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韓日両国の独島 / 竹島固有領土論の争点
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《要 約》
固有領土という語は危険な政治用語なのでむやみに使用するのは好ましく

ない。特に独島の領有をめぐって対立する韓日両国では、あいまいな固有領土な

る語を学問的にきちんと定義して正しく使う必要がある。本稿は固有領土とい

う語の用法や意味を分析し、その定義を試みる。また、その定義にしたがい、韓日
両国の固有領土の主張を分析する。

韓国政府が独島を固有領土と主張する根拠は、外交部のパンフレット 韓国
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の美しい島、獨島 および1950年代に日本政府へ送った｢韓国政府見解｣に示さ

れた。これらを検証すると17世紀以前の史料は于山島の位置があいまいであっ
たり、 太宗実録 のように于山島と欝陵島を混同するなど、固有領土の根拠が充

分でない。その根拠として評価できる史料は18世紀に作成された官撰書 春官
志 や 東国文献備考 などである。これらの史料は、17世紀末に独島を実見した

うえで朝鮮領の芋山島(子山島)は日本でいう松島であると主張した安龍福の証

言を受け入れ、独島に対する領有意思を記している。安龍福の領土認識の正しさ
は日本の公的文書 元祿覚書 などでも確認できる。

しかし、芋山島すなわち于山島の位置に関する情報が伝わらなかったので、于

山島の所在があいまいになり、19世紀末の欝陵島検察使や住⺠らは于山島の位

置を知らず、于山島は伝説の島になってしまった。一方、19世紀半ば、欝陵島へ

入った全羅道漁⺠らは欝陵島の東方に岩島を発見し、これに⽯(岩)の島の意味で
독섬(toksəm)とか돌섬(tolsəm)と呼び、時にはそこでアシカ猟をおこなった。この

島が1900年大韓帝国勅令第41号に⽯島の表記で記録された。この表記は独島と

変わったが、大韓帝国が独島に領有意思をもっていたことは沈興沢報告書など
から明らかである。

一方、日本が竹島(独島)を固有領土と主張する根拠は外務省のパンフレット

竹島問題10のポイント にはなく、1953-1962年に韓国政府へ送った｢日本政

府見解｣にのみ示された。この見解書は固有領土の根拠として12の史料を示し

たが、この中に日本が松島(独島)に領有意思をもつことを示す史料はひとつもな

い。このことは先の外務省パンフレットが12の史料をひとつも引用しなかった
事実からも推測できる。結局、1905年以前に朝鮮･大韓帝国のみが独島に対して
領有意思をもったので独島は韓国の固有領土と主張できる。
キーワード：欝陵島, ⽯島, トルソム, トクソム, 竹島, 松島

１．はじめに
日韓両国政府はそれぞれ竹島＝独島を自国の固有領土と主張してい
る。明らかに少なくともどちらか一方の主張は間違いである。日本が最

初に使い出した固有領土論は扇情的な政治用語であり、時には両国間の

友好を瞬時に吹き飛ばすダイナマイトのような存在である。このような
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政治用語の使用は好ましくないが、日本政府は小･中学校についで高等

学校の生徒にまで竹島(独島)などを日本固有の領土であると教えるよう

学習指導要領によって義務化した。こうした日本の動きを始めとして韓

日両国の固有領土論の衝突は激化するばかりであり、今やこの流れを止
めることはほとんど不可能である。

韓国では日本の竹島[ 独島]固有領土論を批判する論文は多数あるが

1)、曖昧な固有領土という語を何の定義もなしに使用して日本の主張を

批判している。そうであれば、後述のように下條正男のように独自に固

有領土を定義した者に対しては固有領土の批判が的外れになり得る。そ
こで本稿は固有領土の意味や用法を分析した後に固有領土の定義を試み

る。この定義にしたがって韓日両国の固有領土論を分析する。

韓国政府の固有領土論は外交部のパンフレット 韓国の美しい島、獨

島 に示されている。外交部は｢獨島は、歴史的･地理的･国際法的に明ら

かに韓国固有の領土です｣(4頁)と記す。地理的に固有領土というのは耳

慣れない言葉であるが、これに関する説明をみると｢獨島から最も近い

韓国の鬱陵島（獨島から87.4km)では、天気の良い日には肉眼で獨島を
眺めることができます。こうした地理的な特性から、獨島は歴史的に鬱

陵島の一部として認識されてきました｣(5頁)と記す。地理的な固有領土

というのは歴史的に欝陵島の一部として視覚的にも認識されてきたのを

強調したようであり、学問的に特別な意味はないようである。

また、国際法的に固有領土ということについては関連の説明がない

1)

서인원, ｢1950년대 일본 고유영토설의 정치적 분쟁화 모순점에 대한 고찰｣, 영
토해양연구 15号, 2018, 6-47頁; 곽진오, ｢일본의 독도 고유영토, 무주지선점,
그리고 국제법적주장의 허구와 한계｣, 일본문화학보 62号, 2014, 161-176頁;
송휘영, ｢ 죽도문제 100문 100답 의 ｢죽도도해금지령｣과 ｢태정관지령｣ 비판;
일본의 ‘고유영토론’은 성립하는가?｣, 獨島研究 16号, 2014, 209-240頁; 송휘
영, ｢독도에 대한 일본의 ｢고유영토론｣과 독도 인식｣, 한국동양정치사상연구
제17巻 2号, 2018, 167-198頁; 김호동, ｢일본의 독도 '고유영토설' 비판｣, 민족
문화논총 49号, 2011, 329-356頁。
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が、一般的に国際法にて領域権原の一つとして歴史的権原というのがあ

るので、これが国際法的な固有領土に該当するのであろう。そうであれ

ば、国際法的な固有領土も歴史的な固有領土も意味はほとんど変わらな

い。パンフレットは歴史的な固有領土に関し、｢韓国が獨島を韓国領土
として認識･統治してきた歴史的事実は、韓国の官撰文献にも記録され

ています｣と記し、具体的な文献として 世宗実録 などを示した。ま

た、独島の統治は新羅時代まで遡るという。本稿はこうした見解や、か
つて韓国政府が日本政府と＜表1＞のように繰り広げた独島の領有権論

争にて主張した｢韓国政府見解｣2)などを分析する。

一方、日本政府はパンフレット 竹島問題10のポイント ( 10ポイント

と略称)にて、｢竹島は歴史的事実に照らしても、かつ国際法上も明ら

かに我が国固有の領土です｣(2頁)と主張する。その理由は江戸時代に、｢

隠岐から鬱陵島への道筋にある竹島は、航行の目標として、途中の船が
かり(停泊地)として、また、あしかやあわびの漁業の好地として自然に
利用されるようになりました。こうして我が国は、遅くとも江戸時代初

期にあたる17世紀半ばには、竹島[独島]の領有権を確立しました｣という
ものである。

しかし、単に自然に利用されたに過ぎない独島、また18世紀以降は自

然に利用されなくなった独島に対し、なぜ日本が領有権を確立したとい

えるのかについては何の説明もない。なぜ、独島が日本の固有領土なの

かは 10ポイント では到底理解しがたい。日本政府が主張する固有領土

の根拠を探すと、＜表1＞に列挙された｢日本政府見解｣以外には見当た
らない。本稿はこれら｢日本政府見解｣に示された日本政府の見解を分析
2)

｢日本政府見解｣および｢韓国政府見解｣の全文は、韓国外務部, 1977, 往復外交
文書(1952-1976) および外務省, 日韓国交正常化交渉の記録 , XV竹島問題(公開
文書番号 910, 発刊年度不明)にて公開されている。また、これらの内容の要約
は下記文献がある。塚本孝, ｢竹島領有権をめぐる日韓両政府の見解｣, レファ
レンス 2002/6.
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する。

本稿の引用文にて( )内は原文のままであり、[ ]内は筆者の注である。

また、引用文にて｢竹島｣が独島を意味するときは｢竹島[独島]｣と記し、

単に｢竹島｣と記すのは江戸時代の呼称であって欝陵島を指す。また、松
島は独島を指す。

年月日
1953.7.13
1953.9.18
1954.2.10
1954.9.25
1956.9.20
1959.9.25
1962.7.13

＜表1＞韓日間独島領有権に関する口上書交換
日本

日本政府見解1
日本政府見解2
日本政府見解3
日本政府見解4

1965.12.17

韓国
韓国政府見解1
韓国政府見解2
韓国政府見解3
韓国政府見解4

2. 固有領土論の一般的な問題点と定義
固有領土の主張は世界的には危険な政治用語とされる。羽場久美子に

よれば、南北アメリカやオーストラリアなどで固有領土を強調すれば、

ヨーロッパからの白人の遺民はすべて出ていかざるをえなくなる3)。ま

た、歴史的に民族の移動や国境の変更をしばしば繰りかえしたヨーロッ

パで固有領土を強調するとそれは容易に混乱や紛争に陥りかねない。特

に、近代以降における固有領土論は国際政治史ではタブーであり、第二

次世界大戦の結果、国土の20％を失ったドイツでは固有領土の主張を控
3)

羽場久美子, ｢尖閣･竹島をめぐる｢固有の領土｣論の危うさ｣, 世界 , 2013/2, 43
頁。
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えている。もし、ドイツなどが固有領土をたてに失地回復を要求した

ら、かつて数百年も続いてきた領土をめぐる争いが再燃しかねない。

元来、西洋では固有領土の概念は希薄である。その理由は、ヨーロッ

パではしばしば民族の移動があり、島国のイギリスですら支配民族が入

れ替わっているくらいであるためである。したがって、英語には固有領
土なる語がない。このため、外務省は固有領土なる語を英訳するのに相

当な苦労をし、固有領土の英訳を何度も変えた4)。外務省『外交青書』

1990年版では固有領土を‘the exclusive rights on the island’と英訳した。こ

れを和訳すると｢島の排他的権利｣となるので固有領土の意味にはほど遠
い。このため、1991~1992年版では固有領土の英訳を放棄したのか単純

に ‘Japanese territory’とした。2000年以降は ‘an integral part of Japan’と英
訳したが、これに｢古来の領土｣という意味はほとんどない5)。2013年以

