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防衛研究所企画室編集（０３－３７１３－５９１２）

《『東アジア戦略概観２００４』の刊行》 

所の代表的な刊行物である『東アジア戦略概観』の２００４年版が完成し

ア戦略概観』は、安全保障の観点から東アジア情勢分析を内外に広く提示

における戦略環境を理解する一助にしていただくとともに、地域諸国との

関する安保対話の端緒をつくるため、防衛研究所が作成し刊行しているも

防衛研究所の編集・執筆グループ

自の立場から東アジアの戦略環境

もので、日本からの情報発信とし

年度から毎年発行しています。 

発行された『東アジア戦略概観２

分析の対象期間は２００３年の１

地域はロシアから日本、朝鮮半島、

アジアとそれに隣接する海洋部分

安全保障に重要な役割を果たして

含んでいます。 

な分析項目は、①北朝鮮の核問題

国の反応と今後の展望 ②大量破

ロリズムの地域への影響と各国の

ッシュ政権下の米国の安全保障政

おける対米関係の模索 ④東アジアにおける海洋安全保障協力の可能性の

 

 

「東アジア戦略概観 2004」 

ア戦略概観２００４』は、国立印刷局より刊行され、３月２６日から政府

て販売されています。 
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《防衛研究所の組織改編》 

 防衛研究所は、調査研究と国際交流の有機的連携を図るとともに、安全保障理論研

究と国際戦略環境分析双方にまたがる学際的、専門横断的な研究に対応しうる態勢を

整備することを主な目的とし、４月１日（木）をもって組織改編を行いました。 

改編の主な内容は、次のとおりです。 

① 統括研究官の新設 

・ 研究職のポストとして「統括研究官」を新設 

・ 統括研究官は、国際交流、調査研究委員会、防衛戦略研究会議、研究成果等 

の情報発信にかかわる業務を総括整理 

② 第１、第２研究部の統合 

・ 国際的な戦略環境の変化、プロジェクト方式による業務遂行に対応しうるよ 

う第１研究部及び第２研究部を統合 

・ 研究部長に次ぐポストとして「上席研究官」を新設 

・ 研究部の再編とともに２つの業務班を統合し、研究支援体制を強化するため

業務班に「研究管理専門官」を新設 

③ 企画室の企画立案、総合調整機能の強化及び業務支援部門の拡充 

・ 国際交流の企画立案、総合調整機能を強化するため、「国際交流調整官」を

新設 

・ 共同研究の企画立案、総合調整機能を強化するため、「共同研究調整官」を

新設 

・ 研究成果等の情報発信機能を強化するため、「情報発信調整官」を新設 

・ 国際交流にかかわる予算、管理業務を行う「国際交流班」を新設 

④ 戦史資料の管理・供用体制の強化 

・ 歴史資料として重要な公文書である戦史資料を適切に管理し、広く一般の利

用に供する体制を強化するため、図書館事務室史料室に「史料専門官」及び

「史料係主任」を新設 

《柳澤前所長の離任式》 

３月３１日（水）、前防衛研究所長  

柳澤協ニ氏の離任式が行われました。 

柳澤前所長は、平成１４年８月２日に着

任以来約１年８か月、防衛研究所長を務め

られましたが、この度４月１日付で防衛庁

を退職され、同日付で内閣官房副長官補

（安全保障・危機管理担当）の要職に就か

れました。 
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離任式における挨拶の中で、柳澤前所長は、在任間極めて充実した勤務ができたこ

