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千島列島と日本固有の領土
国後，択捉は千島列島の一部一

田　中　俊　明

　　　　　　　　　1．序

　千島列島，この地名を聞いて，地理上の位

置を正確に示せる人が何人いるであろうか？

「北方領土」と言う名称を知っている人でも，

千島列島と言う地名も知っている人は極めて

少数であろう。それだけこの千島列島は，日

本人にとっては遥かに遠い存在なのである。

　千島列島は北海道本島とソ連領カムチャッ

カ半島の問に連なる多数の島々より成ってい

る。千島の「千」は「1000」を意味しており，

それほどたくさんの島々が点在しているので

ある。この千島列島は，第2次世界大戦終結

までは日本領であり，そこには少なからぬ日

本人が定住していた。しかし，戦後ソ連軍が

千島列島に進駐して以来，日本人は島を追わ

れ，現在もなおソ連により占領されたままに

なっている。

　日本は！95！年の「サンフランシスコ平和条

約」に調印して，千島列島を放棄してしまっ

たために，1）日本政府はソ連に対して公式に

千島列島返還を唱えることが出来ない立場に

なってしまった。そこで，日本政府は，北海

道本島に付属する歯舞群島，色丹島に，千島

列島南部（南千島）の国後島，択捉島を加え

て，それらの地域に「北方領土」なる名称を

与えると言う奇策を弄し，2）得撫島以北の千

島列島（中千島および北千島）とは切り離し

て，領土返還運動を始めた。その結果，やが

て千島列島は段々と日本人の記憶から薄れて

し違い，現在では千島列島と言う地名と共に

その存在すら知らない人が，大多数を占ある

ようになってしまった。

　このような状況下で，多くの研究者が次の

ような素朴な疑問を持つようになった。すな

わち，平和的に締結された国際条約で日本領

と認められた千島列島は，日本固有の領土で

はないのか？　また，南千島と呼ばれている

国後島および択捉島が，果たして千島列島の

一部ではないと言えるのだろうか？　この2

っの疑問点を解明するために，本稿では，固

有の領土，3）すなわち，武力や威嚇等により

奪取したのではない領土と言う視点で，様々

な角度から千島列島を分析，検証してみる。

！）195エ年9月8Bに連合国との間に締結された「田本国との平和条約」（サンフランシスコ平和条約）の

　　第3条の（c）で，千島列島ならびに南樺太の放棄を謳っているが，ソ連はこれらの領土が完全なるソ

　　連の主権下にあると書かれていないことに不満を持ち，修正案を提出したが否決され，この条約への

　　調印を拒否した。そのたあ，現在もなお日本とソ連との間には，平和条約は締結されていない。なお，

　　平和条約締結当時の状況については，

　　三田　英彬　1973，25！－260ページ，

　　山県　泰三　1983，193一一203ページ，

　　水津：　満　1979，282－284ページおよび

　　吉田　嗣延　1973，262ページを参照。

2）国後島および択捉島が千島列島に含まれないとする考えには，全く正当性がないことについては，第

　　4章第3節で明らかにしている。
3）本稿での「固有の領土」に関する定義については，第4章第4節で述べている。
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2 言語文化論究2