降は ‘inherent territory of Japan’ を使用したが、これは｢アメリカ人の英

語教授によると ‘inherent’という意味は恒常的で本質的という意味を含む
が、ほとんどの国の領土は「恒常的」でも「本質的」でもないから、不
適切である｣6)という。結局、固有領土という語はあいまいなので英訳で
きないのである。

上のようにヨーロッパで固有領土の概念が希薄で、そのうえ固有領土

の主張が抑制されている状況は東アジアの現実にてらすと望ましいこと

である。東アジアではいうまでもなく固有領土の主張が危険水位にあ

り、時には堰があふれ出るように二国間の友好関係を一朝にして破壊し

てきた。こうした 状況では危険な固有領土論を避けるのではなく、固有
領土の意味や用法などをよく分析し、固有領土という用語を学問的に統

制すべき段階に至ったと考えられる。
4)
5)

6)

池内敏, 竹島―もうひとつの日韓関係史 , 中公新書, 2016, 244-245頁。
韓国外交部ホームページ（http://www.mofa.go.kr/eng/wpge/m_5441/contents.do）
は独島を ‘an integral part of Korean territory’とする.
名嘉憲夫, 領土問題から「国境画定問題｣へ , 明石新書, 2013, 31頁。
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一般的に固有領土という語は｢昔からの領土｣という意味で使われる場

合が多い。韓国の場合、17世紀末に日本が欝陵島の領有を放棄した後は

周辺島嶼の所属問題が20世紀初頭まで消えたので固有領土という語を｢

昔からの領土｣という意味で使ってもほとんど問題にならない。

しかし、日本の場合は事情が複雑である。たとえば、沖縄はかつて琉

球王国であったが、日本政府は1872年(明治5)に琉球王国を廃して琉球藩

を設置した。いわゆる琉球処分の始まりであり、日本は武力で琉球を日

本領へ編入した。しかるに、1945年、戦争中にアメリカが沖縄を占領
し、その統治が連合軍によって認められた。1952年にはサンフランシス

コ講和条約によってアメリカの統治下におかれたが、1972年には再び日

本領になった。一方、北海道は江戸時代には南部の松前を中心とした一

部地域のみが日本によって支配され、それ以外の大部分は先住民である
アイヌの地であった。明治時代に入るや、日本政府は1869年に開拓使を

派遣して北海道全体を徐々に支配し始めた。

こうした琉球や北海道を日本の固有領土と呼べるのかどうかは疑問で

ある。ヨーロッパでは、｢19世紀や20世紀に国家が押さえた領土を｢固有

の領土(native territory, native land)｣ということは、まずありえない｣とい
う7)。この基準に立つと、沖縄や北海道すら日本の固有領土になり得な

いのに、ましてや国境地帯にある尖閣(釣魚)諸島やクナシリ･エトロフな
どは到底日本の固有領土とはいいがたい。

このように日本では固有領土を｢昔からの領土｣と定義すると多くの問

題が生じる。このためか、下條正男は｢固有の領土という概念は、これ

まで外国によって支配されたことのない領土に対して言う｣8)と主張す
る。塚本孝も固有領土は｢もともとの領土、一度も外国の領土であった

7)
8)

羽場久美子, 前掲論文, 43頁。
下條正男, ｢実事求是、第20回~日韓のトゲ、竹島問題を考える｣, 竹島問題に関
する調査研究報告書 2009年度, 2011, 34頁。
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ことがない領土｣9)とする。しかし、これらの定義によれば、沖縄はかつ
て琉球王国という外国であり、また戦後もアメリカ領の時期があったの

で固有領土にはなり得ない。
現在、日本政府は固有領土の定義を明らかにしていないが、かつて固

有領土の必要条件を示したことがある。1954年｢日本政府見解2｣は、｢開
国以前の日本には国際法の適用はないので、当時にあっては、実際に日

本で日本の領土と考え、日本の領土として取り扱い、他の国がそれを争

わなければ、それで領有するには十分であったと認められる｣10)と主張
した。この主張における｢日本｣という語を普遍化すれば一般的に通用す

るであろう。これを参考に固有領土をあえてこう定義する。近代国際法

の適用以前に特定国が領有意思をもつ地域に対し、他国がその領有を争

わないか、あるいは争っても結果的にその地域を特定国の領域と認めれ

ば、その地域は特定国の固有領土である。これは領域の歴史的権原とい

えよう。この場合、近代国際法の適用以前に征服あるいは併合された国
の領域も征服国の固有領土になるが、それが被征服民の意識にそぐわな
いことも考えられる。また、この定義にしたがえば、近代国際法によっ
て編入した沖縄などは日本固有の領土ではない。

3. ｢韓国政府見解｣の問題点
韓国政府は独島を韓国領とする有力な根拠のひとつとして一貫して

世宗実録 ｢地理志｣をあげた。たとえば、｢韓国政府見解1｣は同書に｢于

山･武陵の二島が[蔚珍]県の真東の海中にある。二島は互いにそれほど離

れておらず、天気のいい日には望見することができる｣11)と記録されて

塚本孝, ｢Q6｢わが国固有の領土｣とはどういうことか｣, 竹島問題100問100答 ,
WILL, 2014, 26頁。
10) 日本外務省, 前掲 日韓国交正常化交渉の記録 , XV-85頁。
9)
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いると主張した。実際に晴れた日にだけ欝陵島から望見できる島は独島

だけなので于山島は独島と考えられる。これに対して｢日本政府見解2｣
は、この｢地理志｣に「新羅の時に于山国と称した、一説に欝陵島という

｣と書かれていることや、 東国輿地勝覧 に一説に于山･欝陵は本来一
島」と書かれていること、 文献撮録 が三峰島、于山島、欝陵島がすべ
て同じ島であることを明らかにしていることなどを指摘した。

この反論に対して韓国政府は、于山島と于山国を区別して于山島が欝

陵島とともに于山国の一部であること、｢一説に于山･欝陵は本来一島｣
というのは単に曖昧な一説を紹介したのみであり、本来

東国輿地勝覧

は｢于山島と欝陵島、二島は蔚珍県の真東の海中にある｣と記述したこ

と、 文献撮録 は個人の収録にすぎないこと、 増補文献備考 は｢輿地

志にいう、欝陵と于山は皆于山国の地、于山は倭がいうところの松島な

り｣と記録して于山島と欝陵島を明確に区別していることなどを指摘し
た。

これに対して｢日本政府見解3｣は諸文献にて于山島がどのように記録

されているのか具体的に記した。すなわち、 三国史記 では于山国は欝

陵島、 高麗史 ｢地理志｣も同様だが于山･武陵の二島説も記述、 世宗実

録 ｢地理志｣は于山･武陵の二島説だが、一島説も記述、 新増東國輿地

勝覧 および 増補文献備考 などは二島説だが一島二名の疑問も残して
いること、 芝峰類説 および 文献撮録 などは一島二名であることなど

を指摘した。これらから日本政府は｢後世に至るまで于山･欝陵両島の関

係は確信をもって記述されなかった｣と主張した。さらに日本政府は、

たとえ欝陵･于山が別個の島だとしても上記の諸文献にある説明は、｢い

ずれも欝陵島一島に関するもののみで于山島に関する具体的記述はない

｣とし、｢これらの諸文献の編者が、問題の島について実地の見聞を基礎
11)

世宗実録 ｢地理誌｣の原文は, 于山武陵二島 在縣正東海中 二島相去不遠 風日
清明 則可望見 新羅時稱于山國 一云欝陵島.
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とした明確な知識に欠け、しかもこれに関する認識は、後代に至るまで

あらたな発展のなかったことを示している｣と批判した。特に文献の中

には、 世宗実録 や 新増東国輿地勝覧 とほとんど同時代に編纂された

太宗実録 では于山島には86名が住んでいたとあるので、于山島が独島

でないことは明らかであると主張した。

日本政府の主張に対して｢韓国政府見解3｣はかつての説明の主要部分

を再び強調すると同時に 増補文献備考 が欝陵･于山の二島説に一貫し

ている点や、 三国史記 が欝陵島を于山国にみたとしても于山国には欝

陵島周辺の島を含んでいる点などを指摘した。しかし、 太宗実録 に関

しては沈黙したままであった。

2) 三峰島
韓国政府は独島が朝鮮時代に三峰島と呼ばれたことがあると主張し

た。すなわち｢韓国政府見解1｣は 東国輿地勝覧 によれば、金自周が引

率した調査団が三峰島ヘ行き、｢我々が停泊した島から7里か8里の距離

に、東方を眺めると三つの岩峰を発見することができた･･･我々はこの

島の図面を描き、帰還した｣とする記録があると主張した。しかし、こ
の記録は｢日本政府見解2｣が指摘したように 成宗実録 の記録である。

これによると、金自周は｢25日、西側に島が7、8里あまりの距離に停泊
して望見したところ、島の北方に三つの岩が列立しており、次に小島、
次に巌石の列立があり、またその次には中島であり、中島の西方にまた

小島があるが、みな海水が通じている。また、島の間に人影のようなも

のを30ほど望見したので、恐ろしくなり上陸せず、島の形を描いて来ま

｣した12)と報告した。島の形を描いた図は知られていない。上の記録の
みでは三峰島を独島と断定するのは困難であろう。
12)

成宗実録 成宗7年10月壬丁酉條.
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日本政府は、韓国政府は三峰島が独島であることを論証しなかったと