と、今後も変わらぬお付き合いをとの言葉を述べられました。 

この後、満開の桜の下で防衛研究所全職員の盛大な見送りを受け、防衛研究所を後

にされました。 

《日韓教官交流研究会の開催》 

３月２４日（水）～２５日（木）、韓国国防大学校安全保障大学院教授 黄 炳茂

（ファン・ビョンム）氏及び韓国国防大学校助教授 朴 榮濬（パク・ヨンジュン）

氏を招へいし、日韓教官交流が実施されました。 

 本教官交流は、韓国国防大学の教官を招へいし、研究会及び一般課程に対する講義

等を通じて教育内容の充実を図るとともに、安全保障に関する我が国と韓国との相互

理解の促進を図ることを目的とし、平成１２年度から実施しているものです。 

 初日に実施された研究会では、「韓国

における日本の防衛政策の再評価作業」

をテーマとする朴 榮濬助教授の発表に

引き続き意見交換が行われました。武貞

主任研究官を議長とした意見交換では、

日本は既に専守防衛を超えた「積極的防

衛政策」をとっているのではないかとい

う韓国側の見方をめぐって活発な議論が

展開されました。この点に関し、コメン

テーターを務めた道下主任研究官は、

「積極的」とは具体的に何についてなのかを検討する必要があるとし、日本が積極的

になっているのが戦闘任務以外であるという現状からすれば専守防衛政策は変わって

いないと指摘しました。 

一般課程に講義される 黄 教授 

２日目は、一般課程に対して、黄 炳茂教授による「韓国の安全保障環境とその中

長期的戦略展望」をテーマとした講義が行われました。 

《ニュージーランド国防省国際関係局長の来訪》 

 ３月１６日（火）、ニュージーラン

ド国防省国際関係局長 ポール・シン

クレア氏が、駐日ニュージーランド大

使館公使とともに防衛研究所を訪問し、

所長表敬と意見交換を行いました。 

 所長表敬においては、シンクレア局

長のこれまでの来日時における印象や

防衛研究所で例年実施しているアジア
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太平洋安全保障セミナー等について和やかに懇談が行われました。 

 意見交換においては、６か国協議の進展に関する見通し、米国とパキスタンの関係

等を中心に議論が行なわれました。 

 シンクレア局長は、１９６９年ニュージーランド国防省に入省され、国内外政策部

長、戦略国際政策部長、戦略国際政策局長、国防軍戦略政策アドバイザー等を歴任さ

れ、２０００年現職に就任されました。シンクレア局長は、３月１６日（火）～１７

日（水）外務省が主催した ASEAN 地域フォーラム予防外交作業部会に参加するため来

日されました。 

《中国中日関係史学会訪日代表団の来訪》 

３月１７日（水）、中国中日関係史学会理事兼ねて上海浦東電子出版社総編集長 段

英（ﾃﾞｭｱﾝ ｲﾝ）氏を団長とする訪問団が防衛研究所を訪問しました。 

 防衛研究所の概要ブリーフィングに続いて行われた意見交換において、最近の北東

アジアの情勢、特に北朝鮮の動向、日本

国内の中国脅威論の現状、中台紛争が生

起した場合の日本の対応等について質問

があり、活発な議論が行われました。 

本訪問団は、外務省の「中国青年招へ

い計画」によって来日したもので、同計

画は、中国において将来各界の指導的立

場につくべき優秀な青年をグループで我

が国に招へいし、関係者との交流、産業・

文化施設の視察等を通じて対日理解の増

進を図ることにより、相互理解に立脚した健全な両国関係の発展を期することを目的

としたものです。 

意見交換中の代表団 

《ポーランド国際問題研究所 マリア・ヴォングロフスカ氏の来訪》 

３月１９日（金）、ポーランド国際問題研究所 マリア・ヴォングロフスカ氏が防

衛研究所を訪問し、意見交換を行いました。 

意見交換中のヴォングロフスカ氏 

意見交換では、ポーランドのＮＡＴＯ加

盟が同国の安全保障上歴史的に重要な意義

を持つこと、イラク問題をめぐって米国と

の関係を強化する一方でＥＵとの経済関係

を維持していくこともポーランドにとって

重要であること等について意見が交わされ

ました。 

ヴォングロフスカ氏は、ポーランド国営
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テレビ・ラジオのブリュッセルＮＡＴＯ特派員やポーランドの安全保障問題に関する

最も権威ある雑誌である「ポーランド軍事誌」の編集長を務められた経歴をお持ちで

あり、その幅広い視野とバランスの取れた見方から安全保障問題に関する同国の第一

人者として定評があります。 

今回の来日は、外務省オピニオンリーダー招へい計画によるもので、１９８７年、

ヤルゼルスキー国家評議会議長の訪日に記者として同行されて以来２回目の来日とな

ります。 

《マレーシア国防大学校長の来訪》 

３月３０日（火）、マレーシア国防大

学校長 スタルジ・カシム海軍准将が駐

日マレーシア大使館付国防武官ととも

に防衛研究所を訪問し、所長表敬と意見

交換を行いました。表敬後、防衛研究所

の概要ブリーフィングに引き続いて意

見交換が行われ、カシム准将から一般課

程及び特別課程の研修成果の評価要領、

課程期間の設定理由、一般課程修了後の

問

長 

 

