
はじめに

　近代地理学が18世紀末から19世紀初頭に成立する（手
塚　章）以前の地理学は、探検家のもたらす地理情報と、
地図学者を中心とするいわゆる「書斎の地理学者」が行
なう叙述とが、世界地図を除いて必ずしも交差すること
なく並存していた。そのことをヌマ・ブロックは18世紀
から20世紀にかけた文献・地図・文書等を丹念に渉猟し、
内容を要約しながら、『啓蒙思想家たちの地理学 ―18世
紀におけるフランスの地理学者と探検家―』を国家博士
論文としてまとめた。筆者はたびたび本書を拙著『地理
知識の効用』などに引用してきたが、全容を知るべく本
文と注の部分についてひとまず全訳した。その際、次か
ら次へと繰出される著者名や引用文献、内容の簡潔な要
約等に翻弄されながらも、ヌマ・ブロックの各章のまと
めに見られる卓見さに共感した。そこで、本書の内容を
紹介できないものかと思惟した。本書はフィールド・ワー
クを中心にまとめた実証的研究とは異なり、膨大な文献
を書誌学的にまとめた著書である。本文で述べられてい
るように、18世紀の地球には数々の謎が残されており、
例えば、島か大陸とつながった半島か否か、赤道から続
く南の大陸の存在、ハドソン湾やアメリカ大陸を西に向
かえば「西の海」への入り口に到達できるのではないか
と、多くの探検家に夢を与え、ヨーロッパ各国の国家事
業として長期の遠征に駆出していた。今日ならば、人工
衛星を通して一目瞭然に判明する事実が、地球上の遠い

未知の場所については空想の世界、人々の論争を生む話
題を提供していたのが18世紀であった。書斎の地理学者
は探検家のもたらす情報を世界地図の上に落していった
が、経度・緯度の測量が正確でなかった時代には絶対位
置を固定できなかったし、地図上の空白部分も多かった。
そのため一度発見された島々も次の探検家が再発見する
ことも容易でなかった。未知の部分は人々の空想をかき
たて、地理学に必要なロマンを生むが、世界各地の地誌
的叙述は今日でも見られる景観を見事に叙述している。
職業としての地理学者が1870年代以降、大学の地理学講
座等の研究機関に増える（手塚　章）以前には、宣教師
として世界各地に派遣された神父、伝道士が観測したり、
博物学者として活躍していた事例が次々と紹介されてい
る。また、医学を修めた若者が世界各地に出かけていく
過程で、博物学者やいわゆる地理的事象についての考察
を始め、著書を残している例も多々ある。ヌマ・ブロッ
クは膨大な文献を読みながら、著者のいう誰一人進む者
の無い道なき道を歩いてきた。筆者としては邦訳約60万
字に及ぶ本書の内容をかなり圧縮して、2回の論稿で紹
介してゆきたい。
　本書の構成は次のようである。序論のあと、第1部は
地理学における人文主義の終焉（1700－1765）、第2部は
世界への新しいまなざし（1765－18世紀末）、結論であ
る。それぞれの部は5章からなり、第1部第1章はシリウ
ス星から見た地球、第2章は熟知された水平線、第3章は
偉大な啓示、第4章は持続する謎、第5章は18世紀の地
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理学と題されている。第2部は第1章が地理学と航海術
の進歩、第2章が熱帯への知識、第3章がイスラムへの知
識、第4章がヨーロッパとその延長部、第5章が地球科学
と人間科学とされる。本文には、多数の人物が登場し、
著書や報告書の概要が引用されている。また、内容も系
統地理であったり、地域的に叙述する立場（地誌）であっ
たり、様ざまである。18世紀にはよく知られている人名
も、今日から見ればなじみの薄い者が多々ある。ある人
物は世界の各地に旅行しているため、本書に頻繁に登場
する。古代の地理学者、ストラボンにも言及されている
ように、地理学の伝統は古いが、ヌマ・ブロックは本の
扉に、よく知られたヴィダル・ド・ラ・ブラーシュのフラ
ンス地理学年報、創刊の辞、1899年を引用している。「地
理学は古い科学である。しかし、地理学が生き生きとし
た資料、すなわち、地球の様相の多様性を獲得するにつ
れて周期的に回春する」。ヌマ・ブロックはこれを18世
紀のフランス地理学の例で、実証的に検証していく。
　ヌマ・ブロック（以下、ブロックと省略する）の述べる
ように、「18世紀ほど自然についての合理化が図られた
ことも無かったし、クックやラ・ペルーズの時代の人々
ほど明らかに人類史上初めて世界の果てに到達し、知
識の限界に達したという印象を持ったことはなかった」

（序）。当時の人々にとって、地理学とは、「地球の大きさ
や像を教えてくれるばかりでなく、居住する地表面を形
成している大陸、海洋、島々の広がりや位置も教えてく
れる科学である」（序）。今日の地理学から見れば、自然
地理学の内容であるが、当時の地理学者が地図学者とい
われていたことと無関係ではない。「なぜ、クックの時代
まで巨大な南の大陸の存在を信じてしまったのだろう
か？なぜビュアーシュは地球のあらゆる山岳が連続した
体系を形成すると想像したのだろうか？なぜビュッフォ
ンと同時代の人々は、海洋の水は地下の水路を通って山
岳の方へ遡ると信じ続けたのだろうか？」今日から判断
すると、荒唐無稽な疑問が人々の話題になっていたこと
が分かるが、ブロックは本文の中でそれらを順次解明し
てゆく。
　

第1部　地理学における人文主義の終焉
（1700－1765）

　
第1章　シリウス星から見た地球
　地理学が地図学と取られる事情は次の点にあった。す
なわち、「当時の人々にとって、天文学が成し遂げた多
くの実践的応用を通して、天文学は科学の花形のように
写った。明らかに、世界図の修正ほど緊急な任務はなかっ
た」（p. 1）からである。フランスのアカデミーも絶えず

世界地図に捉われていた。そして、「遠方の探検に対して
は、宣教師を利用することを考えた」（p. 3）。本文で頻繁
に言及される多数の神父が博物学や気象観測、地理的考
察に登場するのもこのためである。宣教師自身、「聖職を
行ないながら、発見した多くの新しいものに感動し、興
味が全く無かったわけではない」（p. 4）。宣教師が送っ
た報告は『教訓的な手紙』にまとめられているが、「風俗、
地理情報、民族情報、植物と動物の叙述で満ち溢れてい
た」（p. 4）。物珍しく写ったものは、全て記録されている。
地理に関する情報もそれらの中の1つである。地図学で
知られるカッシニは日誌を残しており、「気温、気圧、空
模様、風力を記録している」（p. 4）。アンシャン・レジー
ムの下で、商業と植民地が密接につながっていたことは
知られている。「ある時は、商人が征服者や宣教師に先行
し、ある時は商人が彼らのあとに続いた」（p. 7）。また、
絶対主義の時代に、国王が果した役割についてもブロッ
クは言及する。その1つは、国王付の地理学者という称
号を与え、職務に専念させたこと（p. 7）であり、彼らも
よく登場する。「ブルボン王家は趣味であれ、必要に迫ら
れてであれ、地理学に興味を持ち続けた。というのは、
地図を知ることは、オネットム（17世紀の宮廷人の理想
である教養、礼儀をわきまえた紳士）として、帝王教育
の一部であったからである」（p. 8）。地理学は長大な遠
征費用も含め、国王の庇護のもとにあった。次いで、ブ
ロックは2人の地理学者、デリッスルとダンヴィルを取
上げている。「前者は天文学者としての素養により、科学
的地理学を代表していること、後者は歴史から地理学に
入り、学識豊かで、人文主義の流れの延長だったことで
ある」（p. 9）。そして、ギュイヨーム・デリッスルの業績

（1675－1726）について詳しく述べる。例えば、「カリフォ
ルニア低地を半島のように表現した。当時の人々は、そ
こに島を見たがったのであるが」（p. 10）と、カリフォル
ニア低地が半島か島か否かの論争に1つの見解を示して
いる。地図編集者の1人、ノリンがデリッスルの地図を
模倣したとされる論争にも打勝っている（p. 11）。「仕事
と生真面目な誠実さを通して、デリッスルは1718年に国
王付け最初の地理学者に任命され、若きルイ15世に地理
学の基本事項を教える責任があった」（p. 12）。つまり、
地理学は帝王学の1つであった。ヴィクトール・プレボ
によれば、「アンシャン・レジームの下で、国王の子供た
ちは将来支配することができるために、歴史の補助科学
として地理学を学んだ」（訳書p. 79）のである。
　ダンヴィルは「驚くべき長寿のお陰で、18世紀の大部
分に足跡を残し、典型的な啓蒙思想家時代の地理学者」