　　　　　2．　「北方」地域の島々

　第2次世界大戦後ソ連に占領されている

「北方」地域の島々には，まず北海道根室半島

の東に連なる，大小20余の島々よりなる歯舞

（はぼまい）群島があり，さらにその東に色丹

（しこたん）島がある。これらの島々は，地理

的には根室半島の延長線上にあり，土地の陥

没によって出来た離島であると見られてい

る。4）1869年に北海道に国郡制が設置された

時は，歯舞群島と色丹島は同じ根室国花咲郡

に属していたが，1884年に日本政府が千島北

部の占守島影に住んでいたアイヌ人を色丹島

に移住させたのを機に，5）色丹島は新たに色

丹郡色丹村として千島国に編入された。しか

し，その後脳島国と言う行政区域は廃止され

て，色丹島は根室支庁色丹郡色丹村となって

おり，また地理的にも，歯舞群島の延長線上

にあり，千島列島の島々の列からは外れてい

るのは明らかである。以上のことから，一般

的には，歯舞群島および色丹島は千島列島の

一部ではなく，北海道本島付属の島々である

と考えられている。6＞しかしながら，現在ソ

連は，歯舞群島および色丹島を小クリール群

島（小千島列島）と称し，クリール群島（千

島列島）の一部とみなしている。勿論このこ

とは，これらの島々のソ連領有を正当化しよ

うとする試みの一環であるが，さすがにこの

識弁に気がひけたのか，1956年に調印された

「日ソ共同宣言」で，「日ソ平和条約」締結の

際に歯舞群島および色丹島を日本へ返還する

ことを約束している。7）

　さらにそれらの島々のすぐ北には，大きな

国後（くなしり）島および択捉（えとろふ）

島があり，「真珠のネックレス」のようにあざ

やかに弧を描いて連なる千島列島の最南端に

位置している。この南千島の国後，択捉両吟

が，戦後日本が「サンフランシスコ平和条約」

で放棄した「千島列島」に含まれるかどうか

で多くの議論が巻き起こされて来たが，現在

この2島の処遇が，ソ連に対する領土返還交

渉の難点となっている。また，ソ連占領下の

現在は，この2島がクリール群島（千島列島）

の中心地となっていて，すでに少なからぬソ

連人が定住しており，このことも返還交渉を

難しくしている1っの要因である。

　国後島および択捉島の延長線上北東方向

へ，得撫i（うるっぷ）島より，途中に大小多

数の島々をちりばあて，最東端の占守（しゅ

むしゅ）島まで，長く連なっているの島々が，

千島列島のうちの中千島および北千島であ

る。なお，これらの島々の総面積は約5320平

方キロメートルで，日本政府が返還を要求し

ている歯舞　色丹，国後，択捉の合計の約

5000平方キロメートルよりも広いのである

が，戦前住民は欝本政府関係者の他には，漁

業関係者等のわずかな人々が住んでいるだけ

であった。この住民数の差が，第2次世界大

戦後の領土返還運動の中で，返還を要求すべ

4）三田　英彬　1973，134－135ページを参照。

5）当時の潤本政府は，北海道本島より遠く離れた北千島の住民の保護も思うにまかせず，また彼らがカ

　　ムチャツカ半島へ行き来していたので，いっまたロシアから領土返還を要求されかねないことを考慮

　　し，半ば強制的に移住させたものと思われる。

　　三田　英彬　！973，52－54ページおよび

　　吉田　嗣延　1973，50－51ページを参照。

6）多くの研究者は，歯舞群島おらび色丹島は千島列島に属さないと考えているが，特に色丹島は，以前千

　　島国に編入されたことを重視し，千島列島の一部であるとする考えの研究者もいる。

　　三田　英彬　1973，262－265ページを参照。

7）　「日ソ共同宣言」の条文については，

　　吉田　嗣延　1973，265－267ページを参照。

　　陪ソ共同宣剖が調印されるまでの経過については，
　　久保田正明　エ983を参照。
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千島列島と日本固有の領土 3

き領土の範囲が，「千島列島および歯舞群島，

色丹島」から「南千島および歯舞群島，色丹

島」へと「縮小化」するのに大きな影響を与

え，運動そのものが綾小化されてしまう大き

な要因に成ってしまった。そして，現在この

「北方領土」返還運動では，中千島および北千

島は完全に忘れ去られてしまい，戦後しばら

くは日本領として載っていたこれらの島々

も，現在では沼本の地図からも削除されてし

まっており，8）日本人の記憶からもほとんど

忘れ去られようとしている。

　宗谷海峡を挟んで，北海道本島のすぐ北

に，樺太（サハリン）島がある。歴史的には，

北からはロシアが，南からは日本が進出して

行き，やがて途中で日露が接触することにな

る。そして，この「北方」地域最大の島が，

ヨ本とロシア（後のソ連）との領土争奪の場

となり，数回国境が移動することになった。9）

そして，第2次世界大戦以後現在までは，樺

太全島をソ連が統治している。

　　　3．　「北方」地域での国境の推移

　千島列島が日本固有の領土であるかどうか

を議論するには，まず千島列島を含めた「北

方」の島々に関する国境の歴史的推移を把握

しておかなければならない。そこで本章で

は，第2次世界大戦終結までの「北方」地域

に関する日本とロシア（後のソ連）の国境交

渉の経過を考察しながら，日本とロシア（後

のソ連）との間に，領土に関するどのような

条約が，どのような状況で締結されたかを検

討し，「北方」の島々のどの地域が，日本固有

の領土として認められ得るかを解明してみ
る。

　3．1　縫本と。シアとの間の国境確定

　江戸時代末期までは，日本とロシアとの間

に横たわる「北方」地域には，国境が確定し

ていなかった。そして，その「北方」地域に

住んでいたのは，日本人でもロシア人でもな

く，アイヌ人，クリル人，アレウト人等の北

方民族であった。「国境」と言う概念もなく暮

らしていた彼らの地は，日本の北上とロシア

の南下の場ともなり，10）その結果そこで日本

人とロシア人が接触することになる。そこ

で，当時の徳川幕府とロシア政府は，国境確

定問題で交渉を重ね，1855年に「日本国魯西

亜国通好条約」（「日露通好条約」）が結ば

れ，ω日本とロシアとの間の国境が，初めて

確定した。すなわち，千島列島では得撫島以

北をロシア領，択捉島以南を日本領とした

が，樺太全島では国境線が引けずに，日本人

とロシア人との「雑居」地となった。12）した

がって，現在日ソ間の領土問題の対象になっ

ている歯舞群島，色丹島，国後島および択捉

島は，この時初めてロシア政府が公式に日本

8）1964年発行の「新畳高等地図」（帝国書院）では，千島列島はまだ配本の地図の中に含まれており，千

　　島列島の島々も日本の部の索引に記載されている。ただし，南樺太の地名は外国の部の索引に記載さ

　　れており，異なった扱いをしている。

9）樺太島の国境の確定および移動に関する日本とロシアとの国際条約については，第3章で詳しく述べ

　　ている。
！0）　その際アイヌ等先住民族と日本人（大和民族）またはロシア人との「争い」も起こった。大きな事件

　　としては，日本人による酷使や横暴に耐えかねて起こした1789年の「国後アイヌの決起」や，1771年の

　　ロシア人の横暴に耐えかねた択捉島や得撫島等のアイヌ入が多数のロシア人を殺害した事件等があ

　　る。

　　三田　英彬　1973，226－227ページ，

　　吉田　嗣延　1973，36－37ページおよび
　　恵谷　　治　1989，！05－110ページを参照。

11）　「B本国魯西亜国通好条約」の条文については

　　吉田　嗣延　1973，241ページを参照。

12）　田本側は北緯5G度を主張したが，もそそも樺太全島の領有を目論むロシアは拒否した。その後，ロシア
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4 言語文化論究2

