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2000年以降の竹島/独島に関する日本学界の歴史学研究*
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박병섭, '2000년 이후 독도/竹島 관련 일본학계의 역사학 연구'

＜抄　録＞

独島／竹島に関する日本語の論文にて研究者間の論争が熾烈である。特に池内敏と塚本孝と

の間に熾烈な論争がくり広げられている。両者の見解差は次のとおりである。①17世紀の竹島/独島領

有権に関して｢ 近｣の塚本は、日本は歴史的権原を有したとするが、池内は日本は領有権を放棄し

たと主張する。②塚本の｢松島渡海許可｣説について池内は｢暴論｣と結論づけた。③竹島(欝陵

島)渡海禁止令について、塚本は松島(独島)への渡海は禁じられていないとするが、池内は松島渡

海禁止が含意されていると主張する。④池内は、1740年代の寺社奉行は竹島･松島両島渡海禁制

と認識したと主張するが、塚本は疑問視する。⑤天保竹島渡海禁止令について、池内は松島への渡

航は許されないとするが、塚本は問題ないと主張する。⑥1877年太政官指令にいう竹島外一島の比

定について、池内は竹島(欝陵島)と松島(独島)とするが、｢ 近｣の塚本は竹島も外一島も欝陵

島の可能性が高いと主張する。⑦1900年勅令第41号の石島の比定について｢ 近｣の池内は独島

であろうとするが、｢ 近｣の塚本はこれを独島とするのは韓国政府の解釈にすぎないと主張する。

この池内－塚本論争にて池内の論証は不充分なときもあったが、それを朴炳渉が補完した。池内の

塚本批判に対し、塚本の反論は弱く、両者の論争には収束の気配がみえる。一方、両者の見解が一

致するのは、サンフランシスコ講和条約によって竹島/独島が日本領に確定したという見解である。これ
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に対して朴炳渉は、同条約は竹島/独島の所属についていかなる解釈もしなかったと主張し、同島は

国際法上、ウティ･ポシディティス原則によって、韓国の所属となると主張した。

 

＜キーワード＞　 竹島渡海禁止令、太政官指令、トクソム、サンフランシスコ講和条約、ウティ･ポシ

ディティス

1. はじめに

日本では竹島/独島問題をめぐる研究者間の論争は熾烈であり、お互いに容赦ない批判を加えている。たとえ

ば、下條正男は「竹島問題研究会が調査研究を進める中で、障碍となったものがある。池内敏氏による一

連の‘隠州視聴合記’研究である」と述べた後、池内の解釈を「初歩的なミス」と主張した1)。これに対

して池内はひとつずつ実証的に反論し、下條の主張に対して「学問的にはまったく成り立たない感情論

でしかない」と反駁した2)。彼らの研究を注視していた内藤正中は下條とほぼ同じような見解をもっていた

が、後に自説を変えて池内の見解を支持した3)。

下條は内藤に対して「内藤正中氏の竹島[独島]研究は、竹島問題の本質を歪め続けてきた。曲

学阿世、内藤氏の竹島研究の問題点はそこにある」と批判した4)。彼は、内藤が世間におもねて学問

を曲げているとみたのである。こうした主張は批判というより中傷というべきであろう。下條の口調は 近も

相変わらずである。彼は、朴炳渉が『朝鮮史研究会会報』にて池内は1900年勅令第41号に記され

た石島に対する見解を変更したと書いた記事に対して「朴炳渉氏は『朝鮮史研究会会報』の書評欄

を利用し、｢勅令の石島は竹島=独島である｣とするプロパガンダをしたのである」と非難した5)。

近では塚本孝に対する池内敏の批判が注目される。池内は塚本の「松島渡海許可」説に対

して｢無理な主張｣、｢こうした空疎な史料解釈で外務省見解の穴埋めをするのは無理というものである

｣と批判した6)。また、塚本の1877年太政官指令に関する主張に対しても池内は｢無理な論証｣、｢こう

した｢論証｣は学問的な営為ではない。歴史的事実の生起した前後関係を無視して自分勝手な想像

を膨らませることは｢総合的な検討｣などではない。不要･不当な混乱を議論の現場に持ち込んでいる

だけのことである｣7)と厳しく批判した。こうした主張に対する塚本の反論はまだないようである。

一方、池内の研究に対しては政治学者である木村幹が批判した。木村は池内の著書『竹島問

1) 島根県竹島問題研究会, ｢竹島問題に関する調査研究｣最終報告書, 島根県竹島問題研究会, 2007, 3-4頁。
2) 池内敏, 竹島問題とは何か, 名古屋大学出版会, 2012, 103頁。
3) 内藤正中･金柄烈, 史的検証 竹島/独島, 岩波書店, 2007, 22頁。
4) 下條正男, 「続 竹島問題研究の課題」現代コリア, 2005a, 7/8月号, 21頁。
5) 下條正男, ｢実事求是 第51回, 慶尚北道独島史料研究会編『竹島問題100問100答批判2』に対する批判(1)｣, 

2017年12月21日掲載.

　　https://www.pref.shimane.lg.jp/admin/pref/takeshima/web-takeshima/takeshima04/takeshima04-2/jitsuji-51.html

6) 池内敏, 竹島―もうひとつの日韓関係史, 中公新書, 2016, 63頁。
7) 池内敏, 同上書, 120-122頁。
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題とは何か』に対する書評にて「韓国側の史料に対しては、その大半が既に先行研究において触れら

れたものとなっており、特段の史料的新しさは存在しない。むしろ、この点における著者の分析は、韓国側

の文献やその解釈の信憑性を日本側の史料により検討する事に重きが置かれているように見える」と

批判した。また、現代史に関しては「 も重要な事は、前近代に関わる分析においては日本国内に存

在する多様な史料を用いた史料間の相互検証が綿密に行われているのに対し、20世紀以降、特に

第二次世界大戦以後に関わる部分においては、既知の限定された数の史料の内容が整理されてい

るに過ぎず、表面的な分析となっている」と批判した8)。池内はこうした批判をほとんど無視し、その後の

著書『竹島―もうひとつの日韓関係史』に反映しなかった。木村の批判を参考にし、朴炳渉は池内の

後者の著書を具体的に批判した9)。こうした批判を聞いたのか、池内は今後の研究は自分の専門であ

る現代以前の日本史に限定するという意向を明らかにした10)。

池内以外にも研究者は研究発表に慎重になった影響があったのか、日本語で発表された独島の

論文数は2017年から＜図1＞のように減り、2019年には７篇程度にとどまった11)。本稿は日本語で発

表された論文中で特に争点になった研究を中心に紹介する。具体的な争点は、①17世紀の独島/竹

島領有権、②「松島渡海許可」説、③竹島渡海禁止令、④寺社奉行の松島認識、⑤天保竹島

一件、⑥1877年太政官指令、⑦1900年勅令第41号の石島、⑧SCAPIN-677とサンフランシスコ講

和条約である。

本稿にて「竹島」は江戸時代の呼称にしたがい基本的に欝陵島を指し、松島は独島を指す。「竹

島」が独島を指すときは竹島[独島]と表記する。また、引用文にて( )内は原文どおりであり、[ ]内は

筆者の注である。

8) 木村幹, ｢池内敏著 竹島問題とは何か｣, 東洋史研究, 2014, 663頁。
9) 朴炳渉, ｢池内敏 竹島―もうひとつの日韓関係史｣, 獨島研究』第20号, 2016b, 282頁。
10) 朝鮮史研究会月例会(2017.5.20)における池内敏の発言。
11) 出典: 下記サイト＜竹島＝独島論争(資料集)＞の「論文･研究書一覧表」をもとに作成した。

http://www.kr-jp.net/toshokan/zasshi.html
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＜図1＞2001-2019年に発表された日本語の論文数

2.　17世紀の独島/竹島領有権

2008年、日本外務省はパンフレット『竹島問題を理解するための10のポイント』にて日本は「17世紀

半ばには竹島の領有権を確立しました」と主張した。また、2016年に発行した『竹島問題に関する10の

ポイント』も同様である。しかし、この主張を支持する研究者は誰もいない。

下條正男は外務省の主張を批判して「島根県が2月22日を‘竹島[独島]の日’としたのは、明治38

年(1905年)1月28日の閣議決定で‘無主地’であった無人島に竹島と命名し、それを先占して、2月

22日付けの‘島根県告示第40号’で、島根県隠岐島司の所管としたからである。外務省のパンフレット

が主張するように、江戸時代に竹島[独島]の領土権を確立して、明治になってそれを再確認したとの

見方をとっていない」12)と主張した。ただ、彼は独島が日本固有の領土であるとする外務省の主張を支

持する。その理由は外務省と違って「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もので、竹島は1905年から日本の実効支配下にあった。無主の地を編入した日

本には、竹島を固有の領土とする資格はある」13)というのである。下條はしばしば自己の見解を何の説

明もなく変更するが、この見解だけは揺るぎない。

また、独島を日本領とみる塚本孝は、2010年には独島を無主地とみて「竹島[独島]は、日本による

編入措置の時点で日韓いずれの国にとっても、‘古来の領土’でなく、韓国（または他の国）による先占

も完成していなかったから国際法上は無主地であったといえる」14)と主張した。しかし、塚本は2017年に

12) 下條正男, ｢歴史認識問題としての竹島問題を何故、解決できないのか｣,『歴史認識問題研究』　4号, 2019, 111
頁。

13) 下條正男, ｢実事求是、第20回｢東北アジア歴史財団｣の愚挙｣, 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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は見解を変え、日本は17世紀に竹島[独島]に対する歴史的権原をもったが、領有権までは確立しな