（p. 13）とされる。22歳になったばかりの年齢で、国王
付けの地理学者になり、「クックの2回の探検の後で、ダ
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ンヴィルは1770年に、ニュ－オランダ、ニュージーラン
ドを80歳の年齢で修正する。彼のような書斎の地理学者
にとって重要なのは、テクストの考証である。極めて多
数の著書から引用された抜粋から構成し、正しく“実証
的地理学”である」（p. 15）と、ブロックはとらえている。
ダンヴィルは図書館や古文書倉庫の探求ばかりでなく、

「情報提供者、宣教師、外交官、探検家、冒険家のネット
ワークもまた意のままにしている」（p. 15）。幅広く、情
報を集めているのがわかる。しかし、ダンヴィルは、「パ
リから決して出なかった。18世紀に地理学者たちは自
発的に現場に行こうとしなかったし、長くて贅沢な他人
の探検にまかせ、あらゆる努力を総合の仕事に捧げてい
た」（p. 16）。これは、サン＝テグジュペリの『星の王子
さま』に登場する地理学者にそっくりである。彼は書斎
から出ることなく、探検家の持ち込んだ岩石などの証拠
を吟味して、世界の地理を記述していた。「気難しい性格
のため、ダンヴィルは弟子を養成しなかったと考えられ
ている」（p. 16）。
　ラップランドの遠征は目覚しく早く、効率が良かった

（1736年5月－1737年8月）。しかし、「ラップランドでは、
仕事の条件は困難だった。良い季節の間、沼沢地、蚊、激
しい急流が観測者を困らせた。冬の間は、極端な寒さと
雪が遠征隊の活動を妨げた」（p. 19）。他方、ペルーへの
遠征は長く、困難であった。1735年に出発し、仲間割れ
して1744年と1745年にフランスに戻ったにすぎないか
らである。その間の事情をブロックは、「処女林よりもサ
ロンに出入りすることに慣れていた科学者たちは、雄大
ではあるが未開な世界の真っ只中に突然投げ出されてい
た」からであると、考察する。

第2章　熟知された地平線
　アジアとアメリカの境目は知られておらず、多くの地
理学者は2つの大陸は接していると信じている（p. 23）。
また、「赤道から南極の端まで広がる巨大な南の大陸と
いう仮説を地理学者の大部分が受入れていた。18世紀
後半の大掛かりの海洋遠征隊の大部分が立証するのは、
この神話的な大陸の研究である」（p. 23）。「遠方以上に、
近づき難いこと：山岳、急流、森林、沼沢地、敵意を持っ
た住民が探険家のやる気を無くさせている」（p. 23）。大
自然に圧倒される探険家のとまどいが見えるようであ
る。遠征時に医学は役に立つ。「薬を調合できる器用さが
あれば、トルコ、ペルシャ、東インドのあらゆる部分で
は、確実に尊敬される」（p. 24）。医学を修めた者が旅行
家になった事例は、本書で枚挙に遑がないほどである。
簡単な医療処置を施しながら旅をすれば、現地の人々に
歓迎されるからである。探険家のもたらした新事実と比

べて、何という謎が残っているかと、ブロックは指摘す
る。「カリフォルニア、蝦夷、カムチャッカ、これらの謎
の土地は島であるか半島であるか？南の大陸は存在する
のか否か、本当の大きさはどれ程であるか？北アメリカ
を横断して、太平洋に通過可能な峠はあるだろうか？」

（p. 25）。
　モンペリエ大学の医者だったツルヌフォルトは1700
年に国王の命令で、レヴァントに派遣され、横断した地
域の博物学、地理学に興味を示した（p. 26）。「ツルヌフォ
ルトの洞察力は一度失敗しており、鍾乳石や石筍は岩か
ら押し出されてきたと考えていた」（p. 26）。長年の水の
作用により石灰岩が溶けてつらら状になることが想像で
きなかったのである。コンスタンティノープルの都市に
ついては、次のように言う。「そこには、約1万人のトル
コ人、3500人のギリシャ人、少数のユダヤ人がいる。商
品を売る場所であるバザールは、都市の中で最も見事な
大建造物と見做される」（p. 27）。都市の内部については、

「外観の華麗さにふさわしくないように思われる。家々
は低く、大部分、木と泥で建てられている． ． ．通りは
狭く、薄暗く、奥行きがあり、ほぼ危険な場所に似てい
る。時には見事な大建造物、海水浴場、バザール、大領主
の館などを見出せないわけではないが」と観察する。次
いで、アナトリアの中心に到達した。ツルヌフォルトは

「ブナ、カシ、クマシデ、トネリコ、モミといった、途轍
もない高さの森の豪華さに驚いている」（p. 28）。旅行の
行程を辿ったあと、ブロックは「ツルヌフォルトの最後
の見解は、コスモポリタンで活動的で生き生きしたこの
メトロポリタン都市に対してである」（p. 29）と、述べる。
収集された情報の大量さと多様性により、ツルヌフォル
トの『レヴァントの探検報告書』は、ブロックによれば、
18世紀の間、模倣すべきモデルと考えられるだろう。
　エジプトについては、カイロの総領事だったド・マイ
エットの旅行著作を紹介する。ナイル川の景観は洪水時
に一変する。「洪水時におけるエジプトの眺めは最も魅
力的な光景である． ． ．広大な海が見られ、無数の都
市や小さな村が浮かび上がっている。この意図で高くさ
れた車道しか、都市間を連絡するものはない」（p. 31）。
あらゆる曲がり角を知り尽しているカイロでは、「泉の
あるモスク、施療院、墓地、浴場、隊商宿や他の公共建造
物の枚挙に没頭している」（p. 31）。しかし、ド・マイエッ
トの本はエジプトに関して新しいものは何ももたらして
いないと、ブロックは講評する。アルジェに関しては、ラ・
コンダミンの観察によれば、「そこは、遠方からは白い石
の石切り場に似ており、丘の上に円形劇場のように建っ
ている。その先端は海の北に延び、岬を形成している． 
． ．アルジェは非常に人口稠密な都市であり、通りは人
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でごったがえしている」（p. 33）。中庭つき、テラスつき
の家々に驚いて、ラ・コンダミンは「この種の建築には、
太陽光線が家の中に入り込まないようにしながら、熱気
を下げる有利さがある」（p. 34）と、地理学者としての反
応を示す。マルセイユの医者だったペイソネルは、「アラ
ブ風に寝泊りし、ベルヌスをまとい、ピラフやクスクス、
ナツメヤシの実を食べている」（p.34）。ペイソネルは謙
虚な旅行家であり、「書斎の地理学者」に情報を提供する
役割に満足していると、ブロックは見做す。
　「イスラムの側でヨーロッパ人に厳しく閉ざされたま
まだった北アフリカは、北大西洋の正面から徐々に開い
ていった」（p.36）と述べるブロックは、セネガルの例か
ら出発する。この研究を通じてしばしば遭遇するのは、

「よき博物学者と同じく熱心な宣教師、快活で生き生き
としたドミニコ会修道士である」（p.36）。ここでは、神父、
ラバトの著作が長々と引用されている。アフリカの河川
の水源問題は奥地が知られていない時期にあっては、様
ざまに取沙汰されたが、ここでは割愛する。博物学者と
して養成されたラバトは異国の生産物に注意を払ってい
る。「油ヤシは房状の果実をつける。新鮮な最良のバター
と同じ甘さの味がする。その果肉は、私たちがバターを
食べるように、黒人は食べ、クスクスに入れるヤシ油と
なる」（p. 39）。さらに、ラバトは人間、慣習、生活様式に
一層の興味を持つ。「砂漠で生活するモール人やアラブ
人はテントの下で露営し、農民や市民を徹底的に軽蔑す
る。彼らは砂漠の塩をトンブクツー王国の金と交換して
いる」（p. 39）。黒人と白人がセネガル各地で共存してい
る事実から、ラバトは次のような質問をする。「彼らの住
んでいる気候がこの色を伝えているのだろうか？当然、
否定的に答えている。黒人は世界のどこで生まれようと、
常に黒人である。アフリカで生まれた子供は父親と母親
が白人ならば、常に白人である」（p. 40）。人種の差異を
形成する色素のことを知らなくても、ラバトは人種の違
いを正しく把握している。
　18世紀の地理学者はギニア湾沿岸を、穀物海岸、マラ
ゲッツ（胡椒の一種）海岸、象牙海岸、黄金海岸、奴隷海
岸等に分けている（p. 43）。当時のヨーロッパ人にとっ
て、アフリカは資源の対象になっている。資源をめぐっ
てヨーロッパの列強は競合していたが、「気候が悪いと
いう噂はイギリス人やオランダ人が思いついたものであ
り、フランス人を遠ざけることしか考えていない」と、
ドミニコ会修道士、ルワイエは断言する（p. 43）。
　「インドは特に異国の富－香辛料、砂糖、奴隷－と同
意語であり、それらを手に入れることはヨーロッパ人に
とって、遠方への旅行の危険と耐え難い気候の試練に見
事に値する」（p. 45）。インドに向かって、ヨーロッパから