領と認めたことになる。

　千島列島に関しては，当時の勢力範囲から

考えて，概ね妥当であると思われたが，樺太

に関しては，国境を確定出来なかったこと

が，後の明治政府に苦しい領土交渉を強いる

結果になった。なお，国境を決定したこの条

約が，現在のソ連に対する領土返還のため

に，日本固有の領土であるための有力な根拠

となっていることを考えると，この条約は重

要な意味を持つと言える。しかし，この国境

確定は，アイヌ人等の北方先住民の意見を全

く考慮にいれずに決められたため，彼らに

とっては，それまで自由だった住来が，この

「国境」によりかなり制限されることになっ
た。13）

　　3．2樺太とクリール群島の交換

　樺太は古くから日本とロシアの領土獲得の

対象とされていた地域である。すでに述べた

ように，1855年に締結された「日本国魯西亜

国通好条約」で，樺太全島ぼ白露「雑居」地

とされた。これには，軍事力に優るロシアが

日本を南へと追いやり，最終的には樺太全島

を手に入れる意図があった。事実，ロシアは

軍隊や流刑移民等を送り込んで武装拠点を設

けて，日本漁民に威嚇を加え，横暴を極めた

ため，日本は樺太開拓から手を引かざるを得

ない状況に追い込まれて行った♂4）そこで，

日本政府はロシアと1年越しの交渉を重ねた

結果，1875年に「樺太千島交換条約」が結ば

れ，15）それまで日露の「雑居」地であった樺

太全島をロシア領とする代りに，ロシア領で

あった得撫島から占守島までのクリール群島

（千島列島）を日本領とすることになった。軍

事的に劣る日本としては，「樺太放棄論」さえ

出ていた当時の樺太の状況を考えれば，やむ

を得ない所であったであろうと思われるし，

得撫島以北のクリール群島（千島列島）が手

に入っただけでも上首尾としなければならな

かったであろう。

　確かに，条約締結前の樺太の状況には，明

らかにロシアの軍事的圧力が見られたが，条

約交渉の経過からすると，日本政府が全く望

まないのに，強制的に締結させられた条約で

もないように思われる。事実，なるほど樺太

より利用価値の低い得撫島以北のクリール群

島（千島列島）ではあるが，交換と言う形を

採っており，ともかくも日露両政府が，平和

的な話し合いをし，納得して締結した条約と

言えよう。そのような点でこの条約も，千島

　　側は北緯48度で妥協を計ったが，外交交渉に疎い徳川幕府は拒否してしまい，得難い解決の機会をみ

　　すみす棒に振ってしまった。それからしばらくして，末期の徳川幕府もこの「北緯48度」で解決しよう

　　としたが，その時はもはや国力に勝るロシア政府は強硬姿勢に戻っており，結局樺太での国境確定は

　　出来なかった。

　　和田　春樹　1990，69－97ページ，

　　三田　英彬　！973，233－235ページ，

　　吉田　嗣延　1973，46－48ページおよび
　　落合　忠士　！971，24－39ページを参照。

13）　このことは，ヨーロッパの列強国が，アフリカや中近東地域等を植民地にする際に，先住の各民族の住

　　居地域を考慮せず，自分勝手に「国境」を線引きしてしまったことと符号する。そのような先人の「負

　　の遺産」を引き継いで，現在でも世界各地で「国境」の変更や独立を求める民族紛争が起きている。

14）三田　英彬　1973，233－240ページを参照。

15）　ド樺太千島交換条約」の条文については

　　吉田　嗣延　1973，242ページを参照。内容に関しては

　　和田　春樹　1990，28－68ページ，

　　三田　英彬　1973，235－240ページ，

　　吉田　嗣延　1973，48－50ページおよび

　　落合　忠士　1971，45－49ページを参照。
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千島列島と漏本固有の領土 5

列島（クリール群島）が日本固有の領土であ

ると言う主張の有力な根拠になっているので

ある。

　　　　　3．3　南樺太の再領有

　1875年のド樺太千島交換条約」により，日

本はそれまで開拓して来た樺太（実質的には

南部のみ）を放棄しなければならなくなっ

た。江戸時代の末期の徳川幕府よりひき続い

て，何とか樺太を維持しようと試みていた明

治時代初期の日本政府にとっては，さぞ無念

であったと思われるが，その後日本にまた樺

太開拓の機会が訪れた。1904年～05年の日露

戦争の結果，1905年に日本とロシアとの間に

結ばれた「講和条約」（ポーツマス条約）およ

び1908年の「樺太島日露境界劃定書」によ

り，16）樺太島の北緯50度以南の地域がロシア

より日本に割譲された。以後，日本政府はこ

の南樺太に樺太庁を設置し，第2次世界大戦

終結まで本格的な開拓に乗り出すことにな

る。

　なお，この日露：「講和条約」では，樺太南

部を日本に「譲与」すると書かれており，「返

還」するとは記されていないことに注目すべ

きである。確かに，先に述べたように，以前

にロシアが日本を武力で威嚇的に樺太から駆

逐しようとしたと言う歴史的な経過はある

が，この「譲与」と言う語が，その前に結ば

れた「樺太千島交換条約」の正当性の上に立

ち，「講和条約」が締結されたことを物語って

いる。したがって，「樺太千島交換条約」の不

当性が証明されない限り，南樺太は国際法

上，平和的な話し合いにより取得した領土と

は考えにくく，日露戦争の「戦利品」と見な

されても仕方がないであろう評）

　事実，第2次世界大戦後の1946年1月29日

の連合国最高司令官指令に基づく「若干の外

廓地域を政治上行政上日本から分離すること

に関する覚書」の中で，「南樺太」と「千島列

島，歯舞群島，色丹島」とは明らかに異なっ

た区分をしていた。18）すなわち，千島列島，

歯舞群島および色丹島は，その後日本に返還

された琉球（南西）列島（沖縄），小笠原諸島

などと共に「日本の地域」から除外される地

域に入っていたが，19）南樺太は日本が武力で

奪取または占領した満州，台湾，朝鮮などと

共に「日本帝国政府の政治上行政上の管轄

権」から除外される地域に入っていた。2。）こ

の指令には領土の最終決定ではないと記され

てはいたが，連合国側の以後の日本領土の最

終決定の際の基本的な考え方になっていたこ

とは確かである。21＞

　このような経過から，確かに南樺太開拓の

歴史等を考え合わせれば，南樺太は必ずしも

「戦利品」とは言えなくもないが，戦争の結果

領土が移転した事実を考えると，武力による

領土変更を肯定することになり，固有の領土

論の立場に立つと，南樺i太を日本固有の領土

16）　ド講和条約」および「樺太島日露境界劃定書」の条文に関しては

　　吉田　嗣延　1973，243－244ページを参照。

17）　確かに，「樺太千島交換条約」は名目的には交換だが，実質的には樺太をロシアに掠取されたのと同じ

　　であり，それゆえ南樺太は決して日露戦争の「戦利品」ではないと考えている硯究者もいる。（能戸英

　　三，高倉新一郎共著「故なく奪われた北方領土」）しかし，第4章第4節でも述べられているが，国際

　　法上それを証明するのは，かなり難しいであろうと思われる。

　　三田　英彬　1973，306ペーージを参照。

18）吉田　嗣延　1973，260ページを参照。

19）すなわち，この地域は，沼本政府の行政地域から除外されたが，日本を管理する連合国占領軍の管轄下

　　には入っていた。

20）すなわち，この地域は，日本政府の行政地域からも，日本を管理する連合国占領軍の管轄下からも除外

　　された地域で，以後将来に渡り日本政府が統治すべきでない地域であると推察出来る。

21）吉田　嗣延　1973，111－114ページを参照。
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6 言語文化論究2