し、 文献撮録 が三峰島を欝陵島と同じ島であるとみていると反論し

た。この反論に対して｢韓国政府見解2｣は 増補文献備考 を引用し、単
に朴宗元が成宗2年に三峰島を調査するために派遣されたが、風波のた

めに到達できず、欝陵島にて一晩過ごし、竹などを持ち帰った事実のみ

を記した。こうして韓国政府は金自周の記事に関しては何も述べなかっ

た。

3) 安龍福事件と于山島
韓国政府は独島に対する領有権根拠の一つとして安龍福事件をあげ

た。｢韓国政府見解1｣は 粛宗実録 をもとに、｢1696年安龍福を含む韓国

人一行が欝陵島と独島に赴き、日本の船がこれら二島に接近しないよう

日本船に強く警告し、これら二島が朝鮮に属することを告げた。このよ

うに韓国人は、韓国の必須的な領土の一部である欝陵島及び独島の水域

を日本人の侵略から護った｣と主張した。これに対して｢日本政府見解2｣

は 粛宗実録 の記事は、安が帰国後備辺司にて取り調べを受けた際の供
述によったものであり、虚偽が多いと主張し、その例として1696年に日

本漁民は欝陵島に渡航していないと反論した。

この反論に対して｢韓国政府見解2｣は 粛宗実録 の記事を事実として

とらえ、その具体的な内容を引用した。すなわち、安龍福が欝陵島にて
日本人たちを見つけ、彼らの犯境を非難して彼らを于山島まで追いか

け、日本のいう松島はわが国の于山島であると論駁して日本人を追い出
したと記した。これに対して｢日本政府見解3｣は｢これを日本側に残され

ている詳細な安龍福渡来に関する記録と比較対照して見れば、彼の陳述

には虚偽が多く、おのが行動を壮大に潤色せんがため無実のことを作為
していることが明らかである。のみならず彼がいかなる言動をなしたと
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しても、一私人たる彼の言動は韓国としての竹島[独島]領有を主張する

根拠とするにはなんら役立つものでない｣と主張した。

ところで安龍福の陳述に対しては当時の朝鮮政府も虚偽が多いとみて

いた13)。 粛宗実録 によれば、1694年に朝廷から接慰官として派遣さ
れ、安龍福を尋問したことのある承旨兪集一は、1696年10月、王が大臣

と備辺司の諸臣を引見した席にて、｢倭人はみな竹島[欝陵島]が伯耆州の
食邑とするので、安龍福が一回話したところで朝鮮領とすぐにはいわな

いであろうし、安龍福の呈文には欝陵島を本国の地であると何度もいっ
ているが、倭人との往復文書や安龍福を送るという文書には一切ふれら

れていない。こうした事情はとても疑わしいので、ふたたび精査して実

情がわかった後に罪を論じるのが適当です｣14)と話したところ、王はそ

れに従ったのである。このように朝廷は安龍福の陳述の真偽をよく見分

けており、彼が話した領土に関する書契の存在を信じなかった。この

粛宗実録 の記事を韓国政府や日本政府は看過したようである。

日本政府の指摘に対して｢韓国政府見解3｣は具体的な反論をせず、た

だ｢安龍福の渡日談判事件はわが国の数多の官私記録に明らかなだけで

なく、日本側記録(三国通航一覧)にもでてくる著名な事実であり、これ
が当時の日本国政府に大きな衝撃を与え、これによって日本側が自国民

のこの方面への出漁を禁じたのは欺き得ない昭然たる事実である」との

み主張した。下線は筆者が引いたが、この部分は日本側の 日韓国交正

常化交渉の記録 にはない。また、‘三国通航一覧’は 通航一覧 の誤りで

ある。以上のように韓国政府は安龍福事件を領有権主張にて充分に活用
できなかったのである。

13)

14)

朴炳渉, 安龍福事件に対する検証 , 韓国海洋水産開発院, 2007, 36頁(韓国語),
34頁(日本語).
粛宗実録 , 1696年 10月 23日.
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4) 沈興沢報告書
韓国政府は1906年に島根県事務官らが欝島郡守を訪問した事実を政府

に知らせる沈興沢報告書を独島領有権の有力な根拠の一つとして活用し
た。すなわち、｢韓国政府見解1｣はこの報告書を引用し｢本郡に所属する

島である独島･･･」と記録されていると主張した。これに対して｢日本政

府見解2｣は「正しい原文が示されていないので意見を述べることはでき

ない｣としつつ、この年3月に欝陵島を訪問した島根県事務官が郡守と面

会して独島で捕獲したアシカ一頭を贈ったところ、郡守が謝辞を述べた

と記した。日本政府は欝島郡郡守がその時に独島を欝陵島付属の島とし

て取り扱っていたなら、郡守はこのような応接はしなかったはずである

と主張した。しかし、郡守が独島に領有意思をもっていたことは1906年

の沈興沢報告書から明らかであり、また、中央政府もやはり領有意思を
もっていたことは沈興沢報告書を政府へ伝達した江原道觀察署理･春川

郡守李明來の｢報告書号外｣から明らかである。参政大臣はそれに指令3

号を書き込み、独島に対する領有意思を明らかにしたのである。

4. 朝鮮政府の独島に対する領有意思
韓日両国政府間の外交書簡をつうじての独島領有権論争が1965年に終

わった後、独島に関する研究が徐々に進み、重要な事実が次々に明らか

になった。これらの成果を取り入れ、独島を韓国の固有領土といえるの

かどうか検討する。独島を韓国の固有領土と主張するためには国際法が

適用され始める前の前近代において韓国が独島を正しく認識して領有意
思をもっていたことを示し、同時に日本が領有意思をもたなかったか、

あるいは領有の根拠が充分でないことを示す必要がある。その理由は、

独島がどこの誰もが認める超記憶的(immemorial)な韓国の領域ではない
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ためである。こうした事情のため、かつて韓国政府はアメリカが韓国に
示した対日講和条約草案に対し、将来｢韓日間で紛争がありうる島嶼｣15)

と考えた独島や、波浪島を韓国領と規定するようアメリカに要求したの
である。しかし、独島に関する要求は拒否されたのである。

さて、まず朝鮮政府の領有意思を考察する。かつて｢韓国政府見解｣が

引用した 世宗実録 や、 新増東国輿地勝覧 などは独島を正しく認識し

た資料であるとはいいがたい。前者は于山島の位置があいまいであり、

後者は付属地図｢八道総図｣にて于山島が欝陵島の西側に描かれ、実際位
置と異なるたためである。また、同時期に作成された 太宗実録 は于山

島と欝陵島を混同しているようである。これは日本政府が指摘したよう

に、編者が実際の見聞をもととしていないためである。実際の見聞をも

ととした官撰書は18世紀に入って登場する。これは欝陵島争界（元禄竹

島一件）を記録した 春官志 である。この書は王命により李盟休が礼曹

にある記録を編纂して初稿を1745年に完成したが、その後、何度か修正

された16)。同書は題目｢欝陵島争界｣にて安龍福の口述をもとに松島に関
してこう記した。
ついに帆を上げ、3昼夜航して欝陵島に停泊した。倭船が東方から
やってくるや、龍福は船員に目くばせして縛れといったが、みな恐れ

て動かなかった。龍福がひとり前へ出て｢どうして我が国境を侵犯し

たのか｣とののしった。倭人は｢もともと松島へいくはずだったので、
これから行きます｣といってすぐに立ち去った。龍福は跡を追って松
島に至り、｢松島はすなわち芋山島であり、芋山島もわが境であるこ

とを知らぬのかとののしり、棒をふりまわして釜を砕いた。倭人は驚

いて走り去った。龍福は転じて伯耆州に至った。

15)
16)

유진호, ｢한일회담이 열리기까지(상)｣, 사상계 1966/2, 94쪽.
김문식, ｢ 春官志 筆写本의 原文比較｣, 星湖学報 4号, 2007, 287頁。
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この文とほとんどおなじ文が 粛宗実録 (1696.9.25)に記録されたが、
こちらは安龍福の供述を紹介したのみである。それに反して 春官志 は

上の文を事件の記録として書いている。この他にも両書には若干の違い
がある。上の芋山島を 粛宗実録 は子山島と記録した。これらはすべて

安龍福の供述をもとにしているので芋山島も子山島も同じ島であり、于
山島を指す。

安龍福の供述は 粛宗実録 が語るように疑問が多いので上の文もその

まま信じることはできない。日本の資料と対照して両国の公式資料で一

致した事項なら事実と認められる。日本の公式資料では安龍福の渡来を

隠岐代官の手下が記録した 元祿覚書

17)が重要である。これは幕府へ提

出された公式の報告書であるが、これによれば、安龍福は代官手下に対

し、松島には5月15日に着いたこと、竹島･松島は朝鮮江原道にある欝陵

島･子山島であること、二島間の距離は50里(200km)あることなどを話し

た。この距離は実際の2.5倍になるが、当時の日本の公式資料も40里と
するので大差はない18)。したがって少なくとも芋山島(子山島)が日本の
松島であるという安龍福の供述に虚偽はない。

一方、安龍福が欝陵島で日本人と出会ったのかどうかであるが、これ

は韓日間で大きな争点になっている。この争点は独島の領有権問題にお

いて核心的な論点ではないが、これをめぐって両国政府および研究者が

活発に論争を続けているので、次にこの問題を考える。韓国外交部のパ
ンフレットは安龍福が日本漁民に松島を朝鮮の領土と主張し、彼らの領
土侵犯に抗議したと記した。一方、日本外務省のパンフレットは1696年
に日本漁民が出漁しなかったので、そうした事実はないと主張した。

17)
18)

元禄九丙子年朝鮮舟着岸一巻之覺書 (村上家文書)を 元禄覚書 と略称する.
二島間の距離は、鳥取藩が江戸幕府へ1696年に提出した｢小谷伊兵衛差出候竹
嶋之絵圖｣や、1724年に提出した｢竹島之圖｣および｢竹嶋圖｣ではすべて40里で
ある。
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安龍福が日本人を島から追い出したとする上の記事に関し、 春官志