東回り、西回り航路の遠征が試みられたのも、インドの
持つ資源への期待だった。既に取上げた神父のラバトは
アンティル諸島で、特に活動的で波瀾に富んだ12年間を
過ごした（p. 46）。彼の役割は神父、医者、技術者、外交
官、行政官であり、イギリス軍とも戦っている（p. 46）。 
ラバトは先行者には手厳しい。「ほとんど土地に足を踏
み入れずに諸島を通過しながら、何の記述も残さなかっ
た人はまだ多い。他の者はさらに上の空だった。彼らは
諸島を見ずに叙述し、非常に古い報告書を基に仕事した」

（p. 46）。今日でも、地理学者、見てきたような嘘をつき
と揶揄されることもあるが、既存の著作を編集すればあ
る地域の本を、現地を踏まずに書上げることは誰にでも
できる。諸島の気候を考察した後で、ラバトは「灼熱地
帯は居住できるだけではなく、さらに世界のどこよりも
快適であり，豊穣なのである。寒さから身を守ることよ
りも、暑さから自分を守る方が容易である」（p. 47）と述
べる。しかし、羅針盤を一周するようなウラガンという
嵐の恐ろしさも正確に記述する。「サトウキビやキャッ
サバは根扱ぎにされ、カカオ畑はほぼ全滅し、家はひっ
くり返されたり屋根が無くなっており、道はずたずたに
なっていた」（p. 47）。フランス人ならワインを自給した
いところであるが、ブドウの木を移植するのに苦労する。

「今日まで、ブドウの実は完全には成熟しない． ． ．そ
れも気候が暑く湿潤なので粒があまりにも早く成熟して
しまうからである」（p. 48）と、ラバトは気候順化の失敗
例をとらえている。「アンティル諸島布教の神父という
職務に導かれ、意識的に最も小さい島も訪問し、地理学
者に本当のサービスを返した」（p. 48）と、ブロックはラ
バトを評価している。
　さて士官、リュイリエはインドについて次のように報
告する。「大気は非常に熱いが健康に良い。砂質の土壌は
特に米を産出する。しかし、果物の種類は何と多いこと
か！レモン、オレンジ、バナナ、グアバ、ザクロ、マンゴー、
グレープフルーツ、パイナップルが田園を飾り、多くの
水牛で一杯である」（pp. 50－51）。リュイリエのような
偶然の旅行家の報告書は、長くその国に居住した宣教師
のそれとは反対に実に表面的であると、ブロックは見做
す。神父、ギュイヨンヌはインド人の器用さを証言する。

「概して、この国は水の配分と管理に対して驚くほど巧
みである． ． ．1人の異教徒がシーソーの真中に登り、
各々の側の足を交互に支えながらシーソーを行ったりき
たりさせる」（p. 52）。神父、ブシェットによれば、「どの
場所にインダス川の水源があるか確実にはいえない。何
人かのインド人を信じるならば、それはカシミール地方
である」（p. 52）。ミャンマーに関しては、「この国では、
ワインも麦も信じられない。主な作物は米であり、住民
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の食料としては充分な量が供給される。しかし、大きな
商業的富は絹であり、イギリスやオランダに供給される」
と、イギリス商人、ダニエル・シェルドンの資料からブ
シェットは述べる。タイに関しては、モンスーンに関す
る記述がある。「冬の間、太陽は北回帰線の南にあるので、
北風が大気を著しく和らげる。反対に、太陽が北回帰線
の北側にある夏の間、南風が連続した雨の原因となる。
ポルトガル人は“モンサオス”と名づけ、海の男が“モン
スーン”と呼ぶのは、風の一定したこの原則である」と、
モンスーンの名称の由来を述べている。タイでは、首都
は驚異の的である。「金の偶像が輝いているパゴダの訪
問、そこはマンダリンと仏教僧が絶えない。散歩と象の
背中での狩り、等々。王に献呈された天文器具に魅惑さ
れ、王はイエズス会士に国の地図を作成するように命ず
る」（p. 55）。今日のバンコクでも見られる景観である。
多くの探検が出版物がないために忘却の彼方に消えて
いったのに対し、タイの冒険は見事に企画された公的な
宣伝のお陰で、永続的な痕跡をフランスに残したと、ブ
ロックは評価する。
　知的な面では、啓蒙の世紀は“古いカナダ”に関して、
好奇心の後退が特徴づけられると、ブロックは見る。「首
都であるケベックは、高地都市と低地都市に分割される。
商人は港の便宜のために後者に居住する。港に沿って彼
らは3階建ての瀟洒な家を建てた． ． ．未開人は大量
のビーバーの毛皮と共にほぼ毎年川を下り、武器、ボイ
ラー、斧、ナイフや何千もの商品と交換する」（p. 55）と
いった記述が淡々と、ラ・ホンタン男爵の例で紹介され
ている。半世紀後、神父、シャルルヴワは次のように記
述する。「あらゆる自然の美しさで魅了したり隠す雪は
何と壮観であることか！河川と田園との差異があればあ
るほど、多様性は多くなり、樹木さえ氷霧で覆われてい
る」（p. 56）。カナダの気候はある拘束を課す。すなわち、

「家畜を養い肉を得ることが困難であること、りんごの
木を除いて、フランスの果樹を順化できないことなどで
ある。春小麦の栽培が避けられない」（p. 56）。春小麦が
短い夏をうまく活かして播種、収穫されている。農業以
前には、ニューフランス（カナダ）の主な資源は漁業と
ビーバーの毛皮であったとするブロックは、次に詳しく
紹介する。特に、ビーバーの毛皮は帽子製造のために求
められた（p. 57）。しかし、鉱山はまだ見つかっておらず、

「カナダは何もフランスを豊かにしていない。それは植
民地と同じくらい古い不満である」（p. 57）とされる。ア
メリカの未開人の起源については、「島から島へ、あるい
は遭難という不幸や偶然の効果により、到達できただろ
う」（p. 59）と考える。アメリカの未開人がアジアと近い
ことを示す証拠の1つとして、「朝鮮人参の有名な根源が

カナダに存在していないことではないか？中国人のよう
に、未開人たちは朝鮮人参を重視し、この植物は女性を
多産にすると信じられている」（p. 59）。カナダが18世紀
にあまり知られないままだったのも、フランス人の大部
分が熱帯のような魅力のない寒くて不毛の世界に、興味
を抱かなかったためである（p.60）と、ブロックはまとめ
ている。
　
第3章　偉大な啓示
　本章の冒頭の最後で、ブロックは「最も目覚しい成功
は極東におけるイエズス会士のそれである。そこでは、
一握りの人間が数十年間で何らかの公的遠征がなしえな
かったことを、より完璧にヨーロッパ人の大衆に中国を
啓示したことである」（p.61）として、3章を始めている。
　医者のポンセットはエチオピアに派遣され、次のよう
に述べる。「エチオピアほど人口が多く肥沃な国は決し
てない。あらゆる田園と数の多い山地さえ，耕作されて
いる。ザクロの木、レモンの木、オレンジの木、ショウズ
クの木が本当の森を作り上げている． ． ．エチオピア
人の生まれつきの色は褐色かオリーブ色である。彼らは
背が高く、顔の特徴は実に目立っており、美しくて切れ
長な目、細い鼻、小さな唇である」（p. 62）と、こまやか
に観察していて地理学者の目といえる。しかし、ポンセッ
トの報告書自体はパリでかなり評判が悪かった。という
のは、「彼の叙述はあまり正確ではないし、彼の地理学が
時にかなり架空であった」（p. 63）ことを、オリエント学
者に指摘されているからである。ポンセットはアフリカ
東部と中央部の水文誌を解明することにも貢献していな
いと、言われている。
　フランス人として初めてイエーメンを訪れたマルイン
は、丁重に受入れられ、有利な商取引を行なっている。
しかし、滞在は気候に苦しめられた。「概して、この国は
著しく乾燥している． ． ．モカの土地は全ての中で最
悪である． ． ．モカの外側では砂の間に植えられたヤ
シの木が何本かあり、井戸を使って灌漑する配慮がなさ
れている． ． ．それらの木は著しく平凡なナツメヤシ
の実をもたらしている」（p. 64）。コーヒーに関し、ラ・
ロックは栽培と交易についていくらか詳細に述べてい
る。「コーヒーの木は整然と植えられ、ノルマンジーのリ
ンゴの木のように一列を作っている」（p. 65）。1680年以
後ヨーロッパ人が定期的にやってくることで、コーヒー
の相場が急激に上昇した（p. 65）といわれる。
　マゼラン海峡へのルートで、ブエノスアイレスは強制
的な寄港地である。ブエノスアイレスのすぐそばでさえ
パンパが始まっている。「広大な田園の全てが牛、乳牛、
雌ラバ、放浪し野生の馬で一杯である。肉を焼くための
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木よりも多い革や肉の生産。田園のどこをとっても樹木
がない」（p. 67）。インディオに関し、「悲惨なことに枝で
出来た小屋に住み、インディオは普通食としてジャガイ
モやトピナンプール（彼らはパパスと読んでいるが、味
はかなりまずい）、穂になったトウモロコシ． ． ．馬や
雌ラバの肉であり、牛肉はほとんど食べない」（p. 67）。