に加えるにはどうしても無理があると言う結

論に達する。したがって，本稿では以後南樺

太は日本固有の領土には含まれないものとし

て，議論を進めて行くことにする。

　　　　4。日ソの間の千島列島

　第3章で述べたように，千島列島のうちの

国後島および択捉島，すなわち南千島は，

1855年の「日露通好条約」により，日本領土

として確定して以来，第2次世界大戦終結ま

でその帰属の変更はなかった。しかし，得撫

島より占守島までの中千島および北千島は，

この「日露通好条約」でロシア領として確定

したが，1875年の「樺太千島交換条約」によ

り日本領になり，第2次世界大戦後またロシ

アの後身であるソ連の統治下にある。このよ

うに，特に得撫島以北の千島列島は，日本と

ソ連（ロシア）との間でその領有が移動して

来た。そこで本章では，第2次世界大戦後の

ソ連の千島列島占領およびソ連領への編入の

経過，千島列島の範囲等を多角的に考察し，

日本固有の領土としての千島列島を検証して

みる。

　4．1　ソ連による「北方」地域の占領

　1905年「講和条約」締結後，日本は再び樺

太島南部（南樺太）を領有することになり，

「北方」の領土はそれまでの最大の地域に

なった。そして，その領土のまま1945年の第

2次世界大戦の終戦を迎えることになった。

　1945年8月8日，ソ連は「日ソ中立条約」

に違反し，22）日本に対して宣戦を布告した。

樺太では，ソ連軍が北緯50度の国境線を越

え，一気に南樺太を占領して，日本軍の武装

解除をした。それに対して千島列島では，8

月15日の終戦になっても，ソ連軍が進行して

来る様子はなく，ソ旧領カムチャツカ半島に

最も近い千島列島最東端の占守島に初めてソ

連が姿を現わしたのは，終戦3日後の8月18

日であった。それは降伏していた日本軍の武

装解除のためではなく，戦車，大砲，機関銃

等を繰り出しての攻撃であった。当時日本軍

は日本の降伏を知り，武装解除のための武器

引き渡し等の準備をしていたが，ソ連軍の攻

撃に対してやむなく応戦し，文字通りの戦争

状態が続き，日ソ双方に多数の死傷者が出

た。8月21日にようやく停戦が成立し，23日

に日本軍の武装解除が行われたが，23）この戦

闘は，降伏して武装解除に応じようとしてい

る日本軍に，ソ連軍が攻撃を仕掛けた全く無

意味な戦闘であった。これは，千島列島でも

「戦闘」で日本軍を降伏させ，日本に対しての

戦果を挙げたように見せかけて，千島列島領

有を「正当化」しょうとしたソ連・スターリ

ンの戦略であったと思われる。だが，終戦以

後も二本国内でこのような戦闘があったこと

は，日本国民には意外と知られていない。

　占守島以外のソ連軍による日本軍の武装解

除は順調に進み，順次南下して行ったが，得

撫島では初めは島を一周しただけで，数日後

ようやく上陸し，武装解除している。ソ連軍

がなぜ得撫島への上陸をためらったかは，明

22）！941年に日本とソ連との間に締結された条約。条文に関しては

　　吉田　嗣延　1973，244－245ページを参照。

　　1945年4月5日に，ソ連はこの条約の不延長を宣言したが，1946年4月25臼までは有効であった。した

　　がって，1945年8月8日のソ連参戦は，明らかに「日ソ中立条約」に違反した行動であった。
　　三田　英彬　1973，90一93ページを参照。

23）　この戦闘の様子の詳細に関しては，

　　三田　英彬　1973，23－51ページ，

　　水津　　満　1979，15－71ページ

　　和田　春樹　199◎，377－385ページおよび

　　上地　龍典　1978，39－41ページを参照。
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らかではないが，アメリカ軍が上陸していな

