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【要約】
日本政府は 韓 の1900年勅令41 がいう石島が 島だとしても韓 が 島を
的に支配した事 がなく 韓 の 島領有 は確立していなかったと主張する こうし
た主張の根本は近代 際法にあるが これは主に帝 主義 家間の法であり

すら

合法とするなど弱肉 食的な法である 帝 主義 家は韓 など 半未開 の

に

しては軍事力を背景にして自 の 益を 大する道具として近代 際法を利用すること
が往 にしてあった

** 本稿は韓國嶺南大 校獨島 究所にて開かれた 際 術大 (2017.6.23)にて 表し
た論文 日本の 固有領土論 および 無主地先占論 の妥 性 討 を大幅に改訂した
ものである
** 日本 竹島
島問題 究ネット

島領有 に する近代 際法の適用問題

一方 日韓

間には領土問題に して17世紀に 際的な約束 すなわち

際法 が存在した

これは元 竹島一件 時に
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義の

が交換した外交文書などから成る

は外交交 によって 陵島を朝鮮領と認め あわせて離島の

に する判 基準

を確立した この基準は ① どちらの政府が離島に領有意思をもっているか? ② 離島は
どちらの に近いか? という二点であり

際にどちらが離島を支配したかは領有を決

定する要因ではなかった
その後

日本で 陵島と 島の

が何度か問題になったが

1877年太政官指令な

どに見られるように その時 に先の基準がよく守られ 二島は韓 領と判 された
先の基準は

にて慣習になり

に 日本は日

島は 義の 際法上にて韓 領であった しかる

前後から韓 の 政に干 するなど帝 主義 家の本性をあらわに

し

義の 際法や領土に する慣習を無視するようになった 1905年に勃 した日

露

において 海軍輸送船に大きな被害を被った日本は 島に秘密裡に望 を建てる

必要に迫られた そのため 日本は無主地先占論を口 にして 島の日本領編入を閣議
で決定した しかし その口 にされた漁民中井の 島占領は成立していなかった また
島は無主地ではなく 義の 際法上にて韓 領であった したがって日本の近代 際
法による無主地先占は成立しなかったのであり 日本の 島編入は無 である
キ ワ ド: 勅令41 , 元 竹島一件, 領土の判 基準, 太政官指令, 無主地先占論

１．はじめに
韓 外務部も日本外務省もそれぞれパンフレットにて 島 日本名竹
島は自 の固有領土であると主張する
定義が困難であるが2)
1)

2)

日韓

1)

一般に 固有領土 という用語は

はそれぞれ固有領土とする 島を近代に

韓 外交通商部, 韓 の美しい島 獨島 ; 日本外務省, 竹島問題に する10のポイ
ント , 2014( 10ポイント と略 )
塚本孝は下記の書籍にて固有領土を 字義としては もともとの領土 一度も外 の領
土であったことがない領土 とした しかし この 明にしたがえば 尖閣(釣魚)諸島
どころか沖 も日本固有の領土にはならない かつて沖 は 琉球王 であった
し
後は約30年近くアメリカの支配下にあって日本人でも旅券を持 しなければ
入 を許可されない外 であった また 外 の植民地になった韓 やアジアの
ほとんどの は固有領土を持たないことになる また モンゴルや後金などによっ
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なって法的にも自 領として規定したと主張する 韓 のパンフレットは
1900年‘勅令41 ’にて 島を 島郡( 陵島)の管轄 域として明示し
島郡守が 島を管轄しました と主張する

ただし

勅令に

島 の名は

なく 石島という島が記載されている
これに して日本政府
るならば ① なぜ勅令で

10ポイント は石島が今日の竹島(

島 )であ

島 が使われなかったのか ② なぜ 石島 と

いう島名が使われたのか ③ なぜ韓 側が竹島[ 島]の 名 であると主
張する 于山島 等の名 が使われなかったのかと疑問を呈した さらに
日本政府は

にこの疑問が解消された場合であっても 同勅令の公布前

後に 韓 が竹島を

的に支配した事 はなく 韓 による竹島の領有

は確立していなかったと考えられます と 10ポイント にて主張する
また 塚本孝も 勅令で[ 島を] 島郡の 域とし 郡守が本郡所 と言い
議政府がそれに呼 したとすれば それらのことは 大韓帝 の領有意思
を示すといえるかもしれない しかし 主 行使を理由に領有 を主張す
るためには

的な占有―パルマス島事件の仲裁裁判判決にいう

能の平 かつ

的な表示 が必要である と主張した

家

3)

このような主張の根本は19世紀にほぼ完成した近代 際法にもとづく
ものである この近代 際法は帝 主義時代に急速に 展した法であり
これを 島問題に適用するのを疑問視する見解が日本では根 い 山 健
太 は

島問題は 帝 主義の領土 張欲の 史の問題である とし

竹島[ 島]を日本が 暴力と貪欲 によって略取したことは日

以後

から一貫した朝鮮にたいする日本の帝 主義政策をみればあきらか であ
ると主張し 近代 際法に否定的な見解を明らかにした
であり

3)
4)

際法の領域には

4)

梶村秀樹も同

法における憲法等のような成文法 系

て 全 が外 に支配されたことのある中 も固有の領土を持たないことになろ
う (Web竹島問題硏究所, 竹島問題100問100答 , ワック, 2014, 28頁)
塚本孝, 竹島領有 をめぐる韓 政府の主張について , 東海法
52 , 2016, 92頁
山 健太 , 竹島問題の歷史的考察 , コリア評論 7 2 , 1965, 11~14頁
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があるわけではない あるのは グロチウス以 主に帝 主義 の 者が
構築してきた論理の 系と 際司法機 が した判例だけで それも比較
的安直にほごにされてきた と指摘し5) 近代 際法の不 性を明らかに
した また 大日方純夫は近代 際法の性格をこう指摘した

際法は17世紀半ば ヨ ロッパで生まれ その 史とともに 遷して
きた

この 際法秩序は

やがて19世紀半ば以降

ヨ ロッパが非

ヨ ロッパ地域に進出するにつれて世界的な秩序となり その波は東ア
ジアにも及んだ

近代ヨ ロッパは世界を文明·半未開·未開の3つに

分しており 主

家であるヨ ロッパの文明 同士の 係は 自主

自立で 等なものとした しかし トルコ·中 ·日本など半未開 に
は不平等 約を 制し 未開地域は 無主 と見なして 最初に 見·開
拓した文明 が占 してもよいとした 日本はいち早くこうした 際法
を普遍的な規範として受け入れ これを り所に東アジアの 統的秩序
を再編していった

6)

本稿はこのような近代 際法の不 性や
ると同時に 存の 島 究成果を

島への適用問題を 討す

義の 際法 の論理で再構築するこ

とにする なお 本稿の引用文において( ) は原文どおりであり [ ]
は筆者の注である また

島の日本名であるが 本稿はその時 の資料

に合わせた島名を使用する すなわち 日本の江 時代には松島 1905年
以前の明治時代には松島またはリヤンコ島 1905年以降は 竹島( 島)
ヤンコ島を使用する また

陵島は1905年以前は竹島 磯竹島 蔚陵島

などを使用する

5)
6)

リ

梶村秀樹, 竹島問題と日本 家 , 朝鮮硏究 182 , 1978, 32頁
大日方純夫, 東アジア史のなかの 領土 問題一竹島問題を中心に , 法 セミナ
708 , 2014, 36頁
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２．近代 際法の性格
際法は１７世紀半ばにヨ ロッパで誕生した その後のヨ ロッパ情
勢は 1815年にナポレオン

を 拾した いわゆるウィ ン 制が成立

し ヨ ロッパ協調がうたわれるようになった それに じて交通·通信手
段の進

際貿易·金融の 大 植民地をめぐる 立の調整の必要など

により

家間の相互依存 係は飛躍的に 大し また その利害 係を

調整する必要性が高まった それに じて急速に 展したのが ヨ ロッ
パの公法 あるいは ヨ ロッパ 際法 と呼ばれた近代 際法である
近代 際法の特 は

すら合法的であるなど

7)

帝 主義時代の弱肉

食的な性格が い そうした不 理は第2次世界大 前後から少しずつ
是正されて現代 際法に 展した したがって 近代 際法は今ではとう
てい受け入れがたい法理を 多く含む その典型例が非ヨ ロッパ諸 を
植民地化する理論である 無主地先占 征服
く領土割

約

制あるいは錯誤にもとづ

合などの法理である

特に 帝 主義諸 など14か は1844-45年にベルリン 議を開き8)
未開 アフリカの無秩序な分割競 を調整するため 新規の領土 合に
するル ルなどを定めたコンゴ盆地 約を結んだ この 約にしたがって
帝 主義 家はアフリカの植民地化を 合法的に に推進した こうした 約
の寄せ集めが近代 際法の中心になったのである さらに 彼らが 未
開 とみたのはアフリカだけでなく オ ストラリアなども同 であった
イギリスはアフリカ同 に原住民の社 を無視し オ ストラリアを無主
地と 弁して植民地とした 次には白人入植者の政 を立ててオ ストラ

7)
8)

柳原正治,
際法 , 放送大
育振興 , 2014, 17頁
加 は イギリス ドイツ オ ストリア ベルギ
デンマ ク スペイン, ア
メリカ, フランス, イタリア, オランダ, ポルトガル, ロシア, スウェ デン, オス
マン帝 の計14ヵ である
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リアを1901年に 立させた その白人政 は人口の算定から原住民を除外
するなど
一方

無主地 という 点を貫いた
帝 主義 家が 半未開 とみたアジアの地域に してはその地

域特有の 際秩序を無視し 砲艦外交や棍棒外交(Big Stick Diplomacy)な
ど軍事的な恐喝を加えながら不平等な通商 約を 要するなど

自 の

益 大に邁進した また その過程で抵抗や障碍に出 うと 中·英ア
ヘン

のように

を引き起こし 軍事力で屈服させたりした

こうした近代 際法の構成員である 近代 家ファミリ

(Family of

Nations)は ベルリン 議では 米を中心とした14か であったが 1905
年段階では日露

に勝利した日本なども含まれた このファミリ は

近代 際法の集大成とでもいうべきオッペンハイムの

際法 によれば

1905年 時は次の三つのカテゴリ に分類される
① 古 のヨ ロッパ·キリスト
② ヨ ロッパ以外でキリスト
③ 非キリスト

( 際社 の原加盟 )
に成長したアメリカなど

であるが 際社 への加入が認められたオスマント

ルコや日本

一方 韓 や中

ペルシャなどはたしかに文明 ではあるが その文

明の程度は 際法上の諸原則を理解し
とみなした

9)

