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はじめに

　今春、政治学者の北岡伸一が『世界地図を読み直す―協力と均衡の地政学』（2019 年）を刊
行した。著者本人は明記していないが、以前にも高坂正堯（1934 年～ 1996 年）の『海洋国家日
本の構想』（1965 年）を念頭に置いて「海洋国家日本の戦略―福沢諭吉から吉田茂まで」を著
しているだけに（北岡 2015: 225）、最新刊の表題も、同じ高坂の『世界地図の中で考える』（1968
年）を意識した命名ではないかと思われる。
　近年、没後 20 年を経過した高坂の回顧がつづいている。高坂と同様に「現実主義者」と呼ばれ
た論客の相次ぐ他界 1、あるいは高坂にとっては論敵であった坂本義和（1927 年～ 2014 年）の自
伝（『人間と国家―ある政治学徒の回想』上・下、2011 年）出版と逝去など、今日になって高
坂が顧みられる理由はいくつも考えられるが、その最大のものは日米関係の変容であろう。集団
的自衛権の行使を容認する法的な可否と政治的な是非が喧しく論争されていた 2010 年代なかば、
講和論争の延長線上で激しく批判されていた日米安全保障条約を 1960 年代の初頭に強力に援護
した政治学者の思想が再び脚光を浴びたとしても、何ら不思議ではない。最近の伝記類が政治史
の専門家によって多く書かれている事実が（五百旗頭・中西 2016, 服部 2018）2、このような流行
の背景を示唆している。
　北岡の場合も、現代の日米関係を念頭に置きつつ、高坂の古書を書架から引っ張り出したと考
えられる。北岡は、福沢諭吉からつづく「海洋国家」思想の系譜を素描し、そのなかに高坂が主
題にした吉田茂の思想を位置づけるとともに、同時多発テロ事件後にインド洋およびイラクに自
衛隊を派遣した政府の決断も「通商の利益を守るという点では、吉田路線の延長線上にあるとい
うことも、なお可能であろう」（北岡 2015: 238）と論じた。しかし、高坂より「海洋国家」や「世
界地図」などの語を借用し、高坂の「現実主義」ではなく、その地理に依拠した思考を引き継ぐ
北岡の発想は、やや異色の観がある。
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1 2007 年から 2009 年にかけ、衛藤瀋吉、永井陽之助、神谷不二、蠟山道雄、と「現実主義者」として知
られた人々が相次いで亡くなった。ここで「現実主義」ないしは「リアリズム」とは、「国際関係を自
己利益の増進を図る国家間の権力闘争とみる見方」（神谷 2012: 16）を指す。

2 なお、高坂正堯に焦点を絞り込んでいなくても、いわゆる「現実主義」思想の回顧（神谷 2012a、神谷 
2012b、村田 2009）、あるいは国際政治学・国際関係論の学説史（大矢根 2016、岸野 2017）のなかでは、
常に高坂の著作が顧みられる。



　齢三十にもみたない高坂を論壇の寵児に押し上げた「現実主義者の平和論」（『中央公論』1963
年 1 月号）に関する解説や批評は枚挙にいとまがないが、その論文を収録した高坂の論文集が『海
洋国家日本の構想』と題されている理由は、これまで十分に考察されてこなかった。論文集全体
を視野に収め、書名と同名の論文にまで視線をのばす研究者も、イギリスと日本を対比する目的
以外、高坂が日本を殊更に「海洋国家」と特徴づけた理由を探ってはいない（中西 2016: 206-08, 

服部 2018: 73-76）。しかし、実際の高坂は、海洋に囲まれた国土という地理的な条件についても、
先行研究を踏まえつつ、そこに独自性を添えた主張を展開している。
　科学技術の発達と交通手段の選択との必ずしも一対一には対応しない関係を歴史的に通観した
高坂は、すでに航空機が存在する今日にあっても、費用の側面を考慮すれば、依然として船舶に
よる海上輸送が優位性を保っていると指摘した。このように地理的な条件が政治に及ぼす影響を
追究する思考様式は、一般的に地政学と呼ばれる。現に高坂は、「地政学者マッキンダー」の学説
を詳細に検討する作業を経て上述の見解に達するとともに、「地理的条件は外交政策を決定するき
わめて重要な要因である」（高坂 1998: 192）と力説したのである。
　本稿は、これまで高坂に関する研究では顧みられてこなかった地政学の側面に注目し、高坂が
地政学的な思索に踏み出すに至る思想史的な過程を描き出す。まず、第一節は、1930 年代終盤か
ら 40 年代初頭にかけてドイツ地政学の台頭を誘発した政治的な背景を描き、つづく第二節は、20
世紀初頭にまで遡り、そのころにドイツの地理学が政治学者に参照されはじめた理由を探る。こ
のような（国際）政治学の知的伝統との格闘を経て、高坂は自らの「海洋国家日本の構想」を提
示した。その様子が第三節で描写されたのち、その忘却が引き起こしかねない問題の指摘をもっ
て本稿は締めくくられる。
　
1．「大東亜共栄圏」構想と地政学