いか様子を見たと言う説もある。24）そしてソ

：連軍は現在「北方領土」と言われている択捉

島，国後島，色丹島，そして最後には歯舞群

島にも上陸し，武装解除を完了している。こ

れら択捉島以南の島々にソ撤兵が上陸する際

には，「アメリカ兵はいないか？」と必ず確か

めていたと言う住民の証言もある。25）また，

占守島より南下したソ連軍は得撫島まで来て

引き返し，択捉島以南の島々は，樺太から来

た別動隊により占領されたと言う話もあ

る。26）ソ連軍の択捉島以南の占領は予定外

だったのだろうか？　これらの話を総合する

と，当初はソ連軍の占領は得撫島までで，択

捉島以南はアメリカ軍の管轄であったが，ア

メリカ軍がいないのを見て，「火事場泥棒」的

に占領したと言う考えの人もいる。27）しかし

ながら，ソ連の占領地域に関して，スターリ

ンがアメリカのトルーマン大統領に送った返

書の中で，ソ連占領地域に「全千島列島（a豆豆

the　K：urilds亙ands）」も含めるべきであるこ

とを要求している。28）ここで「全（aの」と言

う語をわざわざ使っていることに注目する必

要がある。言い換えれば，ソ連軍はあくまで

も国後島，択捉島を含む「全千島列島」を占

領地と考えており，上陸の際にひょっとして

アメリカ軍が「誤解」して，これらの島々を

占領してはいないかどうかを確かめただけと

考える方が，より自然であろう。ただ，ソ連

軍の得撫島占領直後，モスクワ放送は「これ

で千島列島の占領は終わった」と述べている

と言う事実も指摘されている。29）このこと

は，当時のソ連の政治および軍の首脳陣の中

では，クリール群島（千島列島）の範囲に関

して，必ずしも統一された認識を持っていな

かったか，あるいは下部組織への命令の際

に，明確に伝わらなかったことも考えられ
る。

　なお，ソ連の対日勝利の日は，8月14日

（アメリカ，イギリス）ではなく，9月2日

（日本の降伏文書調印の日）になっている。30）

このことは，ソ連軍が占守島から歯舞群島ま

でを占領した行動と考え合わせてみると，ソ

連は日本に対して9月2日まで戦闘の意志を

捨てておらず，血を流して千島列島を勝ち

取ったことにしておきたかったスターリンの

「領土欲」が見て取れる。

　　4．2「北方」地域のソ連領への編入

　南樺太および千島列島は，ソ連軍が占領

し，日本軍の武装解除を行なったが，このこ

とに関しては連合国の「一般命令第一号」に

従った正当な行動であった。31）この「命令」

はアメリカが原案を作成したものであるが，

24）　当時ソ連軍による武装解除に同行した水津満少佐の話については，

　　水津　　満　1979，72－90ページ，

　　三田　英彬　1973，1エ4－！20ページおよび

　　山県　泰三　1983，53－55ページを参照。

25）三田　英彬　1973，137－139ページおよび
　　上地　龍門　1978，46ページを参照。

26）山県　泰三　1983，55－56ページを参照。

27）水津　　満　1979，84－90ページを参照。
28）　アメリカのトルーマン大統領の返書でも，「全千島列島」と述べている。

　　和田　春樹　1990，386－389ページおよび

　　三田　英彬　1973，96－98ページを参照。

29）三田　英彬　1973，119一一！20ページを参照。

30）三田　英彬　1973，132ページを参照。

3D　ソ連軍は歯舞群島，色丹島も占領し，武装解除したが，これは，これらの島々の日本軍の司令部が千島

　　列島にあったためである。

　　三田　英彬　1973，137－139ページを参照。
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本章第1節でも述べたように，ソ連のスター

リンはこの原案に対し2っの修正案を出し

た。32）！っはソ連の占領地域に含まれていな

かった「全千島列島」を含めること，もう！

つは，「北海道の釧路と留萌を結ぶ線より北

半影」もソ連の占領地域に含めることであっ

た。それに対してアメリカのトル～マン大統

領は「全千島列島」を含めることは認めるが，

北海道北半部は拒否した。もしこれが認めら

れていたら，北海道北半部は現在もなおソ連

占領下になっていたかもしれない。ここにも

スターリンの飽くなき「領土欲」が見て取れ
る。33）

　国後島，択捉島を含む千島列島および歯舞i

群島，色丹島に進駐したソ連軍は単なる占領

ではなく，早々と秘密裡にソ連領への編入作

業を進あて行き，1946年2月2日にソ連は国

内法を改定し，1945年9月20日に逆上って，

南樺太（南サハリン）および国後島，択捉島

を含む千島列島ならびに歯舞i群島，色丹島を

一方的にソ連領に編入してしまった。勿論，

このことは国際法を無視した不法なことで

あった。34）しかしながら，そのためにこれら

の島々に住んでいた日本人は，日本本土へ引

き揚げざるを得なくなってしまった。北海道

本島に近い歯舞群島，色丹島，国後島の住民

の多くは，「正式引き揚げ」を待たずに，すで

に各自の漁船等を使い，次々と島を脱出して

行ったが，遠方の択捉島以北の島々等の人々

に対する「正式引き揚げ」は，1947年に行わ

れわれた。35）その結果，それ以後の「北方」の

島々の日本人住民は，皆無になってしまっ

た。

32）和田　春樹　199◎，378－379ページおよび

　　三田　英彬　1973，94－96ページを参照。

33）三田　英彬　1973，97－101ページを参照。

34）和田　春樹　1990，386－389ページおよび

　　三田　英彬　1973，148－151ページを参照。

35）三田　英彬　1973，202－216ページを参照。

36）三田　英彬　1973，255－267ページを参照。

　4．3千島列島とクリール群島の範囲

　「樺太千島交換条約」で，日露「雑居」の樺

太全島と交換に日本領となった島々は，条文

では得撫島から占守島までの「クリール群

島」と書かれており，「千島列島」とは書かれ

ていないのである。そこで，「千島列島」と

「クリール群島」との関係が問題になる。その

範囲は同じなのか，それとも異なるのか？

また，具体的にはどこからどこまでの島々を

指すのか？これに関しては諸説あるが，次の

3っの説に大別出来る。

　（i）千島列島篇クリール群島

　　　　　　二得撫島から占守島までの島々

　伍）千島列島篇クリール群島

　　　　　　　　篇国後島，択捉島＋得撫島

　　　　　　　　　から占守島までの島々

　（撮）　千島列島鴬国後島，択捉島＋

　　　　　　　　　クリール群島（得撫島か

　　　　　　　　　ら占守島までの島々）

　これら3っの説のいずれにも得撫島から占

守島までの島々は含まれているので，国後島

および択捉島が千島列島またはクリール群島

に含まれるかどうかが問題になるのである

が，単に条約上から解釈するか，歴史的，社

会的要因も含あて解釈するかによっても微妙

な差異があり，国際法学者の間でも今なお意

見が分かれている。36）

　まず，「日露通好条約」や「樺太千島交換条

約」の頃はともかく，少なくとも第2次世界

大戦終結前後およびそれ以後は，一般に日本

では，千島列島と言えば，国後島から占守島

までを指しており，列島は北部，中部，南部

の3ブロックに分けられており，国後島，択
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捉島は南千島と呼ばれていたことを指摘して