「リマでは天気はほぼ曇りであるが、雨が降ることは決
してない」（p. 69）と、フレジェはペルー海岸部の不思議
な気候を叙述した最初の人物である。
　フランスのアカデミー会員、ブゲールの見た『コル
ディエラ山脈』がある。灼熱地帯のグアヤキルから出発
し、恐ろしい断崖の中を凍った鞍部まで登り、キト高
原に近づく位置に到達した。「灼熱地帯の暑さにさらさ
れた後、続けて恐ろしい寒さに晒されると、突然温帯
のどこかに運ばれたように思った。フランスと田園が
最良の季節にここにあるかのように思われた」（p. 71）。
ブロックは、コルディエラからアンデスへの雪を抱い
た頂上を去り、アマゾン川を横切って帰還したラ・コ
ンダミンの危険な旅を詳しく叙述する。例えば、ごく
一部を紹介すると、「アマゾン川の上流に到達するため
に、ラ・コンダミンは常に雨の降る気候の下で広大な
森林を踏破し、もろい蔓植物の地点にある多くの急流
を横断せねばならなかった」（p. 72）や、「アマゾンの
沿岸で出会う湖や沼地は． ． ．川の干上がった時に
は、あらゆる種類の魚で一杯である． ． ．葉や根が水
中に伸びる数種の植物があって、魚を酔わせる特性が
ある。この状態では魚は表面に浮かんできて、魚を素手
で取れる」（p. 73）といった記述がある。ラ・コンダミ
ンは多くのインディオや宣教師の話から明らかになっ
たオリノコーアマゾンの連絡を疑っていない（p. 73）。 
アマゾン川の出口での観測、恐ろしい海からの逆流、ポ
ロロカも見た。完璧な科学者であり、人文主義者のラ・
コンダミンは博物学や地理学だけではなく、言語学、民
族学、当時はあまり個別化していなかった他の多くの
領域でも抜きん出ていたと、ブロックは高く評価する 

（p. 74）。ブロックによれば、ブラジルの地理学者たちは、
ラ・コンダミンを、6年間の南米旅行を行なったフンボ
ルトの先駆者にふさわしい者とみている（p. 74）。
　ラバトは、神父、グリエットとペシャメルの布教を知
らせている。「両神父とも、道路コンパスがなく、そのた
め様ざまな道路や距離を推測で記さねばならなかった 
． ． ．インディオと交易に来たフランス人は運んでき
た商品を売ることしか考えず、民族の名を考慮すること
はない。国土の位置も人口も習俗を知ろうとしない」（p. 
75）と、沿岸の川を遡る商人たちを批判する。その他、数々
の報告書が19世紀末に科学者に発見されるまでは、旅行

の準備が悪く、地理的成果がほぼ無になってしまったと、
ブロックは分析する。ギアナに関しては、次の記述があ
る。「その国は探検家を襲撃する無数の昆虫や、待構える
他の多くの障害の中で入るのが容易ではない． ． ．雨
が並外れたこの国で走り回る危険に関してもなお困難
である。河川の横断は危険なものとなる」（p. 75）。住民
の様子に関しては、「男たちは石斧やヨーロッパ人から
供給された鉄の斧で森の一画を開墾する。女たちは残り
全てを受持っている。倒木で火をつけること、栽培・除
草すること、最後に穀物や根を採ることを知っている」 

（p. 76）と、科学アカデミーの特派員、国王つき医者兼植
物学者、バレールの現地からの報告である。しかし、ブ
ロックによれば、同時代人と後継者たちは厚かましくも
彼の著作を剽窃している。神父、レイナルは借用を告白
せずに彼を利用していると、ブロックは批判する。引用
を明言せずに借用を行なう行為は、丹念に諸著作を読み
比べるブロックには明らかになってしまう。書斎の地理
学者に対する探検家の優位が断言される例である。
　18世紀初頭に、ルイジアナはまだカナダの単なる延長
のように思われた． ． ．ルイ国王の名をとってルイジ
アナと呼ばれるようになった。「軍人たちはオハイオの谷
に沿って、要塞化された補給線を作り上げた。現在のピッ
ツバーグの位置にデュスクネ要塞を構築した」（p. 77）。 
一方、ミシシッピ低地からも侵入が試みられた。これら
全ての目的はフランス領を拡大することである。探検家、
ラ・ハルプはアーカンサス川の支流を遡り、「食料とカ
ヌーを拒否する土着人の敵意に苦しめられても1722年4
月9日、丘陵山脈に到達し、フランス岩と命名した． ． ． 
しかし、ラ・ハルプは貴金属を発見しなかったために、
当時の西洋会社から解雇された」（p. 78）。「西の海」への
道の発見という地理的興味よりも、企業利益が優先され
ていたことが分かる。探険家は既に知っていた水路を再
発見する。「より上流にはミズーリ川に注ぐ別の川があ
り、カンザス川と呼ばれている． ． ．そこは世界で最
も美しい国である． ． ．プレーリーは海のようであり、
野獣、特に牛、乳牛、雌鹿、牡鹿で一杯である」（p. 79）。
ミズーリ川上流を経由して「西の海」へ到達したいこと
が馬鹿げていなかったとしても、ニューメキシコまで達
すると期待することは徒労だったと、ブロックは述べる

（p. 79）。
　18世紀の初めに植民地当局により確定した目的、すな
わち、貴金属を探査すること、スペインとの定期的な交
易の確立、「西の海」の発見は何一つ達成されていなかっ
たと、ブロックは指摘する。ブロックによれば、「発見を
科学的に、あるいは文学的に活用できなかった． ． ．
多くの報告書が忘却の闇に消え、型にはまった地理学文
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献を活用できなかったことも容易に理解できるだろう」
（p. 80）。ミズーリ川に関しては、「泥だらけの水である。
極めて流れが速くミシシッピの美しい水を汚している 
． ． ．その川は北西から流れてきて、スペイン人がメ
キシコに所有している鉱山に近い． ． ．非常に人口が
分散し、イリノイ人は近づき易い印象で、他の未開人よ
りも野蛮さははるかに少なく、キリスト教化とフランス
人の交易が彼らを少しずつ文明化している」（p. 80）と、
ド・マレストは報告する。
　宣教師のヴィヴィエは次のように述べる。「冬、北風が
吹くとミシシッピ川は最も重い荷馬車をも支えるほど凍
る。しかし、寒さは長続きしない。突き刺すような寒さと、
かなり穏やかな気候が代わる代わる来る． ． ．全体と
してフランスやカナダから持ち込んだ植物、樹木、野菜
はこの地で見事に成功している． ． ．先住民は半遊牧
生活を忠実に守っている。未開人、特にイリノイ人は著
しく穏やかで社交的な性格をしている． ． ．彼らは小
屋ごとに分散している。1つの小屋は一種の共同部屋で、
概して15から20人がいる」（p. 81）。ブロックはその後
も、ヴィヴィエの報告を分析し続ける。「森の背後には
木が疎らである。これは草が乾燥した時に、未開人が秋
の終わり頃プレーリーに火を放つことに一因がある。あ
らゆる部分から広がる火は若木の大部分を消滅させる」

