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要旨
19 世紀後半から 20 世紀にかけて国際法政策立案の際に地域の地理情報が重要視され始め
た。ここに国際法学と地理学の関係性の研究が着手され、様々な課題や方法が模索されてき
た。その成果は、意義や方向を現在も定めていないが、グローバリゼーションの進展は、国
家による当該問題関心の必要を高めている。
そこで本稿は、国際法学の側から、地理学および地理情報とどのように融合を図っていく
「論文」と略記）の紹介
べきかを模索することにした。即ち、Osofsky(2007)1 論文（以下、
と分析を通じて、その融合方法の糸口を示すことにした。
「論文」は、大学内部での両学問の関係性に絞って議論されている。しかし、その展開は、
外部社会からの暗黙の要請を受けていた。それは、19 世紀中後半以降の米国のモンロー主
義とその拡大解釈、即ち孤立主義から国際主義への転換であった。政府の政策と大学との連
動という実践的研究の文化を持つ米国アカデミズムの当然の関心と対応であった。
イェール大学の若手による「国際法学と地理学」研究は、この外部への大学内部からの運
動であった。当時の米国の外交政策の転換という事実を背景に読み込めば、
「論文」の意図
を正確に理解できよう。
キーワード：
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研究目的
本稿の目的は、
「国際法学と地理学」研究の最近の著作である「論文」2 に依拠しつつ、両
学問をどのように融合させるべきかについての手がかりを得ることにある。即ち、両学問の
融合がどのような文脈から生じてきたかを特に明らかにすることを目的としている。

問題の所在
19 世紀後半から 20 世紀にかけて国際法政策立案の際に地域の地理情報の重要性が認識さ
れ始めた。もっとも、19 世紀後半以降の他の専門分野同様、アカデミズムの世界では歴史
的方法ほど地理的方法の重要性が認識されてはいなかった 3。それでも、後発的に国際法学
と地理学の双方から同量の関心ではないが、
「国際法学と地理学との関係性の研究」が着手
されるようになった。この研究は、現在に至るまで、国際法学や地理学の双方で様々な課題
が設定され、様々な方法でもって試みられてきた。しかし、この問題への関心の低下はもち
ろんのこととして、その成果はもとより、研究自体の意義や方向も定まっていない。
他方、グローバリゼーションの進展は、国家による多様な地域の地理情報を収集と国際法
政策へのその応用の必要を高めている。研究の停滞と必要の増大との反比例状況の中で、国
際法学の側から何らかの対応をすることは必要であろう。上記目的の通り、本稿は、現代に
おいて国際法学の側から、地理学および地理情報とどのようにコラボレーションを図るべき
なのかという問題関心への答えを試みるものである。即ち、この問題に関する最近の著作で
ある「論文」からこの問題の現代における意義を再確認するものである。そして、この再確
認という作業を通じて、
「国際法学と地理学との関係性」の国際法学研究の出発点にもしよ
うとするものである。
「論文」は、アカデミズム内部で生じた「国際法学と地理学との関係性」という問題関心
の展開に絞って議論をしている。しかしながら、このアカデミズム内部での展開は、大学の
外部からの暗黙の要請＝社会的要請に刺激を受けてなされたものである。それは、19 世紀
中後半から展開される米国の世界政策への関心への対応であった。モンロー主義の自縛から
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自らを解放して、帝国主義的進出をしていったことがその外部要因であった。政府の政策と
大学との連動という文化を持つ米国アカデミズムの当然の関心の形成と対応であった。
従って以下、本稿では、次のような要領で「論文」の紹介、分析、評価を行う。先ず、序
論では、先行研究の紹介と本稿で期待される結論が示される。次に第 1 章は、
「論文」の内
容を紹介する。その上で、第 2 章と第 3 章は、
「論文」を分析する。第 2 章は、
「論文」の意
図をより明確にするために、
大学内部でのアカデミック制度史の展開に限定するのではなく、
その外部にある当時の米国の社会状況が大学内部にどのような影響を与えたかを示す。
即ち、
大学と社会との関係という視点から、大学外での変革を説明することで、当該研究が生じた
外的要因を明らかにしたい。第 3 章は、大学内での変革を説明するが、
「論文」では両学問
のコラボレーションが現在に至るまで十分にはなされてこなかったことが指摘されている。
そこでは、しばしば地理学の大学内部におけるアカデミック制度構築の失敗の結果、現在ま
で十分に当該研究方法を確立するには至らなかったことが指摘されている。それ故、第 3 章
では、「論文」で指摘される失敗要因に更に検討を加えることによって、現代において当該
研究方法を模索していく上での教訓を得ようとしている。最後に結論では、こうした大学内
外での変革を踏まえて、
「論文」の評価を行う。より具体的には、当該研究方法を安定的に
模索する上での教訓として、当該研究方法が挫折しないためにどのような点に配慮する必要
があるかについて考える際に「論文」が評価できることを述べる。即ち、大学内外で配慮さ
れる必要がある点について若干の見解を述べる。加えて、以下で示す「期待される結論」に
ついて今後の課題を示すとともに総括を行う。

先行研究
では、現在、どのような「法学と地理学」あるいは「国際法学と地理学」に関する研究が
あるのだろうか。この点について簡単に触れることは、今後の研究の方向性や展開を見通す
上で重要である。先行研究の指摘については、
「論文」でも行われており、以下その内容に
言及する 4。
法学と地理学の交流が頻繁になったのは、1980 年代半ば以降であり、以下の出版物が編
「論文」によれば、これらは、法と物理的環境の変化との関係を研究したもので
纂された 5。
あり、その関心は、土地利用や地方自治体に関する問題に広がっていったと指摘されている 6。
更に、国際法学に関係のある内容では、地理学者が国民国家の分析を政治的で領域的な概念
として、深く結びつけ始めていたことを指摘している 7。
評価できる学際的交流が出現したのは、1990 年代半ばであり、Nicholas Blomley の 1994
年の著作、Law, Space and the Geographies of Power が総合的な評価を行なった 8。即ち、
これらの学がどのように関係している可能性があるかについて評価が行なわれたのである 9。
Richard Ford は、地理学を明確に法学研究に導入しており、Surveying Law and Borders
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についての討論会として 1996 年の Stanford Law Review にまとめている 10。これに伴い、
法学研究と地理学研究の歩調は、加速し、その範囲は、拡大したと評価されている 11。例え
ば、その頃から多くの研究が社会的正義と人種の問題を様々なスケールで扱った 12。
2000 年以降には、2 つの出版物が編纂された。それが The Legal Geographies Reader と
Law and Geography であり、法学が実際に対象とする多くの分野に地理学を結び付けて紹
介したのである 13。
1990 年代半ばには、
「国際法学と地理学」研究も現われ、その重要論文には、しばしばフー
コーを引用した批判的な視点を伴っている法学者の論文もあったことが指摘されている 14。
即ち、彼らは、分析を活気づけるために地理学の新しい研究手法を用いている 15。そうした
研究の歩みは、21 世紀に拍車がかかり、国際法学と地理学との関心に限って言えば、成長
していると評価している 16。また、オゾフスキー自身による取り組みにも言及している。即
ち、「論文」の契機となった会議やオゾフスキーが 2006-07 学年度に主催した国際法学と地
理学のラウンドテーブルの様々な実績である 17。これらの議論は、過去 25 年間にわたる法
学教育のより広い潮流の中に納まるものであり、それは、学際研究に立脚し、グローバリゼー
ションに結び付いているとの位置付けが行われている 18。
しかし、オゾフスキーが整理した研究以外にも新旧の研究が見受けられる。より年代の古
い研究に関しては、主にドイツにおける研究との関連でなされている 19。1990 年代から
2009 年にかけての研究に関してもまたいくつか存在する 20。それらの中には、地理学とい
うよりも地政学との関係を特に意識してまとめた研究や Manfred(1928) にも言及しつつ、地
理学の原初的な方法である地図を法との関係においてまとめた研究が見受けられる。また、
オゾフスキーも指摘したフーコーを引用した研究、あるいは、オートポイエーシス理論の適
用を試みた研究もなされている。加えて、オゾフスキー自身の論文も提出されている 21。例
えば、米国の 2 つの地理的に異なる都市、Portland と Tulsa を例として、気候変動に関す
る世界規模での都市間ネットワークや都市スケールでの多様なアクター（公共、民間、非営
利）の蓄積が国際法社会に与える影響力の重要性を指摘した研究である 22。
本稿では、これらに言及することを避け、存在を指摘するにとどめる。主要な研究に関し
ては、注 2 でも述べた通り、
「論文」後半の方法に関する論文で言及することにしたい。