おく。

　また，日本が1951年に調印した「サンフラ

ンシスコ平和条約」で放棄した千島列島の範

囲，すなわち南千島と呼ばれている国後島お

よび択捉島が，そこに含まれるかどうかで多

くの議論がなされて来ているが，特に重要な

日本政府の証言があることを忘れてはならな

い。すなわち，1951年の「サンフランシスコ

平和条約」調印直後の国会での西村条約局長

の答弁の中でも「条約にある千島列島の範囲

には，北千島と南千島を含むと考えている」

と述べている。37）したがって，当時の日本政

府も，南千島すなわち国後島と択捉島は千島

列島の一部であると考えていたのである。さ

らに，1961年10月に外務省見解として，「政府

は国後・択捉両島の「南千島」をあくまでも

日本固有の領土として，返還を求める」と言

う声明を出している。38）このように，一般の

日本国民も日本政府も，「千島列島」と言えば

「国後島から占守島まで」の範囲を考えてい

たのである。したがって，現在の日本政府が

採用している（のの説は妥当性に乏しいこ

とを，以前の日本政府自身が「証明」してい

たことになるQ

　ところで，「クリール群島」は英語名では

“the　Ku蓋亙亙ds亙ands”であり，主に欧米諸国

で用いられている用語である。日本では，主

に「千島列島」の方を使用していたために，

「クリール群島」の範囲などは，日本人の頭の

中にはあまりなかったように思われる。で

は，外国，特にアメリカはこの点についてど

う考えていたかと言うと，第2次世界大戦の

37）和田　春樹
　　三田　英彬
　　久保田正明

38）山県　泰三
39）

1990，35－38ページ，

1973，253ページおよび

1983，67－68ページを参照。

1983，100－101ページを参照。

末期，1944年！2月にアメリカ国務省により作

られた　「タリー・ル群島　（千島）に関するブ

レークスリー極秘文書」の中では，39）クリー

ル群島（千島列島）は北部，中部，南部に3

区分され，国後島および択捉島は南部に属し

ている。したがって，アメリカもクリール群

島（千島列島）には，国後島および択捉島も

含まれると解していたことが分かる。

　見方を変えて，国際法上の立場から見る

と，クリール群島の範囲が記された国際条約

は非常に少ないが，まず第3章第2節で述べ

た「樺太千島交換条約」がある。この条約で

は，「クリール群島」として得撫島から占守島

までの18島の島名が記されている。したがっ

て，これを根拠に得撫島以北の島々がクリー

ル群島であり，南千島の国後島，択捉島は含

まれないとする（i）および（懲）の説を採

る人が，かなり多くいることは確かである。

しかし，この問題の研究者によって次のこと

が明らかになっている。⑩すなわち，この条

約のロシア語文では，交換する得撫島以北の

島々については「自ら（ロシア）が現在所有

するクリ」ノレと言う島々（のグループ）」と

なっており，日本語文では不明瞭な部分が，

はっきりと「ロシア領クリール群島」を意味

している。言い換えれば，このことは「ロシ

ア領でないクリール群島」（国後島および択

捉島）も存在することを示している。以上の

ことからも，（i）および（童）の説は否定さ

れてしまうのである。

　また，「樺太千島交換条約」に先立って調印

された「日本国魯西亜国通好条約」でも，得

撫島以北を「クリール諸島」と書かれている

　　この文章では，千島列島の戦後処理について詳細に述べられている。北部および中部は，戦後作られる

　　予定の国際機構（国際連合）の下に置いて，ソ連が管理国となり（信託統治），碍本との結び付きが強

　　い南部は，日本領として残すべきであると提言している。

　　吉田　嗣延　1973，247－252ページを参照。

40）和田　春樹　199◎，48－52ページを参照。
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が，研究者達がロシア語文やオランダ語文と