かったと主張した。彼は歴史的権原はその後も適切に対処しなければ他国に領有権が移り得るという

事情を考慮し、日本の竹島/独島に対する領有権を次のように主張した。

17世紀に日本人が竹島[独島]で漁をしていたことについていえば、民間人が島を利用していた

だけでは国家の領有権原は生じないが、大谷･村川両家の活動の場合には政府が特に許可を

していたので、当該許可を国家の行為としてカウントできる。ただし、上記元禄の欝陵島出漁をめぐ

る日朝交渉に関連して行われた幕府の照会に対し、鳥取藩が松島（今日の竹島[独島]）は

（鳥取藩の治める）因幡･伯耆両国に属しないと回答した記録があるので、日本の領有意思が

どれほど強固なものであったのか、疑問がないわけではない。また、欝陵島渡航禁止後も今日の竹

島[独島]への渡航が禁止されなかったとしても、欝陵島へ行くことがなくなった結果（今日の竹島

[独島]単独では利益が見込めず)、その後二百年間にわたり竹島[独島]で政府公認の漁が

行われた記録はない･･･[中略]

日本の竹島[独島]に対する歴史的権原は、もし将来実効的占有に基づく領土主張が生じ

ればそれに譲ることになる可能性のあるものの、競合する主張がない場合には領有権を確立する

に充分でも紛争が生じた場合にこれだけでは不充分とされる可能性があり近代的な権原によって

置換補強されるべきものであったとも考えられる15)。

このように塚本は竹島[独島]に対する日本の歴史的権原が持続的であったと断言できないため、

20世紀に近代的な権原に置換されてこそ領有権が確立したと主張した。

一方、池内敏は「遅くとも一七世紀末にはわが国の竹島[独島]に対する領有権は存在しない。し

たがって、日本パンフにいう見解は成り立たない」16)と主張した。その理由は、①1696年に幕府は松島

（独島）が鳥取藩に属さないとする回答書をもとにして竹島（欝陵島）渡海禁止令をくだしたので禁止

令は松島渡海禁止を含意する、②竹島（欝陵島）渡海が禁止されたら松島の活用は経済的にあり

得ないなどというのである。

3.「松島渡海許可」説

日本で第二の争点は塚本孝が主張する「松島渡海許可」説である。もし、松島（独島）での漁

猟が幕府の許可のもとになされたのなら、幕府は松島（独島）に対して領有意思、あるいは奪取意図を

もって主権を行使したとみることができよう。こうした効果をねらって川上健三はかつて幕府が17世紀半ば

に「松島渡海免許」を発給したと主張した17)。この見解をもとにして外務省は韓国政府へ送った「日

14) 塚本孝, ｢日本の領域確定における近代国際法の適用事例｣, 東アジア近代史,　2000, 89頁。
15) 塚本孝, ｢国際法的見地から見た竹島問題｣、不条理とたたかう, 拓殖大学, 2017, 141-142頁。引用文にて塚

本の注は省略する。
16) 池内敏, 前掲書, 2016, 81頁。
17) 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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本政府見解4」(1962.7.)にて初めて竹島（独島）を日本固有の領土であると主張した。

この免許の存在を 初に否定したのが他ならぬ塚本孝である18)。しかし、塚本は2011年には渡海

免許の代わりに「松島渡海許可」説を主張した19)。その根拠はかつて川上が渡海免許説の根拠の

ひとつにした亀山庄左衛門の書状である。塚本は「大谷･村川家と幕府の仲介をしていた阿倍四郎

五郎という旗本の家来、亀山庄左衛門の大谷九右衛門勝実宛ての書簡(1660)に、来年から大谷

船が松島へ渡海することにつき四郎五郎が老中20)の内意を得たとあるので、記録上、1661年以降

は、今日の竹島[独島]についても幕府の公認の下に渡航していたことがわかる」21)と主張した。

この説に対して池内は「名前も明らかにならない某老中の‘内意’をもって‘幕府の公認’, ‘幕府の

許可’とするのは暴論。おまけにこの史料にいう‘内意’それ自体が、ひょっとすると阿部四郎五郎正之の

裁量でそのように述べたにすぎない架空の作為である可能性すら否定できないことは、川上自身が述

べている。こうした空疎な史料解釈で外務省見解の穴埋めをするのは無理というものである」22)と批判

した。

さらに、池内は「[塚本は]松島にも幕府の許諾･公認のあったことを是が非でも論じたい気持ちが

先に立つのであろう。しかしながら、史実は史料から組み立てなければならない」23)としつつ、「老中の

内意」を徹底的に究明した。池内は、「老中の内意を得た」という事実そのものがなかった、この文言は

代替わりを終えたばかりの阿部家が従前どおりに大谷家･村川家の調整役たる地位に留まり、それに

由来する利権を確保し続けるために老中の権威を利用した修飾に過ぎない、「老中の内意」を歴史

的事実と誤認してはならないと主張した24)。これに対する塚本の反論はまだないようである。

ところで「老中の内意」を記した亀山書状は「来年より竹島のうち松島へあなたの舟がお渡りになる

筈であることを先年、四郎五郎が御老中様へ御内意を得ました」25)とするのである。この文から判るよう

に、幕府の官僚や渡海関係者らは松島を竹島の内にある島、すなわち竹島の付属島とみていた。この

書状以外にも大谷家の記録に松島は「竹嶋渡海筋松嶋」「竹嶋近所之小嶋」などと記録された。

したがって、竹島渡海免許をもった漁民が竹島付属の島、あるいは途中にある松島に渡海するのは幕

府に対して何の問題もなかった。実際に村川家は何の許可もなく松島に渡海していた。それにもかかわ

らず亀山書状にみられるように村川家が阿倍およびその家臣を動かして大谷家を松島渡海事業に引

き込もうとしたのは、制約が多い松島漁猟が大谷家にとって負担にならざるを得なかったので説得が容

易でなかったためである。結局、大谷家も竹島でのアシカ猟が思わしくなかったため、亀山の説得を受け

18) 塚本孝, ｢竹島領有権問題の経緯｣, 調査と情報 244号, 1994, 1頁; 同第2版(289号), 1996, 2頁; 同第3版
(701号), 2011, 2頁。

19) 同上書の第3版、2頁の注6に「正式に許可されたのは寛文元(1661)年ころと考証されている。川上、前掲書、
pp.73-83」と記されている。

20) 老中は平常時に幕府の最高執権者であり、3-4名で構成される。
21) 島根県竹島問題研究会, 竹島問題100問100答, ワック, 2014, 142頁。
22) 池内敏, 2016, 前掲書, 63頁。[韓国語の原文では366頁とあるが、63頁に訂正する]
23) 池内敏, ｢17世紀竹島漁業史のために｣, 名古屋大学人文学研究論集 第2号, 2019a, 366(十六)頁。
24) 池内敏, ｢｢老中の内意｣考｣, 日本史研究 682号, 2019b, 67頁。
25) 原文は, “来年より竹嶋之内松嶋へ貴様舟御渡之筈ニ御座候旨 先年四郎五郎御老中様へ得御内意申候”であ

る。亀山書状は、東京大学史料編纂所が所蔵する大谷氏舊記 三に筆写されている。 
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入れて松島での漁猟を1661年から始めたのである26)。

4. 竹島(欝陵島)渡海禁止令

日本で第三の争点は1696(元祿9)年にくだされた幕府の竹島(欝陵島)渡海禁止令の解釈をめ

ぐる問題である。幕府は竹島一件(欝陵島争界)の結果、鳥取藩に竹島への渡海を禁止し、これを

知らせる外交文書を対馬藩から朝鮮政府へ送らせた。この渡海禁止令に松島(独島)の名がなかっ

たため、日本では松島への渡海が禁止されたのかどうか論争になっている。塚本孝は外務省パンフの

見解を支持してこう主張した。

上記[1699年に朝鮮へ伝えた]口上之覚にあるとおり、幕府か渡航を禁じたのは「近年朝鮮

人まかり渡り（両国漁民が）入り交じった」ことが問題だからであり、今日の竹島[独島]については

そのような問題がないので、渡海禁止の対象は往時の竹島（欝陵島）であって、欝陵島「方面」

として今日の竹島[独島]を含ませることはできない27)。

これに対して池内は、渡海禁止令が鳥取藩の回答、すなわち松島は鳥取藩領でないという回答を

ふまえて出されたので、文面に明記されてなくとも禁止令は松島への渡海禁止を含意すると主張し

た28)。池内のいう回答書とは『竹嶋之書附』に記録された鳥取藩の 初の回答書である。同藩は老

中の質問に対し、元禄8年(1695)12月25日、「竹島は因幡･伯耆の付属ではありません･･･竹島･松

島その他、両国[因幡･伯耆]へ付属の島はありません」と回答したのである29)。

この回答書に登場した松島に関して老中は二回目の質問をしたが、この回答書に対する池内の解

釈には問題がある。この回答書は「松島はいずれの国にも属さないと聞いています」30)と記したが、池

内は「いずれの国」を因幡･伯耆と狭く解釈し、鳥取藩は「松島は因幡･伯耆いずれの国に付属する

島というわけでもない」31)と回答したと主張した。

一方、塚本孝は「いずれの国」は因幡･伯耆両国か、または日本の他の国のいずれにも属さない

旨を述べたものとも解されると主張し32)、確定的な結論をださなかった。これに対して竹内猛は、鳥取藩

は自藩領については 初の回答書のように断定的に回答できるが、二回目の回答書は自藩領以外

26) 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, 2012, 24-25頁。
27) 塚本孝, ｢竹島領有権をめぐる韓国政府の主張について｣, 東海法学　52号, 2016, 74(85)頁。
28) 池内敏, 2016, 前掲書, 75-76頁。
29) 竹嶋之書附(鳥取県立博物館所藏)の原文は｢竹嶋は因幡伯耆附属ニては無御座候･･･竹嶋松嶋其外両国え附属の

