






獨島に対する大韓民国政府の基本的な立場

獨島に対する地理的認識と歴史的根拠 

韓日間の鬱陵島争界と韓国の獨島領有権の確認 

大韓帝国の獨島統治と獨島領有権の回復
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東海から眺めた獨島全景 獨島の春

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。獨島をめぐる領有権紛
争は存在せず、獨島は外交交渉および司法
的解決の対象にはなり得ません。

大韓民国政府は、獨島に対し確固たる領土
主権を行使しています。 大韓民国政府は、獨
島に対するいかなる挑発にも断固かつ厳重
に対応しており、今後も引き続き獨島に対す
る韓国の主権を守っていきます。 

獨島に対する
大韓民国政府の

基本的な立場

1
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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。

こうした事実は、韓国の古文献でも確認でき
ます。例えば、朝鮮王朝初期に官撰された『世
宗実録』「地理志」(1454年)には、「于山(獨島)・
武陵(鬱陵島)…二つの島は互いにそれほど
離れておらず、天気の良い日には眺めること
ができる」と記されています。

特に、鬱陵島の周辺には多くの付属島嶼があ
りますが、天気の良い日に肉眼で見ることが
できるのは獨島だけです。

鬱陵島から眺めた獨島 

獨島-鬱陵島間、獨島-隠岐島間距離

獨島に対する
地理的認識と歴史的根拠

2

１） 獨島は地理的に鬱陵島の一部として  
認識されてきました。
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朝鮮初期に官撰された『世宗実録』「地理志」
(1454年)には、鬱陵島(武陵)と獨島(于山)が江原
道蔚珍県に属する二つの島と記されています。
また、この二つの島が６世紀初頭(512年)に新
羅に服属した于山国の領土と記されているた
め、獨島に対する統治の歴史は新羅時代にま
で遡ります。

獨島に関する記録は、『新増東国輿地勝覧』
(1531年)、 『東国文献備考』(1770年)、 『萬機
要覧』(1808年)、 『増補文献備考』(1908年)な
ど他の官撰文献でも一貫して書き継がれて
います。

特に、『東国文献備考』「輿地考」(1770年)など
には、「鬱陵(鬱陵島)と于山(獨島)は全て于山
国の領土であり、于山(獨島)は日本でいう松
島」と記述されており、于山島が獨島で、韓国
の領土であったことをより明確にしています。

２）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。

世宗実録地理志



韓国の
 美しい島、

 

7www.mofa.go.kr
dokdo.mofa.go.kr

韓日間の鬱陵島争界と
韓国の獨島領有権の確認

3

江戸幕府は1695年12月25日、鳥取藩への照
会を通じて「鬱陵島（竹島）と獨島（松島）はい
ずれも鳥取藩に属さない」ことを確認し(「鳥
取藩答弁書」)、1696年1月28日、日本人の鬱陵
島方面への渡航を禁じるよう指示しました。

これで、韓日間の紛争は決着し、鬱陵島争界
により鬱陵島と獨島が韓国の領土であること
が確認されました。

17世紀、日本鳥取藩の大谷・村川両家は朝鮮
領土である鬱陵島で不法漁業をし、1693年、
鬱陵島で安龍福をはじめとする朝鮮の人々
と遭遇します。

両家は、日本政府（江戸幕府）に朝鮮の人々
の鬱陵島への渡海を禁止するよう求め、幕府
は対馬藩に朝鮮政府と交渉するよう指示し、
両国間で交渉が始まります。これが「鬱陵島
争界」です 。

１）17世紀、韓日の政府間交渉(「鬱陵島争界」)を
通じ、鬱陵島とそれに属する獨島が韓国の
領土であることが確認されました。



8
大韓民国
外交部

太政官指令

日本内務省が太政官に質疑した際に添付し
た地図「磯竹島略図(磯竹島は日本における
鬱陵島の旧名称)」に竹島(鬱陵島)と共に松島
(獨島)が描かれている点などからも、上記の