や、 粛宗実録 はその年度を明らかにしなかった。ただ、それに続けて

｢龍福は転じて伯耆州に至った｣( 春官志 )とか、｢彼[龍福]が乗船して[日
本船を]追ったところ急に狂風に遭って玉岐[隱岐]州に至った｣と 粛宗実

録 と記すので、この事件は1696年のこととされた。

しかし、安龍福が1696年に隠岐へ行ったのは決して急に日本船を追っ

て行ったのではなく、 元禄覚書 などによれば｢竹島訴訟｣という目的を

もち、あらかじめ官服や｢朝鮮八道之図｣を準備して渡航したのである。
この事実を念頭において 粛宗実録 を読み返すと、上の日本人を追い出

したという記事と隠岐に行ったという記事の間にはギャップがあること

がわかる。安龍福がみずから隠岐へ行った年は1696年に間違いはない

が、日本人を追い出した記事がかならずしも1696年のこととは限らな
い。

日本の事情をみると、鳥取藩は竹島(欝陵島)渡海免許を1696年2月に幕

府へ返納したので19)、その後は漁民らの竹島渡航を許可しないであろ
う。後日、鳥取藩は漁民らが1695年まで渡航したと幕府へ報告した20)。
一方、1695年に鳥取藩が江戸幕府へ報告したところによると、この年、

日本漁民らは竹島ヘ出漁したが、欝陵島に朝鮮人がいたので漁猟を放棄

して松島にてアワビを少し採ったという21)。そうであれば、1695年に安
龍福が欝陵島で日本人と出会った可能性がある。

安龍福は1693年に日本へ拉致され、対馬藩から東莱府へ引き渡された

後、足かけ2年間牢に入れられていたとされるので、時期的に1695年春
に欝陵島へ出漁した可能性がある。そうであれば、その時に彼は日本人

をとおして松島という島名を知った可能性がある。かつて安龍福は1693

19)
20)
21)

礒竹島覺書 .
竹嶋之書附 , 享保9年5月, ｢覺｣.
竹嶋之書附 , ｢亥十二月二十四日竹嶋之御尋書之御返答書｣.
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年には松島という島名を知らず、帰国後に単に｢大きい島｣と話していた
が22)、1696年に渡日したときは松島が子山島(芋山島)であることを認識

していた。松島という名は日本人と接触しない限り得られない知識なの

で、彼は1695年に日本人と接触してそれを知ったと考えられる23)。そう
であれば、 粛宗実録 の松島に関する記事はこの時のことを反映したの

ではないだろうか。

ともあれ、子山島を実際に見た安龍福が朝鮮の子山島は日本の松島で

あると朝･日両国で主張し、これに対して両国で異議や異論がだされな

かったことが 元禄覚書 や、 春官志 など公的な史料から確認できる。

特に 春官志 は日本政府が要求する｢実際の見聞をもととした｣官撰書で
ある。安龍福が子山島(芋山島)すなわち松島を正しく認識して領土の主
張をしたことが明らかである。

上の 春官志 の記事はほとんどそのまま 東国文獻備考 (1770)や、

萬機要覧 (1808)、 増補文献備考 (1908)などに受け継がれた。さらにこ

れら官撰書はみな｢輿地志｣を引用し、前述のように｢輿地志にいう、欝

陵と于山は皆于山国の地、于山は倭がいうところの松島なり｣と記録し

た。中でも特に 増補文献備考 が200年にわたる編纂事業の所産であ
り、実録を補完する官製文献であるので朝鮮政府が芋山島に対して領有
意思を維持していたことは明らかである24)。

しかし、于山島の正確な位置は公式には記録されなかったようであ

る。このために1696年に欝陵島を調査した張漢相は欝陵島から今日の独

島を確認したが、島名を語らなかった。また、1711年に欝陵島を捜討し

た朴錫昌は地図｢欝陵島圖形｣(1711)にて欝陵島から東方2-3kmに位置す

る竹島(竹嶼)を｢所謂于山島｣と記載した。于山島を竹島(竹嶼)と混同し
22)
23)
24)

邊例集要 , ｢欝陵島｣.
朴炳渉, 前掲書, 2007, 75頁(韓国語), 70頁(日本語).
堀和生, ｢一九〇五年日本の竹島領土編入｣, 朝鮮史研究会論文集 24号、198
7，100頁。
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たのである。朝鮮政府は一旦は于山島の位置を把握したが、再びその位
置が曖昧になってしまったのである。

5. 朝鮮史書に対する批判
日本人研究者の中には下條正男のように朝鮮史書に関し、 東国文献

備考 は改竄されたと主張する者がいる。彼は、｢この改竄説は私が金柄
烈氏と論争して以来、反証ができておらず、竹島が韓国領でないことの

確証の一つである｣と記し25)、改竄説が不動であるかのように語る。ま

た、日本外務省もその改竄説を紹介するなど無視できないので、彼らの

朝鮮史書に対する批判の妥当性を調べる。

まず、官撰書 春官志 に対する批判である。下條正男26)や、池内敏27)

らは 春官志 に｢于山も羽陵も蔚陵も武陵も礒竹もみな音が訛伝された｣

と記されるので、于山は欝陵島であると主張した。しかし、これは原稿
段階の 春官志 にみられるだけであり、完成した稿本には｢于山｣という
語が削除されている。明らかに原稿の間違いを修正したのであり、これ
を看過した下條らの主張は成立しない28)。

次は下條が主張する 東国文献備考 の改竄説である。彼は 東国文献

備考 に書かれた分註、｢欝陵･于山みな于山国の地、于山は則ち倭がい

うところの松島なり｣という文言に関し、1997年に著した当初の論文で

25)

26)

27)
28)

下條正男, ｢竹島問題で跋扈する日本人リベラル学者たち｣, 別冊正論 31号,
2018, 105頁。
下條正男, ｢実事求是、第21回＜朴炳渉氏の｢下條正男の論説を分析する｣( 独島
研究 第4号)を駁す＞｣, 竹島問題に関する調査研究報告書 平成21年度版、島
根県総務部、2011、38頁。
池内敏, 前掲書, 2016, 22頁。
朴炳渉,「池内敏『竹島-もうひとつの日韓関係史 ｣, 獨島研究 20号, 2016,
243頁(韓国語), 288頁(日本語).
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は｢ 東国文献備考 は 春官志 を改竄した｣と主張した29)。下條のいう改

竄された内容は、｢ 春官志 の分註では｢この島、その竹を産するを以っ

ての故に竹島と謂い、三峰ありてか三峰島という。于山、羽陵、蔚陵、

武陵、磯竹島に至りては皆音号転訛して然るなり」とあったが、 東国

文献備考 [分註]では于山は則ち倭の所謂松島なり｣と書き換えられてい

る｣というものである30)。ここで注意すべきは、下條は 東国文献備考

分註の冒頭に｢輿地志にいう｣という文言があることを1997年の論文では

なぜか記さなかったことである。この冒頭の文言によって問題の分註は

｢輿地志｣からの引用であり、けっして 春官志 の改竄などではあり得な

いのは自明である。したがって、下條の最初の改竄説はまったく成り立

たない。この欠陥を考慮したのか、下條は次には改竄の対象になる原本
を 疆界誌 に代えてこう主張した。
東国文献備考 は、申景濬の 疆界誌 を底本としていた。そこで底本

の 疆界誌 を見ると、当該箇所では｢輿地志｣に云う、一説に于山欝陵

本一島｣と引用されており、 東国文献備考 の分註に引用された｢輿地

志｣とは文章が違っていたのである。さらに申景濬の 疆界誌 に引用

された｢輿地志｣を、原典である柳馨遠の 東国輿地志 で確認してみる

と、そこには｢一説に于山欝陵本一島｣とあったのである31)。

下條は2回目の改竄説では申景濬の 疆界誌 をもちだしたが、こうし

た私撰書はあくまでも個人の見解であり、国家の公式見解とは無関係で

ある。国家の見解を知るには官撰書や公的記録を参照すべきことはいう
までもない。したがって、個人の著書である 疆界誌 を検討する意義は
29)
30)

31)

下條正男, ｢続･竹島問題考(下)｣, 現代コリア , 1997, 47頁。
下條正男, ｢ 竹島紀事 と 春官志 覚書｣, 国際開発学研究 2巻4号, 85頁の(注
4)。
下條正男, ｢最終報告にあたって｣, 竹島問題に関する調査研究最終報告書 , 2007,
3頁。
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薄く、申景濬が改竄をしようがしまいが、領有権問題においては官撰書
や公的文書に書かれた記事のみが重要である。万一、申景濬が何らかの

改竄をしたのなら、申景濬は改竄をしてでもそのような記述を残した
かったのであると理解すべきであり、記述された内容の妥当性を検討す
べきである。下條が問題にする 東国文献備考 の分註の場合、｢輿地志｣

という書名は別にしてその内容が妥当なことは日本の公的資料 元禄覚

書 などによって確認される。

こうした前提にたって、下條の2回目の改竄説が妥当かどうかみるこ

とにする。下條の2回目の改竄説に対して朴炳渉は三つの疑問を提示し

た32)。最初の疑問点は文献の引用方法である。下條は 東国輿地誌 には

｢一説に于山欝陵本一島｣とあったと記したが、これは間違いではないも

のの明らかに 東国輿地誌 の趣意に反する。同書は「于山島･欝陵島、
一云武陵･･･[途中省略]風便則二日可到、一説于山欝陵本一島｣と記す。

これは 新増東国輿地勝覧 の記述とまったく同じであり、明らかに 東

国輿地誌 は于山･欝陵二島説である。それを下條のように恣意的に文献

の一部分を切り取ると同書の趣旨は于山･欝陵一島説になってしまう。

一般的に文献を恣意的に引用すると文献の趣旨とまったく異なる結論を
導くことも可能だが、そうした恣意的な引用による論考は信頼できない

ことはいうまでもない。

二番目の疑問点は、下條は｢輿地志｣を 東国輿地誌 であるとみたこと

である。まず 東国文献備考 のような格式を重んじる官撰書が引用書を

正式名でなく略式名で表示するというのは考えにくい。また、両書の成
立年代や体裁も問題になろう。｢輿地志｣は1656年に柳馨遠によって編纂

され、その体裁は全13巻とされる33)。一方、奎章閣が所蔵する 東国輿

32)
33)

