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続いて、山下郁雄氏（日
本労働組合総連合会神奈川
県連合会）が、平成二十七
年七月二十三日から二十七
日に行われた、北方四島交
流訪問事業の参加報告を行
いました。国後島・色丹島
を訪問した際の、日本人墓
地への墓参や街の様子、在
住しているロシア人との交
流で感じたことなどについ

て、映像を交えて報告して
いただきました。
次に、山本一史氏（神奈
川大学外国語学部）が、平
成二十七年九月一日から九
月四日に行われた戦後 年
北方領土を考える集いの参
加報告を行いました。全国
の大学生が集まり行われた
ゼミナールでの議論等に
ついて報告していただきま
した。
記念講演は、NHK放送

了解で二月七日が「北方領
土の日」として定められま
した。
県民会議では、相鉄線及
び神奈中バスでの「車内映
像広告」に本年は横浜市営
地下鉄グリーンラインを加
え、電 光 ビ ジ ョ ン、新 聞、
懸垂幕などによる広報を予
定しています。
ま た、本 年 も 二 月 七 日
（日）に、東 京 都 の 日 比 谷
公会堂で、
「北方領土返還
要求全国大会」が開催され
ます。

二月七日㈰は
「北方領土の日」

一八五五年の二月七日
（旧暦では安政元年十二月
、伊 豆 の 下 田 に
センター解説委員室の石川 二 十 一 日）
一洋氏から「歴史から見た おいて日露通好条約が調印
日ロ関係と安倍対ロシア外 されました。この条約で日
交の展望」というテーマで 露両国の国境が平和裏に定
お話しいただきました。（講 められ、北方四島が日本の
領土として初めて国際的に
演要旨別掲）
最後に、二宮理事（神奈 明確にされたのです。そう
川県農業協同組合中央会） した経緯を踏まえて、北方
から、神奈川県民の総意を 領土問題に対する国民の関
結集し粘り強く運動を推進 心と理解をさらに深め、全
するという大会宣言が提案 国的な北方領土返還運動の
され、満場一致で採択され 一層の推進を図るため、昭
和五十六年一月六日の閣議
ました。

会場は横浜情報文化センター

第三十一回県民大会を開催
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平成二十七年十一月二日（月）
、横浜市中区の
「横浜情報文化センター」情文ホールにおいて、
第三十一回北方領土返還要求運動神奈川県民大
会を開催しました。
会員をはじめ百六十六名
が参加した今大会では、主
催者の土井会長の挨拶の後、
来賓の吉川神奈川県副知事、
また、所用により欠席した
独立行政法人北方領土問題
対策協会の荒川研理事長に
代わり石田精司事務局長か
ら、当県民会議の活動への
敬意と今後の運動への激励
のお言葉を頂きました。
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ほかの国 に 分 かれ ま し た。
ロシアは国歌として十九世
紀ロシアの民族作曲家グリ
ンカの曲をメロディーとし
て採用しました。しかしエ
リツィンの九十年代の混乱
を象徴するように歌詞を決
めることはできませんでし
た。歌詞のない国歌でした。
プーチン大統領の時代に
なると、国歌をソビエト時
代のメロディーに戻し、そ
れに新しいロシアをたたえ
る愛国的な歌詞をつけまし
た。第二次世界大戦の勝利
と結び付くメロディーと今
のロシアへの愛国心とい
う、保守政治家プーチンら
しい国歌であり、プーチン
の国歌ともいえます。
ソビエトが崩壊すると、

ＮＨＫ放送センター解説委員室 解説主幹
神が国を守るという国歌
が、百八十度転換して、国
家を否定する労働歌が国歌
になりました。
一九四一年六月に始まっ
た独ソ戦の初期ソビエトは
大敗します。スターリンは
愛国心を奮い立たせるため
国歌を変えました。その歌
詞の中でソビエトの中でそ
れまで敵視してきたロシア
愛国主義を復活させまし
た。ソビエトが崩壊するま
でその国歌が続きました。
一九九一年一二月、民族
自立の動きの中でソビエト
が崩壊します。このとき私
はモスクワにいて、この瞬
間を目の当たりにしまし
た。ソビエトはロシア、ウ
クライナ、ベラルーシ、その

ロシアは政治的に巨大な国
から一つの独立した国家に
なり、社会主義経済から市
場経済へ移行し、中央集権
的な独裁体制から国際社会
に開かれた民主国家になる
という三つのトランジショ
ン（移行）を同時にやらな
ければならなくなりまし
た。ロシアの国民総生産は
一九九八年ごろに最低にな
り、それがプーチン時代に
なって回復していきます。
エリツィンが突然辞任し
て、プーチンが大統領代行
になると、どん底まで落ち
たロシアに対して、
「安定
と 愛 国 心」を 訴 え ま し た。
革命の混乱の後に国を安定
させる政治家としての役
目、つ ま り「反 動 政 治 家」