「竹島外一嶋」の一嶋が獨島であることは明
白です。

韓日間の「鬱陵島争界」を通じ獨島が韓国領
土であることが確認されてから、明治政府に
至るまで、日本政府は獨島が自国の領土では
ないという認識を維持していました。

これは、1905年に日本が島根県告示により獨
島編入を試みるまでは、獨島が日本の領土だ
と記録した日本政府の文献が存在しないこ
とや、むしろ、日本政府の公式文書にも獨島
が日本の領土ではないと明確に記録されて
いることからもよく分かります。

代表的な例として、1877年、明治時代の日本
の最高行政機関であった太政官は、「江戸幕
府と朝鮮政府との交渉（鬱陵島争界）の結果、
鬱陵島と獨島が日本に帰属するものではな
いということが確認された」と判断し、内務省
に対して、「竹島(鬱陵島)外一嶋(一嶋：獨島)
は日本とは関係がないことを心得よ」と指示
しています(「太政官指令」)。

２）1905年、島根県告示による獨島編入の試みが
あるまで、日本政府は獨島が自国の領土
ではないと認識していました。これは、1877年の

「太政官指令」など日本政府の公式文書でも
確認できます。

磯竹島略図
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江原道観察使署理(代行)兼春川郡守の李明
来は4月29日、これを当時の国家最高機関で
あった議政府に「報告書号外」として報告し、
議政府は5月10日、「指令第3号」をもって獨島
が日本の領土になったという主張を否認す
る指令を発しました。

このことから、鬱島(鬱陵島)郡守が1900年に
発せられた「勅令第41号」の規定に基づい
て、引き続き獨島を管轄しながら領土主権を
行使していた事実は明白です。

1900年10月27日、大韓帝国は皇帝の裁可を
得て鬱陵島を鬱島に改称し、島監を郡守（郡
の長）に格上げするという内容の「勅令第41
号」を発しました。勅令第2条では、鬱島郡の
管轄区域を「鬱陵全島及び竹島、石島(獨島)」
と明記しています。

1906年3月28日、鬱島(鬱陵島)郡守の沈興澤
は、鬱陵島を訪れた島根県の官民で構成さ
れた調査団から、日本が獨島を日本の領土に
編入したということを聞き、翌日これを江原
道観察使に報告しました。この報告書には「
本郡所属獨島」という文言があり、1900年の「
勅令第41号」に記された通り、獨島が鬱島郡
の所属であることが明確に分かります。

勅令第41号

報告書号外及び指令第３号

大韓帝国の獨島統治と
獨島領有権の回復

4

１） 大韓帝国は、1900年の「勅令第41号」において
獨島を鬱島郡(鬱陵島)の管轄区域として
明示し、鬱島郡守が獨島を管轄しました。
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日本は1905年「島根県告示第40号」を通じ
て、韓国の領土である獨島を自国の領土に編
入しようと試みました。

当時、日本は満州や韓半島の利権をめぐりロ
シアと戦争中でした。1904年2日、日本は大韓
帝国に「韓日議定書」を締結するよう強要し、
露日戦争を行うため日本が必要とする韓国
領土を自由に使用しようとしました。日本が
獨島を自国の領土に編入しようとしたのも、
東海におけるロシアとの海戦を前にした状
況で、 獨島が軍事的に価値があると判断した
ためです。

また、日本は1904年8月「第1次韓日協約」を通
じて韓国政府に日本人など外国人顧問を任
命するよう強要するなど、1910年に韓国を強
制併合する以前から既に韓国に対する侵奪
を段階的に進めていました。

獨島は、こうした日本による韓国の主権侵奪
過程の最初の犠牲でありました。1905年日本
による獨島編入の試みは長きに亘って固く確
立された韓国の領土主権を侵害した不法行
為であるため、国際法的にも全く効力があり
ません。

２）1905年の島根県告示による日本の獨島に対する
領土編入の試みは、韓国の主権を侵奪する
過程の一環であり、韓国の獨島領有権を
侵害した不法行為であるため、国際法的に
も無効です。
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1943年1２月に発表されたカイロ宣言には、
「日本は暴力と貪欲によって略取した全ての