○

と

の

お

ス

員

所

る

記念品を交換するカシム准将と柳澤前所
自衛官の補職配置等について幅広い質

があり、活発な意見が交わされました。 

《研究会》 

３月１日（月）、２日（火）、そして４日（木）の３日間にわたり、「地政学再考」

題したミニ・シンポジウムを開催しました。「地政学」については、近年、世界中

研究者のあいだで再評価作業が進められている分野であることから、防衛研究所に

いても本テーマについてミニ・シンポジウムを開催することに決定しました。 

本ミニ・シンポジウムには、海外からギリシア海軍大学教授 イオアニス・ルーカ

博士、フランス・ソルボンヌ大学比較戦略研究所 ディミトリオス・メキシス研究

を、国内から上智大学名誉教授 三輪公忠博士及び国際基督教大学アジア文化研究

 クリスティアン・シュパング準研究員を招へいして実施されました。 

本ミニ・シンポジウムの概要は以下のとおりですが、３日間で合計１００名を超え

聴講者が参加して活発かつ有益な質疑応答が行なわれました。 

【第１セッション】「地政学とは」 

 林戦史部長「開会挨拶」 

 ルーカス博士「地政学概論－方法論を中心に－」 

～地政学の祖 ハルフォード・マッキンダーを強調～  
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庄司第１戦史研究室長「戦後日本における地政学研究の動向」 

 メキシス研究員：コメント 

【第２セッション】「地政学の諸相」 

 ルーカス博士「地政学の主要な学派」 

 シュパング準研究員「ハウスホーファーの外交政策理論における日本－地政学を

中心として－」 

 メキシス研究員：コメント 

 【第３セッション】「地政学の実践と批判」 

  ルーカス博士「『東方問題』の地政学」 

  三輪教授「近代日本における地政学的思考」 

  立川主任研究官：コメント 

 【第４セッション】「地政学の将来」 

  ルーカス博士「地政学の将来」 

  柳澤防衛研究所長「２１世紀日本の地政学的課題」 

  林戦史部長「議長総括－新たな地政学構築に向けて－」 

 なお、後日ルーカス教授から「３月２２日から２４日にかけて英国オックスフォー

ド大学で開催された『マッキンダー学会』において〝日本の地政学再考〟に関する報

告を実施し、日本の研究活動が高い評価を得た」旨のメールが届きました。 

 

○３月８日（月）～９日（火）、シンガポール国防戦略研究所 助教授チェンペン・

チュン氏を招へいし、東南アジア研究会が実施されました。本研究会は、中国の対Ａ

ＳＥＡＮ政策に関する動向及び外交政策の現状について、シンガポールから専門家を

招へいして意見交換を行うことにより、防衛研究所の調査・研究及び「東アジア戦略

概観２００５」執筆の資とすることを目的に開催されたものです。 

 研究会は、「中国の対 ASEAN 政策の現状と背景」をテーマとした第１セッションと

総合討議の第２セッションからなり、まず中国が東南アジアでの影響力拡大を目的と

して採用している具体的施策についてチュン氏より報告がなされたあと、ASEAN との

自由貿易協定の評価、中台関係や域外大国との関係への意味合い等について活発な意

見交換が行われました。 

 チュン氏は、中国の政治・歴史、アジアの政治・安全保障を専門とする新進気鋭の

若手研究者で、フォーリン・アフェアーズ、インターナショナル・レビュー等に多数

の論文を寄稿されています。 

 

○３月１２日（金）、ヴァンダービルト大学顧問 浅川大作氏を招へいし、「防衛装

備行政のあり方」をテーマとした防衛産業研究会が実施されました。 
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本研究会は、政府が２００４年末までに防衛計画の大綱及び中期防衛力整備計画の