嶋無御座侯事｣。
30) 原文は, “松島は何れの国え付候島にても無御座由承候” この文は 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｣および礒竹島覺書, 松平伯耆守の｢覺｣に記録されている。
31) 池内敏, 竹島問題とは何か, 名古屋大学出版会, 2012, 27頁; 池内敏, 2016, 前掲書, 75頁。
32) 塚本孝, ｢竹島関係旧鳥取藩文書および絵図(上)｣, レファレンス 411号, 1985, 87頁。ただし、塚本は下記論

文にて｢いずれの国｣を因幡･伯耆と解釈したが、理由は明らかでない。塚本孝, ｢元祿竹島一件をめぐって｣, 島嶼
研究ジャーナル　２巻２号, 2013, 43頁。
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のことなので伝聞調で回答したとみるべきであり、「いずれの国」は「日本のいずれの国」と解釈すべき

であると主張した33)。このように鳥取藩の二回目の回答書は、竹島･松島を もよく知る鳥取藩が松島

（独島）は日本の領土でないことを明らかにした史料である。これら鳥取藩のふたつの回答書をもとにし

て幕府は竹島渡海禁止令をくだしたので、禁止令には松島も含意されているのである。

塚本の主張が成り立たないことは次のような場合を考えれば容易にわかるであろう。渡海禁止令直

後、仮に大谷らが松島への渡海を申請したとしたら許可されるであろうか？ 鳥取藩は松島が鳥取藩

はおろか日本のどこにも属さないと聞いていると幕府へ回答したので、そうであれば鳥取藩あるいは幕府

は松島への渡海を決して許容しないと考えるのが常識的な判断であろう。塚本の主張はあまりにも無理

なようである。

5. 寺社奉行の松島認識

幕府の松島(独島)認識を直接示す資料は17世紀には見当たらないが、18世紀には存在する。そ

れは2015年に池内が発掘した『村川家文書』34)である。この資料をめぐって池内･塚本論争が展開

されているので、それを見てみよう。

竹島渡海禁止令によって生業を失った大谷家はこれに代わる利権を求め、1740年に江戸へ行

き、寺社奉行ヘ嘆願した。幕府の三大奉行のひとつである寺社奉行は寺社を監督するのみならず、勘

定奉行、江戸町奉行とともに幕府の 高司法機関である評定所を構成し、これを主導する高位の役

職である。

『村川家文書』によれば、1740年(元文5年)に大谷は寺社奉行全員(4名)の集う会合にて竹

島に代わる利権として大坂廻米、および長崎貫物割符連中35)に加わりたいと請願した。これに対して

寺社奉行一同は大谷家が代々竹島(欝陵島)を支配してきたのは重要で価値があることと述べつ

つ、｢竹島･松島両島渡海禁制が命じられて以後は、鳥取藩米子家老36)から扶持でも与えられてき

たのか｣37)と大谷勝房に尋ねた。また、寺社奉行から江戸在勤長崎奉行を訪ねるよう命じられた大谷

勝房は、長崎奉行を訪れ「竹島･松島両島の渡海禁制」を命じられて以後の状況を述べた。池内は

これらの資料から幕閣も大谷家もともに元禄竹島渡海禁令を「竹島(鬱陵島)と松島(竹島)両島

への渡海禁止令」ととらえていたと主張した38)。

これに対して塚本は、寺社奉行の発言は願書に竹島･松島両島の渡海禁制がくだされた後は伯州

33) 竹内猛, 竹島＝独島問題：｢固有の領土｣論の歴史的検討　前編, 報光社, 2010, 45頁。
34) ｢延享元年子五月於江戸表奉願上候一件｣, 村川家文書(写), 米子市立圖書館所蔵,　43-55丁.
35) 長崎貫物割符連中とは下記文献によれば、清国に輸出する乾物（干しアワビ、ナマコ、フカヒレなど、いわゆる

俵物）の集荷を独占的に許可された組織をさす。大西俊輝, 第三部 日本海と竹島, 東洋出版, 2011, 136頁。
36) 家老は各藩の最高執権者であり、3-6名から構成される。鳥取藩の場合、家老の一人である荒尾氏が米子城に常

駐して自主的な「自分手政治」をおこなった。
37) 原文は, “次ニ御尋之趣 竹嶋松嶋両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憫ヲ以渡世仕罷在候

由願書ニ書記シ候段 然者扶持杯請申候哉ト御意被成候”. 池内敏, ｢｢国境｣未満｣, 日本史研究 630号, 2015, 
16-18頁。

38) 池内敏, ｢｢国境｣未満｣, 日本史研究　630号, 2015, 16-18頁。
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(伯耆国)米子の城主からの御憐憫でもって渡世してきたと書かれてあるが、扶持などを請うたのかとい

うものであるとあり、竹島･松島両島禁制という語句は寺社奉行が大谷の願書からの引用であると指

摘した39)。

塚本の異議に対して池内は大谷の願書の原文を調べ、願書には竹島･松島両島渡海禁制なる

語句は見当たらないと指摘した。したがって、寺社奉行も竹島･松島両島渡海禁制と認識して述べた

のであり、塚本の解釈は無理であると主張した。また、塚本は原文にて「扶持などを請[こ]うたのか」と読

んだが、これは「扶持などを請[う]けたのか」と読むべきであると指摘した40)。 

この反論に対して塚本は扶持に関しては「請うたのか」を「請けたのか」に変更したが、寺社奉行の

認識に関しては「文書の全体を通読するとき、奉行所は、由緒の裏付けのため過去の将軍拝謁の記

録を繰ったこと(A12)以外、特に独自の情報を用いたわけではなく、大谷九右衛門勝房が提出した資

料に依拠したように見える。竹嶋･松嶋両島渡海禁制が幕府の認識を示すのか、史実として松嶋への

渡海が禁じられたのか、なお検討の余地があるように思われる」41)と主張した。

寺社奉行の竹嶋･松嶋両島渡海禁制という発言がどこに由来するのか、これを示す史料は発掘

されていないが、いずれにせよ寺社奉行は遅くとも大谷に会ったとき「竹嶋･松嶋両島渡海禁制」という

認識をもったことは確実である。また、塚本は松島への渡海が禁じられたのかどうかを問題にしているが、

竹島渡海禁止令に松島の名はなくとも、禁止令が松島への渡海禁止を含意していることは池内が指

摘したとおりである。

6. 天保竹島一件

日本で第五の争点は天保竹島一件をめぐる問題である。塚本は元禄期の竹島渡海禁止令後も

松島が日本領と認識されてきた根拠としてこの一件を引用した。

天保竹島一件、または八右衛門一件とは、天保期に石見国浜田にて廻船業を営む今津屋八

右衛門42)らが竹島(欝陵島)へ密航して伐木などをおこなって密売した事件である。1836年、幕府は

八右衛門らを逮捕して処刑し、翌年、竹島渡海禁止令を再度発令した。八右衛門は大坂町奉行所

に摘発されたとき、浜田藩家老の家臣橋本三兵衛の教唆どおり、渡航は竹島ではなく松島（独島）

だったと言い逃れを試みた。このため、裁判の判決文にて特に松島が言及され、八右衛門の判決文に

「松島への渡海を名目に竹島へ渡り」と記録された。

この文句に注目した日本政府は、かつて韓国政府へ送った「日本政府見解３」(1956.9.20)にて

この判決文を引用し、松島への渡海は何ら問題なかったので依然として日本領と考えられたと主張し、

39) 塚本孝, 2016, 前掲論文, (73)86-(72)87頁。 
40) 池内敏, ｢日本と韓国の｢固有領土｣論｣, 第1回 芳村獨島研究会 国際学術会議論文集　2018, 122-124頁。
41) 塚本孝, ｢大谷家文書｢乍恐申上候口上之覚―両島渡海禁制に関連して｣, 第4期｢竹島問題に関する調査研究｣最終

報告書, 島根県, 2020, 56頁。
42) 八右衛門の屋号は、史料によって会津屋とされるが、八右衛門は供述調書竹島渡海一件記にてみずから今津屋

と称した。これを含め諸史料を考慮すると今津屋が正しい。くわしくは、森須和男, “天保竹島一件顛末,” 郷土石
見 102号, 2016, 33頁。
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固有領土論の有力な根拠のひとつとした。しかし、外務省は1965年以降は日本に有利なはずの天保