石川 一洋 氏

「歴史から見た日ロ関係と
安倍対ロシア外交の展望」
講演要旨

本日の講演は、ロシアと
はどういう国か、北方領土
はなぜ我々の領土なのか、
この問題がどうして起きた
のか、そして交渉の現状に
ついての話をします。
最初に、ロシアの二十世
紀とロシアの国歌がどう変
わったのかについて考えて
みます。ロシア帝国国歌は、
「神 よ、皇 帝 閣 下 を お 守 り
）
」
給え（ God save the Tsar
という内容でした。ロシア
帝国は正教、専制、国土と
いう巨大な国でしたが、レ
ーニンが起こした一九一七
年のロシア革命で崩壊、初
めての社会主義政権ソビエ
トが誕生、国歌も変わりま
した。ソビエトの国歌はあ
の「インターナショナル」
、

爺爺岳

の役目をプーチンは果たし
ました。こうしたロシアと
今、我々は向かい合ってい
ます。
さ て、な ぜ 北 方 領 土 が
我々の領土なのでしょう
か。国際法としては一八五
五年の日露通好条約で確定
しています。この条約の原
文は、関東大震災で焼失し
日本には残っていません
が、ロシアの公文書館には
残されていて、ロシアと日
本の国境は、択捉島とウル
ップ島の間にすると明確に
書かれています。もちろん、
その前から日本が実効支配
していましたが、この条約
は、平和的な交渉、国際条
約によって国境線を画定し
たもので、日本の外交史に

昨年は、プーチン・ロシ
ア大統領が来日、
「日露首
脳会談」が開催される予定
でした。しかし来日はあり
ませんでした。現在ロシア
の国情は非常に厳しく、政
治、外交、経済など難題が
山積されているようです。
昨年十一月に北方領土問題
対策協会主催による「都道
府県民会議代表者全国会
議」が開催され、その中で
外務省による「ロシア情勢
と日露関係」という講演が
ありました。その概要を報
告します。①二○一四年三
月のクリミア併合後、プー
チン大統領は、愛国主義的
傾向を強める国民世論の圧
倒的な支持を獲得。②言論
の自由・報道の自由に対す
る制約が更に強化され、政
権批判を行い難い雰囲気に
なっていること。③経済現
像 は、「遅 れ た 産 業 構 造・
エ ネ ル ギ ー 依 存 経 済」
。株
価・ルーブルは、原油価格

とっても画期的な意味を持
っています。ロシアの全権
代表プチャーチン提督は、
ペリーのアメリカとは違っ
て、礼儀正しい交渉態度で
日本と臨みました。この平
和外交には戦略的狙いがあ
りました。当時のニコライ
一世は、プチャーチンに▼
国境線はウルップと択捉の
間でよい▼平和外交をとれ
という訓令を与えていま
す。当時ロシアは極東まで
領土を拡大したばかりでし
た。国境線の画定交渉に日
本を引き込み、日本との貿
易関係を開くことがロシア
にとっては極東を開発する
ためにより重要だったので
す。貿易をするためには脅
しではなく、平和的に友好

の下落が大きく影響、昨年
六月との比較で約五十％下
落。④「ウ ク ラ イ ナ 問 題」
では米・EUはロシアに対
して、資産凍結・金融、防
衛、エネルギーなどの対露
制裁が行われている。⑤シ
リアにおけるロシア軍の介
入でシリア・アサド大統領
支持など欧米や我が国との
スタンスの違いなど。
また、トルコによる軍用
機撃墜問題では、この原稿
を書いている十二月「ロシ
アのプーチン大統領は三
日、トルコによる軍用機撃
墜は戦争犯罪であると主張
し、さらなる制裁を加える
意向を明らかにした。問題
の深刻化と長期化は避けら
れない見通しだ。
」など、プ
ーチンにとっては北方領土
どころではないのかも知れ
ません。しかし現在我が国
とロシアの間で日露次官級
協議が行われており早期の
首脳会談を行い、一歩でも
返還の前進を期待したいと
思います。
（綾井）
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し