見直しを行うことを決定したこと等から、防衛装備行政の現状と展望、特に、日米技

術協力のあり方について意見交換を行うことを目的として実施されました。 

 研究会では、米国国防産業の再編に関する最新の動向と２００３年５月に開催され

た「日米技術フォーラム」における議論の詳細について、当フォーラムのスタッフで

あった講師から紹介があり、その後、日本の特性を踏まえた防衛産業・技術基盤の維

持に関する考え方、日米技術協力の現状と課題、そして将来展望等について活発な意

見交換が行われました。 

講師は、日本防衛装備工業会調査部長等の要職を歴任されるとともに、日米技術協

力の現場において諸問題の解決に活躍された、日米技術協力の最新の動向に精通され

た防衛産業研究者の第一人者です。 

 

○３月１５日（月）～１６日（火）、韓国国防研究院 安保戦略研究センター研究委

員・国防懸案研究チーム長 崔 剛（チェ ガン）氏を招へいし、朝鮮半島研究会が

開催されました。 

 本研究会は、米韓同盟の将来や韓国の安全保障政策の将来について意見交換し、朝

鮮半島情勢の展望と我が国を取り巻く戦略環境の動向を把握するための資とすること

を目的として実施されたものです。研究会は「朝鮮半島の安全保障情勢と韓米同盟」

及び「韓国における安全保障政策決定プロセス」をテーマに行われました。 

 研究会では、本年３月に韓国国家安全保障会議（ＮＳＣ）が作成した安全保障戦略

指針「平和繁栄と国家安保―参与政府の安保政策構想」についての説明がありました。

講師によると、この文書の特徴は、①北朝鮮の脅威継続と周辺情勢の変化という「安

保環境の二重性」を反映 ②「自主国防」が米韓同盟と矛盾しないことを強調するた

め「協力的自主国防」という表現を採用 ③テロ、麻薬取引、ＷＭＤ拡散などに対処

する「包括的安保」という概念を導入したことなどです。また、この文書の発表によ

って、ＮＳＣが安保政策の策定に中心的役割を担うことが明確化されたといえます。 

 講師は、金大中政権期にＮＳＣで勤務された安全保障の専門家であり、米韓同盟の

将来や韓国の安全保障政策の将来について優れた学識と経験をお持ちです。 

 

○３月２６日（金）、オーストラリア戦争記念館豪日研究プロジェクト上級調査員 田

村恵子氏を迎え、「豪州における日本人捕虜」をテーマとした研究会が実施されまし

た。田村氏は、１９４４年８月にオーストラリアのカウラ捕虜収容所から５００名以

上の日本軍捕虜が脱走を試みた事件を取り上げ、事件の詳細な経緯のほかに脱走者の

心理や動機について発表されました。その後、捕虜になることについての日本軍の認

識、日本軍捕虜の戦況把握等に関して、参加者との間で活発な議論が行われました。 
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○３月２９日（月）～３０日（火）、シンガポール防衛戦略研究所客員研究員エレー