期待される結論
本研究で期待される結論は、五点ある。第一は、領域問題等の空間に係る問題を考える場
合に、「国際法学と地理学」研究の分析枠組がどこから現われたかを可能な限り知ることは、
何もないところから始めるよりも意義がある。即ち、( 新 ) ニューヘブン学派の事例を参照
することで、新しい空間画定の方法を模索する上での手がかりを得ようとしている。第二は、
米国で「国際法学と地理学」研究という分野が依然として未確立であることを明らかにしよ
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うとしている。第三は、そのような状況であるために、日本が二重の輸入学問 23 という劣
勢状況を可能な限り避け、確立させる可能性があることを示唆しようとしている。第四は、
当該分野が実践的学問の要請に応えるものとして提起されたことが「論文」の意図であるこ
とを明らかにしようとしている。第五は、
「国際法学と地理学」研究という依然として未確
立の学問分野の学史上の整理を試みている。

第 1 章 「法学と地理学」小史
本章では、
「論文」の前半部分 24 に限定し、紹介する。その上で、次章では、当該論文の
内容に更に歴史的分析を加えることで、その意義をより明確にする。しかし、その前に同論
文の概要を簡単に要約しておきたい。
序論では、当該論文の一般的意義について三点言及している。第一は、
「地理的概念にお
ける曖昧さを認識することは、ニューヘブン学派が恐らく実証主義者によらない批判を行な
「ニューヘブン学派に
うことにいくらか関心を払いやすくさせる」25 意義である。第二は、
「空間概念を踏まえない時間を
反省の必要性を自覚させる」26 意義である。そして第三に、
誇張する危険性があることを明らかにしている」27 点に意義がある。これら三つの点が本論
で ( 後半部分も含め ) 論証されている。
Ⅱ -A では、18 世紀以降の米国でのロースクールと地理学部における大学改革の歴史が取
り上げられている。そこでは、特に 20 世紀半ばの地理学が理論的に不作であり、それが地
理学部閉鎖事件の要因となったことが示されている。
Ⅱ -B では、米国の個別事例としてイェール大学におけるロースクールと地理学部の大学
改革史が取り上げられている。そこでは、当該事例が「国際法学と地理学」研究の萌芽が
20 世紀半ばにみられることが示されている。

第1節

Hari M. Osofsky 論文の視点：アカデミック制度史の視点

本節では、
「論文」で明示されている視点を 2 つ指摘しておきたい。
第一は、国際法学と地理学が結び付く大学制度の欠如に着目している点である。次節で紹
介する通り、そのような欠如の原因は双方にある。ひとつは、国際法学による地理学への関
心の希薄さである。とりわけ、20 世紀半ばにおいて、法学が大学での支配的地位を確立し、
他分野との連携が増大していたにもかかわらず、
地理学との連携が希薄であった時代である。
「論文」は、そのような時代状況の中での稀有な例として、イェール大学におけるニューヘ
ブン学派の事例を取り上げている。しかし、国際法学による地理学への関心の希薄さは、も
うひとつの原因に根本的に関係している。それは、米国の大学で地理学が批判されたことで
ある。即ち、地理学における理論の不作の結果として、大学制度の発達が見られなかったこ
とである。
これら二つが国際法学と地理学による連携の欠如の原因であると指摘されている。
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第二は、地理学部が不連続な発展を遂げてきたにもかかわらず、ニューヘブン学派による
地理学との連携が生じたことに着目している点である。この視点は、本稿が明らかにしよう
としている意義とも関係している。即ち、本稿は、国際法学と地理学の連携が、米国におけ
る対外政策の立案に有益な実践的学問の必要から生じたと位置付けようとしている点に意義
があると考えている。
「論文」は、このような意義を明示的に述べてはいない。しかし、20
世紀半ば、米国の大学において法学が学際研究に関与したにもかかわらず、地理学との制度
的連携が見られなかった中で、ニューヘブン学派による地理学への関心が見られたことが指
摘されている。この指摘は、米国が孤立主義から国際主義へ転換していく歴史的文脈と重な
るものであり、ニューヘブン学派がそうした連携の事例として主張されていると考えられる
のである。更に言えば、
より明確に実践的学問として連携させようとしているのが現在の
「新
ニューヘブン学派」であると見ていると言えよう。第二の視点は、そうした連携が地理学部
との明確な制度的連携なしに生じたというものである。
以上のように、
「論文」の前半部分の視点は、国際法学と地理学が結び付く大学制度の欠
如とイェール大学地理学部の不連続な発展に向けられている。即ち、当該視点は、大学制度
の発展史に向けられており、国際法学と地理学が結び付く意義それ自体には向けられていな
いことに留意する必要があろう。

第2節

米国における法学と地理学のアカデミック制度史

本節では、
「論文」を下敷きに「国際法学と地理学」研究の一潮流としての米国、
特にイェー
ル大学の事例を紹介したい。即ち、米国におけるロースクールと地理学部の交流と大学改革
の歴史がどのようなものであったかを紹介したい 28。オゾフスキーによって明確に時期区分
がなされているわけではない。しかし、米国における当該歴史的展開は、大きく 4 つの時期
に区分して読み込むことができる。第一の時期は、17 世紀あるいは 18 世紀に端を発し、19
世紀の終わり頃に双方が何とか大学に地位を確保する時期である 29。第二の時期は、20 世
紀前半、双方が異なる立場となる時期である。即ち、地理学の場合、第一次世界戦争の煽り
を部分的に受け、学生数が増大 30 したにもかかわらず、学問的には過小評価 31 された時期
である。これに対し、法学の場合、学生数 32 においても、学問的 33 にも成長した時期である。
第三の時期は、20 世紀後半、法学と地理学が学際的交流をほとんどなくした時期である。
即ち、地理学の場合、多くの大学で学部が閉鎖 34 され、危機 35 と内省 36 を引き起こした時
期である。もっとも、1980 年代に一時、減少するものの、1970 年代初めに地理学の学位を
取得する学生数がピークとなった時期でもある。他方、法学の場合、エリート校において支
配的な地位にあった時期である 37。しかし、地理学の内省は、法学との学際的交流の基礎を
築いたのである。即ち、第四の時期は、1980 年代半ば、双方の交流が頻繁になり、1990 年
代半ば以降、その研究成果が増大する時期である 38。この点については、既に序論で「法学
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と地理学」の先行研究に言及した。このように、
地理学は不連続な発展傾向にあるのに対し、
法学は大学における支配的な地位の確立に努めてきたことが対比されている。その上で、米
国における双方の交流に関する個別事例として、
「論文」は、イェール大学の事例を 4 つの
発展段階に区分している。第一段階は、誕生の時代である。地理学の場合、イェール大学創
設の 18 世紀初期に端を発し、とりわけ 1770 年代から 1825 年にかけて成長したものの、
1825 年に履修科目から除外された。これに対し、法学の場合、Yale College と提携し、イェー
ル大学ロースクールとなったのは、地理学成長の第一段階も終わりの頃であった。第二段階
は、 発 展 の た め の 制 度 的 基 礎 を 築 い た。 地 理 学 の 場 合 に は、19 世 紀 後 半、Daniel Coit
Gilman、Francis Walker、William H. Brewer の三人の学者によって基礎が築かれた 39。法
学の場合には、不安定な地位 40 に置かれつつも学際的観点の基礎 41 を地理学の第二段階と
第三段階の時期に築いた。第三段階は、20 世紀前半に双方が共に発展した時期であるが 42、
双方の交流が見られなかった時期である 43。もっとも、20 世紀初めから 1915 年にかけて地
質学部を牽引し、その中に地理学部を生み出した Herbert E. Gregory44 が辞任すると、当該
部門は廃止となった。他方、ニューヘブン学派においては、Myres McDougal と Harold
Lasswell が 1930 年代にイェール大学の教授となり、最初の共同出版物が法学教育の再考を
もたらし、ニューヘブン学派を支える構想の端緒となった。第四段階は、20 世紀半ば以降
であり、限定的ではあるが交流が見られた時期である。即ち、1949 年に開設された地理学
部が 1967 年に廃止されたにもかかわらず 45、ニューヘブン学派が地理学に影響を受けた時
「論文」によれば、不連続な発展段階に関する最も重要なことは、次の点である。
期である 46。
即ち、イェール大学ロースクールは、19 世紀末に学際研究へ関与した。それにもかかわらず、
法社会学のような学際的意義のある研究は、20 世紀初めのイェール大学での地理学のピー
クの後に起こったのである。