竹島一件について沈黙したまま一切ふれていない。かわりに外務省の見解を引き継いだのが塚本孝で

ある。彼は判決文に「 寄松島へ渡海の名目を以、竹島へ渡り」云々とある。これは竹島（欝陵島）

との対比において、松島が本邦に属するとの認識が行われていた一つの証拠となると主張した43)。

塚本の見解に対し、池内敏は「[天保竹島渡海禁止令が]元祿竹島渡海禁止令を踏まえて発

令されたものである以上は、ここでも継続して日本人の松島（竹島[独島]）渡海が禁止されていること

が明らかである･･･八右衛門が処刑された事実は、橋本三兵衛の教唆が通用しなかったことを意味し

ている」44)と反論した。

しかし、八右衛門が処刑された理由は竹島への密航のためであり、松島の所属問題との関連性は

明らかでない。池内の反論を充分でないとみたのか、塚本は依然として八右衛門の判決文を根拠にし

て「[元禄期]欝陵島への渡航禁止後も今日の竹島[独島]への渡航は禁じられておらず、日本領と

して認識されていたことがわかる」45)と主張した。

池内は、今回の渡海禁止令が元禄期の禁止令を踏まえているとするが、その根拠は禁止令の文

言にある。禁止令は「右の島[竹島]は、むかしは伯州米子の者たちか渡海をし魚漁などを行ってきたと

ころではあったが、元禄のときに[将軍が]朝鮮へ御渡しになり、それ以来、日本人の渡海を停止するよう

命じられた場所である。それがどこであれ異国へ渡海することは重々御制禁であって、これから以後、

右の島についても同様に心得て、渡海をおこなってはならない」と命じた。

ところで、この文言からは天保期の幕府が元禄期以前の竹島は日本領であったと理解していたこと

がわかる。すなわち、幕府は元禄竹島渡海禁止令を誤解して竹島渡海禁止令をくだした。したがって、

天保期の幕府は松島に関する元禄期の幕府の認識をすべて正しく受けついだとは見られない46)。そう

であれば、元禄期の幕府の松島認識を天保期の幕府が正しくふまえたのかどうか精査する必要があ

り、池内の反論は十分でない。

この問題について朴炳渉は次のように主張した47)。八右衛門が松島へ渡海したと供述したので幕

府は松島の所属を判断せざるをえず、以下のように調査して結論を出した。 初に八右衛門を取り調

べた大坂町奉行所は竹島･松島を朝鮮領と判断し、これを示す地図「竹嶋方角図」<図2>を作成

し、八右衛門の供述調書『竹嶋渡海一件記』に添付した。この地図は竹島･松島を朝鮮本土と同じ

く赤色に彩色し日本領と区別した。奉行所は八右衛門がたとえ松島へ渡海したとしても、そこも朝鮮領

なので処罰対象になると判断したのである。

43) 塚本孝, 1994, 前掲書, 3頁; 同 第2版(289号), 1996, 4頁; 同 第3版(701号), 2011, 3頁。
44) 池内敏, 2016, 前掲書, 106-107頁。
45) 塚本孝, 2017, 前掲論文, 141頁。
46) 誤解した背景について池内は、1740年代の大谷家の幕府に対する生業補償の請願にあるとみたが、朴炳渉は下

記論文にて天保竹島一件に由来すると主張した。朴炳渉, ｢天保竹島一件における松島(独島)に対する日本の領有
権論争｣, 韓日關係史研究 67輯, 2020, 254-256頁。

47) 朴炳渉, ｢元祿･天保竹島一件と竹島＝独島の領有権問題｣, 北東アジア文化研究　40号,　2015, 36-38頁。
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＜図2＞大坂町奉行所が作成した「竹嶋方角図」

次に八右衛門を取り調べた評定所は「竹嶋方角図」の認識を確認するため、対馬藩に竹島･松

島の所属を質問した。これに対して対馬藩は「江原道蔚珎県の東海中に蔚陵島という離島があり、日

本では竹島と称しています･･･（中略）松島は、元禄期に老中阿部豊後守様よりお尋ねがあった時、

‘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々の風説で聞いています’48)

と申し上げたことが留書に見えます、竹島同様に日本人が渡って漁をするのが停止された島であると考

えられますが、断定することはお答えしかねます、朝鮮地図をもって考えれば、蔚陵･于山の二島があると

見えます、右の竹島へかの国の漁民たちが渡り、また木材が多い島であると聞き及んで、造船のために

渡るまでで、居住する者はいないようです」などと回答した。こうした回答から評定所は松島を朝鮮領と

判断したであろう。評定所関係者は「竹嶋方角図」をもとにして竹島･松島を朝鮮領に描いた地図

＜図3＞を作成して『朝鮮竹嶋渡航始末記』に添付した。この地図も竹島･松島を朝鮮本土と同じよ

うに赤色に着色して日本領と区別したのである。

これら二枚の地図は以前から日本ではよく知られていたが、日本人研究者は誰も地図の彩色につ

いて言及しなかった。2012年に朴炳渉が彩色にふれた後49)、初めて竹内猛が2014年にこれを確認し

て論文にて言及した50)。これら資料によって、天保期の幕府が松島を朝鮮領と判断したことが確実で

48) ｢對馬島宗家文書｣(韓国国史編纂委員会所蔵)古文書#4013; 池内敏, ｢一七～一九世紀鬱陵島海域の生業と交流｣, 
歴史学研究 756号, 2001, 30頁; 池内敏, 2012, 前掲書, 69頁。

49) 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,　2012, 28頁。
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あり、塚本の主張は成り立たない。

＜図3＞『朝鮮竹島渡航始末記』付属地図

7. 1877年太政官指令

日本で第六の争点は明治時代の太政官指令に関する問題であり、論争が も熾烈である。

50) 竹内猛,　 ｢｢竹島｣編入当時の日本人の領土認識｣, 郷土石見,　 95号 2014, 45-46頁。この論文の53頁にはカ
ラーの地図2枚が掲載されている。
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1877(明治10)年3月、日本の 高統治機関である太政官は内務省が提出した「日本海内竹島外

一島地籍編纂方伺」に対して「竹島外一島」の件は本邦（日本）と関係がないと心得ることという指

令をくだした。

この指令にある「竹島外一島」がどの島を指すのかについて下條正男は自己の主張を何の説明

もなしにしばしば変更した。彼は、①2004年に外一島はどの島を指すのか不明であると記したが、②

2006年に外一島は松島、すなわち竹島[独島]であると記した。ところが、③2007年3月に彼は島根県

が認識した外一島は竹島[独島]であるが、太政官が認識した外一島は欝陵島であったと記した。しか

し、④同年7月には島根県も太政官も外一島を欝陵島であると認識していたと記した51)。⑤ 近、下

條の主張は次のとおりである。太政官指令を文献批判せずに文字どおり解釈すれば、竹島外一島は

「磯竹島略図」に描かれた磯竹島（欝陵島）と松島（現在の竹島[独島]）のこととなる。ところが「当

時、外来の地図及び海図には、竹島（アルゴノート島）と松島（欝陵島）を描いたものと、松島（欝陵

島）とリアンクール列岩（現在の竹島[独島]）が描かれた二種類があったのである。この事実は、太政

官が前者の地図及び海図に依拠して「竹島外一島本邦関係これなし」と判断していたとすれば、

「竹島外一島」の一島（松島）は欝陵島のこととなるのである」52)。このように下條は主張を4回も変更

し、定見がない。また、変更の理由を明らかにしていない。

塚本孝は当初「外一島」は松島、すなわち今日の竹島[独島]を指し、松島も形式的に日本と関

係ないことになったと主張した53)。しかし、 近では見解を変え、島根県が内務省に提出した伺い書に

記録された外一島は松島を指すが、太政官指令にいう外一島は欝陵島を指す可能性が高いと主張

した。その根拠は次のとおりである。内務省が太政官に提出した伺いに添付した書類は17世紀末の日

朝往復文書等であって、現在の竹島[独島]に言及したものはなかった。質問書自体が竹島（欝陵

島）所轄のことについて島根県から別紙の伺出があり調査したところ云々としている。すなわち「内務省

は島根県の伺の表題の‘外一島’や、説明資料にある‘松島’のことを無視している」。一方、当時は竹

島も松島も欝陵島を指し、1881年に島根県が内務省に提出した「日本海内松島開墾之儀に付

伺」に対する外務省意見書に‘朝鮮国蔚陵島即竹島松島’と記載された。さらに翌年、内務省が島

根県に送った回答書に‘書面松島の儀は 前指令の通本邦関係これ無義’と記載された。このように

「史料を総合的に検討すると、1877年の太政官指令は、竹島（現在の欝陵島）および名称上いまひ

とつの島（松島、これも欝陵島）について本邦無関係としたものである可能性が高い」と塚本は主張し

た54)。

塚本は、「内務省は島根県の伺の表題の‘外一島’や、説明資料にある‘松島’のことを無視してい

る」と主張したが、これは疑問である。太政官の記録である『太政類典』第二篇第九十六巻に記され

た文書「日本海内竹島外一島を版図外と定む」をみると、そこには島根県が内務省へ提出した伺書

がそのまま筆写されている。したがって、内務省が島根県の伺書を添付文書として提出したことは明らか

である。太政官は島根県の伺書を筆写したなかで松島について「次に一島あり　 松島とよぶ　 周囲

51) 朴炳渉, ｢下條正男の論説を分析する｣, 獨島研究　第4号, 2008, 89-90頁。
52) 下條正男, 韓国の竹島教育の現状とその問題点, 第4期島根県竹島問題研究会, 2018, 59-64頁。
53) 塚本孝, 1994, 前掲論文, 5頁。
54) 島根県竹島問題研究会, 2014, 前掲書, 191-192頁。
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三十町許 竹島と同一線路にあり　隠岐を距る八十里許　樹竹希なり　亦魚獣を産す」と『太政

