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はじめに

国際連合海洋法条約の定義に従って，「自然に形成された陸地であって，
水に囲まれ，満潮時においても水面上にあるオーストラリア大陸より小さい
陸地」を「島（island）」と定義すると，世界には 3000 万～4000 万の島がある
と推定され，地球面積の約 7%，人口で約 10%，国連加盟国の 22% を占めて
いる．そのうちの 5% 弱が「有人島」と推定されている．面積で最大の島は，
グリーンランドで日本の国土面積の約 6 倍もある．最小の国連加盟国家は太
平洋上に浮かぶナウル共和国で面積 21 km2，人口約 1 万人である．面積で
沖縄の伊平屋島，人口で屋久島にほぼ匹敵する．これだけの数の有人島があ
り，その成り立ち，自然，歴史文化，経済社会のありようがすべて異なると
なれば，「島を科学する」独立した学問分野があってもおかしくない．これ
が本著のテーマである「島嶼学」である．英語では，Nissology（“nisi” はギリ

シャ語で島嶼）という言葉が定着しつつあるが，何しろまだ新しい学問分野で
あるため，世間にはなじみが薄い．

Nissology（島嶼学）という名称が学会でデビューしたのは，1994 年に沖縄
で旗揚げされた「国際島嶼学会（ISISA）」であった．沖縄大会で学会の憲章
が採択され，島嶼に関する初の国際学会がスタートした．その意味で沖縄は

「島嶼学」の「発祥の地」といっても過言ではない．国際島嶼学会の創設に
刺激を受けて，1998 年に日本島嶼学会（　JSIS），1999 年に韓国島嶼学会（KAI）

が発足した．JSIS は世界初の島に関する国内学会となったが，2000 年には
日本学術団体協議会に登録され，日本でも島嶼学が独立した学術研究分野と
して「市民権」を得ることになった．

日本では戦前から島に関する研究が盛んで，1933 年には比嘉春潮・柳田
国男を編者とする『嶋』（後に「島」に改変）と称する雑誌第 1 号が一誠社から
出版されている．島の研究者には，民俗学者，文化人類学者，地理学者が圧
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倒的に多いが，最近は「国境に位置する島」をめぐっての国際紛争が激化し
ていることもあって，地政学者，海洋法学者の関心も高まってきている．私
のような経済学者は少数派である．多くの正統派経済学者は，島の経済は単
純で経済分析の対象にならないと切り捨ててきた．本書はそのような「大陸
系」経済学者に対するささやかなチャレンジでもある．

では，「島嶼学（ニッソロジー）」とはどのような学問か．提唱者のグラン
ト・マコール（Grant McCall）によると，「島そのものを多面的な視点から “あ
りのまま” に研究する」学問領域である．この定義はいかにも文化人類学的
定義である．文化人類学者のマコールは，モアイ像で広く知られているイー
スター島（ラパヌイ島）を生涯の研究対象としてきた．1 つの島でも研究者を
惹きつける魅力があるのだから，島ごとに無数の研究者がいてもおかしくな
い．しかも島をまるごと研究対象にするから，アプローチの仕方は多（異）分
野の研究者による相互乗り入れ，つまり学際的，総合的，あるいは超学的に
ならざるを得ない．島の一部分，例えば経済のみを切り取って，「これが島
の本質です」というわけにはいかないのだ．ただ，超学的といっても私のよ
うな平凡な研究者には難しく，異分野の研究成果を自らの専門分野に取り込
み，自らの島嶼学をユニークに「深化」させる以外にない．異分野の研究者
が集結して，「島嶼」という共通の土俵で議論できるところに島嶼研究及び
島嶼学会の最大の特色とメリットがあると思っているからだ．

本書は島嶼学のこれまでの成果を経済学的視点から整理し，島嶼学の「発
祥の地」である琉球の島々を中心に島嶼の分類・特質，持続可能性，島嶼技
術，ネットワーク，自立経済構築に向けた政治経済的アプローチを試みた．

第 1 章では，島の定義，方法論に加えて，島の「特性」を探りだす分類を
試みた．本書で取り上げるのは，筆者が会議や共同研究などで何度も足を運
んだ「小島嶼」とよばれている琉球諸島を含む太平洋やカリブ海，インド洋，
地中海などの小さな島々である．島嶼研究者（Nissologist）を悩ますのは，島
の「多様性」，「両義性」の中から島共通の特性を見つけ出すことである．島
の分類を敢えて試みるのは，学問的に捉えにくい「島とは何か」という初歩
的な疑問になんらかの答えを見つけるためである．地理学者が得意とする島
の形状，地質形態，孤島性，環海性以外に，生態系，歴史文化，言語，経済
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社会構造，統治形態などによる分類も試みた．
第 2 章では，社会経済的視点に基づいた島の「相対的な特性」を抽出して