第3節

小括

以上、本章では、米国の大学、特にイェール大学における大学改革の不連続な発展史につ
いて紹介を行なってきた。そこでは、ロースクールと地理学部との学際的交流が長らく見ら
れなかったとの指摘を行なった。その原因は、とりわけ 20 世紀前半における理論上の不作
であり、以後、地理学が過小評価されたことに伴い、地理学部閉鎖事件が生じたことにあっ
た。これに対して、法学は、支配的な地位を確立するに至った。そうした地位を確立する中
で、ニューヘブン学派の場合、学際研究への関心が高まった。
ところが、ニューヘブン学派の場合、地理的視点を取り入れていたものの、明確な学際研
究としては位置付けられなかった。それ故、1990 年代の地理学の復活を受けて、新ニュー
ヘブン学派は、地理学との学際研究を深める必要があることをオゾフスキーは指摘し、不連
続な発展史の中に自らを位置付けたのであった。
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こうした学際研究への関心の高まりは、第 2 章と第 3 章で分析するように、R・ジョンス
トンの社会と大学との関係に関する議論によって捉えることができる。即ち、ジョンストン
の言に従えば、
「アカデミック社会は決して閉鎖系ではなく , むしろそれをとりまく外部社
会から影響と支配とを受けているのである。したがって ,「対象としているアカデミックな
学問の環境を提供している外部社会の性質はどのようなものであり , 両社会はどのように作
用しあっているか？」
」47 を問うことが重要である。
従って、次章では、米国における社会環境がどのようなものであったかについて明らかに
する。それは、本章で既に取り上げてきた「論文」で暗示されている意義を明らかにするこ
とが意図されている。その上で、第 3 章では、社会の要求に対して大学がなぜ「国際法学と
地理学」研究として反応できなかったかについて述べることにしたい。

第2章

分析１：大学外での変革

本章は、大学を取り巻く社会環境がどのようなものであったかを見ることで、
「国際法学
と地理学」研究の発展史について「論文」が暗示した意義を明らかにしたい。即ち、社会環
境が大学に与えた影響についてである。前章は、大学内におけるアカデミック制度史につい
てであったが、本章は社会が大学にどのような要求をしたかに焦点を当てている。従って、
第 1 節では、どのような社会環境かについて、第 2 節では、社会がどのような要求を行なっ
たかについて、第 3 節では、どのような「国際法学と地理学」研究の方向性が考えられるか
について検討したい。

第1節

米国における対外政策上の要求

前章で整理した通り、国際法学と地理学との交流がイェール大学で現われたのは、20 世
紀初めないし 20 世紀半ば頃であったが、より評価される研究成果は、20 世紀も終わりの頃
であった。では、この頃の米国の大学を取り巻いていたのは、どのような社会環境であろう
か。端的に言えば、米国の対外政策が 19 世紀から 20 世紀への転換期において孤立主義から
国際主義へと転換したことであろう。
この転換が外交上の問題であると同時に国際法と地理上の問題であることを明確にするた
めにカール・シュミット『大地のノモス』48 を取り上げておくことは有益であろう。という
のも、この転換は、ラウム（空間）構造を秩序づける新しいノモスの変化の過程をも意味し
ているからである。どういうことか。
シュミットによれば、ノモス [Nomos] とは、
「以後に続くすべての基準を基礎づける最初
の測定 [Messung] についての、最初のラウム分割としての最初の陸地取得 [Landnahme] に
ついての、また始源的分割 [Ur-Teilung, Ur-Verteilung] についての、ギリシャ語」49 である。
これは、単なる国家などが制定する実定法を意味しない。いわば「秩序構成的秩序 [ordo
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ordinans]」50 であり、より根源的な秩序であると言える。こうしたシュミットの思考の根底
には、「
「法実証主義への強い批判」と、さらにはそれを克服するものとして、未完成ではあ
るが、
「ラウム思考の提唱」がある」51 との指摘がなされている。即ち、およそ現存する「法
的諸観念がラウム具備的な根源を持つ」52 と言う場合、それは法が空間的な側面を持ち、こ
の空間を認識させ、
秩序づけているノモスに関心を払う必要があることを喚起しているのだ。
では、どのような過程を経て、ノモスとして、法の空間的側面が認識され、秩序づけられ
るのであろうか。シュミットは、ノモスを構成する過程として三つ指摘している。それは、
取得、分割、
（所有を伴って生じる）生産の三つである 53。これらの関係が明確に規定可能
であったのは、18 世紀の産業革命までであり、地理上の発見以後にこれらの関係の前提条
件が徐々に変化していった。即ち、分割と生産の前提条件には、
（陸地）取得が当時の条件
としてあり 54、陸中心の世界観によって世界が規定されていた。この最初の尺度としての取
得は、それ以後の法関係を基礎づける法の起源となった 55。国際法もまた陸地取得の歴史の
中に位置付けることができ、シュミットが指摘する最初の大地のノモスに基づいて構成され
たのがヨーロッパ中心的な国際法、即ちヨーロッパ公法であった 56。
この最初の大地のノモス、あるいはこれに基づいたヨーロッパ公法は、16 世紀、18 世紀
における人間の技術的進歩に伴うラウム構造の変化の影響を受けるようになった 57。即ち、
陸地が海的な存在へ接近したことによってラウム構造が変化し、これによって大地の新しい
ノモスが把握され測定されるようになったからである 58。これに伴う国際法上の変化の始ま
りが以下に述べる 1823 年 12 月のモンロー宣言 59 であった。
19 世紀初頭に発せられた同宣言は、特に 19 世紀半ば以降に米国の対外政策において意義
を増大させた。即ち、同宣言の原初的意義は、米国が北米大陸で領土を拡張していく明白な
天命論に基づき、西半球を境界とすることで新大陸を旧大陸から分離させ、国土防衛を図る
ことにあった 60。これが孤立主義である。こうした米国の企てが持つ国際法と地理上の意義
は、旧大陸の秩序を拒否し、新しい秩序を西半球の中で涵養し、力を蓄える契機を与えたこ
とであった 61。例えば、他国の政府を承認する国際法の標準を民主的合法性とした米国は、
これを西半球における国際法の原則へと高めたのである 62。国際的デモクラシーという価値
を鍛え上げたこと、これがモンロー宣言の最大の役割であった。
こうした役割は、20 世紀初めの第一次世界戦争期以降、米国が同宣言の再解釈を行うこ
とで拡大された。即ち、米国は、西半球の勢力圏を維持するにあたって、東半球の勢力に対
トルー
処することが求められるようになったのである 63。同宣言の国際連盟における普遍化、
マン・ドクトリン等は、米国による地理的範囲の関心が拡張していったことに結び付いてい
る。こうして国際主義への転換は、米国の対外政策の立案に実践的学問を求めるようになっ
た。勿論、19 世紀においても、地誌情報を含む国際情報は必要とされていた。しかし、依
然として日本やベトナム、朝鮮半島等に関する西半球の外の国際情報への関心の高まりは、