類典』に記録した。塚本は内務省の伺書一式の構成を誤認したうえで内務省は「‘松島’のことを無視

している」と主張したのであろう。しかし、事実は内務省や太政官は松島に関する上の説明を認識したう

えで「竹島外一島」を本邦無関係と指令したのである。

塚本の見解に対し、池内敏が徹底的に反論した。池内は内務省の質問書に添付された一連の

文書と地図から島根県が竹島と松島を一括りとして伺い書を出したことが明らかである以上は、内務

省の「日本海内竹島外一島地籍編纂方伺」と題された伺書にいう竹島外一島が竹島（欝陵島）と

松島（独島）を指すことには議論の余地がないと主張した。また、池内は日本政府が松島をきちんと把

握していたのかどうかについては内務省地理局が作成した『礒竹島覚書』をあげて反論した。同書は元

禄竹島渡海禁止令の契機になった鳥取藩の回答書などを収録し、竹島･松島が鳥取藩に属さない

と明らかにしている。したがって、内務省は松島に関しても充分な調査をおこない、政府中央は竹島･松

島が日本領でないことを主体的に判断したと主張した55)。 

しかし、池内の論証は充分ではなかった。『礒竹島覚書』の作成時点が確かに内務省が太政官

に伺書を提出した3月17日以前であったという証明がなされなかったからである。池内の弱点を朴炳渉

が補完した。池内が引用した文献は表紙に『礒竹島覚書／地理局』と書かれてあるが、こうした文書

の表紙は傷むと取り替えられるので、内表紙が重要である。内表紙は「礒竹島覚書 全」と書かれ、そ

の横に「地理寮印」の朱印が押されている。地理寮は1877年1月11日に名称を地理局に変更した。し

たがって『礒竹島覚書』は内務省が伺書を太政官へ提出する前に作成されたことが確実であり、池

内の主張には何の問題もない56)。

しかし、それよりも決定的なのは同じく国立公文書館が所蔵する『礒竹島覚書 完』である57)。この資

料には内表紙がなく、末尾に「明治八年八月八日　 中邨元起」と書かれて「元起」の朱印が押さ

れている。それ以外の内容は先の『礒竹島覚書 地理局』とほとんど同じである。中邨元起は内務省

地理寮にて日本地誌を編纂する過程で『礒竹島覚書 完』を作成したのである。ところで、地理寮の

中で中邨が属する地誌課だけは1875年9月太政官正院修史局に移り地誌掛となった。翌年9月、島

根県から竹島外一島に関する伺書が内務省に提出された。これを審査するのに内務省地理寮は太

政官にある『礒竹島覚書　 完』が必要になり、その写本『礒竹島覚書 全』（表紙は『礒竹島覚書 

地理局』）を作成したと思われる。この資料などをもとにして内務省は竹島外一島、すなわち欝陵島と

独島を日本と関係ないと判断し、これを確認する伺書を太政官に提出した。塚本は「太政官が内務

省の判断とは別に独自の調査をしたことは考えにくい」と記したが58)、内務省地誌課をそっくり受け入れ

て『礒竹島覚書 完』を有する太政官こそ竹島･松島を もよく熟知する機関であった。そのため、太政

官は内務省の「日本海内竹島外一島地籍編纂方伺」に対して「版図の取捨は重大の事件」であ

るにもかかわらず、わずか３日で迅速に竹島外一島を本邦関係なしとする指令案を作成することが可

能であった。結局、内務省および太政官など日本政府中央は主体的に松島（独島）の所属を判断

55) 池内敏, 2016, 前掲書, 112-114頁。
56) 朴炳渉, 2016b, 前掲論文, 305頁。 
57) 朴炳渉, ｢明治政府の竹島＝独島調査｣, 北東アジア文化研究 41号, 2016a, 55-56頁。
58) 塚本孝, 2013, 前掲論文, 50頁。
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して日本と無関係であると決定したのである。

また、池内は太政官などが主体的に松島を判断したことを示す資料として『地学雑誌』をあげた。す

なわち、池内は1905年に地理学者の田中阿歌麻呂が学術誌『地学雑誌』に書いた記事を提示し

た。その内容は「明治初年に[太政官]正院地理課[地誌掛の誤りか]に於いて其の本邦の領有たる

ことを全然非認したるを以て、其の後の出版にかヽる地図は多く其の所在をも示さざるが如し」というもの

である。これらによって池内は「日本海内竹島外一島地籍編纂方伺」の解釈と評価について、もはや

これ以上論議する必要を全く感じないとの結論をだした59)。

結局、塚本の見解、すなわち内務省は島根県伺書にある松島を無視したとか、太政官は独自の

調査をしなかったとかいう見解は完全に否定される。こうした塚本の姿勢を池内はこう批判した。塚本の

「論証」の問題点は、まず竹島･松島の重大なすり替えがなされていること、そして同時代史料にもとづく

確定を避けて後年の史料を援用して誤った推理をおこなったことであると指摘した。そのうえで池内は「塚

本は自らの論証過程を‘史料を総合的に検討’したものと述べるが、その実は、史料の恣意的な切り取

り、継ぎはぎによって正反対の結論を導いてみせたにすぎない。こうした‘論証’は学問的な営為ではない。

歴史的事実の生起した前後関係を無視して自分勝手な想像を膨らませることは‘総合的な検討’など

ではない。不要･不当な混乱を議論の現場に持ち込んでいるだけのことである」60)と厳しく批判した。こ

れに対する塚本の反論はまだないようである。

8. 1900年勅令第41号の石島

日本で第七の争点は、1900年勅令第41号に登場する石島である。この勅令は欝島郡を新設し、

その範囲を欝陵全島･竹島･石島とした。独島領有権問題にてこの勅令の意義を下條正男は「もしそ

の石島が韓国側の主張通り竹島[独島]とすれば、竹島[独島]が島根県に編入された1905年よりも

早く、竹島[独島]は韓国領となっていた。そうなれば日本政府による竹島[独島]の島根県編入は、韓

国側の主張通り違法行為となる」61)と主張した。また、塚本孝も勅令のいう石島が独島なら「日本が

竹島を領土編入し、島根県の管轄下においた1905年より前にこの島を欝陵島の管轄区域としたことに

なる」62)と指摘した。このように石島が独島かどうかは重要な問題である。

この問題に対し、多くの日本人研究者は石島を独島であるとみた。梶村秀樹63)、大西俊輝64)、

内藤正中65)らがそうである。塚本孝は、2000年には石島を欝島郡守沈興沢と関連づけ「郡守が該

島を「本郡所属」としたのは、先の勅令の第2条に「郡庁位置は台霞洞に定め区域は欝島全島と竹

島石島を管轄する事」とあったことによる（石を方言でトクということから独に通じるという）と考えられ

59) 池内敏, 2016, 前掲書, 117頁。
60) 池内敏, 2016, 前掲書, 120-122頁。
61) 下條正男, ｢竹島｣その歴史と領土問題, 竹島･北方領土返還要求島根県会議, 2005b, 98頁。
62) 島根県竹島問題研究会, 2014, 前掲書, 194頁。
63) 梶村秀樹, ｢竹島問題と日本国家｣, 朝鮮研究 182号, 1978, 23頁。
64) 大西俊輝, 日本海と竹島,　東洋出版, 2003, 72頁。
65) 内藤正中, 竹島(鬱陵島)をめぐる日朝関係史, 多賀出版, 2000, 177頁。
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る」66)として石島を独島であるとみた。しかし、2016年に塚本はこの論文を忘れたかのように「[勅令第41