施に移すにはなお不充分である

このように 1905年 時に近代 家ファミリ ではなかった

韓 に不 な近代 際法を適用するのは適 ではなかったのである
次に近代 際法の運用であるが

米の帝 主義諸 は彼ら同士では

等な立場で近代 際法に った しかし 近代 家ではないと判 した
家に してはその 益などを奪い取る手段として近代 際法を活用す
る一方
9)

益追求に 際法が障害となる時には近代 際法を無視するこ

L. OPPENHEIM, INTERNATIONAL LAW, Vol. 1, LONGMANS GREEN (LONDON),
1905, p.33; 柳原正治, 前 書, 25頁
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とが多かった また 弱小 が彼らの 際法違反を指摘してもそれを無視
するのが日常茶飯事であった
その典型例が 1905年8月に結ばれた第2回日英同盟協約(新日英同盟)
である 日露

で日本の勝利が確 になるや

は新軍事同盟を結び

協約の第3 にて日本が韓 を保護 化することをイギリスが認めること
を明記した

10)

これに して韓 政府は協約が朝英 約(1884)や 日韓議

定書(1904)等に反するとして

へ抗議した

特に日本が 要した日韓議

定書は第3 にて 大日本帝 政府は大韓帝 の 立及領土保全を確 に
保 する事 としているので

日本による韓 の保護 化をイギリスが認

める新日英同盟はこれに違反する また 日韓議定書は第５ にて
政府は相互の承認を ずして後

本協約の趣意に違反する協約を第三

との間に訂立する事を得ざる事 としているので 日本は新日英同盟の締
結にあたっては韓 の承認を得る必要があり 明らかに日韓議定書に違反
している こうした抗議に して日英
採らずして無視する ことを決めた

11)

は協議の結果

日英

何らの措置を

は近代 家として認めてい

ない弱小 に し 自 に不利な場合は近代 際法を無視したのである
このように近代 際法の運用はヨ ロッパ以外では恣意的になされたの
で

近代 際法をヨ ロッパ以外にそのまま適用するのはあまりにも問題

が多い アジアなど多くの

にとって近代 際法はとうてい受け入れが

たい 文明 の凶器であった
アジアなどにはそれぞれ地域特有の 際秩序があり それらは十分考慮
されなければならない そうした特殊事情のひとつとして 日韓間には17
世紀に領土問題を解決した事例があった
10)

11)

陵島の

をめぐって日朝間

第3 日本 は韓 において政事上 軍事上及
上の卓絶なる利益を有するを以
て 大ブリテン は日本 が該利益を擁護 進せんが
正 且必要と認むる指導
監理及保護の措置を韓 に於て執るの 利を承認す 但し該措置は常に列 の商工
業に する機 均等主義に反せざることを要す
海野福 , 韓
合 , 岩波新書, 1995, 150頁

島領有 に する近代 際法の適用問題

151

で外交交 がおこなわれた鬱陵島 界 日本でいう元 竹島一件である
この交 の結果

は竹島( 陵島)が朝鮮領であることを確認し 次に

述べるように離島の

に する判 基準を確立した

れた外交文書は近代 際法以前の
義の 際法とは

この時に交わさ

義の 際法 をなすといえよう

柳原正治によれば 家間の 係を規律する法であると

定義されるが そこで 家は近代 家に限定されないし 法は近代法に限
定されない

12)

この 点で東洋をみると 朝鮮·琉球·ベトナムなどは中

を宗主 として朝貢をおこない 王が冊封を受けた華夷秩序があった
これは東洋の

を規律する法なので 義の 際法と見ることが出 る

３．元 竹島一件と 義の 際法
元 竹島一件とは 元 6(1693)年に 陵島へ渡海して漁 をおこなって
いた安龍福ら二人が 鳥取藩米子の町人 大谷·村川 家の漁師らによっ
て鳥取藩へ連行されたことで始まった竹島（ 陵島）の領有をめぐる日
本·朝鮮間の外交交 をさす この交 過程に しては宋炳基 池 敏ら
による多くの著作があるので13) それらを基本にして竹島一件の 過を
義の 際法の 点から再構築する
日本へ連行された安龍福らは 日本にて朝鮮王朝との外交·貿易を っ
ていた 馬藩に引き渡された
返し

馬藩は幕府から安龍福らを朝鮮へ送り

あわせて朝鮮人が竹島(蔚陵島)にて漁をおこなわないよう朝鮮へ

要求することを命じられた かつて 馬藩は幕府の命によって磯竹島(蔚
陵島)

12)
13)

一名竹島へ密航した 左衛門·仁右衛門の父子を1620(元和6)年に捕

柳原正治, 前揭書, 22頁
宋炳基,
陵島 · 島(竹島)歷史硏究 (朴炳
), 新幹社, 2009; 송병기, 울릉도와
독도, 그 역사적 검증 , 역사공관, 2010; 池內敏, 竹島問題とは何か , 名古屋大
出版 , 2012
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らえたことがあった

14)

この事件を想起した前藩主の宗義 は幕府が父子

の逮捕を鳥取藩でなく 馬藩へ命じたのは 幕府は竹島すなわち磯竹島を
鳥取藩所 でなく朝鮮領と考えたためではないだろうかと疑問をもち
幕府に確認しようと重臣たちに提案した しかし 結局は幕府に

する

ことにして朝鮮へ使者を派遣した 1693年 使者は朝鮮漁民が昨年につづ
いて今年も 本 竹島 でひそかに漁採をおこなったので二人を捕らえた
ことを知らせ

彼らを朝鮮へ送り返すが

今後は渡海禁制を しくする

よう要求する書契( 文書１ と する)を朝鮮政府へ渡した

15)

書契とは一

定の 式を備えた日朝間の外交文書である
この申し入れに して朝鮮政府は日本の厚情に感謝したうえで

政府

は海禁政策をとっていて遠洋にある弊境の 陵島(蔚陵島)などへの渡航
は禁止している ましてや日本の竹島への渡航はもちろん禁止していると
明し 今後はこのようなことがおきないよう取り締まることを書契(文
書 2)で約束した

16)

朝鮮政府は日本の竹島が 陵島であることを知りな

がら 300年捨て置いた島のために日本との紛議を避けるため上のように
答えたのである
しかし

17)

馬藩は朝鮮の宥和策を受け入れず 朝鮮の書契から 弊境蔚

陵島 の文字を削除するよう書契(文書3)で要求した
が通じないことを知るや
の原点に立ち り
(文書4)を送った

19)

18)

朝鮮政府は宥和策

それを撤回して竹島＝ 陵島という一島二名

逆に日本漁民が同島へ侵入したことを非難する書契
馬藩はこの書契をなかなか受けとろうとせず

弊

境蔚陵島 の文字をめぐって 者の 立はますます深刻になった この時
14)
15)
16)
17)
18)
19)

通航一覽 ( 立公文書館所 ),
宗
宗20年 2月23日;
宗
宗20年 2月23日;
宗
宗19年 11月18日.
宗
宗20年 8月14日;
宗
宗20年 8月14日;

之百二十九, 朝鮮國部百五 .
竹島紀事 元 6年 10月.
竹島紀事 元 7年 正月9日.
竹島紀事 元 7年 3月.
竹島紀事 元 7年 9月.
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点までの外交文書を整理すると 次のとおりである

文書1. 朝鮮人の竹島(蔚陵島)渡海禁止を要求する 馬藩の書契 1
文書2. 弊境蔚陵島 や 貴 竹島 は渡海禁制の地とする朝鮮の書契 1
文書3. 弊境蔚陵島 の削除を要求する 馬藩の書契 2
文書4. 竹島は 陵島で一島二名とする朝鮮の書契 2

馬藩も竹島と蔚陵島は一島二名であることをよく知っていた そのた
め

者の論 は必然的に竹島(蔚陵島)の領有 問題に 展した この論

で最大の 点は日本の70年にわたる竹島支配の評 であった

馬藩

は 70-80年前には竹島が朝鮮領であったとしても1590年代の 文 の役
(壬辰の )以降は日本が同島を支配し 朝鮮の官吏も たためしがないの
で日本のものになったと主張した そのうえ 日本人漁民が 陵島から日
本へ る際に三度も朝鮮本土へ漂流したことがあったが

朝鮮政府は彼

らの 陵島での漁 を知っていても何ら異議を唱えずに 馬藩へ送還し
たではないかと詰問した これに して朝鮮側は 竹島は蔚陵島であり
これが文

輿地勝

に載っている朝鮮領土であることは 馬も知って

のとおりであると主張したが 細部では充分な反論ができなかった
こうして交 は膠着 態に った 打開策を模索するため
府と協議を始めた

馬藩は幕

元 8(1695)年12月11日の協議にて老中20)阿部豊後守

は一島二名に し 竹島がほんとうに蔚陵島なのか 他に島がないのか尋
ねた

馬藩の家老21)平田直右衛門は かの方角に[竹島＝蔚陵島以外に]

また島があると[藩では朝鮮から]承ったようです よく知りませんが 竹島
の近所には松島という島があります

その島へも渡って漁をするという

ことです と答え くわしくは鳥取藩へ聞くよう めた
20)
21)
22)

老中は4名にて構成され 平常時には幕府の最高執 者である
家老は各藩の最高執 者であり 江 と領 に 名いた
竹島紀事 , 元 8年 10月.