─ 121 ─

十分でなかったのである 64。
つまり、外交手段のひとつが国際法であり、地理情報が国際法認識の基礎を与えるのだと
すれば、20 世紀の国際法学と同様、既に見た実際の評価は別にして、地理学もまた実践的
「論文」でのイェール大学の事例は、転換期
学問としての要求がなされていたのである 65。
における実践的学問としての「国際法学と地理学」研究の性格を指摘する意義があったと言
えよう。

第2節

社会による実践的研究の要求

前章で既に紹介したように、イェール大学では、20 世紀初めに地理学がピークを迎えた。
そこでは、国際法学と地理学が結び付く可能性のある研究が現われたことも述べた。この時
期における米国の大学における地理学は、環境決定論が批判され始め、地域研究や形態学的
研究へと移行していく停滞期であることも既に指摘した通りである。しかし、大学における
地理学のそうした評価はともかく、その関心は、他の社会科学同様、実践的学問の追究にあっ
た。過小評価されるに至った地域研究は、その後、地理学の科学的方法を追究しようとする
系統地理学への関心を喚起した 66 のであり、これらは補完関係にあると考えられるとの見
解も見られる 67。その意味で、リアルタイムで地理学では、大学で評価されるには至らず、
1990 年代の地理学の復活を待たなければならなかった。
20 世紀初め地理学に社会が何も要求しなかったかと言えば、そうではない。社会が地理
学に対して実践的研究を要求した事例はある。例えば、Isaiah Bowman の事例が挙げられ
る 68。ボウマンは、イェール大学で 1915 年まで自然地理学助教授を務めたが、これは 20 世
紀初めから同年にイェール大学で主導的な役割を果たしたグレゴリーと重なる時期であり、
ピークを迎える時期である。ボウマンを例として挙げたのは、単にイェール大学の事例とし
て適しているという理由からだけではない。学会と実務において戦時期に重要な役割を果た
した例として見ることができるからである。即ち、学会面では、1915 年にアメリカ地理学
会 の 会 長 と な り、20 年 間 同 学 会 の 積 極 的 調 査 活 動 を 指 導 し、16 年 に は、 同 学 会 か ら
Geographical Review 誌を発刊した。実務面では、第一次世界戦争末期に、ウィルソン大統
領のブレーントラストとなり、中心的役割を果たした。即ち、戦後のヨーロッパ大陸の国境
画定には政治地理学の専門家として参画したのである。更に、第二次世界戦争期にもルーズ
ベルト大統領顧問を務めた。
このような地位にあったボウマンは、地理学的方法として地図が有効であると指摘してい
た。即ち、「特定の領域で、量的な、即ち、統計的な地理的データを、たえず、次々と地図
学的に広げていく ( 地図に描くこと ) そして、それを地理学的方法で解釈することができる
限り解釈する、ということが地理学の寄与し得る貢献の主なものの一つである」69 と考えて
いた。しかし、ボウマンに限らず、そして地理学に限らず、学問が社会との関係を持つこと
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は、次章で示す第四の要因を巡る問題と結び付く。即ち、地理学が国家を支援する役割につ
いての問題である。これに対して、地理学が批判的に支援する選択肢をとるならば、現代の
地理学は、新しい方向性を示していると言える。次節では、実践的研究として「国際法学と
地理学」研究がどのような方向性を取り得るかについて若干の言及を行なう。

第3節

その必要性から生じた（る）
「法学と地理学」研究

では、実践的研究としての「国際法学と地理学」研究が取り得る方向性とは何か。ここで
は二点指摘しておきたい。
第一は、地図学の方法を国際法学と結び付けることである。とりわけ、現代の地図学にお
ける一潮流である GIS（地理情報システム）を国際法学と結び付けることである。この点に
ついて、
「論文」は、Alexander Murphy の言を借りて次のように指摘している。即ち、
GIS の潮流は、積極的であるとしながらも、法学と地理学の交流に対する壁は当面存在し続
けるだろうと指摘されている 70。しかし、そこでは、新ニューヘブン学派が GIS をどのよう
な立場で受け入れるか等についての方向性は示されていなかった。
Nadine Schurman が 1990 年代の GIS 論争について指摘するように、GIS はその普及度や
社会に与える影響からして無視できない存在となっている 71。批判するにせよ支持するにせ
よ GIS 研究が不可避となっているのだ。従って、GIS を含む地図学の導入は、依然として交
流の壁があるものの、視野に入れる必要があろう。
第二は、対象として航空宇宙の空間に関心を払うことであろう。このことは、現代のラウ
ム構造が明らかに変化しており、それ故に国際法学的検討を行うにあたって、大地の新しい
ノモスが把握され測定される必要がある。というのも、古い大地のノモスに基づいた国際法
学的検討は、誤った分析を示すおそれがあるからである。この点を想起すれば、航空宇宙を
視野に入れることは、
「国際法学と地理学」研究にとって不可避の方向性であると言えよう。

第3章
第1節

分析 2：大学内での変革
大学内におけるアカデミック制度構築の失敗要因

この点の詳細な論証について、
「論文」では、将来の課題とすることが述べられている。
しかし、限定的な検討であるとの前提において、
「論文」では、次のような見方がなされて
いる。即ち、理論上の不作に起因する地理学のアカデミック制度の衰退が双方の交流を妨げ
てきたとの見解である。オゾフスキーも指摘しているように、
従来、
双方の交流やアカデミッ
ク制度史に関する検討がなされてこなかった。それ故、双方の交流が 20 世紀の終わり頃ま
で明確に現われなかった原因についてのまとまった見解は提示されていなかった。
しかし、双方の交流史としてではなく、地理学の発展史に関する見解に依拠し、提示する
ならばいくつか指摘できよう。即ち、上記要因を含め四つの指摘がなされてきたのではない
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か。第一は、歴史学と地理学の学問的概念がしばしば曖昧であったことである。第二は、地
理学者自身がその学問的アイデンティティーの不安定さから自らの存在感を貶めてきたこと
である。第三は、上記要因である。ここでこの点を取り上げるのは、それが第四の要因との
関連で重要であるからである。即ち、第四の要因は、ある種の地理学は、大学の外で評価を
得てきたとする説である。次節では、これらの点について言及を行う。