号]原文にあるのは‘石島’であり、これを独島(竹島)と結びつけるのは韓国政府の解釈に過ぎない」

「[韓国政府の音韻変化説は]勅令に‘石島’とあることの説明になっていない。韓国政府の説明によ

れば、竹島[独島]は古来于山（島）ではなかったか」67)と書き、外務省のパンフレットと似た主張をし

た。過去の自分の主張に対して何の説明もない。

一方、下條は石島に対する主張を何度も変えた。下條は、①1999年には韓国人は独島を知らな

かったので石島は観音島であると主張したが、②2004年には石島はどこを指すのかわからないと主張

し、③2006年にはふたたび石島は観音島であると主張した68)。しかるに、④2009年には石島を双項礁

とした。しかし、双項礁は観音島東方にある双頂礁の誤読である。これは暗礁であり、石島ではない69)。

下條はこの間違いに気づいたのか、⑤ 近では石島をふたたび観音島とした70)。このように下條は4回

も主張を変え、定見がない。また、主張を変えた理由も明らかにしていない。

舩杉力修は、石島を観音島であると主張した。その論証法が独特である。舩杉は観光遊覧船に

乗って欝陵島周囲を一周した結果「欝陵島の周辺には、岩が多く存在しているが、現地調査の結

果、島は、竹嶼、観音島しか確認されなかった。また島と岩とは外観上も明確に区別された。韓国側の

主張で、欝陵島の周辺では島と岩とは区別がつかないというのは明確に間違った指摘であるといえる。

したがって、石島は観音島である可能性が高いことが明らかになった」71)と主張した。学術的には石島

の比定は史料からなされるべきなのに、彼は観光遊覧船からの観察によって石島の比定をおこなった。

舩杉の主張は学術的な研究とは無縁であろう。

池内敏は、2012年に「石島が竹島[独島]と一致することが直接的に証明されたことは、これまで

一度もない」「石島は独島にふさわしいなどという発想は1900年当時には見出せない」72)とし、‘石島

＝独島’説は“到底成り立たない謬論”であると考えた。しかし、池内は『民国日報』(1962.3.19)73)に

掲載された記事に対し、金允三老人がトルソム（돌섬）にてアシカ猟を1894年ころからおこなったという

回想は資料的価値は必ずしも高くないが、勅令のいう石島が独島と一致する可能性につながりうると

述べた後、それでも次の二つの問題点を解決しなければならないと主張した74)。問題点は、①大韓帝

国学部が発行した地図に見える于山島が独島を指すのなら勅令第41号はなぜ「于山島」という名称

を使用しなかったのか？②1906年に沈興沢などはなぜ勅令第41号にある石島の名称を使わないで公

文書に独島の名称を使用したのか、その経緯を整合的に説明できるかという点である。

66) 塚本孝, ｢日本の領域確定における近代国際法の適用事例｣, 東アジア近代史 第3号, 2000, 89頁。
67) 塚本孝, 2016, 前掲論文, 68(91)頁。
68) 朴炳渉, ｢下條正男の論説を分析する｣, 獨島研究　第4号, 2008, 81-83頁。
69) 朴炳渉, ｢下條正男の論説を分析する｣, 獨島研究　第7号, 2009, 104頁(日本語), 132-136頁(韓国語).
70) 下條正男, 韓国の竹島教育の現状とその問題点, 第4期島根県竹島問題研究会, 2018, 73-74頁。
71) 舩杉力修, ｢絵図･地図からみる竹島(Ⅱ)｣, ｢竹島問題に関する調査研究｣最終報告書　 島根県竹島問題研究会, 

2007, 172頁。
72) 池内敏, 2012, 前掲書, 304, 244頁。
73) 記事の日付を20日とみる論文もあるが、池内の検討によれば19日が正しいという。池内敏, 2016, 前掲書, 

184-185頁。
74) 池内敏, 2016, 前掲書, 184-185頁。
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こうした問題に関し、朴炳渉は2010年にこう主張した75)。石島とトルソム（돌섬）の関係を考えるうえ

で参考になるのは韓国各地にある石島の当時の呼称である。日本水路部が発行した『朝鮮水路

誌』第２改版(1907)および『日本水路誌』第６巻(1911)などには韓国各地の石島が７か所記載さ

れているが、これらの中で５か所の石島には日本語のフリガナがつけられていて当時の呼称を知ることが

できる。忠清南道庇仁湾にある石島２か所には「トルソム」と「マクソム」、京畿道漢江口にある石島は

「トルソム」、黄海北道大東湾の石島は「トリソム」、全羅南道所安郡島の石島は「トヽクソム」というフリ

ガナがつけられている。このように石島はすべて석도(Sok do）と音読されたのではなく、訓読された。こ

れらトルソムやトリソムは돌섬（Tol seom)の日本語表記である。マクソムは「末端にある島」という意味

の막섬(Mak seom)の日本語表記のようである。これは同じ庇仁湾にあるトルソムと区別するためにこの

ような呼称になったと考えられる。また、全羅南道にあるトヽクソムは독섬(Tok seom)の日本語表記のよ

うである。実際、この島は『韓國地名總覽』(1984)に「독섬(石島)」と表記されている。このように韓

国では一般的に돌섬(Tol seom)または독섬(Tok seom)の漢字表記は石島である。こうした慣行を

考慮すると勅令第41号の石島の呼称は訓読され、主に欝陵島民の多数を占めた全羅道民の方言

で독섬(Tok seom)、時には標準語で돌섬(Tol seom)と呼称されたと考えられる。また、光復

(1945)後のマスメディアに今日の独島を「독섬(獨島)」と表記された例が多数ある。

また、日本外務省の資料『竹島漁業の変遷』に記録された奥村亮の証言によれば「朝鮮人はラ

ンコ島（竹島[独島]）を独島(トクソン)と言っていたが、内地人と会話するときは‘ランコ’島と言ってい

た」とされる。トクソンは독섬(Tok seom)の日本語表記であろう。奥村亮および父親の平太郎らは

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。奥村亮の

証言によってランコ島＝独島（トクソン）＝독섬(Tok seom)の関係が成立し、トクソンは독섬(Tok 

seom)につながる。こうした資料を総合的に考慮すると岩島の意味で呼んだ독섬(Tok seom)あるいは

돌섬(Tol seom)が勅令第41号に石島という漢字で表記されたとみられる。その後、欝陵島にて全羅

道以外の者が増えるにしたがって독섬(Tok seom)を石島と漢字で表記するのが避けられたのか、漢

字の表記が独島に変わったようである。独島の表記は「軍艦新高行動日誌」(1904)にみられるのを

始め、1906年に欝島郡守である沈興沢の報告書、およびこれに対する参政大臣朴斉純の指令3号

などにみられる76)。

 一方、勅令第41号になぜ于山島の名がないのかという疑問に対し、朴炳渉はこう主張した。于山

島は欝陵島争界（元禄竹島一件）以後、海禁･捜討政策が続くなか、その位置や存在が次第に曖

昧になっていった。1882年に欝陵島検察使李奎遠は王命を受けて于山島を探索したが確認できな

かった。李奎遠は欝陵島住民から于山島や松竹島は近くにある小さな島であると聞いて船で欝陵島

を一周した。また、高いところにのぼって周囲を見回したが于山島を発見できず、竹島(댓섬)と島項

(섬목, 観音島)を確認したのみであった。また、欝陵島に住む朝鮮人と日本人は1900年ころ共同で

于山島を探索したが、発見できなかった。さらに1913年にも于山島の探索計画があったが、先の于山

島探索が失敗したことがわかったために計画が中止された。このように、官撰書にしばしば記載された于

山島は大韓帝国時代には所在のわからない伝説の島になってしまった。このため、所在のわからない于

75) 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, 2010, 45-54頁。
76) 同上論文, 45-46頁。
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山島は勅令など法令に掲載することができなかった。かわりに実在が確認された독섬(Tok seom)が

勅令に石島の表記で記載されたのである77)。

以上のような論証を考慮したのか、池内は‘石島＝独島’説は到底成り立たない謬論という見解を

修正するようになった。彼は「‘トルソム（石島）－トクソム（石島／独島）－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」78)が示されたと主張した。池内が掲げた文献は奥村亮の証言を

記録した先の『竹島漁業の変遷』である。

また、池内は「勅令第41号の石島はどの島である可能性がもっとも高いとお考えでしょうか？という

質問に対し、そのように質問されると、竹島＝独島であると答えざるを得ない」79)と回答した。これは画期

的な変化である。池内は独島問題において影響力の大きい歴史学者なので、この消息は注目をあび

た。下條正男は、この消息を韓国側の隠れた宣伝工作とみて次のように記した。

韓国側の隠れた宣伝工作だけは、巧みに行われている。[池内の2016年の著書に対する]書

評を書いた朴炳渉氏は、朝鮮史研究会の5月例会（2017年5月20日）で、池内敏氏に「勅令第

41号の石島はどの島である可能性が も高いか?」と質問すると、池内氏は「勅令の石島は竹島

=独島であると答えざるを得ないと回答した」と、書評の 後に特記した。だがその回答は池内氏だ

からで、石島は島項（観音島）であって独島ではない。朴炳渉氏は『朝鮮史研究会会報』の書

評欄を利用し、「勅令の石島は竹島=独島である」とするプロパガンダをしたのである80)。

かつて池内は「1900年10月時点で大韓民国政府として竹島／独島に対する領有意思が明示さ

れたとは見なし難い」「竹島／独島は‘わが国の固有の領土’であるという日本側･韓国側のどちらの

主張も決定的なものとはいえない」81)と主張した。この主張をもとにして中野徹也は、日本の竹島／独

島に対する無主地先占論を主張した82)。しかるにその土台になる池内の見解が基本的に変わったの

であれば、中野の検討は空しいものになり得る。今後、池内の変化がどのような影響を与えるのか注目

される。

9. SCAPIN-677とサンフランシスコ講和条約

77) 同上論文, 53-54頁。
78) 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, ｢竹島(獨島)の活用実態

と領有権｣ , 獨島研究 23号, 2017, 278頁。
79) 朴炳渉, ｢【書評】池内敏 竹島―もうひとつの日韓関係史｣, 朝鮮史研究会会報, 209号, 2017b, 23-24

頁。
80) 下條正男, ｢実事求是 第51回, 慶尚北道独島史料研究会編『竹島問題100問100答批判2』に対する批判(1)｣, 

2017年12月21日掲載.

https://www.pref.shimane.lg.jp/admin/pref/takeshima/web-takeshima/takeshima04/takeshima04-2

/jitsuji-51.html

81) 池内敏,　｢竹島／独島論争とは何か｣, 歴史評論　第733号, 2011, 26 및 31頁。
82) 中野徹也, ｢1905年日本による竹島領土編入措置の法的性質｣, 関西大学法学論集 61巻 5号, 2012, 144-156

