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　現在の日本社会で、島という言葉は何を喚起するだろうか。おそ

らく島といわれて多くの人びとの脳裏に浮かぶのは、地理的な孤立

性、社会的な閉鎖性、国家における辺境性、大陸や大きな島への経

済的従属性といった印象であろう。島の孤立性や閉鎖性は「ガラパ

ゴス」イメージ、島の辺境性や従属性は「離島」イメージといいう

るかもしれない。現在の日本国内の島々のなかでも、2011 年に国

連のユネスコ世界自然遺産に登録された小笠原諸島（英語名 Bonin 

Islands）は、チャールズ・ダーウィンの進化論が着想される契機と

なったガラパゴス諸島と同じく、長年の大陸移動の過程でいちども

大陸（巨大な島）とつながったことがなく、陸上生物が独立した進

化系統をたどってきたために、「東洋のガラパゴス」と別称される

ことがある。「ガラパゴス」は「無人島」イメージにもつながる。

小笠原諸島も 19 世紀の初頭まで人が定住せず、文字通り「無
ぶ

人
にん

島
しま

」と呼ばれた群島であった。

結

序 群島の想像力

　帆船の作動環境は、普遍的かつ特異的である。帆船は、奴隷的で階級的な規
律のもとで、多数の労働者が複雑かつ共時的な作業を協働で実施する装置であ
る。そして、この規律のもとで、人間の意志は機械装置に服属する――すべて
は労賃のために。帆船の労働と協働と規律こそ、工場のプロトタイプとなった
ものである 1。

1　Linebaugh, Peter and Rediker, Marcus, The Many-Headed Hydra: The Hidden History of the 

Revolutionary Atlantic, Verso, 2000, pp.149-150.
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　だが「離島」や「ガラパゴス」といったイメージは、多くの島々

がたどってきた歴史的経験をかならずしも正しく表現できない。た

とえば「群島文学」という非常に示唆的な文芸ジャンルを提唱した

今福龍太が指摘するように、島の孤立性・閉鎖性の代表格とみなさ

れているガラパゴス諸島が、植民地帝国による太平洋の分割が進む

19世紀以前、すでにアカプルコ（現在のメキシコ）―マニラ間を航

行するスペインのガレオン交易船の積荷を狙う海賊の潜伏地となっ

ていたことや、19 世紀前半にエクアドル国家に組み込まれた後、

近代の植
コ ロ ニ ア

民地主
リズ ム

義の名となったコロンブス（クリストバル・コロン）

にちなんでコロン諸島と命名されたことは、ほとんど知られていな

い 2。また後に詳しく述べるように、現在の日本国内において島の

辺境性や孤立性の代表格とみなされている小笠原諸島も、19世紀

に無人島から有人島になるやいなや、世界各地にルーツをもつ船乗

りたちが離合集散する北西太平洋の海上交通の一大拠点となり、そ

の後約半世紀にわたって、どの大陸や大きな島の力からも自律した

領域であり続けた。

　島嶼社会を論じた偉大な先達である宮本常一、エドゥアール・グ

リッサン、新原道信といった人たちの言葉を引くまでもなく、人間

が住まう存在としての島は、辺境性と同時に中心性を、従属性と同

時に自律性を、孤立性と同時に交通性を、閉鎖性と同時に開放性を

もってきた 3。瀬戸内海の周防大島に生まれ、生涯にわたって島と

いう場所にこだわり続けた民俗学者・宮本常一は、隔絶された条件

と限られた陸地のもとで生産と流通の制限に苦しめられる場である

と同時に、海に開かれさまざまな交通の可能性をもつ場として、島

という存在を位置づけた 4。そして、カリブ海のフランス領マルテ

2　今福龍太『群島―世界論』岩波書店、2008、150-152 頁。
3　新原道信『ホモ・モーベンス―旅する社会学』窓社、1997、244-255 頁。
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10