第2節

四つの失敗要因

以下は、その四つの失敗要因である。
第一は、地理学と歴史学が概念上区分されていなかったことに起因するとの説である。即
ち、地理学の起源は、古代にまで遡ることができる。しかし、ヘロドトスのように地理学は
ほとんど歴史学とは区別されていなかった。この点は、多くの論者によって指摘されている 72。
即ち、ヨーロッパの伝統においては、
「歴史」という言葉がギリシア語の「ヒストリア
（ι
στ
ο
ρíα）」という広い意味で使われることがあり、
その言葉には「物語る（歴史学）
」と「記
述する（地理学）
」の両方の意味が含まれている。この未分化な状態が歴史学に対して地理
学を曖昧な位置にしてきた。地理学がひとつの「知」の領域として成立するのは、15 世紀
あるいは 17 世紀以降のことであり、それが空間科学として成立するのは、Immanuel Kant、
Alexander von Humboldt、そして Carl Ritter の時代からである。このような見方がどこま
で妥当であるかについての論証は難しい。しかし、19 世紀の社会科学の方法には、歴史学
が支配的な地位を占めてきたことは、事実である。このような歴史学による影響力について
の指摘も見られる。即ち、エドワード・W・ソジャ『ポストモダン地理学』である 73。また、
現在でも歴史的方法論の中に地理的視点を含める研究も見られる 74。
第二は、職業上の問題に起因するとの説である。例えば、野口泰生は、大学地理学科閉鎖
事件後、即ち 1990 年代の米国における地理学の動向を整理し、地理学が抱える問題を次の
ように指摘している。即ち、アメリカ地理学会 (AAG) 会長 Golledge の President’
s Column
を引用して、「私はこれまでに地理学者が、自分のルーツを否定するような行動をとるケー
スをたくさんみてきた。自分を地理学者と呼ぶことを拒否し、地球科学者とか統計学者とか
環境エンジニアという肩書を使う人、
自分の出版物に所属の地理学科を書かずに、
研究グルー
プや他の関係機関の名前を使う人、また、地理学が他の学問分野から軽んじられ、地理学者
だと明かすとフェローシップや科研費や契約を取り損なうと考えている人もいる。
」75 こうし
た職業上の問題に起因する地理学者の行動が地理学を危機に追い込んでいるとの見方があ
る。
第三は、理論上の不作がアカデミック制度の衰退に結び付いたとする説である。この点に
ついては「論文」でも指摘されている。Geoffrey J. Martin の見解に依拠して、イェール大
学における地理学部の最終的な廃止、つまり第四段階での廃止は、次の要素に起因するとの
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指摘がなされている 76。即ち、(1)「地理学に携わる教職員たちが出版物の評価を高められな
かった」
、(2) 彼らが「地理学の役割を総合科目として認め、独立した学問領域としなかった」、
(3) 地域研究に対する彼らの接近方法は、
「学問的な拠り所」
を持つものではなかった。従って、
地域研究への
「関与は失敗した」
。(4) イェール大学内では次のように認識していた。即ち、
「地
理学の学術的な業績が不足している」
、そして (5) 彼らは、最早、博士号を授与していなかっ
たし、
「中身のない (gut) 地理学課程」という特徴付けに異議を唱えることもほとんどなかっ
た。これら五つの点が指摘されている。理論上の不作についての指摘は、このうち三つ目の
点である。即ち、上述、第二の時期である 1920 年代から 1930 年代に環境決定論が批判され
始め、地域研究や形態学的研究の方向へと向かった。このことは、第三の時期にかかる 20
世紀半ばにおける米国の地理学と同様、イェール大学でも過小評価されたのである。そうし
た評価が結果としてなされたことに異論はない 77。しかし、このことは、第四の要因にみら
れる通り、大学内での評価はともかく、社会による地理学の評価が低かったということを必
ずしも意味しない。
第四に、ある種の地理学は、大学の外で評価を得てきたとする説である。即ち、軍事と地
理が常に重要な関係にあると指摘されてきたように、地理学は、国家を支援する役割を担っ
てきたとする説である。この点を巡っては、国家に有益であったとする見解と実際には無力
であったとする見解が見受けられる。
前者には、既に第 2 章第 2 節でも見たように、Isaiah Bowman の事例が見られる。しかし、
それ以外では例えば雑誌『ヘロドトス』での編集部との対談の中で指摘された M・フーコー
の見解がある 78。即ち、地理学的言説の本質的、戦略的な機能は、一覧ないしはカタログで
ある。この機能は、調査、測定、検証という三重の記録で構成されている。これら機能は、
生の状態では認識論的な深みに欠ける一方で、権力の諸装置のためには有益であった。とい
うのも、地理情報とはそれ自体では、学問的に評価され難いが、価値があるとされたのは、
実際には権力によってのみ使用できる性質のものであるからである。従って、これを扱う
17 世紀の旅行家、19 世紀の地理学者は、植民地当局、軍事戦略家、商人、あるいは実業家
にとって必要な情報エージェントであった。このような理解が編集部によって示されている 79。
フーコーは、ルイ 14 世統治時代の資料専門家が 17 世紀の外交文書を検討した事例をもとに
次のように指摘している 80。即ち、18 世紀の博物誌家や地理学者は、その旅行記において、
めずらしい話や信じがたいような植物、怪物のような動物のことを物語として報告している
ため、遅れた世間知らずと評価されることがある。しかし、その多くは、現実には一定のコー
ドを持った話であり、正確な情報だった。立ち寄った土地の軍事的状況、経済資源、市場な
どに関する地理情報であったことが指摘されている。
20 世紀の地理学についても類似の指摘が見られる。それは、ドイツ地政学などの敗戦国
における議論の中において見られる。即ち、後者の点にも関係するが、ドイツの場合には、K・
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ハウスホーファーの地政学理論がヒトラーやルドルフ・ヘスにどの程度、
与えたか否かを巡っ
ての論争がある 81。このことは、換言すれば、国家に有益な役割を果たしたか否かの証拠に
ついての論争でもある。米国の場合にも、例えば、Neil Smith による指摘がある。即ち、第
一次湾岸戦争で GIS が成果を上げた点を批判的に捉えており、Openshaw の言う「社会を
支援する道徳義務」82 というアピールは、誠実さに欠けると指摘している。
後者については、戦時中に諜報業務に従事した Ackerman の見解がある。即ち、戦時中
の情報分析にあたって、諜報の材料を提供するように求められた時、地理学者が提供したも
のは内容が著しく貧弱であったことが指摘されている 83。
これら四つの見解が他の社会科学における学際研究の発展と比較して遅く、20 世紀の終
わり頃まで明確に現われなかった原因として提示できる。いずれかの見解のみが地理学衰退
の原因となっているわけではなく、各要因が相互作用していると考えるのが妥当であろう。
しかし、その上で、第四の要因が第三の要因に影響を与えているように思われる。この点を
次節で検討したい。

第3節

地政学としての評価

「論文」でも指摘されている第三の要因に対し、本稿は、ひとつ留意点を指摘した。即ち、
確かに、地理学は、1990 年代に復活するまで地理学部閉鎖事件に見られるように大学制度
での評価を失った。しかし、第四の見解で示した通り、大学制度に影響を与える社会におい
ても地理学が全く評価されていなかった訳ではないことに留意する必要があろう。
結局のところ、これはどのような見方をするかによって変わる問題である。従って、重要
なことは、地理学はアカデミック制度の構築に失敗はしたが、その本質的な意義を保持し続
けていたということだ。即ち、オゾフスキーを含め、地理学史として語られる場合、その失
敗要因は理論上の不作として評価が収束しがちである。しかし、地理学が過小評価された
20 世紀半ばには、スパイクマンやハンス・モーゲンソー、クインシー・ライトのように地
理的見方の重要性を指摘する見解は確かにあった 84。
勿論、そうした論者は、地理学者としては認知されてはいないのであるから、地理学史の
中で語られない傾向にあるのは故なきことではない。しかし、そうした地理的見方が本来、
地理学の諸成果として認知される余地があったことも確かである。その余地がなかった理由
は二つ考えられよう。ひとつは、こうした地理的見方が国際関係論のディシプリンの中に組
み込まれたということである。もうひとつは、そうした諸成果が地理学としてではなく当時
の新興科学である地政学として社会には認知され、評価されたということが考えられる。
以上の理由もあって、地理学は、大学内におけるアカデミック制度の構築に失敗したと考
えられるのだ。つまり、
地理学は大学内で社会の要求に応えることができなかったのであり、
国際法学がそうしたアカデミック制度上の実態のない分野との連携を今日まで明確に行うに
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は至らなかったのではないだろうか。