　地理的条件が政治に及ぼす影響の重要性を説いた政治学者は、高坂正堯が唯一でも最初でもな
い。たとえば、日本国際政治学会を創設した初代理事長の神川彦松は、機関誌の第二号に「わが
国の地政学的条件は、わが国の外交を規定する第一の永久的基盤である」（神川 1957: 2）と書き
つづっている。この教条的な言説は戦前の 1942 年に起源があり、その際にも神川は、日本の「地
理的条件」こそ「我が対外政策乃至活動の第一の永久的基礎を形成するものである」と強調して
いた（神川 1970: 316）。しかし、このような戦前の地政学は、長らく思想史・学説史研究の射程
外に置かれてきた。神川の地政学を顧みた希少な論考も、もっぱら戦後に刊行された『日本外交
の再出発―祖国の自由と独立のために』（1960 年）の記述に依拠している（永井 1997: 220-29）。
1970 年代なかばに戦前日本の地政学を素描した地理学者は、次のように従前の研究史を総括して
いる。

第二次世界大戦後の日本においては、ゲオポリティクに対する批判がほとんどなされなかっ
た。「公職追放」というかたちで、何人かの戦時中のゲオポリティクの論客が大学を去り、彼
らを政治的、社会的に葬ったということで、以後ゲオポリティクは、学界において、いわばネ
ガティヴ・タブーとなり、それに対する科学的検討はなされないままであった（竹内 1974）。

　このような地政学史研究の総括は現在に至るまで引用されているが（庄司 2006: 17）、この通説
には若干の修正を施す必要があるように思われる。戦後の日本では、たしかに「地政学」という
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呼称の使用が控えられてきた様子は見受けられよう。たとえば、高坂の『海洋国家日本の構想』
を開いても、本文上には一度も「地政学」の語は登場せず、註のなかで「地政学者の失敗は国際
政治における地理的条件の重要視が間違っていることを示すものではない」（高坂 1998: 192）と弁
明を添えて地政学に言及しているにすぎない。神川の地政学に焦点をあてた論考も、表題は「神
川彦松の権力政治思想形成に関する一考察」（永井 1997）であり、そこに「地政学」は明記され
ていない。
　しかし、その論文が例証しているとおり、戦後においても地政学が全面的に忌避されていたわ
けではない。実態としては、一部の地政学理論が顧みられなくなったにすぎず、その理由につい
ても、それが戦争の記憶と結びつけられて「ネガティヴ・タブー」と化した面は否めないとして
も、それが実践的な価値を失った面も見落としてはなるまい。
　このような地政学の転換を鮮明に映し出しているのが、戦前から戦後にかけて著述活動をつづ
けた神川の思想遍歴である。太平洋戦争が勃発する直前の1941年12月に設立された日本地政学協
会に評議員および顧問として参加した神川は、機関誌『地政学』の創刊号に巻頭論文として「世
界新秩序と大地域主義」を寄稿した。この表題からも想像がつくとおり、神川の論文は、地政学
的な知見を参照しつつ、時局に迎合した無数の論説と同じ政治的な含意を共有している。神川が
提唱する「世界新秩序」とは、ドイツや日本の計画していた「大陸的・地域的・共同体」（神川 

1942: 7）が、互いに拮抗しながら共存する新たな世界であった。それは、指摘するまでもなく、
「大東亜共栄圏」構想に学問的な裏づけを与えている。
　ただし、神川の巻頭論文には、同様の意図で地政学を援用した数多くの論説にはみられない特
徴があった。というのも神川は、そのなかで一度もカール・ハウスホーファーに論及していない
のである。ハウスホーファー（Karl Haushofer, 1869-1946）とは、植民地の剥奪と領土の分離に対
する不満が渦巻く第一次大戦後のドイツにおいて、『地政学雑誌』を創刊するなど、地政学の普及
に努めたドイツ人地政学者である。着想の起源は「地政学」の造語者であるスウェーデン人政治
学者ルドルフ・チェレーン（Rudolf Kjellén, 1864-1922）の学説にあり、ハウスホーファーはチェ
レーンの『諸大国』（Die Großmächte, 1914）を編集しなおして出版したばかりか、その続編まで
自ら編んでいる（Mattern 1942: 104-05）。著書『わが闘争』のなかで「生存圏」の語を多用したヒ
トラーにも、ルドルフ・ヘス（Rudolf Heß）を介してハウスホーファーの感化が及んでいると考
えられ、戦時中のアメリカでは、ハウスホーファーは 1000 人超の所員を抱えた架空の地政学研究
所を率いる人物として映画にも登場していた（Ó Tuathail 1996: 120-21）。
　そのハウスホーファーは、駐在武官として日露戦争後の日本で二年間を過ごし、その経歴をいか
して『大日本』（Dai Nihon）などの日本を主題とする著書も出版していた。また、大西洋とは異質
で独特の秩序を形成している自己完結的な地域として太平洋を描き、大陸への進出にとらわれて
いた日本が太平洋方面へと回帰する地理的かつ歴史的な必然性を説くとともに、そこへの闖入者
にほかならない英米両国との将来的な衝突を見通した『太平洋地政学』（Geopolitik des Pazifischen 