みた．筆者は「島育ち（シマンチュ）」で，沖縄の有人島をすべて歩き回り，
絶海の無人島である沖大東島（ラサ島）への上陸にも挑み，島の特性を内側か
ら抽出してきたが，外側から見ると全く異なる島の姿が浮かび上がってきて
も決しておかしくない．近代経済学の巨人，ジョン・メイナード・ケインズ

（John Maynard Keynes）は，ものの見方の相違は，イデオロギーの相違という
より，対象を内から見るか外から見るかの違いだけだと言い切っている．島
はそれ自体で 1 つの小宇宙を形成しており，「シマンチュ」をインタビュー
してみると，意外と島の特性だと言われている「環海性・狭小性・遠隔孤立
性・閉鎖性」の意識は薄い．絶海の孤島である「ラパヌイ島」は，沖縄の宮
古島サイズの島だが，先住民のポリネシア語で「広大な大地」を意味する．
「小さいことはよいことだ（small is beautiful）」という言葉が流行ったが，

経済社会発展の視点から見ると，「島チャビ（孤島＝離島苦）」とも表現されて
いるように，島は自然の脅威はむろんのこと，政治経済的にも外部環境の影
響を受けやすく，島の生活を安定的に維持することは容易ではない．しかし，
一般の常識に反して，1 人当たり所得と島の規模とは関係なく，島の人材及
び資源活用のあり方によって，多くの場合逆の相関関係が観察されている．

第 3 章は，多くの島々でいまだに維持されている自給自足的「生存部門」
と，グローバル化の下で勢いを増す市場経済部門との関係を見直し，これま
での両部門の「相反的発展（トレード・オフ）」から，相互補完的「持続可能
な発展（ウイン・ウイン）」にどう進化させるかの筋道を示した．島外所得へ
の過度の依存は，生存部門の切り捨てにつながって島の自立基盤を弱め，経
済社会の崩壊を早めている事例を紹介する．その崩壊途上の顕著な例が燐鉱
石という再生不可能な輸出資源の開発に特化したナウル共和国のケースであ
る．ナウルと類似したケースは，多く小島嶼地域で観察されている．生存部
門の維持・活性化は，特に孤島のミニ島嶼経済を崩壊から救う最後のより処
となる．そのことを理論実証的に証明することに挑戦した．

第 4 章では，前章で展開した生存部門の活性化による持続可能な「循環・
複合型社会システム」を担保する，島のサイズと環境に適合した「島嶼型グ
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リーンテクノロジー」について論じた．ここでのキーワードは，「島産島消」，
あるいは「島産島創」と島民の「ワークコラボレーション＝ユイマール」で
ある．ほとんどの島嶼地域では，活用しうる伝統的な食料資源が豊富にあり
ながら，輸移入物資に過度に依存し，所得と雇用の流出を招いているだけで
なく，食生活のバランスを欠き，肥満・糖尿病患者が増大している．特に島
の資源と技術で生産可能な「移輸入品置換型」技術と島の食料・インフラな
どの島のライフラインを確保する「最低安全基準」を満たす技術のあり方を
探った．モデルケースとして，島嶼生物資源の活用，循環利用から，水，エ
ネルギーに至る種々の島嶼技術を開発・応用してきた沖縄での具体例を取り
上げ，ハワイと連携して特に南太平洋島嶼地域などへの移転の可能性につい
ても論じた．

第 5 章は島嶼社会のネットワークのあり方について，沖縄を中心に論じた．
島嶼におけるヒト，モノ，情報のネットワークの現状とあり方，遠距離孤島
の最大の課題である「距離の暴虐」を克服する可能性のある島嶼間ネットワ
ークの構築についての試論を展開した．特に小島嶼地域は人口流動が激しく，
プエルトリコやクック諸島のように，移住先の人口が出身島の人口を上回る
事例が増えている．沖縄の多くの島々では，沖縄本島への移住と同時に，近
年とくに日本本土から先島や本島周辺の島々への移住が増加し，「シマンチ
ュ」のネットワーク構造が大きく変化しつつある．これは島から出たものが
また島に戻ってくるという旧来型の「循環（U ターン）型人口移動」とは全く
異なる現象である．