頁。



- 19 -

9.1. SCAPIN-677に関する論争

1946年1月、連合国 高司令官(SCAP)総司令部(GHQ)は日本周辺の若干の地域を政治的および

行政的に分離する指令、SCAPIN-677を日本政府へ発した。この指令第3条にてリアンクール岩（独島）、ク

リル（千島）諸島、小クリル(ハボマイ･シコタン)諸島などを日本国の定義から除外した。

このSCAPIN-677に対して日本では誤解が多く、朴炳渉はこう指摘した83)。池内敏は、この指令によって

「日本領域の特定地域に対し、日本政府による政治上または行政上の権力行使ないしは行使の企てが

停止された。その特定領域のなかに竹島[独島]が含まれた」84)と記した。この見解は川上健三の見解と

同じである85)。しかし、SCAPIN-677は「日本領域の特定地域」に適用されるのではなく「日本国外の

地域」に適用されると第1条に規定されている。池内や川上は第1条から誤解している。また、池内や川

上は竹島[独島]を「日本領域の特定地域」とみたが、同島は第3条にて日本国という定義から除外

された島なので「日本領域」ではなく、彼らの解釈は誤りである。

一方、塚本孝は「韓国側の‘連合国軍総司令部覚書によって竹島[独島]は日本領土から除外

された’との主張は誤りである」86)と主張した。これに対して朴炳渉は独島がSCAPINによって「日本国」

という定義から除外されたら日本領土ではないし、実際にSCAPIN-677にて規定された日本国の範囲

を示すSCAP作成の地図「SCAP管轄区域、日本とSouth Korea」<図 4＞にて‘TAKE’(独島)は

‘South Korea’の区域に含まれたと反論した87)。ただ、SCAPIN-677は第6条にて「この指令中の条項

は何れも、ポツダム宣言の第8条にある小島嶼の 終的決定に関する連合国側の政策を示すものと

解釈してはならない」と規定した。日本領土の 終決定は対日講和条約にて決定されるのが原則で

あり、SCAPINはそれまで有効な指令である。

83) 朴炳渉, 2016b, 前掲論文, 316-317頁。
84) 池内敏, 2016, 前掲書, 191頁。
85) 川上健三, 竹島の歴史地理学的研究, 古今書院, 1966, 249頁。
86) 島根県竹島問題研究会, 2014, 前掲書, 98頁。
87) 朴炳渉, ｢サンフランシスコ講和条約と千島･竹島＝独島問題｣, 北東アジア文化研究　38号, 2014, 45-47頁。
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 <図4> SCAP作製地図「SCAP管轄区域、日本とSouth Korea」

9.2. サンフランシスコ講和条約に関する論争

サンフランシスコ講和条約は、第2条にて「日本国は朝鮮の独立を承認し、済州島･巨文島･欝

陵島を含む朝鮮に対するすべての権利･権原および請求権を放棄する」と規定し、独島には言及しな

かった。

この条約に関し、池内は「条約に竹島[独島]が日本領であることが含意されていることは、アメリカ

の説明にもあるようにきわめて明快だ」88)と主張した。池内の言うアメリカの説明とはラスク書簡
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(1951.8.10)とヴァン･フリート報告書(1954)を指す。ラスク書簡は、駐米韓国大使梁祐燦が対日講

和条約草案にて日本が放棄する島に独島を明記するよう要請したのを拒否したアメリカ国務次官補ラ

スク(Dean Rusk)の書簡である。池内はラスクの判断がそのままサンフランシスコ講和条約に反映さ

れたと解釈した。また、ヴァン･フリート報告書は「合衆国は独島(Dokto　 Island)を日本の領土である

と考えるが、紛争への介入は拒否した」と記した。

これに対し、朴炳渉は池内の問題点をこう指摘した89)。池内は、1951年6月に英米両国が対日講

和条約草案を作成した後はアメリカだけが草案を修正して 終草案を作成したと判断したため、ラスク

書簡に示されたアメリカの独島認識がそのまま条約にて決定されたと考えたが、これは誤解である。英米

両国は6月以降も緊密に協議し、アメリカは共同草案を修正するときは必ずイギリスの同意を得て 終

草案を作成した。ところで独島を日本領と見るアメリカの見解は、1953年12月9日付けダレス電文が明

らかにしたように、多くの条約署名国のなかでアメリカ一国の見解に過ぎない。特に共同草案作成の当

事者であるイギリスは独島を日本領外に判断して独自の 終草案を作成していた。したがって、アメリカ

が条約で独島を日本領に規定しようとするなら英米両国が協議して共同草案を修正する必要があっ

た。しかし、そのような作業はなく、英米両国は独島に対する考えが食い違ったまま条約が調印された。し

たがって、サンフランシスコ講和条約では独島が日本領であることが含意されているという池内の主張

は成立しない。

塚本孝もラスク書簡を根拠に「竹島[独島]の日本領土としての地位には第二次世界大戦後も

変動がなかった」90)と主張した。しかし、塚本は独島がSCAPIN-677によって日本国の定義から除外さ

れたことを無視しているが、独島の地位に変動があった。また、塚本はラスク書簡に反論した卞栄泰書

簡に対しても言及もない。この卞栄泰書簡を引用し、朴炳渉は次のように主張した91)。韓国はラスク書

簡の内容を受け入れたのではなく、もちろんこれに反論した。1951年9月21日付け卞栄泰書簡は韓国の

独島領有権の正当性をアメリカ政府に主張した。このように独島に関する韓米協議は進行中であり、そ

の間にアメリカは独島に関して 終結論を出せなかった。もちろん、 終共同草案の作成においてもイ

ギリスと独島に関して協議もしなかった。したがって、英米両国は、独島を日本領に見るアメリカと、日本

領外に見るイギリスの見解が食い違ったままであった。そのような状況下で連合国はダレス電文が明ら

かにしたように、独島に関して何の結論も出さないまま条約を発効させた。したがって、サンフランシスコ講

和条約自体からは独島に関していかなる解釈もできない。

結局、SCAPIN-677によって暫定的に日本国の定義から除外された独島はサンフランシスコ講和

条約からは影響を受けなかった。そうであれば、日本政府は独島がSCAPIN-677にて分離された現状を

条約発効後も留保せざるを得なかった。そのため、竹島[独島]を日本の島嶼外に規定した日本の法

令を講和条約後もそのまま維持した。そればかりか、日本政府は新たに「接受貴金属等の数量の報告

に関する法律」を1952年8月5日に制定し、この施行令「大蔵省令99号」にて竹島[独島]を日本の

付属島嶼に含めないと公布した92)。こうした政策はウティ･ポシディーティス（uti possidetis）原則に

88) 池内敏, 2016, 前掲書, 229頁。
89) 朴炳渉, 2016b, 前掲論文, 320頁。
90) 塚本孝, 2016, 前掲論文, 62(97)頁。
91) 朴炳渉, ｢サンフランシスコ講和条約から洩れた論争中の島々｣, 北東アジア文化研究　第43号, 2017a, 31頁。
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合致する。

ウティ･ポシディーティスとはラテン語であり、英訳すると「as you possess」であるが、この用語は使

い方が変質し、 近では「行政区画線の承継」という意味で使用される。この原則によって歴史的に

中南米諸国が植民地から独立する際にその瞬間の行政区画線が国境線になった。 近ではソ連が

解体して各国が独立したときにその瞬間の行政区画線が国境線になった。各国は独立する瞬間にお

ける既存の行政区画線を承継したのである。

この原則を朴炳渉は韓国および日本の独立に対して次のように適用した93)。韓国の独立は1948

年＊8月15日であり、その瞬間における韓国の行政管轄区域は＜図4＞に示された独島を含む区域

であった。ただし、この区域は旧日本帝国の領域なので日韓間の境界は 終的に対日講和条約に

よって決定されるべきであった。しかし、サンフランシスコ講和条約は独島に関して何の決定もおこなわな

かった。

一方、日本の独立はサンフランシスコ講和条約が発効した1952年4月28日であるが、その瞬間に

おける日本の行政管轄区域はSCAPIN-677などによって規定されたように独島は日本国から除外され

ていた。また、日本政府自身も大蔵省令第4号(1951.2.13)94)や総理府令第24号(1951.6.6)95)などで

竹島[独島]を行政管轄区域から除外し、独立後もその政策を維持した。このように日本が独立する瞬間に

おける日韓両国の行政管轄境界は＜図4＞に示されるように、独島は韓国の行政管轄区域内であった。

したがって、日本･韓国が独立した瞬間にウティ･ポシディティス原則を適用すれば独島は韓国領となる。ま

た、実際にも韓国は独島に獨島遭難漁民慰霊碑を建立するなど、行政措置を及ぼしてきた。

10. おわりに

日本で竹島/独島に関する論文や論説を も多く書いた研究者は下條正男である。下條が書いた論

文･論説の特徴は、自己の主張を何の説明もなしに、しばしば変えたことである。下條は、1877年太政官指

令に対する見解を4回も変えた。また、1900年大韓帝国勅令第41号に登場する石島の比定に関する見解

も４回変え、定見がない。下條はその時々に思いついたままを書いたのか、変更の理由をほとんど明らかにして

いない。下條は「学問的営為｣が疑われる。

一方、「不要･不当な混乱を議論の現場に持ち込んだ」として「学問的営為」を疑われているのが

塚本孝である。塚本も多くの重要な論点で自己の主張を変えた研究者なので、引用する際には注意が必

要である。塚本孝は、①当初は竹島/独島を無主地とみて、竹島[独島]は日韓いずれの国にとっても古来

92) 朴炳渉, ｢サンフランシスコ講和条約後の日本の竹島＝独島政策｣, 北東アジア文化研究　 第42号,　 2016c, 22
頁。

93) 朴炳渉, ｢独島領有権に対する歴史･国際法の学際間研究｣, 2019, 32-36頁（下記サイト)。この論文は＜박병섭, 
｢독도 영유권에 대한 역사･국제법 학제간 연구｣『獨島研究』27号,　2019, pp.7-72＞を翻訳したものである。

　　　　http://www.kr-jp.net/ronbun/park/park-1912j-int.pdf
＊[追記； 韓国語の原文における｢1945年｣を｢1948年｣訂正する]。
94) ｢旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法[1950.12.12]第4条第3項の規定に基く付属の島を