22)
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幕府はこの時に初めて松島( 島)の存在を知ったのである この一島二
名問題は重大なので 老中阿部豊後守は因幡 ·伯耆 を支配する鳥取藩
へ竹島問題を直接質問した 豊後守は竹島を因幡·伯耆付 の島であると
思いこんでいたので

因州·伯州へ付 の竹島はいつごろから

へ付

していたか と尋ねたところ 意外にも鳥取藩から 竹島は因幡·伯耆の付
ではございません との答えが返ってきた

豊後守はさらに 竹島の外

へ付 の島はあるか と質問したところ 鳥取藩は 竹島·松島その
外

へ付 の島はありません とし

具 的に竹島·松島までの航路

などを 明した さらに 鳥取藩は 松島は[日本の]いずれの へ付 にて
もございませんと承っています と回答した

23)

こうした回答や 馬藩への聞き取り調査から阿部は竹島( 陵島)を朝鮮
領と判 し 1696年1月28日 老中一同は竹島渡海禁止令を鳥取藩および
馬藩へ えた 朝鮮へは10月になって使者として 日した 官へ 馬藩
が和文の口上書1(文書5-1)にて えた

24)

この口上書は幕府が竹島を朝

鮮領と考えた理由も 明している したがって これは幕府の領土判 基準
を示した重要な外交文書である 口上書1の 容は ① 竹島は因幡·伯
耆へ付 するものでもない ② 日本へ取ったということでもない ③ 空
島なので伯耆の者が渡って漁をしたまでのことである ④ しかるに近
年 朝鮮人が渡海し

の漁民らが入り交じるのはいかがと宗 馬守

が憂慮を えた ⑤ 竹島は朝鮮へ道程も近く 伯耆よりは遠いため 再
びこちらの漁民が渡海しないように
ように

存外にいい結果を[

軍が仰せ付けられた ⑥ 右の

軍が]仰せ付けられたので

曹からお

としてこちらへ書翰を差し出すべきである そうすれば東武[幕府]へ
委細を申し上げるので この旨をつぶさに朝鮮の朝廷へ えてください

23)

24)

竹島之書附 (鳥取 立博物館所 );
竹島 書 ( 立公文書館所 ). いずれの
を因幡 · 伯耆とみる見解もあるが これは文脈上 日本のいずれの を指す
竹島紀事 元 9年 10月.
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この口上書は老中阿部豊後守が 馬藩へ渡した

25)(1696.1.9)を元にしたものである

ただし

口上之

にう

えの④, ⑥はない
馬藩は他にも朝鮮人(安龍福)らが1696年に因幡へ訴訟に たことを問
題視する口上書2(文書5-2)も 官使へ渡した これらの口上書を受けとっ
た 官使は和文では問題があるので 文(漢文)にするよう要求した これ
に じて 馬藩は口上書二通を要約して漢文にした文書6(表題がないの
で これらを

書 と呼ぶことにする)二通を渡した

官使はこれに

する見解を簡 に記した 書１および2(文書７-１および2)を 馬藩へ差
し出した
上のように幕府は竹島を 質的に朝鮮領と認めたが

その領土判 の

基準は ① 幕府が領有意識をもっていなかったこと ② 地理的に朝鮮に
近いことの二点であった 一方 たとえ日本人漁民が70年以上にわたって
竹島で漁 をおこなって同島をいかに支配しようとも日本領とは認めず
渡海禁止令をくだしたのである
なお この竹島渡海禁止令に松島( 島)の名はなかった そこで 外務
省は 10ポイント にて今日の竹島( 島)への渡海は禁止されず

日本は

時から同島を日本領と考えていたと記す しかし 禁止令が竹島·松島は
因幡·伯耆の付 ではないという鳥取藩の回答をふまえて出された以上
因幡·伯耆の付 でもない松島への渡海も 然禁止されたと見るべきで
ある

幕府の領土判 の基準からすると

松島にも領有意識がないうえ

に 地理的に朝鮮領の竹島に近いので松島も朝鮮領となる
際 竹島·松島へ渡海していた大谷家も また幕府三大奉行のひとつ
である寺社奉行26)も竹島同 に松島への渡海も禁止されたと理解して
25)
26)

竹島紀事 元 9年 正月28日.
寺社奉行は寺社の取り締まり以外にも評定所にて主導的な役割を果たした 評定所は
幕府の最高司法機 であるが 司法だけにとどまらず 幕府の政策に しても評議
をおこなうなど大きな 力をもっていた
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いた 具 的にいうと 渡海禁令で家業を失った大谷家はそれを補う
ため 1740年に寺社奉行へ大坂廻米などへの 入を願い出たが その時に
大谷および寺社奉行の 方が 竹島·松島
である

27)

元

島の渡海禁制 を確認したの

大谷家は松島を竹島の 島のようにみなしていた 同家

が1818年に鳥取藩へ提出した28) 竹島渡海由
島之

松島 竹島近

がって

松島

記

書 に松島は

竹島近所之小島 などと記された

竹
した

竹島渡海が禁止されれば松島も禁止されたと理解したのは

然である
先の 馬藩の口上書および 書に し 1698年3月 朝鮮政府は

陵島

を我が の土地とするのは 輿地勝 が記すところであり その文跡は昭
然である 論ずるまでもなく そちらからは遠く こちらからは近いので
その境界は自然に別れる と記し 同時に日本の渡海禁止令を 迎する書
契3(文書8)29)を 馬藩主の後見役である宗義 へ送った この書契にみら
れる朝鮮政府の領土判 の基準は ①

陵島が朝鮮領として文籍に記載さ

れたこと ② 地理的近接性の二点である 翌1699年3月

馬藩は朝鮮か

らの書契3によって竹島一件が完全に解決したことを喜び 幕府へ報告し
たという 容の 馬藩書契3(文書9)30)を東萊府へ 達した
同時に 馬藩は口上書3(文書10)も 達した

これは竹島一件を締めく

くるに たって 朝鮮側の落ち度を明らかにして朝鮮へ えるよう幕府が
27)

28)
29)

30)

原文は 次ニ御尋之趣 竹嶋松嶋 嶋渡海禁制ニ被 仰出候以後ハ伯州米子之御城主
ヨリ御憐 ヲ以渡世仕罷在候 , 村川家文書 (米子町史編纂資料), 米子市立 書館所
(請求記
Y224-Y14/1-ロ); 池內敏, 竹島―もうひとつの日韓 係史 , 中公新書,
2016, 80頁
大西俊輝, 第 部 日本海と竹島 , 東洋出版, 2011, 29頁
竹島紀事 , 元 11年 月 原文は (前半省略)頃因譯使回自貴州 細傅左右面託之言
備悉委折矣 陵島之爲我地 輿圖所載 文跡昭然無論 彼遠此近 疆界自別 貴州旣知
陵島與竹島爲一島而二名 則其名雖異 其爲我地則一也 貴國下令 永不許人往漁採 辭意丁
寧 可保久遠無他 良幸良幸(以下省略)
竹島紀事 , 元 12年 正月. 原文は(前半省略)前年象官超溟之日 面陳竹島之一件繇 是
左右克諒情由 示以 國永通交誼 益懋誠信矣 至幸
示意 已 達了云 (以下省略)
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馬藩へ命じたので それにしたがって 馬藩が作成したのである その
容は ① 朝鮮は竹島を長年捨て置き 管理しなかった ② その間 80余
年にわたって日本人が漁をした ③ ところが 朝鮮漁民が同島へ たの
で朝鮮政府へ朝鮮人が ないよう申し入れたら朝鮮政府は承知して同島
へ渡海する漁民は 罰すると約束した ④ ところが 突然朝鮮政府は態
度を えて竹島すなわち 陵島は文 に載っている朝鮮領であると主張
し 日本人の犯越侵 を非難した ことなどであった

31)

以上のように元

竹島一件の解決時に日朝が交わした外交文書は次のとおりである

文書5-1. 竹島( 陵島)渡海禁止令の 緯を える 馬藩の口上書1
文書5-2. 朝鮮漁民の訴訟活動を告 する 馬藩の口上書2
文書6-1, 2. 上の文書5を漢文にて要約した 馬藩の 書1, 2
文書7-1, 2. 文書6に する朝鮮人 官使の 書1, 2
文書8.

陵島が朝鮮領であると確認する朝鮮政府の書契3

文書9. 竹島一件の解決を祝し 幕府へ報告したという 馬藩の書契3
文書10. 朝鮮の問題点を指摘した 馬藩の口上書3

これら外交文書の性格は次のとおりである 書契は

容に瑕疵がない

ことを相手方が確認して受けとった文書であり 漢文で書かれている も
し

容に少しでも問題があれば文書を受けとらないのが慣例である

際に 馬藩は上の文書8を正式に受けとるのに1-2年を要した その間 朝
鮮政府は書契を何度か書き直した

32)

一方 和文で書かれた口上書 およ

び漢文で書かれた 書は一方的に相手へ送ったものであり

書は和文よ

り格式が高い
このような外交文書を交換したことによって日朝
朝鮮領であると公式に確認した 同時に日朝

31)
32)

は竹島( 陵島)が

は次のような離島に す

竹島紀事 , 元 12年 正月
송병기, 앞의 책, 104~110쪽; 宋炳基, 前揭書, 77~81頁
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る

の判 基準を確認した これらは 義の 際法といえる

① どちらの政府が離島に領有意思をもっているか?
② 離島はどちらの に近いか?

一方 日本の長年にわたる竹島( 陵島)支配の 績は たとえ朝鮮がそ
の島を 百年間放置してもほとんど

判 の結果に影響を えず

上

記の基準のみが重要なのである

4. 江 幕府による日朝合意の確認
元 ( 宗)期に日朝間で確立された離島の
後どのように扱われたのかみることにする

に する判 基準がその
日本にてその機 は天保期

(1830-43)におとずれた このころ 日本の海運業は隆盛期にあり 北前船
と呼ばれる大船は沿岸航路を け出て最短航路の外洋を航行するように
なったが それによって再 見された竹島（ 陵島）への侵入者が現れた
のがきっかけである

時 竹島·松島は大阪·下 と北海道の松前を結

ぶ重要な外洋航路の途中にあったので33)

天然資源が豊富な竹島を狙う

者があらわれたのである そのひとりが今津屋八右衛門であり34) 彼の侵
入事件は天保竹島一件と呼ばれる この一件に しては森須和男が八右衛
門の大坂町奉行所35)での供述書 竹島渡海一件記
33)

34)

35)

36)を

掘したことによ

中川顯允 石見外記 の付
大御 環海私 に 高田屋嘉兵衛カ商船ハ朝鮮海ニ出
テ蝦夷地ヘ ルト ソレハ下ノ ヲ出帆シテ戌亥(八リ[里]ナカシ)松竹二島ノ間ニ出
テ シメ 丑寅ヲ目アテニ リシニハアラサルカ と記されている 杉原隆, 硏究
レポ ト , 竹島問題に する調査硏究報告書 平成23年度, 島根
務部, 107頁
資料によっては 津屋八右衛門とされるが 八右衛門は供述書 竹島渡海一件記 に
て今津屋と自 した また 次の論文にても今津屋八右衛門が正しいとされる 森
須和男, 天保竹島一件 末 ,
土石見 , 2016, 33頁.
大坂町奉行所は
の中心地であった大坂地方の行政 · 司法 · 警察 · 消防等を管掌
した ただし 寺社や武家の支配地は除かれた
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り 究が大きく前進した それによると事件の 要は次のとおりである