Ozeans, 1924）は、日中戦争の長期化が帰結した「南進」を受け、にわかに脚光を浴びるに至っ
た。1939 年から 1943 年までの期間だけで、ハウスホーファーの著書や論文が 18 点も翻訳されて
いる（柴田 2016: 377）。
　神川が評議員を務めた日本地政学協会も、ハウスホーファーの受容に一役買い、機関誌上に二
号にわたって「民族の生活空間」（ハウスホーファ 1942a, ハウスホーファ 1942b）の翻訳を掲載し
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ている。神川と同じく東京帝国大学法学部の教授であり、神川と同様に小野塚喜平次が主宰する
政治学研究会に参加していた蠟山政道も、太平洋協会が主催した「学術講習会」で「大東亜広域
圏」の「地政学的考察」を講じ、その参考文献として『太平洋地政学』を挙げたうえ、その邦訳
が太平洋協会より刊行される予定にもふれている（蠟山 1941: 57）。
　太平洋協会をハウスホーファーの紹介に駆り立てたのは、「大東亜共栄圏」構想と親和的な『太
平洋地政学』の時局的な価値ばかりではなかったのかもしれない。太平洋協会の会長なき副会長
職に就いていた松岡洋右は、外相になって「大東亜共栄圏」の建設と並行して「日ソ独伊連合」

（三宅 2007）の形成をも模索したが、後者の政策もまた、ハウスホーファーが思い描いていた世
界戦略と合致していたのである。ハウスホーファー自身は、それを「大陸ブロック」構想と呼ん
だ。ユーラシア大陸の最奥部は外部からの接近が難しいため、そこを支配下に収めた勢力は軍事
的な優位性を手にすると指摘し、ドイツに対する警戒をイギリスに説いたマッキンダー（Halford 

Mackinder, 1861-1947）の理論を逆用したハウスホーファーは、ドイツとソ連に日本を加えた大陸
横断的な提携による英米両国の牽制を提唱していた。
　はじめて「大東亜共栄圏」という呼称を談話のなかで発表した日に、日独伊三国同盟の締結に
向けた交渉を始めるためにドイツ大使館を訪問した松岡は（三輪 1981: 223）、ハウスホーファー
の「大陸ブロック」構想を知っていたとみられる。実際にもハウスホーファーと松岡の間で接触が
あった。日ソ中立条約の締結に結実した訪欧に際して松岡に同行した窪井義道が、その間にミュン
ヘンに立ち寄ってハウスホーファーと面会していたのである（ハウスホーファー 1943: 訳者序 2）。
それに先立つ書簡のなかでハウスホーファーは、日ソ中立条約を「一つの偉大なる地政学的世界
観察、いや敢て申せば、一つの必然性に即したもの」と評し、松岡の英断を「政治家の傑作であ
る」と称賛した（ハウスホーファー 1943: 3）。ハウスホーファーは、松岡を外相に任命した首相の
近衛文麿とも早くから接触していたとみられ（Spang 2006: 148）、昭和研究会の一員であった亀井
貫一郎が 1937 年 9 月に「近衛内閣及び陸軍使節」としてドイツを訪れ、「日独ソ提携の推進を打
ち合わす」ために「ラウマー、ヘッス、ハウスホーファーと会談」したと備忘録に書き留めてい
る（日本近代史料研究会 1970: 200）。先述の蠟山政道も、昭和研究会の主要な構成員であった。
　
2．「過剰人口」と「生存圏」
　
　以上のように『太平洋地政学』と「大陸ブロック」構想の双方でハウスホーファーを参照する実
践的な理由があったにもかかわらず、神川彦松は『地政学』創刊号のなかでハウスホーファーの
著作に一切ふれていない。とはいえ、そのなかで神川が提唱した「大地域主義」は、ハウスホー
ファーをはじめとするドイツの地政学者たちと政策目標を共有している。神川のいう「大地域主
義」とは、換言すれば「日・独・伊の地域的・大陸的帝国主義」（神川 1942: 5）であった。
　しかも神川は、ラッツェル（Friedrich Ratzel, 1844-1904）に起源をもち、チェレーンを介してハ
ウスホーファーへと至るドイツ地政学の思想と諸概念に通じていた。ラッツェルは、『政治地理
学』（Politische Geographie, 1897）や『生存圏』（Der Lebensraum, 1901）などの書籍を著した生物
学出身の地理学者であり、その学説がチェレーンによって政治学に取り込まれ、地政学の基礎を
形づくったのである。神川が最初にチェレーンに言及したのは満州事変以前の 1925 年であり（神
川 1969a: 294）、世界恐慌期に国際貿易の縮小を説明するために神川が指摘した「民族主義とアウ
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タルキー」の論理的な一体性は（神川 1969b: 653）、チェレーンが提起した「アウタルキーの大法
則」を想起させる（チェレーン 1936: 100）。また、満州事変の勃発後、神川が満州の特徴を表現
するために使用した「国際中間地域」の概念は、本人によれば「政治地理学の鼻祖フリードリヒ・
ラッツェル」に由来するという（神川 1960: 107）。
　一般にドイツ地政学が流行する前から神川がラッツェルやチェレーンを参照していたのは、神
川が受けた教育の帰結であろう。神川が東京帝国大学で小野塚喜平次に学んだ政治学の講義は、
地政学を組み込んだチェレーンの「新国家学」（藤沢 1925）に似て、「領土ノ政治的観察」に一章
を割き（南原・蠟山・矢部 1963: 122）、小野塚が著した『政治学大綱』の「政治学参考書」一覧
には「Ratzel, Politische Geographie. 1897」が含まれていた。このような小野塚の政治学を学んでい
たからこそ、早くも 1925 年に藤沢親雄がチェレーンの学説を「新国家学」として紹介し、1930
年代までは無関係の分野で活躍していた川原次吉郎と井口一郎が日本地政学協会の理事に就いた
のであろう（春名 2018: 99-101）。
　学生時代の小野塚は、国際法学者の高橋作衛に頼まれてマハン（Alfred Mahan, 1840-1914）の