地域から追い出されるべきだ」と明記されて
おり、1945年7月に発表されたポツダム宣言
もカイロ宣言の履行を規定しています。

また、連合国最高司令官総司令部は、1946年
1月の連合国最高司令官覚書(SCAPIN)第677
号及び1946年6月の連合国最高司令官覚書
(SCAPIN)第1033号を通じ、獨島を日本の統
治・行政範囲から除外しました。

こうした経緯から、獨島は第2次世界大戦終
戦後独立した大韓民国の不可分の領土となり、
これは1951年のサンフランシスコ講和条
約でも再確認されました。

大韓民国政府は、獨島に対する確固たる領
土主権を行使しています。 大韓民国政府は、
我が国の主権に対するいかなる挑発にも断
固かつ厳重に対応していき、引き続き獨島に
対する我が国の主権を守っていきます。

３）第2次世界大戦の終戦後、獨島は韓国の領土に
戻り、大韓民国政府は確固たる領土主権を
行使しています。



韓国の官撰文献では獨島に関してどのように記録していますか。

獨島に関して記述した最古の日本文献の一つである『隠州視聴合記』は、獨島をどのように
記述していますか。  

日本の古地図には獨島がどのように記されていますか。 

韓日間の「鬱陵島争界」の当時、獨島が日本の領土ではないことを明示した「鳥取藩答弁
書」とは何ですか。 

獨島と関連し、安龍福の活動にはどのような意味がありますか。 

朝鮮政府の刷還政策とは何ですか。 

日本の明治政府が獨島が日本の領土ではないことを公式に確認した「太政官指
令」(1877年)とは何ですか。

1900年、大韓帝国が獨島を鬱陵島管轄と明示した「勅令第41号」とは何ですか。 

日本が1905年に「島根県告示第40号 」 を推し進めた背景は何であり、この告示は
国際法的に効力がありますか。 

1906年、鬱島(鬱陵島)郡守の沈興澤が獨島に関して報告した内容は何ですか。 

1943年、連合国が第2次世界大戦終戦後の日本領土に関する基本方針を明らかに
したカイロ宣言はどのような内容ですか。 

1945年、第2次世界大戦終戦後、連合国司令部は獨島をどのように扱いましたか。 

1951年のサンフランシスコ講和条約では獨島をどのように規定していますか。 

1954年、獨島問題を国際司法裁判所(ICJ)に付託しようという日本政府の主張に対し、
大韓民国政府はどのような立場を伝えましたか。

大韓民国は獨島に対する領土主権をどのように行使していますか。 
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獨島に
関する

一問一答
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于山と武陵の二つの島が県の真東の海にある。
二つの島は互いにそれ程離れておらず、天
気の良い日には眺めることができる。新羅時
代には于山国または鬱陵島と呼ばれた。

于山島•鬱陵島 
武陵とも呼ばれ、羽陵ともいう。
この二つの島は県の真東の海にある。

『世宗実録』「地理志」 『新増東国輿地勝覧』15311454

世宗実録地理志 新増東国輿地勝覧

韓国の官撰文献では
獨島に関してどのように

記録していますか。

Q1

韓国の多くの官撰文献には獨島について記
述されており、韓国が歴史的に獨島を韓国の
領土として認識し統治してきたことが分かり
ます。

獨島について韓国の官撰文献に記録されて
いる代表的な内容は次の通りです。

去
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于山島•鬱陵島...
二つの島で、その一つが于山
である... 
輿地志では、鬱陵と于山はい
ずれも于山国の地であり、于
山は日本でいう松島だとして
いる。