37)

石見 浜田で廻船問屋を む今津屋八右衛門は浜田藩へ竹島での渡海
事業を試しにおこない 利益が出れば藩へ冥加金を いたいと願い出た
藩は竹島の所 を勘定吟味役38)へ問い合わせたところ

竹島は日本の地

とも決めがたいので手入れはすべきではないとの回答であった

渡海を

あきらめきれない八右衛門は家老岡田 母の召仕橋本三兵衛と相談し
松島への渡航を名目に竹島へ渡海することにした 天保4(1833)年 八右衛
門は竹島へ密航して伐木や草根の採取をおこなって持ち り 大阪で り
った
しかし

時の幕府は 荷に神 をとがらせていた時期であったので

1836年に八右衛門は密航が露見して大坂町奉行所に捕らえられた 奉行所
は八右衛門を吟味して彼の陳述書 竹島渡海一件記 を作成し
方角

＜ 1＞を添付した

同 の彩色から明らかなように奉行所は竹

島·松島を朝鮮領に描いたのである

36)

37)
38)
39)

竹嶋

39)

所 は東京大
合 書館 最近まで同書の作成者は曖昧であったが 同書中に 周
防守
表 屋敷 とあるので
屋敷のある 表 は大坂であり 本資料は大坂
町奉行所が作成したことが明らかである
森須和男, 八右衛門とその時代 , 浜田市 育委員 , 2002.
老中に直 し 勘定所の監査を
した
日本人硏究者は竹島 · 松島が朝鮮と同色に彩色されている事 を誰も明らかにしな
かった 朴炳 , 江 時代の竹島での漁業 , 北東アジア文化硏究 35 , 2012. 28頁;
박병섭, 안용복사건 이후의 독도 영유권 문제 , 독도연구 13호, 2012, p.143.
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＜ １＞ 竹嶋方角圖 (大坂町奉行所作成）

八右衛門および 竹島渡海一件記 は大坂西町奉行所から幕府の最高司
法機 である評定所へ送られた

40)

この事件は浜田藩が 係していたの

で 評定所が事件を 合的に再調査することになったのである その過程
で評定所は竹島·松島の所 なども調査した しかし 元 時代の記 は
江 城の火災で 失してしまったのか記 がなかったので41)
馬藩へ問い合わせをおこなった

幕府は

その 容は 馬藩の回答文案によると42)

竹島·松島はすべて朝鮮の蔚陵島か または竹島は蔚陵島で松島は朝鮮外

40)
41)

42)

森須和男, 前揭論文, 34頁
下記の資料によれば 村田 六(大村益次 )から桂小五 (木 孝允)宛ての手紙(日付
不明)に 右[元 年中朝鮮之御渡し相成候趣]記 之儀は···(途中省略)三度之御 失に而
御日記類は炭燼致しとても元 中之事分り兼候 とされる 小美濃 明, 坂本龍馬と
竹島開拓 , 新人物往 社, 2009, 73頁
韓
史編纂委員 所
馬島宗家文書 古文書目 #4013
刻は 池內敏, 前揭
竹島問題とは何か , 334~335頁 なお 質問書および回答書自 は未 掘である
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の地なのか
遠近里

馬から二島への方角や遠近里
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日本および朝鮮からの

これらの島への渡海がなされたかどうかなどであった

これに する 馬藩の回答文案は
にある蔚陵島を詳細に 明した後

竹島すなわち朝鮮江原道の東海中
松島については元 期に老中阿部豊

後守 より質問があったので 竹島の近所に松島という島があり そこへ
も日本人が渡って漁をすると下 の風 で聞いています と答えたのが留
書に見える

竹島同 に日本人が渡って漁をすることが停止された島で

あると考えるが

定することはお答えしかねる 朝鮮地 をもって考え

れば 蔚陵·于山の二島があると見える 竹島にかの の漁民が渡海して
いる

かの の官員が 分のため時折渡海すると聞いているが今はどう

だか 以前より持っている
容の 馬藩回答や朝鮮 の

を差し上げる などと記した こうした
などから評定所は竹島·松島を朝鮮の蔚

陵·于山の 島と考え 大坂町奉行所による 竹嶋方角圖 の認識をそのま
ま受け入れたことであろう
1836年12月 事件の調査を終えた評定所は八右衛門や三兵衛を死罪とす
る判決をくだした 翌年 幕府は竹島( 陵島)渡海禁止令をくだし これ
を知らせる高札を津 浦 に設置した 高札には 右[竹島]の島は往古 伯
州米子の者どもが渡海 魚漁などしたが 元 の度 朝鮮 へお渡しにな
られた後は渡海停止が仰せ付けられた場所である
期の日朝合意を歪曲しているが

43)と記した

これは元

ともかくも幕府は元 竹島一件の結

果を重視して竹島渡海禁止令をくだしたのである なお 幕府が元 期に
竹島を朝鮮 へ渡した島であるとみたのは 馬藩の影響であろう
は先に記したように竹島は壬辰の 以降は日本領になったが

同藩

元 竹島

一件時に朝鮮へ渡したと考えていたのである

43)

原文は 右嶋往古は伯州米子之もの共海渡魚漁等致し候得共 元 之度朝鮮國え御渡に
相成候以
渡海停止被仰付候場所に有之
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一方 渡海禁止令は松島( 島)については何もふれなかった これに注
目した外務省は

橋本三兵衛は八右衛門に し鬱陵島への渡海を松島へ

の渡海の名目をもって取計う方法のあることを同事件の判決文において
申述べている このことは 竹島(鬱陵島)渡海禁制後も 松島(今日の竹
島)への渡航は なんら問題でなかったことを示している と主張し 判決
文を日本の 島に する領有 の有力な根 とした

44)

しかし 橋本三

兵衛の松島に する認識がそのまま幕府の認識になるわけではない

ま

た 竹島への渡海は禁止されても 判決文に竹島の 最寄りの松島 と記さ
れた松島への渡海は禁止されていないと見るのは困難であろう さらに
幕府評定所は 馬藩からの 竹島の近所 の松島も渡海が禁止されたであ
ろうという回答や

松島を朝鮮領に描いた大坂町奉行所の 竹嶋方角圖

などから松島の所 を判 したので 渡海禁止令の含意は松島( 島)も渡
海を禁止したと見るべきである なお 最近の外務省はかつて領有 の
有力な根 とした天保竹島一件の判決文についてはまったく言及がない
以前の主張が無理であることに づいたのであろう このように 17世紀
の日朝合意や

離島の

に する判 基準は19世紀にも守られたので

ある

44)

日本政府見解3 (1956.9.20) 外務部, 韓日往復外交文書(1952-1973) , 148~149頁よ
り引用

島領有 に する近代 際法の適用問題

＜ ２＞ 朝鮮竹嶋渡航始末記 付
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一方

竹嶋方角圖 以外にもこれに似た地 がある 評定所にて竹島

一件の 理にあたった勘定所出役の吏員が作成したと思われる45)事件記
朝鮮竹嶋渡航始末記 に地 ＜ 2＞が添付されたが
角圖 と同じように竹島·松島を朝鮮領に描いたのである

これも 竹嶋方
46)

なお

朝鮮

竹嶋渡航始末記 とほぼ同じ文章が江 時代末期に幕府が作成した 通航
一覽續輯 五

朝鮮國部 に

商刑罰 と題して

されている

47)

した

がって 朝鮮竹嶋渡航始末記 は官撰書あるいはその複 であることを示
している

5. 明治幕府による日朝合意の確認
1) 外務省による日朝合意の確認
江 幕府を打倒した明治新政府は

馬藩に代わって日朝外交を直接

管掌しようとしたが いわゆる書契問題で暗礁に り上げた 外務省はひ
とまず過去の日朝外交の 情を調査し

かつ朝鮮を 探するために同省

の森山茂らを 馬藩および釜山の倭館へ派遣した
し 明治3(1870)年に調査書

州朝鮮交際取調書 ( 取調書 と略す) およ

びこれを要約した報告書 朝鮮 交際始末 探書 (
省へ提出した
この

森山らは現地を調査

探書 と略す)を外務

州は 馬藩を指す

探書 に 竹島松島 朝鮮附 に相成候始末 という一項をもうけ

二島が朝鮮領になった 略について 松島は竹島の隣島にて 松島の儀に付

45)

46)

47)

朴炳 , 元 · 天保竹島一件と竹島
島の領有 問題 , 北東アジア文化硏究 40
, 2015, 39쪽
朝鮮竹嶋渡航始末記 は浜田市立 書館所
なお 付 地 で竹島 · 松島が朝鮮と
同色に彩色されている事 を日本人 究者は誰も明らかにしなかった
朴炳 , 前揭 江 時代の竹島での漁業 37~38頁; 박병섭, 前揭 안용복사건 이후
의 독도 영유권 문제 , pp.144~145

島領有 に する近代 際法の適用問題

是

載せし書留も無之 竹島の儀に付ては元 度の往復手 書

に有之 と記した

48)
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の通

下線部は筆者が引いたが これは 日本外交文書 な

どの二次資料には けている部分である

往復手 書とは朝鮮政府と

馬藩を往復した下記の書契であり それら６通が 取調書 中の一項 竹島
一件 に記 された

49)

この 竹島一件 は 馬藩の 善隣通交

五 告竹島

一件事考 を底本にしたものであろう

文書1. 朝鮮人の竹島渡海禁止を要求する 馬藩の書契1
文書2. 弊境蔚陵島 や 貴 竹島 は渡海禁止の地とする朝鮮の書契1
文書3. 弊境蔚陵島 の削除を要求する 馬藩の書契2
文書4. 竹島＝ 陵島は一島二名とする朝鮮の書契2
文書5.