ィニーク――コロンブスが到達した島のひとつでもある――に生ま

れた作家／詩人／批評家であるグリッサンも指摘するように、群島

を孤立性や閉鎖性から劇的に解き放ち、交通性や開放性のなかに置

くと同時に、辺境性・従属性というべき状況に追いやってきたもの

こそ、コロンブス以来 500 年間、しばしば植民地主義の助力を得

ながら展開してきたグローバリゼーション、すなわちわたしたちの

社会科学の対象でもある近代世界の展開そのものにほかならない 5。

　17 世紀、英国を中心として間大西洋世界（Trans-Atlantic World）

に世界市場が急速に拡大するなかで、イングランドの解剖学者・統

計学者であったエドワード・バーロウ（ウィリアム・ペティ）はい

わゆる労働価値説を提唱し、近代社会科学の最初のジャンルである

政治経済学の創始者として後世に名を残すことになる。外洋帆船の

給仕（cabin boy）としての経験をもつバーロウは、労働価値説を着

想するさい、間大西洋世界における商船の水夫の労働（「新大陸」か

らの銀の運搬など）こそが利潤の源泉であると定位した。近代の学

知とりわけ社会科学にとって、海洋世界は重要な参照点であり続け

てきたのである 6。

　ただし、近代社会科学の主流の認識モデルが参照してきた海洋世

界は、あくまでもヨーロッパにとっての侵略／進出の対象としての

海と島々――ここには巨大な島としての「新大陸」が含まれる――

を意味していたことに留意しよう。近代社会科学が準拠するヨーロ

4　宮本常一「島に生きる」『宮本常一著作集 4』未來社、[1958]1969、17 頁。その著作中で海賊・
家船漁民・行商船員など海の移

ノ マ ド

動民の生に執拗なまでに言及している宮本の群島論は、内地とい
う〈疑似大陸〉を中心として島々と海を俯瞰するような、近代日本における社会科学の主流の認
識モデルとは、決定的に異なる視線をそなえている。この点に関しては次の拙稿を参照。石原 俊

「〈島〉をめぐる方法の苦闘―同時代史とわたりあう宮本常一」『現代思想』39 巻 15 号、青土社、
2011、134-139 頁。
5　グリッサン、エドゥアール = 管 啓次郎 訳『〈関係〉の詩学』インスクリプト、1990 = 2000、
48-51 頁。
6　Linebaugh, Peter and Rediker, Marcus, op.cit., pp. 146- 147.
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ッパ意識とは、世界の海と島々を侵略／進出の対象として俯瞰する

〈擬似大陸〉意識――ここには〈擬似大陸〉としてのブリテン島が

含まれる――にほかならない。

　〈擬似大陸〉としてのヨーロッパという自
アイデンティティ

己意識は、地球最初の

グローバリゼーションであった間大西洋における世界市場の形成と

ともに作られた。カール・シュミットが指摘するように、この世界

市場の形成を支え、西欧諸国家による侵略／進出を正当化した談合

の論理が、近代国際法たるヨーロッパ公法に書き込まれた先占
（occupation）の法理と海戦自由の法理（海戦国際法）であった。先

占の法理とは、西欧諸国家（の構成員）が主権の名において、ヨー

ロッパ外部の「無主地」における非戦闘員――すなわち先住民――

とその共
コ モ ン

有財を「自由」に処分・捕獲する所業を正当化する論理で

あり、海戦自由の法理とは、西欧諸国家（の構成員）が主権の名に

おいて、洋上の非戦闘員とその私有財産を「自由」に処分・捕獲す

る所業を正当化する論理である 7。

　松井透が指摘するように、16 世紀に始まる世界市場の形成は、

たんなる「西欧を中心とする生産力の発展にともなう副次的付随現

象」などではけっしてない。むしろ世界市場は、「新大陸」を含む島々

7　シュミット、カール = 生松敬三／前野光弘 訳『陸と海と─世界史的一考察』慈学社出版、
1942 = [1971]2006、98-102 頁。シュミット、カール = 新田邦夫 訳『大地のノモス─ヨーロッ
パ公法という国際法における』慈学社出版、1950 = 2007、139-158, 208-226 頁。ただし、先
占の法理の形成過程やこの法理と実際の歴史過程との関係は、かなり複雑な様相をみせている。
最初に「新世界」への侵略／進出を主導したスペイン・ポルトガル勢力は、「新世界」= 非ヨー
ロッパ世界における領域支配を正当化するために、神の法に反する「異教徒」の土地に対しては
ローマ教皇が管轄権を有するという正当化根拠のもとで、ある領域を最初に「発見」した人が帰
属する国家が、その領域に対する権利を主張できるのもとした。これに対して後発勢力である英
仏蘭各国は、フーゴー・グロティウスの先占の法理などを支えに、「新世界」に対する教皇の管
轄権を否定しようとしていった。グロティウスが体系化した先占の法理は、「新世界」の土地が「未
開」の「始原的共有状態」にあると仮構したうえで、ある「無主地」を「占有」し継続的に利用
した人が帰属する国家が、その土地に対する排他的な領有権を取得することを正当化した。以上
の過程については次を参照。許 淑娟『領域権原論─領域支配の実効性と正当性』東京大学出版会、
2012、40-62 頁。
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や海におけるヨーロッパ勢力の「無理・無法」に支えられて作られ