于山島•鬱陵島...
二つの島で、その一つが于山
である。
続(新しく追加した内容)今は
鬱島郡となっている。

鬱陵島が蔚珍の真東の海に
ある... 
輿地志では、鬱陵と于山はい
ずれも于山国の地であり、于
山は日本でいう松島だとして
いる。

『東国文献備考』 『増補文献備考』『萬機要覧』

1770 19081808

東国文献備考 萬機要覧 増補文献備考
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隠州視聴合記

獨島に関して記述した
最古の日本文献の一つである

『隠州視聴合記』は、
獨島をどのように

記述していますか。

Q2

獨島(松島)に関して記述している最古の日本
文献の一つである『隠州視聴合記』(1667年)
は、日本の出雲(現在の島根県東部)地方の役
人だった斎藤豊宣が書いた地誌で、獨島に
関して次のように記しています。

こうした記述から、日本の西北側の境界は隠
岐島であり、獨島は日本の範囲から除外され
ていることが分かります。

翻訳文
この二つの島(鬱陵島、獨島)は人が住
まない地で、高麗を眺めるのがまるで
雲州(現在の島根県東部)から隠州(隠岐
島)を眺めるようだ。よって、日本の西北
側の境界はこの州(此州-隠岐島)を限界
とする。 

原文
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改正日本輿地路程全図(1791年再版本) 

幕府の命令で伊能忠敬が作成した江戸時代
の代表的な実測官撰地図「大日本沿海輿地
全図」（1821年）をはじめ、日本の官撰古地図
には獨島が表示されておりません。これは獨
島を自国の領土と認識していなかった日本
政府の認識がこうした官撰地図に反映され
ているためです。

一方、日本政府が獨島に対する自国の領有
権の根拠として示している江戸時代の儒学
者である長久保赤水の「改正日本輿地路程
全図」(1779年初版)は、個人が作成した私撰
地図に過ぎません。

この地図に描かれている獨島と鬱陵島の横
には『隠州視聴合記』に登場する文言が書か
れているため、この地図が『隠州視聴合記』に
基づいて「日本の西北側の境界の限界は隠
岐島」であることを示していることが分かります。

また、1779年の初版を含むこの地図の正式
版本では、鬱陵島と獨島が朝鮮本土とともに
彩色がなされておらず、経緯度線の外に描か
れているなど日本の領土とは違った扱い方を
している点からも、このことは明白です。

翻訳文
竹島(鬱陵島)一名磯竹島　
松島(獨島)　
高麗を眺めるのがまるで雲州(現在の
島根県東部)から隠州(隠岐島)を眺める
ようだ。

原文

日本の古地図には
獨島がどのように

記されていますか。

Q3
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1693年、日本の漁民の鬱陵島への渡航を
めぐり朝鮮との間で外交紛争(鬱陵島争界)
が起きると、江戸幕府は1695年12月24日、
鳥取藩に文書を送り鬱陵島が鳥取藩に属
するか、また、その外に鳥取藩に属する島
はないかを問い合わせます。

韓日間の
「鬱陵島争界」の当時、
獨島が日本の領土では

ないことを明示した
「鳥取藩答弁書」とは

何ですか。

Q4

翻訳文
一、因州と伯州(因幡と伯耆:　現在の鳥取県)に属する竹島(鬱陵島)は、いつの頃より

両国(因幡と伯耆)に属すようになったのか…
一、竹島(鬱陵島)の外に両国(因幡と伯耆)に属する島はあるのか。

原文
伯 頃
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これに対し、鳥取藩は翌12月25日、「竹島(鬱
陵島)と松島(獨島)及びその外両国(因幡及び
伯耆:　現在の鳥取県)に属する島はありませ
ん」と幕府に回答し、鬱陵島と獨島が日本(鳥取
藩)の領土ではないことを明らかにしました。

日本幕府はこのように鬱陵島と獨島の帰属
について確認した後の1696年1月28日、いわ
ゆる「竹島(鬱陵島)への渡海免許」を取り消
し、日本人の渡航を禁止しました。

翻訳文
一、竹島(鬱陵島)は因幡と伯耆(現在の鳥取県)に属する島ではありません...
一、竹島(鬱陵島)、松島(獨島)及びその外両国(因幡と伯耆)に属する島はありません。