陵島が朝鮮領であると確認する朝鮮政府の書契3

文書6. 朝鮮の書契を幕府が確認したことを える 馬藩の書契3

上記の文書番 は前記の文書番 である このように 取調書 は 竹島
( 陵島)が元 期の外交交 によって朝鮮領になったことを確認したので
ある 一方 松島( 島)については 森山らは書留(記 )がないことと松
島が 竹島の隣島 という理由によって同島を朝鮮領と判 した

これは

① 幕府が松島に領有意思をもった痕跡がないこと ② 松島が地理的に朝
鮮に近いことを理由に朝鮮領と判 したと言い換えることもできる すな
わち
結局

外務省の領土判 の基準は元 期のそれと同じであったといえる
元 期の領土判 基準は時代を超えて明治時代初期にも通用する

普遍的な 値を持つ基準であった

48)

49)

堀和生, 1905年日本の竹島領土編入 , 朝鮮史硏究 論文集 24 , 1987, 104頁 た
だし 堀はこれを 日本外交文書 から引用したので下線部分は けている
朴炳 , 明治政府の竹島
島調査 , 北東アジア文化硏究 41 , 2016, 48頁
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2)

務省·太政官による日朝合意の確認
明治政府は近代 家の基盤を整備するためにいろいろな事業をおこ

なったが そのひとつが日本地誌の編纂であった その過程で浮上したの
か 竹島·松島に する調査を 務省地誌課の中村(中邨)元起がおこなった
中村は竹島 ( 陵島) の
治8(1875)年8月に

問題に焦点を てて元 竹島一件を調査し 明

竹島 書 を編纂した

50)

同書はまず 前記の日朝間の外交文書1-4を複 して竹島一件の 端を
記した また 朝鮮の文

輿地勝

や 芝峯類

なども複 した 次い

で幕府が竹島·松島の所 などを同島ともっとも 係の深い鳥取藩など
へ詳細に問い合わせ
答を得た後

竹島のみか松島も鳥取藩の所 ではないという回

馬藩と協議して竹島渡海禁止令を出すに至った 過を記

した さらに同書は幕府が竹島渡海禁止令をくだした理由を記して朝鮮の
官使へ えた先の 馬藩の口上書1(文書5-1)を複 した 最後に同書は
官使から報告を受けた朝鮮政府が 陵島は朝鮮領であり

幕府の渡海

禁止令を 迎すると記した朝鮮政府の書契3(文書8)を複 した また そ
の書契を 馬藩が受けとったことによって竹島一件が解決し

これを幕

府へ報告したことを記す 馬藩の書契3(文書9)を複 した
こうして

竹島 書 は元 期の外交文書をとおして竹島を朝鮮領と

した日朝合意を確認した

同時に

馬藩口上書1(文書5-1)や朝鮮政府書

契3(文書9)にて幕府および朝鮮の領土判 基準を確認した

幕府の領土判

の基準は 先に記したとおり 竹島は因幡·伯耆の付 ではないし日本
へ取った島でもないということと朝鮮に近いということであった
わち

幕府は竹島に領有意思を持っていなかったことと竹島の地理的近

接性の二点を領土判 の基準にした事 を
ある
50)

すな

大熊良一, 竹島史稿 , 原書房, 1968, 254頁

竹島 書 は確認したので

島領有 に する近代 際法の適用問題

竹島 書 の編纂を終えた地誌課は翌9月
て修史局地誌掛となり
た

51)
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務省から太政官へ移っ

1877年1月には太政官修史館第3局乙科となっ

太政官は日本の最高 家機 である その間に島根 から 務省へ

竹島·松島の地籍に する伺書 日本海 竹島外一島地籍編纂方伺 が提
出された

52)

竹島は 陵島を指し

また この二島を明記した地

外一島 は松島すなわち 島を指す

磯竹島略圖

53)が添付された

この伺書に して 務省は竹島·松島の所 をすでに

竹島 書 に

て調査 みであったので容易に 島は本邦に無 係であるとの結論をだ
せた しかし

務省は領土の取捨は 家の重大事と考え

重に太政官

へ先の島根 伺書と同じ題目の伺書 日本海 竹島他一島地籍編纂方伺
を提出した 日本にて領土の取捨を判 する機 は 務省であり その判
を最終的に確認する機 は太政官である

務省は島根縣から受けとっ

た資料の他に元 期の日朝間で交わされた外交文書の複 なども次のよ
うに添付した

文書6-1. 幕府の渡海禁止令を える 馬藩の 書1
文書8.

陵島が朝鮮領であると確認する朝鮮政府の書契3

文書9. 朝鮮の書契を幕府が確認したことを える 馬藩の書契3
文書10. 朝鮮の問題点を指摘した 馬藩の口上書3

これらの文書以外にも 務省は 竹島紀事 元 9年正月28日の記事を伺
書に添付した

その記事に老中阿部豊後守が竹島を放棄した理由が記さ

れている その理由は 鳥取藩へ問い合わせたところ 竹島は ① 因幡·伯
耆の付 ではない ② 漁民が漁をしたまでで朝鮮の島を取ったというの

51)
52)
53)

朴炳 , 前揭論文 明治政府の竹島
島調査 , 54頁
公文 ( 立公文書館所 ), 內務省之部, 明治十年 三月; 堀和生, 前揭論文, 103頁
磯竹島略圖 は漆崎英之が最初にインタ ネットにて公開した 漆崎英之, 太政官指
令付 磯竹島略
見の 緯とその意義 , 獨島硏究 , 14 , 2013, 329頁
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でもない ③ 日本人が住んでいない ④ 道程は朝鮮に近い ということ
であり 老中は竹島に領有意思を持たなかったし 竹島が朝鮮に近いとい
うことである これは先の 馬藩の口上書1 (文書5-1) とほとんど同じで
ある
松島( 島)については

島根 の伺書に原由の大略として 次に一島あ

り 松島と呼ぶ 周 三十町ばかり 竹島と同一線路に在り

岐を距る八拾

里ばかり 樹竹稀なり 亦魚 を産す と記されている これはもちろん太
政官への伺書に添付された

松島についても竹島を日本領外とする上の

件① ② ③がそのまま てはまる ④ は竹島が朝鮮領なら松島は朝
鮮に近いのである こうした 緯から 務省は竹島·松島が日本領でない
と判 した
務省の伺書を受けた太政官は速やかに結論を出した

組織 に地誌

部署を有していたので速やかに結論を出すことが可能であった 太政
官は 務省の伺書どおり 竹島·松島は本邦と 係なしとする太政官指
令を 務省へくだした これによって竹島·松島の所 問題はこれで完全
に解決したのである
かった 唯一の例外は

然

務省 行の地 に竹島·松島は記載されな

大日本府縣分轄圖 (1881)である この地 帳中

の 大日本全國略圖 は初版のみにて竹島·松島を山陰道 すなわち日本の
西北地方と同色に彩色した しかし 改訂版は 島を無彩色にした これ
は初版の誤りを正し 竹島·松島を日本領外と表現したとみられる
結局

54)

明治政府は17世紀に交わした外交文書にもとづいて竹島および

竹島と同じ航路にある松島も日本領外であることを公式に確認した
たがって

17世紀の離島の

に する判 基準は慣習として確立した

といえよう

54)

朴炳 , 明治政府の竹島

し

島認識 , 北東アジア文化硏究 28 , 2008, 42頁
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3) 外務省·太政官による再確認
外務省は前記のように明治3(1870)年に元 竹島一件を調査して竹島·
松島が朝鮮付 になったと理解したが

これはじきに忘れ去られたよう

である 1880年ころ 外務省などへ 竹島渡海之願 松島開拓之儀 などが
相次いで提出されたが

外務省では竹島·松島の島名混 が激しく

竹

島·松島の比定をめぐって甲論乙駁の混 が いた55) かつて竹島·松島
を本邦に 係なしとする 務省宛の太政官指令(1877)は外務卿が捺印とし
たが 外務省內では周知されなかったのである
そうした最中
てきた

1881年に朝鮮政府から 陵島に する抗議書が送られ

抗議書は 陵島にて 討官が 見した日本人の 伐に するも

のである その 容は 1693年に日本が島名を錯誤したことで何度も書契
を交換した末 日本は沿海民の入島·漁業を禁止すると約束したのにもか
かわらず

日本人が入境して伐木しているので取り締まってほしいとの

ことであった

56)

朝鮮政府は200年前の 陵島 界時に

で交換した書

契を根 にして日本へ抗議したのである
これを受けて日本外務省は北 正誠が竹島( 陵島)の所 を調査し
1881年に報告書 竹島考證 およびこれを要約した 竹島版 所 考 を
まとめた

竹島考證 は元 竹島一件( 陵島 界)に する日朝間の外交

文書 前記の文書1-10はもちろん すべての外交文書を複 した また
連の史書なども分析して次のような見解を記した 古書によれば 陵島
が朝鮮領であることは確かであるが

文 の役(壬辰 ) 以後は捨て置か

れた地である 一般に 捨て置かれた地は それを めた者が新しい主人
になるのが通例である しかし 幕府は日本人が80年余り漁 をおこなっ
た竹島に し そのような機 をみすみす捨ててしまい まことに嘆かわ
55)
56)

北 正誠, 竹島考證 ( 立公文書館所 ), 1881
外務省記 (外交史料館所 ) 3824, 朝鮮 蔚陵島へ犯禁渡航ノ日本人ヲ引 處分一件
1
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しいと 北 は竹島一件を評 した 結局 北 は竹島( 陵島)は元 期
の日朝合意によって朝鮮領に確定したと 定し 先の松島開拓願などにつ
いて

今日の松島は ち元 12年 する所の竹島にして古 我が版 外

の地たるを知るべし と記した

彼もやはり元 期の日朝合意を重視した

のである ところで 北 の報告書は1877年の太政官指令については何も
記さなかった また 松島( 島)についても何も記さなかった 北 が
考文 とした

竹島 書 などには前記のように松島が竹島と共に日本

領外に記 されているが 北 はこれに異議を示さなかった
この報告書を元に 1883年 日本政府は 陵島を朝鮮領と認めて 陵島
にいた日本人を 制的に連れ した こうして日朝
交文書をもとにその時に合意した 容および離島の

は1699年 時の外
に する判 基

準などを確認したのである
その後
た

日

陵島では10年もたつとふたたび日本人の侵入が問題になっ
に勝利した日本帝 は勢力 大を狙って積極的に

び韓 に する侵略を 化し
が次第に活 になった
民を苦しめた

およ

これにともなって日本人の韓 への進出

陵島では高 な材木を狙った島根 人らが島

彼らについて釜山にある日本領事館の報告書は 渡航者は

ね無智文盲の 輩にして日 紛擾を起し

は弱を凌ぎ 智者は愚者を欺

き 甚しきに至ては 兇器を携え 暴行を加え 他人の物件を 奪せしことあ
るも之を制止するものなく 非常に良民を苦むること少からざる
するほどであった しかし

57)と記

陵島島監は彼らを罰することができな

かった 日本人に する裁判 が日本領事にあったためである そうした
日本人の退去を朝鮮政府は外務省へ何度も要求したが
益を重視してなかなか じなかった
いたのであった しかし
57)