朴炳渉, ｢下條正男の論説を分析する(2)｣, 獨島研究 7号, 2009a, 125-128頁。
유미림, ｢한국 문헌의 ‘울릉･우산’ 기술에 관한 고찰｣, 동양정치사상사 ,
8巻 1号, 2009, 202頁。
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地誌 は1659年以降に刊行され34)、その体裁は全10巻である。著者は、

朴仁鎬は柳馨遠とするが35)、宋炳基は著者不明であり、｢輿地志｣とは異

なるという36)。両書は刊行後に修正や改訂があったかどうかは定かでな
いが、両書を同一とみるのは困難であろう37)。

三番目の疑問点は 疆界誌 における｢輿地志｣の引用範囲である。同書

の原文は｢愚按 輿地志云 一説于山鬱陵本一島 而考諸図志二島也 一則倭

所謂松島 而蓋二島倶是于山国也｣である。下條は、｢輿地志｣の引用範囲

は上のように｢一説に于山欝陵本一島｣のみとしたが、宋炳基はそれに続

けて、｢しかるに諸図志を考えるに二島なり、一つはすなわち倭がいう

ところの松島、しかるにけだし二島はともにこれ于山国なり｣までとし

た38)。他にも引用範囲について諸説あるが39)、いずれも推定にすぎな
い。

このように下條の二番目の改竄説には三つの疑問が出されているが、

下條は依然として同じ趣旨の改竄説をその後も繰り返している40)。しか

し、下條の改竄説がどうであれ、朝鮮政府の見解は官撰書 東国文献備
考 に示されたように、朝鮮の地である于山島は日本のいう松島である

というものであり、この認識がその後の20世紀の官撰書 増補文献備考

にまで引き継がれた。朝鮮政府が于山島(松島)に確固とした領有意思を

もったことは明らかである。

34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)

양보경, ｢磻溪柳馨遠의 地理思想｣, 문화역사지리 4号, 1992, p.35.
朴仁鎬, ｢柳馨遠의 東國輿地志에 대한 一考察｣, 淸溪史學 6, 1989.
송병기, ｢獨島(竹島)問題 再検討｣, 東北亞歴史論叢 18号, 2007, 297頁。
朴炳渉, 前掲論文, 2009a, 94-95頁(日本語), 125頁(韓国語).
송병기, 前掲論文, 295頁。
유미림, 前掲論文, 198-199頁。
下條正男, ｢竹島問題と歴史認識問題｣, 海外事情 , 2014/1, 45-46頁; 下條正男,
｢歴史的見地から見た竹島問題｣, 不条理とたたかう 2017, 188-190頁。
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6. 大韓帝国の独島に対する領有意思
于山島と竹島(竹嶼)との混同は1882年の李奎遠による欝陵島検察に

よって解消された。彼が検察後に朝廷へ提出した｢欝陵島外図｣に竹島の
名が正しく記載された。しかし、彼は于山島を探せず、欝陵島住民も于
山島の位置を知らなかった。また、住民たちは1900年に韓日共同で船を

購入して于山島を探索したが発見できずに失敗した41)。于山島は文献に

のみ記載された伝説の島になってしまったのである。

一方、欝陵島住民たちは以前から独自に独島を発見していた。彼らは

巨文島や初島など全羅道出身者が多かったが、彼らは春に欝陵島へ行っ
てワカメを採取したり、船を造り、秋には帰る漁民たちであった。彼ら

が今日の独島を確実に認識するようになったのは主として彼らの漂流に

あったと考えられる。当時の船は帆掛け船のため、風雨に弱く、外洋航

海では漂流が多かった。欝陵島から日本の山陰地方へ行く船は2回に1回
は漂流したという42)。欝陵島へ向かう全羅道漁民が東海で漂流すれば

＜図1＞のように海流によって独島付近へ流されることが多かった43)。
彼らは自分たちが発見した岩島を全羅道の方言で「石（岩）の島」を意

味する독섬(toksəm), あるいは標準語で돌섬(tolsəm)と呼び、そこで1894
年ころからアシカ猟を始めた44)。

41)

42)

43)

44)

朴炳渉, 韓末期の欝陵島･独島漁業 , 韓国海洋水産開発院, 2009b, 220-221頁
(日本語), 80-81頁(韓国語).
外務省記錄 616-10, ｢明治三十五年 欝陵島状況｣, 釜山領事館報告書二 1902
年5月30日；外務省, 通商彙纂 第234号, 1902年10月16日, 47頁。
박병섭, ｢근대기 독도의 영유권 문제｣, 독도 영유권 확립을 위한 연구 Ⅴ , 선
인, 2013b, 173頁。
김수희, ｢‘죽도의 날’제정 이후 일본의 독도 연구 동향｣, 獨島研究 10号, 2011,
189-190頁; 池內敏, 前揭西, 2016, 173-174
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<図1> 東海海流(韓国海洋調査院, 2015.6.9)

このように大韓帝国時代に欝陵島住民らによって利用された독섬

(toksəm)は、1900年勅令41号に規定された欝島郡の範囲に｢石島｣の名で

明示された。この勅令41号の存在は｢韓国政府見解｣には記載されなかっ

たが、最近の外交部パンフレットはこれを領有権の有力な根拠として主

張している。これに対して日本外務省 10ポイント は石島を独島とする
のは｢韓国の苦しい解釈｣と書いている。

ところで石島を現在の韓国は석도(səkto)と読むので独島との関連を容

易には連想しがたいが、その当時の呼称は석도(səkto)ではなかった。日

本水路部の水路誌などによれば、当時、韓国各地にある石島の呼称は日

本語のカタカナ表記で｢トルソム｣あるいは｢トリソム｣、｢トヽクソム｣な

どであった45)。トルソムやトリソムの韓国語源はいうまでもなく돌섬
(tolsəm)である。一方、トヽクソムと呼ばれた全羅南道古幕里の石島は
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韓国地名総覧 (1984)では｢독섬[toksəm](石島)｣という見出し語で記載さ
れている。これは全羅道の方言であり、｢石(岩)の島｣を意味する。

一方、独島はその当時は돌섬(tols ə m) と呼ばれたという証言があ

る46)。また、1920年代に独島はトクソンと呼ばれたことが日本外務省の

資料から確認される47)。トクソンは독섬(toksəm)の日本語表記である。
このように欝陵島住民が독섬(toksəm)と呼んだ独島は漢字で石島と表記

されたのである。ところが、欝陵島では1883年から開拓民らの移住が始

まるや、全羅道以外の出身者が次第に増え、それにつれて全羅道方言で

ある독섬(toksəm)を漢字で石島と表記する代わりに次第に独島と表記さ
れるようになった。1904年、軍艦新高は松島（欝陵島）にてリアンコー

ルト岩(独島)を実見した者から聞いた話として「リアンコールト岩、韓
人はこれを独島と書す｣と記録した48)。

また、1906年に欝島郡守沈興沢が、欝陵島･独島を調査する49)島根県

の一行が郡守を訪問して独島が日本領になったと話したことを知らせる

報告書を政府へ送ったが、その冒頭に「本郡所属の独島が外洋百余里に

ある」と記し、調査団の行動を報告した。これに対し、宋炳基が発掘し

た資料によれば、参政大臣は5月10日付け指令3号にて独島の領地説は

まったく無根なので、独島の状況と日本人らの行動をさらに調査して報

告するよう命じた50)。この指令3号や、勅令41号によって大韓帝国政府
45)

46)
47)

48)
49)

水路部, 朝鮮水路誌 第2改版, 1907; 水路部, 日本水路誌 第6巻, 1911; 朴炳
渉, 前掲書, 2009, 74-75頁(韓国語), 215-216頁(日本語).
김수희, 前掲論文, 189-190頁。
日本外務省, 竹島漁業の変遷 , 1953, 36頁; 朴炳渉, ｢明治時代の欝陵島漁業と
竹島＝独島問題(2)｣, 北東アジア文化研究 32号, 2010b, 45頁; 朴炳渉, ｢일본
의 새 논조와 일제 강점기의 독도 어업｣, 獨島研究 9号, 2010a, 246頁。
新高行動日誌 , 1904.9.25; 堀和生, 前掲論文, 114頁。
調査団に参加した奥原碧雲(福市)は 竹島及欝陵島 (1907) 78頁にて｢海波漸く
高く、天候稍不穏の徴ありければ、一先づ鬱陵島に避難することとなれり｣と
記したが、下記の論文によれば、一行は当初から欝陵島も調査する予定で
あった。朴炳渉, 前掲書, 2013b, 180頁。
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が独島に領有意思をもっていたことは明らかである。

こうした研究成果を受け、石島＝独島説は｢到底成り立ちがたい謬論｣

と考えていた池内敏も「トルソム（石島）ートクソム（石島／独島）ー

トクト（独島）とする音韻変化説に客観的かつ文献的な傍証を与え

る」51)と主張するようになった。また、池内は勅令41号について、｢石
島はどの島である可能性がもっとも高いと考えますか？｣という質問に

対し、そのように質問されると石島は竹島＝独島であると答えざるを得

ないと述べたのである52)。池内は石島に対する見解を大きく転換したの
である。

7. 日本政府の｢竹島固有領土論｣
日本政府が独島を日本固有の領土と主張する根拠は4回にわたる｢日本

政府見解｣にのみ示された。これらを要約すると次のとおりである53)。

鳥取藩の漁民である大谷九右衛門が1681年に江戸幕府へ提出した請書

によれば、大谷･村川両家は1656年以前に阿倍四郎五郎の斡旋により幕

府から松島(独島)を拝領し、アシカ猟を少しずつおこなった。これは幕

府の｢松島渡海免許｣のもとにおこなわれたので、日本は松島を実効的に

支配したのである。両家が実際に松島を経営したことは鳥取藩が幕府へ

提出した｢回答書｣(1695)や、藩主の｢覚｣(1696)、｢松島･竹島の図｣(172
50)

51)

52)

53)