ナ・Ｉ・パブロワ氏、同イルマン・Ｇ・ランティ氏及びインドネシア戦略国際問題研

究所上級研究員 ランドリー・Ｈ・スビアント氏を招へいし、「東南アジア研究会」

が開催されました。 

 初日は、「ジェマー・イスラミアの組織について」をテーマとし、パブロア氏の発

表に引き続いて意見交換が行われました。この中で、インドネシアの急進的な抵抗運

動はしばしば武力による衝突を伴ってきたが、その中でもジェマー・イスラミアの暴

力性は際立っていること、また、これまでの抵抗運動と異なり、その標的は国内の支

配体制もしくはその世俗主義といったものではなく、西洋人や西洋的なるものである

等の指摘がありました。 

２日目は、「２００４年インドネシア総選挙の行方」をテーマとし、ランテイ氏及

びスビアント氏の発表に引き続いて意見交換が行われました。この中で、インドネシ

アにおける政軍関係については、現在でも大統領は軍の支持なくして自由に政治を行

うことは出来ないこと、これまで軍幹部は様々なレベルにおいて政治への関与が約束

されていたにも関わらず、ニューオーダーの時代の昨今、そのような機会が奪われた

若手将校は現状を不公平だと感じていることなどの意見がありました。また、インド

ネシアがどのような形で多元主義に根ざす地方分権を目指すべきかについて答えを見

つけていないことが地方において混乱を招く原因になっているとの指摘がなされまし

た。その他ＰＫＳ（福祉正義党）の台頭についてなど、様々な論点が提出され、活発

な質疑応答が行われました。 

《第５１期一般課程》 

 一般課程は、３月５日(金)で国際コースを終了し、３月８日（月）から「我が国の

政治・社会の現状及び動向に基づき、安全保障に関係ある諸問題について把握させ、

それが我が国の安全保障に及ぼす影響について考察させる。」ことを主眼として国内

コースを実施中です。 

 また、３月５日（金）には、在日米軍横田基地を研修し、在日米軍に関する認識と

日米同盟に係る現状の問題点等に対

する理解を深めました。 

 この間、通常講義のほかに、２つの

特別講話を実施しました。 

３月１２日（金）には、ジャーナリ

スト 櫻井 よしこ氏による「今、日

本が直面する内外の課題」と題した講

話をいただきました。拉致・台湾等の

外交問題及び教育問題など、講師が日
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頃から真摯に取り組んでいる広範なテーマについて、有益かつ心に響く講話でした。 

櫻井氏には、平成８年以来、９回講話をいただいております。 

３月１６日（火）には、俳優・武道家 藤岡 弘、氏（注）による「蘇る武士道精

神～今こそ日本の真価が問われてい

る～」と題した講話をいただきました。

俳優、武道家、国際ボランティア活動

等広範な活動の原点は、自身の生い立

ちが育んでくれた「愛」であり、「愛」

こそが武士道精神である旨、熱い思い

が込められた講話でした。 

講話後の所長との懇談において、あ

る番組制作での異文化の部族とのつ

きあい方に話が及んだ際、講師から

「過去の自衛隊の海外活動において

トラブルがなかったことは、隊員が意

識すると否とにかかわらず日本人にある武士道精神の発露としての部隊の威容なども

大きく影響しており、今回のイラクの場合でも同様なことが期待できる」との発言が

あり、非常に興味深いものでした。 

講話中の藤岡 弘、氏 

（注）この「藤岡 弘、」の「、」には、 

｢我には未だ未完成なり｣の思いを込めて用いられている。

 

《第４７回 「史料公開ニュース」 図書館》 

  防衛研究所では所蔵史料のうち、新たに公開した史料をホームページで紹介してい

ます。今月は、日満財政経済研究会、満鉄調査部等が作成した満州全般に関連する史

料です。 

 公開史料の例は､次のとおりです。 

１ 「日満石炭需要計画の再検討と北支石炭開発問題」『日満財政経済研究会』（昭

和１６年） 

   昭和１６年度における日満一体の石炭需給計画等日満財政経済研究会作成史料 

２ 「国家総動員関係法令集」『満鉄調査部』（昭和１４年） 

   国家総動員法、国家総動員法による試験研究に関する法令集 

３ 「満州における電気事業の概説」『満州電業調査課』（昭和１０年） 

   満州における電気事業を総括的に紹介した史料 

 

 詳しくは、防衛研究所（史料閲覧室）のホームページ＜www.nids.go.jp＞、第４７

回「史料公開ニュース」をご覧下さい。 
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  ブリーフィング・メモ 

本欄は、安全保障問題に関する読者の関心に応えると同時に、防衛研究所に対する理解を深め

ていただくために設けたものです。 

御承知のように『ブリーフィング』とは背景説明という意味を持ちますが、本欄が複雑な安全

保障問題を見ていただく上で参考となれば幸いです。 

なお、本欄における見解は防衛研究所を代表するものではありません。 

 

地政学とは何か－地政学再考－ 

戦史部第１戦史研究室長  

庄司潤一郎 

はじめに 

 

 去る３月上旬、ギリシャ海軍大学イオアミス・ルーカス教授を招いて、戦史部にお

いて地政学に関するミニ・シンポジウムが開催された。現在の日本において、地政学

と聞いて違和感を持つ人が多いであろう。それは、戦前日本の地政学が、ドイツ地政

学を導入することにより、大東亜共栄圏を根拠付け日本の膨張政策を推進したとして、

戦後 GHQ により禁止され、その後、学会においてもネガティブなものとしてタブー視

されたためである。 

 そこで、本稿では、今なぜ地政学なのか、地政学は現在でも有効な学問なのか、そ

して将来の日本の地政学はいかにあるべきかといった点について、シンポジウムでの

ルーカス教授の報告からいくつかのポイントを取り上げて論ずる。 

 ところで、｢地政学｣という言葉の定義であるが、地政学をめぐる戦後日本の特殊事

情のもと、学問として未成熟なため、明確に定義されることなく曖昧なまま各人各様

に使われてきた。ここでは、｢国家間及び国際社会に関する一般的な関係を、地理的要

因から理解するための枠組み｣というルーカス教授の定義を引用するに止める。 

 