日本は自 の

日本は韓 に し力づくの外交を

陵島における森林伐採 を獲得したロシア

外務省, 通商彙纂 (
書館所 ) 234 , 1902, 45頁; 朴炳 , 韓末期の 陵島 · 島
漁業
島領有 の 点から , 韓國海洋水産開 院, 2009, 252頁(日本語), 114頁(韓國語)
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やっと外務省は 陵島にいる日本人へ退去命
日本は帝 主義列 間の外交を考慮した結果の

副産物として元 期の日朝合意をかろうじて守ったのである

6. 朝鮮王朝·大韓帝 の 島への領有意思
１) 朝鮮王朝の 島への領有意思
朝鮮政府の 島に する領有意思は曖昧ながらも 世宗

地理誌

(1454)に見ることができる よく知られているように 同書は 于山·武陵
[ 陵]二島が の 東の海中にある 二島は互いにそれほど離れておらず
天 のいい日には望見できる

59)と記した

天 のいい日にだけ見える島

は 島しかないので于山島は 島と解 され得る しかし 同書に于山
島の位置や方角 大きさなどに する情報などは何も記されていない ま
た

新 東 輿地勝

(1531)などは付 地 にて于山島を 陵島の西に

描くなど 認識の曖昧さを示している
于山島の存在が具 的になったのは

17世紀の安龍福事件によってで

あった 安龍福は1693年には大谷·村川家によって 陵島から日本へ連行
されて元 竹島一件（ 陵島 界）のきっかけになった また 1696年に
はみずから 陵島·子山島を て渡日したことによって多くの記 が
に され 結果的に子山島の存在が明確になった 子山島は松島（
島）であり 于山島の別名とみてよい
そうした記 の中で安龍福が
た 容が

宗

に 載された この供述は

るように信 性に欠けるので60)
58)
59)

後に 局の取調を受けた時に供述し
宗

自 が述べてい

日本の史料との照合が不可欠である

宋炳基, 前揭書, 145~146頁; 송병기, 앞의 책, 196~197쪽.
原文は 于山武陵 二島在縣正東海中 二島相去不遠 風日 明 則可望見
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そうした作業の末に明らかなのは 安龍福が松島( 島)を 見したうえ
で日朝

にて 松島はすなわち子山島 であると 言し

これが

で

ともに信 されたことである 日本では 岐代官手代が作成した村上
家文書61) 朝鮮では 春官志 (1745)や 東 文 備考 (1770)などの官撰書
にそうした記 が見られる

東 文 備考 は

陵·于山 みな于山

の地 于山はすなわち倭がいうところの松島なり などと記したが こ
の一節は官撰書 万機要

(1808)などによって後世まで引き がれた

朝

鮮王朝は于山島を日本の松島と知った上で朝鮮領と認識したのである

2) 大韓帝 の 島への領有意思
1900年10月 韓 政府は勅令41 にて 島郡を新設し その範 を 陵
全島·竹島·石島とした
は

島問題におけるこの勅令の意義を下條正男

もしその石島が韓 側の主張通り竹島[ 島]とすれば 竹島が島根

に編入された1905年より早く 竹島は韓 領になっていた そうなれば日
本政府による竹島の島根 編入は
と主張した

韓 側の主張通り違法行 となる

62)

それほど石島が 島であるかどうかは 島領有權問題にお

いて重要である
この石島の比定問題であるが

ほとんどの韓 人 究者は石島を 島

であると主張する といっても それを直接示す文 はまだ 掘されてい
ない しかし 石島は 島以外に適 な島がないので韓 人 究者のみな
らず 日本人 究者もほとんど石島を 島であると見ている たとえば

60)

61)

62)

宗
, 宗22年 10月23日; 朴炳 , 安龍福事件に する
, 韓國海洋水産
開 院, 2009, 36頁(韓國語), 34頁(日本語); 朴炳 , 安龍福事件と鳥取藩 , 北東アジ
ア文化 究 29 , 2009, 13~14頁
正しくは 元 九丙子年朝鮮舟着岸一 之覺書 であり これに 松嶋ハ右同道[江原道]
之 子山と申嶋御座候 是ヲ松嶋と申由 是も八道之圖に記申候 と記された
下條正男, 竹島 その歷史と領土問題 , 竹島 · 北方領土返還要求島根
議, 2005, 98頁
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藤正中,64) 大西俊輝,65) 竹 猛66)らである. 塚本孝67)および

外務省 10ポイント は石島が 島である可能性を念頭においている 下條
正男は何度か主張を えて定 がない 下條は石島を時には
定した しかし

項礁 は

頂礁 の誤 である これは暗礁なので島

ではなく もちろん石島ではありえない
島を一周する現地調査の結果
た

69)

項礁 に比

68)

杉力修は 光遊 船で 陵

石島は 音島である可能性が高い とし

これは 問とは無 の見解であろう 池 敏は

石島が竹島[

島]に一致することが直接的に 明されたことは これまでに一度もな
い

70)と主張したが

という質問には
い

71)と語った

いるが 日韓

石島はどの島である可能性が最も高いと考えるか?

そのように質問されれば 竹島[ 島]と答えざるを得な
このように日本では多くの 究者が石島を 島と考えて
の社 科 員たちは 日本は石島を鬱陵島のすぐ に

ある 音島と主張している

72)と誤解しているようである

そのような主

張をするのは 杉力修ひとりのようである

63)
64)
65)
66)

67)

68)

69)

70)
71)

72)

梶村秀樹, 前揭書, 25頁
內藤正中, 竹島(鬱陵島)をめぐる日朝關係史 , 多賀出版 2000 177頁
大西俊輝, 日本海と竹島 , 東洋出版, 2003, 72~73頁
竹內猛, 竹島
島問題 固有の領土 論の 史的 討 前編, 私家版, 2010, 89~92쪽;
다케우치 다케시, 獨島=竹島 문제 ‘고유영토론’의 역사적 검증 , 선인, 2012,
182~186쪽.
塚本孝, 日本の領域確定における近代ヨ ロッパ 際法の適用事例 , 東アジア近代
史 3 , 2000, 89頁
朴炳 , 下條正男の論 を分析する(2) , 獨島硏究 7 , 2009, 132~136頁(韓國語),
103~104頁(日本語).
杉力修,
· 地 からみる竹島( ) , 竹島問題に する調査硏究 最終報告書 ,
2007, 171頁
池內敏, 前揭 竹島―もうひとつの日韓關係史 , 184頁
朴炳 , [書評] 池內敏 竹島―もうひとつの日韓 係史 , 朝鮮史硏究
報 , 209
, 2017, 23~24頁
歷史敎育者協議 (日本) · 全
史 師の (韓國) 編, 向かいあう日本と韓 · 朝鮮
の歷史 近現代編, 大月書店, 2015, 297頁
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石島の比定問題にとって 考になるのは韓 各地にある石島の 時の
呼 である これらの呼 は日本水路部 朝鮮水路誌 第2改版(1907)や 日
本水路誌 第6 (1911)によれば

韓 にある石島７か所のうち５か所には

下記のように振り 名がふられた

73)

① 忠 南道 庇仁

外煙列島の石島

②

同上

トルソム

狐島南方の石島

マクソム

③ 京畿道 漢江口沖 隅島西方の石島

トルソム

④

トリソム

海北道 大東

大島西端の石島

⑤ 全羅南道 所安群島 所安港の石島

ト クソム

これを見ると 石島 はすべて音 でなく 訓 されたことがわかる 上
記で① ③のトルソムや④トリソムは 돌섬 (Tol Seom) のカタカナ表記
であろう また ②マクソムは末端の島を意味する 막섬 (Mak Seom)の
カタカナ表記であろう これは 忠 南道庇仁 に①トルソムがあるの
でそれと 別するためにこのように呼 されたのであろう 全羅南道にあ
る⑤ト クソムは 독섬 (Tok Seom)の日本語表記のようである この島は
韓 地名 攬 (1984)にても 독섬[Tok Seom](石島) と表記されている

74)

このように韓 では一般に돌섬(Tol Seom)や독섬(Tok Seom)の漢字表記は
石島であった こうした慣行から勅令41 の石島も音 されず 主に
陵島民の多 を占めた全羅道人の方言で독섬(Tok Seom)
で돌섬(Tol Seom)と呼ばれたと考えられる

時には標準語

際に光復直後の報道記事に

今日の 島を 독섬[Tok Seom](獨島) と表記した例が多 ある
73)

74)
75)

75)

また

朴炳 , 前揭書, 韓末期の 陵島· 島漁業 - 島領有 から , 74~75頁(韓 語),
214-215頁(日本語); 朴炳 , 明治時代の竹島
島漁業と領有 問題 , 北東アジア
文化 究 , 32 , 2010, 49쪽.
愼鏞廈, 獨島의 民族領土史 硏究 , 知識産業社, 1996, 197頁
朴炳 , 前揭 韓末期の 陵島 · 島漁業
島領有 の 点から , 72頁(韓國語),
213頁(日本語); 朴炳 , 前揭論文 明治時代の竹島
島漁業と領有 問題 , 47頁
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돌섬 (Tol Seom)にて1895年ころからアシカ をおこなったという全羅道
巨文島に住む金允三の 言もある
一方
れば

76)

日本外務省 竹島漁業の 遷 に記載された 村亮の 言によ
朝鮮人は ランコ島(竹島)を 島(トクソン)と言っていたが

地人と 話するときは ランコ 島と言っていた という
섬 (Tok Seom)の日本語表記と見てよい

なお

77)

トクソンは 독

村亮ならびにその父

平太 は1921年ころから朝鮮人を主力にしてランコ島へ出漁してアワビ
などを採取した漁業者である

村亮の 言によって ランコ島＝ 島

＝トクソンという 係が成りたち トクソンは 독섬 (Tok Seom)に直結
する こうした資料を 合すると

石の島 の意味で呼ばれていた 돌섬

(Tol Seom)あるいは 독섬 (Tok Seom)が勅令41 には石島と記されたと
見てよいであろう
その後

독섬 (Tok Seom)を石島と表記するのが全羅道以外では無理

だったためか漢字表記が 島に わったようである
海軍 軍艦新高行動日誌 (1904)に見られるのを初め
告書にも見られる
78)が郡守を訪問し

を 本郡所
書によれば

島の表記は日本
1906年には沈興 報

島郡守沈興 は 島根 の 陵島·竹島[ 島]調査
長が 我が管轄に係る竹島 と語るや

島 と認識して調査 の行動を政府へ報告した

79)