議政府外事局, ｢各道監察案｣1(奎章閣所蔵); 宋炳基, 欝陵島･独島(竹島)歴史研
究 , 新幹社, 187-188頁。
池内敏, 日本人の朝鮮観はいかにして形成されたか , 講談社, 2017, 242頁; 池
内敏, ｢죽도(독도)의 활용실태와 영유권(竹島(獨島)の活用実態と領有権)｣ , 獨
島研究 23호, 2017, 278頁。
朴炳渉,「池内敏著 竹島―もうひとつの日韓関係史 ｣, 朝鮮史研究会会報 209
号, 2017b, 23頁。
朴炳渉, ｢일본정부의 독도 고유영토론에 관한 역사학적 검증｣, 동북아역사논
총 62号, 2018, 283-284頁。
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4)、大谷が長崎奉行へ提出した｢口上書｣(1741)などで明らかである。ま

た、 隱州視聽合記 (1667)に竹島･松島が日本の西北の限界と記録されて

いる。その後、元禄竹島一件の結果、竹島(欝陵島)への渡海は禁止され
たが、松島への渡海は禁止されず、依然として日本の領土と考えられて
きた。また、松島が日本領であることは 竹島図説 や、 長生竹島記 な

どに記録されている。さらに竹島･松島の存在は｢日本輿地路程全図」や
辺要分界図考 などによっても知られている。その後も松島への渡海が

問題なかったことは天保竹島一件の時に八右衛門に対する判決文(1836)
にて明らかである。八右衛門は浜田藩家老の家臣から松島へ渡航すると
いう名目で竹島へ渡航する方法があることを示唆されたためである。

以上のような根拠をもとに日本は17世紀半ばに独島に対する領有権を

確立したので独島は日本固有の領土であると主張した。この主張にて｢

日本政府見解｣が引用した資料を分類すると次の三類型に分けることが
できる。

① 領有権の主張にほど遠い資料：大谷家｢請書｣、 竹島図説 、 長生
竹島記 、 辺要分界図考

② むしろ日本領でないことを示す資料：鳥取藩の｢回答書｣、藩主の｢
覚｣、長崎奉行へ提出した｢口上書｣、八右衛門に対する判決文

③ 解釈を誤った資料： 隠州視聴合記 、｢日本輿地路程全図｣、｢松
島･竹島の図｣

まず、類型①であるが、日本政府は大谷家｢請書｣に竹島の道筋に周囲

が20町ほどの小島があり、この小島を大谷が拝領したという記事がある

ので、この文から松島渡海免許があったと解釈した。しかし、漁民らが

島を幕府から拝領するなどというのはあり得ないし、上の文から松島渡

海免許があったという日本政府の主張は論理の飛躍である。この欠陥を

埋めるために川上健三は松島渡海免許説を発展させた54)。この説は塚本
54)

川上健三, 竹島の歴史地理学的研究 , 古今書院, 1966, 73頁。
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孝55)や池内敏56)、朴炳渉57)らによって否定され、今日この説を唱えるも
のはいない。

次の資料 竹島図説 、 長生竹島記 、 辺要分界図考 などはいずれも

個人の著書であり、国の領有意思とは無関係である。しかも、 竹島図
説 は伝えられてきた話の又聞きであり、信頼性が格段に落ちる。ま

た、 長生竹島記 は単なる歴史小説に過ぎない58)。最後の 辺要分界図

考 には｢今所考定分界之圖｣が付属し、これに｢タケシマ｣と｢マツシマ｣

が描かれた。これらは欝陵島と独島と考えられるが、この地図から二島
に対する日本の確実な領有意思を読み取るのは困難である。この地図は

単に日本が二島を知っていることを示したのみである。これらは皆領有

権の主張にはほど遠い資料である。

次に類型②であるが、日本政府は資料を恣意的に切り出して日本が松

島で漁をおこなったことを強調したが、これらの資料はむしろ松島が日

本領でないことを示している。まず、鳥取藩の1695年｢回答書｣は、外務

省が主張するようにその中に｢当年も渡海したところ、異国人が多数み

えたので着岸せずに帰るときに松島にてアワビを少々取りました｣59)と
記した。外務省はこの一節のみ取り出して日本人は松島を寄港地として

利用すると同時に漁猟をおこなったと主張した。しかし、この資料の中

には｢竹島･松島その外、両国(因幡国･伯耆国)に付属の島はありません｣

と回答しており、松島が鳥取藩領ではないことを明らかにした。外務省

55)

56)
57)

58)
59)

塚本孝, ｢竹島領有権問題の経緯｣, 調査と情報 244号, 1994, 1頁。 또한 第2版
(1996), 第3版(2011)도 같음.
池内敏, 竹島問題とは何か , 名古屋大学出版会, 2012, 47頁。
朴炳渉, ｢17세기 일본인의 독도 어업과 영유권 문제｣, 獨島研究 15号, 2013,
160-162頁; 朴炳渉, ｢江戸時代の竹島＝独島での漁業と領有権問題｣, 北東アジ
ア文化研究 35号, 2012b, 20－25頁。
朴炳渉, 前掲論文, 2018, 307頁。
竹嶋之書附 （鳥取県立博物館所蔵), ｢亥十二月四日 竹嶋之御尋書之御返答書
同廿五日平馬持参 曽我六兵衛ニ渡ス｣。
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には相当不利な資料である。

また、鳥取藩主の1696年｢覚｣も事情は同様である。外務省はこの文書

から｢松島へ猟に行ったのは竹島ヘ渡海の節の道筋にありますので立ち

寄って猟をしました｣60)という一節を切り出したのである。しかし、こ

の文書には｢松島は[日本の]いずれの国にも付属の島ではないと承ってい

ます｣とする一節もあり、外務省には相当不利な記録になる。外務省は

こうした資料の存在に韓国側が気づかないとみてこれらの資料を引用し

たのであろう。実際、そのとおりであり、こうした資料を編纂した 竹

嶋之書附 を発掘して翻刻したのは日本人研究者の塚本孝であり61)、そ
れを独島問題と関連づけたのは内藤正中であった。

次の資料、大谷が長崎奉行へ提出した｢口上書｣も事情は同様である。

外務省はこの資料について何の説明もしなかったが、これは松島に関

し、｢大猷院様御代、竹島の海道に松島という島を見出し、御注進した

ところ、竹島のように支配をお預けくだされ、両島へ渡海し、重々あり

がたき幸せです｣62)と記し、松島渡海を裏づけている。しかし、池内敏

が発掘した関連文書の 村川家文書 写本によれば、1741年に大谷がこの

｢口上書｣を提出したとき、｢元禄年間、竹島･松島両島の渡海禁制がくだ

された｣と長崎奉行へ説明しているばかりか、この前年に長崎奉行を訪

ねるよう指示された寺社奉行でも｢竹島･松島両島の渡海禁制｣63)を確認
していたのである。竹島ヘ実際渡海していた大谷家は1696年にくだされ

た元禄竹島渡海禁止令に松島の名はなくとも、これを竹島･松島渡海禁

60)

61)

62)
63)

礒竹島覺書 (国立公文書館所蔵), ｢覺｣。ただし、目次での表題は、｢同月[一六
九六年一月]廿三日松平伯耆守留守居召寄 并相尋候趣伯耆守より書付を以申來
事｣. この｢覺｣は内容の大部分が 竹嶋之書附 , ｢元禄九年正月廿八日小谷伊兵
衛差出候竹嶋之書附｣にも記録されている。
塚本孝, ｢竹島関係旧鳥取藩文書および絵図｣(上), (下), レファレンス 411, 412
号, 1985。
竹島渡来由来記抜書控 , ｢乍恐口上書ヲ以奉申上候｣。
池内敏, ｢｢国境｣未満｣, 日本史研究 630号, 2015a, 16－18頁。
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止と理解し、1740年に幕府にて確認したのである。

最後の資料、八右衛門の判決文を引用した日本政府は、八右衛門に対

する判決文にて浜田藩家老の家臣が、近い竹島ヘの渡海名目で竹島へ渡
る方法があると示唆したので竹島ヘの渡航は禁止されても松島への渡航
は何ら問題がなく、松島は依然として日本領土と考えられてきたと主張

した。しかし、日本政府が引用した｢近い松島｣は、｢右最寄りの松島｣す

なわち｢竹島最寄りの松島｣である。竹島ヘの渡海が禁止されれば、この
最寄りの松島への渡海が許されるはずはなく、大谷家もそのように考え

ていた。また、松島渡海を口実にした八右衛門はそれを認められず処刑
された。この事件で重要なのは、八右衛門を吟味した大坂町奉行所が竹
島･松島を朝鮮領と判断して｢竹嶋方角図｣64)を描いたことである。ま

た、幕府の最高司法機関である評定所関係者も竹島･松島を朝鮮領と判
断して｢竹嶋方角図｣と同様の絵図65)を描いたのである。

以上のように類型②の資料および関連資料はすべて松島が日本領でな

いか、あるいは朝鮮領であること示している。

最後の類型③は、日本政府が解釈を誤った資料である。日本政府は、

隠州視聴合記 は竹島･松島が日本の西北部の限界であると記録したと

主張したが、韓国政府から誤謬であると指摘を受けた。これに日本政府

は反論せず黙認した。次に日本政府は｢日本輿地路程全図｣を長久保赤水

の地図として引用したが、確証がない。また、この地図には出版社など

の名がないので海賊版である66)。そうした海賊版を領有権主張に引用す
るのは適切ではない。

64)

65)

66)

竹嶋渡海一件記 (東京大学総合図書館所蔵)付属地図; 박병섭, ｢안용복사건 이
후의 독도 영유권 문제｣, 독도연구 13호, 2012a, 143쪽; 朴炳渉, 前掲論文,
2012b, 28頁。
朝鮮竹嶋渡航始末記 (浜田市立図書館所蔵)付属地図; 박병섭, 앞의 글, 2012a,
146쪽; 朴炳渉, 前掲論文, 2012b, 30頁。
馬場章, 地図と絵図の政治文化史 , 東京大学出版会, 2001, 397頁。
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最後の資料｢松島･竹島の図｣(1724)はなかなか探すことができなかっ
た。理由は日本政府のいう題目および年代が間違っていたためである。