１ ｢地政経済学｣－｢地政学｣から｢地経学｣へ－ 

 

 ルーカス教授によれば、現在の地政学は、安全保障、軍事力に焦点を当てた｢地政戦

略学｣（Geostrategy）と、経済と人間との相関関係を対象として、生産、輸送、通信、

金融などのネットワークの構築と国家・社会の関係を分析する｢地政経済学｣

（Geoeconomy）から成り立っている。前者は、われわれが慣れ親しんでいる２０世紀
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前半に現れた既存の地政学であり、後者は近年発展しつつある地政学の新たな分野で

ある。 

 旧来の地政学（｢地政戦略学｣）の最も代表的なものは、イギリスのマッキンダーで

あろう。彼の理論は、｢東欧を制するものはハートランド（ユーラシア大陸の中心部分）

を制し、ハートランドを制するものはワールド・アイランド（ユーラシア＋アフリカ）

を制し、ワールド・アイランドを制するものは世界を制す｣との有名な仮説によって知

られている。そして、ドイツ、ロシア（ソ連）の脅威を想定しつつ、こうしたランド

パワーの台頭を、シーパワーによって牽制する必要性を説いたのである。 

 さらに、米国のスパイクマンは、ソ連の台頭抑止を想定しつつ、ユーラシアのある

国家の膨張を牽制するために最も重要な地域がリムランド（ハートランドの周辺部

分）であると提唱し、｢リムランドを制するものはユーラシアを支配する。ユーラシア

を支配するものは世界の命運を左右する｣と述べた。こういったモデルは、米国の封じ

込め政策に象徴されるように、戦略研究者に多大な影響を与えている。 

 一方、こうしたアングロサクソンの地政学は、ドイツにも影響を与え、ハウスホー

ファーは、マッキンダーの理論を基礎に、チェーレンの｢アウタルキー（経済自足論）｣、

ラッツェルの｢生存圏｣、社会ダーウィニズム主義を適用することにより、ワールド・

アイランドを、｢米州勢力圏｣、｢ドイツを中心とする欧州・アフリカ勢力圏｣、｢日本を

中心とするアジア勢力圏｣の３地域に縦割りするとともに、後２者の同盟、すなわちラ

ンドパワーによるハートランド支配を提唱した。 

 このような旧来の地政学は、戦前は日独、冷戦期は米ソにより、国家の膨張政策を

正当化するイデオロギーとして濫用されたとして、のちに批判されたが、他方、地理

的決定論に基づいた理論であり、そのため時代的制約があるといった内在的問題点も

指摘されている。 

 第一に、旧来の地政学は鉄道・艦船の技術水準を前提としており、その後の技術の

進歩を無視している点である。すなわち、エアパワーが登場し、長距離核兵器の時代

には適用できないという議論である。さらに、ポール・ヴィリリオは、『速度と政治

－地政学から時政学へ－』（平凡社、１９８９年）において、情報・通信技術の発達

は、領土や空間の意味を失わせ、これからは｢地政学｣ではなく、｢時政学｣の時代であ

ると説いたのである。ルーカス教授は、こうした批判を認めつつ、例えばエアパワー

が基地を必要とし、スターウォーズが現実のものとなっていないように、技術革新は

質的に絶対的なものではなく、確かに地理的要因の捉え方に変化はあるものの、地政

学の理論は今もって有意義であるとした。 

 第二に、現在では国際社会は、経済のグローバル化が進むなど、相互依存が深化し

ており、国家間の対立状態を前提としつつ一国の安全保障のみを追求する軍事力志向

の地政学は時代遅れであるとの指摘である。 
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 第三に、領土といった空間の持つ意味についてである。昨年末ブルッキングズ研究