結論
以上の大学内外からの分析によって、
「論文」について次のような評価を行なうことがで
きる。即ち、
「論文」には、明示的には、その序論の内容である 3 つの意義がある。しかし、
そこで暗示された意義には、
別にあった。即ち、
「国際法学と地理学」研究が「法と経済」、
「法
とジェンダー」
、
「法と社会」といった、いわゆるポストモダン法学が米国の対外政策の転換
という社会の変化に影響を受けたことである 85。このことが暗示された上で、そうした法学
運動と同時的に現われてこなかったのは、地理学が大学内にアカデミック制度を構築するこ
とに失敗したことが影響したと指摘した。この指摘の意義は、
「国際法学と地理学」研究を
成立させるには、大学内外に変化を求める必要があるとの教訓を得られることにある。
例えば大学内においては、地理学部閉鎖事件以後の大学制度の対応として、次のような傾
向が指摘されている。即ち、生き残りを賭けたフレキシブルな対応として、ハイブリッド学
科が創設される傾向にあることが指摘されている 86。もっとも、学部での「国際法学と地理
この種のハイブリッドな研究所の例は、
学」のハイブリッド学科の実現は困難 87 であろうが、
見受けられる。ダーラム大学の IBRU(International Boundaries Research Unit) は、英国で
あ る が そ の 例 で あ ろ う。 そ こ で の 近 年 の 取 り 組 み に は、 例 え ば、Training Workshop
Programme 2011 と

し

て Geographic Information in Boundary-Making & Dispute

Resolution88 がある。
大学外においては、
「社会から負託された独立性」を常に志向することである。即ち、学
問の自由を確保しながらも、社会からの負託に関与することである。さしあたり、三段階の
関与が想定できる 89。第一段階は、当該の課題に関連する決定論的・確率論的な科学的事実
のみの提供である。第二段階は、当該の課題をめぐり、当初の目的を含めて代替可能な目的
設定とそれにかかわる科学的事実とからなる、多様な選択肢集合を提供することである。そ
して第三段階は、第二段階の各選択肢に含まれる価値選択に関して、その合理的根拠の有無・
内容をも併せて提示することである。
「論文」の分析を通じて、以上のような評価を行うこ
とができよう。
序論で指摘した期待される五点の結論について述べておきたい。第二と第三の点について
は、次のような結論が得られた。即ち、新ニューヘブン学派は、この依然として未確立の学
問を近年、自覚的に追究しようとしている。このことからも、日本が二重の輸入学問という
状況を回避し、遅れることなく確立させる余地があることがわかる。他の点については、今
後の課題とともに以下に示したい。
第一に、発展史とは言え、その内容は、アカデミック制度史であり、
「国際法学と地理学」
研究の学説史ではない。今後、学説史として他の学説も含め整理していく必要があるであろ
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う。例えば、ドイツで 1928 年に提起された Manfred Langhans 論文の検討などである。
第二に、「論文」では、第一次、第二次世界戦争期のアカデミック制度史や地理学部にお
ける学生数の増大について言及されている。しかし、戦間期や戦後に地理学というよりも地
政学がどのように扱われ、
社会やアカデミック制度に影響を与えたかについては明確でない。
第三に、本稿で検討したイェール大学の事例について、オゾフスキーも指摘するように、
ニューヘブン学派と地理学との交流がどのような関係であったかがより明確にされる必要が
ある。
第四に、ニューヘブン学派の検討それ自体の理解、とりわけ地理的視点をどのように持っ
ているかについて分析する必要があろう。
第五に、地理学が社会では一定の評価を得ていたとの見方をした場合、なぜ大学では評価
されなかったのか。その理由について、第一、第二、第四の要因とそこから派生して、国際
関係論の中に取り込まれたこと、地政学として評価されたことを挙げた。しかし、本稿では、
社会がどのような状況にあったかを論証したものの、社会と大学との具体的な関係について
は、依然として論証が十分ではなかった。さらに実証的な検討が求められよう。
以上
1

Hari M. Osofsky, A Law and Geography Perspective on the New Haven School, 32 YALE J.
L L. 422, 422-452 (2007).
INT’

2

本稿は、近時の「法学と地理学」研究の中でも、特に「国際法と地理学」を主題とする「論文」
を下敷きにしている。「論文」は、前半が 18 世紀以降の米国におけるロースクールと地理学
部の大学改革の歴史、後半が方法論に関してであり、ニューヘブン学派の用いる地理概念に
ついて議論している。従って、本稿では紙幅の関係上、前半のみを取り上げ、後半は次号以
降の掲載を予定している。

3

19 世紀後半以降の歴史的見方の社会科学での台頭についての指摘は、エドワード・W・ソジャ
『ポストモダン地理学』（青土社、2005 年）5 頁。

4
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5
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Platt, Land Use and Society: Geography, Law, and Public Policy (1996); James L. Wescoat,
Integrated Water Development: Water Use and Conservation Practice In Western Colorado
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6

Id.
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8
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THE Right to the City: Social Justice and the Fight for Public Space (2003); Richard Thompson
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13 Id. at 433. Law and Geography (Jane Holder & Carolyn Harrison eds., 2003); The Legal
Geographies Reader: Law, Power and Space (Nicholas Blomley, David Delaney & Richard T.
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Id.

15
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Diplomacy: A Case from the Baltic Sea Region, 11 GEO. INT’
L ENVTL. L. REV. 77 (1998).;
Richard T. Ford, Law’
s Territory (A History of Jurisdiction), 97 MICH. L. REV. 843 (1999).;
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16

Id. Keith Aoki, Space Invaders: Critical Geography, the“Third World”in International Law
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of Climate Change Litigation: Implications for Transnational Regulatory Governance, 83
WASH. U. L. Q. 1789 (2005). オゾフスキーによれば、上記研究は、地理学研究を直接議論して
いるが、例えば、Kal Raustiala, The Geography of Justice, 73 FORDHAM L. REV. 101 (2005).
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19

例えば、Manfred Langhans-Ratzeburg, Begriff und Aufgaben der Geographischen Rechtswissenschaft
(Geojurisprudenz), Kurt Vowinckel Verlag, 1928, 75p.; Andrew Gyorgy, The Application of
German Geopolitics: Geo-Sciences, 37 AM. POL. SCI. REV. 677 (1943).; カール・シュミット『大
地のノモス』新田邦夫訳（慈学社、2007 年）556p.; Ernest S. Easterly, Ⅲ , Global Patterns of
Legal Systems: Notes Toward a New Geojurisprudence, 67 GEOGRAPHICAL REV. 209 (1977). ;
Bernhard Grossfeld, Comparative Law: Geography and Law, 82 MICH. L. REV. 1510 (19831984) . を挙げることができる。

20

W. Wesley Pue, Towards Geo-Jurisprudence? ― Formulating Research Agendas in Law and
Geography, 3 WINDSOR REV. LEGAL & SOC. ISSUES. 71 (1991).; John Paterson; Gunther
Teubner, Changing Maps: Empirical Legal Autopoiesis, 7 SOC. & LEGAL STUD. 1 (1998) .;
William Twining, Globalisation & Legal Theory, Cambridge UP, (2000).; Boaventura de
Sousa Santos, Toward a New Legal Common Sense, Butterworth, (2002).; Mark Kessler, Free
Speech Doctrine in American Political Culture: A Critical Legal Geography of Cultural
Politics, 6 CONN. PUB. INT. L. J. 205 (2007).; Miguel Schor, Mapping Comparative Judicial
Review, 7 WASH. U. GLOBAL STUD. L. REV. 257 (2008).; Chris Butler, Critical Legal Studies
and the Politics of Space, 18 SOC. & LEGAL STUD. 1 (2009).; Alexander Orakhelashvili,
International Law and Geopolitics: One Object, Conflicting Legitimacies ?, 39 NETH. YB.
INT’
L. L. 155 (2009).