（p.82）と、ヴィヴィエは観察している。
　ルイ14世とコルベールは科学アカデミーの庇護を受
けて、宣教師の集団を陸路と海路で何段にも分けて遠征
させることを決定した（p. 83）。宣教師たちは中国への
首都に到達するために長い行程を行かねばならない。「至
る所に人の密集した都市があり、基盤目状、見事に維持
されたレンガの城壁があり、川で囲まれている。絵にな
る橋、もてなしの良い大衆ホテル． ． ．」（p. 85）と、中
国の都市景観を描写する。山東では、「小麦よりは米を播
種することは少ない． ． ．田園は常に平らで人口が実
に多い． ． ．首都に近づく。村落はより美しく屋根は
瓦で覆われ、橋は大理石で出来ている。路上には、多く
の人、馬、雄ラバ、回転椅子と駕籠が非常に大きな音を
立てているので、何か考えることは難しい」（p. 85）と述
べる。皇帝、カンヒが託した宗教的布教、政治的或いは
外交的使命において、宣教師たちは頻繁に移動するよう
になった。彼らの旅行は地理学にとって無駄ではなかっ
たと、ブロックは見る。山西では、「雨が土を運び去らな
いようにするためと水を保つために、山地は階段状に切
られ乾いた壁で支えられている」（p. 85）と、宣教師は観
察する。中国愛好家と中国恐怖症との衝突は18世紀の間
中、激しい論争を維持されるだろうと、ブロックは見る

（p. 87）。ヴォルテールはいつものように、称賛と辛辣な

批評を同時にばらまく。「皇帝のカンヒは正確な地図を
作成するために、天文学者のイエズス会士を雇った。彼
らが土地の測量だけに留めていたならば、その土地で追
放されることはないだろう」（p. 87）と。
　デュ・ハルデの『中国帝国と中国のタルタル部の地理
的、歴史的、年代学的、政治的、自然的叙述』（1735）は、
中国に関する総括であり、一種の百科事典であると、ブ
ロックは言う。彼は30年以上の間、『教訓的な手紙』の編
集者であり、中国から来た手紙や報告書を利用できる立
場にあった。それらを分類したり選別しながら、北京と
フランス大衆との仲介役を果してきたと、ブロックは見
る。つまり、デュ・ハルデは書斎からしか中国を見たこ
との無い、いわゆる地理学者だった。次に、ブロックは
デュ・ハルデの4巻からなる中味について大要を紹介す
る。地理学については、4つの興味を中心に、豊富な目
次を整理し、中国概説、特に農業、州の叙述、少数民族
の地域、地図の観点から概略を述べている。中国概説に
あたる部分では、「中国は知られた中で最大で、最も美
しい王国であると確信した。そこは、“未開”の真中に奇
跡的に守られた文明の1つの極のように思われた． ． ．
多くの未開地の端に、洗練され、諸芸に通じ、科学に熱
心な強力な人々がいるとは誰が信じたろうか？」（p. 88）
と、デュ・ハルデは述べる。「ヨーロッパ人が最も評価す
る生産物は間違いなく茶である。そして、主な4種類を
挙げている． ． ．中国人と外国人に特に求められた生
産物は「人参」である． ． ．それはお茶よりも良い飲物
であり、呼吸と循環を強化したり容易にする」（p. 89）。
次に、デュ・ハルデは各省に対して、境界、区分、地形、
気候、動植物の特徴、産物、人口、等々を列挙してゆく。
地理学が批判される基になる諸事象の列挙、いわゆる物
産地理である。しかし、この悪弊は今日でもいわゆる地
誌書や地理教育の資料集に残っており、資料としての価
値はあるが、人々を感動させることはたとえあっても少
ない。

第4章　持続する謎
　まず、「西の海」に関する問題が長々と取上げられてい
るが、この部分はそれ程重要でないので割愛する。カリ
フォルニアは島か半島か、蝦夷地の形状を取上げよう。
　1539年にウロアはカリフォルニアが島でなく非常に
長い半島であると明言した。しかし、17世紀には、ウロ
アの報告書が疑われるようになり、カリフォルニアは島
であるという考えが前進する。しかし、1700年に、イエ
ズス会士のキノが全くの陸路を経由していわゆる島に到
達した。同年、推理の力だけで、地図学者のデリッスル
は同じ結論に到達した（p. 107）。大方の意見とは逆に、
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カリフォルニアは島ではないことを激昂して断言した
（p. 107）。しかし、島であるという支持者もあり、1747
年にスペイン王、フェルディナンド6世が「カリフォル
ニアは島ではない」と、政令で布告させねばならぬ程で
あった。
　地理学者にとって、日本は3つの主な島から成り、北
の海霧の中にある蝦夷地はタルタルかカムチャッカに接
続していると信じられていた。日本人は蝦夷が日本列島
の一部を成すことに興味がある。中国人はタルタルの一
部とする傾向がある。一方、ロシア人はカムチャッカの
延長部として、その存在を示した（p. 109）。三者三すく
みで、それぞれの利害が絡んで蝦夷の形状は異なって唱
えられていたことがわかる。デリッスルのような地図学
者は、北緯65度、氷の海の地図上に蝦夷地を置いている
始末である。
　カリフォルニア． ． ．蝦夷． ． ．島に変えたくて熱
中する半島、半島にしたい島． ． ．「それらは遠方の国
に対して、地理学者たちが理性的な意見を持つようにな
る困難さを示している。矛盾した余りにも多くの証拠と、
ニュースの循環におけるあまりにもの遅さが、探検と地
理学との連続した食違いを説明している」（p. 110）と、
ブロックはまとめている。判断を留保するほどかなり正
直である科学者は稀であり、デリッスルのように、1700
年に次のように宣言する者も稀であると、ブロックは言
う。デリッスルによれば、「私はカリフォルニアを島と
も大陸の一部ともしなかった。私がこれまで見てきた以
上に実証的なものを見るまでは、この判断に留まろう」 

（p. 110）。諸説様ざまな中で、島、または半島両方の地図
を販売せねばならぬ立場にあっては、一方の側だけを支
持できなかったのがわかる。
　赤道から続く南の大陸に関しては、「現実の土地

（ニューギニア、オーストラリア、火の島）と想像上の陸
地を連続した特徴で結びつけながら、地理学者たちは巨
大な大陸を考え出す」（p. 111）。世界地図の修正を主な
仕事としていた、いわゆる書斎の地理学者は空白部分を
何とか埋めようと奇想天外な空想にふけっていた様子が
伺える。南の大陸を発見しようとしたロジエーブヴェッ
トは靄と霧の中に氷を見つけただけであった。「種、宝石、
金で一杯の熱帯が期待されていた。しかし、永続的な霧
の中から出てくる氷しか見つけられなかった」（p. 113）。
それに対するフランス世論の失望は大きかった。真に南
極の最初の土地、すなわち、全く氷の陸地を発見しなが
ら、ロジェーブヴェットは流行の理論を混乱させただけ
と非難されたと、ブロックはとらえている。
　言及されたあらゆる科学者の中で、モペルチュイスは
高緯度を直接体験した唯一の者であり、ラップランドに

滞在したことが名声を同時代人の間にもたらしたと、ブ
ロックは見る（p. 114）。モペルチュイスは「日本とアメ
リカの間には、かなりの数の島がありそうだということ、
これらの発見が実に重要だろう」（p. 115）と述べる。「そ
こには、尻が尾のある毛むくじゃらの人間種、猿と人間
との境界種が見つかるだろうか？私としては、ヨーロッ
パの最も美しい精神を持った人との1時間の会話の方を
好むだろう」（p. 115）と。地理学にとってモペルチュイ
スは、パタゴニアの巨人の存在からアフリカ内部の知識
まで、解決すべき謎の目録を作成していると、ブロック
は見る。地理学研究には大出費を必要とし、地球最後の
謎の解決を可能にすると、モペルチュイスは啓蒙君主、
フレデリックに訴えていたが、聞き入れられることは無
かった。ヴォルテールはライヴァルを茶化すことを止め
ない。「モペルチュイスは全く気が狂った。20年前の彼
のアクセスの1つの中で、モンペリエで鎖に繋がれてい
たことを忘れていまい。その不幸が彼に再び激しく襲っ
た。彼は神の存在を代数の公式でしか証明できないと主
張する本を印刷したばかりである． ． ．」（p. 115）。そ
こには、実にヴォルテールのいつものやり方が再見する
と、ブロックは見る。競争相手を愚弄するために、考え
を歪曲し、最も低劣な個人攻撃に身を任すことをためら
わないとする、ブロックの指摘は手厳しい。
　ビュアーシュは1739年に極の近くで、「南の陸地ある
いは南極の土地」を地図上に記した。「特にアメリカのコ
ルディエラ山脈が南極に延長しているという考えは今
日認められている。同様に、この大陸が氷の殻の下で不
均衡な断片を幾つか含んでいることも認められている」