経済社会のグローバル化が進展する中，人口減少が加速する奄美群島を含
めた琉球列島の未来創造につながるネットワークはどうあるべきか，島それ
ぞれの持ち味を活かした「島の道」ネットワーク構想を提案した．また，尖
閣諸島，南沙諸島などの紛争が長期化する「国境の島々」を連結して平和と
同時に豊かさを共有する「成長のトライアングル（GT）」モデルを，沖縄 ―
台湾 ―上海 ―香港を視野に入れて論じた．そのフロンティアになるのが日本
の最西端に位置する「国」の名前のついた与那国島である．

最終章の第 6 章は，マーケットの変動よりも政治の変化に左右されやすい
島嶼経済社会の苦渋に満ちた自立への歩みをたどった．1960 年代以降，多
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くの島嶼地域が「多国間植民地」のくびきから独立し，自らの運命を自ら決
定する自決権を得た．1990 年には，国際連合に加盟する小島嶼国 37 か国と
地域が参加して，地球温暖化ガスの削減，海洋資源の保全，海洋の平和的利
用，漂着ゴミ問題などの解決に向けた共通の政治的意図をもった「小島嶼国
連合（AOSIS）」が結成された．しかし多くの島嶼国は，自立経済の確立を目
指しながらも，意図に反して旧宗主国などへの経済依存度は高まってきてい
る．島嶼国・地域が得意とす政治・外交依存型の（外向き）開発政策は，政
治・経済の自立化の基盤を逆に切り崩してきたと言える．「外交資源」によ
る開発援助の獲得は，国民の自立化への痛みを伴わない生活水準の「水膨
れ」を招き，それが日常生活での欲求水準を押し上げ，ますます援助依存型
の体質を強化してきた．このような非自立的経済体質からの脱却は，ドナー
側の地政学的利害とも絡んで困難を極めている．近年，南太平洋地域への中
国の積極的な関与により，これまでこの地域の多様な伝統文化と共通の価値
観，連帯に基づく独自の発展を共有する理念となってきた「パシフィック・
ウェイ（The Pacific Way）」に大きな亀裂が生じつつある．

沖縄は日本唯一の島嶼県で，160 の島 （々約 40 が有人島）が広範囲に点在し
ている．沖縄ほど，経済自立（律）論が華々しく展開されてきた島を筆者は知
らない．沖縄はかつて独立王国を維持し，海外貿易で栄えたという歴史的事
実以外に，世界の小島嶼独立国家と比較しても面積，人口規模，1 人当たり
所得などで上位クラスに位置する．政治的自立（律）を担保する経済自立は，
本土復帰を成し遂げたあの「オール沖縄」の猛烈なアスピレーション（悲願）

があれば十分達成可能である．そのための課題と方向性を示した．
筆者は島嶼研究をライフワークとして取り組んできた．内外の島嶼研究者

との共同研究を通して学術雑誌に数多くの論文を発表してきた．英文の単著
でも 6 冊を数える．日本語による最初の著書は『島しょ経済論』（1986 年）で
ある．琉球大学の研究担当理事を仰せつかっていた頃，「島嶼学」の分野か
らいずれノーベル賞受賞者を誕生させたいとホラを吹いたが，最近の島嶼学
の広がりと深化を実感するにつれ，これが「見果てぬ夢」でないことを確信
するようになった．沖縄は島嶼研究の「発祥の地」であると同時に，「フロ
ントランナー」でもある．島嶼研究で沖縄が世界をリードすると同時に，沖
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縄が島嶼世界における自立的発展のモデルになることを切望している．
本書を執筆するにあたって，国際島嶼学会及び日本島嶼学会の研究者，ハ

ワイ大学，ハワイ東西文化センター，フィリピン大学，グアム大学，チェジ
ュ大学，コロンボ大学，国立台湾大学，国立台湾師範大学，国立澎湖科学技
術大学，マルタ大学，南太平洋大学，プリンスエドワード大学，タスマニア
大学，中央フロリダ大学，ストラスクライド大学，ルンド大学などとの学術
交流に負うところが大きい．特に長年共同研究でご指導いただいたハワイ大
学のヒロシ・ヤマウチ名誉教授，元ハワイ東西文化センター南太平洋開発プ
ログラム主任研究員のテオ・フェアバーン（Te’o Fairbairn）博士，マルタ大学
のリノ・ブリググリオ（Lino Briguglio）教授，アジア開発銀行の元同僚で南太
平洋大学のジャヤラマン（T. K. Jayaraman）教授，グアム大学学長のロバー
ト・アンダーウード（Robert Underwood）博士，国立台湾師範大学の蔡慧敏教
授，それに私の離島フィールドの師である第 3 代沖縄総合事務局長の小玉正
任氏に感謝したい．本書執筆のきっかけは，鹿児島大学国際島嶼教育センタ
ー博士後期過程での集中講義である．世界の島嶼学をリードする同センター
の長嶋俊介名誉教授で前日本島嶼学会会長に感謝の意を表したい．本書の第
1 章～第 4 章は『島嶼研究』に発表したものに加筆修正したものである．貴
重なコメントをいただいた国際島嶼学会及び日本島嶼学会会員の上原秀樹，
大城肇，梅村哲夫，関口浩，須山聡，奥野一生，宮内久光，黒沼善博，玉城
朋彦（故）諸氏に謝意を表したい．本書の上梓にあたっては，岩波書店編集部
にひとからならずお世話になった．記して感謝の意を表したい．