ものです。外国人に対して
は、国際法的に正当な我々
の領土だということを説明
する必要があります。
今の北方領土問題とウク
ライナ問題には、スターリ
ンという共通点がありま
す。ニコライ一世の長期的
な大局的な外交に対して、
スターリンは非常に短期的
で単視眼的でした。スター
リンは第二次大戦の勝利者
で、領 土 を 拡 大 し ま し た。
拡大した領土は、樺太など
東だけではなく、西でも西
部ウクライナやバルトにも
及びました。
私は一九九〇年に西部ウ
クライナを取材しました。
倉庫にレーニン像が転がっ
ていました。まだソビエト
その中には領土問題を含む
ことを合意しているのです。
一九五六年の日ソ共同宣
言は非常に誤解されてい
て、二島で妥協したという
学者もいますが、それはロ
シア寄りの解釈です。日ソ
共同宣言の第九項ソ連は、
平和条約締結後に歯舞、色
丹を引き渡すということを
約束しました。これは皆さ
んご存知です。しかしそれ
と同様に重要なことが書か
れています。その前に「五
六年の宣言調印後も、平和
条約交渉を継続する」と明
記しているのです。しかも
宣言締結前に、当時の日本
とソビエトの全権代表が、
平和条約締結後も領土交渉
を継続するという交換公文
を交わしているのです。つ
まり日ソ共同宣言は二島で
はなく領土交渉継続で合意
した文書であることは明ら
かです。
次に一九九三年の東京宣
言です。五六年共同宣言と
九三年の東京宣言は、全く
矛盾する文書ではなく、継
続して相補完する文書で
す。
五六年共同宣言には「平
和条約交渉を継続する」と
書いてありますが、それが
どういう交渉なのかを明確
に定めたのが九三年の東京
宣言です。つまり、日ロの
平和条約とは四島の帰属の
問題をこれまでの合意と法
と正義の原則に基づき解決
して締結するとしています。

し

の誘いをかけているという
面もあります。九月に日ロ
首脳会談がニューヨークで
行われ、プーチン大統領の
適切な時期での訪日に向け
準備することで合意しまし
た。領土問題は、双方に受
け入れ可能な解決策を作成
するための交渉をすること
で合意していますが、立場
は対立したままです。
私は、日ロ交渉について
は、安倍総理は日本の政治
家の中では最適だと思いま
す。北方領土問題の打開に
個人的な意欲を持っている
ことと、交渉の経験が豊富
であるためです。また、安
倍・プーチン共にまだしば
らくの任期があり、これも
一つの機会ではないかと思
います。
連邦が崩壊したといって
もロシアは巨大な国です。
ロシアと中国はある面では
利害が対立していますが、
ウクライナ危機の中で、ユ

ーラシア構想とシルクロー
ド構想を合体させる中ロの
連携が実現すると、紛れも
なく日本にとっては脅威と
なります。この北東アジア
の状況は、今非常に錯綜し
ていて、冷戦時代よりも複
雑な関係になっています。
アメリカは安倍の対ロ外交
を警戒し、ロシアは中国依
存を避けたいところです。
日本は、中ロ二正面は避け
たいし、中国は米ロ対立を
利用して漁夫の利を得たい
と考えています。このよう
な国際関係ですが、逆にい
えば、ここで日本外交がう
まくいけば思わぬチャンス
があるかもしれません。
私は、強い大統領である
プーチン大統領に、昔のニ
コライ一世のような大局的
な観点に立って、北方領土
問題に対して日本に歩み寄
ってほしいと思います。
最後に、平和条約を結ん
だ後の日ロ関係の将来像を

編集後記

どう描くかを、我々の側で
石川一洋 氏
も考えなくてはなりません。
プロフィール
ロシアは日本にとって大事
な国であるし、ロシア人の ○NHK放送センター解説
頭脳、資源、日本人の頭脳、 委員室 解説主幹
資金、技術が組み合わされ ○東京国際部、モスクワ支
ればすばらしい協力関係が 局長などを歴任しNHK放
生まれます。領土交渉が進 送センター解説委員室へ。
むのであれば、並行しても ○連邦崩壊のNHKスペシ
っと踏み出して動かしてい ャルで菊池寛賞、核汚染の
NHKスペシャルで放送文
かなければなりません。
NHKとしても、現地の 化基金賞受賞
釧路放送局で北方領土プロ ○東京大学文学部ロシア語
ジェクトというホームペー ロシア文学科卒業
ジを作って、取材した映像 ○ 専 門 は ロ シ ア、日 ロ 関
を公開しています。元島民 係、中央アジア、コーカサ
の証言を聞いてみて、私た ス、エネルギー
ち 自 身 あ る い は 親、祖 父、
そうした日本国民が生活し
た歴史が固有の領土を作っ
ていると実感します。我々
も公共放送として、元島民
の証言や生活の記録を歴史
の資料として保存し、北方
領土返還運動に貢献してい
きたいと思っています。