（p. 117）。先見的考えといえよう。ただし、ブロックのい
うように、「総括が事実に先行し、真理に到達するために
は明らかに最良の手段ではないが」という留保つきであ
る。四六時中、ディジョン人は探検家の物語を聞きなが
ら、想像で旅行するのが好きだった。しかし、ディジョ
ンのアカデミーの役割はもっと重要だったと、ブロック
は言う（p. 117）。1756年に、四つ折り版の2冊の大著『南
の陸地における航海の歴史』が現れている（p. 118）。教
養あるヨーロッパが2世紀以上提出した、「南の大陸の存
在」という問題に、ようやく答えたのはクック船長であ
る（p. 120）。

第5章　一般地理学に向けて
　探検家に共通な特徴の1つは決して狭い専門家になっ
ていないことであると、ブロックは指摘する。すなわち、
全てが多かれ少なかれ植物学者，歴史家、骨董屋、天文
学者、等々であったからである。地理的事象に興味を持
つのはたまたまである。先に取上げたデュ・ハルデのよ
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うな全くの編集者がいる。彼は書斎を離れることなく、
イエズス会士により半世紀の間、中国に捧げられた仕事
の最良部分を利用できた（p. 121）。神父、プレヴォスト
の『探検の歴史』は15世紀から刊行（1746年）の時点ま
での、あらゆる国で出版された探検報告書を受入れてい
るという（p. 121）。読者に嫌気を起させる、うんざりし
た繰返しを避けるように、配慮したともいう（p. 122）。
探検家と地理学者との関係について、ブロックは次のよ
うに整理する。「探検家は大量の生の事実を集めている。
地理学者はそれらを分類し、批判しうまく組合わせ説
明する。要するに、探検家は世界を見て、書斎の科学者
はこの知識を知的に整理する」（p. 122）。今日でいえば、
フィールド・ワーカーの地理学研究者と、書斎の地理学
者との関係である。探険家が報告書を残さなかったこと
であれ、これらの報告書が未完であれ、多くの発見が同
時代人に知られないままだったことを思起こそうと、ブ
ロックは言う（p. 123）。今日の論文の大洪水の中で、誰
かが書斎の地理学者になって交通整理しないと、先行研
究の優れた知見、諸発見が忘却の彼方に消え去って行く
例は、枚挙に遑がないほどである。筆者は拙著『地理知
識の効用』において、研究のかたわら読書してきた著書
や論文の中から、一般の読者に役に立つと思われる地理
知識をまとめたことがあるが、あまり反響がなかったよ
うだ。
　ところで、書斎の地理学者が探検家の報告書をあまり
利用しなかったのも、不信の目で見ていたからである。

「百人の探検家のうち、興味が無く愚劣さを通してのよ
うに嘘をつく者が60人いる。興味を通したり悪意から
といってよければ、嘘をつく者が30人いる。最後に、真
実を言い人物である者が10人いるということを、一般
通則として立てられる。書くことに加わる探険家の煩わ
しいこの群衆の中に、読まれるのに値するものはほと
んどない。それらが普通、商人、海賊、船主、冒険家、宣
教師、等であることをよく考える時、これは驚くべきこ
とではない」（p. 123）と、オランダ人のポウは示してい
る。従って、探険家に向けられた非難がある。すなわち、
不正確さ、矛盾、誤り、誇張は教養不足の代償であるか、
非常に大急ぎの観察の結果であると、ブロックは指摘す
る（p. 123）。より深刻なものとして、啓蒙的精神、すな
わち、批判、比較、一般化への適性を示している探険家
は稀であるという（p. 123）。フォンツネルの指摘によれ
ば、「啓蒙思想家たちは決して世界を巡回しない。世界を
巡回する者は啓蒙思想家ではない」（p. 123）。地域地理
学の役割を持つ探検の文献も「諸要素の羅列であり、事
象の結びつきや相関の試みは少しも無く、問題となるの
は全書であって、総合ではない」（p. 124）。探検家の記述

は、例えば次のようである。「2ないし3のヤシの木、砂地、
奥にはモスクの白いドーム、以上が全ての景観である」 

（p. 124）と、景観の全体を表現できていない。また、「見
知らぬ地方を描こうとすることから程遠く、船乗り、地
理学者や偶然の入植者に興味を与えるものしか書き留め
ていない。すなわち、沿岸の輪郭、起伏、土地の傾斜、水
源と水の流れ、行程の困難さ、土壌の性質、天然資源、村
落の跡地． ． ．」（p. 124）。記述的な地理学をこえ、地理
学にそれらがなければ真の科学でないような概念、原理、
法則を与えようとした者にあらゆる注意を一致させよう
と、ブロックは言う（p. 125）。それは観測を結びつける
事実を一般化し、類推の力で全体を結びつけること、特
殊な影響はより一般的な影響に依存することを、判断で
きる高い段階の知識に到達しようと、努力することであ
る」（p. 125）と、ブロックはまとめている。
　次に、ビュッフォンは『地球の理論』（1749）を著わし、
地球の起源と地表に起伏をもたらす不均衡の問題に取り
組んでいる。まず、水の支持者、“ネプチュニアン”と火
の信奉者“プルトニアン”の対立がある。「地表面と私た
ちが入り込んでいる内部の小さな厚さを吟味し、叙述す
ることに限定せねばならない」（p. 127）と、ビュッフォ
ンは言う。ネプチュニアン、ビュッフォンの主張によれ
ば、「現在乾燥し居住されている陸地はかつて水面下に
あり、水は最も高い山岳の頂上よりも上にあったことは
確かなように思われる。なぜなら、これらの山岳や正し
く頂上に海産物や貝殻を見つけるからである」（p. 127）。
原初の海洋の存在を基に、考察を進めているが、これら
の山岳が造山運動によって次第に隆起し形成されたとは
考えていない。説明的というよりも記述的なビュッフォ
ンの地理学は、啓蒙的あるいは宗教的展開部分を持って
いないと、ブロックは判断する。ストラボン以来の地理
学者に知られており、ヴァレニウス、キルシャー、ブル
ゲットにより再開されたが、山地がいわば大陸の“脊髄”
を構成するという考えは、ビュアーシュでもって至高の
表現を見出すだろうと、ブロックは述べる（p. 129）。火
山は『地球の理論』では僅かな部分しか占めない。常に、
人間を怖がらせる火山は科学者にとって“音、火、煙”に
過ぎないと。古代の博物学者から最も近代の啓蒙思想家
にまでわたる彼の資料の豊富さにより、あらゆる探検
家に従いながら、『地球の理論』はフランスでまだ不足
していた最も完璧な総合であると、ブロックは評価する 

（p. 130）。
　ビュアーシュの構想は『自然地理学試論』として1752
年に現れた。彼にとって、地球を知る鍵は山岳の知識で
あって、地理学者は“地球で最も高い場所から中断され
ない筋道を決定すること”を通して始めねばならないと
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する（p. 131）。ビュアーシュは3種類の山脈を区別する。
  1） 西から東へ地球を巻くか、あるいは極から別の極を

支えている最も高い山脈
  2） 主要な山脈から出発し、河川の流域を分離している

中規模か裏側の山地
  3） 先行する河川の鵞鳥の足のように出発し、しばしば

海岸に並行している小さな山脈
3の数字に拘るビュアーシュは3つの大きな海洋を、3つ
の主要な流域に分けようと努めている。ビュアーシュの
体系は特に地図的表現に適しており、さらに18世紀に地
理学者とはまず地図学者であったことを忘れないように
しようと、ブロックは喚起する（p. 132）。明快で論理的、
首尾一貫したビュアーシュの体系は直ちに成功したこと
が分かったという。完璧な枚挙、階層化された事実、徹
底的な分類への配慮で、デカルト主義のビュアーシュは
自然地理学に不足していた秩序と方法を導入したと、ブ
ロックは見做す（p. 132）。ビュアーシュの体系は、まず
河川流域の理論が完全にはオリジナルではないことが
指摘される（p. 133）。建築の素養のあったビュアーシュ
は絶えず記念碑的建築物と地球を、多かれ少なかれ意識
的に同一視していたと考えざるをえないと、ブロックは
見る。18世紀後半の探検家はビュアーシュの“推測”に
は異論を唱えるだろう。驚くほど静態的で固定的なこの
地理学には、侵食の現象についても何ら考慮していない
と、ブロックは批判する。ヴォゴンディは、「地球の構造
は物理屋の研究にふさわしい． ． ．しかし、地理学者
は地球の表面しか専念してはならない」（p. 133）と、断
言する。今日では、地質学や地球物理学、地磁気学など
が地球の構造を研究対象とするのに対し、地理学は地球
の表面の事象を対象にしているのに符合する。次に、グッ
タルドの鉱物地理学について紹介する。ビュアーシュと
グッタルドが代表するのは、自然地理学の対立した2つ
の見解である。詳細に小地域を研究し、取り分けフィ－
ルドの人であるグッタルドは、書斎の科学者の一般理論
に対しては不信しかなかった。しかし、グッタルドの著
作は盛り沢山ではあるが、非常に散漫で間違って書かれ
ていたので、忘却の彼方に消えてしまった（p. 135）。
　ところで、河川の水源ほど古代以来、多くの好奇心を
提起した自然地理学の問題は無い。降った流水は、地下
で内部の水路を通り、河川を涵養する水源まで遡る。ア
リストテレスに続いて、17世紀の最も偉大な精神の持
ち主であるデカルト、ヴァレニウス、キルシャー、ガッ
センディーは、“水循環の2重の回路”の存在を明言して
いる（p. 135）。例えば、デカルトは、蒸発、凝結の形を
とり、山岳の中心まで水は上昇すると考えている。しか
し、最も真実に近づいたのは、一介の職人である。1580