2016 年師走
 嘉 数　 啓
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第 1章　島の定義・アプローチ・分類

1．島嶼学（nissology）とはどのような学問か

1994 年に，沖縄で第 1 回「国際島嶼学会（The International Small Island Stud-

ies Association: ISISA）」が開催された際に，ニューサウスウエルズ大学のグ
ラント・マコール（Grant McCall）教授から，「島嶼学＝島をありのままに研究
する（the study of islands on their own term）」学問分野として，ニッソロジー

（nissology）が提案され，学会用語として定着している（McCall, 1994; 嘉数啓，

1994 年参照）．“nisi” は古代ギリシャ語の「島嶼」，“logy” は論理＝学問を意
味している．“nisi” の複数形は “nesia”（ネシア）で，ミクロネシア（Micronesia

＝小さい島々），ポリネシア（Polynesia＝多くの島々），メラネシア（Melanesia＝黒

い島々）は南太平洋の島嶼地域を分類する標準的な手法になっている．世界
最大の島嶼国，インドネシア（Indonesia）の語源は「インド＋諸島」であり，
ヤポネシア（Japoneisa）は，「日本＋諸島」の造語である．

もっとも nissology という用語を最初に使ったのは，フランスの水路地形
学者であるクリスチャン・ディパラエテールである（Deparaetere, 1991）．

この国際島嶼学会から 4 年後に設立された日本島嶼学会年報の表紙にも
「Nissology＝島嶼学」が使用されている．

イスロマニア（islomania）とは，孤島にいるだけで無上の喜び，ファンタジ
ーを実感する精神症状を意味するが，その「病歴」は「アトランティス」を
夢見た古代ギリシャのプラトンにまで遡ることができる（Clarke, 2001）．島は
今日まで，多くの人々にとって現実とはかけ離れた「パラダイス＝桃源郷」，

「フロンティア＝冒険と未知との遭遇」であると同時に，近づき難い「辺境
＝孤島」，「流刑地＝終末」などでイメージされてきた．島は多くの場合，学
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問の対象というより文学作品，ファンタジーの中で語られてきた．島がトー
タルとして学問の対象になり，島嶼専門誌が出版されるようになったのは最
近のことである．日本や韓国で島嶼学会が創設され，両学会とも国の「学術
会議協力学術研究団体」としての指定を受け，島嶼が新たな研究分野として，

「市民権」を得るに至っている．
McCall の定義からも推察されるように，島嶼学の特徴は，島嶼の「特性」 

と密接に関わっている．島の「特性」については次章で詳述するが，地理学
的な視点から見た島の特性は，「海洋性＝環海性」，「遠隔性＝孤立・拡散性」，

「狭小性＝分断性」に要約できる．これらの 3 つの特性が相互に重複して
「島嶼」の実体的なイメージが浮かび上がってくる．これらの構造的特性に
加えて，歴史（植民地的遺産），文化（混合＝チャンプルー），民族（複合＝多様性），
政治経済（土着，移民，依存，植民地，規模．範囲の不経済）などの一般的特性を
挙げることができる．むろんこれらの特性は，地理・歴史・文化，政治，生
活様式においても「相対的」なものであり，それぞれの島嶼は，とてつもな
く「多様な顔」をしているという基本認識が必要である（竹内啓一，2008 年参

照）．そのため，名前を含む島嶼のイメージには常に「両義性＝プラスとマ
イナス」がまとわりつく．400 余の有人島を抱える日本列島をとっても，皆
既日食で話題になった「悪石島」があり，その隣に「宝島」がある（長嶋俊介

ほか，2009 年参照）．
竹島（韓国名：独島），尖閣列島，北方四島，南沙諸島などの国境に位置す

る「国境紛争の島」があり，生物多様性の「宝庫」で，屋久島のような「世
界遺産の島」，さらには人間の住めない無数の「無人島」がある．無人島も
沖縄の前島のように，ある日突然「有人島」になったりする島もある．また，
海底火山によって，ある日突然「新島」が出現し，消滅したりもする．小笠
原諸島の「西之島新島」（0.25 km2）は，1973 年に誕生した比較的新しい島で，