『海上権力史論』（The Influence of Sea Power upon History, 1660-1783, 1890）を訳出している（伊沢多
喜男伝記編纂委員会 1951: 43）。日露戦争中に東郷平八郎連合艦隊司令長官の先任参謀を務めた秋
山真之にはじまり、太平洋戦争中に軍令部の翻訳によって『米国海軍戦略』（Naval Strategy, 1911）
が再版されるまで、日本海軍に参照されつづけたマハンは（麻田 2010: 43-55）、工業生産の増加
に見合った交易の拡大を図るには、安全な海洋航路を確保する「制海権力」の掌握が必要になる
と説いたアメリカの海軍軍人であった。北進事変の終結後もつづくロシアの満州駐兵を危惧した
高橋は、小野塚が訳出したマハンの用語を借り、「満洲ノ略取ハ朝鮮ノ圧伏トナリ陸ニ海ニ其勢力
ヲ拡張シテ極東諸海ノ制海権力ヲ占有シ遂ニ日本ヲ海上ヨリ抑圧セントスルコトハ明火ヲ睹ルガ
如シ」（高橋 1904: 38）と主張したうえ、同じ東京帝国大学教授の戸水寛人らとともに山県有朋や
桂太郎らに早期の開戦を迫った（春名 2015: 154-55）。じつは小野塚も、高橋に誘われ、意見書を
送付した「七博士」の一人に加わっている。
　しかし、小野塚が開戦を支持した理由は、高橋が案じたロシアによる「制海権力」の掌握より
も、むしろ「七博士」のなかで高橋と対立した戸水の意見と近かった（春名 2015: 155-56）。戸水
は、現有の領土では増加する人口を収容しきれないため、大陸に「国民移住の地域」（戸水 1903: 

317）を確保しなければならないと主張していた。そして小野塚も、あくまでも「仮設ノ問題」と
断りつつも、「人口過剰ニ苦シム優等文化ノ一強国ガ其近隣ニ於テ好殖民地タルニ適スル劣等文化
ノ一弱国ヲ其膨脹範囲ト為シ得ル場合ニ於テ之ニ対シ如何ナル処分ヲ為スヘキカ」（小野塚 1904: 