の比較検討をした結果，日本語文には誤りが

あり，得撫島以北の島々が「その他のクリー

ル群島」であること，すなわち得撫島以北の

島々以外にも，「クリール群尉に属する島々

があることを発見している評）言い換えれ

ば，国後島および択捉島も「クリール群島

（諸島刀に属すると言うことになり，この条

約も（i）および（鋤の説を否定している

ことになる。

　さらに，本章第！節でも触れたように，ソ

．連のスターリンとアメリカのトルーマン大統

領との間の書簡では，両者とも「全千島列島」

（amhe　Kurildslands）と述べていること

からも判るように，ソ連も「サンフランシス

コ平和条約」の原案を作成したアメリカも，

磁）の説と考えていたと見るのが妥当であ

ろう。

　そして決定的なのは，第3章第3節でも触

れた，終戦直後の連合国最高司令官指令に基

づく「若干の外廓地域を政治上行政上日本か

ら分離することに関する覚書」の中でも，「千

島列島，歯舞群島，色丹島」と書かれている

が，ここで言う「千島列島」の箇所は，原語

（英語）では“the　K“lile（Chishlrna）is一

豆a貧ds”と明確に書かれており，42）「クリール

群島」と「千島列島」が同一のものを指すこ

とは，全く疑う余地のないことである。また，

連合国（とりわけ草案起草国のアメリカ）は，

記載されていない「国後島及び択捉島」は，

当然クリール群島（千島列島）に含まれてい

ると理解していたことが推定される。すなわ

ち，この文書は（i）および（搬）の説を完

全に否定しているのである。

　以上のことをまとめてみると，「千島列島」

二「クリール群島」であり，国後島および択

41）和田
42）和田
43）三田
　　上地
　　坂本

春樹　1990，69－73ページを参照。

春樹　1990，386－387ページを参照。

英彬　エ973，218－219ページ，

龍典　1978，34－36ページおよび
徳松・甲斐　　青争馬　　1977，

捉島も含むと言う（蓑）の説が最も妥当性が

あると言える。（斑）の説や現在日本政府が主

張している（i）の説は，南千島（国後島お

よび択捉島）を何としても領土返還の範囲に

含あようとするための「苦肉の策」で，甚だ

説得力に乏しい説である言えよう。

　　4。4固有の領土としての千島列島

　日本がソ連に対していわゆる「北方領土」

返還を要求している最大の根拠は，固有の領

土であると言うことである。国際法上，「固有

の領土」とは，無主の土地を他の国家に先

立って実力で支配し，かっ実行的に支配する

ことで成立する。この場合，「無主の土地」と

は，どこの国にも属さない土地であって，住

民がいない土地と言う意味ではない。また，

支配は有効でなければならない。そのために

は支配する国家が，その土地を自己の領域に

しょうとする意志を，何らかの形で表わし，

かっ実効的に支配することが必要である。43）

したがって，「固有の領土」とは，簡潔に言え

ば，外国の領土であったものを，強引に武力

等により取得したものではない領土であると

言える。ヨーロッパでは歴史的に，絶え間な

く戦争による民族や国境の移動があったの

で，固有の領土と断定するのが難しい場合も

多くあろうが，日ソ間の「北方」地域に関し

ては，民族や国境の移動は少なく，国際条約

等の歴史的資料でもかなりはっきりしてい
る。

　そこで，第3章で述べた日本とロシア（の

ちのソ連）との「北方」地域での国境確定に

関する諸条約を時代順に沿って考察し，どの

範囲までが日本固有の領土と見なされ得るか

をまとめてみる。その際，その領土に関する

条約が，平和的な話し合いによって締結され

UO－1！7ページを参照。
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たかどうかが重要な決め手になる。

　まず，日本とロシアとの間に結ばれた最初

の領土に関する条約は，1855年の「日本国魯

西亜国通好条約」である。この条約では，千

島列島に関しては択捉島と得撫島の間に「国

境」が引かれ，樺太全島は日露双方共有の地

とされた。したがって，この時点では，択捉

島以南の島々，すなわち歯舞群島，色丹島，

国後島，択捉島および樺太全島が日本の固有

の領土であり，得撫島以北の千島列島および

樺太全島がロシアの固有の領土であった。

　次に，1875年に「樺太千島交換条約」が締

結され，日露：共有の地であった樺太全島はロ

シア専有の領土となり，代りにロシア領で

あった得撫島以北の千島列島がヨ本領になっ

た。この条約は日本とロシアが！年聞もかけ

て話し合い，妥結したものであり，双方が納

得の上での合意である。⑭それゆえ，この条

約の領土移転に関する正当性は大きいと言え

よう。この時点では，歯舞群島色丹島はも

とより国後島から占守島までの全千島列島が

日本の固有の領土となったが，樺太全島はも

はや日本固有の領土ではなく，ロシアのみの

固有の領土になったのである。

　そして，日露戦争後の1905年に，日本とロ

シアとの闇に「講和条約」が結ばれ，ロシア

領であった北緯：50以南の樺太島（南樺太）が

日本領となった。この条約では他の「北方」

地域の領土に関する変更はなかったので，こ

の時点でも国後島，択捉島を含む占守島まで

の千島列島および歯舞群島，色丹島は依然と

して日本固有の領土であった。それに対して

南樺太は，先に述べた国際法上の固有の領土

の定義からすると，「日本固有の領土でない

領土」の日本への移転であり，また第3章第

3節でも触れたように，この条約には「譲与」

と書かれていることからしても，「戦利品」と

考えるのが妥当であろう。もしこの移転が

44）落合　忠士　1971，46－49ページを参照。

「戦利品」でなく，日本固有の領土の返還であ

るとすると，樺太の領土権を決定した「樺太

千島交換条約」，さらには樺太の代替地であ

る得撫島以北の千島列島の領土権を決定した

「日本国魯西亜国通好条約」にまで逆上って，

これらの条約の正当性までも否定しなければ

ならなくなる。そうなれば，日本の固有の領

土を証明する国際条約は全くなくなってしま

うことになる。確かに日本の樺太開拓等の歴

史的な経過を見れば，南樺太が必ずしも「戦

利品」ではないとは言えなくもないが，平和

的に締結された先の2っの国際条約の正当性

を主張する限りは，国際法上，南樺太を日本

の固有の領土とするのは，かなり難しいと言

えよう。これらの「北方」地域に関する国境

は，国際法的には1951年の「サンフランシス

コ平和条約」締結まで続くのであるが，実際

には第2次世界大戦終結前後に相次いでソ連

に占領されることになる。

　以上のことを総合して，固有の領土と言う

視点から見ると，日本固有の領土と見なされ

る「北方」地域の領土は，北海道本島の一部

である歯舞群島および色丹島，ならびに国後

島および択捉島を含む千島列島であると言う

結論に達する。すなわち，国後島および択捉

島が千島列島に属するかどうかと言う議論に

は関係なく，千島列島は「サンフランシスコ

平和条約」で放棄する必要などは全くなかっ

た，日本固有の領土なのである。

　　　　　　　5．結　　語

　『「歯舞群島，色丹島，国後島，択捉島」は

日本固有の領土であるから，ソ連に対して返

還を求める』と言う日本政府の主張は，正当

な主張である。では，「得撫島以北の中千島お

よび北千島」は日本固有の領土ではないのだ

ろうか？　その問いに対して日本政府は，

『「サンフランシスコ平和条約」で放棄した
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「千島列島」に対しては，45）関知する立場にな