「新島ブーム」の先駆けとなった．2013 年 12 月，この西之島付近で新たな
島の誕生が話題になった．「国土地理院」によると，1 年後の 2014 年 12 月
現在，島は標高 110 m，面積で約 190 倍に拡大し，写真 1-1の「西之島新
島」とつながって，拡大し続けている．

われわれの研究対象が「島嶼」で，その「特性」が前述の通りであれば，
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済学から逸脱して，政治・歴史・文化的要素も考慮する制度的社会経済学の
構築を目指した．ただ，学際的，超学的といっても実際には難しく，各自が
異分野の研究成果を自らの専門分野（ディシプリン）に取り込み，「分野の共有
＝コミュニケーション」を通して，それぞれの専門分野の裾野を豊かに広げ，
ユニークに「深化」させていく基本姿勢が求められるであろう．島嶼研究は，
超学的アプローチに加えて，「ネットワーク型」，「参加型」，「フィールド型」 
のアプローチにならざるを得ない．日本における民俗学の視点からの島嶼研
究の先駆者，宮本常一の『民俗学の旅』（1993 年）にも，フィールドに根を下
ろした「学際的」，「実践的」アプローチの必要性が説得的に提案されている．
フィールドに基づく最近の研究成果として，中俣均『渡名喜島』（2014 年）を
挙げておきたい．

むろん学問的には必ずしもフィールドにこだわる必要はない．柳田国男は
ひと月あまり奄美，沖縄に滞在して，南島研究の意義を明らかにし，晩年の

『海上の道』へと続く端緒となった『海南小記』（1925 年）を残しているし，沖
縄学の第一人者，外間守善が絶賛する岡本太郎の『沖縄文化論』（1961 年）は，
岡本が数か月の沖縄滞在を経て書き上げたものである．アメリカの文化人類
学者，マーガレット・ミード（Margaret Mead）の『サモアの思春期（Coming of 

Age in Samoa）』（1928 年）は，「性差」は生得的なものではなく社会的につくら
れたものだとするフェミニズム運動のバイブルになったが，孤立した原初的
島を研究対象にした社会人類学分野の最もすぐれた作品であると評価されて
いる（Freeman, 1999）．彼女はサモアでの数か月のフィールド調査でこの本を

島嶼の研究・調査手法は「学際
的・複合的・価値前提的」あるい
は「超学的（trans-disciplinary）」ア
プローチにならざるを得ない（De-

paraetere, 2008）．「超学的」研究を
最初に提唱したのは，北欧経済学
の巨人，グンナー・ミュルダール

（Myrdal, 1968）である．彼は，経済
的要素のみに専念する主流派の経

写真 1-1　西之島新島の誕生の様子，1973 年
資料：海上保安庁提供．
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完成させている．ミードの弟子であるルース・ベネデクト（Ruth Benedict）は，
日本を一度も訪問することなく，今や比較文化論の古典になっている『菊と
刀』（1946 年）を著した．ただ，これらの研究者に共通しているのは，膨大な
文献を読みこなし，そこから研究対象（島）のイメージ（仮説）をふくらませ，
論理整合的な推論（演繹）を通して，検証可能な結論を導きだしていることで
ある．繰り返し実験が可能な自然科学と異なって，社会科学的方法論で導か
れた真理は，時間の関数でもある．特にミードの著作はその後，サモア出身
の社会学者などから「現場に無知」という理由で厳しい批判の的になった．
島嶼学は，「神学」と違い，仮説が間違っていれば，新しい仮説を立て，観
察やデータを通して繰り返し実証するというカール・ポパー（1959 年）のいう

「反証可能」な学問である．

2．島嶼の定義

「島（island）」を研究テーマにしていると答えると，決まって「島とは何
か」という難問に答える羽目になる．「京都学」とか，「沖縄学」があるよう
に，「島」を研究する以上，島の定義は不可欠である．「島」という字を辞書
で検索してみると，「周囲が水で囲まれている小陸地」とある．「水」という
のは，「海水」と「淡水」を含んでいる．島というとすぐ海洋を思いうかべ
るが，北アメリカのヒューロン湖の中にあるマニトゥーリン島（Manitoulin Is-

land）は，日本の本州より大きな島である．「神の島」とよばれている琵琶湖
の「沖島」（有人島）も淡水湖の島である．チャオプラヤ川（メナム川）の中州に
は有名な「クレット島（ko kret）」がある．
「島」は常に「水」に囲まれている必要はない．フランス西海岸，サン・