1058）と問うた論文を開戦後に発表したのである。
　このような「人口過剰」の認識が、海洋航路の確保を重視するアメリカの海洋国家論ではなく、
空間として表現される「生存圏」の掌握をめざすドイツ地政学のほうへと小野塚の関心を向かわ
せたと考えられる。領土内の人口が「過剰」と考えられていれば、その国の知識人たちは、海外
に移民を送り出す必要性を説くであろう。しかし、周辺諸国が移民の受け入れを拒む場合、次の
選択肢として植民地の獲得が浮かび上がろう。ここに土地をめぐる闘争が帰結するが、ドイツ地
政学の「生存圏」は、このような思考回路に親和的な概念であった。多分にダーウィンに感化さ
れていたラッツェルは、「生物地理学研究」の副題をもつ著書『生存圏』のなかで、「空間こそ生
存の第一条件であり、ほかの生存条件―とりわけ食料―も空間を尺度として測られる」ため、
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自然界ばかりか人間社会においても、生存競争は「空間をめぐる闘争」として現れると論じてい
た（Ratzel 1901: 51）。
　1930 年代以降にドイツ地政学の受容と普及に主体的にかかわった知識人たちは、日本の人口が
領土に比して「過剰」であり、それゆえに移民の送り出しが欠かせないという認識を共有してい
た。とりわけ神川彦松は、移民の送り出しが閉ざされた末にドイツ地政学を手がかりとして自前
の解決策を模索するという順路を端的に例証している。アメリカで排日移民法が制定された際の
神川は、そもそも「我国より移住するに好適の地位にある大洋洲及び南北亜

マ マ

利加にして我国民に
開放されて居るとせば、我国には過剰人口の問題を生ずる余地がない」と批判するにとどまらず、
もし「我が国人が自由に之等の大陸に移入せんと欲せば強制的に其門戸を開放せしむるの外はな
いのが少くとも捷径であることは論を俟たない」とも述べ、武力を用いた力ずくの「門戸開放」
まで示唆している（神川 1972: 61）。
　ほかにも、チェレーンの政治学構想を体系的にまとめた『生活形態としての国家』（Der Staat als 

Lebensform, 1917）を翻訳し、日本地政学協会に評議員として参加した地理学者の阿部市五郎は、
日本人はドイツ人と同じ「空間なき国民」であり、したがって「到底その固有の島的領土に於て
のみその生活を全うすることを得ない」と主張した（阿部 1933: 4）。また、常務理事として太平
洋協会の運営を担った鶴見祐輔は、自らの状況認識を次のように語っていたという。

いま日本は支那事変で大陸の泥沼に足を踏みこんで、進むに進めず、退くに退けない、しか
しこのまま続けていたら日本は大変なことになる。かといって支那から手を引いても、この
狭い日本の国土だけでは日本人は生活できない。日本人の眼を大陸から南洋に向け、南方に
日本人は平和的に進出すべきだ、殊にニュウギニアは原住民も少なく未開発である、これを
買収して勤勉な日本人が植民すれば、それの方が大陸の戦費に比べれば遥かに安上りだ、し
かしそれを成功させるためには、何よりもアメリカとの間に話をつける必要がある（関 1975: 

202）。
　移民の受け入れを拒む国々に囲まれながら、それでも恒常的に海外に移民を送り出しつづけな
ければならないと考えられていたからこそ、新たな土地の囲い込みが切望されたのである。
　
3．大陸の囲い込みから開かれた海洋へ
　
　敗戦後に公職追放に処せられた神川彦松は、その間、自給自足的な複数の地域への分化という

「世界新秩序」像を早くも別の歴史観で塗り替えている。1947 年から 1950 年にかけ、四分冊から
なる大作の『近代国際政治史』を著した神川は、第一次大戦後のパリ講和会議までを叙述した末、
結果として「近世初頭この方、四世紀の久しきにわたつて演じ続けられた列強争覇の土俵の上に、
イギリスと、その与国である米国とが、真の勝利者として残つた」（神川 1967b: 756）とつづった。
イギリスが「海権力」として興隆する契機となったのは、1588 年のアルマダ海戦である。神川が
指摘するには、「イギリスが海上国、植民国、商工業国として、近代最大の帝国を建設するに至る
動機は実にこの海峡の一戦にある」（神川 1967a: 101）。なお、「航

シツピング

海と商
コ ン マ ー ス

工業と、海
ネービー

軍とは三位一
体の関係にある」という説は、神川自身も明記しているとおり、前節でふれた「米国の海権史家
マハン大佐」に由来する（神川 1967a: 102）。かつて小野塚喜平次が日露戦争に臨む日本にとって
は参考にならないと判断した「海洋国家」の戦略が、第一次大戦後に出現し、つづく第二次大戦
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で再確認された新たな国際秩序を的確に見通した理論として、弟子の神川によって再発見された
のである。
　もう一人、神川が参照しはじめた論者が、すでに紹介したマッキンダーである。米ソ両国の対
立によって色分けされた世界地図が、半世紀前にマッキンダーが提示した世界の地理的区分と概
ね合致していたからである。ここでマッキンダーの学説を詳述すると、ユーラシア大陸の最奥部
にあたる「ハート・ランド」を占有する勢力が出現すれば、そこは海上からの接近を受けつけな
い一方、大陸縁辺部の「沿海地域」を攻略するには絶好の拠点になるため、その勢力は大陸を越
えて「島嶼地域」にまで支配を広げられるという。それを冷戦期に翻案した神川は、「ハート・ラ
ンド」がソ連・東欧圏にあたり、「「島嶼地域」は一つの例外もなく、全然、米英海上権に支配さ
れ」、両者に挟まれた「「沿海地域」は、すべて、弱小の国家をもってみたされ」ていると論じた