原文
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島(松島)は江原道に属すると陳述したと記録
されており、『肅宗実録』の内容を裏付けてい
ます。

安 龍 福 は 、朝 鮮 王 朝 肅 宗 王 時 代 の 人 物
で、1693年に鬱陵島で日本人に拉致される
など、2回にわたって渡日しています。1693年
の日本人による安龍福拉致は韓日間の「鬱陵
島争界」の引き金となり、この「鬱陵島争界」
の過程で、鬱陵島と獨島の帰属が明らかにな
ったという点で意味があります。

1696年、安龍福の2回目の渡日と関連して『
肅宗実録』は、安龍福が鬱陵島で遭遇した日
本の漁民に対し、「松島は子山島(獨島)であ
り、我が国の領土である」と述べたことや、日
本に渡って我が国の領土である鬱陵島や獨
島に対する日本の領土侵犯に抗議したと陳
述した事実を記録しています。

安龍福の渡日に関しては、韓国の文献だけで
なく、『竹嶋紀事』、『竹嶋渡海由来記抜書』、『
因府年表』、『竹島考』など日本の文献にも記
されています。

特に、近年(2005年)日本で新たに発見され
た『元禄九丙子年朝鮮舟着岸一巻之覚書』
(1696年、安龍福が隠岐島に到着した際に隠
岐島の官吏が安龍福を取り調べた内容を記
録した文書)には、安龍福が鬱陵島(竹島)と獨

獨島と関連し、安龍福の
活動にはどのような
意味がありますか。

Q5

翻訳文
この道内に竹島(鬱陵島)、松島(獨島)が
ある。

原文

元禄九丙子年朝鮮舟着岸
一巻之覚書
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朝鮮政府は、鬱陵島に官吏を派遣し、鬱陵島
の住民を本土に移らせ定住させる政策を取
りましたが、これが「刷還政策」と呼ばれるも
のです。

これは、朝鮮政府が倭寇の侵入の恐れなどを
考慮して取った島嶼政策の一つであり、鬱陵
島に対する領有権放棄を意味するものでは
ありませんでした。

その点は、朝鮮政府が鬱陵島に官吏を派遣し
て鬱陵島に対する管轄権を持続的に行使し
ていたことからもよく分かります。すなわち、
朝鮮政府は、初期には巡審敬差官を鬱陵島
に派遣し、肅宗王の時代からは定期的に鬱
陵島などに官吏を派遣する捜討制度を実施
していました。捜討制度は、これが廃止され
る1895年まで続けられました。

朝鮮政府の刷還政策とは
何ですか。

Q6
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日本の明治政府が
獨島が日本の

領土ではないことを
公式に確認した
「太政官指令」

(1877年)とは
何ですか。

Q7
明治時代、地籍編纂作業を進めていた日本
内務省は、鬱陵島と獨島を地籍に含めるかど
うかをめぐり、「日本海内竹島(鬱陵島)外一島
(獨島)の地籍編纂に関する質疑」を当時日本
の最高行政機関である太政官に提出しました。

これを受け、太政官は1877年3月、江戸幕府と
朝鮮政府との交渉（鬱陵島争界）の結果、鬱
陵島と獨島が日本に属するものではないこと
が確認されたと判断し、「竹島（鬱陵島）外一嶋

（獨島）の件は本邦と関係無しと心得るべし」
という内容の指示を内務省に出しましたが、
これが「太政官指令」です。

翻訳文
明治10年3月29日 
別紙にて内務省が伺った日本海内竹島外一島地籍編纂の件　
右の件は元禄五年（1692年）、朝鮮人が入島して以来、旧政府（江戸幕府）と当該国（朝鮮国）
との往復の末、最終的に本邦と関係無しと聞いているという申し立てに関して、伺いの趣を
お聞きになり、左の通り御指令をくださるよう、この段をお伺いします。
御指令案
お伺いの趣、書面竹島外一島の件は、本邦と関係無しと心得るべきこと。