その竹島
その報告

島郡守は 島を外洋100余里(40km余)にある韓 の領土と

把握していた さらに 沈興 報告書を受けとった政府は報告書に する
指令3

76)

77)

78)

79)

にて [日本の] 島領地の はまったく無根 と記し

島は韓

民 日報 1962.3.19; 金秀 , ‘竹島의 날’ 制定以後 日本의 獨島硏究動向 , 獨島硏
究 10 , 2011, 189~190頁; 池 敏, 前
竹島問題とは何か , 253頁
外務省アジア局, 竹島漁業の 遷 1953, 37頁; 朴炳 , 前揭論文 明治時代の竹島
島漁業と領有 問題 , 46~47頁
下記の論文によれば 調査 は最初から 陵島の調査も予定していた 朴炳 , 近
代期 獨島의 領有權問題 , 獨島領有權 確立을 위한 硏究 5, 선인, 2013, 180頁.
송병기, 앞의 책, 248~252쪽; 宋炳基, 前揭書, 184~189頁.
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領であるとの認識を示した

島郡守も政府も 島を韓 領であると認識

していたのである
一方

勅令41 に于山島の名はなかった

これに して日本外務省 10

ポイント は なぜ韓 側が竹島[ 島]の 名 であると主張する 于山島
等の名 が使われなかったのか と疑問を呈した これはもっともな指摘
なので その理由を考える 朝鮮王朝時代の官撰書に記された于山島は
陵島 界以後の海禁· 討政策によって同島の位置や存在が次第に曖昧
になってしまった 1882年

陵島 察使 李奎遠は于山島を探索したが

于山島を確認できなかった

彼は 陵島民から于山島や松竹島は近傍の

小島であると聞いたので船で 陵島を一周し

さらに高所に登って周

を見回したが于山島を 見できず 竹島(竹嶼)と島項( 音島)を確認した
だけであった
また

陵島に在住する朝鮮人と日本人が共同で于山島の探索を計

した 1900年ころ 彼らは共同で船を購入して于山島を探索したが 結局
は 見できなかった

80)

また

1913年にも于山島の探索計 があったが

前記の于山島探索が失敗していたことがわかって計 は中止になった

81)

こうして官撰書にしばしば記載された于山島は大韓帝 期には所在のわ
からない

の島になってしまっていた このために所在のわからない于

山島を勅令などの法令に書くことはできなかった

かわりに 在が明確

な 독섬 (Tok Seom) あるいは 돌섬 （Tol Seom)が漢字表記で石島と記載
されたのである

80)

81)

每日申報 , 1913.6.22, 于山島探 中止 ; 朴炳 , 前揭 韓末期の 陵島 · 島漁業
島領有 の 点から , 80頁(韓國語), 220頁(日本語) 朴炳 , 明治時代の漁業と竹
島
島問題(2) , 北東アジア文化 究 32 , 2010, 53頁
同上
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7. 日本の 島編入と 際法
1895年

日

に勝利した日本は台 を割 させるなど

まきな

がら帝 主義列 の一員になりつつあった これにつれ 日本は次第に力
づくの外交を韓 へ押しつけ 露骨に 政に干 し始めた そうした外交
は 陵島· 島にも波及した 韓 政府が 陵島に不法に住む日本人の退
去を要求しても1900年以降は日本はそれに じないばかりか かえって日
本人の居住 を主張するようになった

82)

日本は力を背景に自 の 益を

追求するのに余念がない になったのである
1904年秋 リヤンコ島( 島)でのアシカ を終えた 岐の中井養三
は アシカ の 占をはかるべく奔走した 同島では日韓漁民が入り れ
てアシカを 獲しており 資源の枯 が憂慮されたのである
はリヤンコ島を朝鮮領と信じ
く日本の 係機 と接 した

初 中井

リヤンコ島の貸下願を朝鮮政府へ出すべ
83)

しかし 中井は水路部長肝付兼行から

リヤンコ島は無所 であり 日本に編入すべきであると聞かされるや
9月 リヤンコ島領土編入 ニ貸下願 を 務省へ提出した

中井に大きな

影響を えた肝付はリヤンコ島を 日本水路誌 にではなく 朝鮮水路誌
に記載した海軍 校である 水路誌の編纂には領土·領海意識が反映され
ているので84) 肝付がリヤンコ島を朝鮮領と考えたことは確 である 肝
付は海軍 校としてリヤンコ島の軍事的 値を熟知しており

同島の領

土編入を支援すべく無主地と 弁したのであろう
一方 中井の願書を受けた 務省は猛反 した 理由は 此時局[日露
中]に際し 韓 領地の疑ある莫荒たる 箇不毛の岩礁を めて 環視

82)

83)
84)

朴炳 , 前揭 韓末期の 陵島· 島漁業
島領有 の 点から , 64頁(韓 語),
205頁(日本語)
堀和生, 前揭論文 117頁
池內敏, 前揭書, 竹島―もうひとつの日韓 係史 , 158쪽
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の諸外 に我 が韓

呑の野心あることの疑を大ならしむる

85)という

ものであり 中井の願書を却下する方針であった これは 然である
務省は1875年に
ていたうえに

竹島覺書 を編纂した時から竹島·松島を朝鮮領と考え
1877年には太政官から松島( 島)は本邦に 係ないとする

指令を受けていたからである
しかし

外務省の考えは違っていた

中井を積極的に支援した政務局

長山座円次 はリヤンコ島の軍事的 値を重視した というのも 中井が
貸下願を出す3カ月前 ロシアのウラジオ艦隊が海軍の常陸丸(6,175トン)
や和泉丸(3,229トン)などの輸送船を次 と 沈していたからである その
時 日本海軍はこのウラジオ艦隊を追跡したが 途中で見失ってしまい世
論の猛烈な非難を浴び

その激しさに海軍 校が悔し を流すほどで

あった この時 ウラジオ艦隊は日本軍の監視システムの空白地 であ
るリヤンコ島付近の海域を通って 港していたのである

86)

この結果 リ

ヤンコ島に敵艦監視用の望 を秘密裡に建てることが喫緊の課題になっ
ていた

これを重視した山座は中井の貸下願に して 時局なればこそ其

[リヤンコ島]領土編入を急要とするなり

望 を建築し無線若くは海底電

信を設置せば敵艦監視上極めて 竟ならずや と いて中井を積極的に支
援した さらに山座は 外交上
したので87)

務の如き顧慮を要することなし と主張

務省はもはやリヤンコ島の領土編入に反 する理由がな

くなった 基本的に同省としても日本帝 の版 を 張することに異議は
ない

務省はリヤンコ島の領土編入を進め 1905年１月 閣議に 無人

島所 に する件 をはかった その請議書には 無人島[リヤンコ島]は他
に於て之を占領したりと認むへき形跡なく と記したが これは同島が
85)
86)

87)

堀和生, 前揭論文, 117頁
朴炳 , 日露海 と竹島
島の軍事的 値 , 北東アジア文化硏究 36 · 37合
, 2013, 44~46頁; 박병섭, 러일전쟁과 독도의 가치 , 독도연구 10호, 2011,
212~215쪽
堀和生, 前揭論文, 117頁
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日本の領土でもなかったという論理であり 日本が同島に領有意思を持っ
ていなかったことを示している

務省の請議書は閣議で承認され 日本

政府はリヤンコ島を竹島と名付けて島根 に編入した
この時の閣議決定書が

中井養三 なる者が該島[リヤンコ]に移住し漁

業に 事せることは 係書類に依り明なる所なれば 際法上占領の事
あるものと認め之を本邦所 とし

88)と記したことが注目される

務省の請議書にはなかった 中井の移住 および

同書は

際法上占領 なる

容を追加したのである すなわち 決定書は中井が1903年および翌年それ
ぞれ ヶ月間 在したのを 移住 と 弁し それを 際法上の 占領 と
定した しかし 1904年はもちろん 閣議後の1905年5月ですら韓 漁民ら
がリヤンコ島へ出漁してアシカ をおこなっており89) 中井が同島を占領
していなかったことは明らかである そもそも中井は願書を提出する直前
までリヤンコ島を韓 領と考えていたのであり 同島を占領する意思など
まったくなかった したがって 閣議決定書にいう中井の無主地先占は成
立しなかったのである
さらに

島は無主地ではなかった 日本の領土の取捨を判 する

機 である 務省も閣議の直前にリヤンコ島を無主地ではなく韓 領
と考えていたが 先にみたように 島は 義の 際法上にて韓 の領土で
ある この 点からも近代 際法にいう無主地先占論は成立せず 日本が
リヤンコ島を日本領にへ編入したのは無 である
結局 日本政府は韓 領と認識していたリヤンコ島( 島)を奪取するた
めの道具として無理やり

際法上の占領 を口 にしたのである

さら

に6月には島根 からアシカ の免許を受けた中井や警官らがリヤンコ島
へ行き 同島でアシカ をおこなっていた 陵島民らのアシカ を中止さ
せ90) 同島を制 した しかし 閣議決定書にいう 際法上の無主地先占
88)
89)

外務省, 竹島 竹島問題10のポイント , 2014, 11頁 カタカナは平 名に 換
川上健三, 前揭書, 184頁.
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が成立していない以上

日本の官憲が 島を制 した行 は侵略に該

する こうした警察力による日本の 島支配は5年で終わった 1910年には
島どころか韓 全 が日本の領土になってしまったのである

8. おわりに
日本外務省の 10ポイント は 韓 の1900年勅令41 にいう石島がたと
え 島であったとしても

韓 が 島を

的に支配した事 はないの

で韓 による竹島の領有 は確立していなかったと主張する この主張の
根本は帝 主義時代の近代 際法にある

近代 際法は

すら合法と

するなど弱肉 食的な法である 1905年 時において韓 や中 など
半未開 の は その文明の程度は 際法上の諸原則を理解し
すにはなお不充分であった そうした 半未開 の

施に移

に して帝 主義諸

は 砲艦外交·棍棒外交などによって自 の 益を追求する道具として
近代 際法を利用したのであり

況が不利な時には近代 際法を平然

と踏みにじった その典型例が1905年の新日英同盟に する韓 の抗議へ
の

である

この 約は日韓議定書などに反するので韓 は日英

に抗議したが 日英

は完全に無視した その結果 力のない韓 は

大 のパワ ポリティックスに耐えるしかなかった
こうした近代 際法以前に日韓間には 同士を規律する規範

すなわ

ち 義の 際法が存在していた たとえば 17世紀の元 竹島一件( 陵
島 界) 時 日朝間で交換された外交文書などは 義の 際法をなす
はこれらの外交文書によって 陵島の
島の

問題を解決し

同時に離

に する判 基準を確認した その基準は ①どちらの政府が離

島に領有意思をもっているか? ②離島はどちらの に近いか という2点
90)

竹島海驢 況 書 ,
1965, 84頁.