21

Hari M. Osofsky and Janet Koven Levit, The Scale of Networks?: Local Climate Change
Coalitions, 8 CHI. J. INT’
L. L. 409 (2008).

22

Id. at 5.

23

例えば、日本の国際政治学者によって輸入されている学問それ自体がそもそも他分野からの
輸入学問であることを指摘する際に用いられている。田中明彦「序章

国際政治理論の再構築」

『国際政治』第 124 号（2000 年）3 頁。
24

Osofsky, supra note (1), at 421. 前半部分とは、次の内容をさす。
Ⅰ . 序論…p.422
Ⅱ . 過去篇：学際交流の壁…p.426
A. 米国の大学における地理学の否定 ( とその段階的な承認？ )…p.427
1. 米国の大学における地理学の始まり…p.428
2.「学術闘争」と学部廃止…p.430
3.「新しい」地理学と法学との連携…p.432
B. イェール大学における地理学と法学の発達…p.434
1. 初期の時代…p.435
2. 制度化の時代…p.436
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3. 概念的成熟の時代…p.437
4. 地理学復活のための最後の取組みとニューヘブン学派誕生の時代…p.438
25

Id. at 425

26

Id.

27

Id. at 426

28

ここでは、発展史の流れを理解しやすくするために、本文でその流れを要約し、各時期や各
段階における個別事象は、注で示すことにしたい。

29

即ち、オゾフスキーによれば、1642 年は、ハーヴァード大学が地理学関連の課程を設置し、
1770 年 代 の 初 め に は、 イ ェ ー ル 大 学 の 2 年 生 が William Guthrie の New Geographical,
Historical and Commercial Grammar を読むように求められるまでになっていた。これに対
して、法学の地位は、19 世紀半ばまで不安定なままであった。1779 年に法学教授が初めて任
命されたものの、ほとんどの法学教育は、私学で行なわれる状況にあった。1820 年代には、ロー
スクールが総合大学と提携し始めたが、不安定な状況にあった。もっとも同じ頃、地理学は、
米国の大学教育課程から脱落しており、主に入試科目としての位置付けを大学によっては示
した。地理学が復帰したのは、19 世紀半ば過ぎのことであり、「自然地理学」が頭角を現して
からのことであった。更に言えば、1870 年にハーヴァード大学とミシガン大学が入試科目と
して地理学を加えることを決定してからのことであった。
こうした不安定な状況の中で、地理学の場合、1903 年にシカゴ大学が博士号授与の可能な、
最初の独立した地理学部を設置したこと。1904 年にアメリカ地理学者協会 the Association of
American Geographers(AAG) が設立されたこと。法学の場合、1870 年から 1885 年までハー
ヴァード大学学部長の役職にあった Christopher Columbus Langdell が法学教育の変革に取り
組み、大学教育に相応しい学問として確立させたこと。1900 年に米国ロースクール協会 (AALS)
が設立されたこと。これらが大学に地位を確保することに繋がったと例示している。Osofsky,
supra note (1), at 421.

30

即ち、1900 年から 1948 年までに大学人口は、100% に上昇すると同時に、大学レベルの地理
学課程を専攻する学生数は、1000% に上昇した。Id. at 429

31

即ち、19 世紀の終わりから 20 世紀の初めにかけて、多くの優れた米国の地理学者たちは、環
境決定論を受け入れた。それは、物理的な環境が社会文化的な発達を制御するというもので
あった。環境決定論は、1920 年代から 1930 年代にかけて非難を浴びるようになったため、地
理学は、地域研究や形態学的研究の方向へと向かった。しかし、それによって、ほぼ 20 世紀
半ばの米国の学問的言説において過小評価されるようになった。Id.

32

1921 年から 1928 年までには唯一、法科大学院の数が 142 から 173 に増大した。Id.

33

20 世紀初めから半ば、ロースクールは、知的で政策的な嵐の中心にあった。即ち、理想主義
対現実主義を巡る議論や米国の孤立主義と新たに生起している国際機構を巡る議論が行われ
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ていた頃のことである。McDougal と Lasswell 自身は、双方ともこの問題に取り組んでおり、
彼らが最初に取り組んだ共同研究論文は、法学教育の大規模な改革を提案するものであった。
Id.
34

1948 年、ハーヴァード大学が地理学部を廃止したばかりか、その総長である James Conant は、
「地理学は大学科目ではない」との公式見解を表明したのである。この契機は、Harvard
Crimson 紙が「地理学分野を巡る学術闘争」と呼んだことに端を発している。イェール大学は、
1945 年に地理学の講義科目を復活させ、1949 年に学部を設置すると発表しているが、この「闘
争」が始まった 1 年後、ハーヴァード大学の決定は、次のことを知らしめたように思われる。
即ち、エリート研究大学に、地理学部は必要ないということであった。そうした拒否反応は、
その後数十年で、エリート機関における地理学部閉鎖を強める下地を作った。米国で地理学
課程に在籍する学生の合計は、1952 年から 1957 年において 18% 以上増加したものの、ペン
シルバニア大学、スタンフォード大学、そしてイェール大学は、すべて 1960 年代半ばに地理
学部を閉鎖した。こうした流れは、米国の学会で起きたポストモダン的転回の幕開けにも関
わらず、20 年以上も継続した。地理学は、1970 年から 1976 年の間に正味 32 学部の喪失を経
験しており、1980 年代半ばには、コロンビア大学、ノースウェスタン大学、そしてシカゴ大
学は、すべて地理学部を閉鎖したことが指摘されている。Id. at 430.

35

地理学部閉鎖事件という地理学の危機が生じた本質的な理由として、オゾフスキーは、次の
ように指摘している。例えば、「Neil Smith は、地理学がハーヴァード大学で危険にさらされ
ていることに気付いていた。その原因は、
「はっきりとした知的領域や目標設定の欠如」及び「地
理学的研究の能力の低さ」にあった。」Id. at 431.

36

それは、20 世紀末の地理学に対する批判であった。そうした批判が活発になったのは、法学
が 1960 年代の混乱から生じつつあった時のことであった。地理学で「計量革命」が起こった
のは、50 年代末から 60 年代初めのことであり、より法則定立的な目標に対して利益を与える
ことになった。また、1960 年代末から 1970 年代には、第 2 世代の定量的手法や新興の批判 /
ラディカル地理学が地理学復活の基礎を与えた。当時、これらの発達は、空間的転回を伴って、
地理学全体で生じていた。そして、このことが、学際的交流としての法学と地理学について
のより十分な発達をさせることになったことが指摘されている。Id. at 432.