原文
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太政官指令

磯竹島略図

日本内務省が提出した質疑書に添付された
「磯竹島略図」(磯竹島は日本における鬱陵

島の旧名称)にも、竹島(鬱陵島)と松島(獨島)
が描かれていることから、「太政官指令」で言
及した「竹島(鬱陵島)外一嶋」の「一嶋」が獨
島であることは明白です。

「太政官指令」を通じ、日本政府が17世紀の
江戸幕府と朝鮮政府間の「鬱陵島争界」の過
程で鬱陵島と獨島の帰属が確認されたこと
を認識していたことがよく分かります。

一方、「太政官指令」が発せられる数年前の
1870年、外務省官吏の佐田白芽らが朝鮮を
視察した後に外務省に提出した報告書(『朝
鮮国交際始末内探書』)にも、「竹島(鬱陵島)と
松島(獨島)が朝鮮付属になった事情」が書か
れており、当時の日本外務省がこの二つの島
を朝鮮の領土と認識していたことが明らかに
なっております。
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勅令第41号 

1900年、大韓帝国が
獨島を鬱陵島管轄と

明示した
「勅令第41号」とは

何ですか。

Q8

19世紀末、日本人が鬱陵島で無断で木を
伐採するなど様々な問題が発生すると、大
韓帝国政府は日本政府に彼らを撤退させ
ることを求めると共に、鬱陵島の地方行政
の法制を強化することを決定しました。

これを受け、1900年10月24日、議政府会議
で「鬱陵島を鬱島と改称し、島監を郡守(郡
の長)に改正する」ことが決められました。
こうした決定は1900年10月25日に皇帝の

裁可を得て、10月27日に「勅令第41号」が
官報に掲載されました。

「勅 令 第 4 1 号」は第 2 条で、「… 区 域 は鬱
陵全島と竹島・石島(獨島)を管轄する」と規
定し、鬱島郡の管轄区域に獨島が含まれる
ことを明確に示しました。

このように「勅令第41号」は、大韓帝国政
府が鬱陵島の一部として獨島に対する主
権を行使してきた歴史的な事実を明確に
示しています。

翻訳文
(勅令第41号) 鬱陵島を鬱島に改称し、島監を郡守に改正した件
第1条→ 鬱陵島を鬱島に改称し江原道に付属させ、島監を郡守に改正し官制の中に

編入させ、郡の等級は5等にすること。
第2条→ 郡庁の位置は台霞洞と定め、区域は鬱陵全島と竹島・石島を管轄すること。

原文
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などからも、日本政府が獨島を韓国領土だ
と認識していた情況がうかがえます。

当時、日本は1904年2月の「韓日議定書」を
通じ、露日戦争を行うために自国が必要と
する韓国領土を自由に使用できるように
し、1904年8月「第1次韓日協約」を通じて
韓国政府に日本人など外国人顧問を任命
するよう強要するなど、韓国に対する侵奪
を段階的に進めていました。そして、その
最初の犠牲となったのが獨島でした。

このように島根県告示第40号は、日本によ
る韓国の国権に対する段階的な侵奪過程
の一環であり、韓国が長きに亘って固く確
立してきた獨島に対する領有権を侵害し
た不法行為であるため、国際法的な効力
を持つことはできません。

日本が1905年、「島根県告示第40号」を通
じて獨 島を自国 の 領 土 にしようとした の
は、1904年から満州や韓半島の利権をめ
ぐってロシアと戦争をしている状況で、東
海におけるロシアとの海戦を行うため、軍
事的な必要性を考慮したものでした。

日本の関連史料には、当時の外務省当局
者が「獨島に望楼を建てて無線もしくは海
底電信を設置せば、敵艦監視上極めて有
利だ」という点を挙げながら、獨島の領土
編入を推し進めたことが記録されていま
す。また、獨島の領土編入を請願した中井
養三郎が、当初獨島が韓国領土だと認識
していたことや、日本内務省の当局者が「
韓国領と思われる草一つ生えない岩礁(獨
島)を手に入れ…日本が韓国を呑み込もう
という野心があると疑わせることは、得る
ものより失うものが多い」と言及したこと