秘 竹嶋 , 島根 ; 田村淸三郞, 島根 竹島の新硏究 , 島根 ,
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であり

際にどちらの がその島を支配しているかは離島の
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を決

定する要因ではなかった
このような離島の

に する判 基準は松島( 島)に しても適用さ

れた 元 竹島一件( 陵島 界)時の交 には松島は問題にならず 竹島
渡海禁止令にもふれられなかったが
鮮の領土になる

松島は上の判 基準からすれば朝

理由は日本のどの藩も松島に領有意思をもたなかった

し 幕府は竹島一件が起きるまで松島の存在さえ知らなかった一方 朝鮮
政府は安龍福渡日事件以降は官撰書 東 文 備考 などにて 于山は日本
のいう松島 と記し 朝鮮領と認識したためである さらに 島は朝鮮領
の 陵島にもっとも近いことはいうまでもない この結果 日本では松島
の

に して幕府も また 際に竹島·松島へ渡航した大谷家も1696年

の竹嶋渡海禁止令を竹島·松島渡海禁制であると1740年に確認していたの
である
その後 日本では時 竹島( 陵島)の

が問題になったが その時

に竹島の近くにある松島( 島)も共に朝鮮領と判 した この例として
1836年における大坂町奉行所の判 をあげることができる 天保竹島一件
にて奉行所は竹島·松島を朝鮮領と判 し それを示す地

竹嶋方角圖

＜ 1＞を作成して八右衛門の陳述書 竹島渡海一件記 に添付した この
資料は幕府の最高司法機 である評定所へ送られたが
竹嶋方角圖 に似た地 ＜

2＞を作成し 事件記

評定所 係者も

朝鮮竹島渡航始末記

に添付したようである このように幕府は竹島·松島を朝鮮領と確認した
のである
このような判 は明治時代になっても わらなかった 明治初年 朝鮮
を 探し

馬藩を調査した外務省の森山茂らは1870年に調査書

州朝

鮮交際取調書 およびこれを要約した 朝鮮 交際始末 探書 を作成し
た これらの記 にて森山らは元 竹島一件の結果 竹島( 陵島)は朝鮮
領に確定したと記した 同時に松島( 島)に しては ① 幕府が松島に領
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有意思をもった形跡がない ② 松島が竹島に近いという二つの理由で二
島は朝鮮領になったと 定した これは元 期の離島の

に する判

基準と一致する この判 基準は時代を超えて通用したのである
次に離島の
る 日本海

が問題になったのは島根 が竹島·松島の地籍に す
竹島外一島地籍編纂方伺 を 務省へ提出したときである

外一島は添付書類や添付地
らかである この時
して

磯竹島略

から松島( 島)であることが明

務省ではすでに地誌課が竹島·松島の

を調査

竹島 書 を編纂 みであった こうした記 などから 務省は元

期の日朝間の外交文書を尊重して竹島は本邦と無 係であるとの結論
を出し

かつ離島の

に する判 基準から松島も本邦無 係とした

その上で版 の取捨は 家の重大事と考え
だ

1877年

重に太政官へ裁可を仰い

太政官は 務省の判 に問題のないことを速やかに確認し

竹島·松島を本邦無 係とする指令を 務省へくだした こうして元 期
の離島の

に する判 基準は慣習として日本に定着したのである

一方 朝鮮政府は安龍福事件以後 官撰書にて日本が松島と呼ぶ于山島
（子山島）は朝鮮の領土であると記 した 次の大韓帝 政府は 1900年
勅令41 にて石島を 島郡の管轄下にしたのをはじめ 1905年には 本郡
島 と記した 島郡守沈興 の報告書に して指令3 にて 島が韓
領であることを明言した この石島や 島は いずれも 陵島民が呼 し
た독섬(Tok Seom)の漢字表記である
Seom)と呼んでいたことは

島民たちが 島と書いて독섬(Tok

日本外務省 竹島漁業の 遷 における記述

島(トクソン) などによって明らかである しかし 독섬(Tok Seom)は
石の島 をさす全羅道の方言なので
につれて독섬(Tok

陵島で全羅道以外の者が える

Seom)を石島と表記するのは次第に困難になっていっ

たようである そのために同島の表記が 島に わったとみられる

島

なら容易に독섬(Tok Seom)と めるし 光復直後 韓國の多くの資料に
독섬[Tok Seom](獨島) の表記が見られる

このように韓 は朝鮮時代や
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大韓帝 時代に 島に して領有意識をもっていたことが明らかである
最近 外務省 10ポイント は勅令41 になぜ 島の 名 である于山島
の名が使われなかったのかと疑問を呈したが
ある その理由は次のように考えられる

これはもっともな指摘で

陵島 界以後 朝鮮では海禁

政策に加えて定期的な 討政策のために 陵島への渡航が途絶えた

そ

れにつれ 于山島の存在は次第に曖昧になり 文 や地 のみに記 され
る存在になってしまった このため 1882年に李奎遠が于山島を探索した
が失敗し

陵島民も近くにある島であるというだけでその位置を知ら

なかった また 1900年ころには島民が探索したが 見できず 于山島は
の島になってしまった

このように所在のはっきりしない于山島を

法令に載せることはできないので 勅令41 に記載されなかった かわり
に

陵島民がアシカ

などをおこなっていて所在が明確な독섬(Tok

Seom)が勅令41 に石島の名で記載されたのである
このように韓 は 島に し 朝鮮時代には于山島の名で 大韓帝 時
代には呼 は독섬(Tok Seom) 表記は1900年勅令41 では石島 その後は
島として領有意思を持った さらに

島は地理的に 陵島に近く 日

本に遠いことはいうまでもない したがって 17世紀に日朝間で確立した
離島の
ち

に する判 基準を適用すると 島は韓 領になる

すなわ

島は 義の 際法上において韓 領になっていた

一方

日

に勝利して列

の一員になりつつあった日本は韓

に しては 義の 際法どころか時には近代 際法すら無視し 力を背景
にして自 の 益を追求するようになった

そうした波は 島にまで及

んだ 1904年 リヤンコ島( 島)にて ヶ月間のアシカ を終えた中井養
三 はアシカ を 占するため
貸下願 を提出した

務省などへ リヤンコ島領土編入 ニ

務省はリヤンコ島を韓 領地であると考えて中井

の貸下願を却下しようとした しかし
軍事的に重要であることや

務省は外務省がリヤンコ島は

編入に際して外交上の顧慮は不要であると
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主張するや その論理を受け入れて同島の編入を閣議へ請議した 閣議は
務省の請議を承認したが
理

その理由は 務省の請議書にはなかった論

すなわち中井がリヤンコ島に 移住 して 際法上 占領 したという

ことであった いわゆる無主地先占論である しかし 閣議決定後ですら
韓 人らが同島で本格的なアシカ をおこなっており

中井がリヤンコ

島を 際法上占領したという論理はとうてい成り立たない また 同島は
決して無主地ではなく

義の 際法上にて韓 領である このように近

代 際法上の無主地先占が成立しなかったので日本が1905年にリヤン
コ島を日本領へ編入したのは無 である さらに 同年日本が同島を警察
力で制 した行 は侵略に該 する そうした日本の 島制 は5年で終
わった 1910年に 島どころか韓 全 が日本の領土になったのである
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<Abstract>

Application Problem of Modern International Law to
Territorial Right of Dokdo
-From the viewpoint of the International Law of the Wide Sense-

Byoungsup Park

Japanese Government insists that even if Ishijima in the Korean Empire
Ordinance 41 of 1900 corresponds to the current “Dokdo”, Korea had not
control over Dokdo, and that Korean had never established sovereignty over
Dokdo. Such a claim has the origin of modern international law, but it is a
law between the imperialism nation mainly, and such as assuming that even
a war is legal, is the law of the jungle. The imperialism nations used modern
international law as the tool which magnified their rights and interests backed
by the military power for the countries of “the half lack of civilization”
including Korea, and there was often that they destroyed international order
of the area characteristic in the process.
On the other hand, international promise, the international law of the wide
sense existed about a territorial problem between the two countries in the
17th century on Korea and Japan. This is the diplomatic note both countries
exchanged in ‘Ulleung island dispute’(Genroku takeshima affair). Both countries
admitted Ullung Island a Korea territory by diplomatic negotiations and made
a criterion about belonging in a remote island. As for the criterion, (1) Which
government has possession intention toward the remote island? (2) Which
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country is the remote island near? It was two points and which country really
ruled the remote island was not a factor to decide possession.
Ullung Island and Dokdo's belonging were also a problem after that
several times in Japan, but the previous criterion was maintained and judged
two islands as Korea territory in that case so that it might be seen by the
Dajokan (Cabinet) order in 1877. The previous criterion was a custom in two
countries and Dokdo was Korean territory in the international law of the
wide sense. However, Japan interfered the domestic administration in Korea
from before and after Sino-Japanese War, and she exposed the true character
of the imperialism nation and came to ignore the international law of the
wide sense and the custom about the territory.
In the Russo-Japanese War that broke out in 1905, Japan suffered heavy
damage on navy carrier, it was required to build secretly an observation tower
in Dokdo to watch Russian warship. Therefore Japan decided incorporation
Dokdo into the territory of Japan at a cabinet meeting on the pretext of “Rule
of occupation for terra nullius”. However, the Dokdo occupation of fisherman
Nakai considered to be the excuse was not established. In addition, the
Dokdo was not terra nullius, but Korean territory in the international law of
the wide sense. Therefore, “Rule of occupation for terra nullius” by Japan was
not established and incorporation of Dokdo by Japan was invalid.
Key words: Korean Empire Ordinance 41, Ullung Island dispute, Genroku
Takeshima affair, Dajokan (Cabinet) order, Rule of occupation
for terra nullius