所から刊行された The Siberian Curse: How Communist Planners Left Russia Out in 

the Cold（『シベリアの呪い』）は、ロシア（ソ連）における寒冷地シベリアの教訓

を例にとり、単なる領土の広さを国力の基準とする見方は絶対的なものではなく、領

土や人口の多寡より、通商・貿易といった経済力の効率が国家の繁栄に影響を与える

と唱えた斬新な著作である。すなわち、マッキンダーのハートランド理論を正面から

否定したのである（｢ポール･ケネディー氏の地球を読む｣『読売新聞』平成１６年３月

８日付）。 

 しかし他方、米国の投資会社ゴールドマン・サックスの経済分析によると、２０５

０年には、領土と資源に恵まれ人口豊富な米国と｢BRIC 諸国｣（B＝ブラジル、R=ロシ

ア、I＝インド、C＝中国）が真の大国となり、日本や西欧は中流国家になるであろう

と予測されている。確かに、領土や人口がある一定の意味を持つのは事実であるが、

それのみが国家の繁栄にとって絶対的な条件となることはないであろう。 

 そのほか、ヨーロッパ的制約、すなわちドイツ、英国、ロシアの三角関係のみに着

目しすぎており、さらにロシア（ソ連）に対する過大評価、米国軽視が見られ、また、

政治におけるイデオロギー、文化といった価値の問題が全く捨象されているといった

批判もなされている。 

 こうした古典的地政学の問題点を克服するものとして近年発達してきたのが、ルー

カス教授の言う｢地政経済学｣であろう。CSIS のエドワード・ルトワックも、論文“From 

Geopolitics to Geoeconomics: Logic of Conflict, Grammar of Commerce”（｢地政

学から地経学へ｣）において、特に冷戦後の世界は領土や軍事よりも経済が重要になる

と分析、経済の観点から地政学を再検討したのである。その際実例としてあげられた

のが、敗戦により土地も資源も限定されたにもかかわらず、経済成長を遂げた日本で

あった。 

 しかし皮肉なことに、１９７０年代以降の日本では、冷戦期におけるソ連脅威論、

シーレーン防衛、資源･エネルギー問題など国民の安全保障への関心の高まりを背景と

して、マッキンダーなどの古典的地政学が流行し始めたのである。例えば、ハートラ

ンド理論を、全く異なった当時の日本の環境に、何ら検証することなく無批判に適用

することにより、ソ連による極東膨張の証左とされていた。国家の生存を目的とした

戦略上の地理的要因にのみ着目する形で、地政学が利用されたのである。こうした傾

向は、地理学界からは｢似非学問｣と批判されたが、現在も続いており、中国の脅威や

朝鮮半島問題を論ずる際に散見されるだけではなく、荒巻義雄の人気漫画『紺碧の艦

隊』においても展開されるなど大衆化しつつある。 

 その点ある意味において、領土といった空間に基礎を置いた旧日本陸軍的な安全保

障思考の虜になり、大陸に深くコミットしていき、最終的に大東亜戦争にいたった戦
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前の誤りを繰り返しているといっても過言ではないであろう。 

 

２ 冷戦終結後の地政学－地政学の将来－ 

 