定める省令｣。
95) 「朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令[1951.3.6]の施行に関する総理府令」。
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領土でなく国際法上は無主地であったと主張した。しかし、2017年には日本は17世紀に竹島[独島]に対

する歴史的権原をもっていたと見解を変えた。また、②1877年太政官指令が本邦無関係と指令した竹

島外一島について、当初は竹島は欝陵島で外一島は松島（独島）であると主張した。しかし、2011年

には島根県のいう竹島外一島は欝陵島と松島（独島）だが、政府においては竹島は欝陵島、外一

島も欝陵島と認識された可能性があると主張を変えた。さらに、③1900年大韓帝国勅令第41号の石

島に関し、当初は石島を独島とみなした。しかし、2016年には、勅令第41号の原文にあるのは石島であ

り、これを独島と結びつけるのは韓国政府の解釈に過ぎないと主張した。このように、塚本はかつての自

己の主張を変え、外務省の見解を支持した。したがって、塚本は外務省見解の「穴埋め」をしたという

池内の評も一理あろう。

そうした塚本の姿勢を池内敏は厳しく批判したことはすでに紹介したが、批判はそれだけではなかっ

た。池内は、塚本の上の見解②に対し「誤読の余地がまるでない平易な史料であるにもかかわらず、

曲解を繰り返す人たちはなくならない」「松島（竹島[独島]）が17世紀以来ずっと日本領でありつづけ

てきたと論じたい人たちにとって、この太政官指令は容認しがたい史料である。そのためこの史料にいう‘竹

島外一島’の‘外一島’は松島（竹島）でない、ということを繰り返し強弁する」「[彼らの]‘論証’からは

確かになりふりかまわぬ必死さが伝わってくる。しかし、それはたとえば史料解釈には手順があることや、史

料が自ら明らかにするところを無視して自分の解釈を優先してはならない、といった史料読解の基本を

欠如させた‘なりふりかまわぬ必死さ’である」96)と批判した。この批判からは「不要･不当な混乱を議論

の現場に持ち込んだ」とする塚本に対する池内の憤りが感じられる。

池内の批判は、塚本の「松島渡海許可」説にも向けられた。この説は川上健三の「松島渡海免

許」説を手直ししたものであるが、もしこの説が成り立つのであれば、それは塚本自身もかつては無主地

と考えた竹島[独島]に対し、日本が原始的権原をもち得るので、外務省の「日本は17世紀に竹島

[独島]に対する領有権を確立した」という主張の一助になろう。このように「幕府の許諾･公認のあった

ことを是が非でも論じたい気持ちが先に立つ」塚本の説に対し、池内は「暴論」と結論づけ、「史実は

史料から組み立てなければならない」と批判した。ここでも塚本の説は池内によって否定されたのであ

る。

さらに池内の塚本批判は天保竹島渡海禁止令にも向けられた。塚本はこの禁止令でも松島への

渡航は禁止されておらず、依然として松島は日本領と考えられてきたと主張した。これに対して池内は天

保竹島渡海禁止令が元禄期のそれを踏まえたので、禁止令は松島への渡海禁止を含意していると

主張した。しかし、天保期の幕府は元禄竹島渡海禁止令を誤解しており、池内の論証は充分でなかっ

た。その弱点を朴炳渉が補完した。天保期の幕府は松島も日本の所属でないことを充分調査したうえ

で竹島渡海禁止令をくだしたのである。これを視覚的に示す史料が評定所関係者の作成した『朝鮮

竹島渡航始末記』付属の地図＜図3＞などであり、竹島･松島は朝鮮領に描かれた。

以上のような批判に対し、塚本の本格的な反論はほとんど見られない。したがって、池内の主張が

説得力を増しつつある。しかし、池内の論文の信頼性は近世および近代初期の日本史に限られる。そ

の後の歴史や朝鮮史に関しては木村幹が批判したように池内の研究には問題が多い。その一例が大

韓帝国勅令第41号の石島に対する解釈であった。池内は韓国政府が音韻変化説をもとに石島を独

96) 池内敏, 2016, 前掲書, 114-118頁。
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島とする主張を謬論とみなしていたが、 近では朴炳渉が提示した日本外務省『竹島漁業の変遷』

における奥村亮の証言などをもとに、勅令第41号の石島は独島の可能性が高いと主張を変えるように

なった。これは注目される変化である。

また、池内の光復後[戦後]に関する研究にも問題が多い。特にSCAPINの条文解釈や、サンフラ

ンシスコ講和条約の成立過程などに関する解釈には誤解があり、これをもとに組み立てた主張には問

題がある。

一方、サンフランシスコ講和条約に関しては塚本の論文が多数あるが、塚本や池内は、ダレス電

文や卞栄泰書簡などの重要な資料には言及していない。このため、彼らはあたかもラスク書簡がサンフ

ランシスコ講和条約にそのまま反映されたかのように主張しているが、これはまずダレス電文によって否定

される。次に、朴炳渉によれば卞栄泰書簡によって講和条約調印後も独島に関する韓米協議が進

行中であったことが明確であり、その間にアメリカは独島に対する結論を出せず、イギリスとの協議もおこ

なえなかった。したがって、連合国は独島に関して何の結論も出さないままサンフランシスコ講和条約を

批准したのである。

同条約によって独島が何も決定されなかったのなら、韓日両国が独立した時点の国境はウティ･ポ

シディティス原則、すなわち「行政区画線の承継」原則によって決定されると朴炳渉は主張した。韓日

両国のそれぞれの独立時点にて独島は、SCAPIN-677関連地図＜図4>に見られるように韓国の行政

管轄区域とされていた。したがって、独島はウティ･ポシディティス原則によって韓国の所属となる。また、そ

の間に韓国は独島に独島遭難漁民慰霊碑を建てるなど行政措置を及ぼした反面、日本は法令にて

竹島[独島]を行政管轄区域から除いており、実質上も独島は韓国の行政管轄区域内にあった。

近、日本における竹島/独島研究は、研究者間の熾烈な論争をとおして日進月歩の発展をと

げ、次第に竹島/独島問題の論争が収束する気配が見えてきた。同様に韓国の独島研究も日進月

歩の発展をとげた。十数年前、内藤正中は韓国の独島研究が日本の文献を軽視した一国主義であ

ると批判したが、今やそのような批判はない。日韓両国で学術情報の疎通が少しずつ図られた結果、

勅令第41号の解釈にみられるように両国間の見解差も僅かずつ狭まった。将来、竹島/独島に関する

両国研究者の学説が大体一致するときが来れば、竹島/独島問題を解決できる重要な第一歩とな

ろう。もちろん「学問的営為」が疑問視される研究者の主張は除外される。
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<Abstract>

Historical Studies of Japanese Academia on Dokdo/Takeshima since 2000

Park, Boung-sup

Controversy among researchers is fierce on Dokdo/Takeshima in papers 

written in Japanese. In particular, there is a fierce controversy between 

Satoshi Ikeuchi and Takashi Tsukamoto. The differences between the two views 

are as follows. (1) Regarding Takeshima and Dokdo sovereignty in the 17th 

century, Tsukamoto "recently" claims that Japan had historical title, but 

Ikeuchi claims that Japan had not sovereignty. (2) Ikeuchi concluded that 

Tsukamoto's "Permission to travel Matsushima" theory was an outrage. (3) 

Regarding the Takeshima (Ulleungdo) ban on sea travel, Tsukamoto argues that 

travel to Matsushima (Dokdo) is not prohibited, but Ikeuchi argues that the 

ban on Matsushima sea travel is implied. (4) Ikeuchi claims that the 

Jisha-bugyō in the 1740s recognized that both Takeshima and Matsushima were 
prohibited from traveling to the sea, but Tsukamoto doubts. (5) Regarding the 

Tenpo Takeshima ban on sea travel, Ikeuchi says that travel to Matsushima is 

not allowed, but Tsukamoto insists that there is no problem. (6) Regarding the 

idetification of "Takeshima and one other island" in Dajokan order in 1877, 

Ikeuchi says that they are Takeshima (Ulleungdo) and Matsushima (Dokdo), but 

"recent" Tsukamoto says that both Takeshima and one other island are likely 

to be Ulleungdo. (7) Regarding the idetification of Seokdo in Imerial Decree 

No. 41 in 1900, "recent" Ikeuchi tries to be Dokdo, but "recent" Tsukamoto 

says that it is only the Korean government's interpretation to regard it as 

Dokdo. In this Ikeuchi-Tsukamoto controversy, Ikeuchi's argument was sometimes 

insufficient, but Byoung sup Park supplemented it. Tsukamoto's counterargument 

was weak against Ikeuchi's criticism of Tsukamoto, and there was a sign of 

convergence in the dispute between the two. On the other hand, the two views 

agree that Dokdo/Takeshima have been established as Japanese territory by the 

San Francisco Peace Treaty. In response, Byoung sup Park argued that the 

treaty could not interpret the affiliation of Dokdo/Takeshima in any way, and 

that the island became a affiliation of Republic of Korea according to the uti 

possidetis principle.

<Key words> Sovereignty, The ban on Takeshima sea travel, Dajokan order, 

Ulleungdo, Matsushima, Seokdo