（神川 1972: 1143）。
　マッキンダーの概念とマハンの論理を取り込んだ神川は、それを自身も正当化に加担した戦前
外交の批判にも振り向けた。日本は「海上権力の制圧する「島嶼的三日月地帯」に属している」に
もかかわらず、「わが国の指導者たちが、この地政学的根本事実を忘れた」ため、日本は「米・英
の海上権力と衝突し、ついに「全

トータル・デフィート

体的敗北」を喫するの外なきにいたった」という（神川 1957: 6）。 

神川自身が気づいていた様子はみられないが、ここで神川は自家撞着に陥っている。壮大な歴史叙
述をとおして海洋国家の優位を描き出す一方、それに対する危機の到来を指摘したマッキンダー
の予言が「まさしく適中している」と評価しているからである。
　この矛盾を正し、マハンとマッキンダーの双方を二十世紀後半に活かす思考回路を開いたのが
高坂正堯であった。高坂は、マッキンダーが「ハート・ランド」の優位を説くにあたって「鉄道
の重要性を過大評価していた」と指摘する（高坂 2000: 543）。マッキンダーには予測がつかなかっ
た航空機の急速な進歩により、鉄道が優位を誇った時代は短期間に幕を閉じる。ここで意外な展
開が待ち受けていた。移動の速度という側面で航空機の絶対的な優位が確立した反面、移動の費
用という点では、航空機どころか鉄道よりも古くから利用されてきた船舶が、かえって両者にま
さる交通手段として浮上したのである。
　高坂は、マッキンダーが「移動性を速度とコストに分けて考えていなかった」（高坂 2000: 552）
ため、鉄道を過大評価し、ひいては「ハート・ランド」の優位を過大に見積もる過ちを犯したと
批判する。とはいえ、「地理的要因がその時代によって、異なった技術水準のため異なった意味
を持つ」というマッキンダーの着想は、高坂も「現在も真実である」と認めている（高坂 2000: 

547）。このような時代を超えたマッキンダーとの「対話」をとおして、高坂は戦後の国際秩序に
適合した「海洋国家日本の構想」を描いたのである。高坂がみるに「太平洋戦争のもっとも簡単
で、そしてもっとも重要な事実は、アメリカ海軍が日本海軍を打ち破ったという事実なのであ」

（高坂 1998: 143）り、日本を「海外との貿易によって生きなくてはならない国」（高坂 1998: 156）
と認識するかぎり、世界の海洋を支配するに至った「アメリカ海軍に逆らって、日本は安全保障
を獲得することはできない」（高坂 1998: 173）。したがって、戦後の講和にあたって吉田茂の手
もとにあった選択肢は、高坂からみると「太平洋を完全に支配することになったアメリカ第七艦
隊を日本の盾とするか、それとも日本をその尖兵とするか」の二つにすぎなかった（高坂 1998: 

145）。戦後日本の針路を決定づけた吉田の選択は、このような地政学的な考察にもとづいて擁護
されたのである。

― 77 ―



　本文のなかでも、註としても、一度もマッキンダーの名が登場しないため、これまでの高坂に関
する研究では指摘されてこなかったが、高坂の著書『海洋国家日本の構想』には、マッキンダー
の精読から導き出された知見が持ち込まれている。増補版の刊行に際して新たに書き足された長
文の補注は、論文「地政学者マッキンダーに見る二十世紀前半の権力政治」（1967 年）の要約で
あり、たとえば、一馬力あたりの運搬可能な重量を陸・海・空で比較した表が、どちらにも掲載
されているのである。
　マッキンダーの学説を読み込み、その同時代的な意味を引き出した高坂は、神川彦松との間接
的な「対話」を意図していたのかもしれない。学究の道を歩みはじめた当初から国際政治学者を
自任していた第二世代の高坂にとり、国際政治学会を立ち上げた神川は、数少ない第一世代の先
人であった。その神川が硬直的に「わが国の地政学的条件は、わが国の外交を規定する永久的基
盤である」（神川 1957: 2）と学会の機関誌に書いていたからこそ、その断定調を取り除いて「地
理的条件は外交政策を決定するきわめて重要な要因である」（高坂 1998: 192）と高坂は論じたの
ではなかろうか。また、高坂が、「日本は歴史で初めて、東洋に「隣り合ってはいるが、決してそ
の一部ではない」という認識に立って行動すべきときを迎えている」（高坂 1998: 157）と宣言し
たときも 3、その念頭には、日本の「一方では大洋上に横わる島国であること、しかも同時に他
方では、アジア大陸の近くにあって大陸と密接不離の関係にあること、すなわち、「海洋性」と、