マロ湾上に浮かぶモンサンミシェル島は，世界遺産の同名の修道院で成り立
っているが，潮の干満差が激しく，満潮時には海に浮かび，干潮時には大陸
とつながる．このような「島」は世界に数多く存在する．日本で島が最も多
い長崎県の壱岐島近くに無人の「前小島」があるが，そこに干潮の時だけ参
道が姿を現すパワースポットの小島神社がある．地元の人たちは「壱岐のモ
ンサンミシェル」とよんで，静かな観光スポットになっている．
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島の定義は国，地域によっても異なる．最もわかりやすく，機能的な定義
は「人が住み，最低 1 頭の羊を養える牧場がある」とするスコットランドの
定義である（King, 1993, p. 9）．

地理学上では，「大陸より小さい陸地」が島と定義される．世界には 6 大
陸があり，一番小さいオーストラリア大陸（760 万 km2）より小さい陸地が島
ということになる．この定義に従って，面積の大きい順に 10 島を並べると
表 1-1の通りとなる．

しかし，われわれの常識からすれば，これらの島はとても「小陸地」とは
言い難い．ちなみに，2012 年 10 月時点で，国連に加盟している 193 か国の
うち，「島嶼国」を面積の小さい順に 10 か国並べると表 1-2の通りである．
「島」の定義で最も頻繁に使われているのは，「海の憲法」とよばれている

「国際連合海洋法条約」第 121 条に規定されている以下の 3 つの条件を満た
す陸地である．

• 周囲が水に囲まれ，自然に形成された陸地であること．したがって「人
工島」は島ではない．

• 満潮時に水没しないこと．つまり，満潮時に水没する「低潮高地」（暗

礁）は島ではない．
• 人間の居住又は独自の経済的生活を維持できる陸地である．つまり，満

潮時に水没しない「岩」は，この条件を満たさない限り島ではなく，

表 1-1　面積の大きい 10 位までの世界の「島」，2012 年

島名（国名） 面積
（万 km2）

グリーンランド（デンマーク） 218
ニューギニア（インドネシア，パプアニューギニア） 81
ボルネオ（インドネシア，マレーシア，ブルネイ） 76
マダガスカル 59
スマトラ（インドネシア） 52
バッフィン島（カナダ） 48
本州（日本） 23
グレートブリテン島（英国） 23
スラウェシ島（インドネシア） 19
サウスアイランド（ニュージーランド） 15

資料：国立天文台編『理科年表 WEB 版』，2011 年より作成．
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「領海」は設定できるが，独自の「EEZ」や「大陸棚」は設定できない．
この島の定義はきわめて重要である．何故なら，島が「国の領土」，つま

り国家の主権（統治権）が及ぶ空間領域となるだけでなく，領土から 12 海里
（22.2 km）離れた海域を「領海」とすることが同条約 2 条で規定されているか
らだ．さらに領土から 200 海里（370 km）離れた海域を「排他的経済水域＝
EEZ」，つまりその国の「大陸棚」としており，海洋資源を採取する独占権
を有するのみならず，領海上空を国外機が無断で飛行することも禁じられて
いる（詳しくは，Tanaka, 2012 参照）．海洋国家日本にとって有難いことには，
大陸棚では 200 海里を超えた部分でも陸続きが証明できれば，海底資源の開
発に限り，権利が認められている．このことを日本，中国，台湾間で，それ
ぞれが「領有権」を主張して争っている尖閣諸島を例にとって例示すると図
1-1の通りとなる．

尖閣諸島は，石垣島と台湾から約 170 km，中国から約 330 km に位置し，
総面積がわずか 5.56 km2 の 5 つの無人島と岩礁で構成されている．その中
で一番大きな島が魚釣島（3.82 km2）で，尖閣諸島の中で，最も中国本土に近
い島である．魚釣島の最西端を「基線」にすると，そこからの領海，接続水
域，EEZ 及び大陸棚は図 1-1の通りとなる．尖閣列島がどの国に所属する
かによって，領海面積は大きく異なる．特にこの地域が石油や天然ガスなど

表 1-2　面積の小さい 10 位までの国連加盟「小島嶼国」，2012 年

国名 面積
（km2）

人口
（万人）

面積がほぼ　 
同じ日本の島

ナウル 21 1.0 伊平屋島
ツバル 26 1.0 与那国島
マーシャル諸島 180 6.2 利尻島
セントクリストファー・ネービス 262 5.2 徳之島
モルディブ 298 31.9 西表島
マルタ 316 41.0 福江島
セントビンセント・グレナディーン諸島 389 10.9 福江島＋久米島
アンティグア・バーブーダ 442 8.9 種子島
パラオ 488 2.0 屋久島
セントルシア 616 17.4 淡路島

