竹島＝独島問題は日韓間に突きささったトゲ

国は竹島＝独島の歴史を根拠に強硬な主張を繰

固有領土﹂という主張です︒このように日韓両

上も外務省が言いつづけてきた﹁什島は日本の

ようです︒その核になっているのは︑半世紀以

現在の鬱陵島のことでした︒しかし︑我が国が︑

島﹂

までは﹁松島﹂の名前で呼ばれており︑当時﹁竹

今日の竹島は︑我が国では明治時代の初め頃

①竹島の認知

はじめに

のようなもので︑事あるごとに両国の民族心を

り返していますが︑その割には竹島＝独島の歴

古くから﹁竹島﹂ や﹁松島﹂をよく認知してい

と呼ばれていたのは︑

刺激し︑過去にはそれが高じて銃撃戦にまで発

史が︑特に日本ではよく知られていないのが現
状です︒そこで︑この稿では主に歴史に重点を

④竹島の領有

︵または﹁磯竹島﹂︶

展したこともありました︒一昨年も竹島＝独島
周辺の調査船問題がこじれて︑一時は日韓両国

おき︑江戸時代から明治時代を概観することに

我が国は︑遅くとも江戸時代初期にあたる

たことは︑多くの文献や地図等により明白です︒

の警備艇同士が衝突する事態も懸念されたほど

します︒

一七世紀半ばには︑竹島の領有権を確立してい

る根拠は時代とともに変化し︑かつては最大の

日本政府が竹島＝独島を日本の固有領土とす

や竹木の伐採等を行うとともに︑これによって

認され︑交互に毎年一回︑同島に渡海して漁労

谷・相川両家は︑鬱陵島への渡海を幕府から公

たと考えられます︒この当時︑鳥取藩米子の大

があります︒昨年も韓国の慮武鉱 ︵ノ・ムヒョ

根拠としていた﹁松島︵竹島＝独島︶渡海免許﹂

得られた飽︵あわび︶

江戸時代の竹島＝独島領有意識

でした︒
もともと竹島＝独島問題の根は深く︑日韓両
国が正反対の見解で角突き合わせているだけ

ン︶ 大統領は対日政策に関する異例の特別談話

の主張を最近は引っ込めたようです︒最新の主

た︒この間︑今日の竹島は︑鬱陵島への渡海の

に︑今後も同じような騒動が繰り返される恐れ

を発表し︑竹島＝独 島 問 題 は

張を同省のホームページにみることにします︒

船がかりの地として︑また︑漁採地として利用

を幕府に献上してきまし

の侵略で最初に奪い去った歴史の土地だ﹂と述

外務省は固有領土の根拠として左記の三項目を

されていました︒

﹁日本が朝鮮半島

べ︑激しく日本を非 難 し ま し た ︒

掲げました︒
これに対する日本政府もー歩も後へ引かない
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韓国を理解するために