年にベルナール・パリッシーは「水と泉の性質の素晴ら
しい談話」の中で、次のように書いている。「水源と天然
の泉の原因と、それが出てくる場所を長い間注意深く考
えていた時に、ようやくそれは雨から生じ、その例外で
はありえないことを直接知った」（p. 136）。物理学者、ピ
エール・ペローによれば、「泉や川の原理を地球の内部
の蒸留だけに帰すよりも、雨や雪の水に帰す方が見かけ
が良いと信じている」（p. 136）。神父のマリオットは次
のように理解する。「雨は降ると、小さな水路を通して地
中に浸透する． ． ．水は流れる道筋で粘土層や絶え間
ない岩石に出会うことがしばしばあり、地中に浸透でき
ない。おしまいには山麓で水は表面に現れ、泉となる」 

（p. 137）。今日、知られる水循環そのものであるが、マリ
オットは流水と噴出する水に関する実験でも確かめてい
る。ルネッサンス以来、絶えずはぐみ続けた1つの科学、
水文学に科学的威厳の字句を与えたとしても、同時期に
新しい科学、海洋学の基礎が築かれたと、ブロックはい
う。海洋学については、イタリア人の博物学者、マルシ
グリの『海洋の自然史』の内容を、ブロックは詳しく紹
介する。様ざまな波瀾のために出版が遅れ、その著作が
アムステルダムで日の目を1725年に見るためには、多く
の科学者の力説が必要であった（p. 139）という。『海洋
の自然史』（フランス語）は海洋に関する概論ではなく、
地中海を中心にした研究である。マルシグリの主要な功
績は、今日“大陸坂”と呼ばれるものを判別したことに
ある（p. 139）。地中海、“閉められた”海は、“熟考、付加、
衝撃”の事象の研究に向いていた。かなり奇妙なことで
あるが、ビュッフォンは『地球の理論』の中で、イタリア
の水文学者とマルシグリを決して引用していないとい
う。彼は明らかに彼らの業績を利用しているのであるが
と、ブロックは見破っている。今日では、盗作として大
問題に発展しかねないが、国が違うので引用を明らかに
しなかったのであろうか。ビュッフォンは、水の科学は
曖昧なものが多く、一般法則を与えることは困難である
こと、この部門では、実験が思索よりも必要であると考
えている（p. 142）。今日でも、実験科学者は思索の科学
者の述べることを重要視していない。筆者が「人間主義
の地理学に関する覚書」を学会誌に投稿した時、人間の
生き方への地理学の貢献について論じた。それに対し、
宇宙に向け足が地に着いていない空想とか哲学でもやっ
ていろという批判を受けた。しかし、ビュアーシュはセー
ヌ川の流域に関してはオリジナルなものを出している。

「それは樹木の形で水文網を図式的に表現するという最
初の試みである。セーヌ川が幹となり、合流する様ざま
な川が斜めに繋がっている」（p. 143）。かくして、「書斎
の地理学者」としてのビュアーシュへの判断を、少し修

大嶽： 18 世紀における世界地理叙述に見られる探険家と地理学者、その１

－ 38 －



正せねばならないだろうと、ブロックは言う。
　ビュッフォンの『自然史』の最初の巻で、次のように
言われる。「未開―文明の対比はほぼ平野―山岳の対比
に引き写しされる。全体として、かなり低いヨーロッパ
はあまり遠くない昔． ． ．まだ沼沢地で満ちており、
森林で覆われていた」（p. 144）。ヨーロッパでの森林の
大開墾や沼沢地の干拓で、耕地や牧場を広げてきた過程
はよく知られている（Darby,H.C.）。人間の身体的記述の
中で、ビュッフォンは特に個人の色、身長、美しさに専
念する。例えば、メキシコとペルーでは、「暑さは著しく
きついということはない。なぜなら、これらの地方は高
い高地にあるからである． ． ．住民は黒や濃い褐色と
いうよりは赤銅色にすぎない。いずれにせよ、最も温和
な気候は40度から50度までであり、最も美しく見事に
作られた人間がいるのはこの地帯の下である」（p. 144）。
これはハンチントンの『気候と文明』での最適気候を想
起させるような記述であるが、ブロックはこれだけでは
ビュッフォンを人種主義者とは呼べないと述べる。アラ
ブ人はラクダ、羊、ヤギの群れを持ち、草のあちこちで
家畜に食べさせる。「彼らが土地を耕す労を取らないの
も、灼熱が彼らを怠惰にするためであって、気候があま
りに乾燥しているためではない」（p. 145）と、自然決定
論に近い発想である。しかし、この人類学は全て地理学
に浸透しているとはいえ、少しも人文地理学を構成して
いないと、ブロックはとらえている。
　ブロックによれば、ヴォバンの主な功績の1つは、人
間社会の研究に計測を導入したことにある。1686年か
らヴォバンは「人々を数えるための一般的で容易な方法」
を提示している（p. 145）。当時行なわれていた世帯毎の
全数調査よりも、頭数によるその優位を明言した。彼は、
フランスの人口を19,094,000人と見積もった。国土が見
事に耕作されたならば、2300万から2500万の人口を維
持できるだろうと明言している（p. 146）。悪い地方の一
例として、モルヴァンを取上げた。「そこは砂質と礫の土
地であり、一部は森、エニシダ類、キイチゴ、シダで覆わ
れている． ． ．そこでは6年か7年に1回しか土地は耕
作されない。さらに年間、住民の半分用にライ麦、燕麦、
ソバ麦しか栽培されない。家畜の飼料もなく、筏流し、
森林の伐採では生きるのに難儀するだろう」と見ている

（p. 146）。また、「人々は悲惨であり、体が弱く栄養失調
で、健康が悪く、気力を無くしている。至る所で廃墟や
荒地が人口減少の明らかな証拠である」（p. 146）と、ヴォ
バンは診断する。それでは、打開策をどうするか？「不
毛性を直し、人々を増加させたり、家畜を殖やすために
何ができるかを申出ている」。それは応用地理学であり、
ヴォバンは小さな地域が自然の運命に驚かないように確

信している（p. 146）。ヴォバンは地域計画の父ともいわ
れ、広大な公共事業の信奉者であり、「真の水文的フラン
ス一周に彼を引き込んでいる。なぜなら、彼はフランス
で航行しうる水路を190も列挙しているからである！」 

（p. 147）。ヴォバンは、「調査、質問紙、全数調査による
人間社会の分析技術全体の開発」を行なっていると、ブ
ロックは見る。しかし、ヴォバンの思想は地理的環境で
は僅かな反響しか起さなかった（p. 147）。
　モンテスキューは『法の精神』の著者としてよく知ら
れている。しかし、彼は土地と気候の2つの要素しか取
上げていないと、ブロックは指摘する。「土地に対して
は、起伏は問題にならず、ただ良いか悪いかの土地の性
質が重要である。気候に関しては、気温しか興味を示さ
ない」（p. 148）。疑問を呈しながらも、リュシアン・フェー
ブルは人間と環境との関係の問題の立て方が、モンテス
キューとラッツェル、20世紀初頭の弟子たちで、根本
的に異なっていないことを評価する（p. 148）。モンテス
キューはかなり正確に資料を引用していた、フランスで
最初の著者の1人であったことを、ブロックは指摘する。
参考文献の主要なものは、探検物語と自身の探検に負っ
ていた。ブロックの分析によると、中国に関しては、モ
ンテスキューはイエズス会士により公刊された『教訓的
で奇妙な手紙』から汲めども尽きぬ宝庫を意のままにし
ていた（p. 148）。『法の精神』は1750年頃の世界知識を正
確に反映しているか？そうとは思えないと、ブロックは
言う（p. 149）。探検物語はモンテスキューの「思考」に
ほとんど影響しなかったことが指摘されている。ブロッ
クは、この有名な啓蒙思想家の決定論をさらに吟味する。