い』と答えるだけで，出来るだけ避けようと

する態度が見られる。すなわち，『なぜ日本の

固有の領土である千島列島を放棄してしまっ

たのか？』と言う疑問に対して，日本政府の

「納得いく」説明は未だになされていない。確

かに，当時占領下にあった日本では，連合国

の「圧力」に屈せざるを得なかったかもしれ

ないが，では放棄した固有の領土である千島

列島について，今後どのように対処すべきか

を検討してみようと言う姿勢が全く見られな

い。それどころか，千島列島放棄と言う「大

失態」には出来るだけ触れさせまいとする日

本政府の「姑息」な態度が見られる。すなわ

ち，「千島列島」を放棄してしまったために，

本稿でも述べて来たように，そこから日本政

府の多くの矛盾した行動が生じている。島民

がほとんど定住していなかった北千島および

中千島とは異なり，多くの島民が住んでいた

南千島の国後島，択捉島を，無理矢理返還の

範囲に含めるために，日本政府は「北方領土」

なる曖昧な名称を持ち出し，しかも「誤解を

招く恐れがあるから，国後，択捉を南千島と

呼ばぬように」，46）言い換えれば，「南千島

（国後，択捉）を南千島と呼ばぬように」と言

う訳の分からぬ政府通達まで出した。日本政

府はまずこの「自己矛盾」した行動を自省す

る必要がある。もし仮に国後島，択捉島が南

千島でないとしたら，南千島は一体どこなの

であろうか？千島列島は，北千島および中

千島だけから成り立っているのであろうか？

　このように，日本政府が巻き起こしたいわ

ゆる「北方領土」問題は，日本固有の領土で

ある千島列島を放棄してしまったことに起因

しており，もし千島列島が放棄されていなけ

れば，「北方領土」なる名称を使わずに，堂々

と千島列島返還を主張出来たのである。した

がって，真に領土問題の解決を考えるなら

ば，勇気を持って臭い物に乗せていた蓋を取

り去り，政府の主張のみを国民に押しつける

のではなく，放棄してしまった千島列島をタ

ブー視せず，放棄させられた当時の国際情勢

等を面あて，大いに議論を重ねて，国民と共

に最良の解決策を旧い出して行く努力が，絶

対に必要かっ不可欠である。例えば，日本政

府は，「日ソ共同宣言」で日本への返還を約束

した歯舞群島および色丹島はともがくとし

て，国後島および択捉島（南千島）の名目的

な領土権にはあまり固執せずに，ソ連との交

渉の中で，実質的にこれら2島において，日

本が施政権を行使出来て，日本人が安心して

定住し，生活して行ける方法を模索する現実

的対応が，より求められるであろう。そして

得撫島以北の千島列島（中千島および北千

島）に関しては，日本は領土権や施政権等の

返還は求めない代りに，日本人が定住した

り，自由に往来出来るようにすることをソ連

に認めてもらうことは，不可能なことではな

いと思われる。領土問題が解決すれば，千島

列島全体を日ソで共同開発するために，日本

が経済援助を与えたり，経営に参加したりし

て，人的交流を活発にして行くなど，日本と

ソ連との友好を深めて，今後も日本が千島列

島と係わって行くことも可能になるであろ
う。

　千島列島は195！年の「サンフランシスコ平

和条約」でやむを得ず放棄させられてしまっ

たが，放棄した他の領土とは異なり，元来，

日本固有の領土である。したがって，日本政

府は将来に渡って，このことを日本国民にし

45）　日本政府の主張する「千島列島」の範囲は，得撫島から占守島までであり，国後島および択捉島を含ん

　　でいない。そのような特別の意味を持つので，カッコでくくっている。

46）　1964年6月に出された外務省次官通達であり，この時以後，領土返還運動では，南千島および千島列島

　　と言う地名はあまり使われなくなり，日本人の記憶の中から急速に消えて行った。

　　恵谷　　治　1989，165－168ページおよび

　　山県　泰三　1983，100－101ぺ～ジを参照。
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つかりと知らせていく義務がある。そして，

今後日本からは決して領土返還要求をせず，

いつの日かソ連が領土に関しても「スターリ

ン体制」を否定し，「自発的」に日本に返還を

申し出るまで，ソ連に無期限に「預けておく」

けれども，日本は固有の領土である千島列島

の返還を，いつまでも「待ち続ける」意志が

あることを，内外に対して示し続けて行くべ

きであると思う。

　今まで見て来たように，千島列島を切り捨

てることは，絶対に理論的に矛盾している。

民主主義には時間がかかるが，「急がば回れ」

と言う諺もある。遠回りのようではあるが，

千島列島も含めた包括的な領土問題の解決を

計った方が，結局は近道であり，日本のたあ

にも得策であると思われる。
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Die Kurilen und das eigentliche japanische Territorium 

----Mianasehiri und Etsrofu gehören zu den Kurilen- 

Die Kurilen (japanisch : Tschischima) bilden eine Inselkette zwischen Hokkaido 

und Kamtschatka. Bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges lebten dort viel,? Japaner. 

Nach dem Krieg besetzte die Sowjetunion diese Inseln, die auch heute noch .inter 

sowjetischer Besatzung stehen. Im 19. Jahrhundert wurden zwischen Japan und clem 

ehemaligen Rußland zwei wichtige Verträge zu jenen Inseln abgeschlossen, und zwar 

der Handels- und Freundschaftsvertrag von 1855 und der Vertrag über den Tausch von 

Sachlin und den Kurilen von 1875. Aus diesen beiden Verträgen geht hervor, da13 

nicht nur Habomai und Schikotan, sondern auch die Kurilen, einschließlich Kunaschiri 

und Etorofu, zum eigentlichen Territorium Japans gehören. Diese Inseln hat sich 

Japan folglich nicht mit Gewalt angeeignet. 

1951 verzichtete Japan im Friedensvertrag mit den Siegerstaaten gegen seinen 

-Willen auf die Kurilen. Es gab keine andere Möglichkeit, zwar jedoch ein großer 

Fehler der damaligen japanischen Regierung. Sie versuchte anschließend ihren Fehler 

zu verbergen und behauptet, daß Japan die Inseln von Habomai, Schikotan, Kunaschiri 

und Etorofu, die den Namen ,,nördliche Territorien" tragen, zurückbekommen müßte. 

Internationale Verträge und Dokumente beweisen jedoch, daß Kunaschiri und Etorofu 

zu den aufgegebenen Kurilen gehören. Die japanische Regierung widerspricht sich 

demnach selbst. Die Bewegung zur Rückgabe der ,,nördlichen Territorien" ist un- 

logisch. Um mit der Sowjetunion echte Freundschaft schließen zu können, muß Japan 

dieses Problem lösen, indem es die Gesamtsituation der Kurilen und des eigentlichen 

Territoriums bedenkt. 