闇「1
日本領ではないので︑渡海が当然禁止されたと
ですが︑欝陵島は時には武陵島︑蔚陵島など様々

を装って︑船に﹁朝欝両島監税将臣安同知騎﹂

臣︑安同知が乗務﹂と解されました︒子山は干

地理志にこう記され を日本では ﹁朝鮮の欝陵︑子山両島の監視将︑

と書いた旗を立ててやって来ました︒旗の意味

﹃世宗実録﹄

な名前で呼ばれました︒両島は一五世紀の官撰

ました︒

地理誌である

みるべきです︒
さらに当時︑桧島は竹島と一対ないしは竹島
の付属島と考えられており︑史料に﹁竹島近辺

そもそも︑松島はその名前に反して松の木はお

ることができる︒新羅の時に干山国と称した︒

お互いに遠くなく︑風日が清明であれば望見す

道に属するとされました︒しかも欝陵島は日本

した︒その地図で欝陵島と子山鳥が朝鮮の江原

は訴訟のために﹁朝鮮八道の図﹂まで用意しま

山島であり︑同知は職名です︒この時の安龍福

ろか︑木が一本も生えていない岩の島でした︒

一説に欝陵島と云う︒その地の大きさは百里と

でいう竹島︑子山島は松島であり︑両島は朝鮮

﹁干山と武陵の二島が県の真東の海中にある︒

それにもかかわらず松島と呼ばれたのは︑竹島
いう﹂︒

松島﹂﹁竹島の内松島﹂などと記されました︒

と対をなすという考えから自然に名づけられま

欝陵島近辺には無数の岩や島がありますが︑

取藩のみならず︑幕府や対馬藩に衝撃を与えま

領であると彼は主張しました︒この事件は︑鳥

で両島

天候が清明の時にだけお互いに望見できる島は

した︒紆余曲折の末︑対馬藩は当初の主張とは

﹁地図や文献﹂

は一対に扱われました︒しかし︑公的な地図や

竹島＝独島しかありません︒したがって︑この

逆に日本人の渡海禁止を朝鮮へ伝達して﹁竹島

した︒そのため︑多 く の

文献で両島が日本領として記載されたことは一

文章における干山島は竹島＝独島とみることが

などを避けるために空島政策がしかれ︑渡海が

ませんでした︒さらに︑当時の欝陵島には倭冠

などに﹁欝陵︑干山は皆干山国の地︑干山はす

官撰史書である﹃東国文献備考﹄や﹃商機要覧﹄

この安龍福の第二次渡日事件により︑朝鮮の

一件﹂交渉を終結させました︒

実測日本地図﹂

禁じられていました︒そのため︑干山島の認識

なわち倭がいうところの松島なり﹂と記される

できますが︑その位置や大きさなどは記載され

度たりともありませ ん で し た ︒
地図でいえば︑外務省は沈黙していますが︑

でした︒この地図は伊能忠敬の地図を元に作ら

はあいまいで︑いわば書物の上だけの観念的な

ようになり︑干山島に対する領有意識が確立し

江戸時代に発行された唯一の官撰地図﹁官版

れたのですが︑伊能図にも竹島・松島はありま

存在でした︒

日本の大谷家の船により日本へ拉致されたこと

ヘヤって来ました︒かれは︑三年前に欝陵島で

た︒韓国で英雄とされる漁民の安龍福が鳥取藩

ところが︑一六九六年に一大転機が訪れまし

た︒その詳細は文末の参考書に譲ることにしま

山島の名が消え︑竹島＝独島は石島とされまし

やふやになり︑一九〇〇年の勅令四一号では干

後も継続されたため︑干山鳥の存在は次第にあ

ました︒しかし︑離島に対する空島政策がその

に竹島・松島は記述されません

せん︒官撰地図や官撰絵図からも江戸幕府は竹

がありましたが︑今度はみずから来日しました︒

す︒

島＝独島を日本領と認識していなかったことが

朝鮮では古くから朝鮮の東海に二島あること

その目的は鳥取藩への訴訟であり︑朝鮮の官吏

朝鮮王朝の竹島＝ 独 島 領 有 意 識

わかります︒

が知られていました︒二島とは欝陵島と干山島
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韓国を理解するために
竹島・松島なし
②内務省︵一八八〇︶︑﹁大日本囲全国﹂︑竹島・

松島なし
③内務省 ︵一人八一︶︑﹃大日本府願分轄園﹄︑

各府県図に竹島・ 絵 島 な し
︵極東図の﹁大日本全国略図﹂改訂版で竹島・
松島は無彩色︶
④陸軍参謀局︵一八七七︶︑﹁大日本全国﹂︑竹島・

絵島なし︒

竹島＝独島を朝鮮領と考えていたといっても過

ました︒このように明治政府のすべての機関が︑

鮮付属に相成候始末﹂とする報告書を作成し

ならしむ﹂として願書を一旦は却下しました︒

外国に我国が韓国併呑の野心あることの疑を大

る莫荒たる一箇不毛の岩礁を収めて︑環視の諸

書に対して

﹁この時局に際し︑韓国領地の疑あ

言ではありません︒このような事実に対して︑

しかし︑外務省の考えは違っていました︒政

わめて屈寛ならずや︒特に外交上︑内務のごと

線もしくは海底電信を設置せば︑敵艦監視上き

領土編入を急要とするなり︒望楼を建築し︑無

務局長の山座円次郎は﹁時局なればこそ︑その

外務省は一切沈黙したままです︒これは一種の

﹁竹島﹂領土編入

情報隠しとも言えます︒
日本の

帝国主義国家として著しい発展を遂げた日本

き顧慮を要することなし︒すべからく速やかに

願書を本省に回付せしむべし﹂として中井を督

帝国は︑朝鮮や満州における勢力圏確保をめ

一因一覧表﹂︑松島はなし︒竹島は島名がなく︑ぐつてロシアと対立するようになり︑一九〇四

促しました︒この時期︑日本は日英同盟や桂タ

⑤陸軍陸地測量部︵一八八五︶︑﹁輯梨二十万分

年二月︑旅順のロシア艦隊に奇襲攻撃をかけて

フト条約を締結しており︑もはや朝鮮問題で西

点線表示︒

日露戦争を始めました︒しかし︑初期の戦況は

船がウラジオ艦隊に次々と沈められ︑軍需物資

日本に不利でした︒特に日本海では日本の輸送

牙をむきだしにしたのでした︒この外務省の論

日本は帝国主義国家の本性のままに領土拡張の

欧列強に神経を使う必要がなかったのでしたし

⑥文部省 ︵一人七七︶︑﹁日本帝国全国﹂︑竹島・

これらの地図で竹島＝独島はまったく記載さ

の補給に支障をきたしていました︒そのため︑

理に内務省も従い︑一九〇五年二月︑γヤンコ

島は無彩色

れないか︑あるいは措かれても日本領外として

日本海における軍事施設の強化が急務であり︑

松

表示されました︒この認識は海軍でも同様でし

日本政府が竹島＝独島を領土編入した論理で

島を日本領へ編入することを閣議決定しました︒
にリア トーンとして浮かびあがりました︒

欝陵島や竹島＝独島は軍事上の重要なキース

には載せず︑﹃朝鮮水路誌﹄

た︒島などを測量した水路部は竹島＝独島を﹃日

本水路誌﹄

すが︑それは ﹁喪主地﹂ であるリアンコ島に中

井が一九〇三年以来﹁移住﹂したので︑これを

そうした折︑隠岐に住む中井養三郎はリヤン
コ島

国際法上の占領と認めて日本の領土に編入した

ンコールト列岩の名で記載しました︒ここに日
本古来の呼び名であ る

図り﹁リヤンコ島領土編入ならびに貸下願﹂を

というものでした︒しかし︑この論理には無理

におけるアシカ猟の独占を

ました︒しかも激しい島名混乱が起き︑松島の

政府に提出しました︒しかし︑これには内務省

があります︒まず︑竹島＝独島は民間人が居住

︵竹島＝独島︶

名は次第に欝陵島を指すようになりました︒

﹃朝が反対しました︒かつて同省は竹島＝独島を版

﹁松島﹂が消えてしまい

一方︑外務省の認識も同様で︑明治初年の

できるような島ではなかったし︑また中井が竹
において﹁竹島松島朝

図外とする太政官指令を受けていただけに︑願
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