日本が1905年に
「島根県告示第40号」を

推し進めた背景は
何であり、

この告示は
国際法的に

効力がありますか。

Q9
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1906年3月28日、鬱島(鬱陵島)郡守（郡の長）
の沈興澤は、鬱陵島を訪れた島根県の官民
で構成された調査団から、日本が獨島を自
国の領土に編入したという事実を知らされ、
翌日これを江原島観察使と内部(現在の行政
安全部：日本の内務省に当たる)に報告書を
上げました。

沈興澤郡守の報告を受けた江原道観察使署
理(代行)兼春川郡守の李明来は、1906年4月
29日、これを議政府に報告しました。

1906年、鬱島(鬱陵島)
郡守の沈興澤が

獨島に関して報告した
内容は何ですか。

Q10

翻訳文
鬱島郡守沈興澤の報告書には、本郡(鬱島郡)に付属する獨島が100里あまりの距離にあり
ますが、今月4日(3月28日) 辰時(午前7～9時)頃、船一隻が鬱島郡道洞浦にやってきて停泊
し、日本の官吏一行が郡庁を訪れ自ら曰く「獨島が今や日本の領土となり、視察のために
島を訪れた」とし、…先ず世帯数、人口、土地、生産量を尋ね、次に人員及び経費がどれく
らいかを聞き、諸般の事務を調査するとし、記録を取って帰り、これを報告しますので、事
情を調べて把握することをお願いしますと書かれていて、ここにご報告しますので、事情を
調べて把握しますようお願い申し上げます。

原文

摠
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報告書号外及び指令第3号

これに対して大韓帝国の最高行政機関であった
議政府は、同年5月10日、次のような指令を
発しました。(「指令第3号」)

このような記録を通じ、1906年、鬱島(鬱陵島)
の郡守（郡の長）が1900年に発せられた「勅令
第41号」の規定に基づいて、引き続き獨島を管
轄していたことが分かります。

翻訳文
(指令第3号)
送られてきた報告は読んで知っており、獨島が(日本)領土になったとの話は全く根拠がないの
で、島の状況や日本人がどのように行動したかを改めて調査し報告すること。

原文
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カイロ宣言の関連部分

Japan will also be expelled from all other ter-
ritories which she has taken by violence and 
greed. The aforesaid Three Great Powers, 
mindful of the enslavement of the people 
of Korea, are determined that in due course 
Korea shall become free and independent.

日本が降伏の条件として受け入れた1945年
のポツダム宣言もカイロ宣言の履行を規定
しています。

1943年、連合国が
第2次世界大戦終戦後の

日本領土に関する
基本方針を明らかにした

カイロ宣言は
どのような内容ですか。

Q11

1943年12月1日、連合国側が第2次世界大戦
終戦後の日本の領土に関する連合国の基本
方針を明らかにしたカイロ宣言は、「日本は
暴力と貪欲によって奪取した全ての地域か
ら追い出されるべきだ」と規定しています。

カイロ宣言はまた、「現在韓国国民が奴隷の
ような状態に置かれていることに留意し、今
後、韓国を自由独立国家にすることを決議す
る」とし、韓国の独立を保障しました。
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第2次世界大戦終戦後の1946年1月29日、連
合国最高司令官総司令部は連合国最高司令
官覚書(SCAPIN)第677号をもって獨島を日本
の統治・行政範囲から除外しました。

同覚書は第3項で、日本が統治権を行使でき
る地域を「北海道、 本州、九州、四国の４つの
主要島嶼と約1000の隣接小島嶼」とし、日本
の領域から「鬱陵島、リアンクール島(獨島)、
済州島は除外される」と規定しています。

SCAPIN 第677号関連地図

1945年、
第2次世界大戦終戦後、

連合国司令部は
獨島をどのように

扱いましたか。

Q12

3. For the purpose of this directive, Japan 
is defined to include…excluding (a) Ut-
suryo (Ullung) island, Liancourt Rocks and 
Quelpart (Saishu or Cheju) island...