「一国の富、人口は主に自然的性質に依存しているので
はなく、統治の緩やかさに一層依存している」（p. 149）。

「牧畜の国は人口が少ない。なぜなら僅かな人しか仕事
がないからである。小麦の土地には多くの人間が居住し、
ぶどう園はさらに限りが無い」（p. 149）と、土地生産性
と人口との関係を正しくとらえている。ブロックの見る
ところ、彼の著作の一面が彼の言いたかったことの反対
を正確に言わしめたことしか、記憶に留めようとされな
かった（p. 150）。モンテスキューの著作では、歴史的、
政治的ないし宗教的な考察が地理的な説明よりも重要な
役割を果していると、ブロックは判断する（p. 150）。
　以上、ビュッフォン、ヴォバン、モンテスキューを取
上げて、自然決定論と言う大きな問題を取上げてきたが、

「ビュッフォンとモンテスキューは世界全体を把握しよ
うという意図があり、気候帯と人種的、政治的集団に区
分する。反対に、ヴォバンは小さな地域、“ペイ”の規模
を得意としている。この視点の差は明らかに方法の差異
を引起している。ビュッフォンとモンテスキューが二次
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的資料で汲みだされた一般化で満足しているのに対し、
ヴォバンは重々しい現実の中での人間社会に到達する
ために、もっと詳細でオリジナルな分析道具を開発せね
ばならなかった」と、ブロックはまとめている（p. 151）。
今日でいえば、前者は書斎の地理学者であり、後者は
フィールドに出た地理学研究者との差異である。

第6章　18世紀の地理学
　「地理学はあらゆる人に必要とさえいえる。地理学の助
けを借りなければ、最も簡単な会話さえ出来ないし、新
聞もよくは理解できないだろう。国家を統治するために
政治は地理学を必要としている」（p. 151）。これらはマル
チノーの概論書（1700）の言葉である。しかし、どれほど
の多くの概説書が、要約、概論、方法が誤りや伝説で一
杯の未完成の編集でしかなかったことだろう（p. 151）。 
ド・フェールが『地理学入門』（1708）でしたような、最
新の発見の流れにテクストを置くことに、専念している
著者は稀であると、ブロックは嘆く（p. 152）。何人かの
良心的な著者にとって、どれほどの無頓着な人や無学の
人が地理学を寓話と混同していることか！（p. 152）。例
えば、フランス人は機知に富み、上品で勇敢であり、芸
術と科学の友であるが、忍耐心がなく不安定で、しばし
ば迂闊であると評されるようなたとえがある（p. 153）。
人は知ることを愛するが、苦労せずに僅かな時間で学び
たがるため、多くの概説書が出版される。多くの教師に
とって地理は暗記の事柄である。まず視覚上の記憶、そ
こから地図の利用が始まる。国や河川や都市の名前の長
い続きを覚えるために欠かせない機械的な記憶． ． ．
専門用語が地理学の存在理由である（p. 154）。優れた教
育者にとって、教育の方法は2つに帰着する。質問と回
答、“人為的記憶”であるという（p. 155）。その際、最も
利用されるのは、フランスでは12音節詩句にして、覚え
ることである。日本語では、七五調にして事象を覚える
ようなものである。うんざりさせる無味乾燥さを、地理
学から取除くために、概論書の著者は“自然史、教会や
世俗の地点”により各々の場所を特徴づけるように配慮
するだろう（p. 156）。例えば、「フランスの諸州が一般性
で賢明にもまとめられ、選挙、政府と続いていく。州の
良さに従って、“高い”と“低い”に区分される。背後に
フランスのあるイメージが現れる。平野は快適で肥沃で
豊かである。“ぶどう園、牧草地、森林の無い”ボース地
方はほとんど評価されない」（p. 158）といった記述があ
る。その他、『子どもたちの地理』は質疑形式、質問そし
て回答の方法を活用する。今日でも講義・演習で質疑形
式を取入れて展開を試みるが、学生が答えずに黙ってい
て思うような形式にならない。

　18世紀のフランスを通して、地方アカデミーが生き生
きした科学の普及に対して、最も活動的な仲介者となっ
ていた（p. 162）。地方の知的生活を刺激する最良のもの
の1つは、科学界により企画された毎年のコンクールで
ある。例えば、物理のテーマでは、雷と稲妻、潮の満ち引
き、風、砂礫の形成、湧泉と河川の起源、雹、等のテーマ
である。百科辞典も18世紀には多数出版されている。百
科辞典の編纂者が伝統的地理学の脇に、まだ揺籃期の自
然地理学を置いていたという事実さえ、知識の改訂と発
掘の配慮を示していると、ブロックは指摘する（p. 166）。
より無味乾燥な地理学の専門用語は満足のゆくものでは
なかった。アフリカは30行でさっと片付けられ、ディド
ロによって書かれたアメリカはたった43行しかない。流
行の中国でさえ27行しかない。一方、中国の哲学は10頁
以上にわたっている！百科辞典派の関心がどこにあるか
わかると、ブロックは分析する（p. 167）。ダランベール
は「愚か者」に関する項目により、スイスのヴァリス地
方でスキャンダルを引起した。「かなり大量にヴァリス
地方、特に州都、シオンで生まれた類の人間に、この名
はあてはまる」と書いてしまったからである（p. 168）。
　哲学者、文法学者、歴史家、地理学者、等々、深い学識
を持つフレレは、深くて有機的な関係が編年学と地理学
を結びつけていること示そうと努力する（p. 171）。大き
な人間的冒険が繰広げられ変化する場面を歴史家に提
供できるように、フィクションの活動に対して適切な
枠組みを、地理学は小説家に与えるに過ぎないと、様ざ
まな“地理小説”を紹介しながら、ブロックは見ている 

（p. 175）。
　ヴォルテールが生涯を通じて、地理学に対して情熱を
持っていなかったことは明らかであると、ブロックは言
う（p. 175）。地理学概論は信用に値しないものであり、
ヴォルテールはドイツ人、ブブナーの『世界地理』（1757）
を批判せずにはいられない。すなわち、「自分の国から出
かけずに世界を認識しようとするのは、倫理においての
ように、地理学において困難である」（p. 176）と。ヴォ
ルテールは、スウェーデンとフィンランドに対し、「牧
草地がないために、ヨーロッパの南の国よりも家畜が小
さい。人間は大きい。空の清澄さは人間を健康にし、気
候の厳しさは人間を強くする」（p. 176）と述べる。『哲学
辞典』の「人口」の項で、百科辞典派として、戦争、飢饉、
伝染病、迫害、宗教的独身を糾弾している（p. 178）。また、
至る所で“森林の根絶”、都市の増加、科学と芸術の進歩
は、人間が絶えず増加していることを、ヴォルテールは
示す（p. 178）。地理学に対するヴォルテールの好みは多
くのフィクション、悲劇、小説、特にコント作品の中に
見出されると、ブロックは分析する。ヴォルテールにあっ
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て、滑稽で風刺の異国趣味は他人の所では教訓的で啓蒙
的であるが、知的生活のあらゆる表明に広く浸透すると、
ブロックは言う（p. 179）。例えば、「フランス人は気まぐ
れで慎みが無く、色っぽく描かれている。スペイン人は
忠実で空想的である。イタリア人は嫉妬深く繊細で激烈
である． ． ．」といったようである（p. 179）。
　
第1部の結論
　ブロックによれば、「ビュッフォンの人間が自然に深
く拘束されたままであるのに対し、モンテスキューの人
間は自然から解放される。しかし、同時代人はそれを理
解しているようには思えない」（p. 180）。大衆が“実証的”
地理学から遠ざかったのも、気分転換の渇きを地理学が
癒さなかったからであると、ブロックは結論づける（p. 
180）。啓蒙思想家たちは地理学に対し、「かつて事実を集
めるのに興味を示した。かつては薀蓄を愛した。現在は
辛抱強く理解しない内省が突進し、時に冒険的な体系で
道に迷っている」（p. 181）と、1700年代中頃までの状況
を見ている。
　

あとがきにかえて

　字数の関係で、内容を相当圧縮して第1部を紹介した
が、18世紀中頃までの地理学は啓蒙思想家たちにあま
り評価されていないことがわかる。第2部と結論につい
ては、次号の稿としたい。
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