「大陸性」という相反する二つの特質を一身に兼ね具えているということ」（神川 1957: 2）を強調
した神川があったのではなかろうか。
　神川が抱いていた「過剰人口」の懸念についても、高坂は真正面から向き合いつつ、それを払拭
する視点を提示している。たしかに日本の国土は人口に比して狭く、しかも資源に恵まれていな
いが、工業に従事する場合は「人口が集中している方が生産性はあげやすい」うえ、戦後は「植
民地の独立によって西欧諸国による資源の独占が破れた」ため、交易をとおして天然資源の調達
が可能になったと高坂は指摘した（高坂 1998: 195）。

狭い、資源の少ない日本に大きな人口をかかえていることは、戦争前の日本人の大きな懸念
であった。しかし、日本が戦争に敗れて狭い国土がいっそう狭くなり、資源がいっそう乏し
くなったとき、歴史の皮肉のように、それは大した不利ではないことになってしまったので
ある（高坂 1998: 198）。

　このような神川との理論的な「対話」をつうじ、高坂は、戦前に台頭した「大陸国家」向けの
ドイツ地政学が再興する余地を塞ぐ一方、イギリスに向けたマッキンダーの警告やマハンの歴史
観など 4、「海洋国家」の戦略が継承されるための土壌を整えたのである。
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3 ここで高坂が参照している曽村保信は、日本が「すぐれて海洋的な生活のつよい国家である」のに対し、
中国のほうは「むろん大陸的な国家であ」り、しかも「海洋国の人間と、大陸国の人間とのあいだには、
はなはだしい性格のひらきがあって、後者はなかなか前者の手におえるものではない」と断定的に主張
していた（曽村 1964: 74）。

4 高坂は、マハンには直接的に言及していない。しかし、日本を「通商国民」と呼び、「小さな島国に
九千万の人口をかかえた日本が生きる道は、海外との貿易を通じてしかありえない」と主張するととも
に、海運業の同時代的な経営不振を深く憂慮する思考は（高坂 1998: 167-69）、多分にマハンの思想と重
なる。マハンは、「海上権力」の構成要素について以下のように述べている。

 生産、海運、植民地――この三者のなかに、海洋国家の政策およびその歴史を解き明かす鍵が求め
られる。つまり、生産があれば、生産物を交易する必要が生じ、その交易のために海運が必要になる。
また、植民地があれば、海運の操業を容易にして輸送量を拡大させ、また安全な拠点をふやすこと
で海運業を保護することができるのである（マハン 2010: 69）。



おわりに
　
　ここまでの三節で示されたとおり、高坂正堯の「海洋国家日本の構想」は、20 世紀初頭の小野
塚喜平次を起点とする政治学者による地政学受容の系譜上に位置づけられる。高坂本人も、先行
する伝統の批判的な継承を自覚していた形跡がある。高坂は、戦後も神川彦松の思考に付着して
いた「大陸国家」の残滓を洗い落とすとともに、地政学が陥りがちであった決定論の再発に対し
て予防線を張ったうえで、20 世紀初頭にマッキンダーが提起した地理学説と向き合った。その
作業をつうじて高坂が導き出した「海洋国家日本の構想」は、アメリカの海軍力を味方につけつ
つ、貿易によって資源の不足を補いながら大きな人口を活用する「通商国家」としての国家戦略
であった 5。
　高坂のあとも、マハンやマッキンダーを援用しながら「海洋国家」の外交指針を描き出す論者
がつづいた。高坂に先んじて日本を「海洋国」と呼び、高坂に「海洋国家日本の構想」のなかで
引用された政治学者の曽村保信は、その後も地政学の研究をつづけ、マッキンダー、ハウスホー
ファー、マハンの理論を概説した『地政学入門』（1984 年）を中央公論社の新書として刊行したの
ち、海洋に焦点を絞った『海の政治学』（1988 年）を同じく新書として上梓した。後者は、マハン
を明示的に引用してはいないものの、国際的な視点から「海でしか生きられぬ」日本の「シー・
パワー」が直面していた同時代の課題を解説している（曽村 1988）。また、防衛大学校教授の河
野収は、国民が「あらためて日本の海洋国的性格を再確認し、海洋国としての態度を確立しなけ
ればならない」（河野 1981: 203）と訴え、手始めに「日本の特性を解明する」学問として「日本
学」の確立を提唱した（河野 1981: 218）。あるいは、元海軍中尉で日本政治地理学会員であった
太田晃舜は、資源ナショナリズムが高まり、海洋の囲い込みが進行する時代のなかで日本の対外
戦略を考える手がかりとして『海洋の地政学』（1981 年）を著した。
　しかし、太田の著書に付された「悪の論理であなた方はゲオポリティクの概念を知ることが出
来た／これからは本格的に地政学に取組もう !!」の帯が示唆するとおり、表題に「地政学」を掲
げた書籍が次々と出版される端緒を開いたのは、倉前盛通の『悪の論理』（1977 年）であった（庄
司 2006: 19）。三年後に続編として『新・悪の論理』（1980 年）が刊行されるほど、同書は商業的
成功を収めた。それゆえ、太田の『海洋の政治学』は「倉前地政学につづく本格的地政学シリー
ズ」として売り出されたのである。
　とはいえ、倉前の成功は、地政学に「何やらあやしげな学問」（高木 1991: 845）という評価を
与えた観がある。日本は「海洋国」であり、したがって「地政学の発想も海洋型でなければなる
まい」と説き、戦後の復興は「無意識裡にすすめられた海洋型地政学のたまもの」にほかならな
いと言い添えるあたりまでは（倉前 1977: 31-32）、倉前と高坂の間に大きな差はみられない。しか
し、「十九世紀末以来、終始一貫して、マハンの教科書どおりに米国が行動してきた」（倉前 1977: 