この資料は韓日政府間の領有権論争当時、外務省職員の森田芳雄が 外

務省月報 に載せた論文67)から判断すると、｢小谷伊兵衛差出候竹嶋之絵

図｣ ( ｢小谷絵図｣ と略称) ＜図2 ＞を指し、1696 年に作成されたのであ
る68)。

<図2> ｢小谷伊兵衛差出候竹嶋之絵図｣

67)

68)

森田芳夫, ｢竹島領有をめぐる日韓両国の歴史上の見解｣, 外務省調査月報 第2
巻5号,1961/5, 7頁。論文末尾に｢筆者はアジア局北東アジア課勤務｣と記す。ま
た、森田は論文にて｢船寄場｣としるすが、これは｢船すへ場｣の誤りである。
朴炳渉, 前掲論文, 2018, 299頁。
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この｢小谷絵図｣は松島に小屋を描くなど日本の松島「経営」状況を示

すのに適当な地図である。ただ、この絵図の意図をみるには、これと同

時期に幕府へ提出された｢小谷伊兵衛差出候竹嶋之書付｣(｢小谷書付｣)を
あわせて見るべきである。｢小谷書付｣は鳥取藩主｢覚｣の内容とほとんど

同じであり、｢松島は[日本の]いずれの国にも付属しないと承っています

｣69)と記している。したがって、｢小谷絵図｣は松島が日本領に属さない
という考えで作成されたのである。

ところで｢小谷絵図｣などから、たとえ日本の松島｢経営｣状況が明らか

になろうとも、朝鮮と日本との間では離島の実効的な支配や経営などは

領有権とは無関係であった。これは17世紀の欝陵島争界(元禄竹島一件)

の結末から明らかである。その時、両国は欝陵島の領有権を争ったが、

外交交渉の結果、欝陵島は朝鮮に近く朝鮮だけが領有意思をもっていた
という理由で朝鮮領に決定した。70年にわたる日本の欝陵島経営などは

領有権とは無関係だったのである。これは朝･日両国間に確立された離

島の帰属に関する判断基準であり70)、広義の国際法といえる71)。この判

断基準を于山島(松島)に適用すれば、于山島は朝鮮の欝陵島に近く、朝
鮮だけが領有意思をもっていたので、于山島は朝鮮領となる。

以上のように｢日本政府見解｣にて示された資料は、松島が日本領でな

いことを示しているものは多いが、逆に日本領であることを示すものは

ひとつもない。江戸幕府は17-19世紀に松島に領有意思をもたなかった

のである。そうした江戸幕府の松島（独島）に対する認識を時代順に要
約すると次のとおりである。

69)
70)

71)

竹嶋之書附 , ｢元禄九年正月廿八日小谷伊兵衛差出候竹嶋之書附｣。
朴炳渉, ｢独島領有権に対する近代国際法の適用問題｣, 獨島研究 23号, 2017a,
113頁(韓国語), 158頁(日本語)。
柳原正治の下記文献によれば｢広義の国際法とは、国家間の関係を規律する法
であると定義されるが、そこで国家は近代国家に限定されないし、法は近代
法に限定されない｣。柳原正治, 国際法 , 放送大学教育振興会, 2014, 22頁。
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① 1650-1660年代、松島へ渡海していた大谷･村川両家や、阿倍四郎

五郎ら幕府関係者は松島を｢竹島の内の松島｣、すなわち竹島の付
属島のように認識していた。

② 1690年代、｢元禄竹島一件｣の担当老中阿部豊後守は、この一件が
起きるまで松島に対する領有意思どころか、松島の存在すら知ら

なかった。老中は対馬藩と協議したときに｢竹島近所に松島がある

｣ことを知り、鳥取藩へ問い合わせて松島が鳥取藩にも日本のいず

れの国にも属さないことを知った。竹島渡海禁止令以後にそのよ
うな松島への渡航が許されるはずがない。

③ 1740年代、長崎奉行や、幕府の中枢機関である寺社奉行などは元
禄竹島渡海禁止令によって松島への渡海も禁止されたことを大谷
家とともに確認した。

④ 1830年代、八右衛門を吟味した大坂町奉行所は竹島･松島を朝鮮領

と判断し、それを示す｢竹嶋方角図｣を作成して評定所へ送った。

評定所は両島の所属などを対馬藩へ問合せ、朝鮮地図なども調べ

た。この結果、評定所関係者は竹島および同島最寄りの松島を朝
鮮領と判断し、これを示す絵図を作成した。したがって、幕府が

1837年にくだした天保竹島渡海禁止令に松島の名はなくても松島
への渡海は許されないのである。

8. 外務省 10ポイント に対する分析
かつて｢日本政府見解｣が固有領土の根拠として提示した12の資料は現
在の外務省パンフレット 10ポイント にはひとつも引用されなかった。

それらの資料が固有領土の根拠になり得ないことを外務省みずから認め

た形になる。代わりに 10ポイント は松島(独島)に関係する資料として｢
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竹嶋之図｣<図3>と称する地図と｢改正日本輿地路程全図｣の二つだけを引

用した。こうした地図が固有領土の根拠になり得るのか見ることにす
る。

まず、｢竹嶋之図」と称する地図であるが、これに対する説明は本文

にはなく、挿絵の説明として｢竹嶋之図(1724年頃)/(写真提供：鳥取県立

博物館)｣と記すのみである。ところが、これは同博物館が所蔵する｢竹

嶋之図

四枚｣中の1枚であり、同図固有の表題はない。同博物館の所蔵

記号は#8442である。この地図は同館館長(2007年当時)三田淸人によれ

ば、鳥取藩が1724年に幕府へ提出した地図の下書き絵図、あるいは参考

図だという72)。外務省はなぜ幕府へ提出された公的な地図を用いず、そ
のような地図を挿絵に使用したのか疑問である。

鳥取藩が幕府へ提出した地図は3枚知られている。すなわち、1696年

の｢小谷絵図｣＜図2＞、1724年の｢竹島之図｣(#8439)と｢竹嶋図｣73)<図4>

である。これらの中で松島の｢経営｣状況を示すのが目的なら島根県教育

委員会などのリーフレットのように｢小谷絵図｣<図2＞を掲載するのが適

当である。これは前述のように松島に小屋などを描いているからであ
る。

72)

73)

三田淸人, ｢鳥取県立博物館所蔵 竹島(鬱陵島)･松島(竹島/独島)関係資料｣,
島問題に関する調査研究 最終報告書 , 島根県, 2007, 47頁。
竹嶋之書附 付属地図(1724).

竹
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<図3> ｢竹嶋之図｣4枚の内1枚、#8442

<図4> 竹嶋之書附 付属の｢竹嶋図｣
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しかし、外務省は｢小谷絵図｣などの公的な地図を避け、史料価値の低

い下書き絵図または参考図にすぎない｢竹嶋之図｣4枚中の1枚を選んで

10ポイント に掲載した。その理由はおそらく外務省が｢小谷絵図｣を掲
載したくても、かつてこれを｢日本政府見解｣が「松島･竹島の図」とし
て紹介し、表題と年代を間違えたので、こうした事実が明らかになるの

を避けるためだったのかも知れない。あるいは｢小谷絵図｣が｢小谷書付｣
と関連づけられ、松島が日本のいずれの国にも属さないという事実が明
らかになるのを避けるためかも知れない。

ところで｢小谷絵図｣などでたとえ日本漁民の松島｢経営｣が明らかにな

ろうとも、幕府へ提出された｢竹島図｣<図4＞に示されたように松島が朝

鮮側にあるなら、日本人の松島｢経営｣は朝鮮の境域を侵略したことにな

る。そうした侵略者が松島でいかなる活動をしようが、領有権とは無関
係である。

次は長久保赤水(1717-1801)の地図を考える。彼の｢改正日本輿地路程

全図｣は初版が1779年(安永8)に出版され、第2版が1791年(寛政3)に出版
された。これを多少改訂した第3版が1811年(文化8)に、第4版が1833年
(天保4)に、第5版が1840年(天保11)に出版されたが、これらは長久保の

死後に改訂、出版されたので長久保赤水の地図とは呼べない。長久保の

地図は初版と第2版に限られる。この他に｢改正日本輿地路程全図｣と称

する地図が多くあるが、それら地図には出版社名などがないのですべて
海賊版である。

長久保｢改正日本輿地路程全図｣の特徴のひとつは、外国や外国との境

界領域にある島を彩色しなかったという点である74)。したがって、彩色
されなかった竹島･松島は地図を見るものにあるいは日本領でないとい

う印象を与えうる。これを考慮したのか、外務省の 10ポイント は本文

にて長久保赤水の｢改正日本輿地路程全図｣初版を引用したが、挿絵では
74)

池内敏, 前掲書, 2016, 132-138頁。
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｢改正日本輿地路程全図(1846)｣と銘打った地図を掲載した。特筆すべき
はこの地図には出版社名などがないので、これは明らかに海賊版であ

る。外務省もこの事実を知っているのか、挿絵の地図を長久保赤水の地

図とは説明していない。外務省がわざわざ海賊版を挿絵に使用した理由

は、竹島･松島の彩色のためかも知れない。挿絵の地図は竹島･松島、朝

鮮などを彩色している。したがって、これを見る者は竹島･松島が日本
領でないという印象をもたないであろう。

しかし、長久保の地図も海賊版もほとんどすべて竹島･松島を一対に

描き、二島の横に「高麗を見るになお雲州より隠州を望むようである｣

と記入した。これは 隠州視聴合記 の記述、｢高麗を見るに雲州より隠
州を望むごとし｣を引用したのであり、竹島･松島を日本領外にみる 隠

州視聴合記 の認識を受け継いだのである。したがって、日本外務省が
挿絵に引用した｢改正日本輿地路程全図(1846)｣すら竹島･松島は日本領で

ないことを含意しているのである。

ところで、｢改正日本輿地路程全図｣は個人が作成した地図であり、公

的な許可を得て出版したとはいえ、江戸幕府の領土認識を直接表現した

ものではない。江戸幕府の領土認識は官撰地図に反映される。幕府は各

藩が作成した各地方の絵図をもとに総合的な日本地図を正保･元禄･享
保･天保期に計4回にわたって作成した。これらいずれの地図にも竹島･
松島は描かれていない。さらに近代的な官撰地図として著名な伊能忠敬

