った場と  

して地理的空間が作用し，あるいは修辞法として利  

用されるようなものである．我々に対して，そゐよ  

うな意識は表象されたテクストを通じてしか現前す  

ることはない．そうしたテクストとして，かつての  

学問分野としての地政学的著作，対外政策などの政  

治的表明，そして我々の一般的な社会生活の場に溢  

れている文化的表象などが挙げられる．  

セ ぉゎりに  

本稿は，英語圏の地理学におけるgeopoliticsに  

関する近年の議論13）を射程に入れっつ，地政学一  

政治性を伴った地理的記述一一を対象とした批評的  

研究の方向性について概観したものである．第Ⅱ章  

ではかつての地政学が政治性を畢み，主観的であっ  

たという批判点に着目し，その批判点の中から評価  

されるべさ点を見出した．第Ⅳ章では地政学的表象  

の分析のために文芸批評の議論を参照したが，そこ  

テゴリーの関係についてのイーグルトンの説明を基  

に筆者が作成した．イーグルトンが設定したこの  

「イデオロギーと生産様式」というカテゴリーは，  

サイード（1992）が『始まりの現象』の副題に選ん  

だ「意図と方法」に合致している．作者のエクリチ  

ュールにはいくつかのレヴュルにおけるイデオロギ  
シニフィアン  

ーと生産様式が介在し，作者は名前という能 記を  

伴ったアイデンティティを通じてテクストに社会と  

いうコンテクストを具現化していく．我々の批評の  

目的は，地政学的意識を表象した言説に焦点を当て  

ることによって，それを取り巻くさまざまな表象が  

お互いに論理的一貫性を保ちながら闘争し七いる場  

として，テクストを分析することなのである．   

ここでのイーグルトンの議論は文学テクストに限  

定されているが，彼の議論の含意も本稿での地政学  

の議論に拡張することがでさる．イーグルトンの議  

論では文学生産においてさまざまなイデオロギーが  

介入するということであるが，本稿ではさまざまな  

文化形態に地政学的意識という特殊なイデオロギー  

が介入するという意味において，この図式が有用で  

あるといえよう．すなわち，本稿では文学的生産様  

式の部分がさまざまな生産様式丁文学，絵画，映  

画，音楽，建築，政治的文書，雑誌，新聞など一  

に対応する．   

第1図の図式は作者についてのものであり，6番  

目のカテゴリーとして「テクスト」が設定されてい  

る．我々に現前する唯一の物理的存在であるテクス  

トは，他の主体が介在する「場」となる．テクスト  

を媒介とした主体同士の掛かり合いは，批判される  

べさ側面と評価されるべさ側面の二つの含意を持づ．  
セルフアイデンティティ  

作者という主体は彼（女）の自己同ナ性を常に前提  

とするわけではない．作者は時に，より上位のアイ  

デンティティを自己に投影する．すなわち，それが  

国家であれば国民として，．民族であれば民族主義者  

として，政治的立場であれば右派や左派】としてエク  

リチュールがなされる．テクストへの掛かり・合いの  

－162 一   
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8）この部分はDoddsandSidaway（1994，p．516）に   

も引用されている．なお，この論文には「フーコー，サ   

イード，批判的地政学」と題された章があり，フーコー  

（1988，p．57）の地理学に対する発言も共に引用されて   

いる．  

9）戦時中の『ナショナル・ジオグラフィック』を分析し   

た山田（1988）を参風．  

10）こうしたテクストをめぐる主体間の関係は，「立場の   

政治politicsofposition」（DuncanandSharp，1993，   

p．481）として論じられる．  

11）イーグルトンは近年になって，『文芸批評とイデオロ   

ギー』で展開したウィリアムズ批判は，「比較的若かっ   

た頃の性急な苛立ちゆえに排撃してしまった」（イーグ   

ルトン，1989，p．75）ものであったと回想している．こ   

の論文は〃euノム節月eu£euノ誌に寄稿されたウィリアム   

ズ追悼講演の内容であり，ウィリアムズの人となりを知   

らせてくれる．  

12）それは，支配的な地政学的意識に対抗する意識を表明   

することを意味する．Sharp（1994）はそうした文化的   

作品の一つとして，ラシュディの『悪魔の詩』を取り上   

げている．  

13）英語圏の近年の議論はCriticalgeopoliticsという名   

称の下に括られる．わが国でもこの分野に言及したもの   

が存在するが（Nakasbima，1996；高木，1996），本稿   

ではあえてこの訳語としての「批判的地政学」という用   

語は使用していない．それは，この分野が1990年代に   

活発化したもので，まだ整理できる段階にないこと，ま   

た，筆者の考える批評的研究にこの語をあてることは不   

適切であると考えたためである．なお，この分野を簡単   

に概観したDoddsand Sidaway（1994）の四つの分   

類－－－－－－－－一丁フーコーとサイード，デコンストラクション，   

地政学的経済，発展（開発）研究一に本稿を位置づ   

ければ，前二者にのみ関連しているといえる．  

Criticalgeopoliticsに関しては助t）iT・Onment and   

ぞわ几几i几g皿・段）Cie抄α几d馳αCe（1994年，第12巻5   

号）とPo招来血＝気ogrqp／ひ（1996年，第15巻6／7合   

併号）で特集号が組まれている．  

14）日本語の「学」という語は何も学問分野のことのみを   

意味しない．例を挙げれば，文学や哲学，修辞学，形而   

上学など．ウィリアムズ（1980）が指摘しているように，   

社会学的や心理学的といった形容詞も今日ではより一般   

的な意味を獲得している，  
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GeopoliticalAwarenessandCriticism  

AtsushiNARUSE＊  

Discussions about“geopolitics”have flourished within the field of geographyin recent years．In  

Japan，Wheregeopolitics（chiseigaku）hadbeenassociatedwithempireexpansion云swellasGerman  

Geopolitik，thecriticalissuesingeopoliticswerenotfortheirOWnfeatures，buthowtheyrevealambi－  

Valent＼aSpeCtSOfgeographying？neral・Ⅰ汀由rticular，tWOCriticalissuesingeopolitics，pOlitical・inten－  

tionsandsubjectiveintefpretationsoftheworld，makeusrealizethatgeographicaldescriptionsm亭yip－  

evitablybe′pOlitital．   

Toddy∴th6term“geopolitic畠”isnotusedtodesignateabranchofstudy，buthasavarietyofcon－  

tentsattile史enerallevel．Inthispaper，byreferringtothedefinitionof“0rientalism”bySaid（1978），  

IsuggestthenecessityofahalyzinggeOpOliticaltextsfromthestandpointofcriticism．Anauthorof  

ageopoliticaltextis not anindividualsubject．Whether（s）heisapolitician oran editorofmass  

m占dia，（s）herepresentsthegovernmentornationunderawiderumbrellaofideology．FromsuchaviewT  

point，We COuld establish a research agenda thatCritically examines vafious geographicaldescrip－  

tionsundertheterm“geopolitics：’  

Keywords：Criticism，geOpOlitics，ideology，Writing  
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