資料：日本外務省基礎データより作成（http://www.mofa.go.jp/mofaj/
area/tuvalu/data.html）．
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の海底資源の宝庫となると，領有権争いも勢い激しくなる．中国，日本とも
国連海洋法条約を批准しているが，中国は中国大陸から尖閣諸島まで伸びる

「大陸棚」を根拠に領有権を主張している．
国連海洋法条約で「島」である条件の 1 つに，「満潮時に水没しないこと」 

が挙げられている．「満潮時」とは，観測場所が年間を通しての満潮を観察
した結果，もうこれ以上海水が上がってこないであろうと考えられる海面の
高さ「略最高高潮面」を指している．海図に記載される島は，この定義に基
づいている．海図には，潮汐の干満によって水面上に時々顔を出す岩（干出

岩），水面すれすれの岩（洗岩），いつも水面下に没している岩（暗岩）の 3 種類
も記載されている．中国とベトナムが領有権をめぐって紛争が続いている南
沙諸島（Spratly Islands）の「スビ礁（Subi Reef）」は満潮時に水没する「干出
岩」に相当し，国連海洋法条約で定義する島ではない．中国はこの岩礁を埋
め立てて，島の定義に合致しない「人工島」を造成し，3000 m 級の滑走路
を建設しており，周辺諸国やアメリカとの緊張が高まっている．

国連海洋法上の「島」と認知されている日本最南端の環礁，「沖ノ鳥島」
（環礁全体で 7.8 km2）は，「世界最小の島」ともよばれているが，中国，韓国が
「島」ではなく，「岩礁」だとして異議申し立てをしていることはよく知られ
ている．確かに満潮時に東小島と北小島は海面上にあるが，地球温暖化によ
る海面上昇で満潮時に水面下に姿を消す可能性があり，政府が消波ブロック
設置や護岸工事などで水没を防いでいる．日本政府は，小笠原村に属する日
本最東端のマーカス島ともよばれている「南鳥島」（面積 1.51 km2）についても

図 1-1　魚釣島を「基線」とした日本の領海と排他的経済水域（EEZ）
資料：嘉数啓作成．
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他的経済水域又は大陸棚を有しない」で規定する「岩」であり，EEZ の基
点にならない（Van Dyke, 1988）．日本の国土面積は 38 万 km2 で世界第 60 位
だが，領海と EEZ を含めると，国土の約 12 倍，447 万 km2 になり，世界第
6 位になる．ちなみに沖縄県を含む日本の「島嶼地域」の EEZ は，国土全
体の 6 割強と推計されている（海洋政策研究財団，2008 年，p. 2）．
「沖ノ鳥島は東京から約 1700 km，小笠原諸島の父島から約 900 km 離れ

た日本最南端の島で，東西約 4.5 km，南北約 1.7 km，周囲約 11 km のサン
ゴ礁だ．わが国は沖ノ鳥島の周囲に漁業資源や地下の鉱物資源などを独占で
きる排他的経済水域（EEZ）を設定しており，面積は国土面積（約 38 万 km2）を
上回る約 40 万 km2 にも及ぶ．その周辺海域は漁業資源ばかりでなく，レア
メタル（希少金属）などの存在が期待されている．かろうじて水面に浮かぶ沖
ノ鳥島の存在によって，国土の約 6～8 割に相当する領海・EEZ が広がった
ことを意味する」（『産経新聞』2014 年 1 月 4 日朝刊）．

国連海洋法条約の定義による島は，世界にいくつあるのだろうか．地球観
測衛星（NOAA）による全地球規模高画質海岸線データベース（GSHHS=http://

www.ngdc.noaa.gov/mgg/shorelines/gshhs.html）によると，2006 年時点で 17 万
5804 の島（面積が 1 ha＝1000 m2 以上）が観測されている（表 1-3）．国連定義に従
って，10 m2 以上の「岩礁（rock）」も含めると，3000 万～4000 万の島の数が
あると推計されている．

さて，日本での島の定義はどうか．「離島の自立的発展を促進するための

水没を防ぐ方法を検討しているが，
他の島と排他的経済水域を接して
いないこの島の EEZ は，43 万 km2

に及び，日本の国土面積より大き
い．

海洋法の権威，ハワイ大学のジ
ョン・ヴァンダイク教授によると，
沖ノ鳥島は国連海洋法条約 121 条
第 3 項「人間の居住又は独自の経
済的生活を維持できない岩は，排