の｢大日本沿海輿地全圖｣(1821)にも竹島･松島は描かれていない。

さらに、伊能の地図をもとに江戸時代末年に刊行された｢官板実測日

本地図｣は、竹島を記載するかどうかを充分検討した末に竹島･松島を描
かなかった75)。杉本史子によれば、幕府外国奉行らは竹島の扱いを検討

した際に竹島は元禄期に将軍が｢朝鮮へお渡しになった｣と理解していた

が、竹島もサハリン北半部同様に地図に記入し、後日何かあったときの
75)

池内敏, 前掲書, 2016, 144頁。
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口実(御辞柄)にしようと評議にて決定した76)。かれらは領土拡張を狙う
機会を念頭においたのである。これに対して老中はサハリンなどは認め

たが、竹島は認めなかった。それほど竹島は朝鮮領であることが確実で
あった。

こうして｢官板実測日本地図｣に竹島･松島は描かれなかった。この地

図は1867年に開かれたパリ万国博覧会に展示された。この時に同図はフ

ランス、イタリアなどヨーロッパ列強国首脳らに贈与された77)。した
がって、この地図は江戸幕府が竹島･松島に領有意思をもたないことを

世界各国に間接的に広く知らせる結果になった。また、この｢官板実測

日本地図｣は1870年(明治3)に大学南校78)から出版されたので日本国内に
おいても竹島･松島が日本領でないことを間接的に明らかにした結果に
なった。明治政府も江戸時代の竹島･松島認識を受け継いだのである。

以上のように、外務省 10ポイント が引用した前近代の資料はみな独

島を日本の固有領土とする根拠にはならない。一方、 10ポイント の主

張を以前の｢日本政府見解｣と比べると、歴史的な引用資料が完全に入れ

替わったのみならず、核心となる主張も大きく変化したことが注目され

る。 10ポイント には日本が松島を｢経営｣したとか、｢支配｣したとかい

う以前の核心的な主張が完全に消え、単に竹島渡海に付随した漁猟を松
島にておこなったと説明するのみである。このように外務省の主張が弱
くなったのは、主張の要であった松島渡海免許説がほとんど否定された

ためだと考えられる。

結局、 10ポイント は独島が日本の固有領土である根拠として前近代

資料をひとつも示せなかったので、日本の独島に対する固有領土論は成

立し得ない。これに関連して池内敏は、日本外務省が17世紀半ばに独島
76)

77)
78)

杉本史子, ｢地図･絵図の出版と政治文化の変容｣, 出版と流通 , 平凡社, 2016,
229頁。
同上書, 244頁。
前身は、蕃書調所－洋書調所－開成所－開成学校, 後身は東京大学。
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に対する領有権が確立していたとする主張は｢今日の歴史学の実証水準
に照らすと完璧に破綻している79)と批判したが、そのとおりである。

9. おわりに
韓日間で感情的な固有領土論の衝突が避けられなくなった現状に照ら
し、本稿はあいまいな用語である固有領土をこう定義した。すなわち、

近代国際法の適用以前に特定国が領有意思をもつ地域に対し、他国がそ

の領有を争わないか、あるいは争っても結果的にその地域を特定国の領
域と認めれば、その地域は特定国の固有領土である。

この観点から両国の独島に対する領有意思をみると、日本は1905年以

前には松島(独島)に対して領有意思をもたなかった。かつて｢日本政府見
解｣は竹島(独島)を固有領土とする根拠として12の史料を提示したが、こ

れらは、①大谷家｢請書｣など領有権の主張にはほど遠い史料、②鳥取藩
の｢回答書｣や、藩主の｢覚｣など独島がむしろ日本領でないことを示す史

料、③ 隠州視聴合記 など解釈を誤った史料などに分類することができ
る。このように｢日本政府見解｣が提示した12の史料は固有領土の根拠に

なり得ない。
このためか、日本政府のパンフレット 10ポイント は上の史料をひと

つも引用しなかった。この事実は｢日本政府見解｣が示した史料は固有領
土の根拠になり得ないことを日本政府みずから示したことになる。 10

ポイント はそれら史料の代わりに｢竹嶋之図｣<図3＞と称する地図と｢改

正日本輿地路程全図｣の2点のみを掲げた。ところが、後者の挿絵は海賊

版であり、そのような地図の掲載は良識を疑わせる。また、前者の｢竹

嶋之図｣は鳥取藩が幕府へ提出した｢竹島の図｣などの下書き絵図、また

79)

池内敏, ｢｢竹島は日本固有の領土である｣論｣, 歴史評論 785号, 2015b, 91頁。
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は参考図に過ぎない。日本の松島｢経営｣ぶりを示すなら公的な地図｢小

谷絵図｣<図2＞を載せるのが適当である。それにもかかわらず、日本政

府が同図を避けたのは、それとほとんど同時に提出された｢小谷文書｣の
ためのようである。｢小谷文書｣は松島が日本の領土でないことを示して

いる。さらに、たとえ｢小谷絵図｣のように日本の松島｢経営｣ぶりが明ら

かになっても、公的な地図｢竹嶋図｣<図4>に見られるように松島が｢朝鮮

国｣側にあるなら、松島｢経営｣は侵略行為になる。また、そのような経

営や支配を長年続けても日本の領土になるわけではない。これは、元禄
竹島一件(欝陵島争界)の結果、竹島(欝陵島)が朝鮮領と決定した事実か

ら明らかである。

以上のように独島が日本の固有領土の根拠になりうる史料がない反

面、日本の史料中には大坂町奉行所の｢竹嶋方角図｣など松島が朝鮮領で
あることを示す地図などが存在することは注目すべき点である。

一方、朝鮮政府の方は官撰書 春官志 、 東国文献備考 、 萬機要覧

(1808)などにて独島を于山島の名で領有意思を明らかにした。これらの

文献は、于山島は日本のいう松島であることを認識して領有意思を記録

した。しかし、于山島は文献に記録されたものの、その位置があいまい

になり伝説の島になってしまった。朝鮮時代末期、欝陵島検察使李奎遠
も欝陵島住民も于山島を探せなかったのである。したがって、官撰書の

みで政府が朝鮮時代末期にも独島に対して領有意思をもっていたと見る

のは早計である。実際の状況を調べる必要がある。この時期、欝陵島に

居住する漁民らが独自に岩島を発見し、島名を돌섬(tolsəm)あるいは독

섬（toksəm）と呼び、1894年ころから同島でアシカ猟を始めた。この島

が1900年大韓帝国勅令41号にて規定された欝島郡の中に石島という表記

で記載された。大韓帝国が独島に対する領有意思を明らかにしたのであ
る。しかるに、독섬(toksəm)の漢字表記が石島から独島に変わり、1906

年には欝島郡守も政府も独島の名でこの島に対する領有意思を表明し
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た。

以上のように朝鮮･大韓帝国政府は独島に領有意思をもったが、日本

政府は17世紀後半に松島を半世紀近く活用したものの領有意思をもたな

かった。したがって、韓国のみが独島を固有領土ということができる。
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<Abstract>

Dokdo / Takeshima Inherent Territory Theory in Korea
and Japan

Park, Byoung-Sup

The term "inherent territory" is a dangerous political term. Moreover, in
the current situation where the two countries are sharply confronting on
Dokdo, there is a need to academically define the term ambiguous inherent
territory and to restrain its use. This paper analyzes the usage and meaning
of the term "inherent territory" and attempts to define it. It analyzes the
claims of the territory of Korea and Japan according to their definition.

The reason why Korea made Dokdo Island its own territory was presented
in Foreign Ministry pamphlet ‘Korea's beautiful island, Dokdo’, and "The
Korean Government's view" to the Japanese government in the 1950s. If
these are verified, it is not enough to justify inherent territory before the 17th
century because it is vague the location of Usando island, or to confuse
Usando with Ulleungdo in the Choseon History Book of [Taejong Silok].
The historical materials to be assessed as the basis of inherent territory is
the [Chungwan-ji] and [Dongguk-munheon-bigo] published by government
level in 18th century. These materials accept the testimony of Ahn Yong-bok,
who visited the Usando island at the end of the 17th century and insisted
that the island of Usando is Japan's Matsushima, and revealed his will for
the territory right on Usando island. The legitimacy of Ahn Yong-bok's
testimony is confirmed in the Official Document, [Genroku Memorandom]
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of Japan.

However, since the exact location of Usando Island was not recorded in
the government publication, at the end of the 19th century, Ulleungdo
prosecutor and residents did not know the location of Usando Island, and
Usando Island became a legendary island. On the other hand, Jeolla province
fishermen who entered Ulleungdo in the middle of the 19th century found
Dokdo Island, called it 'Dolseom Island' or 'Dokseom Island', and occasionally
hunted sea lions there. This island was recorded as ‘Seokdo(Rock island)'
in the Korean imperial edict no. 41 of 1900. This “Seokdo” sign changed
to "Dokdo," but the Korean empire's “Seokdo” or "Dokdo" declared intention
to enter the country as an important basis for its own territory.

On the other hand, the basis for claiming Takeshima (Dokdo) as Japanese
inherent territory is not presented in the [10 points of Takeshima Issue] in
the Ministry of Foreign Affairs pamphlet, and was presented only in the
"Japanese Government View" sent to the Korean government in 1953-1962.
At this time, the "Japanese Government View" presented 12 documents on
the basis of its own territory, but none of them reveal that Japan has a
doctrine of territory on Matsushima (Dokdo). This can be inferred from the
fact that the previous Ministry of Foreign Affairs brochure did not cite any
of the twelve materials. In the end, before 1905, only the Chosun and Korean
Empire governments were willing to treat Dokdo as territory, so Dokdo can
be claimed as Korea's inherent territory.

Key words: Ulleung Island, Seokdo, Dolseom, Dokseom, Takeshima,
Matsushima