SCAPIN         677
January 29, 1946

日本からの一定の周辺地域の統治及び行政
上の分離 (Governmental and Administra-
tive Separation of Certain Outlying Areas 
from Japan)に関する覚書

第         号 SCAPIN       1033
June 22, 1946

3. (b) Japanese vessels or personnel thereof 
will not approached closer than twelve (12) 
miles to Takeshima (37°15’North Latitude, 
131°53’East Longitude) nor have any con-
tact with said island

日本の漁業及び捕鯨業の許可区域(Area 
Authorized for Japanese Fishing and Whal-
ing)に関する覚書

第           号

また、連合国最高司令官覚書(SCAPIN)第
1033号でも、日本の船舶及び国民が獨島又
は獨島周辺12海里以内に近づくことを禁じ
ています。
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1951年の
サンフランシスコ講和条約では

獨島をどのように
規定していますか。

Q13

1 9 5 1 年 のサンフランシスコ講 和 条 約 は
第 2 条 ( a )で、「日本 は 韓 国 の 独 立を認 め
て、済 州 島、巨 文 島 及 び 鬱 陵 島を含 む 韓
国に対する全ての権利・権原及び請求権
を放棄する」と規定しています。

同条項には、3000余りある韓国の島の中で、
済州島、巨文島及び鬱陵島だけが例示的に
挙げられているのであり、同条項に獨島が直
接的に明記されていないからといって、獨島
が日本から分離される韓国の領土に含まれ
ないことを意味するものではありません。

1943年のカイロ宣言や1946年の連合国最
高司令官覚書(SCAPIN)第677号などに示さ
れた連合国の意思を勘案すると、同条約に
基づいて日本から分離される韓国の領土に
は当然獨島が含まれると見るべきです。

サンフランシスコ講和条約の関連部分

Article 2
(a) Japan recognizing the independence of 
Korea, renounces all right, title and claim 
to Korea, including the islands of Quelpart, 
Port Hamilton and Dagelet. 
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1954年、獨島問題を国際司法裁判所(ICJ: 
International Court of Justice)に付託しようという
日本政府の主張に対し、韓国政府は次のような
要旨の立場を伝えました。

日本政府の提議は司法手続きを装ったもう一つの虚偽の試みに過ぎない。韓国は獨島に対す
る領有権を持っており、韓国が国際裁判所でこの権利を証明しなければならない理由は何一
つない。

日本帝国主義による韓国の主権侵奪は、1910年に完結するまで段階的に行われ、1904年日本
は強制的に締結した「韓日議定書」や「第1次韓日協約」を通じてすでに韓国に対する実質的な
統制権を獲得した。

日本による韓国侵略の最初の犠牲になったのが独島である。日本の獨島に対する非合理的で執
拗な主張は、韓国国民に日本が再び韓国侵略を試みようとしているのではないかという疑念を
抱かせる。韓国国民にとって獨島は単なる東海上の小さな島ではなく、韓国主権の象徴である。

当時韓国政府が伝えた上記のような立場は、
現在も全く変わりありません。

1954年、獨島問題を
国際司法裁判所(ICJ)に

付託しようという
日本政府の主張に対し、

大韓民国政府は
どのような立場を

伝えましたか。

Q14
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現在、大韓民国は獨島に対して立法・行政・

司法的に確固たる領土主権を行使しています。

今後も大韓民国政府は、我が国の獨島に対
する領土主権を引き続き守っていきます。

一、警察が駐在して獨島を警備しています。

二、韓国軍が獨島の領海と領空を守っています。

三、各種法令が獨島に適用されています。

四、灯台など様々な施設を設置・運営しています。

五、我が国の住民が獨島に居住しています。

大韓民国は
獨島に対する領土主権を

どのように
行使していますか。 

Q15

獨島内の施設
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