占的な開発の権利を有する「排他的経

源が存在するのだ。

なエネルギーや鉱物の資

から２００海里（約３７０㎞）までと
なる。

東郷太一

２．尖閣諸島について

尖閣諸島は沖縄の石垣島から北西に

約１７０㎞、台湾から北東１９０㎞の

距離に位置する無人島で、総面積約５・

８平方㎞で、最大の島である魚釣島他
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特別寄稿

済水域」の広さは約４４７万平方キロ

一方この排他的経済水

あり同時に海底には貴重

領土と 資 源
尖閣諸島を死守せよ
は 位ぐらいである。 ただ日本が独

風 雲 急 を 告 げ る 東 シ ナ 海 で あ る。

メートルあり、これは米国、インドネ

域は同時に排他的軍事水

はじめに

２０２１年５月 日には米国日本仏連

域でもあり軍事艦船の航

通例である。ちなみに領

までの領海域とするのが

岸の基線から２００海里

※排他的経済水域とは海

なければならない。

由に行える 事実に留意し

行、海底地図の作成が自

この広大な水域は漁業資源の宝庫で

60

シアに次いで世界６位の面積である。

合艦隊による離島奪回作戦の演習が東
シナ海で実施された。
尖閣諸島周辺の海底には莫大な財宝
が眠っているのだ。
日本円で約 兆円の海底石油ガス、
熱水鉱床、コバルト、マンガン、パラ
ジウム、金など約４０００トンが存在
するのだ。
本稿では尖閣をめぐる領土領海、資