 冷戦期のイデオロギー対立は、地政学とは質的に無関係であったため、地政学の手

法はパワー達成のためのツールにしか過ぎなかったが、冷戦終結後はイデオロギーか

ら解放され、認識の重要な枠組みとして、変化・発展していくことになる。 

 ルーカス教授によると、冷戦終結後から現在にいたるアングロサクソンの地政学の

発展は、二つの期間に分けることができる。先ず、９・１１までの世界秩序の再編成

の時期であり、重点の一つはロシアの周辺地域（｢リムランド｣）の管理・掌握、もう

一つは混乱に満ちた中東からアフリカにいたる地域の安定化に置かれる。具体的には、

NATO の強化・拡大と、中央アジアの新たな独立国に対する戦略的な経済支援である。 

このような見解は、ブレジンスキーの『ブレジンスキーの世界はこう動く－２１世紀

の地政戦略ゲーム－』（日本経済新聞社、１９９８年）に象徴されている。ブレジン

スキーは、米国の覇権にとりユーラシアの掌握が鍵であるとしたうえで、ユーラシア

をチェス盤にたとえ、その周辺部の重要性を強調した。さらに、米国に対抗する国家

が当分登場し得ない状況から、ユーラシア全体の安定を目指す戦略を重視するととも

に、周辺部の無政府状態を最も危惧したのである。それはまさに、中央アジア・中東

といった南の周辺部、つまり｢ユーラシアン・バルカン｣の地域である。こういった理

論は、マッキンダーやスパイクマンのそれを発展・修正のうえ、時代に即して新たな

解釈を加えたものであった。 

 第二期は、９・１１から現在にいたる時期で、テロに象徴される非対称的脅威の出

現である。また、米国に対峙し得る国家が存在しない現在、地政学的脅威から、脱空

間的脅威への対処に移行したとの指摘もある。一方、対テロ戦争の場となったアフガ

ニスタンやイラクは、単に石油などの資源確保、対テロ戦争という非対称の軍事行動

という明白な意味合いのほか、ルーカス教授は、イラン・サウジアラビア・トルコと

いった拠点を抑える要（“Key of the Dome”）として、米国の覇権による新世界秩序

樹立にとっても地政学的な重要性を有していると指摘している。まさに、ブレジンス

キーの｢ユーラシアン・バルカン｣にあたる地域である。すなわち、非対称的脅威にも

かかわらず、依然として地政学は意義を失っていないことをルーカス教授は示してい

るのである。 

 

おわりに－日本の地政学のあるべき姿－ 

 

 マルクス主義が地理的決定論を否定していたこともあり、地政学をファシストの理
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論と批判したロシアにおいても、冷戦終結後、地政学は学問として認知されるように

なり、マッキンダーからブレジンスキーまで教材となっている。一方、日本と同様に

ナチズムとの関連から地政学がタブー視されたドイツにおいても、ベルリンの壁崩

壊・統一は、東西対立の二極構造から、ユーラシアの周辺に位置する中欧の大国とし

ての意識を強め、かつての生存圏とは異なった新たな地政学的思考が復活しつつあり、

｢地政学のルネッサンス｣とも称されている。 

 しかしまだ、日本の地政学をめぐる状況は、旧態依然としたものである。したがっ

て、今後の日本は、地政学をタブー視、または政治化させることなく、先ず冷静に学

問として発展させていくことが求められている。その際、古典的な地政学の理論を無

批判にそのまま適用するのでもなく、かといって技術の進歩は地政学を無意味にした

といって全面的に放棄すべきでもない。地理的要因は、絶対的なものでも無意味なも

のでもなく、相対的なものであるとの認識を持ちつつ、ユーラシアといった｢世界的な

視野｣から、地政学の枠組みで現実の動きを観察することが必要ではなかろうか。 

 １９９７年、ユーラシア大陸の変動が日本に及ぼす影響といった視点から２１世紀

を見通して、｢太平洋から見たユーラシア外交｣が橋本首相によって提唱された。これ

は、元来ユーラシア中心部の動向に無関心であった日本外交にとっては、画期的な政

策であったが、現在では頓挫した状態である。 

 一方、旧来の地政学が欧州を対象としていた欠陥も踏まえ、領土狭隘、少資源で貿

易に依存する極東の島国といった所与の条件を踏まえたうえで、日本独自の地政学的

視点を編み出すことが求められている。その際、海洋国家 VS 大陸国家、大日本主義

VS 小日本主義、さらには後藤新平の｢新旧大陸対峙論｣、稲垣満二郎の｢環太平洋構想｣

といった近代日本の地政学的思考の歩みにおける正負の遺産を各々再検証することが

必要ではないだろうか。ルーカス教授がまさに、最後に、地政学において必要な心得

として、脅威となる可能性の検証、対象の冷静な分析とともに、歴史の教訓の活用を

挙げているように。 

 

 

※ 記事に関する御意見、御質問等は下記へお寄せ下さい。 

なお、記事の無断引用はお断りします。 

防衛研究所企画室 

専用線 : ８－７５－６５２２、６５８８ 

外 線 : ０３－３７１３－５９１２ 

ＦＡＸ : ０３－３７１３－６１４９ 

E-mail :  nidsnews@nids.go.jp 

※ 防衛研究所ホームページ：http://www.nids.go.jp 
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http://www.nids.go.jp/
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