37

1948 年、地理学がハーヴァード大学で廃止された年、AALS は、すべてのロースクールに専
任の学部長を迎え入れることを要求することによって、法学教育の統一化へ向けての大きな
一歩を踏み出した。この制度的な発達は、戦後の米国における法学と法学教育への関心の増
大を背景にして起こった。1960 年代を通して、地理学部の廃止は、継続したのだが、法学の
学会は、当時の政治的で知的な混乱に巻き込まれた。例えば、米国における無数の教育機関
と対になっている、エリート校のロースクールの学生集団、つまり数十年後にポストモダン
の法学者や政治指導者となった学生たちの多くは、法学と法学教育を再考することを強く求
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めた。概念レベルでは、1960 年代初めから半ばにおける Ronald Coase や Charles Reich の有
力記事が法に文化を交差させる新しい法学上の転回を示した。職業レベルでは、これらの出
来事が法学への関心を刺激しているとしか思えなかった。例えば、LSAT 受験者は、1968-69
年度から 1971-72 年度にかけて倍増した。一つ一つの個々の地理学部閉鎖は、制度的文脈に基
づいた理由によって、推し進められたことが指摘されている。Id. at 431.
38

こうした研究成果の蓄積は、次のような制度的発展によるものであったことをオゾフスキー
は、指摘している。即ち、1994 年に地理学学士の学位を取得する米国の学生は、4401 人を記
録した。その上、地理学の大学院学位を取得する米国の学生は、1990 年代に増加した。2001
年には、726 人の修士号の学位と 201 人の博士号が授与された。その上、学部では、終身在職
権や入学者数の定員が拡大され、新たに学部を増やすことも検討されている。2006 年、ハー
ヴァード大学が地理分析センターを開設した時、センター長である Lawrence Summers は、
これを 1948 年の決定の取り消しであり、「新しい地理学を取り入れること」であるとはっき
りと認めた。もっとも、多くのエリート校では、地理学部は設置されていない状況にあるため、
交流の妨げとなっていることもまた指摘している。Id. at 433-434.

39

Daniel Coit Gilman は、イェール大学の司書補および司書として 1856 年から 1865 年にかけて
勤務した。彼は、膨大な地理学論文を書き、1872 年にはイェール大学シェフィールド科学校
で地理学を教えていた。政治経済学と歴史学の教授であった Francis Walker は、地域地理学
や統計地理学の内容について 1872 年から 1881 年にかけて教えたり、書いたりしていた。最
後に、William H. Brewer は、1864 年から退官する 1903 年までシェフィールド科学校の農学
部教授職に就き、自然地理学の内容について講義し、書いていたことが指摘されている。Id.
at 436.

40

イェールカレッジは、まず 1824 年に法科の学生を受け入れ始めた。その年は、正式にロースクー
ルがイェールカレッジと提携を始めた年であると同時に地理学が初めて廃止された年だった。
しかし、ロースクールの制度上の地位は、45 年間にわたって非常に不安定なままだったとさ
れている。Id.

41

イェール大学ロースクールで国際法を担当していたイェール大学総長 Woolsey は、1874 年、
ロースクールに学際的見方の必要を表明する演説を行なった。そして、その実現にあたって、
ロースクールの能力が制限されているとの表明が行なわれた。この表明は、イェール大学ロー
スクールの基本精神となった。即ち、法現実主義者やニューヘブン学派の支持者の研究に見
られるように、後の学際的な研究を育てるのに役立ったことが指摘されている。Id.

42

この時期の地理学の重要性を指摘した研究者として、二人指摘されている。一人は、優れた
環境決定論の支持者である Ellsworth Huntington であり、1919 年から 1943 年にかけてイェー
ルで唯一の地理学者であった。地理学が次第に環境決定論を拒否し、別の方法をとるように
なっていた最中も研究を行なっていた。いま一人は、Nicholas John Spykman であり、1928
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年から亡くなる 1943 年までイェールで国際関係の教授であった。1940 年代半ばに地理戦略論
に つ い て の 二 つ の 著 作 が 出 版 さ れ た。 即 ち、America’
s Strategy in World Politics: The
United States and the Balance of Power と The Geography of the Peace である。それらは、
激しい賛否両論を生んだ。彼の研究は、先駆的な英国の地理学者 Halford MacKinder の深い
影響を受けており、Spykman の授業や研究は、常に地理学の重要性が強調された。
Id. at 437-438.
43

19 世紀末、イェール大学ロースクールは、学際的な考えを示していたにもかかわらず、米国
の大学における幅広い学際的な潮流と同様、1928 年にイェール大学人間関係協会が設立され
てもなお、地理学との交流は見られなかった。Id. at 438.

44

Herbert E. Gregory は、地質学部の中で地理学の部門を生み出し、8 名の地理学者を 1903 年
から 1908 年の間に雇い入れた。この時期の研究は、人文地理の面で幅広く、国際法学と結び
付く可能性のある研究もなされた。例えば、天然資源と貿易を結び付けた地理学を探求した
著作や商業地理学や工業地理学の分析を行なった著作が執筆された。即ち、HERBERT
Ernest Gregory, Albert Galloway Keller & Avard Longley Bishop, Physical and Commercial
Geography: A Study of Certain Controlling Conditions of Commerce (1910); Albert Galloway
Keller & Avard Longley Bishop, Commercial and Industrial Geography (1912) が掲挙されて
いる。
また、最初期の地理学分野の博士号のいくつかは、この時期におけるイェール大学で

書

かれ、米国初の女性による博士号も含んでいたことが指摘されている。Id. at 437.
45

イェール大学は、Stephen B. Jones を 1943 年にイェール大学国際学協会に雇い入れ、1945 年
に地理学准教授の資格を与えた。Jones は、1948 年に正教授に昇進し、地理学部長に任命され
た。そしてイェール大学は、1949 年に地理学部開設を宣言した。Jones とその他の地理学部教
員たちは、イェール大学で地域研究に縛られた。これらの地域研究の人気がなくなったとき、
当時の学部長であった Karl Pelzer は、また東南アジア研究委員会の議長をも務めており、学
部をより体系的な方向へとは導かなかった。
地理学の地位は、Alfred Whitney Griswold イェール大学総長の下でさらに弱体化した。そ
の頃に、イェール大学国際学協会は、プリンストン大学へ移転した。地理学部は、1967 年に
廃止された。Kingman Brewster イェール大学総長の頃のことであった。Id. at 438-439.

46

この点について、オゾフスキーは、Reisman との E メールにおいて確認している。
McDougal、Lasswell、そして Reisman は、地理学の影響を受けた。即ち、Lasswell による
1935 年の World Politics and Personal Insecurity は、現代地理学研究が持つ認識を示している。
更に、1965 年に、McDougal が Reisman に読ませて、それらの重要性について議論するため
に Spykman の諸論文を手渡した。しかし、この認識やニューヘブン学派の思慮深い地理的分
析にもかかわらず、ニューヘブン学派の学際的方法は、政治学、社会学、心理学、そして人
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類学に向けられたと指摘されている。Id. at 438.
47
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A Conjunctive Approach of“International Law and Geography”:
International Law Analysis of the Paper Osofsky(2007)
KADOWAKI, Kunio
Abstract:
Some scholar says that nothing better reveals how something is supposed to work than
when it isn’
t working. A conjunctive approach of“International Law and Geography”is
also no exception. At least, there is validity in Japan. On the other hand, states gradually
start to recognize the importance that applies geographical knowledge to a policymaking
of international law between the late nineteenth and twentieth centuries. Moreover, a
deepened globalization heightens a need for the interest in such as the light. In that sense,
there is a supply-demand gap between consciousness of academism and states.
Therefore this paper, from the side of international law, mainly reviews Osofsky (2007)
and through this analysis tries to provide a clue about the way of connecting these
disciplines.
At first, it is pointed out that her paper is limited to describe historical relationships
with both disciplines. More specifically, it treats as the history of university reform rather
than trying to explore it from a standpoint of ties with the society.
Consequently, in the second and third chapter were analyzed what kind of a social
event affects these disciplines and how did both respond to this. That is, the incident
means the Monroe Doctrine and its stretch: a shift from isolationism to internationalism in
U. S. foreign policy since mid- or late nineteenth century. It was culturally the natural
reaction that U. S. academism works with national policy through the practical research.
In conclusion, given the background of the conversion of U. S. foreign policy at the time,
it can clearly and accurately articulate a tacit animus involved in her article. By young
scientists at Yale University, the“international law and geography”research was the
practical research as a movement for the outside society.
Key words: international law and geography, university reform, from isolationism to
internationalism, practical research
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