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朝鮮半島への日本人の漁業進出史に関する文献リスト

(1893"""'2010) 

原田 環

1.解説

このリストは、 1893年から2010年までの、朝鮮半島への日本人の漁業進出史に関する文献を整理し

たものである。

1)研究史

まず時期区分すると、①戦前と②戦後に大別でき、②戦後はさらに a) 1940年代~1980年代、 b)

1990年代~現在に、大きく区分できる。

①の時期に該当するものはNO.1~ 4、②-a) の時期に該当するものはNO.5~40、②- b) に該当

するものはNO.41~87である。

②-a) の時期において中心的役割を果たしたのは、日本の吉田敬市と韓国の朴九乗で、吉田敬市

のは 3点 (No.5、 6、30)、朴九乗のは15点 (No.9、10、12、16、17、18、20、22、23、25、26、29、

33、37、38) ある。

②-b)の時期では、今日までの処、日本の内藤正中と韓国の自博東が中心な役割を果たしている。

内藤正中のは 6点 (No.41、42、54、61、65、79)あり、呂博東のは 8点 (No.48、49、50、51、57、58、

67、71) ある。

2 )論争点

論争は②の時期において展開されている。まず②-a) について。

吉田敬市のNo.6は、朝鮮半島への日本人の漁業進出史のみならず、近代朝鮮漁業史研究の基本的文

献になるものであり、 1954年に朝水会(下関)から出版された。朝水会は戦後朝鮮半島から引き揚げ

た水産関係者の団体で、ある。

吉田敬市はNO.6において、近代以前の朝鮮の漁業史、明治以降の日本人による通漁漁業、移住漁

業、自由漁業、水産製造工業の発展、水産貿易、漁業制度の確立などを戦前の現地調査を踏まえて検

討している。

これに対して朴九乗は、日朝通漁条約(1883)、韓国漁業法(1908)、漁業法(1911)、朝鮮漁業令

(1929)等を通して、漁業権を手がかりに、戦前の朝鮮漁業史を日本による侵奪と見ている。

②-b) では、内藤正中と昌博東等が中心となり、広島、岡山、島根、鳥取、山口、香川等の各県

人の朝鮮出漁の検討が進められている。
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Abstract 

Bibliography on the history of the Japanese expansion 
into Korean fisheries (1893--2010) 

Tamaki HARADA 

This is a list of the documents published between 1893 and 2010 about the Japanese fishery advance to 

the Korean Peninsula. These documents are divided roughly into the prewar and the post war periods, and the 

later period is further divided into two periods. The researches by Keiichi Yoshida and Park Gubyeong are 

included in the early Post-war period. Keiichi Yoshida analyses the Japanese fishery advance to the Korean 

Peninsula as a part of development of the history of fishery in the Korean Peninsula, whereas Park Gubyeong 

considers it as the aggression by Japanese fishermen toward the Korean Peninsula. More recently, there are 

energetic studies done by Seichu Naito and Ryeo Bakdong. 
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