海とは、領土や領空とともに基線から

㎞）まで。排他的経済水域は、基線

24

源の評価、同島に関する日中台米それ

海里（約 ㎞）まで。接続水域とは、
領海の外側（ 海里）から 海里（約

22

12

ぞれの主張これからの対応を考える。

１．日本の広大な領土領海

方キロメートルであり、世界での順位

陸地の日本の領土の面積は約 万平
38

12

44

14

80
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よれば、よく知られている石油天然ガ

るのだろうか。ＪＯＧＭＥＣの資料に

おく。

られたものではないことをお断りして

の私見に基づく試算であり公的で認め

価格を試算する。

て、左記数字を算式に代入し石油埋蔵

蔵量が１０９５億バレル存在するとし

４島と３岩礁からなる。
魚釣島と中国大陸の間に距離は約
スなどのエネルギー資源以外にも海底

Ⅰ前提条件

②埋蔵量／ａ／約１０９５億バレル

方㎞

一般的に海底資源の価値は現在の市

し、その純利益を還元利回りで還元し

熱水鉱床、コバルトリッチクラスト、

３３０㎞で日本は 世紀末に自国領土
に編入した。

①海底の範囲面積：尖閣周辺約 万平

試算する「ホスコルド方式」と言われ

場価値から採掘に要する費用等控除

の資源の存在が確認されている。

メタンハイドレート、レアアースなど

②資源量の推定

従来周辺海域はカツオなどの漁場と
して知られていたが、国際的にはあま

１
= ５９・ リットル） 国

には約２００の海底熱水鉱床が存在す

床で、日本の領海と排他的経済水域

Ⅰ．期間が有限の収益の現在価値の合

①ホスコルド式

は採用する。

※全体の約 ％と査定

％…６５７億バレル

③可能採掘量／１０９５億バレル×

連調査による

（ バレル

１９６８年の国際連合による調査で周

る。日本の太平洋岸には太平洋プレー

計を求める手法の１つ。利回りに、償

④採掘可能年数／ｎ／約 年

る蓄積利回りを使ったやり方をここで

辺の海域に石油埋蔵の可能性が指摘さ

トがユーラシアプレートに沈み込んで

還基金率と割引率の２種類を用いる。

期待される資源の１つは海底熱水鉱

具体的には１９６８年に国連のアジ

おり日本海溝となっている。地球内部

尖閣諸島が国際的に注目を浴びたのは

ア極東経済委員会が尖閣諸島の周辺

のマントル対流によって吹き昇るマグ

れてからだ。

約 万平方キロメートルの海底には、

4

ペルシャ湾に匹敵する推定埋蔵量約

マプルームが熱水鉱床となって海中に

全体では約７・５億トンの資源が眠

噴出したのが海底熱水鉱床である。

いる可能性を指摘した。この数字が事

り、約４・５億トンが回収可能とされ

レル／ ・６億バレル＝ 年

レル／日として査定する。６５７億バ

２０２１年日本石油消費量４００万バ

バレル

４００万バレル×３６５日＝ ・６億

45

ドル×１０８円×３６５日

４００万バレル

45

１ドル＝１０８円として

ＷＴＩ原油 ドルとして査定

２０２１年平均

９兆４６０８億円

×

⑤総売上高／年

14

１０９５億バレルの石油が埋蔵されて

実であれば世界第３位の埋蔵量を誇る

量に当てはめてみれば、銅、銀、な

ている。その資源の量を日本の消費

って魅力的な資源である。１９７０年

ど１８０年分の量に相当する。 また

14

75

イラクの水準に匹敵する。周辺国にと

に台湾・香港で領有権の帰属運動が高

60
設例

７兆９５６億円（モルガンスタンレー

⑦純収益／２兆３６５２億円／年

資料より）
前提として、海底資源である原油埋

②収益価格査定（ホスコルド方式）

⑥総費用／９兆４６０８億円× ％

≒

≒

４０００トンの金の回収が期待されそ
の価値は総額で約 兆円とも推定され
ている。

３．海底資源の評価
資源のうち海底油田の価値を試算し
てみよう。この数字はあくまでも筆者

Ｖ：海底原油資源の価格
ａ：海底原油が毎年実現しうる純収益
ｓ：報酬利率
ｒ：蓄積利率
ｎ：可採年数
Ｅ：今後投下されるべき起業費の現在価額

60

60

r
ｓ＋
（1 ＋ｒ）ｎ− 1

−E
1

V= a ×

まり、同時期に中国も尖閣諸島に対し
領有権の主張を始めた。
まさに眠れる海底石油資源が尖閣諸
島の領有権の価値を莫大な価格に引き
上げのだ。
①海底資源

80

60

1

り注目されて居た場所ではなかった。

20

19

それでは各資源がどれぐらい存在す

7
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ホスコルド式
算式

20

⑧報酬利率／ｓ／総合リスクを考慮し
ズムは日本およびオーストラリアを結
していない。
② 中国・台湾の主張

中国の主張の根拠は日本が発見する

ぶ「自由で開かれたインド太平洋」実
現を目指す南北軸と交差し軋轢を生じ

以前に中国人・台湾人が尖閣諸島の存

て ％
⑨蓄積利回り／６％
る恐れがあるのが尖閣諸島と言える。

場合当事者間で解決するとしていた。

同島の領有権については日中台いず

れの立場にも立たないという中立姿勢

（２）日中台米の尖閣領有権をめぐる

ていたと主張する。 世紀の明朝期の

路航行交上の重要な標識として利用し

在を知っていたという事実であり、海

習場にし、年間賃料１１０００ドルを

１９７１年までには尖閣諸島を射撃演

アメリカは沖縄を日本に返還した

であった。

主張の概括

尖閣諸島に上陸した。 以来石垣島を

１８８４年福岡出身の古賀辰四郎は

また明朝の時代に海上防衛区域に尖

記録によって確認できるとしている。

現在は前回日米安保会議で確認され

古賀善次氏に支払っていたとされる。

を承認しており日米安保法第５条の適

排他的経済水域と呼ばれる範囲は基

１９６９年の国連による海底調査の

で、核心的に排他的軍事水域をも意味

土の一部として認められている広がり

線より２００海里公海に出た区域を国

結果、東シナ海に豊富な石油資源が存

する。排他的軍事水域になれば軍船の

進捗とテクノロジーの発展により海底

着場の跡が残っている。

２４８人が生活し現在でも設置した船

ット高原から東部海岸部の低地に向か

古来より西側高度３０００ｍ級のチベ

東ユーラシア大陸に位置する中国は

下になった。行政的には沖縄県石垣市

日本に返還され尖閣諸島も日本の支配

はアメリカの支配下に入った。沖縄が

リカの占領下に入り、尖閣諸島の統治