たのである 8。いうまでもなく、こうした世界市場の「無理・無法」

を支えた体系こそ、ヨーロッパ公法であった。

　ここでまず重要なのは、非戦闘員の殺傷・捕獲や私有財産の破壊・

取得を原則として禁じたヨーロッパ公法の陸戦国際法が、ヨーロッ

パの外部の「陸」には適用されないことである。ヨーロッパの外部

の「陸」においては、非戦闘員への攻撃・捕獲や、土地や天然資源

を含むかれらの共
コ モ ン

有財の取得が、「海」一般に適用される海戦国際

法と同形の論理によって、暗黙裡に正当化されている。植民地主義

戦争の国際法的主体は、ヨーロッパ公法のなかで主権者として認め

られる勢力に限られており、主権（国家）をもたない（とみなされた）

人びとは、占領（occupation）という戦争状態のただなかに置かれ

ていても、戦争の主体として扱われないのだ。すなわちヨーロッパ

という自
アイデンティティ

己意識は、ヨーロッパ公法自身によって国際法の主体たる

資格を認められた、主権国家という自称にぴったりと重なり合う。

　さらに重要な問題は、ヨーロッパ主権国家が先占の法理と海戦自

由の法理をルール化した目的のひとつが、「無主地」と「海」をめ

ぐる紛争がヨーロッパ内部へ波及することの抑止、すなわち植民地

主義戦争のヨーロッパ内部に対するブーメラン効果の予防にあった

ことである。このきわめて身勝手な論理が、よく知られる限定戦争

論にほかならない 9。たしかにシュミットは、確信犯的なヨーロッ

パ中心主義者であり、陸戦国際法＝ヨーロッパ大陸法を擁護し、海

戦国際法＝英米法を嫌悪したことで知られる 10。だがシュミットは、

自らの学問的・政治的意図をも超えて、〈擬似大陸〉意識としての

8　松井 透『世界市場の形成』岩波書店、[1991]2001、359-362 頁。
9　シュミット、カール 前掲『大地のノモス』76-99,160-176 頁。
10　西 平等「神の正義と国家の中立─「グローバルな内戦」に対抗するカール・シュミット」『思
想』1020 号、岩波書店、2009、66-69 頁。
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ヨーロッパ――このヨーロッパにはシュミットが嫌悪した英国を含

む――という自
アイデン

己意
ティティ

識が、世界の海と島々に対する侵略／進出の過

程で創作されたことを曝いてしまった。

　そして皮肉なことに、近代社会科学の主流たる政治経済学の理論

モデルが世界市場や資本主義の中枢とみなして準拠点にしてきたイ

ングランドのあるブリテンという場所、すなわち無人島――実際に

は無人島ではなかったわけだが――に資本主義と植民地主義の縮小

世界を打ち立てたあのロビンソン・クルーソーの故郷も、ほかなら

ぬ島である。にもかかわらず、ジル・ドゥルーズが若き日に示唆し

ていたように、近代世界においてブリテン島住民ほど、自らの足元

が島であることを忘れてきた者はいないのかもしれない 11。さらに、

近代社会科学の傍流である社会学の理論モデルが近代化の準拠点と

してきた大陸ヨーロッパも、ハンス・M. エンツェンスベルガーか

らは「ヨーロッパ半島」と名づけられ、近年ではマッシモ・カッチ

ャーリから「ヨーロッパ群島」とさえ呼ばれている 12。

　そのブリテン島を中心に 16 世紀から 18 世紀にかけて間大西洋

世界に拡がった世界市場を底辺で支えた人びとは、カリブ海の島々

を中心に林立したプランテーションに連行された奴隷たちであり、

奴隷がプランテーションで生産した農産物や奴隷自身の身体――す

なわち当時の世界商品――の運搬を担っていた商船の水夫たちであ

った。19 世紀になると世界市場の前線は間太平洋世界（Trans-Pacific 

World）に移動するが、その底辺を支えたのは、当時の世界商品で

あった鯨油を搾取するために太平洋を往来していた捕鯨船の水夫た

11　ドゥルーズ、ジル = 前田英樹 訳「無人島の原因と理由」宇野邦一 監『無人島 1953-1968』
河出書房新社、[ 執筆年不詳 ]2002 = 2003、14 頁。
12　エンツェンスベルガー、ハンス・マグヌス = 石黒英男／津村正樹／道籏泰三／小寺昭次郎
／野村 修 訳『ヨーロッパ半島』晶文社、1987 = 1989。カッチャーリ、マッシモ = 柱本元彦 訳『必
要なる天使』人文書院、1988 = 2002。

13序　　群島の想像力………
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ち、そして南太平洋の島々に建設されたプランテーションの年季契