写真 1-2　沖ノ鳥島（世界最小の島？
それとも岩？）

資料：海上保安庁提供．
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特別時限立法」として，1953 年（昭和 28 年）に成立し，これまで 5 回も延長
されてきた「離島振興法」第 2 条に「離島」を国土交通大臣，総務大臣及び
農林水産大臣が指定する「島」となっている．ここでの「島」とは，海上保
安庁水路部が 1986 年に調査した『海上保安の現況（1987 年版）』で定義する

「島」と重なり，以下の条件を満たす必要がある．（1）周囲が水に囲まれ，
0.1 km 以上のもの，（2）架橋，海中道路などで本土と一体化した島，埋め立
て地を除く，（3）本土 5 島（北海道，本州，四国，九州，沖縄本島）を除く島とな
っている．上記の定義による日本の離島＝島の総数は 2012 年現在で 6852 あ
り，そのうち住民登録のある「有人離島」は 314（島総数の 4.6%）である（詳し

くは，（財）日本離島センター『離島統計年報』，加藤庸二『原色 日本島図鑑』2010 年

参照）．
しかし，「海上保安庁は，都道府県の島数までは公表しているが，6852 の

島リストは公表していないため，どの島とどの島を足しあわせてその数とな
ったかは不明」である（古坂良文，2014 年，p. 13）．さらに，都道府県の「離島
統計」では，島の定義を面積が 0.01 km2 以上の島と定義しており，国の定義
より面積が大きく，整合的ではない．例えば，2014 年現在における沖縄県
の離島総数は国の公表数値で 363 だが，沖縄県の統計では 160 と半分以下に
なっている．日本政府は，海洋進出を活発化させる中国をにらみ，沖縄県の
尖閣諸島を含む名称のない 158 の無人島に名前をつけて 2014 年 8 月に公表

表 1-3　世界の規模別島の数，2006 年

面積 島の数 構成比
（％） 分類

105 km2＜A＜106 km2 17 0.0 ギガ
104 km2＜A＜105 km2 53 0.0 メガ
103 km2＜A＜104 km2 219 0.0 標準
102 km2＜A＜103 km2 1,135 0.6 マイクロ
10 km2＜A＜102 km2 4,251 2.4 ナノ
1 km2＜A＜10 km2 16,359 9.3 ギガ環礁

0.5 km2＜A＜1 km2 63,324 36.0 メガ環礁
1 ha＜A＜0.5 km2 90,446 51.4 標準環礁

合計 175,804 100.0

資料：Depraetere and Dahl （2007） p. 61, Table 2 よ
り作成．
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したが，個別の島々の内訳についても公表する時期にきているのではないか．
日本の離島振興法によって「指定」され，特別振興の対象になっている有

人離島は現時点で 258 島である．小笠原諸島，奄美群島，沖縄の離島は上記
の離島振興法の対象外で，それぞれ別途の特別法で振興策が講じられている．
離島振興法や特別法は，有人島の生活防衛及び振興を目的として制定されて
おり，無人島の指定は想定されていない．しかし 2007 年（平成 19 年）に成立
した「海洋基本法」には，従来無視されてきた外洋の無人島についても「海
洋管理のための離島の保全・管理・利用」などの国策を重視した離島政策が
うたわれている（詳しくは鈴木勇次，2013 年；中俣均，2013 年参照）．

ちなみに人文地理学的な視点から離島研究の系譜を論じた宮内久光（2006

年）によると，日本で「離島」という用語が用いられるようになったのは
1950 年代以降のことで，それ以前は「島」，「島嶼」という用語であった．
離島という用語はおそらく離島振興法に伴って一般化したと思われる．

3．島嶼の分類

島の分類学（taxonomy）というのがある．島の分類には，研究の目的，政策
的視点から種々の分類がなされてきた．頻繁に使われる分類手法は，島の

「大きさ」，「人口」，すなわち「有人，無人」による分類である．それ以外に
島の「形状＝地形」，「海洋別」，「本土との距離」，「生態系」，「統治形態」，

「経済自立度」，「文化・民族・歴史・地質形態」などの分類がなされている．
以下ではそのデータが利用可能な主な分類を検討する．

島の「大きさ・形状」による分類

表 1-3で見たように，Depraetere and Dahl は，島を面積の大きい順に，
ギガ（例，マダガスカル），メガ（アイスランド），標準（モーリシャス），ミクロ（バ

ルバドス），ナノ（ナウル）に分類し，島より小さい環礁（islet），岩礁（rock）を同
様に 5 つに分類している．島の分類学で著名な Stephen A. Royle （2007）は，
島の「形状」を以下の 5 つに分類している．

• 諸島，列島，群島（archipelago）