む施政権の返換を求めた。当初米国は

かれ、日本は沖縄返還交渉で同島を含

先の大戦後尖閣諸島は米国の下に置

③米国

の主張を始めた。

大でありその戦力上の抑止力は非常に

の底に存在する潜水艦からの脅威は絶

現在いかなる防衛手段を持っても海

持するのには絶好の条件となる。

40
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上記数値をホスコルド式に代入すると

①日本の主張

兆３０００億円」となる。

以上筆者の単なる試算であるが、埋

「Ｖ

蔵石油の資源評価額は少なく見積もっ

原油だけでこれだけの莫大な価値が
根拠地として尖閣諸島でアホウドリ羽

さらに尖閣諸島は中国大陸の沿岸に

用範囲に含まれると明言している。

ても 兆円以上となる可能性がある。

埋蔵されていれば、他の鉱物資源の可
毛の採取や魚介類の最初に従事した。

広がる大陸棚の一番端に位置している

たように日本が実効支配している事実

能性を考慮するとき周辺各国の目の色

無人島である事実を確認した後に日

④領土領海権について
ちなみに大陸棚とは基線から穏やか

まわせ海鳥の羽毛の収集、鰹節の製

在する可能性が示された。途端に尖閣

航行、演習は自由に行え、科学技術を

な傾斜が広がる海底を意味する。

造などの事業に従事させた。一時期

諸島の領有権が注目され、１９７０年

駆使して海底図を作ることは容易に行

翌１８９６年には同島に労働者を住

閣諸島は含まれていたとする。

は変わり強烈に領有権の権利を主張し

事実から同島は自国領土と主張する。

始めるのは 当然といえよう。

４． 尖閣諸島の領有権と歴史概要
（１）東アジアの国際情勢と日中台関
係

は古賀村と呼ばれるほどの人数 戸、

に台湾、香港で保衛釣魚台運動が高揚、

える。

って発展してきた。いわば西から東へ

（石垣島）である。

尖閣諸島について自らの立場を曖昧に

大きいものがある。

第２次世界大戦の結果、沖縄がアメ

の東西軸を形成し東へ動くダイナミズ

※１９７０年代海底資源が発見される

し、尖閣の主権に関する衝突が生じた

海底図完成後は潜水艦を配置しミサ

ムを中心とするとする時系列、文化的、

まで中国も台湾も何の領有権の主張も

イル攻撃可能とすれば戦力を有利に保

歴史的発展を繰り返す。そのダイナミ

主張対立は激しくなってい る。

資源が数多く発見され領有権をめぐる

民族主義の高揚ともに、科学技術の

に領土に編入している。

本政府は１８９５年に尖閣諸島を正式

16

続いて中国も尖閣諸島に対する領有権

99
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５．変わる国境線
おいて幾度も周辺大国との軋轢を惹起

③識者によれば新興国の台頭は過去に

紫水明な国土を、価値観を異にする外

防衛は当然のこと、先人が築いた山

③教育改革

教育改革、デジタル教育の推進と同

時に他人と共感できる感性を磨く教育

が必要となろう。経済的には国民の大

敵に渡してはならない。
痛みを伴うことも当然生じるが国民

ーになりえる。他方経済合理性の追及

半がデジタル化で遅れた生産性を回復

それゆえ憲法は、国民全員の慎重な

のみではなく仲間の痛みに共感しレジ

の大半が自主防衛の必要性を核心的信

し、多くの場合戦争という結果を招い
ている。※トゥキジデスの罠 新興国

中国では２０２１年２月 日に海警
法が成立した。領土問題は解決が難し
と覇権国の戦争ジレンマ

審議のもと厳正な改正検討の討議が必

リエンス（適応力）を発揮出来る若者

すれば日本は再び世界のトップランナ

１９１４年７月 統一ドイツ帝国率い

要となろう。

念として持つ必要がある。

る同盟国がイギリス等連合国との戦争

様で範囲は広い。広大な範囲を防衛す

領空空間及びサイバー空間まで多種多

世界標準たるＳＤＧｓ（持続可能な開

美味し国に生きる私たちの使命は、

おわりに

う。

感謝・リスクに挑戦する日本人を造ろ

を育てよう。高い志、周囲への配慮と
次に 日本の領土領海を守るのは日

②人材

④それゆえ国境線も時代とともに変化

である第１次世界大戦に突入した。

軍 が ペ ル シ ャ 軍 と 戦 争 を 惹 起 し た。

古 代 に お い て ギ リ シ ャ、 ア テ ネ

い。日本・中国・台湾にとっても領土
問題は複雑である。

問題解決を困難にする理由
①テクノロジーの進歩が紛争を起こり
やすくしている。
海底に石油があろうとも、採掘でき

ＥＵのフランス・ドイツ間アルザス

るには、心身健康で優秀な人材が必要

本人である。それは海底・海中・陸上・

ロレーヌの国境線、中国・ロシアの国

する。

境線並びに中東パレスチナのガザ地区

ないのでは海底資源の開発権を争うメ

しかし技術の進歩がそれを可能にし

になる。

リットはない。

て各国間の対立は激化。各国は権利を

並びにヨルダン川西岸地区を見ても明

発目標）に照らし、後世の人々に「よ

主張し国境紛争が起こりやすい。

わが国は少子化・人口減少の課題を

り美しく豊饒な国」を残すことである。

白である。

抱えており、長期的な日本の防衛のリ

「尖閣諸島と日中外交」塩田純／講

◎参考資料

のだ。

今こそ日本の真価を発揮すべき時な

る政策が望まれる。

心して次世代を担う子育てを容易にす

スク要因になっている。若き世代が安

②民族主義が広がると政府にとって領
土や排他的経済水域の問題で妥協が難

尖閣諸島が他国の領土になれば…

国境線は変更され石垣島・沖縄まで
他国の領土と主張される可能性が高

近年自衛隊員の数は 万７０００人

談社

であっても、圧倒的な装備の近代化を

「令和２年版防衛白書」

藤岡信勝／加瀬英明

「中国はなぜ尖閣を取りに来るのか」

計り、地上からサイバー空間まで 戦争

「ＪＯＧＭＥＣ資料」

自由社

抑止力の向上を目指す必要があろう。

「人は石垣、人は城」で少ない人数

が残る。

前後で推移しているが、充足率に課題

22

しくなる 。

海底熱水鉱床

安易な妥協は強い反発を受け、次の
選挙での敗北の要因となりうる。

く、我が国として認めがたい事態とな
ろう。

６．これからの日本の対応
①強い決意
まず国民が一致団結してがわが国を
守り抜く強い決意が必要となる。
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