38）という前提に立って日米関係史を叙述する段になると、もはや倉前には実証の可否を気にか
けている様子がみられない。倉前が描いた「悪の論理」の印象に引っ張られると、学究は地政学
に論及しづらくなろう。高坂の著作が詳細に顧みられる際も、その地政学的な思考ばかりは追究
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5 高坂の政治的・社会的な影響力については、たとえば、五百旗頭・中西（2016）や服部（2018）などを
参照のこと。



されない理由は、ここに見いだせるのかもしれない。
　大学の内外における地政学観の対照を鮮やかに映し出しているのが、政治学者の服部龍二が著
した『高坂正堯』（2018 年）と、それに対する出口治郎の書評である。企業経営者から大学学長
に転じた出口は、「マッキンダーや地政学を初めて教わった高坂先生の外書講読の授業は今でも鮮
明に覚えている」（『朝日新聞』、2018 年 12 月 22 日）と書き出しているが、伝記のほうのみを読
んだ者には、高坂が地政学を教えていたとは思いも寄らないであろう。長く大学外に身を置いて
いた者と大学内に居つづけた者との間には、高坂をめぐる記憶に差が生じているようである。
　しかし、今日に至り、大学人の間からも「海洋国家」日本像を基礎づけた地政学者として高坂
を再評価する風潮が出てきた。本稿の冒頭では、北岡伸一が高坂の著書を念頭に置いて『世界地
図を読み直す―協力と均衡の地政学』の表題をつけた可能性を指摘したが、今秋、政治学者の
竹田いさみが出版した『海の地政学』（2019 年）には、参考文献の一つとして高坂の『海洋国家
日本の構想』が明記されている。
　高坂の地政学的思考が見なおされる歴史的・政治的な背景は、『海の地政学』の章立てが端的に
物語る。最初の二章を省くと、第三章からは「海洋覇権の掌握に向かうアメリカ」「海洋ルールの
形成」「国際ルールに挑戦する中国」「海洋秩序を守る日本」とつづく（竹田 2019）。終章のなか
で、竹田は、東南アジア諸国の海上法執行能力や海上保安能力を強化するために日本の国際協力
機構（JICA）が実施している研修を紹介しているが、その国際協力機構の理事長は、ほかでもな
い北岡その人である。
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From the “Greater East-Asia Co-Prosperity Sphere”
to a “Maritime Nation”:
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The main theme of this article is to elucidate the geopolitical aspects of Kōsaka Masataka’s 
political thought. Being one of the most influential theorists of foreign policy in postwar Japan, the 
writings of Kōsaka have repeatedly been put to academic scrutiny. Nevertheless, his reference to past 
geopolitical thinkers has mostly been looked over.

This article starts with an overview of the development of geopolitical thought in the academic 
field of political studies starting in the early 20th century, which has been overlooked by contemporary 
historians as well. The faddish importation of German geopolitical theories in the late 1930s and early 
1940s is described as a mutational offshoot of an intellectual tradition originating in the teachings of 
Kiheiji Onozuka.

This article also suggests that Kōsaka seems to have been aware of this line of thought. While 
preserving the academic and practical relevance of geopolitical thinking, Kōsaka replaced the 
reference from German to Anglo-American geopolitics by negating the assumptions that underlain the 
prewar commitment to the former. Kōsaka’s justification of the postwar Japanese decision to enter into 
alliance with the United States was founded on such geopolitical consideration.
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