約奉公人たちであった。

　世界市場の前線／底辺に位置するプランテーションや外洋帆船と

いった〈島々〉は、階級的命令系統と人
レ イ シ ズ ム

種主義が絡まりあい 13、監

視と恫喝に基づく体系的な労務管理が貫徹する、近代的労働過程の

原型となった分業的／収容所的空間であった。と同時にこの〈島々〉

は、世界で初めて複数文化的な接触と混淆が広範に生じ、サボター

ジュやノマド的逃亡からストライキや生産管理闘争にいたるまで、

近代の「も
プ ロ レ タ リ ア

たざる者たち」による抵抗の諸形式が最初に出揃った協

働的／集合的空間でもあった 14。

　他方で、世界市場の前線／底辺に置かれた水夫たちは洋上の島と

いう場所に、帆船のディストピアから退出して生と性を自主管理す

るユートピアを夢見た。実際の島々は、（元）船乗りたちが伝統社

会の底辺層に組み込まれてなんとか生存を許された島、（元）船乗

りたちが伝統社会を破壊または支配した島、（元）船乗りたちが伝

統社会の空白地帯にアナーキカルな自律空間を作りあげた島など、

多様な歴史過程をたどったが、いずれの島々も帆船のロビンソンた

ちが離合集散する複数文化的な接触と混淆の場であった。

13　本書で用いる人種主義という用語は、ある人や集団の身体的外見・使用言語・生活習慣などを、
あたかもその人・集団の本質であるかのように侮蔑や恐怖の対象としてクローズアップし、一定
のステレオタイプ化されたイメージを与え、日常的な差別や排除の標的にすることを正当化する
イデオロギーを指している。本書の人種主義概念に最も近い考え方として次を参照。フレドリク
ソン、ジョージ・M. = 李 孝徳 訳『人種主義の歴史』みすず書房、2002 = 2009。鵜飼 哲／酒井
直樹／モーリス = スズキ、テッサ／李 孝徳『レイシズム・スタディーズ序説』以文社、2012。
14　こうした論点に関しては次を参照。グリッサン、エドゥアール 前掲、85-101 頁。アンチオ
ープ、ガブリエル = 石塚道子 訳『ニグロ、ダンス、抵抗―17 ～ 19 世紀カリブ海地域奴隷制史』
人文書院、1996 = 2001。Rediker, Marcus, Between the Devil and the Deep Blue Sea: Merchant, 

Seamen, Pirates, and the Angro-American Maritime World 1700-1750, Cambridge University 
Press, 1987. Linebaugh, Peter and Rediker, Marcus, op.cit.
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　現在日本の主権下にある領域も、6,000 以上の島々から成り立っ

ている。だが、この群島に住む多くの人びとは、自分の足元が島で

あることをみごとに忘れてしまっている。

　19 世紀後半、3 大洋では外洋帆船の時代が終わり、蒸気船の時

代に移行していく。そして 20 世紀に入る頃までに、北太平洋の島々

の大部分は、蒸気船を主力とする海軍力を背景にして、米国と日本

というふたつの新興植民地帝国に組み込まれていき、間太平洋世界

でも諸帝国による分割がほぼ完了した。1870 年代の日本による「樺

太・千島交換条約」「小笠原島回収」「琉球処分」から、世紀転換期

の米国によるハワイ（ハワイイ）諸島・グアム島・フィリピン諸島

の占領などを経て、第一次世界大戦での日本によるミクロネシア占

領にいたるまでが、この過程に属する。3 大洋の大部分の島々が、

欧米日の植民地帝国における過剰人口の〈はけ口〉として、また植

民地帝国の軍事的・経済的な侵略／進出の〈飛び石〉として、利用

されつくした。

　〈擬似大陸〉としてのヨーロッパ意識は、近代日本では内地意識

というべき〈擬似大陸〉意識に移植された。筆者もすでに別のとこ

ろでふれたが、そもそも内地という表現自体が、島であることを忘

れさせる言語的効果を備えている 15。

　帝国日本の近代社会科学もまた、海と島々を俯瞰する〈擬似大陸〉

の学知として発展していった。そうした学知の想像力の中枢に居座

15　この点については、次の拙著で論じている。石原 俊『近代日本と小笠原諸島―移動民の島々
と帝国』平凡社、2007、430-431 頁。ただし、大日本帝国憲法下の法制度に従えば、内地とは
帝国憲法が一部の例外を除いてほぼ完全に適用される領域を意味しており、北海道・小笠原諸
島・沖縄諸島なども法文上の内地に含まれる。だが、北海道・小笠原諸島・沖縄諸島などの住民
は、明治政府成立当初から、本州・九州・四国とその周辺の島々を内地と他称・俗称してきた（高
江洲昌哉『近代日本の地方統治と「島嶼」』ゆまに書房、2009、58 頁）。本書では、特にことわ
りのない場合、内地は後者の俗称としての意味で使用し、それ以外の用法の場合はその都度、法
文上の「内地」などと「」つきで表現する。

15序　　群島の想像力………
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