相鉄線・横浜市営地下鉄グリーンライン・
神奈中バスで北方領土に関する
県民会議のＣＭが流れます

安倍︱プーチンの一番最
近の合意文書は、二〇一三
年四月の共同声明です。重
要なのは、平和条約がない
のは異常だということで、
今後の外交交渉の役目は、
両首脳にたたき台を出させ
るということで合意してい
ます。不運なことに、安倍
︱プーチンの交渉がようや
く始まろうとしたときに、
ウクライナ問題が起こりま
した。ウクライナ危機の中
での安倍政権の対ロシア方
針は、四点あります。▼Ｇ
の一体性を重視して、力
による現状変更は認めない
▼ロシアビジネスで欧米の
経済制裁の隙をつくような
まねはしない▼北東アジア
の戦略環境は中国が台頭
し、ヨーロッパと大きく異
なる。中ロとの二正面対決
は避けたい▼北方領土問題
が存在し、ロシアとの平和
条約交渉は続ける。中ロ接
近を意識した外交方針とな
っています。
今現在の状況は、二〇一
四年二月のソチの首脳会談
以降、去年のAPECでの
日ロ首脳会談一回だけで、
いまだにその訪日は実現し
ていません。その中でプー
チンは、愛国主義を出して
強硬姿勢をとりました。八
月にメドベージェフ首相が
北方領土を訪問しました
が、これは北方領土に対す
る強硬姿勢を示すことであ
り、日本側に平和条約交渉

ま

平成二十七年度 北方領土に関する標語 〈最優秀賞〉
和 田
勉 さん
宮崎県宮崎市

◇昨年の県民大会はＮＨＫ
解説主幹の石川一洋氏を招
き「歴史から見た日ロ関係
と安倍対ロシア外交の展望」
と題してロシアの歴史、経
済、政治、ウクライナ問題
などロシアについて深くか
つ広く講演をいただきまし
た。また、北方領土視察に
参加した日本労働組合総連
合会神奈川県連合会の山下
郁雄氏から国後島と色丹島
の様子を動画で詳しく紹介
されました。更に「戦後
年北方領土問題を考える集
い」が北方領土隣接地域一
市 四 町（根 室 市、別 海 町、
中標津町、標津町、羅臼町）
で開催され神奈川大学・外
国語学部の山本一史氏が参
加し北方領土に関する見識
を深め、今後機会をとらえ
て北方領土問題について大
学などで話していきたいと
発表がありました。（綾井）
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二月の「北方領土返還運
動 全 国 強 調 月 間」の 期 間、
相鉄線・横浜市営地下鉄グ
リーンライン・神奈中バス
の一部の車両で、北方領土
に関する啓発映像を放映し
ます。
一回三十秒のＣＭが、相
鉄線は全線で五十両の車両、
横浜市営地下鉄グリーンラ
インは六十四両の車両、神
奈中バスは横浜地区、厚木・
綾瀬地区、相模原地区、藤
沢・茅ヶ崎地区の三百四十
台の車両で流れる予定です。
ご乗車の際には、車内映
像広告にご注目ください。

神奈中バス「かなチャンネル」

的に開かせることによって
日本との良好な関係を築い
ていくということでした。
これが今の日ロ関係の原点
です。帝政ロシアによる戦
略的長期的視点に基づく外
交といえます。
「北方領土は固有の領土」
というのは、日本人にとっ
て非常に分かりやすく正し
い表現ですが、外国の方に
説明するときには、これだ
けでは足りません。
『古事
記』にもあるように、我々
は約一六〇〇年前から、こ
のあたりは日本人のものだ
という感覚を持って生き続
けてきた民族です。しかし
アメリカやロシアやドイツ
などの大陸国家にとっては
領土というのは移り変わる
時代です。そして一年後に
ソビエトが崩壊しました。
スターリンの過ちは、ロシ
アにとって全く異質な西ウ
クライナ、反ロシア的なも
のをソビエトの中に組み込
むことによって、結局は崩
壊を招いたということで
す。そして、もう一つの過
ちは、ヤルタ協定から終戦
間際の対日参戦で領土を拡
大しましたが、それによっ
て日本との友好関係を失っ
たということです。ニコラ
イ一世が行った領土は妥協
しても平和裏な外交を行っ
て日本と友好関係を築くと
いう長期的な外交とは極め
て対照的な、短期的な単視
眼的な外交でした。
北方領土交渉の現状は非
常 に 厳 し い で す。九 月 に、
岸田外務大臣がモスクワに
行きラブロフ外相と交渉し
ましたが、主張は真正面か
ら 対 立 し ま し た。そ の 後、
日ロ次官級協議が行われま
したが、ロシア側は、第二
次大戦の結果ロシア領だと
主張し、日本は、法的にも
歴史的にも日本の領土であ
ると対立しています。しか
し、両国間にはさまざまな
合意もあります。一九五六
年の国際条約である日ソ共
同宣言、その後の東京宣言、
イルクーツク声明、日ロ行
動計画、最近では、安倍総
理の二〇一三年の訪ロなど
です。一貫して合意している
のは平和条約交渉の継続で
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